インドで病院の省エネ実証
る。
病院のＩＴシステムの
情報とエネルギーマネジ
メントシステムは、連動さ
せる方針。データベースや
病院の運営状況をもとに
日々のエネルギー使用量
を予測し、ユーティリティ
設備の最適運転を図る。
インドでは、慢性的な電
力不足と施設の老朽化が
進んでおり、病院でも設備

日立製作所

の老朽化により、エネルギ
ー使用効率が低い状態が
続く。インド保健家族福祉
省は、同国最大の国立医科
大学（ＡＩＩＭＳ）を省エ
ネ性に優れた病院のモデ
ルとする構想を打ち出し
ており、日立が同事業に参
画する。 月まで調査を行
い、調査結果に応じて事業
計画案をまとめる予定。

エネルギー最適化や安定運営図る

ータの管理にも取り組む。
ストレージ・サーバやＩＴ
システムを導入し、膨大な
医療データを効率的に運
用・管理しながらＩＴシス
テムの消費電力削減を図

日立製作所と日立インド社は、インドで病院の省エネ化を推進する「ＩＣ
Ｔ活用型グリーンホスピタル実証事業」に参画する。同事業では、病院内の
ＩＴシステム環境を整備し、高効率なシステム・設備に更新する。施設全体
のエネルギーの使用状況を可視化し、全体のエネルギー使用を最適化する
ことで省エネ化を図る。
エネルギー使用量削減を
図るとともに、電力供給が
不安定な場合でも施設を
運営できるよう、安定的に
電力を供給する。
実証では、膨大な医療デ

学びの機会がある こと
だろう。当社を支えてい
るグループ会社のスタッ
フや協力会社の方々に、
尊敬と愛情を持ち なが
ら、若々しくオープンな
気持ちで、たくさんのこ
とにチャレンジしてほし
い。
◆ダイダン
◆ダイダン
北野 晶平社長
北野 晶平社長
ダイダンは、時代の変
化に対応して技術革新や
新技術の開発を進め、新
たな発展に向けて全社一
丸となって頑張っ てい
る。皆さんの若い力、柔
軟な発想とチャレンジ精
神を加え、５年後そして
年後の希望に満ちた明
るい「ダイダン」の実現
を皆さんと共に目指した
い。「コンプライアンス」
「応用を考える」の２つ
のキーワードを頭におい
て、どこでも通用する社
会人に成長してくれるこ
とを心から期待する。
◆高砂熱学工業
◆高砂熱学工業
大内 厚社長
大内 厚社長

当社は、創立１００周
年を目指した長期ビジョ
ンを掲げ、昨年度から３
か年の中期経営計画をス
タートした。当社が持つ
「環境ソリューション技
術」をグローバルに展開
し、世界の国々に貢献し
ていく。社是や経営理念
を具現化するのは皆さん
を含む社員であり、皆さ
んが当社の財産である。
一日も早く成長し、活躍
されることを期待してい
る。「知行合一」すなわ
ち知識を吸収して増やし
ていくとともに、その知
識を実践するよう努力を
お願いしたい。
◆東光電気工事
◆東光電気工事
馬田 榮社長
馬田 榮社長

日立製作所は、常に新
しい分野へ挑戦し続けて
きた。このような歴史の
中で「和」「誠」「開拓
者精神」という創業の精
神が受け継がれているの
で、皆さんにも理解し、
共有してほしい。日立は、
人々の生活を豊かにする
社会イノベーション事業
をグローバルに展開して
いる。グループが一丸と
なって最適なソリューシ
ョンを提供するために
は、それぞれの専門領域
で技術・ノウハウ・知見
を結集することが不可
欠。皆さんにもその一翼
を担ってほしい。
◆日比谷総合設備
◆日比谷総合設備
野村 春紀社長
野村 春紀社長

