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代表挨拶
第 75 期の始まりと、社屋移転計画について
いつも小川組をお引き立て頂きましてありがとうございます。
今年は長引く天候不順の影響で例年とは異なる7月となりましたが、8月に入り、よう
やく本格的な夏の陽気になり、セミの声も盛んに聞かれるようになりました。
これからは暑い日が続くと思われますので、どうか熱中症予防を含め体調管理にはお
気をつけ頂けます様お願い申し上げます。
さて当社におきましては、この6月末をもって第74期が終了し、7月から新たに第75
期をスタートしております。前期は皆々様のご尽力のおかげをもちまして相応の成果
を残すことが出来ました。心より厚くお礼申し上げます。
今年は引き続き景気の底堅さを感じつつも、先行きの不透明感が高まりつつもあり、
10月には消費増税も予定され、また米中貿易問題や日韓政治問題の影響など景気を減
速させかねないリスクも高まっていると思われます。
建設業界におきましても、引き続き底堅さを感じつつも、景気の先行きに対する不安
もあり、新たな投資に対する慎重な姿勢も覗える様な状況になってまいりました。
この様な状況の中、
当社におきましては、
引き続き営業力の強化と労務不足への対応を
最優先課題と位置付け、営業力の強化については営業部を二課制に変更し、環境変化に
対する対策のスピードアップとそれぞれの課題に対する責務を明確にして受注量の確保に
努め、労務不足への対応につきましては、引き続き協力会社との連携を密にし、先行
管理・先行対策で安全・品質および工期の確保に努めてまいります。
また、本社建替事業につきましては、当初の計画より遅れておりますが、この9月より
来年3月移転を目指して移転社屋の建設に着手し、来年４月以降、現社屋の解体に着手
する予定です。
小川組は皆様のご支援に感謝しつつ、今後とも引き続き地域貢献と社業発展に全社
一丸で努力してまいる所存でございますので、皆様におかれましては、引き続き変わら
ぬご支援をお願い申し上げます。
代表取締役社長

長澤

靖

竣工現場紹介

(仮称)多摩川プロジェクト新築工事

(仮称)東矢口2丁目小嶋ビル新築工事

小川組のホームページには竣工した物件の事例写真が豊富にございます。
ぜひアクセスしてみてください！ https://ogw-net.co.jp/works/

小川組 新築現場紹介
「(仮称)多摩川プロジェクト新築工事」
今回ご紹介します現場は「(仮称)多摩川プロジェクト新築工事」です。大型飲食店舗の建物で、施主様の「日本食 柏屋」様と1階にコーヒー
ショップがオープンする予定です。立地は登戸駅から多摩川に向かってすぐ、川崎方面の多摩沿線道路沿いにございます。4階の屋外庭園
からの眺めは最高です。そして、細部までこだわった仕様になっています。竣工後は、ぜひ足をお運びください。

馬上作業所長
作業所長の馬上(もうえ)工事長です。こ
の大型案件を管理しています、入社30年
目の大ベテラン。仕事に対する思いは誰
よりも熱い所長です。木崎工事次長とは
高校が一緒で先輩にあたります。趣味は
釣りとウインタースポーツです。

金城さんによる元気いっぱいの朝礼

職人さんに指示する木崎工事次長
多摩川

登戸駅

朝礼が終わると各所で打ち合わせ

木崎工事次長

前田係員

金城係員

木崎工事次長は馬上

5年目のエース前田さ

2年目のスーパールー

所長とは同じ高校で2

んです。最近、ウェイト

キー。若くして大型案

個下の後輩です。人柄

トレーニングにハマっ

件に携わり将来がと

が良くて後輩・若手社

てるみたいで、大好き

ても有望です。写真写

員からとても慕われ

なラーメンは我慢して

りがかなり良いイケ

います。

いるそうです。

メンです！
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若手コンビで厨房の図面をみて確認

建物概要
構

造： 鉄筋コンクリート造

階

数： 地上5階

用

途： 店舗・専用住宅

設計・監理： ㈱大井立夫設計工房
施

工： ㈱小川組

①屋外床の目地工事です。目地を入れることでヒビ割れなどが防げ
るそうです②ガラスに飛散防止フィルムを貼っています③左官屋さ
んが各所補修工事を行っています。④現存店舗で使用している「木
材」を新店舗でも使用しています⑤2階のレセプションルーム⑥4F
の屋外庭園からの風景です｡多摩川が一望できます

