新年あけましておめでとうございます︒
今 年 2 0 2 0 年は 東 京オ リンピックが開 催 され ︑佐 渡 金
銀山世界遺産の国内推薦も有望視される期待の年であると
同時に︑大きな変革の年になるのではないでしょうか︒
さて︑私は昨年4月に当社にお世話になり︑早や9カ月が
過ぎました︒
これまでの業界との違いに戸惑うことも多々ありましたが︑
皆さんに良くしていただき︑
ようやく少しずつ慣れてきました︒
時代の変化に対応し︑先を見据えてチャレンジしながらも︑
着 実な 仕 事 を 続け︑
よ り地 域に求められる企 業 を 目 指して
頑張りましょう︒
私も精一杯頑張ります︒今年もよろしくお願いします︒
執行役員事業本部長 洋谷 将人

新年あけましておめでとうございます︒
今年は︑東京オリンピックの年です︒前回の東京オリンピッ
クは私が中学生の頃でした︒
あれから︑ 年位経っています︒今年の正月には東京タワー
に見学に行ってきました︒
中学生の修学旅行で東京タワーに行ったことがあり︑当時
はタワーの周辺は木造の家屋が多かった記憶があります︒今
回の展望階からの眺めは︑展望階より高いビルが林立してお
り隔世の感があります︒オリンピック以降の経済状況は不景
気が予想され︑建設業界も厳しい環境で生き残っていく覚悟
が必要となる事と思います︒
資 材 及 び重 機 ︑施 工の技 術 革 新︵ 労 務の省 力 化 ︶が進んで
お りま すので新 技 術の対 応に即した 考 えで 他 社よ り一歩
リードして会社を繁栄させるべく職員一同の奮起を期待して
おります︒
取締役新潟支店長 片桐 正明

﹁和みのある職場﹂
に

令和2年を迎えて明けましておめでとうございます︒
今年は東京オリンピックの年︒
昭和 年から 年︑時のたつのが早いのか遅いのか︒
はるか昔マラソンでアベベが金メダル︑円谷幸吉さんが銅メダ
ル︒競技場に入ってから抜かれてしまって悔しくもありました︒
また︑生まれて初めての地震というものを経験した年でも
あります︒団地が傾き石油タンクが炎上して何日も消えませ
んでした︒学校の校舎の壁が一部崩れ︑集落の浜に地割れが出
来ました︒津波の前兆で潮がすごく引いたそうですが︑幸い大
きな津波は来ませんでした︒地震対策は常に考えておかなけ
ればならない︒
徒然なるままに日ぐらし硯に向かひてと言う心持ち︒衰え
ていく体力と知力は置いといて︑日々進化し一人前になるのを
叱咤激励して︑見守っていきたいと思います︒
建築部統括 石塚 敏行

新年おめでとうございます︒本年も宜しくお願い致します︒
昨年の新年の誓い
﹁もっと明るい に﹂が︑
まだまだ不十分
です︒
私自身も﹁眉間のシワ﹂
が深いままです︒
ここ数年︑改革改善を進めておりますが︑基本である職場
の雰囲気はもっともっと明るく出来るはずです︒
●大きな声で
﹁あいさつ﹂
や
﹁ねぎらい﹂
は︑元気良く交わしませんか？
相手に伝わる事で︑
お互いが気持ち良くなります︒
●﹁井戸端会議﹂を大事に
普段の会話の中に大事なキーワードもあると思います︒
他愛もない会話で︑明るい雰囲気を作り︑常に交流しましょう︒
私も引き続き﹁変革﹂
に努めますので︑皆さんも宜しくお願
いします︒
明るく元気な﹁和みある職場﹂
にしましょう！
総務部長 佐々木 達也

!!

