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写真=1987年の稼動開始以来、21年間にわ
たって砕石現場の最前線で活躍してきたUH35
ローディングショベル。昨春3月、2万1360時間
におよんだ現役生活を終えたが、長年の功績を
称え、工場内に永久展示されることとなった
（P8〜稼動現場レポート・矢野産業株式会社）

【 W E B テ ィエ ラ 】リ ニ ュ ーア ル オ ー プ ン !!
アドレスが変わりました
後継経営者のためのアドバイス情報をはじめ、保守費用軽減につながる建機の正しい使い方など、建機ユーザーのビジネス支援となる取材記事やコラムを随時掲載していきます。

ニッポンの 新 光景
［ティエラ］はスペイン語で、
地球 土 といった意味です。
われわれ日立建機は、この地球に親しみ、
この地球と共存していくために、
製品や情報を通じてさまざまなメッセージを
皆さまに送り続けたいと考えております。

4

巻頭特集

間違いだらけの
コスト削減
8

稼動現場レポート

EX1200-5D
ローディングショベル仕様
矢野産業株式会社

10

私の1/2自叙伝
株式会社伊藤商会

伊藤珠里さん
12

業界動向最前線

総合評価方式における
「CO2 削減」評価は
第3次排出ガス対策型建設機械
の使用がカギを握る!?

14

今すぐできる経営改善

【人材力】
現場代理人が現場を創る

16

Business Impression

創られたモノ
壊れたモノに新しい命を
循環型社会を目指す
エコファクトリー
photograph by

管 洋志

株式会社マルコー商会

18

業界女神変身図鑑
株式会社フルハシ商事・三郷営業所

皆川紗貴子さん
20

復興、そしてこの先の未来へ

「作物を植える」 だけから
さらにその先の夢へ……
・「豊かな大地」プロモーションＤＶＤ
〜宮地眞理子さんにナレーションを
お願いしました

与 那 国 の 働き者

いっぱい。酒造り以外の仕事をほとんどこなし、同時に気遣いも抜
群の働く女の代表格。太陽のように明るい彼女を島の中で知らぬ
人はいない。そんな夫人を、
いつも穏やかな目で見守っている主人。
若衆たちは、島好きが高じてここに移り住み、夫婦のもとで働い

花酒。蒸留行程の最初に出てくる、
アルコール度数60度の泡盛
だ。日本では、
ここ与那国島でしか造られていない。元々、先祖に捧
げて供養するための酒。昔は80度あったという。
島内で花酒『舞 富名』を造るのが、彼ら入波平酒造の人たち。
主人は口数少なく、黙々と酒造りに精を出す働き者の男。
かたや夫人はよく喋る。営業を受け持ち、
バクハツするほど元気
03
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ている面々。瓶詰め、
洗瓶、
出荷……手伝える仕事はたくさんある。
（※）

クバ
（びんろうヤシ）
の葉で瓶を包んでいくのはオバー の仕事。
「息子が丹精込めて造った酒だから…」と、1本 1本、手作業で丁
寧に『舞富名』を包んでいく̶̶。
家族ぐるみで事業を営む、島の小さな醸造所。大きな贅沢はな
いかもしれないが、先を憂える心配もない。こうした、安定して暮
※「オバー」=沖縄方言で「おばあさん」のこと。

らしていける という背景が、住まう人々の心の中に、穏やかで落ち
着いた気持ちを育む。無口ながらいつでも温和な主人の表情、底
抜けに明るい夫人の元気の素 ̶̶いずれも、安定した暮らしから
生まれる 安心 がもたらすものだろう。
日本で最も日の入りが遅いこの島では、夕方ともなれば仕事を終
え、夕陽を眺めながら、ゆったりと外で酒を飲むのが習慣。
島の言葉で 孝行者 働き者 を意味する『舞富名』。だれもが

すが・ひろし 1945年博多生
まれ。日本大学芸術学部写
真学科卒業。㈳日本写真家
協会理事。97年『バリ・超夢
幻界』
（旺文社）
で第 6回土
門拳賞受賞。主にアジアを
中心としたドキュメンタリーか
ら食の分野まで、雑誌や写
真集等で数多くの作品を発
表。
『博多祇園山笠』
『大日
光』
（ともに講談社）
、
『奄美
̶シマに生きて̶（新潮社）
』
など写真集多数。本誌11号
より、作品を連載中

23

Topics
・自走式スクリーンがフルライン化
〜小型VR408-2／中型VR512 〜

・
「2009森林・林業・環境機械展示実演会」
出展のお知らせ
・
「WEBティエラ」リニューアルオープン！
・読者プレゼント

24

コラム

福本悟美の「現場、
大好き！」

自分の役割をきちんとこなして仕事に精を出し、働きに見合った収
入がちゃんと得られる安定した暮らし ̶̶ そこには搾取もなけれ
ば、暴利もない。
Tierra Summer 2009
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むらい・てつゆき 1957年山口県生まれ。株式会社リクルート、第二電電株式会社を経て、現在に至る。
最新のコスト削減ナレッジとケーススタディを多彩に盛り込んだ「企業競争力強化の為のコスト削減セミナー」は、
業界団体をはじめ多くの企業で好評を博し、
セミナーや講演回数は年間80回を超える。
『アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー2007』
のスタートアップ部門ファイナリスト選出のほか、
第3 回ニッポン新事業創出大賞アントレプレナー部門で最優秀賞を受賞。
主な著書：
『コスト削減の教科書』
（ダイヤモンド社）、
『コピー用紙の裏は使うな!』
（朝日新聞出版）、
『ハイヒールと宝石が温暖化をもたらす』
（PHP新書）
ほか多数。
■環境経営戦略総研：http: //www.kankyo-keiei.org/

取材・文／坂東治朗 撮影／鈴木伸之（クロスボート）

トラ﹂
﹁手間が増える﹂
﹁ケチくさ

しかし︑
﹁
︵モノ・ヒトの︶リス

減﹂だろう︒

してまず思いつくのは﹁コスト削

いるのだという︒

いないことが大きな原因になって

働く人たちに理解されて︵させて︶

ような効果を生み出すかが現場で

で︑具体的に何をし︑それがどの

認識を持つ企業経営者や現場のリ

ら︑
﹁コスト削減について間違った

れまでのコンサルティング経験か

の取締役社長・村井哲之氏は︑こ

ている株式会社環境経営戦略総研

トップダウンのみでは
実現しない
い﹂
﹁チマチマしている﹂など︑コ

世界的な金融危機の影響により︑
あらゆる業種において企業活動が

してもうまく機能していないこと
の第一人者として︑流通・小売業

〝経営品質を高めるコスト削減〟

放置していたり︑着手していたと
が少なくない︒それは︑トップダ
を中心に︑数多くの企業でコンサ
ルティングやセミナー講師を務め

ウンで﹁とにかくコストを削減し
ろ！﹂と掛け声だけの指示ばかり

に解説する︒

いるという︒

やるものだ﹂との考えを強くして

従来︑企業経営においては︑
﹁売

のためにはコスト削減をどれだけ

益を確保することを先に考え︑そ

上げを伸ばすことが厳しい今︑収

とする思考が求められます︒売り

益を︑まず確保するべき﹃固定費 ﹄

上げ

収
̶益 コ
≧スト﹄の方程式で
考え︑企業を存続させるために収

保しなければならないもの︒﹃売り

▼

万円のコスト削減が出来たとする︒

％の企業を例にしよう︒年間で

売上高に対して経常利益率が１

の価値があるのです﹂︵村井氏︶

ばすのと同等︑もしくはそれ以上

﹁コスト削減には︑売り上げを伸

ーダーが少なくない﹂と指摘する︒

スト削減には暗いイメージが強い︒

新規受注件数の減少︑計画見直し
による中止︑競争激化による入札
価格の下落などが目立ち始めてい
る︒こうした要因から︑売り上げ
アップや収益の確保が厳しくなっ
ている今︑企業のやるべきことと

﹁１点に絞ることで︑コスト削減
せることができます︒これまで手
スト削減は︑実行してみると明確

え方が一般的だ︒どんぶり勘定の

り上げ コ
̶スト＝収益﹂という考

きでしょう﹂︵村井氏︶

に効果が表れやすい︒成功体験は

ったもの＝利益﹂という考え方が

しなければならないかを検討すべ
たなターゲットに対しても積極的

当たり前と思っている︒

企業であればあるほど︑この﹁残
に取り組めるようになるのです﹂

アを積極的に出したり︑自発的に

に取り組んでいるうちに︑アイデ

村井氏はこれまで︑コスト削減

方程式に基づいた企業経営を行う

残れる企業は︑これまでとは違う

しかし村井氏は︑﹁これから生き

のが真のコスト削減﹂︵村井氏︶な

も労働環境を改善するために行う

ろう︒
﹁人を減らすことなく︑しか

スト削減もやりがいが出てくるだ

収益を高く維持するためなら︑コ

らば︑﹁現場﹂と﹁経営﹂は思いを一

案するのは︑
﹁収益を固定費﹂とす
る経営手法だ︵図１︶
︒

つにできるのではないだろうか︒

べきだ﹂と力説する︒村井氏が提
の当たりにしてきた︒その経験か

﹁収益は︑企業にとって絶対に確

勉強会を開くなど︑次第に活性化

ら︑﹁コスト削減は︑明るく楽しく

していく﹁現場﹂の姿を数多く目

逆転の発想だが︑言い得て妙だ︒
︵村井氏︶

現場のモチベーションを高め︑新

を付けていなかった１点集中のコ

※従来は売り上げ
（売値）
からコストを引いた結果が収益という考え方。
しかし、
企業にとって収益は絶対に確保しなくてはならないもの！
従って、
企業存続のために必要な利益額を先に
「固定費」
としてとらえていく。

ターゲットを１つに絞る

- 収益 ≧ コスト

これは 万円の収益を確保できた
無駄な部分︵経費︶を洗い出す
ためには何をすべきなのか︒村井
氏は︑﹁経営実態の〝見える化 〟﹂こ
そが︑まず着手すべきことだと強
調する︒売り上げだけではなく︑
どこにどれだけのコストがかかっ
ているかも﹁現場﹂の人たちにき
ちんと知らせる︒そして︑﹁経営﹂と
﹁現場﹂が一緒になって無駄な部
無駄な部分をいくつか発見でき

分が何かを見つけ出すのである︒

売り
上げ

ことと同義︒逆算すれば︑５００
０ 万円の売り上げを増やしたこ
とと同じ効果を生んだことにな
るのだ︒現場で働く人たちに対
し﹁年間 万円の削減﹂と﹁年間
５ ０００ 万円の売り上げ増の効
果﹂とでは︑どちらがピンとくる
か ̶̶
答えは明解だ︒
このように︑原価をかける︵投
資をする︶ことなく利益を創出す
るのがコスト削減の本来の目的︒
しかも︑新たな投資をせず︑﹁現