多摩川について

多摩川とは神奈川と東京との境界をなす一級河川です。水源は山梨県甲
州市の笠取山で、東京湾まで全長約138kmの長さです。歴史のある花
火大会や開発されていない自然が残っており、釣りやバードウォッチン
グなども人気です。ここ最近の運動ブームで、ジョギングされている方、
またサイクリングされている方が大変多くなりました。それに合わせた
コースも多く設置されており、地域の住民にとって憩いの「場所」となっ
ています。2002年夏にはアザラシのタマちゃんが出現したりと常に注
目されている河川のひとつです。

協力会社様ご紹介
特別動画で所在地を
ご紹介しております。

「プロ意識」
を持ち続けろ

株式会社サッシュサービス
創

業： 昭和45年 1 月

住

所： 相模原市南区松が枝町8-12

設
代

代表取締役 山本 知則 様

立： 昭和48年 4 月18日

三協アルミ様で働かれていた当時

表： 代表取締役 山本 知則

事業内容： サッシ・ドア
（スチール・ステンレス・アルミ）
その他、金属建材及び建築金物

は勤務地が仙台だったそうです。
趣味はドライブと水泳。年２回は
北海道や東北地方へ。水泳は今
でも続けられているようです。

創業されて翌年から小川組と取引があり、もう48年のお付き合いになるそう
です。社員には「プロ意識」を持って働くようにと常日頃から意識付けし、そ
れはニッチな業種だからこそ、お客様に「質の良いサービス」を提供しないと
次回からお付き合いしてただけないと危機感を持って欲しいという願いがある
そうです。また、社内での情報共有をとても重要視されていて、工事部社員は
朝と夜は必ず本社に戻ってきて上長に１日の報告を行っているそうです。社内
での情報共有のおかげで、担当者が不在の場合でも対応できる環境を作られて
いるそうです。また、山本社長は小川組安全衛生協力会の副会長を長く務めら
れ、ご協力いただいております。

Q＆A

山本社長に一問一答！

Q1「会社名の由来を教えてください」

Q3「何代目の社長でしょうか？」

サッシの技術をサービスするからサッシュサービスになりました。
Q2「サッシュサービス様の社内イベントを教えてください」

忘年会、歓送迎会。２年に一度、社員旅行があります。
行き先は社内アンケートで決めています。

Q＆A

３代目になります。父が創業者です。
Q4「主な営業エリアはどこでしょうか？」

神奈川・東京

（お客様の現場が千葉や埼玉のときもあります）

職長さんに一問一答！

①レーザーレベ
ルで測り数ミリ
のズレも起きな
いようにサッシ
を固定していき
ます

Q1「サッシュサービス様に入社した動機をお聞かせください？」
特に理由もなく入ってみたら建設業界でビックリしました。
Q2「1番大変だった仕事をお聞かせください？」
忙しい時期に人手が足りなくて、
何現場も掛け持ちしていた時です。
職長

秋山さん

Q3「仕事のやりがい・魅力をお聞かせください？」
毎日違う現場、違う作業内容なところです。

動く小川組通信です。QR
コードを読み込むと作業
風景が視聴できます。

Q4「仕事で1番達成感を感じる瞬間をお聞かせください？」
仕上げてから、外観で見えるところが、達成感を感じます。
Q5「サッシュサービス様の魅力をお聞かせください？」
上下関係が良好で、仲良く楽しく出来るところです。

②窓のサッシだけでなくSDも設置していき
ます③サッシを溶接で固定しています。火
気を使用しますので消化器も設置します

施主様ご紹介
現在ビーンズプラザ外部改修工事 ( 多摩区稲田堤 ) で大変お世話になっております廣田様へインタビュー
と同マンション 1 階で経営されています廣田豆腐店さんをご訪問させていただきました。
廣田様は今年の３月まで川崎市市議会議員を16年務められておりまし
た。生まれ育った地元を愛し、よりよい町に発展するようにとご尽力さ
れました。議員になられる前は、地元の消防団の班長やPTAの役員など
に携われました。相撲がお好きな廣田様は、相撲部があった東京の商業
高校を卒業され、家業である豆腐店を継がれました。現在は豆腐店経営
の他に社会奉仕団体や食品衛生の協会でもご活躍されています。

廣田ご夫妻と担当営業の出川 (お店の前で撮影)

弊社とのお取引きは約25年前、道路の拡幅工事
で長屋を取り壊すことになり、その後の土地活
用で地元のお知り合いに相談したところ、弊社
を紹介して頂いたことがきっかけです。現在は

