
検索

川崎市高津区 溝口 2-16-3 六軒町伍番館１０２　電話 044-819-8230

東急溝の口駅から徒歩 5 分。マルイファミリー溝口の中華
料理店でシェフだったオーナーが 17 年 10 月にオープン。
手作り点心料理がおすすめで、化学調味料を一切使用せ
ず、食材のそのものの味を引き出しています。お酒も豊富
にありディナーでの利用も◎です。（総務部 澤井）

施工標準書とは、法律遵守を基本とし、建物を施工す

るうえで、更なる品質向上を目的とした小川組独自

の指南書になります。これを見ることで、すべての現

場でより良い品質の建物づくりを共有することが可

能になります。また、安全の基準・ルールなどについて

細かく書かれているものを安全標準書といいます。

(火曜定休日)

www.facebook.com/yamuchayatsuki/

BLOGで少しだけご紹介しておりますので、ぜひ御覧ください。
https://ogw-net.co.jp/ogawagumi-tsushin/2018/09/et265t15.html

ランチBセット ￥1,100(税抜)

お店の外観 新しくて綺麗です

区役所通りをまっすぐ税務署方面へ

セキユウ工務店のおすすめランチ屋
「 飲茶屋 月 (ﾔﾑﾁｬﾔ ﾂｷ) 」

小川組ホームページ［社内報 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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「お客様の声」
スマホ対応
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「小川組通信」のバック
ナンバーも見れます

小川組のホームページに新しく「お客様インタビュー」「お客様アンケート」
が追加されました。小川組の施主様へインタビューした記事と、施主様へ
小川組の施工についてのアンケート結果が載っております。まだ出来たば
かりで件数が少ないのですが、ぜひご一読ください。(営業部 井出)
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小川組行事予定
1月5日(土)

1月15日(火)

1月17日(木)

2月5日(火)

3月5日(火)

3月21日(木)

4月1日(月)

4月2日(火)

5月14日(火)

5月15日(水)

仕事始め

安全衛生パトロール

安協 賀詞交歓会

安全衛生パトロール

安全衛生パトロール

創業日

入社式

安全衛生パトロール

安全衛生パトロール

安協 定時総会
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「段々と寒くなってきて外
の掃き掃除が身に堪える
ようになってきました。本
社前はイチョウの木が並
んで落ち葉も大量です。」
( 投稿者 : 建築部 M)

年
号
が

替
わ
る
と
更
に

過
去
の
人

「昭和生まれの私は3つ
の年号を股に掛けるこ
とになります。何も変わ
らないのですが、感覚的
に老けた気がします。」
(投稿者:総務部 T)

2019年１月7日発行

取材のため、セキユウ工務店さんの本社と現場へお邪魔致しました。
今回は取材という形ではありましたが、セキユウ工務店 関口社長よ
り、仕事や私生活についてなど、幅広くお話をうかがうことが出来ま
した。関口社長のような器の大きい、頼られる存在
を目指して頑張っていくことを 2019 年の目標にし
ます。写真はそんな目標とは関係のない、愛猫の
ココちゃんクリスマス仕様です。（総務部 澤井）



竣工物件 (2018.8月～2018.12月)祝

※川崎ソリッドスクエア前

小川組 安全衛生協力会 安全大会2018

［ベテラン社員の感想］
自宅で非常持出しリュックの中身を
確認した所、非常食の賞味期限が切
れており、入替えを行いました。いつ
起こるかわからない災害に日頃から
備える事が、大切なんだと感じまし
た。(リニューアル部N)

［初めて参加した社員の感想］
今回、歩行訓練に参加したことで、
災害が実際に起きた時、交通機関
の麻痺を想定した歩行ルートの確
認をしておく大切さに気付くこと
が出来ました。(建築部O)