たところで︑次に気を付けなけれ
ばならないのは︑すべてを一気に
削減しようとせず︑﹁ターゲットを

- コスト = 収益

に取り組む人たちの意識を集中さ

【図1】発想転換の方程式

収益 固
= 定費
と考える発想

理由と効果を︑村井氏は次のよう

１つに絞る﹂ことだという︒その

売り
上げ

×

場﹂で働く人たちの︑ちょっとし
た気付きで実現できるため︑その
効果は︑社員たちの達成感とも連
さらに村井氏は指摘する︒

動させやすいのだ︒
﹁コスト削減＝コストカットとい
う︑一律減算的な考え方も間違い
です︒無駄な部分をカットし︑カ
ットした分は必要なところへ積極
的に投入する︒これこそが本当の
意味でのリストラクチャー︵再構
築︶
で︑コスト
の〝カット〟
で
はなく︑本来
的にはコスト
の〝最適化 〟
︒
企業全体を見
渡して︑コス
トという経営
資源を最適に
配置すること
なのです﹂︵村
井氏︶

固定費

それゆえに︑必要と感じながらも

鈍化している︒
土木・建設業界でも︑

間違った認識を持つ
経営者

コ ス ト 改 革 の 第 一 人 者 に 聞 い た ︑利 益 を 生 む た め の 実 践 術

村井哲之氏
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成熟社会や大不況という社会環境下、いまや企業にとって売り上げを
伸ばし続けるのは至難の時代。そこで欠かせないのが「コスト削減」だが、
リストラ同様、一般的に「コスト削減」にはネガティブなイメージが強い。
しかし、見方ややり方を変えれば社員のやる気を引き出す契機となり、
組織を活性化させる手段ともなる。さまざまなメリットを生み出す、
いまの時代のコスト削減の手法とは̶̶。コスト削減の第一人者である、
株式会社環境経営戦略総研の村井哲之氏に伺った。
50

50

50

間違い
だらけの
コスト削減
株式会社環境経営戦略総研・
取締役社長

（問題発見）

実行できない企業の
共通項

コスト削減を実現する
﹁４つのＭ﹂

・ 跋扈する〝既成概念〟

原因があると村井氏は指摘する︒

には︑次のように共通する４つの

ものの︑うまく実行できない企業

①

と説明する︒

それは次のような﹁４つのＭ﹂だ

まえておくべきなのか︒村井氏は︑

スト削減を実行するには︑何を踏

因を解消し︑正しく価値のあるコ

コスト削減ができない４つの原

・〝見えない病〟の蔓延
②

コスト削減に取り組んではいる

・〝組織の性〟の存在
︵狂おしいまでの︶見える化

・〝経営者の資質〟の問題
みんなで取り組む

まわりを巻き込む

口がある︒しかし︑責任の所在や
狂おしいまでに⁝⁝つまり︑とこ

る﹁経営実態の〝 見える化〟﹂を︑

①は︑コスト削減の大前提であ

でしょう︒解決策は︑必ず﹃現場﹄

常に意識させることも効果がある

しやすい表現にして運転席に示し︑

円かかる﹄など︑現場がより理解

限が明確になるだけでなく︑成果

る化の実現によって削減目標や期

②は①と連動してくるが︑見え

③

感情論への配慮から︑組織に属す
とん徹底して現場目線で理解でき
にあるのです︒だからこそ︑
コスト
評価が人事考課や給与などの形で

当たり前と思われていることを

る人間は往々にして口にすること
るように工夫すること︒例えば︑
削減活動の実行は﹃現場﹄に任せ
具体的に示されると︑現場で働く

ムリ︑
ムダ︑ムラを取り去る

がない︒またコスト削減に取り組
コスト削減のターゲットを﹁建設
るべき︒自分たちで考えるように

④

もうとしても︑元になる数字や金
機械の燃料費﹂に決めたとしよう︒
なれば︑アイデアをいろいろと出

疑うことにこそ︑コスト削減の糸

額などのデータやその発生状況な
まず経営側は︑現場の人たちが理

〟という
〝 Re-think
考え方

どが開示されていなければ︑現場
解しやすいよう︑経理データから

前例を否定することなく︑﹁うち

では対処のしようがない︒

任担当者だけが取り組むのであっ

人たちはだんだんとやる気を持つ

ては︑それ以外の者にとってコス

すようになるものです﹂︵村井氏︶

だけではない︒実行した削減活動
ト削減は〝他人事〟でしかない︒

過去の燃料費を抽出して現場に示

の結果数値はもちろんのこと︑そ

それを﹁全員参加﹂にすることで

の業界︵会社︶はこんなものだ﹂と

の成果に対する評価基準︵人事評
問題意識を持たせていく︒

ようになる︒努力次第で自分たち

現場の人たちは︑そのデータを
価を含む︶や成果分配の方法など

す︒１現場あたり︑１カ月あたり

元に削減値目標と期限︑方法を協
も︑徹底して現場から見えるよう

見える化は︑そのための１つの

いう勝手な思い込みも︑コスト削

議して決定する︒その後は︑例え

策でもある︒
﹁見える﹂ことで現場

がメリットを得られるからだ︒専

ばするほど︑﹁現場﹂
の人たちは〝や
ば１週間ごとに経理部から現場へ︑
にしておく︒そのためには︑生産

の人たちは気づき︑それを機に考

た項目や数値を抽出して開示する

らされている〟感を抱くだけで︑
燃料の使用量と費用を見える形で
従来の管理サイクル﹁ＰＤＣＡ﹂

︵品質︶管理を計画通りに推進する

〝見える化〟 は︑ターゲットにし

自発的に取り組むことができない︒
報告︒こうすることで常に過去デ

など︑現場の人たちが実感しやす

﹁これまで続けてきたことすべて
ータとの比較ができるようになる

え︑対話し︑そして実践する︒そ

減の推進を阻む要因︒﹁誰よりも現

を︑一度ゼロベースで考え直すべ
を進化させたものを用いて
︵図２︶
︑

い見せ方にするのも肝要だ︒

きでしょう︒そうすることによっ
ため︑現場では削減効果を実感す

れがさらなる解決につながってい

場を知っている﹂と自認する経営

て問題点が洗い出され︑新たな行
ることができる︒

くという流れを生むのである︵図

（成果確認）

者も同じだ︒経営者が口出しすれ

動に移ることができるようになり
あらゆるステップでも行うことが

ではなく︑次第に経営者感覚を持

３︶
︒その結果︑単なる〝 働き手〟

▼

う方向から見るといった〝 Re-think
︵リ・シンク︶
〟という考え方︒コス
ます︒それはカットしてもいい︒

●

のです﹂︵村井氏︶

場に毎々適正な人員が配置されて

る︒この時代だからこそ︑ネガテ

すぐにでも実行できることもあ

ここで紹介したいくつかには︑
いるだろうか⁝⁝などなど︑明確

ィブなイメージではない︑社内を
本当の﹁コスト削減﹂を検討して

活性化させるための手段として︑
いない︒

みてはいかがだろうか ̶̶
︒

に〝イエス〟と言えなければ︑そ

﹁原点に返る︑考えを改める︑違

れは再考の余地が充分にあるに違

だろうか︑日々進捗する複数の現

資材は適正な量を発注している

です﹂︵村井氏︶

ト削減には︑これが絶対に必要な

『カイゼン
（改善）
』
の 好循環
その結果︑カットした分は︑より

思考
必要な部分に再投入すればいいの

見える

つ人材が育ってくるという副産物
的な効果につながり︑同時にそれ
は企業価値を高めることにもなる
のだ︒
またコスト削減は︑自社内での
実践だけではない︒例えば︑建設
資材の仕入れ先に価格の再交渉を
したり︑より安価な代替品を提案
してもらったりすることも考えら
れる︒さらに電気・ガス・通信とい
った料金の契約形態を︑より自社
状況に合った他の有利なプランへ
変更する等︑他社へ支払う費用を

行動
対話
気づき
よい ▼
見える化

︒
見直すことも欠かせない
︵ ③
=︶
④は︑いわずもがなコスト削減
の原則︒肝心なのは︑
ムリ︑
ムダ︑ム
︒
ラをいかにして判断するか ̶̶
﹁必要だと思っていることに対し︑
﹃なぜ︑それ︵そうすること︶が必
要なのか？﹄という問いを３回繰
り返した時︑明確な回答が得られ
ればカットする必要はありません︒
しかし︑だいたいは答えに詰まり

コスト削減を成功させるため、
２つのループは
相互にリンクする。
「計画達成ループ」
で、従来
のPDCAサイクルにはない「Achievement」
と
「Assess」のステップを設けるのは、
「 Action」
で改善策を講じた後も、
さらにしっかりと効果の
検証・評価を行うため。
「Do」
でコスト削減に関
する問題が発生した場合、解決するため
「問題
解決ループ」
に移行し、図のような手順を踏む。
大切なのは、
各ステップで数値による 見える化
を必ず実践すること。

【図3】
「よい見える化」がもたらす
『カイゼン（改善）』の 好循環

大事だという︒
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﹁
﹃この機械を１時間動かすと○○

×

Acknowledge
（問題解決）

（改善）
（検証）

（成果評価）

見せる化

（効果検証）

（実行）

ます﹂︵村井氏︶

（見える化）

（効果評価）

（業務標準）
（業務ルール）

（PDCA・A・A)

Action
Check
Assess
Display

Assess
Plan
計画達成ループ

Achieve
-ment

Do
Problem
-ﬁnding

間違い
だらけの
コスト削減
【図2】

問題解決ループ
（PDCA・A)

日向工場内で原石の「積込専用機」
として稼動するEX1200-5D。
ダンプ
のベッセルを傷めぬ、
丁寧な積込み
作業にもローディングショベルは適し
ているという。

日向工場 重機担当係長・木田一士氏。
「工場内の稼動機はすべてこまめにオイル交換するなど、長く使用できるように配慮しているほか、EX1200-5Dでの積込み作業時には柔らかい
動きをさせて、本体バケットの摩耗やダンプベッセルの負担を軽減するよう指示しています。根切りや浮き石処理にはZX470R-3が稼動。日立建機の機械はいずれも扱いやすく、
オペレ
ータの疲労も少なくて済みます」

担う機械に︑バックホウタイプの
油圧ショベルを起用する︒掘削︑
積込み︑足場整理︑根切り︑
大割等︑
しかし同社では︑これまで一貫

マルチな役割をこなせるからだ︒
してローディングショベルを稼動

矢野産業株式会社
取材・文／増田祐二 撮影／小島真也
取材コーディネート／白石英樹（日立建機 九州支店）

宮崎県内に︑日
向工場・田野工場
の２拠点を構え︑
域内最大手として
道路用砕石︑コン
クリート用砕石︑
割栗石︑道床バラ
他社に先駆けて増産体制を整える
の導入に踏み切った︒
宮崎県は︑
﹁九州内でも〝陸の孤

