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増加するよう仕事の設計を変えてしまう
のです。これからは、「私はこれが出来るけ
ど、その仕事は出来ません」では通用しま
せん。一人二役三役など多能工の技術者
となり、社内の横の連携を強化しながら
幅広いニーズに対応していくことが必要不
可欠です。

中期経営計画達成に向かって】
かって】
【中期経営計画達成に
平成 年度にスタートした中期経営
計画「チャレンジバリュー 」は、今年７月
から最終の期に入ります。皆さんと幸福
度№１企業をつくり上げる大きな目標が
あります。チームや組織力を結集して一つ
のベクトルへ集中してまいりましょう。
さてこの後、経営計画方針書の重要項
目の一つである社長表彰に対する、第
期上半期・第二四半期終了までの発表を
していただきます。平成 年６月に社長
表彰制度を新設し、二つの賞にチャレンジ
していただきました。この表彰制度を新設
した平成 年度の該当部門はありません
でしたが、平成 年度は情報通信工事部
が見事に業務プロセス改善賞を獲得し、昨
年８月の安全総点検の中で表彰されたと
ころです。今でも、この感激・感動は脳裏
から離れません、はっきり覚えています。
安全を確保し、効率的に業務を行うた
めには部長のリーダーシップのもと、仕事の
やり方やプロセスを皆で改善する雰囲気を
つくることが重要です。明るく楽しく元気
よく業務改善や安全活動に取り組んでく
ださい。

最後に、皆さんとご家族の皆さんのご健
勝とご多幸を心からお祈りし、新年の挨
拶とします。
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社長年頭挨拶
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多能工化へ】
【多能工化へ
昨年の研修会で述べた「収
益力を高めるための原理原
則」を 実 践 し て い く こ と で
す。企業におけるコストのう
ち最大なモノは人件費です。
限界利益がキーポイントで
あるので、仕事のやり方に視
点を当て、仕事の流れ を見
直 し、「止 め る」「変 え る」を
前提に、直接工数が最大限
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お客様第一、
安全第一は経営の柱

謹賀新年】
【謹賀新年】
新年おめでとうござ
います。新年の仕事始
めにあたり、元気な皆
さんの姿が揃い大変嬉
しく思います。今年も
どうぞよろしくお願いいたします。
年末年始の期間中、延べ２５０名を超
える皆さんが、電力設備や工場の改修工
事・点検作業に従事していただき、お客様
のご負託に応えていただきました。皆さん
の労を惜しまない業務精励に感謝し、お
礼を申し上げます。

送用機械などを中心に全国の生産活動が
鈍化しましたが、県内では緩やかな伸び
が継続しています。為替動向にかかわら
ず海外からの需要は強く、足元では生産
活動への円高の影響が限定的なものに止
まっています。
今年のキーワードは、やはりＩＴ関連・
新興国向けの需要になると思います。中国
などを中心に大型液晶テレビの需要が急
増しており、大規模な設備投資をされて
いることや、液晶関連製品やスマートフォン
などの需要は根強く堅実な成長が続くと
みられています。熊本県は世界的に競争
力のある製品を生産する企業が多く、こ
れが全国平均との比較でみた優位性だと
も言えます。
わが社の展望ですが、先行き不透明な
時代の中、おかげ様でこれまで順調に推移
してきており、平成 年もほぼ前年並み
の業績を見込んでいます。しかしながら景
気の急速な悪化により受注環境は厳し
く、これからの経営環境を勝ち抜くため
には、「安全第一はお客様第一＝信用第
一」を経営の要・柱に据え経営してまいり
ます。

妙見宮での年頭安全祈願
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年展望】
【平成 年展望】
平成 年は、まさに熊本の将来を左右
する重要な一年です。いよいよ３月 日
に迫った九州新幹線全線開業、また、平成
年には熊本市が政令市として生まれ変
わります。このビッグチャン
スを逃さぬよう、九州中央
の 交 流 拠 点 都 市 と し て、
「選ばれる都市」になるよう
挑戦していかなければなり
ません。
さ て、平成 年 の 景 気
動向ですが、日本経済は新
興国の成長が先進国に波
及する中、緩やかな回復基
調をたどりそうです。昨年
の５月以降円高が急速に進
展し、その影響もあって輸
24