建設コンサルタントの
仕事は、調査・計画・設
計業務に加え、効率的な
社会資本の維持管理と更
新、アジアを中心にした

皆さんに次のことをお
願いしたい。１つ目は、
『失敗を恐れずに様々な
ことにチャレンジしてほ
しい』ということ。２つ
目は、『コミュニケーシ
ョン』。３つ目は、『守
るべきルールはきちんと
守る、そして自分の行動
に対しては責任を持つ』
ということ。当社には『時
代にまっすぐ、技術にま
じめです』というブラン
ドメッセージがある。皆
さんの胸にもしっかりと
刻んでほしい。皆さんの
エネルギーで素晴らしい
未来を切り拓いていくこ
とを期待する。
◆オリエンタルコンサル
◆オリエンタルコンサルタンツ
タンツ
野崎 秀則社長
野崎 秀則社長
今日より我が社の一員
になった皆さんには、ぜ
ひプロフェッショナルを
目指してもらいたい。プ
ロフェッショナルとは、
社会や顧客の期待を超え
る価値を提供し、社会貢
献し続ける人材。そして、
その基本となる力は、技
術力とマネジメント力で
あり、その２つの力を駆
使して成果を最大化する
ための推進力が、〝情熱〟
であると考える。プロフ
ェッショナルな〝情熱人
材〟としての成長と活躍
を期待している。
◆建設技術研究所
◆建設技術研究所
村田 和夫社長
村田 和夫社長

■東芝プラントシステム を送るとともに日本電設
◆東芝プラントシステム
工業の持続的な発展に寄
松川 良社長
松川 良社長
与してほしい。
会社を代表し、心から ◆日立製作所
◆日立製作所
歓迎の意を表する。将来 東原 敏昭社長
東原 敏昭社長
に夢を持ち、明るい未来
を信じながら今日の気持
ちを忘れずに仕事をして
欲しい。いろいろな経験
の中でなぜ成功 したの
か、失敗したのか分析し、
次に活かせる形で納めて
欲しい。東芝プラントシ
ステムは、皆さんが活躍
する場を提供できる。し
かし、そこで活躍できる
かどうかは努力にかかっ
ている。高い目標を持ち、
有言実行で結果を出して
ほしい。
◆東洋熱工業
◆東洋熱工業
芝 一治社長
芝 一治社長
皆さんには、「自立し
た人材」、「責任ある人
材」、
「信頼される人材」、
「バイタリティあふれた
人材」の四つを提案し、
一日も早く成長され当社
の中心として活躍するこ
とを心から期待 してい
る。皆さんを含め社員全
員の力で、より一層信頼
される東熱、活力と勇気
溢れる東熱を築いていき
たいと思う。
◆日本オーチス・
◆日本オーチス・エレベータ
ステファン・ド・モント
ステファン・ド・モントリボール社長
リボール社長
日本オーチスで仕事を
していく時に４つの価値
を決して忘れてはならな
い。１つ目は安全。安全
はすべてに優先する。２
つ目は正直で誠実である
こと。仕事をする上のジ
レンマに出くわしても正
直で誠実な態度で臨んで
欲しい。３つ目はチーム
ワーク。尊重と助け合い
を通じて今よりもっと良
い環境が作り出せる。４
つ目は品質。よりよい品
質にこだわって追求し続
けてほしい。皆さんと一
緒に仕事をする日を楽し
みにしている。
◆日本電設工業
◆日本電設工業
江川 健太郎社長
江川 健太郎社長
当社は本日から、新し
い経営計画をスタートさ
せた。過去に取り組んだ
成果をもとにさらに経営
基盤を強化して持続的成
長を目指すことにしてい
る。新入社員にはこれか
ら様々な研修を行ってい
くが、絶えず変化する環
境に対応して自ら考え行
動できる人材として成長
するよう努力を続けてほ
しい。そして、同期の仲
間とも仲良く切磋琢磨し
て成長し、充実した人生

･

これから一緒に働く仲
間一人ひとりの価値観や
個性の違いを受け入れ、
認め、多様性を尊重する
姿勢、すなわち「ダイバ
ーシティ」の考え方を身
に付けること。その上で、
国際的な感覚を持って、
常に新しいものを吸収し
ようという姿勢で何事に
も取り組み、国際社会で
プロとして通用する人間