﹁公共事業の削減や地域間格差︑

ここ数年の厳しさを振り返る︒

代表取締役会長・矢野久也氏も︑

して要職を歴任してきた︑同社の

長など︑業界のトップリーダーと

長や同九州砕石協会地方本部本部

これまで︑㈳日本砕石協会副会

ら要請される航空自衛隊﹃新田原

の延伸工事をはじめ︑国防の面か

﹁東九州自動車道の宮崎・日向間

次々と動き出す︒

いえるような大きな案件が県内で

った︒しかし今後︑その反動とも

もここ６〜７年は停滞する一方だ

道路整備が遅れ︑砕石製品の需要

島〟といわれる﹂︵矢野会長︶ほど

また一般競争入札による価格競争

に〝地の利〟がある大型工事です︒

基地﹄の滑走路整備︑さらには切

すでに工場内にある３つのプラ

といった厳しい経営環境下で︑県

生き残ってきた企業は︑
ントのうち︑１つは切原ダムの専

原ダム建設など︑いずれも１２０

他社廃業によって維持さ
用プラントとして改良を行いまし

ヘクタールを誇る当社の日向工場

れた需要に支えられた面
た︒工事が動き出すのを待ってか

内でも廃業を余儀なくされた同業

もありますが︑いちはや

ら生産体制を整えるのでは遅すぎ
ます︒需要増を先に見越し︑当社

ル事業へ進出するなど︑
先を見据えた経営戦略を

では昨年から在庫を積み上げてい

ては慎重になりがち︒し

もすると設備投資に対し

一般的に︑砕石業者の多くでは

れたのがＥＸ１２００ ５
̶ Ｄだ︒

その増産体制の要として導入さ

る最中です﹂︵矢野会長︶

かし同社では︑周辺地域

切羽の最前線で重要な原石採取を

Ｘ１８００︑ＥＸ１１００︑そし

ょう︒必ず他の補艦と一緒に連隊

こうした方針を貫き続けている

ない﹂
﹁ダンプのベッセルを傷めぬ

として事業をやらせていただく⁝

保ち︑地域に密着した﹃地場企業﹄

周辺住民や自治体と良好な関係を

そのメリットを最大限に活かし︑

作業時のサイクルタイムが早い︒

﹁ローディングショベルは積込み

締役社長・矢野征男氏がこう語る︒

﹁ ％のパワーで使い︑余力ある

決して無理な動きをさせない︒

加えて︑各作業を担う機械には︑

地を担うのはホイールローダだ︒

Ｘ４７０Ｒ ３
̶ が稼動︒足場の整

浮き石落としや根切り作業にはＺ

１９８７年の導入以来︑ 年間に

とともに
〝引退 〟となったＵＨ は︑

昨春のＥＸ１２００ ５
̶Ｄの導入

すでに 年を超えて現在も稼動中︒

誇る日向工場にあって︑ダンプは

結果︑年間１００万ｔの生産量を

住民に解放したり︑桜並木を設え

工場入口に公園を整備して地域

長︶

要になってくるでしょう﹂︵矢野会

⁝といった考え方が︑ますます重

緻密に計算して発破を仕掛け︑

当社ではローディングショベルを
させています︒それ以外の作業は

して︑各々の機械に大きな負担を

状態で機械を稼動させる︒結果と

を継続維持していくのが極めて困

いまや︑右肩上がりの売り上げ

大企業と伍していくための地方

の１つだ︒

他の機械が担う︒例えるなら︑航

かけないことで保守コストが抑え

およぶ現役生活を送った︒

空母艦は単独では航行しないでし

同社は業
企業の経営のあり方 ̶̶
界内の先駆的な経営モデルとして

こうした経営方針を徹底させる

1987年
（昭和62）
に導入され、
日向工場の発展に寄与し
てきた日立建機のUH35ローディングショベル。昨年 3月、
代替機の導入を機に21年間におよぶ現役稼動を終えた
が、これまでの功績を称え、再塗装が施された後に同工場
内に永久展示された。
■稼動期間：1987年3月〜 2008 年3月
■稼動時間：2万1360時間
■生産量：1336 万 7000ｔ

社長︶
ため︑従業員の半数以上を占める
オペレータ職の社員に対しての意
識づけも欠かせない︒コスト感覚
を高めるために社内外で研修を実
施するほか︑機械を長持ちさせる
ための運転指導マニュアルを社内
で明文化︒現場でそれらが守られ
ているかの監視も厳しく行う︒
年間平均およそ２０００時間を
稼動させるというローディングシ
ョベルの動きを例にとれば︑﹁足回
りを傷める〝その場での転回〟はし

21年間の現役生活を退き、
工場内に永久展示されたUH35。

的な経費節減になるのです﹂︵矢野

常に存在し続けている︒

地面を傷めやすいという理由からトリプルシュ
ーを敬遠し︑
フラットシューを採用している︒

作業員の昇降をより 安全にするスライド式ラ
ダー︒

難な時代︒それゆえ︑コストマネ

35

ジメントをいかに徹底するかは︑

21

20

られ︑機械の長命化も図れるため︑

80

トータル的に見ればもっとも効果

るなどの配慮もこうした地域貢献

原石の﹃積込専用機﹄として特化

⁝⁝すべてだ︒その理由を代表取

ように配慮して採石を積む﹂等々︒

そこで生き残っていくためにも︑

て柔軟な体制づくりが必要です︒

スケールダウンすることも見据え

があるとはいえ︑さらにその後は

﹁今後３年は大型案件による特需

来ない経営戦略だ︒

収益を確保するために欠く事の出

での需要変化を予測し︑

こうした状況下︑やや

とってきたところです﹂

く建設副産物のリサイク

者は少なくありません︒その中で

しい時代が続いてきた︒

こ宮崎でも近年︑業界にとって厳

だが全国的な傾向に違わず︑こ

ストなど︑良質の砕石製品を生産

「 現在は、中小企業対大企業
の闘いでもある。
マーケット戦略
はじめ、
先を見据えた経営戦略
が、
ますます重要な時代です」

べく︑昨春︑ＥＸ１２００ ５
̶Ｄ

代表取締役会長・

する矢野産業株式会社︒

矢野久也氏

を組む︒それと同じです﹂

「石灰山開発の大企業等が骨
材関係の市場に参入してきて
いる近年、
『 24時間操業の異
業種との闘い』
でもある」

て今回導入のＥＸ１２００ ５
̶Ｄ

代表取締役社長・

稼動現場
レポート

させてきた︒ＵＨ ︑ＵＨ ︑Ｅ

【宮崎県・宮崎市】

もっとも効果的な
トータルコスト削減。
「ローディングショベル」に
こだわる理由。
矢野征男氏

日立建機

EX1200-5D
35
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23

撮影／永田忠彦

と勧められたんです︒それで

﹃一度日本に帰ってきたら？﹄

迷っていた時期に︑両親から

まま進学するか就職するかで

ですね︒ちょうど現地で︑その

ってきた〟というのが正しい

﹁本当をいうと︑〝騙されて帰

れた︒

タの資格も取りました︒自分が伝えた

自身の手で披露したいため︑オペレー

きません︒
﹃ガラバスタ﹄のデモも自分

ないと理解できないし︑また納得もで

﹁まだまだ知識不足︒自分で実際に見

はならない存在となった︒

担当者として︑会社にとっては無くて

ている︒いまや﹁ガラバスタ﹂の販売

やりとり︑書類作成等は一手に任され

営業という職務上︑顧客に思いを伝

い内容を自ら実践してみせ︑相手に確

え︑理解してもらうための的確な言葉

帰ってみたら︑翌日から仕事

からは﹃いつまた戻ってくる
探しには苦心するという︒相手の人間

が待っていました︵苦笑︶
︒だ

の？﹄と国際電話が時々入る
性はもちろん︑企業としての考え方も

認してもらいたいからです﹂

んです︒だって荷物はまだ︑

から︑ホームステイ先の家族

そのままですから﹂

イクル業を行う同社が︑イタリア製の

スラグ処理を中心としたリサ
ることなく持ち続けていくつもりだ︒

真剣勝負︒誠意を伝える〝熱〟は︑変わ

情報収集した上で臨む商談はいつでも

ています︒難しい顔をしている人ほど︑
●

帰国の呼び水となったのは︑

﹁あなたが例のお嬢さんか︒いつも作
バケットタイプのクラッシャ﹁ガラバ

会社に入って2カ月ほ
どで訪れた、
独ミュンヘ
ンで開催された世界最
大の国際建設機械見
本市「BAUMA2007」
会場で。広大な会場を
じっくり見るため、
カート
を使って移動中。