平成23年1月(第75号)

ぎ
さ
ら
し
報
社
新春号

「思いはかなう」
いはかなう」

●屋外鉄構鋼管内部調査
(ＣＣＤカメラ・ファイバーカメラに
よる内部確認、鋼管肉厚測定)
●屋外鉄構鋼管内部清掃
●屋外鉄構鋼管下部開口部修繕
５００ 屋外鉄構
《南九州
鋼管内部点検工事》 (点検用フランジ修繕)
●屋外鉄構外部点検
【工事期間】
平成 年 月９日～
【今回工事についての感想】
平成 年１月６日
今回工事については、わが社初めての
【工事場所】
プロジェクトで、自分の中でなかなかプラ
九州電力㈱ 南九州変電所
ンが決まらず、どうすればと思案の毎
【工事概要】
日でした。しかし、部長及び他部門の
中央変電所において５００ 屋外 技術者の知恵及び協力を得て今回の工
鉄構鋼管内部腐食調査を実施した結 事が竣工できたと思います。
果、発錆腐食が数箇所確認され、南九
南九州変電所は５００ 幹線で川
州変電所の５００ 屋外鉄構鋼管につ 内原子力からの電力供給場所の点か
いて同様の現象が想定されたため、
ら最重要な変電所で、絶対に供給支
本の鋼管に対し内部腐食点検を実施 障を発生させてはならないとの認識で
し状況の確認を行い、併せて屋外鉄構 安全管理を実施しました。作業員のメ
外部点検も実施しました。
ンバーには、 ｍ近くある５００ 上
【工事内要】
部鉄構での導電服着用、そしてとても
①５００ 屋外鉄構鋼管内部腐食 寒い環境での作業と、ミスも許されない
調査
プレッシャーで本当にきつい状況で協力
していただき感謝しています。
カメラ操作の様子
カメラの画像
このような鋼管内部点検工事
は設備自体も経年劣化してい
ることもあり増加してくると
思います。発変電工事部の新
規事業として、お客様に満足
していただける工法を提案し、
受注拡大につなげていきたいと
思います。今後も、「お客様第
一」「安全第一」「信用第一」で
頑張っていきたいと思います。
（発変電工事部 籾田 誠）
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大淀大隅線一部変更工事
（都原地区）
都原地区）JV現場
JV現場にて
現場にて

南九州変電所にて
南九州変電所にて

信用第一」
「信用第一」
社長年末パトロール実施
社長年末パトロール
パトロール実施

今年も年末パトロールを実施しまし
た。定期のパトロール及び抜き打ちのパ
トロールと毎月実施していますが、工事
を安全に遂行し年明けを無事迎える
ことが出来るよう毎年実施して いま
す。これは、基本動作を守って現場の安
全に取組んでいるか、また、品質管理に
おいての維持、管理がどのように行われ
ているかなどを検証するためのもので
す。この年末パトロールは、社長はじめ
役員及び安全品質経企室を中心に展
開しています。
今回の年末パトロールは鹿児島・宮
崎・福岡と他県の現場まで足を伸ばし
パトロールを行い、寒い厳しい環境の中
で、危険箇所は無いか、安全対策及び
保安対策はよいかと厳しい目で確認を
行い、また、社員は風邪をひいていない
かなど健康面も気遣いながら、労いの
言葉をかけコミュニケーションを図ってお
ります。年末年始、休み無く作業が予
定されていますが、不安全箇所を抽出
し、様々なリスクを改善指導すること
により、社員の気持ちを引き締め、無
事に作業が完了し、笑顔で家族と年明
けを迎えられるようにすることが私た
ち管理職の責務と思います。
今後も現場パトロールを継続して、
現場の安全を維持し、安全第一はお客
様の信用を得るものと考え活動してい
きます。ご安全に。
（工事本部 二俣 治雄）
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ﾙﾈｻｽｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀ九州・山口㈱大分工場
受変電設備定期点検
平成22年12月31日
本田現場代理人談
12月31日、セミコン大分停止作業、雪景色・路
面凍結の中を工場へ。清掃メインの作業であった
が、あまりの寒さに遮断器のグリスが固着し、主回
路接触抵抗が悪い・・・代表して1台を分解点検
清掃を実施した。18時30分無事作業終了。しかし
帰り道が・・・。大分自動車道全面通行止め。北
九州回りで帰る途中、あちこちでスリップ事故を目
撃。慎重に運転し、やっとの思いで九州自動車道
へ。年末年始の作業は、ホッカイロが大活躍でし
た。
住友化学㈱大分工場
72kV GISユニット点検
平成23年1月3日
三村現場代理人談
大変寒く狭い箇所での作業だ ったので、思うよう
に体が動かせず大変でした。誰にでも出来ない作
業だとプロ意識を持ち、これからも作業に従事して
いこうと思います。