9月15日(土)、今年も小川組では防災訓練が行われました。昨年はDVDの
視聴が中心となりましたが、今年は自分が住んでいる地域の避難場所を確
認するため、掲示したハザードマップをチェック。そして備蓄品である非常食
の確認をし、希望者へと配布しました。昨年とは大きく違うポイントとして、歩
行訓練が行われました。内容としては、本社から事前に決めた時間内に、どれ
くらいの距離まで歩けるかを体験するといったものです。当日は曇天、時折
降雨といった天候でした。当然、災害はいつ私達の身に降りかかるか分かり
ません。雨天の長距離歩行を想定した訓練となりました。

平成30年度 安全衛生委員会

ハザードマップをチェック

歩行訓練の様子

備蓄品の非常食一覧

防災訓練

共同住宅・事務所
RC造 地上4階

店舗・共同・専用住宅 
RC造 地上6階・地下1階

倉庫/事務所 
S造 地上2階

『町屋 CENTRAL VIL』 『小泉倉庫』『KLOCKA』

【最優秀賞】
『見逃すな　慣れた作業に　潜む危険　手順見直し　安全作業』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【優 秀 賞】
『日々変わる　進む現場と危険箇所　新たな気持ちで　安全職場』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【佳　　作】
『油断は事故につながる第一歩　一歩さがって再確認　手順守ってゼロ災害』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
『安全は正しい手順の積み重ね　基本を守って０災害』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
『危険作業　注意しあえる声と声　初心に戻って安全作業』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

㈱今西建設　　泉 邦明

㈱セキユウ工務店　　行田 元

㈱スチール・ワン　佐々木 康友

㈱アクアテック　　窪田 清男

㈱阿部鋼業　齊藤 三津三

渡部　一男／黒川　幸一／西塚　光男／鈴木　勝

〈敬称略〉２．職長賞

①㈱大橋 
②㈱大橋  
③㈱佐和工業 
④㈱佐和工業 
⑤中平建材㈱

諸橋 英一
遠藤 信次
畠山 栄
鈴木 豪
佐藤 仁

⑥㈱隆星電設(富士電気商会)
⑦㈲双葉工業(エヌ・ケー)
⑧㈱スチール・ワン
⑨㈱雪平工務店

下田 達也
佐藤 鉄也
剣重 晃一
大岩 義治

３．安全標語コンクール 〈敬称略〉(応募総数125件）〈敬称略〉１．作業所賞
この賞は、全工期を通じて安全管理が行き届いており、他の工事
現場の模範となる管理を実施、また安全サイクルを確立し作業員
末端まで周知・徹底した作業所に対し表彰するものです。

この賞は、労働災害防止の重要性を深く認識し、なおかつ工事品質
の向上、労働災害の事前防止に努めて貢献して、各作業所長より
一層模範と認められる職長に対して表彰するものです。

小川組安全衛生協力会
役員メンバー

9月28日 (金) 、川崎市産業振興会館にて「平成30年度 安全衛生大会」を開催しました。関係者各位に
は多大なるお力添えをいただきました。この場を借りて改めて御礼申し上げます。今年度も安全衛生協
力会　東海林副会長の開会の挨拶よりはじまり、弊社代表取締役社長 長澤からの挨拶、安全衛生協力
会　関口会長の挨拶と続きました。そして、川崎南労働基準監督署の松島 玲子署長より安全衛生講話
を賜りました。現場では身近な恐怖である工事現場での労働災害についてだけではなく、平成31年4月
1日より開始される有給休暇5日取得の義務化についてなど、事務関連についても重要な内容をお話い
ただきました。その後の安全衛生表彰では3部門の表彰を行い、下記の方が受賞されました。そして、第
１部の最後には弊社社員の鈴木より、「安全衛生の宣言」の宣誓が行われました。『こころとからだの健康
づくり　みんなで進める働き方改革』をスローガンとし、全国労働衛生週間が展開されました。労働者
の仕事と生活の調和、健康で快適な職場環境を目指します。第２部では元プロ野球選手であり、現在は
野球解説者としても活躍されている、高木 豊 様をお招き致しました。今回行っていただいた特別講演
は、その名も「上司から部下へのコーチング」。かつて侍ジャパンのコーチメンバーであった高木さんら
しく、経験談を交えつつ
お話いただき、終始笑い
の絶えない時間になりま
した。最後には安全衛生
協力会 山本副会長によ
る総評と挨拶で、今年度
の安全衛生大会は幕を

