
　会長の挨拶から始まり、続いて社長よ
り前期の業績内容や今期の方針について
のお話をいただきました。皆がしっかり
と耳を傾け、今期に対する考え方を確認
出来たと思います。続いて各部部長が決
意表明を行いました。それぞれが思いの
丈を述べこれからの小川組を見据えた目標を掲げました。最後に今期
入社した 4 名の紹介があり、今期の全社員集会は幕を閉じました。前
期の反省だけでなく、来期に繋がる目標を立て、それに向かうために
はどうすれば良いか。社員１人１人が考えることが大切です。
　その後、同会場の別室にて懇親会が行われました。最初に永年勤続

表彰が行われ、左記写真４名が表
彰されました。これからも変わら
ず小川組の発展のため尽力してく
れることでしょう。その後、表彰
者を代表して志村担当部長が乾杯
の音頭をとり、皆で今期も無事故・
無災害・業績目標の達成に向けて
決意を確認し合いました。
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7月14日（木）小川組 全社員集会が行われました社長挨拶　このたび、以前「ぶるく」や「Ｒｅｖｅ」として発行していま
した社内報を長期間の休刊を経て、あらためて「小川組通信」

として定期的に発行することになりました。この社内
報は、社員の皆さんにはもちろんの事、協力会社の皆
様や当社にご用命を頂いておりますお客様にも、創業
９０年そして１００年に向けた小川組の近況をお届け
いたしたく、あらためて再発行させて頂きましたので、
お目通しを頂ければ幸いです。
　さて、さる６月３０日をもって当社の第７１期が終

了し７月１日から新たに第７２期がスタートいたしました。前期は３期ぶりに営業利
益を計上することが出来ました。これもひとえに社員皆さんの努力はもちろん、日頃
より当社に対して多大なるご支援ご協力を頂いております協力会社各社の皆様、そし
て何より当社をご用命頂いておりますお客様のおかげと心よりお礼申し上げる次第で
ございます。変化の激しい時代、建設業界を取り巻く環境は決して楽観できるもので
はありませんが、第７２期以降も当社の経営方針であ
ります「品質の良い仕事をし、地域社会の発展、快適
な環境づくりに貢献し、お客様には感動を、そして世
代を超えたお付き合いをお約束します」を名実ともに
実現出来る様、社員一丸となって頑張ってまいる所存
です。今後とも変わらぬご支援、ご協力をお願い申し
上げます。 永年勤続賞の受賞式代表取締役社長　長澤 靖

代表取締役会長　小川 祐司

小川組通信



布施　嘉秀布施　嘉秀
取締役営業部長

永年勤続表彰対象者

入社時のご本人

入社時のご本人

1976年3月23日　小川組入社
　　　　　　（工事部 工事係員）

1987年4月24日  官需事業部 主任
　　　　　　

1999年4月1日　川崎北支店 工事次長

2001年4月2日　
　　　　建築本部 建築第2部 部長

2010年5月1日　
　　本店事業部 施工グループリーダー

2012年7月2日　
　　　　安全品質環境部 部長

2014年4月1日　
　　　　リニューアル部 担当部長（現在）
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経歴（一部抜粋）

経歴（一部抜粋）

1976年3月23日　小川組入社
　　　　　　（工事部 工事係員）

1989年9月21日  官需事業部 配属

1997年1月16日　
　　建築事業部 主任 第9チームリーダー

1998年4月1日　
　　本社事業部 営業課長

2001年4月2日　
　　民間営業本部 本店営業部 課長

2010年5月1日　
　　本店事業部 営業グループリーダー

2014年8月25日　
　　取締役営業部長（現在）

現場も
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会社の
重鎮

「民間営
業は俺に

任せろ！」

タブレットPCも
使いこなすぜ！！

志村　英次志村　英次
リニューアル部　担当部長

『当時、都会への憧れがあり、学校に求人が来ていた中の１社でした。
５年程勤めたら故郷へ戻り、実家の家業を継ごうと考えてました。
東京、神奈川と地域にこだわりはありませんでした。』

『リニューアル部で建物改修、リノベーション、耐震工事等幅広い
分野での施工管理に従事しております。』

『特定の地域の中でのお客様に密着した営業、工事を行っており
お客様目線の営業、所長一人一人が品質にこだわった良い建物
を築こうとする姿などの工事によりお客様のリピートによる物件
が多い事。又アフターメンテ、リニューアルにおいて、お客様の要
望を組み込んだ提案ができ、お客様に喜ばれ長いお付き合いが
出来ている事ではないかと思います。』

『諸先輩方が築いた「品質の小川組」「川崎市内最大手」「地域密
着」を引き続き継承していただき創業100年、150年とさらなる飛
躍を目指していただきたいと思います。』