年末年始の作業お疲れ様でした
☆現場代理人レポート☆

ﾙﾈｻｽｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀ九州・山口㈱福岡工場
受変電設備定期点検
平成22年12月31日
橋塚現場代理人談
2010年 の仕事納 めは、大晦 日、前夜 の雪
が残る中での機器点検でした。作業員の皆さ
ん、寒い中ありがとうございました。

三菱電機㈱系統変電ｼｽﾃﾑ製作所
三菱電機熊本工場定期試験
平成23年1月1日
濱中現場代理人談
110kV西山鹿西合志1号線のＳ+DT盤用（デ
ジタル） のCT試験及び方向確認試験を実施し
ました。発変電工事部の若手社員2名で現場
OJTを兼ねて作業しました。ミス・ヒヤリハットも無
く、いい実践経験が出来て良かったと思いまし
た。

ﾙﾈｻｽｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀ九州・山口㈱錦工場
72kVGIS直結形VCT取替工事
平成22年12月30日～平成23年1月1日
中村現場代理人談
雪の降りしきる悪天候の中、GIS内部のVCTを取り
替える作業を行いました。無事に作業を終わること
が出来ました。関係者の皆さん、ありがとうございま
した。
特高変電所定期点検
平成22年12月31日～平成23年1月1日
江藤現場代理人談
大雪の中、テントやブルーシートで雪対策・養生
を行い、6名体制で点検を行いました。VCBにグリス
の固着がありましたが、時間内に復旧することが出
来ました。
保護継電器更新
平成22年12月31日～平成23年1月1日
大塚現場代理人談
年末から年始にかけて珍しく積雪で高速道路が
通行止めになるなど、身も凍る寒さの中での作業
でしたが、無事に作業を終え新年を迎えることが出
来ました。

ﾙﾈｻｽｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀ九州・山口㈱熊本川尻工場
受変電設備点検
平成23年1月1日
中島現場代理人談
最初に出る言葉は「なんさん寒かった。」 の一
言です。ここは毎年なぜか雪が降ります。ただ、
今年の雪はただ ものではなかったような・・・。寒
空の中、作業をしてい ただ いた発変電、送電
及び協力会社の皆様お疲れ様でした。

南熊本宇土線外営巣防止対策修繕工事（２工区）
平成22年12月31日
吉崎現場代理人談
今回の作業は、カラスの営巣
時に よ る供 給 支 障防 止 対策
で、12月31日に松崎メルシャン
線を停止し作業を行い 対策を
実施しました。作業当日は、前
日からの雪で厳しい寒さの中で
の作業になりました が、作業は
順調に進み無事 に終り、良い
正 月 を 迎 え る こと が 出 来 ま し
た。
営巣防止対策作業状況

松崎メルシャン線接続点変更に伴う松崎SS 6-13 修繕ほか
平成22年12月31日
志水現場代理人談
積雪の大晦日に朝早くから
作業に従事された方々には
大変感謝しております。今年
もどうぞよろしくお願いします。

松崎SS作業状況
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御船町地域情報通信基盤整備工事において
ミーティングに参加