次にお会いしたとき︑﹃いかに笑わせる

取材コーディネート／斉藤和利（日立建機 東京北営業所）

業着姿で︑スパナを振り回しているん

留学で培った
国際感覚を活かし、
アジアを視野に入れた
次なる一手 を担う。
か﹄を考えているほどですから
︵笑︶
︒

伊藤珠里さん

だってね︒親父さんから聞いたよ﹂

【東京都・足立区】

スタ﹂の輸入代理店になったこと︒そ

取材・文／荒川裕治

市場開発室員
株式会社伊藤商会

商談先の社長と緊張の初対面︒それ

それに︑不景気と言われている今︑た
の業務を軌道に乗せるべく︑語学に堪

世の関心がますます高まっていく中︑

﹁今だからこそ︑これまでの会社とし

自分の会社に吹く〝追い風〟を感じな

ての信用を糧に︑他事業へ進出する可

がら仕事に励んでいるという︒

も分からないままでしたから︑商談先

能性も探っていかなければいけません︒

能な珠里氏を呼び戻したのだ︒

とお互いに身振り手振り︑絵を描いて

﹁最初は︑建設機械の専門用語も知識

説明していました
︵苦笑︶
︒また英語が

とえ私ひとりでも︑明るくしていれば

伊藤珠里氏の笑顔は︑まるでヒマワ

皆さんのプラスになるんじゃないかな

リのように明るい︒彼女は︑株式会社

スラグの処理技術を活かし︑商社とし

が︑こちらの意に反して笑顔のカウン

にしていたに違いない︒しどろもどろ
話せることと通訳ができることは別で︑

ターパンチを食らう︒また父が﹁うちの

で返事をしながらも︑これで会話の糸
伊藤商会の代表取締役・伊藤勝盛氏の

って思っています﹂

口をつかむことができたことに感謝︒

て製鋼副原料を輸入することも始めて
います︒近年︑アジアの国々からお客

勉強することばかりです﹂
そう謙遜するが︑社長の海外出張に

長女︒大学卒業後︑ニュージーランド

さんが︑施設見学や勉強に来られたり︑

で２年半の留学を経て︑ 年に両親か
ら請われて帰国︒現在の職務を任せら

の仕事スタイルは︑まだまだ模索中だ︒

キャリアは始まったばかり︒自分なり

えたいと思っています﹂

買っていただくお客さまの立場から考

ているから感じること︒だから私も︑

います︒これは海外メーカーと取引し

られるほど顧客満足度が重要視されて

﹁海外では︑お客さま主導で製品が作

になっていく時代だ︒

ず︑より一層グローバルな視野が必要

際感覚︒これからは企業規模に関わら

留学経験を持つ彼女だからこその国

っています﹂

イドなビジネスに繋げていきたいと思

強いコネクションを築き︑ワールドワ

今後は︑こうしたアジアの国や地域と

を与えてくれるのではないでしょうか︒

との交流は︑私自身にもいろいろ影響

そして誰もがポジティブ︒そんな彼ら

の雰囲気には圧倒されてしまいます︒

るせいか危機感が少ないだけに︑彼ら

ということ︒今の日本は︑成熟社会であ

て自立していて︑生命力が旺盛である

感じることは︑彼らは一個の人間とし

﹁私自身︑中国や韓国︑台湾を訪れて

の刺激も与えてくれる︒

うしたアジアとの交流は︑彼女に多く

その窓口としての業務もこなす︒こ

ています﹂

私たちも現地へ伺ったりと交流を重ね

同行するのはもちろん︑海外企業との

顔を見るのが好きなんです︒だから︑

娘は⁝﹂とあれこれ吹聴し︑話のネタ

入社して 年︒リサイクルに対する
2

﹁もともとお客さまが喜んでくださる
会話に必ず〝笑い〟を入れるようにし

1980年東京生まれ。経営学部を卒業後、ニュージーランドでの留学を経て、07年伊藤商会に就職。
趣味は書道と登山、そして料理。
「シュリ」とはイタリア北部では「太陽」の意味だという。
「ただいま旦那様を募集中です。よろしくお願い致します」
（本人談）
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自叙伝
私の

業 界 動 向 最 前 線

履行確認をするのか︑という部分

ばいいのか︑またどのようにして
な提案を行っていながら︑評価す

側は手間と時間をかけてさまざま

このような状況では︑提案する

る側は根拠が曖昧で評価しきれな

で大きな課題が残ったのです﹂
確かに︑一言で﹁ＣＯ ２削減﹂

現状として︑ＣＯ ２削減量を定

いという︑双方にとってのデメリ

量的に確認するには技術面で時期

ットを生む︒

械の省エネ運転やアイドリングス
尚早という意見も出されたという︒

といっても︑さまざまな方法があ

トップ︑土砂を搬出入するダンプ

る︒たとえば現場稼動する建設機

の最短ルート走行︑現場事務所の
は一時︑明確かつシンプルな評価

こうした事情から︑同整備局で

しかし︑このような提案がなさ
を構築できるまで︑評価項目から

節電などもその一つだ︒
れたとしても︑実際にこまめにエ
ＣＯ ２削減を外したのだという︒

所で節電が励行されているか︑そ

同整備局は︑昨年度の総合評価委

評価の方法を再構築するため︑

ＣＯ ２削減は﹁大気環境
対策﹂
の項目で評価
ポイントは﹁第３次排出ガス
対策型建設機械﹂の使用

ンジンを切っているか︑現場事務
の結果︑提案書に明記された数値
に見合うＣＯ ２削減ができている
かといったことを︑工事着手後に
発注側が詳細に確認することは物
理的に困難である︒
省エネ運転によるＣＯ ２削減は︑
オペレータの技術によっても数値
が変わってくるし︑
ダンプの最短ルート
走行など︑﹁周辺住民
との調整がからんで

1,368
56,700

100,200

68,300

82,300

151,600

235,896

276,956
26.4％

31.8％

30.7％

41.5％

88.8％

99.6％

99.9％

公共工事の品質を確保するため︑国の直轄工事︑地方自治体発注の工事にかかわらず︑
落札方式は従来の﹁価格競争方式﹂から︑新しい技術やノウハウの提案を求める﹁総合評価方式﹂へと移行しつつある︒
最近では︑その評価に環境項目︑中でも﹁ＣＯ ２削減﹂をあげる発注機関が増えてきた︒こうした傾向の中︑
これまでも先行してＣＯ ２削減を評価項目に挙げてきたのが国土交通省近畿地方整備局だ︒
同局の機械施工管理官である三上章氏と建設専門官である古賀聡明氏に︑今後のＣＯ ２削減に対する評価動向を伺った︒

混沌とする提案・評価を
再構築してシンプル化
近畿地方整備局は総合評価方式
をほぼ１００％導入しており︑
年度の実施件数は約１３００件に
のぼる︒
この状況から︑今後の公共工事
入札は︑価格だけでなく︑技術提
案による評価加算点がますます落
札に大きな影響を及ぼすことにな
る︒その一環として環境項目︑と
とするケースも増えつつあるのが

りわけ﹁ＣＯ ２削減﹂を加点対象
現状だ︒
近畿地方整備局がＣＯ ２削減を
加点対象にしたのは 年度から︒
初年度が約 件︑翌年の 年度は
減を評価項目に設けたという︒初

約 件の工事において︑ＣＯ ２削
年度より翌年度の件数が若干減少
しているのだが︑その理由につい
て古賀氏は次のように語る︒
業者からいろいろな方法による提

﹁ＣＯ ２削減については︑各応札

注側としては提案書

くることだけに︑発
だけでは評価のしよ

案がなされました︒
しかし︑実際の
削減効果をもたらす根拠となる評
うがない﹂︵古賀氏︶
︒

型建設機械を使用す
ると提案すれば︑全
社を等しく評価する
という割り切りだ︒
最新の排出ガス規制

この考えからすれば︑

であればあるほど︑発注側・応札

1,235

ながったケースもある︒中国地方
整備局発注による︑
﹁浜田・三隈道
この案件で評価されたのは︑広

路折居地区改良工事﹂だ︒
い現場であることに着目し︑ ｔ

クラスのブルドーザーや０・８㎥ク
ラスのバックホウを採用し︑一度

すべて評価されることとなる︒

削減の評価項目を﹁第３次排出ガ

局が総合評価方式におけるＣＯ ２

だ
︵２００２年比︶
︒近畿地方整備

という落札業者の提案だった︵※

費燃料やＣＯ ２の排出量を減らす

に施工できる量を増やすことで消

﹁現在︑建設機械には︑いわゆる
比較対象のための客観的な評価シ

ス対策型建設機械の使用﹂のみで

現場の環境と発注側の狙いに叶っ
﹁社会的なニーズがあるならば︑

行うとしたのも︑こうした流れを
同整備局では再構築した評価方

それを積極的に総合評価に反映し

たケースだといえるだろう︒
法をもとに︑ 年度に発注する工

ていくことで社会貢献につながる

ステムがまだ定着していません︒
ーの製品案内を見ても︑いずれの
減﹄という自社比較表記になって

気環境対策を評価項目として盛り

評価できるかどうか協議が必要と
なる曖昧なものなら︑一切加点も
しないという姿勢をとることで︑
より具体的で目に見える成果につ
ながります︒まだトライアルの段

んでいる︒建設施工分野では︑第３

う案件において︑
﹁重機の大型化﹂

項目がＣＯ ２削減の 点だけとい

すでに昨年︑技術提案での評価

トといえるだろう︒

化の観点からも着目したいポイン

ダウンにもつながるため︑経営強

制づくりや︑低燃費によるコスト

ンのＣＯ ２を削減することが目標

※近畿地方整備局による
「総合評価方式」実施件数の年度別推移。昨年度はほぼすべての案件において実施された。

りさせる︒また提案された内容が︑

迷わないようにメニューをはっき

然りです︒入札される業者さんが

と考えています︒ＣＯ ２の削減も

事約 件に︑ＣＯ ２削減を含む大

踏まえたものだ︒

メーカーも﹃当社従来機比○ 低

おり︑そこからメーカー別比較は

込む予定だという︒

全国に広がる
ＣＯ ２削減への評価
低燃費による
コストダウンにも⁝

行えません︒
しかし︑我々がＣＯ ２
削減の項目を掲げる根底には︑地
球の温暖化防止のためにＣＯ ２を
できるだけ減らしていこうという
狙いがあります︒そこで優劣がつ
かなくても︑
〝意識づけ〟ができれ
ば充分に役割を果たすことになり

もともと総合評価方式において︑

階ですが︑まずはアクションを起
ＣＯ ２の削減は︑今後の土木・

先行してＣＯ ２削減を評価項目に
回の方針をとったことで︑同局管

建設業界にとって必ずついてくる

こすことが大切﹂︵古賀氏︶
︒
内の地方自治体はもちろん︑他の

課題︒地球温暖化防止の一策であ

採用してきた近畿地方整備局が今

整備局の発注工事への波及も予想

機械の普及促進にもつながってい

現在︑国土交通省ではＣＯ ２排

次排出ガス対策型建設機械の普及

というシンプルな提案が落札につ

氏︶
出削減のアクションプログラムを

される︒

によって２０１０年までに 万ト

ることから︑環境企業としての体

設定し︑地球温暖化対策に取り組

くのではないかと思います﹂︵三上

ますし︑第３次排出ガス対策型の

単純で目新しさはないものの︑

記事参考サイト 欄外参照︶
︒

械を使用する提案は

をクリアした建設機

りやすくなければならない︒曖昧

﹁提案の仕方も評価の仕方もわか

方向が固まったのだという︒

度末︵ 年３月︶には︑具体的な

員会で議論を重ねた︒そして︑年

どれをどう評価して優劣をつけれ

価をどのようにするのか︑つまり︑

08

側双方に大きな負担がかかります︒
できるだけシンプルにするにはど
うすればいいか︱︱が︑常に議論

693

総合評価実施率

123

（金額ベース）

55
総合評価金額

97
（単位：百万円）

82
総合評価件数

H14（2002） H15（2003） H16（2004） H17（2005） H18（2006） H19（2007） H20（2008）
年度

（Ｈ 21.3.31 現在） ※随意契約除く

■近畿地方整備局における総合評価方式の実施状況

車における﹃ モード燃費﹄的な︑

古賀聡明氏

低燃費性能を謳う建設機械メーカ

10

の中核にありました︒結果︑大気
せて評価し︑評価方法を﹃第３次

環境対策の一環でＣＯ ２削減も併
排出ガス対策型建設機械の使用﹄
にしぼることにしたのです﹂︵古賀
氏︶
︒
たとえば︑大気環境対策
︵ＣＯ ２
削減を含む︶を評価項目にあげた
案件に対して︑入札するすべての

三上 章氏
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国土交通省 近畿地方整備局
企画部建設専門官

08

※2009年度は
「第３次排出ガス対策型建設機械の使用」
が評価にお
ける加点対象に。昨年度と同等の「50件」の予定だが、今年度の工事
量が昨年度より減っていることを考慮すれば、評価項目としての採用率
は高まっているといえる。

国土交通省 近畿地方整備局
企画部機械施工管理官

60

近畿地方整備局が実施した
総合評価方式における
「CO2 削減」を評価項目とした案件数の推移

32

09

年度
2009
年度
2008

09

1

件
（予定
）
2007
年度

50

50

企業が同等の第３次排出ガス対策

件

%
20

取材・文／田中美砂子（モック社） 撮影／木下清隆

60

50
50
件

総合評価方式における
「CO2 削減」評価は、
第３次排出ガス対策型建設機械の使用が
カギを握る!?