国際市場への貢献、発注 ても妙な隠し事のない健 になってほしい。人間に
機関である国や地方自治 全な組織風土が形 成さ 幅の広さや深みができて
体の技術者の減少や技術 れ、最善。愚直に、地道 こそ、本当の生き甲斐を
力を補うための支援が強 に、一歩ずつ、真摯に、 持って、充実した生活を
く期待されている。それ 妙なハウツー的な物を求 送ることができ、結果と
には新しい技術、能力が めない、といった言葉に してこれが良い仕事にも
必要。さらに、技術競争 なる。何れにせよ真正面 つながる。
によって、企業と技術者 からぶつかる事を信条と ◆三協立山
◆三協立山
の「技術と成果」が適正 して欲しい。
山下 清胤社長
山下 清胤社長
に評価され、経営に優れ ◆コベルコ建機
◆コベルコ建機
た企業、そこで働く優秀 藤岡 純社長
皆さんにお願いしたい
藤岡 純社長
な技術者が活躍できる時
ことが２点ある。１つは、
代となりつつある。
「価値創造」と「差別 信用される信頼される人
◆長大
化」がコベルコ建機の生 材になって欲しいという
◆長大
永冶 泰司社長
命線。企業に文化や風土 こと。これは、当社の創
永冶 泰司社長
があるように、新入社員 業者が大切にしてきたこ
インフラ整備は、人が の皆さん方にもそれぞれ とであり、経営理念にも
人らしく生活するのに最 個性や秘められた能力が つながる。もう１つは、
も重要なことの一つであ あるはずで、そこを強く 配属後に自分の目標とす
り、そこに皆さんがこれ することを望んでいる。 る先輩、上司を見つけて
から活躍するということ 企業の価値は、企業が生 欲しいということ。目標
は、取りも直さず、皆さ み出す付加価値とその源 とする先輩、上司を見つ
んがこれからの世界の平 泉となる人間力で 決ま けて、将来的な自分の目
和と、災害に対する安心 る。個々人が、期待に対 指す姿を明確にして欲し
をさらに強固にしていく しどう応えるかを常に考 い。自分自身の目標と会
ということに他なら な え、行動に反映してくれ 社の方向が一致していれ
い。皆さんは、我々の職 ると、近い将来きっとト ば、社会人としても有意
業にそういう自負を持っ ップ企業との逆転の機会 義な生き方ができる。今
てほしい。また、皆さん が訪れると信じて疑わな 後の皆さんの活躍を期待
がこれから携わる仕 事 い。それぞれが持つ若い している。
は、こんなにすばらしい エネルギー、バイタリテ
◆三和ホールディングス
ことなのだということを ィ、新鮮な感覚、発想力 ◆三和ホールディングス
髙山 俊隆会長
世間に知らしめられる人 を個性豊かにコベルコの 髙山 俊隆会長
「安
間に成長していって欲し 事業活動の中で生かして
三和グループは、
い。我々の職業が尊敬さ くれることを期待してい 全、安心、快適を提供する
ことにより社会に貢献し
れ憧れられるものとなる る。