廣田豆腐店さんの店内です

手作りの豆腐や揚げ、ひじきです

現場事務所にてインタビューいたしました

作業所長のリニューアル部布川です

営業の出川が担当させていただいております。
また廣田様のお豆腐は近隣小学校などの給食に
も利用されており、地域住民の方から広く愛さ
れています。最後に廣田様に出川の印象を聞き
ましたところ「気さく」で「誠実な人」と評価
していただきました。取材協力ありがとうござ
いました。今後とも末永いお付き合いをどうぞ
宜しくお願いします。（総務 澤井）

■廣田豆腐店
〒214-0008
川崎市多摩区菅北浦２丁目１－３
電話番号：044-944-2258
定休日：土曜日

京王稲田堤駅
稲田堤駅
川崎市立
菅小学校

※営業時間・定休日はご来店前にご確認ください。

廣田豆腐店
三沢川

川崎市役所
菅こども文化センター

JR 南武線 稲田堤駅より徒歩 3 分。
稲田堤駅から府中街道へ向かい川
崎方面へ。右手側にございます。

「豆でん」

川崎市多摩区中野島2-7-38-2
電話番号：044-911-6653

(定休日：日曜、月曜)

廣田様のご親戚が営業されています「豆
でん」でランチをいただきました。おす
すめはネギトロ湯葉丼と、とんかつ定食

おすすめのランチは「とんかつ定食」

です。また夜は居酒屋になります。宴会
なども承れるそうです。自慢の豆腐を使っ
た料理の他にも豊富なメニューがござい

中野島駅
川崎信用金庫
中野島店

中野島小学校

ますので、お近くを通られる際はぜひ足
を運んでみてください。（営業部 出川）

中野島公民館

全社員集会
2019年7月4日（木）川崎日航ホテルにて株式会社小川組全社員集会が行われまし
た。小川会長の開会の挨拶から始まり、長澤社長からは、社員の気持ちを統一すべ
く今期の方針説明がありました。次に各部門長の所信表明が行われ、各部署がどの
ようにして良い仕事をするか、それぞれの目標を発表しました。その後には、今年
めでたく小川組の新しい仲間となった、新入社員の２人より挨拶がありました。
初々しくもはつらつとした元気のよい挨拶に、先輩社員たちの空気も自然と和や
かなものになりました。最後は、末吉常務から閉会の挨拶がありました。襟を正し、
新しい期に望むため、心新たな気持ちで社員全員が耳を傾けました。

入社の挨拶をする薗部さん

参加者全員で集合写真

入社の挨拶をする清水さん

全社員集会の様子

懇親会

永年勤続者の紹介

会議終了後は、懇親会を行いました。全体写

渡部工事長

真の撮影を終えてから永年勤続表彰が行わ

永年勤続40年

れ、長きに渡り小川組を支えてきた社員たち

施主様、協力会社、地域の皆様と、私の環境

へ、長澤社長から賞状が授与されました。そ

に関わって頂いた諸先輩方、後輩の皆さんの

して、10年表彰を受けた村田主任の乾杯の
挨拶がありました。食事と歓談があわされば
時間はあっという間で、40年表彰を受けた
渡部工事長の3本締めで幕を閉じました。

おかげでここまでやってこれました。会社が
100年続きますように頑張りましょう！

馬上工事長
永年勤続30年
早いもので30年が経ち、入社当時は苦労して
いた事、また色々な事がありました。ここまで
こられたのは、多く方たちの支えがあったから
だと思います。感謝の気持ちでいっぱいです。

村田主任
永年勤続10年
10年短いような長いような。感慨深いものが
あります。20・30年と会社に貢献できますよ
うに、またお客様の笑顔のためにこれからも
頑張って行きたいと思います。

「鉄筋コンクリート造14階建 マンション」現場見学会
←イベント受付の様子↙

７月21日（日）、営業部で「鉄筋コンクリート造14

お客様にアンケートのお

階建マンション」の現場見学会が行われました。総

で一気に最上階へ

願い↓仮設エレベーター

勢17名様にお越しいただきました。本当にありが
とうございました。現場見学時は低層階では内装工
事が行われており、上層階では躯体工事が行われて
いて、各工程の経過が一度に見学できるタイミング
でした。今後もこのようなイベントやセミナーなど
企画しておりますので、ぜひお越しくださいませ !