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/const/news/20090511/532552/
※参考サイト：建設不動産の総合サイト
「ケンプラッツ」土木 2009/5/12 記事

今すぐできる経営改善 ③

︻人材力︼
現場代理人が現場を創る
現場代理人の優劣により現場の様子は全く異なる︒
できあがる建設物の出来映えはもちろん︑
現場のムード︑
事故の発生︑
そして利益は︑
現場代理人が創り上げるのだ︒
こう考えると︑﹁現場代理人の育成﹂とは︑
会社全体の品質管理をすることに他ならない︒
今回は現場代理人に必要な能力を知り︑
いかにしてその能力を有する人材を育てるかについてご紹介する︒

それを改善し続けることで﹁知識﹂

だからだ︒経験することで失敗し︑

基に実行し︑行動することが大切
実行・経験することで先

系化する﹁知識﹂
︑それを

は︑雑然とした情報を体

つまり︑現場代理人に

が熟成される︒結果︑
以降は事前に

といえば︑
そうではない︒﹁知識﹂を

良い現場を創る現場代理人にな
先を読めるようになり︑失敗を回
避できる︒これが現場代理人に必
識﹂が必要なのだ︒

化に対応し決断する﹁胆

できる﹁見識﹂
︑そして変

第一が﹁知識﹂である︒
﹁知識﹂
しかし﹁知識﹂を有し︑先読みし

要な第二の要素で﹁見識﹂という︒

だだけの情報では︑必要な時に取

格試験合格のために頭に詰め込ん
ことが発生する︒自然が相手ゆえ

しても︑現場では思いもよらない

改善する﹁見識﹂が身についたと
以下に述べよう︒

５つに分類される
知識を磨け
まずは︑雑然とした技術や情報
を体系化することが必要だ︒
現場代理人に必要な知識とは︑
大きく５つに分類できる︒

なる︒これは﹁ぴんとくる能力﹂
とも言われている︒

品質

︑原価
= Quality

︑安全
= Delivery

︑工程
=Cost
︑環境
= Safety

だ︒さらに環境は︑
=Environment
自然環境︵大気汚染︑水質汚染︑土
壌汚染など︶
︑周辺環境︵騒音︑振
動などの近隣への影響︶
︑職場環境

それが﹁知識﹂に昇華する︒

境︑
人間工学的職場環境︑心理的職

︵ほこり︑照度などの物理的職場環

環境管理

リスクアセスメントを実施し︑

﹁図面に間違いがあるぞ﹂

経験すればするほど精度の高い予

失敗を恐れずに実行する︒失敗を

先を読む訓練をする︒その上で︑

﹁作業にムダ︑
ムリ︑
ムラがあるな﹂

知ができ︑
﹁見識﹂が身に付く︒
私淑する人を持て︒身近な人や
歴史上の人物を私淑し︑尊敬し見
習うことで自分自身の成長につな
がる︒先輩の現場代理人や﹁黒部の
太陽﹂
﹁無名碑﹂などの書籍に登場
こんな時こそ︑勘を働かせ︑
﹁知

を積み重ねることで﹁胆識﹂が身

らの人たちの決断を体得し︑これ

する人物を見習うのもいい︒これ
識﹂︑
﹁見識﹂を総動員させて度胸

●

に付く︒

ために次のことをお勧めする︒

これら３つの要素を身につける

３要素を身に
つけるために

ばならないのだ︒

の意思で決断しなけれ

場代理人は即座に自ら

んな状況だろうが︑現

になることがある︒ど

となり︑パニック状態

悪化し︑作業者が不安

置することでますます

の方が悪い︒状況を放

より︑決断しないこと

間違った決断をする

になる︒

を据えて決断する﹁胆識﹂が必要

﹁近隣の方々の様子が変だぞ﹂

﹁風向きが変わるぞ﹂

﹁雨が降りそうだ﹂

﹁作業員の顔色が悪いな﹂

︵地山が崩れそうだ︶
﹁山がくるぞ﹂

﹁土質が変わったぞ﹂

﹁このままだと工程が遅れるぞ﹂

﹁図面と現地が違うぞ﹂

職場環境の
改善処置
環境事故発生時の 近隣クレーム時の
改善処置
改善処置
指摘事項、
事故発生時の
改善処置
月次：当該工事
の改善
精算時：次の工事
のための改善処置

進捗の遅れ、
進みが出た時の
改善処置

職場巡視
職場面談

点検

現場代理人に必要な
３要素
るためには︑どのような能力が必

読みし対策を打つことの

要だろうか︒
とは様々な技術や情報を体系化し

り出すことができない︒知っては
に避けられないリスクが発生する

このように︑発生するであろう

これら３要素の詳細を

て理解していること︒例えば︑資

いるが使えない︑ということだ︒
こともあろう︒そんな時こそ肝を
力が必要になる︒
これが︑現場代理

据えて変化に対応し︑決断する能
人に必要な第三の要素﹁胆識﹂だ︒

これは﹁雑識﹂といい︑現場では
では体系化された﹁知識﹂を有

﹁知識﹂を得られれば︑それを徹

先を読み︑先手を打て

Ｅ︒良いものを︵品質︶
︑安く︵原
底して実行・行動することが大切
し︑改善が可能となる︒それを繰

である︒そうすれば様々な経験を
り返すことで︑先を読み︑予め失

価︶
︑早く︵工程︶
︑安全に︑環境に
さらに現場代理人とは工事の管
敗しないよう先手を打つことがで
きるようになる︒

理者であるため︑これら５つに対

優しく作るのだ︒

英語の頭文字をとってＱＣＤＳ

場環境︶
の３つに分かれる︒

していれば︑良い現場が創れるか

役に立たない︒

=

する管理技術を知らなければなら
︑実行
=Plan

課題を予知し︑対策を立てて実行

ない︒これは計画
︑点検 = Check
︑改善 =Act
であ
Do
る︒頭文字をとってＰＤＣＡとい

する能力を﹁見識﹂という︒この能
力は図１の︑﹁リスクアセスメント﹂

労働安全衛生法
管理計画書
仮設計画図

近隣巡視

不良品発生時の
改善処置
資材が高騰しそうだ。
早期発注しよう。

これらをまとめたものを表１に

きる︒リスクを予知するポイント

性︑発生の可能性を評価するとよ
い︒慣れてくると表にせずに頭の
中で整理できるが︑まずはきちん
と抽出することをお勧めする︒

ＫＫＤを用いて
決断せよ
いくら先読みして先手を打って
も︑現場では思わぬことが起きる︒
そのとき対応策を冷静沈着に咄嗟
に決断しなければ︑現場は止まっ
てしまう︒このような能力を﹁胆
これは建設業界では古くからＫ

識﹂という︒

工程表

（3）
識﹂が身に付き︑要約することで

するとよい︒書物を読むことで﹁雑

練をする︒要約の際︑内容を表に

良質の書物を読み︑要約する訓

のだ︒

はないが︑一歩一歩近付きたいも

身につけないといけない︒容易で

行力︵見識︶と決断力︵胆識︶を

るためには︑技術力︵知識︶と実

このように真の現場代理人にな

しっかり本を読み、
要約しておこう。

う︒

は︑品質︑原価︑工程︑安全︑環

鉄 骨 据 付

ＫＤと言われていた︒Ｋ 経
= 験︑
Ｋ 勘
= ︑Ｄ 度
= 胸だ︒
﹁知識﹂に裏付けされた経験を積
み重ねることで︑勘が働くように

見積書
実行予算書

進捗確認
日次、
週次、
月次の 安全衛生パトロール
ヒヤリハット
進捗管理
月次決算
工事精算

改善

指導力、コミュニケーション能力、提案力、交渉力
実施

労働基準法
建設業法
建築基準法
設計図書
仕様書
施工計画書

計画

安全管理

環境関連法規
環境管理計画書
資材再生計画
廃棄物処理計画書

職場環境
（作業環境）

工程管理

見識
胆識

周辺環境
（近隣対応）

原価管理

自然環境

品質管理

（2）

現場代理人に必要な知識
表1

技術力（知識）

を実施することで高めることがで

に理解し︑自らの課題を知り常に

6

撮影／鈴木伸之

1961年兵庫県生まれ。
大阪大学工学部土木工学科を卒業後、
総合建設会社へ入社。95年に退社し、99 年ハタコンサルタン
ト株式会社設立。建設業の経営改革や原価管理の支援コン
サルティングなどを手がける。昨年出版した著書『今すぐでき
る建設業の原価低減』
（日経BP社刊）
が好評。
http://www.hata-web.com/

知識

示す︒この マスの内容を体系的
学び続けることで︑現場代理人に

6

3

に︑発生するリスクの結果の重大

境に分けて抽出することだ︒さら

2

2

鉄 骨 組 み

重大性、可能性は、3・2・1 の 3 段階で評価する。
相対的に評価点が高い問題に対して、対策を立案する。

最低限必要な﹁知識﹂を身につけ

■■

3

られる︒

可能性
重大性

□□

3

検査・試験

作業を中断しても
安全対策が優先だ。

○○

1

降籏達生氏

現場に移動式クレーンを
設置して、鉄骨据付作業
を行う。この作業におい
て今後問題となりそうな
ことは何だろうか。課題
予知シートを用いて評価
してみよう。

14
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15

図 2 技術力と実行力と決断力

20

3

実行力（見識）
決断力（胆識）

△▽

概算数量により
早期発注する
作業手順書により
事前勉強会をする
鉄骨に足場を
事前に溶接する
毎日近隣挨拶をし、
周辺清掃を行う

6

鉄の相場が上がり
鉄骨原価が高騰する
組み立て作業に手間取り
工程
工期が遅れる
ボルト締付作業中に
安全
落下する
近隣からのクレームで
環境
工事が止まる

2
原価

3

鉄骨加工工場にて
○○
検査を行う
鉄骨の精度が悪いため
据え付け精度が悪い

9
品質

3
予想される問題点
工程

（1）

課題予知シート

表2

3

実施
責任者
防止対策
評価
項目
作業
内容

経営改善のテーマである商品力・営業力・人材力・組織力・財務力のうち、
財務力を除く4つのテーマについて、毎回、建設会社の具体的な実践事例を
あげながら、改善手法を解説していきます。

ハタコンサルタント株式会社代表取締役
ＮＰＯ法人建設経営者倶楽部理事長

図1

市場に先んじた戦略で︑会社
を中部地区でトップクラスの
解体・総合廃棄物処理企業に
育てた創業者の洪本正克氏︒
現在全国展開に向けた人材
と組織作りに余念がない︒