ます」を使命として掲げ、
ようみんなで努力してい ◆コマツ
◆コマツ
グローバル企業として発
大橋 徹二社長
こう。
大橋 徹二社長
展を続けている。この「使
◆パシフィックコンサル
◆パシフィックコンサルタンツ
社会人となる皆さんに 命」は何事においても優
タンツ
高木 茂知社長
は、自分自身の夢を持ち、 先されるもので普遍。皆
高木 茂知社長
創業時から綿々と受け その実現に向けて自分の さんがグループの一員に
継がれている、社会のた 強みを磨いてもら いた なるに当たり、この使命
め、人類の幸福のため、 い。そのためにも、まず を常に心に留め て欲し
常に新たな領域に挑戦し 一芸に秀でてほしい。ま い。そのためには、三和グ
続けるというパシコン・ た、これからどんな仕事 ループにおける仕事の進
スピリットを体現するメ についても、わからない め方の基本であるＰＤＣ
ンバーとなって欲しい。 ことは、恥ずかしがらず Ａサイクルをしっかりと
国内外の社会環境が大き にどんどん人に聞いても 廻せる体質作りに励まな
く変動する中、社会から らいたい。現場で現物を ければならない。皆さん
評価される企業となるた 見て、現実をデータで確 が社会に貢献さ れるこ
めに、我が社の強みであ 認する癖をつけることが と、そして、長い人生が仕
るコンサルタント力に加 必要だ。成功と失敗の違 事を通して豊かになるこ
え、政策力・企画力・実 いは途中で諦めるかどう とを期待している。
行力を育み、未知の領域 かだ。諦めなければ成功 ◆住友大阪セメント
◆住友大阪セメント
に挑戦しよう。一人ひと に導いてくれる。皆さん 関根 福一社長
関根 福一社長
りが日々の歩みだけに捉 も一人ひとりが何よりも
われず、夢の実現に向け 安全 健康第一で、コン
セメント供給 を通じ
て地に足をつけた歩 み プライアンスを徹底し取 て、人の命と財産を守り、
を、楽しみながら継続さ り組んでいって欲しい。 安心・安全かつ更に豊か
な社会の実現に寄与する
れるよう願う。志を持ち、 ◆日立建機
◆日立建機
ことを信じ、社員一丸と
覚悟をもって既存の枠組 辻本 雄一社長
辻本 雄一社長
なって邁進している。そ
みを乗り越えていこう。
れが当社の社会的使命で
◆コベルコクレーン
◆コベルコクレーン
あり、誇りである。先輩
塚本 晃彦社長
塚本 晃彦社長
たちが築き上げてきた歴
史と伝統のある 住友大
阪セメントの社員である
ことを常に意識して、高
い志と誇りをもって、そ
して何事もあきらめず、
やり遂げる気概 をもっ
て、明るく元気に邁進し
ていくことを期待してい
る。
何事にも真正面からぶ
つかる。結局はそれが職
務遂行能力を高め、周囲
から信頼も得て、またそ
の事で自信もつけと、自
己を高める意味では 最
善。一方で、会社にとっ
ても仕事は勿論円滑に遂
行されるし、組織におい