本年もどうぞ宜しくお願いします

　あけましておめでとうございます。昨年もお客様、協力会社の皆様をはじめ、関係各位の皆様

には大変お世話になりました。心よりお礼申し上げます。

　さて、昨年はオリンピックやサッカーのワールドカップ開催など、世界的なイベントに盛り上

がった一方で、我が日本におきましては、１年を通じて猛暑・豪雨・地震といった大きな自然災

害の多い年でありました。また、政治や経済といったところでは、緊張が続く朝鮮半島に関連し、

南北首脳会談や米朝首脳会議など歴史的なニュースがあった反面、米中関係を含む保護主義政

策と自由貿易への影響が懸念される状況が続いております。

　今年は30年続きました平成という時代が４月30日をもって幕を閉じ、５月より新元号時代が

始まる年であり、10月からは消費税が10％に引上げられるなど、様々な面で大きな節目の年と

なる年です。

　当社におきましても、引き続き皆様とのコミュニケーションを密にし、皆様のお役に立てる様、

確実に前進していく所存です。

　最後になりますが、本年が皆様にとって良い年となります様ご祈念申し上げます。

　本年もよろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長

作業所賞受賞者 職長賞受賞者 安全標語コンクール受賞者

新年ごあいさつ
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「(仮称)中幸町３丁目・高木マンション新築工事」現場紹介

営業部イベント報告

上記でもご紹介しました「(仮称)中幸町３丁目・高木マンション新築
工事」にて11月28日(日)に工事中現場見学会が行われました。当
日は川崎市主催の「カワサキハロウィン2018」が行われ、また近隣
の小学校では運動会が開かれていたりと、街自体がとても賑わって
いる中での開催となりました。その影響もあってか、想定していた人
数を大きく上回る方々にご来場いただくことができました。鉄筋コン
クリート造の特長の説明を行い、弊社の高品質な施工現場をご案内
をさせていただきました。工事中はご不便をお掛けしています近隣
住民の方にもご来場いただき、普段見えない部分をお見せすること
で、いかに安全に気をつけて工事を行っているかご理解いただけて
いれば幸いです。ご来場いただいた皆様には、厚く御礼申し上げま
す。またイベントの開催情報はホームページ等で告知しますので、そ
の際はぜひお越しくださいませ。[営業部 菅野(道)]

【8階】配筋写真の撮影【7階】コンクリート打設のために
型枠とパイプサポートが設置されています【6階】養生
期間のため支保工を残しています【5階】サッシ、ガラス
板が設置されました【4階】軽量間仕切を組んでいます

【3階】壁下地が終わってボードを張る前です【2階】ボー
ド張りが終わってクロスを張る前です【1階】朝礼・職長
会議などを行っております。

取材の日は晴天でしたが、さすがに８階で作業をしていると寒く感じました。そん
な８階では翌週に行われる７軸８床のコンクリート打設の準備で、鉄筋工事や電気
の配線埋設工事が行われていました。そして私は西塚所長の命を受けて、天端ポ
イントの設置を手伝わせていただきました。ドレインまで水が流れていくように、勾
配をつける目印になる作業です。それから管轄の警察署へ道路使用許可を申請
しに行きました。コンクリート車やポンプ車を道路に停めて作業するので、申請が
必要になります。現場監督の仕事って本当に幅広くあるなと感じました。現場に
戻ってきたら、建物から排出される生活排水や雨水が流れる排水管を公共の下
水管へ接続する工事が本格的に進んでいました。(総務部 澤井) 

工事担当：西塚作業所長

川崎駅から徒歩約5分、RC造8階建て集合
住宅を造っています。ラゾーナ川崎のすぐ
近くで、とても立地に恵まれています。再開
発が目まぐるしい西口で、無事故で引き渡
せますよう頑張っております！