なこともあり︑１民間企業が自前

進んでいるが︑巨額の投資が必要

ここ数年︑自治体などで導入が

利用できるのだ︒

ファルトの骨材︑路盤材として再

創られたモノ︑壊れたモノに新しい命を︒
循環型社会を目指すエコファクトリー︒
総合解体︑産業廃棄物処理事業
を展開する同社は︑この不況下に
﹁この不況下で失業者が多いとい
で持つ例はまだ少ない︒

積極的な人材採用を進めている︒
われる昨今︑各分野から︑幅広く
●

良い人材を︑採用できるようにな
った︒その点は︑不況が我々に幸
立ち上げから約半年間で︑溶融炉

同社では︑試行錯誤を繰り返し︑

ルコー商会という存在が全国レベ
を１日 ｔの処理能力を持つまで

いしていることも確かですが︑マ
ルになりつつある証拠だとも思い
が下り次第︑溶融スラグを骨材と

に安定させた︒現在︑行政の認可

会長の洪本正克氏は頬を緩める︒

もつ溶融炉︵ 基︶
を備えた︑再資

更に︑１日１５０ｔの処理能力

して販売できる体制が整う︒

７年に同社の弥栄工場で稼動開始
源化センターを新設する予定だ︒

写真上／ZX480LCK3HG 2ピースブーム仕
様＆ZX470LCH-3（解
体仕様）
写真左／ ZX1000K
（2
ピースブーム仕様）

なダイオキシンも熱分解︑無害化︒

けでなく︑焼却灰に含まれる有害

することで溶かし︑減容化するだ

などを１５００℃という高温で熱

焼却炉で排出される焼却灰や煤塵

なる溶融炉の存在だ︒溶融炉は︑

目されるのが︑減容化の切り札と

処分場の確保は厳しい︒そこで注

向にあるものの︑依然として最終

近年︑産業廃棄物の量は減少傾

また溶融炉からは貴重なレアメタ

まり︑
コストメリットも出てきます︒

るようになりますから︑産廃も集

処理まで一括で安心して任せられ

いただくことで︑解体から廃棄物

﹁お客様にとっては︑当社と取引

することになる︒

ソリューションのフレームが完成

物処理↓再資源化のワンストップ・

社が長年掲げてきた︑解体↓廃棄

物処理業の二大事業を軸とする同

年４月末現在︶
︒ほかに運搬車両も

有機材は重機だけで１０７台︵

界のモデル的存在︒社員 人に所

に機械化による事業の効率化は業

を読み︑時代に対応してきた︒
とく

から︑解体業と産業廃棄物の未来

マルコー商会は 年前の創業時

いるのです﹂
●

たモノから新しい命を生み出して

つ
原料を生み出し︑世に返す ̶̶
まり我々は︑創られたモノ︑壊れ

廃を提供し︑我々はそこからまた

増えてくれば︑いつかはそれを壊

ものです︒周りに大規模な建物が

﹁それは周りを見ていればわかる

けることは︑そうたやすくはない︒

う︒だが︑時宜に適った機械化を続

化は必要だと予想していた﹂とい

た時から︑いずれ機械による効率

でいました︒しかし解体業を始め

﹁昔の解体はほとんど人手で済ん

しておく︒だから仕事が来るわけ

きすぐその力を発揮できるように

技術をモノにして︑いざというと

いい設備を誰よりも早く導入し︑

く必要があるのです︒最も性能の

だからその準備期間を計算してお

ませんからね︑社員は夜９時か

もボタンを外している者は誰もい

切にするよう言っています︒制服

もちろん︑生活態度についても大

﹁社員あっての会社です︑家庭は

も表れている︒

工事部部長︑洪本雅昭氏の言動に

は言及する︒それは︑長男であり

が厳しいというより︑仕事が楽し

職長もＣＡＤまで使えなくとも︑

業だから大変だとかはありません︒

﹁機械を動かせるから偉い︑手作

﹁産業廃棄物処理はとにかく厳し

いう︒

に会長の洪本氏はこう言われたと

った︒かつて︑ある大学の専門家

その原点とも呼べる出来事があ

従業員教育はもとより︑時には

る︒違反も起こさないし︑次の手

﹁そうすれば︑ ％の余裕ができ

代表取締役・鈴木真理子氏︒
﹁父の経営方針
を引き継ぎ常にトップクラスでいられる会社
経営を行っていきたいと思います﹂

くらいに⁝⁝ね﹂

大学で解体業を教える人材が育つ

いていかないと︒
うちの会社から︑

それに備えて人も技術もさらに磨

どん複雑化し︑
技術も高度化する︒

﹁解体業も産業廃棄物処理もどん

開だという︒

トップ・ソリューションの全国展

は確立した︒次の一手は︑ワンス

トップ・ソリューションの仕組み

解体から再資源化までのワンス

っています﹂

メージアップに貢献できればと思

得やすくなったり︑業界全体のイ

私が前面に出ることでその理解を

点がより多くなるはずですから︑

い︒また今後は地域や社会との接

応できる柔軟な経営をしていきた

取り入れ︑より細やかで変化に対

境づくり︒女性ならではの視点を

﹁私の仕事は社員が働きやすい環

け継がれている︒

就いた長女の鈴木真理子氏にも受

その経営哲学は２年前に社長に

を守ってきた﹂

令改正にも対応できる︒僕はそれ

も打てる︒目まぐるしく変わる法

対して準備するだけ︒ただどこよ

す技術が求められるはず︒それに

群を抜く︒

さらに溶融後に瞬時に冷却するこ
ルの採取も可能ですから︑ビジネ

です︒マニュアルをこなすだけで

時には就寝して︑朝は５時くらい

いから皆が自然とそうなっている

に起きているようです︒社員教育
●

のです﹂
どこよりも先に技術をモノにし︑

図面の指示ができるようにはなっ

い︒たとえ１％の違反があっても

どこよりも徹底し愛情をもって社

てもらいたい︒すべての仕事を一

営業できなくなる︒だから法令順

１人の社員が機械のオペレータを

通りできてこそ︑全体の仕事がわ

員を育てる︒

かる︒皆が全体を分かっているか

守はもとより︑すべてにおいて１
２０％でやりなさい﹂と︒
社員の家庭や生活態度にも洪本氏

きるのです﹂

ら︑一丸となって競争力を発揮で

し︑手作業の廃棄物の選別も行う︒

同社では社員の仕事を固定しない︒

育成にはこだわってきた︒例えば︑

それゆえ設備投資以上に︑人材

です﹂

はだめで︑それをもって新しい技

60

28

術を開発するのが我々の役目なの

技術があってはじめて仕事になる︒

ません︒それを使いこなせる人の

と言って仕事が来るわけではあり

﹁もちろん︑いい設備があるから

そのための投資は惜しまない︒

いくのです﹂

１番だから話題になり︑広まって

は１番でないと誰も見てくれない︒

スの幅も広がります︒お客様は産

台と︑その充実ぶりは業界でも
26

とでガラス状のスラグ︵溶融スラ
09
10

グ︶となり︑セメント材料やアス

これにより︑総合解体業と廃棄

3

りも早くしなければならない︒今

炉がある︒

させた︑ 時間体制のガス化溶融

を深める理由の一つには︑２００

洪本氏が﹁全国レベル﹂と自信

ます﹂

20

工事部部長・洪本雅昭氏︒
﹁最新機械をフル
に活用し安全で speedy
な工事を行っていき
たいと思います﹂

24

2007年にスタートした24時間稼動の溶融炉。半年ほ
どつきっきりの調整で安定するようになったという。集め
られた産廃はまず焼却炉へ。排出された焼却灰から、手
選別でアルミやステンレスなどを取り除き、溶融炉へ投
入。この選別作業が溶融スラグの質を決める。1500℃
で溶融後、瞬時冷却すると、黒いガラス質のスラグが現
れる。
６ミリまででスクリーニングして出荷。アスファルト
やコンクリートに10％混入され、
骨材として利用されてい
る。また重金属類は溶融メタルとして排出口から出る。

16
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17

工事部の皆さん。日立建機の解体機について、
飯田義久氏（写真右）
いわく、
「いろんなメーカーの
解体機を使ってきましたが、
日立建機は解体業や
解体機に関する研究をしっかり行っていますね。
クローラ幅が広げられる機能は、大型アタッチメン
ト装着時でも安定して効率的な作業を実現します
し、
アームやブーム部の油圧ホースカバーの工夫な
ど、解体作業に最適な配慮が随所に見られます」

20

【愛知県・豊橋市】

株式会社マルコー商会
取材・文／佐藤 聡 撮影／小島真也
取材コーディネート／松原幸司（日立建機 東三河営業所）

置いて土木工事等を行う同社の︑

変身モデル︒現在︑千葉県に本社を

らしさの漂う皆川さんが︑今回の

と︑歯切れの良い弁舌に江戸っ子

のど真ん中︒さっぱりとした気風

東京は新宿生まれ︒自宅は新宿

と言われたくないんです﹂

率先して覚えました︒女だから︑

まったくできなかったんですが︑

﹁当初︑建機の操作もパソコンも

い仕事振りが伺える︒

表紙を作って束ねたりと︑効率良

データに作り替えたり︑項目別に

オペレータの仕事として︑

埼玉・三郷営業所に勤務している︒
取材当日は︑我々も新宿駅から電
現在携わっている約 ヘク

﹁電車で１時間でしたか？ 私は
ベルを運転する様子を拝見

タールの現場で︑油圧ショ

車を乗り継いで三郷市に向かった︒
毎朝︑車で高速を飛ばして 分ほ

も︑元は手書きの書類をエクセル

に戻れば事務作業もこなす︒しか

時は直接現場に向かうが︑営業所

というから納得︒毎朝６時の出勤

ータである彼女が︑大の運転好き

社内で唯一の女性の建機オペレ

どで着いちゃいますけどね︵笑︶
﹂

ただ性格が男っぽいので︑

場番長〟で︑現場が楽しい︒

﹁私って︑普段は単なる〝置

用する作業だ︒

し︑休耕田や荒地を有効活

盛土して耕地の再活用を促

した︒建設発生土を掘削・

ダンプの運転手に女性
の仲間はいるが︑オペレ
ータの現場はまさしく男
の世界︒﹁最初はなめられ
ないように︑わざと髪を
短くしたこともありまし
た﹂と話すが︑今では喧
嘩をするほど仲が良い︒
﹁現場は︑少しでも仲が
良いほうがいいと思うんです︒男
の人同士って照れくさいのか︑あ
んまりコミュニケーションを取ら
ないじゃないですか︒まずは私か
ら親切にしたいですし︑親切にさ
れれば︑次に会った時にはお茶を
一本差し入れする︒たまに︑
﹃そう
いうところがダメなんだよ﹄と︑