基本意識
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近藤組新潟支店にお世話になり６ケ月で新年を迎えました︒
４ヶ月先輩の洋谷氏と二人三脚で新規開拓をしております︒
私は ︑会 社 組 織︵ 近 藤 組 新 潟 支 店 ︑㈱ 平 成 建 設 ︑㈲コンド
ウ︶
のトップから 社 員 全 員︵ 性 格 等 ︶
の把 握に 努めてお りま
す︒社 員一人一人の性 格 等は 良くも 悪くも 取れるので難しい
ものがあります︒
一︑支店は主に建築工事ですが土木工事にも挑戦出来る様に
したいと思います
二︑本 社が担 当している土木工事︵ 岩 谷口橋工事 ︑小 野 見川橋
下部工工事︑鹿伏ため池工事︶
は経験のある工事のため是非
勉強したい
三︑自分自身の健康管理
を目標に頑張りたいと思います︒最後に代表︑会長は歳では先
輩ですが現状でのフットワーク等には負けているので何時か
追い抜ける様にしたい︒
顧 問 三瓶 啓二郎

新年あけましておめでとうございます︒
早いもので一人 息 子が今 年 で高 校 生にな りま す︒今のとこ
ろ反抗期もなく彼なりに成長しているようだが︑手足の大き
さはとっくに私 を 超 えているのに身 長はま だ 超 えてくれな
い︒身長は超えてないのに足の長さは同じくらいのような⁝︑
ともかく息子よ︑今年こそ心身ともに超えてくれ︒
さて昨年は岩谷口橋下部工工事や鹿伏ため池工事など工
程 的にも 技 術 的にも 難 易 度の高い工 事 を一年 間 無 事 故 で終
えることができ現場に従事した方々の努力と技術力は高く
評価できるものだと思います︒
今年はそういった現場をしっかりとサポートできるよう現
場 環 境のさらなる改 善・向 上 を 社 内 環 境の内 側よ り推し進
めていきたいと思います︒
現場環境の改善を達成させるための順序として野菜作りに
例えると①土作り︑②種蒔き︑③水やり︑④収穫︑⑤種とりとい
った順に段階的に着実に実施することが必要だと思います︒
まずは﹁土作り﹂︑現状は土質が固く︑
また通気性も透水性
も悪く種を蒔くには適した環境とはいえないのが現状です︒
除草剤は使わずにあくまでも手作業で丁寧に雑草の根を取
り除 き 天 地 返しを 繰 り返し根 気 強く 取 り組んでいくことが
重要であると思います︒
１年後には﹁種蒔き﹂
と次につなげら
れる年となるよう頑張りたいと思います︒
土木部長 下辺 義郎

明けましておめでとうございます︒
昨年十月から営業部に眞尾君が加入し新年を迎えること
ができました︒
丹保さん︑伊藤さんと力を合わせて
〝地域に役立つ近藤組〟
に貢献して行きたいと考えています︒
新春五日には佐渡高校男子バレーボール部が春高バレーに出
場しました︒島の後輩を応援しながら︑若い人達のエネルギーを
自らの糧にする意欲を持ち続けて一年を過ごしたいと思います︒
﹁過去と他人は変えられない︒自分と未来は変えられる！﹂
本年も宜しくお願いします︒
営業部長 竹田 裕

新年を迎えて！
皆様︑本年も宜しくお願い申し上げます︒
歳を重ねると非常に難しくなってきますが⁝⁝︒
こういう気持ちで⁝と思っております︒
夢のある人に目標あり
目標のある人に計画あり
計画のある人に行動あり 行動のある人に成果あり
成果のある人に自信あり 自信のある人に夢あり
PDCA⁝4月にISOサーベイランス審査もあります︒
宜しくお願い致します︒
リサイクル部 小野 保

新年あけましておめでとうございます︒
皆さまにおかれましてはつつがなく新しい年をお迎えのこ
ととお慶び申し上げます︒

近年︑建設業界においては最大の課題といたしまして︑人手不
足があげられます︒﹁きつい︑
きたない︑
きけん﹂
といった3Ｋ悪いイ
メージが先行して︑
建設業の魅力の発信がされていないのでは︒

ケンセツ男子︑
ケンセツ女子の実際の姿︑完成する前の橋や
建物など外部の方たちに見ていただき︑建設業のすばらしい
ところ︑
かっこよいところをもっとアピールしていきましょう︒
そして新しい仲間が増えるよう皆さまのご協力︑宜しくお
願い致します︒
株式会社 平成建設 有限会社 コンドウ 近藤 千津子