社会の持続的な発展、循 る社会の中でも、常に顧 紙からものを考えること
◆積水化学工業
◆積水化学工業
環型社会などへ貢献する 客・社会から信頼・信用 が肝要。自分の頭で考え、
髙下 貞二社長
髙下 貞二社長
ことを表現したもの。皆 される存在にな ってほ 自分の言葉で書く、語る
“一隅を照らす”とい さんも、このような当社 しい。私たちの仕事は高 ということ。是非これを
う言葉がある。置かれて の歴史、社会的役割、高 度な知識や技術 の応用 肝に銘じ実践してほし
いる持ち場でベストを尽 邁な理念などを理解いた 力はもちろん、相手の立 い。当社のモットーであ
くし、小さな成果で良い だき、三菱マテリアルの 場に立って考え、コミュ る「快活な気風」で、こ
から積み重ねてほしい。 社員としての誇りと自覚 ニケーションを通して顧 れからも一緒に頑張って
客・社会の要求を的確に いこう。
それぞれの持ち場で、な を持ってもらいたい。
理解できる鋭い感性が必 ◆三井不動産
くてはならない人になっ ◆ＬＩＸＩＬ
◆ＬＩＸＩＬ
◆三井不動産
要である。最高のプロフ 菰田 正信社長
てほしいと思っている。 藤森 義明社長
藤森 義明社長
菰田 正信社長
ェッショナルを目指し、
あなたが光れば、あなた
皆さんは、これまでの 専門分野だけでなく幅広
の隣も光る。小さな光が
皆さんに期待するこ
集まって街は光り、社会 ＬＩＸＩＬの歴史の中で いグローバルな視野と知 と、心がけて欲しいこと
も光る。やがて日本、世 も、最もエキサイティン 識を身に付ける よう、 は５点。まず「自立した
界、地球を照らす。積水 グで大きな飛躍を迎える 日々研鑽を積ん でほし 個人」になること。２つ
化学グループを大きく照 時期に入社する。ＬＩＸ い。
目は、「幅広い視野を持
らすと確信している。ま ＩＬは、浴室・水栓金具 ◆ＪＦＥエンジニアリン つ」こと。３つ目は「チ
◆ＪＦＥエンジニアリング
ずは“一隅を照らしてほ の事業では世界第１位の グ
ャレンジスピリット」。
狩野 久宣社長
会社。ここ日本では、住 狩野 久宣社長
しい”。
４つ目は「健全な心身を
生活の「トータル・ソリ
仕事は、楽な上に面白 保つ」こと。最後は「社
◆ＴＯＴＯ
◆ＴＯＴＯ
ューション」を提供でき いなんてことは有り得な 会人としてのコモンセン
喜多村 円社長
喜多村 円社長
る業界唯一無二の会社。 い。苦しいのが当たり前。 スを持つ」こと。不動産
皆さんにお願いしたい 皆さんには、英語をマス だからこそ面白くやりが 業は、社会的意義が大き
ことは「ｃｈａｎｇｅ」。 ターすること、世界を見 いがある。トラブルが発 く、人々に夢と感動与え
世の中が変わっていく中 ること、デジタルのプロ 生する、「この忙しいの られる産業。三井不動産
で、それに合わせてＴＯ になることの３つを行っ にやってられない」と思 グループが魅力あふれる
ＴＯグループも変わって てほしい。一緒に働くこ うか、「よし、原因を見 企業グループであり続
いかなければいけない。 とを楽しみにしている。 つけて改善してやろう」 け、今後もたくましく成
と思うか。私は苦しい局 長していけるよう、共に
皆さんには、新しい視点 ◆ＹＫＫＡＰ
◆ＹＫＫＡＰ
面を何とかして やろう 頑張ろう。
・発想でどんどん提案し 堀 秀充社長
堀 秀充社長
と、プラス思考で乗り越 ◆三菱地所
て、変えていって欲しい。
◆三菱地所
ＹＫＫＡＰは、皆さん えてきた。その方が断然 杉山 博孝社長
自分がどうありたいか、
杉山 博孝社長
どうしたいのか、１つ１ の成長に支援を惜しまな 仕事を楽しめるし、結果
「３年で一人前」にな を残すことができる。ど
つに意志を持った自律人 い。
当社には原点、三菱三
れるよう、早く仕事に慣 んな仕事でも、まずは一 綱領（所期奉公・処事光
財を目指し、 年後・