その前に︑今日の撮影に備えてネ

私から注意することもあります﹂

イルサロンに行ったんですけど︑

勢いはいいかもしれません︒効率

﹁仕事の後は遊び回ってます
︵笑︶
︒

親しき仲にも礼儀あり︒気持ち

りとキレイに積んでも︑時間のム

という︒そんな彼女が今︑会社や

彼女のオペレータ姿が自慢の種だ

反対していた母親も︑最近では︑

は同じ業界に就職することに断固

に怪我を負ったこともあり︑最初

かつて同業だった父親が仕事中

が理解できるよう︑少しでも建機

のオペレータさんの気持ちや仕事

ようになりたい︒だから今は︑他

﹁現場責任者として指示を出せる

級土木施工管理技士の資格試験︒

注いでいることがある︒それは︑２

日１日を大事に過ごしたいです﹂

との繋がりは大切にしたいし︑１

ことをすごく惜しいと思った︒人

親からもう教わることができない

じゃうんだ﹄と思ったんです︒父

が︑その時に﹃人って簡単に死ん

﹁数年前に父親を亡くしたんです

なのだろうか︒

くす彼女だが︑その原動力とは何

自身にも周りにも常に全力を尽

から！﹄と店員さんに伝えて
︵笑︶
﹂

です︒
﹃ボウリングの後でまた来る

３本の指だけは残してもらったん

ダですしね﹂
昨日も友達とボウリングに︒実は

よく作業するには︑とにかく﹃早

取材コーディネート／佐藤健二（日立建機 東京北営業所）

のいい人柄もあって︑彼女の周り

取材・文／吉田有希
（BIG BANG CENTURY）
撮影／林 久光 スタイリング／MIBU ヘアメーク／安宅順子

には自然と人が集まる︒

みながわ・さきこ 東京都新宿区出身。建築会社の元請けをしてい
た父親の紹介で、同社・三郷営業所に入社。建機オペレータとして
活躍する傍ら、免税軽油、パソコン入力といった事務から、役所等
を回る営業までを担当する。29歳。蠍座／A型。

にそれを心掛けています︒ゆっく

皆川紗貴子さん

く積むこと﹄と教わったので︑常

【埼玉県・三郷市】

エレガントに香り立つ︑
黒のレースは女性の特権︒
夏の陽射しの中でも涼しげに⁝︒

に乗っていたい︒最近︑夢の中に
も建機が出てくるんです︵笑︶
﹂
凛としていながら︑女性特有の
慈愛のような温かさを併せ持つ彼
女に︑今回は〝現場のマドンナ〟
とでも言うべき上品な黒のワンピ
ースを着て頂いた︒目元には深み
のあるグレーブルーを落とし︑柔
■変身を終えて■

らかな眼差しを際立たせた︒
﹁たまにはワンピースを着こなす
のもいいですね︒でも︑恥ずかし
くて鏡を直視できません
︵笑︶
﹂

アイシャドーは、大人の女性を演
出するパール系を使用。ベージュ
やブラウンで陰影を付けた後、グ
レーブルーとグレーを目の際に乗
せる。ラインではなく、上下なじま
せるように。眉はアーチを描いて
上品に。仕上げは、
ピーチ色のチ
ークを頬にふんわりと差す。

60

「実践あるのみ」で覚えた建機の操作。始めてか
ら３カ月程で、
ようやく手応えを感じたとか。嬉々と
してキャブに乗込む姿が印象的だった。

家族︑仲間に支えられながら力を

衣装／03-3405-4400（M -プルミエ／エム・アイ・ディー）
、
ピアスは参考商品

30
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ヘリポートを持つ同社は、現場の空撮も可能だ。ヘリ
の操縦について、
「もちろん興味はあります」と皆川さ
ん。操縦用のシャツを着てキリリと。
ヘリコプターの機体をバックに撮影。今にも、シャンパンを片手に夜の遊覧飛行に出掛けられそうだ。

株式会社フルハシ商事・三郷営業所
営業で役所を回ることもあ
るが、多い時は名刺２箱を
配りきる。ラミネート加工し
た名刺は「雨の日用。自分
の分身だから、濡らしたくな
いんです」。

変身図 鑑

サ
ムウオンさんが家族ととも

にラスメイソンハー村に移

り住んだのは︑１９９９年のこと︒

当時︑村には地雷の危険が潜んで

いたが︑農地を持たず︑経済的に

も苦しかった彼らは︑村長が無料

で土地を分けてくれるという話を

聞いて︑
﹁たとえ地雷があっても︑

土地なしよりはましだ﹂という思

いから移住を決意した︒

分け与えられた農地は地雷原で︑

生活がよくなっていけばいいなと

すぐに農業を営むことはできない︒

農地整備や農業トレーニングを行

思います﹂

﹁作物を植える﹂だけから︑
さらにその先の夢へ⁝⁝︒

ったことで︑安心して農業を営め

しかし︑サムウオンさんは家族を

使った炭作りなどをして︑その日

る環境が整った︒

目線の先には︑地雷原から農地へ

養うため︑危険を承知で地雷原に

その日の糧を得てきた︒爆発した

と姿を変えた〝豊かな大地〟が広

入り︑木材の伐採や伐採した木を

地雷の破片で負傷したこともあっ

﹁地雷の脅威がなくなり︑作物が

がり︑彼の植えた落花生が生き生

希望に満ちたサムウオンさんの

たが︑生きていくためには地雷原

栽培できるようになったので︑と

きと葉を広げていた︒

ても嬉しいです︒それに︑以前は

２００８年︑ラスメイソンハー

作物を植えていただけでしたが︑

誠

に入らざるを得なかったのだ︒

村では日本のＯＤＡにより︑ＣＭ

料や農薬のデメリット︑害虫や病

この間のトレーニングでは化学肥

写真・文／井伊

ー︶
が地雷除去を実施︒サムウオン

ＡＣ︵カンボジア地雷行動センタ

http://www.good-earth-japan.org/

取材・文／増田祐二
撮影／小島真也

気から作物を守る方法についても

さんのご協力をいただきました︒

豊かな大地では、活動を支援していただける法人会員・賛助会員・一般会員を募集しています。

さんも安全な農地を手に入れた︒

した︒そのとき︑地雷やカンボジ

ＴＶで見せる明るい表情とはま

【会員を募集しています】

いい・まこと 遺跡以外の カンボジアを旅する 本
﹁トーマダー﹂の発行人・編集人︒王立プノンペン大
学外国語研究所でカンボジア語を学んだ後︑
﹁カン
ボジア人の暮らし﹂をテーマに取材を続けている︒

立世界ふしぎ発見！﹄の

アのことをたくさん勉強されたそ

「豊かな大地」は、2007年 4月からカンボジアで現地の各機関や
NGOと連携しながら支援活動を行っています。農業訓練に加え、
これまで 6 基の井戸を建設。
一昨年の春には、豊かな大地が建設した小学校第1号の竣工式も行われました。

学びました︒次の収穫で少しずつ

ミステリーハンターとし

●みやち・まりこ
1978年神奈川県生ま
れ。女優として映画、
TVドラマ、舞台、CM
などに多数出演。2009
年5月現在、
『日立世界
ふしぎ発見！』のミステ
リーハンターとしての出
演回数は34回を数え、
歴代8位。

さらに︑ＮＰＯ法人豊かな大地が

﹃日

声⁝⁝とても

た違う︑抑えたトーンで淡々とカ

素晴らしい仕

ンボジアの状況を語る宮地さんの

外務省やＯＤＡ︑支援をいただく

上がりとなっ

そんなことがきっかけで今回︑

企業にお配りする﹁豊かな大地﹂
の

うです︒

アで亡くなった戦場カメラマン・

活動を紹介したＤＶＤの制作にあ

て世界中を飛び回る宮地眞理子さ

一ノ瀬泰造を題材にした﹃地雷を

ています︒

ん︒実はデビュー作が︑カンボジ

踏んだらサヨウナラ﹄の舞台版で
たり︑ナレーションの収録に宮地

ミ ステ リ ーハン タ ー

ちゃんと伝えられるかな……重いテーマなだけに、最初はとても緊張
しました。でも、
ＶＴＲの途中で出てくる子供たちの笑顔にホッとし、未来を
感じながら収録できたつもりです。また同時に、その笑顔が逆説的に戦争
の辛さを表しているようにも感じました。でも子供たちの笑顔がなくなった
ら、それこそ最後ですものね。
「支援」ってとても難しい。同情して簡単に
モノを与えることでは決してなく、現地の人たちが自立して生活を続け
ていくのに必要なものを、 一緒に生きて行く という視点で考え、手立て
をする̶̶ それこそが「本当の支援」なんだと、私自身、最近ようやく理
解しはじめたところです。子供たちに豊かな未来を届ける ̶̶ ＤＶＤをご
覧になった皆さんがそう思ってくれたら、きっと世界は変わります。そのた
めにも、
まず「知る」ということが第一なのだと思っています。

宮地眞理子 さんに

ナレーションをお願いしました︒

= 宮 地 さ ん からの メッセ ー ジ =

「豊かな大地」
プロモーションＤＶＤ

復興、

そしてこの先の

未来へ
〜建機の技術でできたこと〜

カンボジア編

◀サムウオンさん。
かつて地雷原で木材の
伐採をしていた際に、自らも地雷の被害に
遭った。左足のくるぶし上と足の付け根付
近、眉毛の間には、
その時に突き刺さった
地雷の破片が今もまだ残っている。

▼サムウオンさんが植えた落花生。彼は１ha
の畑で落花生を育てながら稲作の準備もし
ている

▲自分の農地を指差すサムウオンさんと妻の
チアオムスレ−ンさん。

▲ 地雷除去が終わってすぐの土
地は、灌木の根や石が転がる荒れ
た土地であるため、
すぐに農業を営
めるのはそのうちの一部の土地に
すぎない。
「豊かな大地」
は、根・石 ▲ 地雷除去の終わった土地を耕すトラクター。
の除去作業や耕耘も支援し、人々 「豊かな大地」が農地整備を手伝ったことで、
がいち早く耕作できる環境を整えた 住人が人力で行うよりも遥かに早く農業を営め
る環境が整った
（写真提供／豊かな大地）
。
（写真提供／豊かな大地）
。

日立建機グループは「豊かな大地」の活動を支援しています。
日立建機グループは、地雷除去機の開発や保守指導のほか、ＮＰＯ法人豊かな大地への全面サポートを通じて、
地域の復興や住民の自立支援に協力しています。

21

Tierra Summer 2009

Tierra Summer 2009

20

オプションのミドルコンベ
ヤを搭載した稼動例。

正解者の中から抽選で
賞品をプレゼント

景気の底入れ感はあるものの、まだまだ予断を許さない日本国
内の経済事情。今後とも日立建機グループの総合力を結集し、皆
様のビジネスに役立つ情報を提供する誌面づくりを目指していき
ますので、何卒、宜しくお願いします。
3名