現場見学会の様子 イベント時の朝礼の様子

午前中からとても賑わいました現在計画中のお客様もご来場されました

7階

8階8階

６階 5階

4階 3階 2階

１階 １階

7階

8階

６階

5階

4階

3階

2階

１階

完成予想図



小川組の協力会社様へ訪問

株式会社セキユウ工務店

熱盛
取材

代　　表：
事業内容：
創　　業：
設　　立：
住　　所：
従業員数：

代表取締役  関口 能長
鳶工事・土工事・コンクリート打設工事
昭和28年6月
昭和45年6月
川崎市高津区溝口2-10-10  関口ビル 2F
60名

社名の由来は？ 

先代(父)の名前から「関」と「雄」をとり「セキユウ」

同じ建物がないので、新しく始まる現場ごとに新鮮さがあること

読書(佐伯泰英さんの歴史小説が好き)

職長として色々任されていて、そして見守っていてくれること。

こちらの現場では手すり先行工法(SRG：IQシステム)を使用しています
①足場の資材が届きクレーンを操作して荷揚げしています②1枚16kg
もあるアンチを２枚同時に運んでいます③所定の位置にアンチを設置し
ています④足場が1階分高くなりました。これで次の工程に進めます

先代の社長の時に、友人の誘いでアルバイトをして、そ
のまま定職についた。当時は高所恐怖症だったけど、
夢中で仕事をしてたら、いつの間にか克服していた。

鷺沼の14階建ての足場解体かな。夏の真盛りで同僚が
ダウンしてしまい、さらに強風が吹いていて大変だった！

溝の口駅から約徒歩4分、重厚感
のある綺麗な外壁ビルがセキユ
ウ工務店さんの本社でした。本社
裏手には社員寮や駐車場になっ
ています。取材中に経理をご担当
されている娘さんが通られました
が、まさに【才色兼備】という言葉
がピッタリな女性でした！

かながわサイエンスパークのホテル棟

仕事に誠実、お客様に対して信頼

後継者探し？笑

なんでも食べられます！笑

社長へ一問一答

職長さんへガチンコ･インタビュー

一番大変だった仕事は？ 

会社のモットーは？

今後の展望は？

仕事のやりがい・魅力は？

一番大変だった仕事(現場)は？ 

趣味は？

この仕事を選んだエピソードは？

セキユウ工務店の魅力は？

好きな食べ物は？

新企画「小川組の協力会社様へ訪問」では、小川組の協力会社様をご紹介していく企画になります。栄えある1回目
にお邪魔させていただいた会社は、小川組安全衛生協力会の会長であります「セキユウ工務店」さんです。今回は、
会社訪問と現場での活躍を取材してきました。

読書(佐伯泰英さんの歴史小説が好き)

先代の社長の時に、友人の誘いでアルバイトをして、そ
のまま定職についた。当時は高所恐怖症だったけど、
夢中で仕事をしてたら、いつの間にか克服していた。

鷺沼の14階建ての足場解体かな。夏の真盛りで同僚が
ダウンしてしまい、さらに強風が吹いていて大変だった！

一番大変だった仕事(現場)は？ 

この仕事を選んだエピソードは？

本社裏には社員寮と駐車場

Before

After

１ ２

４３

代表者取締役  関口社長

職長 大朏(ｵｵﾂｷ)さん

な、なんと62歳…いつもすごいパワフルにお仕事をされていたので、年齢をうかがって衝撃でした。私は50代
前半だと思っていました。会社の本拠地である高津区では高津区民祭の実行委員をされていたり、他多数の協
力会などの役員などを務めていらしたり、関口社長の人望の厚さを実感しました。また小川組の安全衛生協力会
は関口社長から様々な提案やアイディアをいただき、現在のような安全体制を維持できています。

こちらの現場では、SRGさんのIQシステムを使用していました。主な特長として、高さがあり、足場がフラットになっ
ていますので、とても歩きやすかったです。そして重い資材を軽々運ぶ職人さんに触発され、私も持ってみましたが
歩くことが困難でした。現場内は他の資材や職人さんが作業していて手狭になっていますが、器用に資材を設置し
ていく姿がとても格好良かったです。お忙しい中、取材協力本当にありがとうございました。

セキユウ工務店 本社外観

GO!GO!