年後も、良い会社 誇り れて、一緒に持続的成長 所懸命取り組んでもらい 明・立業貿易）がある。
に思えるＴＯＴＯグルー をしよう。もし迷うこと たい。その中でやりがい その中で、当社グループ
プを目指していこう。
があったら、ＹＫＫ精神 を見つけ、感動を味わっ の基本使命「まちづくり
◆三菱樹脂
を通じて社会に貢献す
（哲学）の「善の巡環」を行 て欲しいと思う。
◆三菱樹脂
動規範として立ち返って ◆日立造船
姥貝 卓美社長
る」は全ての社員に求め
◆日立造船
姥貝 卓美社長
欲しい。私は新入社員の 谷所 敬社長
られており、デベロッパ
谷所 敬社長
仕事の領域で乗り越え 皆さんに、自分自身に付
ーは大切な「社会の資産」
られそうにない位の厚い 加価値をつけることを考
当社は、海外事業の加 を扱い事業を行っている
壁にぶつかることは必ず え、どんどんアイデアを 速的展開を図っている。 ことを心に留めておいて
ある。眼前の事実から逃 出して欲しいと思ってい 市場があるところへは世 欲しい。インテグリティ
げず、前を見て課題を解 る。大きな目標に向かっ 界中にどこにでも進出し ・コンプライアンス、チ
決していう姿勢が大切。 て、チャレンジすること ていく。世界中のどこに ャレンジ志向・イノベー
難しい課題から逃げ た を共に楽しみましょう。 おいても仕事ができる、 ティブ、グローバル、ア
り、放置せず正攻法で立 ◆日建設計
プロになるには、会社に ズワンチームの４点を大
◆日建設計
ち向かっていく。沖から 亀井 忠夫社長
必要な知識、能力を身に 切にして欲しい。
亀井 忠夫社長
やってくる波にサーフボ
着け、仕事力を持った、 ◆三菱地所レジデンス
◆三菱地所レジデンス
「ものを創り出す」こ 仕事人になること。皆さ 小野 真路社長
ードを漕ぎ出していくよ
小野 真路社長
うな勇気と挑戦意欲を失 と、その苦労と楽しみを んは、パソコンや英語な
わなければ必ずチャンス 皆さんと分かち合 いた どのツールを学んでいく
三菱社の時代から引き
の波を見極められるよう い！当社は、本当に素晴 が、ＴＯＥＩＣで高得点 継がれてきた経営理念
になる。正面から立ち向 らしい多様な人々が集ま をとることは、仕事のツ 「三菱三鋼領（所期奉公、
かう姿には必ず社内で応 っている組織だと感じま ールであり、仕事力が身 処事光明、立業貿易）」
援者がでてくると信 じ す。先輩にいろいろ聞い につくのではない。与え を皆さんも受け継ぎ、大
て、堂々とした会社人に て、プロフェッショナルと られた仕事に全力で取り 切にして欲しい。初めの
なってもらいたい。
しての基礎を築いてくだ 組み、キャリアを重ね、深 うちはできないことばか
◆三菱マテリアル
さい。役職員の個々の力が く幅広い多能的な人材に りで、わからないことも
◆三菱マテリアル
足し算ではなく、掛け合わ なって欲しい。
竹内 章社長
出てくるだろう。わから
竹内 章社長
せ、いや累乗的に発揮され ◆住友不動産
ないことはまず調べ、自
◆住友不動産
ることで、今までにないプ 仁島 浩順社長
分なりの考えを持ってか
仁島 浩順社長
ロフェッショナルファー
ら、多くの経験を積んで
ムとして飛躍したいと思
皆さんには、１万人を いる先輩に聞く。そうい
います。新しいセンスをも 超える当社グループの成 ったプロセスを繰り返す
った皆さんの活躍を期待 長力を支える人材として ことで、実力をつけ成長
しています。
大いに期待している。時 していくことを期待して
◆三菱地所設計
代や前提条件は常に変わ いる。人間関係、交流を
◆三菱地所設計
大内 政男社長
る。前例踏襲、コピーア 大切にし、自身の能力を
大内 政男社長
ンドペーストはもはや通 磨きながら頑張って欲し
多様な価値観を 持つ 用しない。過去の経験や い。
人々や絶えず変化し続け 実績に安住せず、常に白