令和になって初めての正月を暖冬の中で迎えることができ
ました︒
昨年の暮れには︑松本社長からマンツーマンでの面談をし
ていただき個人個人が普段感じていることを話せる絶好の機
会を得ることができました︒
又︑下辺部長の提案で
﹃ワールド・カフェ方式﹄
という手法で
テーマを決めて人々がオープンに会話を行い︑新しいアイデア
や知識を生み出すグループ討議を行いました︒
これは︑それぞ
れの立場で普段感じていることや︑
こうしたらよいのではとい
う意見が多岐にわたり話されとてもよかったと思います︒
これらの意見を踏まえて中・長期的にあるいは︑今できるこ
とは即実行していけば令和の時代にふさわしい㈱近藤組・㈲
グリーンテックにつながるのではないでしょうか？
また新潟県関岬オートキャンプ場指定管理者に㈱近藤組
がなりました︒
多くの方々の知恵やご指導を仰ぎようやくスタートライ
ンにつく準備ができつつあります︒素人集団ではありますが︑
7月1日オープンに向けて地域の皆様方と手を携えて運営
したいと 思ってお りま すので近 藤 グループの皆 様 方のご理
解・ご協力を切にお願い致します︒
有限会社グリーンテック 宇川 修一

①我が社は、仕事を通し、人と自然にやさしい社会環境整備に貢献します ②我が社は、顧客からの信頼と期待を得るべく、誠心誠意創意工夫のもと、その持てる技術力を最大限発揮し、社業に努めます
③我が社は、労使協調により、社員の健康と安全を第一に考え、明るく楽しい職場と家庭づくりに、努めます

社是
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新年あけまして
おめでとうございます

会長挨拶
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健康安全管理
原 価 管 理
工 程 管 理
品 質 管 理

2020年 オリンピックイヤー がんばれ！ニッポン！
ニュース58
https://maruyo-kondo.com
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新年あけまして
おめでとうございます

皆様には、健やかに新春を迎えられたことと、お慶
び申し上げます。
昨年は平成から令和へと元号が変わり、消費税の
増税を受け、通常以外の業務も追加され、また現場
においても人手不足の中、大変ご苦労をお掛けしまし
たが、無事に新しい年を迎える事が出来ました。この
場をお借りし厚く御礼申し上げます。
日本を取り巻く経済環境は、米中関係の悪化によ
り為替に影響が及びまた、日韓関係の悪化で韓国か
取締役社長
松 本 勝 司 らの訪日客が激減しています。その一方、元号が変
わって初めての新年を迎えた2020年は、二度目とな
る東京オリンピックの開催で、海外からの訪日客が押し寄せることが予想され
ています。難しい経済環境が、なかなか改善されない状況にあるのは、建設業
界だけではありません。
2020年は十二支の子年にあたり、草木の生命をはじめとした命の誕生や増
えるという意味合いがあり、相場格言では「繁栄」の年ともいわれています。鼠
は神様が干支を決める時に、一番早く神様の家にたどりついた牛の頭に乗り、
牛が家に着いた途端に飛び下り1番に神様の元へ向かったと言われています。
そのずる賢さは真似できませんが、工夫や知恵は見習うところがあります。今年
一年、そんな鼠のように沢山のアイデアを出しながら目標の達成と課題の解決
をしていきたいと思います。
我が社は「地域の町医者」として地元に密着した誠実な「もの作り活動」を
基本に地域社会から必要とされる会社を目指し、今年一年近藤グループ全体
で共に頑張ってまいりましょう。新しい年がより佳き年になるよう心より祈念し、
年頭の挨拶とさせて頂きます。
今年はねずみ年(子)です。
ねずみは十二支の第一番目に登場する動物で、昔
から｢ねずみ算式｣という言葉があるように、どんどん
数を増やして行く縁起の良い動物、縁起の良い年と言
われており、皆さんも会社もこれに肖って行きましょう。
さて昨年は地球温暖化の影響か気候変動による
台風や大雨による災害が各地でみられました。
今後ますます地球温暖化は進み、大規模災害が
代表取締役会長 発生するのではと心配しております。
それでは今年はどんな年かと言いますと、将来の
近藤光雄
舵取り役を選ぶ選挙の年でもあります。
４月の佐渡市長、市議選を皮切りに、同月、韓国大統領選、７月の東京都知
事選そして１１月に世界中が注視しているアメリカ大統領選挙が行われます。
いずれの選挙も私たちや日本にとって重要な選挙です、注目しておきましょう。
又、今年は国内外、特に近隣諸国間(アジア)で色々な問題を越年させており
ます。
①北朝鮮…アメリカとの非核化交渉の行方
②韓 国…第二次世界大戦の時の徴用工問題の再燃
③中 国…香港で自由のための大規模デモ
等々、行方が気になるところですが、これら外的要因に左右されることなく役
員・社員一同、心新たな誓いを立て頑張って行きましょう。
毎年のことではありますが、これから春までは厳しい気象条件の下での仕事
となります。どうか健康にはくれぐれも気をつけて下さい。
最後になりますが、今年も皆さんにとって良い年でありますよう祈念し念頭の
挨拶とします。