驚愕！

敬礼！

仕事に誠実、お客様に対して信頼



検索

川崎市高津区 溝口 2-16-3 六軒町伍番館１０２　電話 044-819-8230

東急溝の口駅から徒歩 5 分。マルイファミリー溝口の中華
料理店でシェフだったオーナーが 17 年 10 月にオープン。
手作り点心料理がおすすめで、化学調味料を一切使用せ
ず、食材のそのものの味を引き出しています。お酒も豊富
にありディナーでの利用も◎です。（総務部 澤井）

施工標準書とは、法律遵守を基本とし、建物を施工す

るうえで、更なる品質向上を目的とした小川組独自

の指南書になります。これを見ることで、すべての現

場でより良い品質の建物づくりを共有することが可

能になります。また、安全の基準・ルールなどについて

細かく書かれているものを安全標準書といいます。

(火曜定休日)

www.facebook.com/yamuchayatsuki/

BLOGで少しだけご紹介しておりますので、ぜひ御覧ください。
https://ogw-net.co.jp/ogawagumi-tsushin/2018/09/et265t15.html

ランチBセット ￥1,100(税抜)

お店の外観 新しくて綺麗です

区役所通りをまっすぐ税務署方面へ

セキユウ工務店のおすすめランチ屋
「 飲茶屋 月 (ﾔﾑﾁｬﾔ ﾂｷ) 」

小川組ホームページ［社内報 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

Ogawagumi
施工標準書

小川組
ホームページ

「お客様の声」
スマホ対応

OGAWAGUMI REPORT

編集後記

溝口神社

ｾｷﾕｳ工務店

東急
溝の口駅

武
蔵
溝
ノ
口

「小川組通信」のバック
ナンバーも見れます

小川組のホームページに新しく「お客様インタビュー」「お客様アンケート」
が追加されました。小川組の施主様へインタビューした記事と、施主様へ
小川組の施工についてのアンケート結果が載っております。まだ出来たば
かりで件数が少ないのですが、ぜひご一読ください。(営業部 井出)

川
柳
投
稿
コ
ー
ナ
ー

小川組行事予定
1月5日(土)

1月15日(火)

1月17日(木)

2月5日(火)

3月5日(火)

3月21日(木)

4月1日(月)

4月2日(火)

5月14日(火)

5月15日(水)

仕事始め

安全衛生パトロール

安協 賀詞交歓会

安全衛生パトロール

安全衛生パトロール

創業日

入社式

安全衛生パトロール

安全衛生パトロール

安協 定時総会

本
社
前

寒
さ
身
に
沁
み
る

落
ち
葉
掻
き

「段々と寒くなってきて外
の掃き掃除が身に堪える
ようになってきました。本
社前はイチョウの木が並
んで落ち葉も大量です。」
( 投稿者 : 建築部 M)

年
号
が

替
わ
る
と
更
に

過
去
の
人

「昭和生まれの私は3つ
の年号を股に掛けるこ
とになります。何も変わ
らないのですが、感覚的
に老けた気がします。」
(投稿者:総務部 T)

2019年１月7日発行

取材のため、セキユウ工務店さんの本社と現場へお邪魔致しました。
今回は取材という形ではありましたが、セキユウ工務店 関口社長よ
り、仕事や私生活についてなど、幅広くお話をうかがうことが出来ま
した。関口社長のような器の大きい、頼られる存在
を目指して頑張っていくことを 2019 年の目標にし
ます。写真はそんな目標とは関係のない、愛猫の
ココちゃんクリスマス仕様です。（総務部 澤井）