その結果、安全面では、
①指差呼称が大きな声で行われてい
て良かった。
②移動ロープを使用する場合には取
付位置を考えて使用するよう助言を
行った。
衛生面では、
①作業場内及び工具等が整理整頓
されていて良かった。
②救急箱内に薬は準備してあったが
整理を行うように助言を行った。
など、良い評価 件、助言 件の報
告があった。
助言については、報告書を部門長、
現場代理人に今後の検討事項として
フィードバックしました。
また、安全衛生委員会時の反省で、
①実施計画で作業進捗が少ない作
業所があったので、作業進捗 ％以上
の作業所を計画してほしい。
②パトロールのメンバーは、４名１班で
計画してほしい。
との意見があったので次回からは、こ
れらの意見を参考にして計画したいと
思います。
（安全品質経企室）
【安全衛生委員会
現場パトロールに
参加して】
現場パトロール
パトロールに参加して
して】
月 日（火）安全靴とヘルメット。
意外と嫌いじゃない格好で午前７時
分本社を出発。ありがたいことに明日
から師走というのに暖かい。とはいえ、
普段は冷暖房完備の恵まれた社内での
仕事。不謹慎ながらもちょっとワクワク
気分で、御船町の工事現場事務所に到
着。まず、目に留まったのは事務所の壁

一 面 に 貼ら
素晴らしいと
感じたミーティング れ た 展 開図
と 系 統 図。
素人の私に
はチンプンカ
ン プ ン。こ れ
だけで、現場
の人達はスゴ
イ！と 思 え
た。
そ の 後、各
班現場へ移
動 し、作 業
前ミーティング。『安全確保のための基
本的心得』を皆さん暗唱されている。
続いて一人ひとりが本日の作業内容・
注意事項を発表。若者二人が、スラス
ラとボードに書き込んでいる。しかも
しっかり漢字で。普段から活きたミー
ティングをしているのがこんなところか
らも伝わってくる。工事に関してわた
くしが語ることは何も出来ませんが、
ミーティングは素晴しいと感じました。
工程的にとても大変そうです。現場
は勿論、デスクワークの女性陣も年末
返上。西村部長も最近、笑顔が無い。
現場代理人の岩山君も甘い新婚生活
はおあずけ。そんな皆さんに贈りま
す。
『今のこの苦しみは、やがて現わされ
ようとする栄光に比べると、いうに足り
ない。』
無事竣工を迎え、御船町が地域イン
トラネットで繋がる日を思い描いて！
ご安全に！

（管理本部 石原 希美）
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年仕事始め
年仕事始め
品質安全講話

平成 年の仕事始めにあたり、ＹＫ
ＫＡＰ㈱九州事業所 高坂環境施設
管 理 室 長 様 よ り、
講話中の
「電力供給支障にお
高坂室長 けるエンドユーザーの
リスク」というテーマ
で 品 質 安全 講話 を
して頂きました。も
しも、予告なく電気
がストップしたら、製
造への影響はどうなるか、販売への影響
はどうなるか、最悪の場合は信用を失
墜し取引停止になると具体的に説明
して頂きました。講話の最後に、
■ 災害、事故は一瞬に起こる
■ その瞬間は起こるべくして起こったも
の
■ この一瞬の出来事を防ぐために
①～かもしれない・・・常に先読みす
る習慣
②心配事を持ち込まない・・・集中力
の低下
③近道行動をしない・・・近道はリス
クの山
以上のことが大
事 であると 言
わ れ ま し た。
「安 全 第 一」が
「お 客 様 第一」
＝「信 用 第 一」
であることを再
度認識出来ま
した。
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■安全衛生委員会
現場パトロール実施
現場パトロール
パトロール実施
当社では、安全衛生委員によるパト
ロールを年一回実施しています。今回
は 月 日に送電工事部（瀬戸石新
水 俣 線 外 限流 ア ーク ホー ン 修 繕工
事）、情報通信工事部（御船町地域情
報通信基盤整備工事）、 月２日に電
設工事部（芦北浄水場集中監視設備
工事）、発変電工事部（菊池川第三
内部点検）以上の作業箇所を産業
医並びに衛生管理者、総括安全衛生
管理者を含む安全衛生委員 名（協
力会社２名含む）が４班に分かれて、
厳寒期における作業の安全、衛生の確
認と作業員とのコミュニケーションを図る
ことを目的に安全衛生委員会パトロー
ルを実施しました。
CB
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