当社は炭鉱・鉱山業に
始まり、時代の要請にあ
わせ幾多の変遷を経てき
年を超える
た創業
歴史ある企業。この長き
に亘る歴史を踏まえ、当
社は「人と社会と地球の
ために』という企業理念
を定めている。これは、
さまざまな事業活動を通
じて、人々の幸福な生活、
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同実証事業では、病院に
太陽光発電システムや蓄
電池、高効率空調などを導
入。既存設備も含め、病院
設備の最適な運転制御を
行う。最適な制御により、

15

10

大正 年に創業した当
社は、今年 年目となる。
永年諸先輩が培っ てき
た信頼という大切な基盤
の上にあることへの感謝
を忘れないで欲しい。し
かし我々を取り巻 く環
境と時代のニーズは、近
年めまぐるしく変 化し
ている。時代に即して何
事にもチャレンジ する
「勇気」、自己鍛錬を怠
らない「努力」、支え、
励まし合う「協調」、そ
れらを体現する良き「東
光マン」、となって、未
来へバトンを繋いで行っ
てくれるよう、大いに期
待する。さあ、共に悩み、
共に乗り越え、共に笑お
う。

･

ミャンマーで橋梁工事受注

90

会社生活の中で覚えて
欲しいことを２つお話し
する。１つは、「社会に
おいて信用が如何に大切
か」ということ。「人」
としての信用を失ってし

20

1
4
0

輸送改善と経済発展に期待

18

10

まうと、取り戻すことは、
◆三機工業
◆三機工業
至難の業。ビジネスでは、
長谷川 勉社長
長谷川 勉社長
あなたという人が信用に
皆さんも、集合研修の 値する人物かどうか、相
後には、各部門の「プロ 手にとって最大 の関心
フェッショナル」として 事。２つ目は、「与えら
日々成長していくことと れた仕事でプロ、第一人
思う。一日も早く、「技 者を目指す」ということ。
術の三機」の「人財」と 目の前の仕事に一生懸命
して会社の発展に貢献し 取り組んでほしい。自分
の置かれた場所で仕事の
て欲しい。当社は今月
日に創立 周年を 迎え 「肝や勘所」を学ぶこと
る。皆さんは節目の年に で、必ず自分自身の成長
入社された。次の大きな を実感できるよ うにな
節目である１００周年に る。
はそれぞれの部署のリー ◆住友電気工業
◆住友電気工業
ダーとして活躍されてい 松本 正義社長
松本 正義社長
ることと思う。この 年
の尊い絆を次の「１００
社会や経済の動向には
年へのかけ橋」としてグ 常に関心を持ち、仕事に
ループみんなで「結束」 取り組む中で、何が課題
して頑張っていこう。
か、どうすれば解決でき
◆ジョンソンコントロー るかなど、普段からいろ
◆ジョンソンコントロールズ
ルズ
いろなことに問 題意識
マーク・カトラー社長
マーク・カトラー社長
を持って取り組 んでも
日本法人は創立以来、 らいたい。そして仕事に
安定した経営で長く成長 臨む際は、自分の実力よ
を続けている。拡大する ろい一段高い目 標を設
市場ニーズへの対応とさ 定し、達成に向けて努力
らなる成長を達成するた を惜しまないこ とが大
め、今年は例年の約２倍 切。皆さんの職場には経
となる新入社員を採用し 験豊富な上司・先輩など
た。ダイバーシティ、ワ がたくさんいるので、時
ークライフバランスのさ には先輩たちの 知恵を
らなる向上にも積極的に 借りながら、経験を積み
取り組み、働き続けたい 重ねてい ってもら いた
職場を目指している。充 い。
実した育成プログラムで ◆大気社
◆大気社
従業員のキャリア・デザ 上山 悟社長
上山 悟社長
インをサポートする。チ
ャレンジ精神を忘れず、
お客さまのニ ーズに
ともに成長を続けよう。 応えた競争力の ある提
◆新日本空調
案ができるプロ になっ
◆新日本空調
夏井 博史会長
てもらいたい。そのため
夏井 博史社長
には、何が課題で、どん
な成果を示せばよいか、
どんな方策をとればよい
か常に自問自答し、仕事
に取り組むこと が大切
だ。皆さんには、これか
ら多くの出会いや発見、
22