『最初に配属になりました川崎市の市営住宅の事です。入社した
ばかりで地域の事も現場の事も何もわからない状況で朝早くか
ら夜遅くまで現場業務ををしていた事、又現場の先輩から仕事の
大切さ、面白さ、社会人としてのたしなみを全ての事を教えて頂
いたことが今までも思い出します。』

『高校の先輩が毎年入社している小川組にぜひ入りたいと思っていました。
しかし、昭和51年は就職難の年で私の記憶では大手も含めゼネコンからの
募集は10件もなかったと思います。そんな中、担任の先生と当時の当社取
締役の飯塚様との御縁もあり、入社できたと思っています。当然入社試験は
受けましたよ。』

『営業担当の役員職に従事しております。しかしこの業界の景況感の中よい
結果がだせなく、苦労しています。工事を経験してからの営業職なので技術
的なトークがお客様にご理解頂けるかと思いますが、それでもこの業界の
営業活動は大変になりました。』

『建築部にいた時、工事中の苦労が絶えず「辞めたい」と思ったこともあり
ました。しかし建物が完成した時の達成感は、いまだに忘れることが出来
ません。』

Q.1 小川組へ就職した経緯について教えてください

Q.2 現在の仕事内容を教えてください

Q.3 勤続40年の中で印象深い仕事を教えてください

Q.4 小川組の魅力はなんでしょうか？

Q.5 これからの小川組に望むことは何でしょうか?

Q.1 小川組へ就職した経緯について教えてください

Q.2 現在の仕事内容を教えてください

Q.3 勤続40年の中で印象深い仕事を教えてください

Q.4 小川組の魅力はなんでしょうか？

Q.5 これからの小川組に望むことは何でしょうか?

『地元に根をはやしている事でしょう。これは忘れてはいけない。そして、
もうじき90周年、お客様にとっても自分にとっても魅力のひとつと思ってます。』

『建設業界は大変な時代をむかえると思いますが、まずは100周年を目指して
地元に君臨していてほしいと思います。』



入社時のご本人

作業所長の木崎です。こちらの現場は鉄骨造の5階建てになります。

現場付近の道は狭く、工期の余裕も余りありませんが、4人で協力し

無事に竣工させたいと思います。竣工しオープンしましたらぜひ足を

運んでみてください。

勤続20年 勤続10年

小川組に転職され１８年
建築部の生き字引と称さ
されるほどの知識人。
細かい仕事も確実にこな
す姿はまさに小川組の職
人です。

入社 25 年目の頼れるチームリーダー
小川組の大型物件のスペシャリスト。
特に折衝能力に長けており、コミュニ
ケーション能力は抜群。新入社員の教
育でも頼られる所長です。

入社 7 年目
前期に初の単独現場を施
工。建築部の期待の若手。
冷静沈着な立ち振る舞い
は周囲にも自然と安心感
をもたらします。

入社 3 年目
大学までずっとスポーツ
に打ち込み体力は人一倍 ?
若さをいかして、日々邁
進中。さらなる活躍に乞
ご期待。

★1日現場見学をさせて頂きました
　鉄骨造の現場を見るのは初めてでした。鉄骨の柱がクレーン車によって吊り上げられ、所定の場所に組立てられる作業は、見ているだけでドキドキしまし
た。数ミリのズレも微調整してると知った時は、驚きが隠せませんでした。鉄骨の梁の上で作業されている職人さんはすごい高い場所で仕事してるんだと感
じました。（もちろん安全帯はしてます） 一つの建物が出来上がるまでにたくさんのプロの職人による緻密で安全な計画に沿った仕事があるんだと再認識で
きました。　［総務部 澤井］

リニューアル部
副主任　國分 隆

リニューアル部
副主任　野崎 美帆

1996年4月1日 入社 2006年3月27日 入社

リニューアル部の國分です。
入社以来、建築部におりましたが
2015 年よりリニューアル部に異動
になりました。
昨年病気になり、やはり健康が１
番ってつくづく思いました。みなさ
んも食生活及び体調管理には気をつ
けましょう。今後とも小川組を宜し
くお願いします。

小川組に入社して 10 年。
…あっという間でした。

入社当時は同期がいない不安もあり
ましたが、小川組の社員の方々をは
じめ、協力業者・職人さん・お客様
と多くの方々のお陰でここまで仕事
を続けてこられたと思います。しか
し、まだまだ頼りない所があり、お
恥ずかしい限りです。この機会に一
度基本に立ち返り、日々の業務に一
生懸命取り組みます。今後とも皆様
のご指導・ご 撻のほど、よろしく
お願い致します。

① ②②

③ ⑤④

現場紹介 川崎信用金庫登戸支店新店舗新築工事作業所
木崎作業所長

石川主任 村田副主任 高橋（永）係員

②鉄骨は基本工場からトラックによって
運ばれてきます。
長い鉄骨だと搬入が難しく、警備誘導
員の方が周囲を警戒し、迅速にトラッ
クを誘導します。所定の位置に着いた
らクレーン車によって敷地内に移動さ
れます。
現場搬入時の受入記録として写真を撮
影してます。