◆発行：2020年1月元旦

◆従業員数56名（2020．1．1現在）

℻0259-74-2730

☎0259-74-3200

佐渡市相川大間町45

株式会社近藤組

発行責任者／近藤光雄

■ 土木部

防老県離１-１１-１ 佐渡市一周線 岩谷口橋 下部工（A1,A2,P1）工事
Before

◎発 注 者
佐渡地域振興局
◆施工場所
佐渡市岩谷口
◆工
期
平成２９年９月１９日〜
令和４年３月完成予定
◆工事場所
橋台工・橋脚工・仮橋工
◆担 当 者：片岡 竜也

After

現場イメージ

補緊離砂第１７-１号 間切川 防安（離島通常砂防）補正緊急１号砂防堰堤工事
Before

◎発 注 者
佐渡地域振興局
◆施工場所
佐渡市相川南沢町
◆工
期
平成２８年２月９日〜
令和３年１２月完成予定
◆工事場所
堰堤工
◆担 当 者：遠藤 龍嘉

After

現場イメージ

佐渡西警察署車庫棟他解体工事

担当者：安達 光浩

◎発 注 者：新潟県知事
◆工事場所：佐渡市相川羽田町地内 他1か所 ◆工期：令和元年10月29日〜令和2年3月26日
◆工事概要
佐渡西警察署解体工事
車庫棟：鉄筋コンクリート造 平屋建て
建築面積、延べ床面積 151.20㎡
物置棟：鉄筋コンクリート造 平屋建て
建築面積、延べ床面積 36.00㎡
真野町交番解体工事
庁舎棟：鉄筋コンクリート造 ２階建て
建築面積 63.00㎡、延べ床面積 123.75㎡
車庫棟：鉄骨造 平屋建て
建築面積、延べ床面積 14.85㎡

施設第29号 佐渡西警察署旧相川第二職員宿舎解体工事

担当者：安達 光浩

◎発 注 者：新潟県知事
◆工事場所：佐渡市相川広間町地内
◆工期：令和元年11月5日〜令和2年3月3日
◆工事概要
宿舎棟：鉄筋コンクリート造 ３階建て
（６戸） 建築面積 111.19㎡、延べ床面積 345.08㎡
受水槽棟：鉄筋コンクリート造 平屋建て
建築面積、延べ床面積 22.80㎡
物置棟：木造 平屋建て
建築面積、延べ床面積 19.44㎡

■ 新潟支店

■ 建築部

施設第24号

北陸信越検査部 審査機器更新に伴う床面補修及び耐震補強工事
担当者：小川 勝

◎発 注 者：独立行政法人自動車技術総合機構
◆工事場所：新潟市中央区東出来島 地内
◆工期：令和元年10月1日〜令和2年2月28日
◆工事概要
耐震補強工事・柱脚補強工事・外壁撤去、新設工事・堅樋改修工事・
シーリング工事
建築面積、延べ床面積 3048.57㎡

東京航空局 新潟空港消防車庫改修工事

担当者：片桐 正明

◎発 注 者：国土交通省 東京航空局 空港部
◆工事場所：新潟空港 地内
◆工期：令和元年11月12日〜令和2年3月27日
◆工事概要
建築工事：屋上防水改修、外壁改修、建具改修、耐震改修工事、
内装工事、電気設備工事
鉄筋コンクリート平屋建 建築面積、延べ床面積 858.5㎡