問題
日立建機が支 援するNPO法
人豊かな大地の活動を紹介
したDVDのナレーションを行
った宮地眞 理子さんが、TV
番組『日立 世界ふしぎ発見！』
で担当しているのは？

・ミステリーハンター
・トレジャーハンター
・ディアハンター

アタッチメントはどれもNewVersionのミニチ
ュアモデルZX200-3に対応。バケットピン
のネジを外して実際に装着できます。

アンケート
以下に挙げた今号の読み物の中で、興味深く読んだ（面白かっ
た）記事３つ、あまり興味を持てなかった（読まなかった）記事３
つを、それぞれ番号でお答えください。
①表紙
②ニッポンの新光景
③巻頭特集：間違いだらけのコスト削減
④ EX1200-5D ／ローディングショベル稼動事例
⑤私の1/2自叙伝
⑥業界動向最前線：総合評価方式における「CO2 削減」評価は、
第3次排出ガス対策型建設機械の使用がカギを握る !?
⑦今すぐできる経営改善〜『人材力』
⑧創られたモノ、壊れたモノに新しい命を。
循環型社会を目指すエコファクトリー
⑨業界女神変身図鑑
⑩復興、そしてこの先の未来へ
⑪ Topics
⑫コラム「現場、大好き！」

［
［
●あまり興味がもてなかった（読まなかった）
●興味深く読んだ（面白かった）

※正解者の中から抽選で3名様に、
ミニチュアモデルZX200-3NewVersion
とZX200用アタッチメント3 種をセットにしてプレゼント！ ご応募の際、
アンケートへのご協力もお願いします（応募締切り=8月31日必着）
。
［前号の答え］
「自動給油」

二段デッキ振動式スクリー
ン
（幅1,520×長さ3,660㎜）
の強力な加振力により、建
設残土や混合廃棄物などを効率良く選別。標準仕様機のトッ
プデッキは、
さまざまな材料に対応する強固なグリズリデッキを
装着しています。投入材料や選別サイズに応じて各種オプショ
ンスクリーンの選択も可能。また、オプションのミドルコンベヤ
を搭載することにより、３分級にも対応できます。

］
［
］
［

］
［
］
［

標準トップデッキ：75-100㎜／
グリズリデッキ5段
標準ボトムデッキ：□40㎜／
メッシュ3段

排出ガス３次規制対応型エンジン搭載
小型・VR408− 2

］
］

今号の誌面に関して良いと感じた点、良くないと感じた点を
お聞かせください。

中型・VR512

自走式スクリーンが
フルライン化。
この5月、日立建機から2 機種の自走式スク
リーンがデビューしました。従来の大型スクリーン
「VR516FS」に加え、VR408の後継機となる小

良い：

［プレゼント当選者］

型クラスの「VR408 ̶2」
と中型クラスの「VR512」

■柏レイソル レプリカユニフォーム
涌井立志様（福島県いわき市）
川上康浩様（長崎県松浦市）
川内優紀様（鹿児島県さつま町）

が新たにラインナップ。お客様の用途に応じて最
適なクラスが選択できるようになりました。
良くない：

3 機種ともすべて、排出ガス3次規制対応型エ
ンジンを搭載した、高い環境性能を有するモデル。
Ｈｉ̶ＯＳＳの中核となる自走式スクリーンとして、環
境リサイクルの現場で大きな威力を発揮します。

ご応募はこのページ全体をコピーしてフリーダイヤルのFAXにてお送り下さい

アンダコンベヤの速
度が40％アップし、
排出量が向上。
折りたたみ式コンベヤの
採用で10ｔセルフトラッ
クでの輸送が可能。輸
送コストの削減にも大き
く貢献します。

※なお、
プレゼント抽選への有効応募は
「お１人様１通」
と
させていただきます。予めご了承下さい。

※インターネットでも応募受付中!
クイズの答え

年齢

（ふりがな）

お名前

男
歳

ご勤務先名称

所属部署名

役職

住所

女

機械質量

9,000 kg

電話

Ｅメール （弊社からの情報提供を希望される方はご記入ください）

10ｔセルフトラックで輸送できるコンパクトな機体（機械質量
=9,000kg）
ながら2 本の排出コンベヤを装備。アンダコンベヤ
速度を 40％アップさせたことで排出量が大きく向上し、効率的
な処理を実現しました
（スクリーン幅 1,200×長さ 2,400㎜）
。輸
送姿勢と作業姿勢の切替えは、レバー操作で容易に行うことが
できます。

〒

※弊社がお客様から提供を受ける個人情報については、弊社の「個人情報保護ポリシー」の記載内容に準じて取扱います。
http://www2.hitachi-kenki.co.jp/policyindex.html

「WEBティエラ」がリニューアルオープン!!
「建機ユーザーのビジネスを支援するオンライ
ンマガジン」
として、このたび WEBティエラが
装いも新たにスタート致しました。
後継経営者のためのアドバイス情報をはじ
め、建設機械の保守費用軽減にもつながる正
しい使い方、また、これまで好評だった『異業

種拝見』
も継続更新中。
今後はさらにコンテンツを増やしながら、皆
様の経営サポートとなる取材記事やコラムを随
時掲載していきます。ぜひアクセスしてください
（本誌のバックナンバーもご覧になれます）
。

＊アドレスが変わりました

http://www.hitachi- kenki.co.jp/webtierra /
23
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『2009森林・林業・環境機械展示実演会』
出展のお知らせ
日立建機では、来る10月4日
（日）
と5日
（月）
の両日、長崎県島原市平成町地内「安徳海
岸埋立地」にて開催される
『2009 森林・林業・
環境機械展示実演会』
に出展致します。当
社ブースでは、CO 2 排出権付き油圧ショベル
をはじめ、多くの林業機械を展示・実演。さら
に、日立建機が展開するカーボンオフセット活
動（排出された CO 2を排出枠の取得などで相
殺する活動）
についてもご紹介します。

■ 開催日：

2009年10月4日
（日）
・5日（月）
■ 会場：

長崎県島原市平成町地内「安徳海岸埋立地」
（島原復興アリーナ向かい）
■ 出展予定機：

油圧ショベル
（プロセッサ仕様／ハーベスタ仕様／
スイングヤーダ仕様）
、
ミニローダ、木材チッパ、木材破砕機など

Tierra Summer 2009
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才能の芽をいかに伸ばせるか
の分岐点︒
☆

̶̶

私の現場では毎々︑掘削量の大

や場所︑掘削数量の確認も出来る

日々の記録があれば掘削の範囲

によって芽が出ればこそ︑大樹へ

る﹃強育﹄と皆で育てる﹃共育﹄

るからこそ教育であり︑強く育て

ただ見て過ごした人と︑面倒だと

身で気づけた時こそ︑芽の出た第

専門課程の基本を学び︑学業優

一歩になるのです︒

秀で卒業した人ほど︑なぜか３年

び悩む傾向があります︒それにつ

目の分岐点から監理能力の芽が伸

いては次号︑お話しましょう︒
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本誌は再生紙を使用し、
「大豆インキ」で印刷しています。

同じ時間を費やしても現場を監理
する能力の芽は︑伸びる事なく眠
職人さんの場合︑現場の数をこ

ったままです︒

確かに面倒な記録ですが︑杭工

確かに︑諸先輩の仕事を﹁見て

の芽を伸ばす教育をしていると

事では打設記録をすべて残すのに︑

いれば分かる！﹂という教え方も

﹁
︵え︑何の為に ︶
﹂

場監理者は︑様々な工種・工程に接
土工事では掘削︵埋戻し︶の監理

なすほど技術は向上しますが︑現
しながら創りあげて︑やっと初め
記録が無いまま黙認している現場

は︑およそ言い難いのです︒

☆

小に関係なくダンプが土を搬出す

し︑あの日は重機トラブルで搬出

あるでしょう︒しかし︑教え育て

建設業界を選んだ若者たちに夢
る際︑作業終了時に若者に必ず確

﹁マニュアル通りにそつなく勤務

も少なくないようです︒

と常々思いなが
を描かせたい ̶̶
ら若者を指導している時に︑彼ら

などと工事の流
量が激減した ̶̶
れを解析して︑翌週のダンプ配車

する﹂ことと︑
﹁現場を監理する﹂

感じながらも私の監理方針を理解

今までこうした記録を残す指示

が歴然としています︒
も監理もしていない現場は︑若者

ことは︑まるで違うのだと自分自

はじめ︑次の工程準備も迅速に行

育ちもするのです︒

認する事があります︒
その問いに︑多くの若者は︑

を﹁見て﹂はいるものの︑のべ何

掘削工事期間を︑その場限りで

えるのです︒

台の車で︑いくら搬出したかとい

若手現場員は︑ダンプの出入り

﹁ン⁝？﹂と返事に詰まります︒

だろうが︑現場で頑張っている若

した人の 年後は︑監理能力の差

日を終えるのが普通です︒しかし︑

う﹁記憶﹂も﹁記録﹂もないまま一
明日も土の搬出があるにもかかわ

者を見れば︑後ろからネジを巻い
のは同じこと︒では︑どうやって

搬出量が示せなければ︑それは監

若者の才能を芽吹かせ︑伸ばして

理させているとは言えません︒

らず︑相変わらず見ているだけで

☆

予定掘削量から︑一日にダンプ

のの︑実際の搬出量を若手現場員

を何台用意して土を搬出するかを

に確認させないまま掘削工事を終

んだ頃から︑
﹁急速に伸びる人﹂と

この分岐点を見分けられる上司

らせていませんか？

算定して土工事の工程表を作るも

の下にいれば︑やがて優れた監理

﹁ダンプが門を出た時間と車両番

﹁平均点のままの人﹂になってし

者︵現場監督︶になれるでしょう

号を記録しなさい﹂

ふくもと・さとみ
有限会社アンダンテ総合企画・代表取締役。一級建築士。
施工図作成の請負業務のほか、安全講習の講師として全国を忙しく飛び回る。
総合建設会社での長年にわたる現場監督経験を生かしたエッセイ本も出版。
たエッセイ本も出版。
昨秋、
その「第３弾」にあたる『建設現場の玉手箱』を上梓。
上梓。
■ホームページ = http://www.d2.dion.ne.jp/˜andante2/
2/
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が︑朝から晩まで仮囲いの中で仕
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事に追われているだけの現場では︑

まう分岐点があります︒

建設業に限らず︑３年経験を積

やれるのでしょう︒

てやりたいという想いにかられる

ゼネコンだろうが小さな工務店

あります︒

の多さに︑私自身︑戸惑うことが

﹁今日何㎥搬出した？﹂

掘削工事を例にしましょう︒

て監理する才能の芽が出てきます︒

!?

自身が描く夢を﹁決めてない﹂ど

福本悟美の

ころか︑
﹁分からない﹂と言う答え

現場、
大好き!
ティエラ
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