⑤足場が組めないので鉄骨の梁へ直接カ
ゴを付けて作業されてます。
鉄骨の固定のためボルトを締めてま
す。ボルト締め作業は２回行われ、１
回目も２回目も写真に残しています。
１回目に締めた後にマーキングをし、
２回目の本締めでマーキングのずれを
見て忘れずに本締めをしているか確認
します。

①鉄骨をクレーンで持ち上げ所定の
場所に設置し組み立てていきま
す。固定する作業は手作業なので
大変難易度の高い仕事です。狭い
敷地内でも次々と鉄骨を移動し設
置していくクレーン操作の技術
は、さすがベテランの職人さんだ
と思いました。鉄骨が上がってく
光景は圧巻です。

③④クレーン車操縦の方と鉄骨を結
ぶ職人さん。それぞれ職人さん同
士の手サインによる連携が絶妙で
した。何トンもする鉄骨が落下し
ないように念入りに作業されてま
した。安全かつスピーディーな仕
事っぷりは脱帽です。



社内報が 10 年ぶりに復活することになりました。
その編集を任され嬉しい反面、プレッシャーに苛まれてお
りました。無事第 1 号を発行でき、ひと安心です。
今後も各部・各社員、協力会社様に色々ご協力して頂くこ
とがあると思いますがどうぞよろしくお願いします。
そして小川組のホームページのリニューアルを予定してお
ります。詳細は次回に発表できたらと思います。

編集後記：澤井

※皆様から俳句を募集しております。小川組以外のご応募もお待ちしております。
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人事より報告

高校 3 年生のとき、初め
て恋人ができ初めて一緒
に過した夏でのできごと
だそうです。花火の火が
より恋人を綺麗に見せた
のではないのでしょうか

投稿者の方は七夕の日に
夜空を眺めこの歌を思い
ついたそうです。若い女
性らしい、しっとりした
歌に仕上がってます。き
っと願いごとも叶うでし
ょう。

小学生の頃、眠い目をこ
すりながら通った夏休み
のラジオ体操。働いてい
る今も朝の日課となって
いる。不思議なものだな
あ。【本人コメント】

coming soon

７月14日(木) 全社員集会

８月２日(火) 安全衛生パトロール

８月25日(木) 株主総会

９月６日(火) 安全衛生パトロール

10月４日(火) 安全衛生大会

10月１日(土)～ 健康診断開始

10月11日(火) 安全衛生パトロール

11月１日(火) 安全衛生パトロール

12月６日(火) 安全衛生パトロール

９月17日(土) 設立記念日
 防災訓練
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細分化すると消化器にはもっとたくさんの種類があります。火災の種類によっては使用できないもの
もございます。また消火器の標準使用期限は 10 年となっております。ご自宅や所有物件に置かれて
る消化器を一度ご覧になってみてはいかがでしょうか？

会場紹介：アトレ川崎「Aloha Hawaiian Beer Garden」　 9/25㈰まで
川崎市川崎区駅前本町26－1 アトレ川崎 6F

（電話：044-589-3616）

■社内報 お問い合わせ先・応募先
㈱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 FAX  044-245-1962
E-mail ：sawai@ogw-net.co.jp

去る、６月４日（土）に有志主催ビアガーデンＢＢＱが行われました。
今年４月から入社した新入社員３人も参加してくれました。お酒とお肉以外
にも、ハワイアンダンスのショーも堪能できます。（小川組参加者38名）

◆小川組レクリエーション報告

小川組に設置してある消化器
ＡＢＣ粉末消火器 10型
Ａ（普通火災） Ｂ（油火災） Ｃ（電気火災）それぞれの火災に対応してるタイプです。 

消火器は大きく分けて 3種類ございます
消火器のことご存知でしたか？

①粉末系消火器
　消火器内のガスを利用し放射するタイプです。ほかの種類に
比べオールマイティに消火活動が行えて、なおかつ消化速度が
速いのが特徴です。放射時間が短いため的確に火元を狙う必要
があります。
②水系消火器
　液体であるため、冷却効果が高く再燃防止に優れています。
　前述の粉末タイプに比べ、放射時間が長いので、余裕をもっ
て消化活動を行えます。ただ粉末より重くコストがかかってし
まいます。
③ガス消火器
　二酸化炭素ガスによる窒息効果で素早く消化します。精密機
器などが原因で起こった火災には対応できません。設置場所が
制限されているのも特徴の一つでしょう。

★行事予定

6月29日（水）

7月11日（月）

【今後の予定】

川崎市企業説明会　会場：専修大学　参加

アスリートプランニング就職フォーラム　参加

9月頃  川崎市新規大卒者等合同企業就職面接会

1月頃  川崎市新規大卒者等合同企業就職面接会

新しく学生・若年向け会社案内を作成しました。