特別企画 連続小説［全2回］

筆者：Ｋ（小川組社員）
父は、些か疲れているように見えた。
元々体力だけがとりえだと笑うのが癖のような人だったから、年齢にそぐわぬパワーの持て余しっぷりには娘ながらに感心
するものがあったけれど、ここ最近の父は少しやつれているようにも見えた。
私と父は特別仲が良いわけでもなく、至って普通の親子だと自覚しているが、それでも心配なものは心配だった。朝は私よ
りも早く家を出て、夜は私よりも遅く帰ってくる。通勤時間を考えれば当然のことかもしれないけれど、それでもやはり心配
だった。
父の職業が普通のサラリーマンとは少し違う立ち位置だと知ったのは、小学校にあがってすぐのことだ。
母と買い物に行った帰りに立ち寄った、白い壁のようなもので囲まれた場所。私はそれが何なのか全く分からなくて母親を
見上げながら首を捻ると、母は何処か誇らしげに「ここ、お父さんがたくさんの人と一緒につくってるんだよ」と言っていた
ことは10年が経過する今でも忘れることは出来ない。
そんな父の職業が、
『現場監督』というものだと知ったのは、また少し経ってからだった。
「ただいまあ」
今日も父がへとへとになって帰ってきた。お風呂沸いてるよ、と返すと、
「おぉ～」と分かっているんだか分かっていないん
だか判断に困る声で返事をする。心配になって様子を伺うと、
見ていて心配になるような足取りでふらふらとこちらにやってきた。
「おかえり」
「ただいま、母さんは？」
「同級生と飲み会って言ってたじゃん」
すっかり忘れていたんだろう、
「あぁ！」と南国の鳥みたいな声をあげてから
ふらふらと風呂場へと向かった。ふと、荷物が置いたままなのに気付く。
いつもお母さんが片付けているんだろうか。それとも今日はうっかり忘れてしまった？
判断に困るなあとひとり呟いて、おそらくは色々なものが詰まっている荷物を抱えてリビングへと戻った。

【次号へ続く】

（とんきゅう）
「とんＱ」
川崎市川崎区宮本町5-2

あのミシュランが発表しているビブグルマンを受賞

検索

安全パトロール

定休日：日曜・祝日

しました「とんQ」様にランチ取材をしてきました。
川崎駅から徒歩約10分、小川組の本社から徒歩3
分に位置します。店内は1階がカウンター席で、2

安全パトロールとは毎月1回、小川組と小川組安

階がお座敷になっています。店長のおすすめでロー

全衛生協力会の会員で、新築施工現場・大規模

スカツ定食をオーダーしました。

修繕現場の安全対策がしっかりと実施されてい

肉厚でボリューミーなのに油っぽ
くありません。肉はほんのりピン

るのか現場を巡回します。
また、安全関係の書類

ク色で衣はサクサクしていてとて

や掲示物、諸官庁への提出書類など不備なく行

も美味しかったです。
（澤井）
店舗外観

われているのか全員で確認しています。詳しくは
小川組BLOGでも記事にしてお

川崎駅

市役所

稲毛神社
セブンイレブン

小川組

区役所

りますので、ぜひご覧ください！
！

宮前小学校

セブンイレブンが見えたら左へ

人気のロースカツ定食1,950円

小川組の豊富なコンテンツをぜひご覧ください！
●BLOG「ものづくり日誌」

●Instagram「ogawagumi」

●YouTube「小川組チャンネル」

https://ogw-net.co.jp/blog_const/

https://www.instagram.com/ogawagumi/

https://www.youtube.com/channel/UCEIbmF_3byCZPD
M_WsEfLiA/featured?view_as=subscriber

小川組行事予定
8月29日(木)

小川組株主総会

9月3日(火)

安全衛生パトロール

9月17日(火)

設立記念日

9月21日(土)

防災訓練

9月24日(火)

安協 安全衛生大会

10月1日(火)

安全衛生パトロール

10月22日(火)

即位礼正殿の儀

11月5日(火)

安全衛生パトロール

12月3日(火)

安全衛生パトロール

12月27日(金)

仕事納め

編集後記
今号で記念すべき10号となりました。
これも取材などでご協力してい
ただけている皆様のおかげだと思っております。ありがとうございま
す。私自身、
この小川組通信を通して貴重な経験ができて、
とても嬉し
く感じております。特に協力会社さんへの取材で各
代表者様とインタビューができる機会が、
とても勉
強になっています。忙しいところ時間を作っていた
だき本当にありがとうございます。
（澤井）

［広報誌 お問い合わせ先］
株式会社 小川組 総務部 澤井
川崎市川崎区榎町3番1-307号
電話044-244-5661
FAX044-245-1962
E-mail：sawai@ogw-net.co.jp
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