令和元年度 澤根建設㈱・㈱近藤組 合同安全衛生パトロールの実施（若年者を含む次世代
技術向上現場OJT ）
令和元年度 澤根建設㈱・㈱近藤組 合同安全衛生パトロール
（若年者を含む次世代技術向上現場OJT）
を２日間に渡り実施しました。
両社合同の現場パトロールを行うだけでなく、工事担当者やメーカーから施工説明を受けたり、改善点だけでなく、苦労話を頂いたり、良かった点などを話し合う意見交換会を行いました。

【令和元年10月28日 ㈱近藤組担当現場】

防老県離第0001-11-00-01号
（主）
佐渡一周線 岩谷口橋 下部工
（A1,A2,P1）
工事
座学ではパワーポイントによる現在ま
での工事工程の説明、及び品質管理・
安全管理について工夫した点の説明
を受け、現場では工事担当者により
『竹割工・橋脚躯体工・橋台躯体工』
の説明を行いました。
相川北部地区

【令和元年11月25日 澤根建設㈱担当現場】
担当者：片岡 現場代理人

鹿伏ため池第1次工事
担当者：下辺 現場代理人
メーカーによる
『i-Constructionについての説明』
（座
学）、建設ICTを用いた盛土・切土の実体験（実技は2班
に分かれてマシンコントロール機能を搭載したICT油圧ショ
ベルの実機体験を実施）、大和産業㈱様による、ESR工
法「土質改良機「リテラ」による原位置プラント方式による
土質改良工法」の説明を受けました。

離漁場
（海）
第1-1号 離島漁場保全の森
（防災林造成）
工事 担当者：大川 現場代理人
防潮工の説明を1昨年前の全施工工程実績写真
（ドロー
ン撮影を含め）
と比較し、現在工程作業説明を行いました。
当現場の平成30年度工事が、令和元年11月14日に「新潟
県林業土木、農業土木等優良工事証及び優秀技術者
証」の表彰を受けました。
また、佐渡地域振興局農林水産振興部のHPには、
当現
場の説明が掲載されています。
県営中山間地域総合整備事業・離島

沢根地区

調整池第1次工事
担当者：岩﨑 現場代理人
第2号調整池工の竣工を基に、同規模の第1号調整池工
の遮水シート工の説明を現場にて行い、
また、作業場所での
安全管理、施工工程と機械施工の重機の作業計画、作業状
況などの説明を受けました。

両社では初めての取組ではございましたが、次世代技術向上に向け、人材育成、魅力ある現場・職場の環境づくりや新技術など意見交換会を踏まえて実施できました。
それぞれ工事担当者・メーカーの方々には、工事概要説明や勉強会用資料を時間を割いて作成頂きありがとうございました。

よろしくお願いします。

◆眞尾 周平

◆山本 正則

昨年10月より
お世話になって
おります。
営業部の眞
尾（さなお）
と申
します。佐渡が好きで移住してまい
りました。
分からないことばかりですが早く
お役に立てるよう頑張りますのでよ
ろしくお願いいたします。

12月1日より新潟
支店にお世話になっ
ております山本正則
と申します。
今は、現場で先輩
方に色々な事を教えてもらいながら
日々頑張っています。今後も解らない
事など聞いて教えて頂き、早く一人前と
して役に立てるように努力していきま
す。ご指導よろしくお願い致します。

退職者

山西 和臣 2019.8.31
お疲れ様でした 一色 和美 2019.9.30

第 回
防災標語 入選 ！

新入社員

表彰されました！

第23回 建設写真コンテスト 佳作入選！

（写真コンテストカレンダーの8月に掲載されました。）

川上隆一さんの佐渡市相川栄町沖合の写真が
見事佳作に選ばれました。

31

建設業労働災害防止協会新潟県支部佐渡分
会におきまして
「令和元年度 災害防止のための
安全標語の募集」で土木部の遠藤さんが入選致
しました。

『安全意識を全員で声を合わせて 「安全ヨシ！
！」
明るく号令 和みある職場』
が
入選致しました。