90

東急建設

はＰＣエクストラドーズ
ド橋を想定。鋼管矢板井
筒基礎を採用し、場所打
杭が内径１０００㍉、鋼
管杭は同１２００㍉とな
っている。工期は 年４
月から 年２月までの約
か月を予定している。
同橋梁が完成すること
で、物流・旅客時間の短
縮が図られるほか、輸送
コストの削減、地域住民
の生活改善、ヤンゴン都
市圏および同国全体の経
済発展に貢献するなどに
期待がされる。
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当〉（同購買部次長）菅野宏樹
協和エクシオ
（４月１日）キャリアビジネス
事業本部ＫＤＤＩ営業本部第二営
業部門長、窄頭匡之▽ＩＣＴソリ
ューション事業本部ソリューショ
ン推進本部副本部長兼グローバル
ビジネス推進部門長、中山一平▽
ＩＣＴソリューション事業本部新
エネルギー推進本部Ｒ＆Ｄ部門
長、金井康通
新日本空調
（４月１日）執行役員関東支店
長兼関東支店管理部長（執行役員
新日空サービス代表取締役社
長）本多豊▽都市施設事業部副事
業部長兼都市施設事業部営業一部
長兼都市施設事業部管理部長（都
市施設事業部副事業部長兼都市施
設事業部営業一部長）野田英勝▽
同兼都市施設事業部技術一部長
（同技術部長）江連康明▽同技術
二部長（同技術部技術四課長）小
川雅樹▽関東支店副支店長兼関東
支店営業部長（関東支店営業部
長）天池隆仁
新菱冷熱工業
【機構改革】（４月１日）管理
本部管理部を廃止し、管理本部総
務部、管理本部経理部、管理本部
情報システム部を新設する。
【人事】（３月 日）退任（社
外取締役）樹神幸夫▽同（コンプ
ライアンス推進室長）経営企画部
長焼田克彦
（４月１日）社外取締役、三菱
重工業執行役員御子神隆▽管理本
部総務部長兼コンプライアンス推
進室長（管理本部管理部長）坂部
彰▽同経理部長（経営企画部専任
部長）森岡茂夫▽同情報システム
部長補（管理本部管理部次長）宮
﨑保典
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東急建設は、ミャンマー 設・ＩＨＩインフラ建設Ｊ
連邦共和国・ヤンゴン市内 Ｖとして受注した。
の橋梁建設工事を東洋建
建設を受注したのは、
日本のＯＤＡ
（政府開発援
助）案件とし
て、同国建設
省の公共事業
局が発注する
「ヤンゴン市
新タケタ橋建
設計画」。
工事延長は
６２０㍍で、
このうち橋梁
部分は２５３
㍍。構造形式
営業第２課長（栃木支店次長）森幸
祐▽営業部付課長（埼玉支店担当
次長）猪瀬京一
大林組
（４月 日）神戸支店姫路営業
所長兼務、神戸支店営業部副部長
坂口修
りんかい日産建設
（３月 日）取締役、中村彰利▽
同、荒木秀輝▽同、川本明▽同、浜
田康彦▽非常勤監査役、櫻井俊典
▽非常勤取締役、河本茂行▽常任
顧問（取締役常務執行役員）天本哲
二▽同（同執行役員東京土木支店
長）天野秀▽退任（非常勤監査役）
八木清文▽同（同）岩﨑潤也
（４月１日）常務執行役員技術
担当（常務執行役員北海道支店
長）宮本義憲▽同建築事業部長
（執行役員建築事業部長）長谷田
進一▽同東京土木支店長（同土木
事業部長）塚本喜之▽同九州支店
長（同九州支店長）山田雄司▽執
行役員建築担当（建築事業部顧
問）荒井忠二▽同東京建築支店長
（東京建築支店長）前田祐治▽同
水戸支店長（水戸支店長）永山健
次▽同土木営業担当（土木事業部
営業第一部長）佐藤幹男▽同経営
企画部長（経営企画部長）村崎善
道▽土木事業部長（土木事業部企
画部長）大下英治▽北海道支店長
（東北建築支店長）家村則行▽東
北建築支店長（東北建築支店営業
部次長）寺本義幸▽土木事業部副
事業部長〈技術担当〉（九州支店
次長）長野敏之▽同企画部長（土
木事業部総合評価積算部長）平山
久▽同総合評価積算部長（大阪支
店総合評価積算部長）柳澤保▽建
築事業部購買部長〈西日本ブロッ
ク担当〉（建築事業部購買部長）
土井俊記▽同〈東日本ブロック担
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イメージパース（日本工営提供）

1
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業界動静

機構 改革

日本建築あと施工アン
カー協会（山本忠男代表
理事）は、事務所を移転
する。
▽新住所＝〒１０１‐
００３１ 東京都千代田
区東神田２丁目６番９号
アルテビル東神田Ⅱ４
階▽電話＝０３・３８５
１・６３５８（変更なし）
▽ＦＡＸ＝０３・３８５
１・６３７８（変更なし）
▽業務開始日＝４月 日

人 事

13

東日本建設業保証
（４月１日）新宿支店長（経営企
画室付次長）植草陽一▽岩手支店
長（経理部次長兼財務課長）丹野守
雄▽福島支店長（岩手支店長）高橋
秀明▽埼玉支店長（新宿支店長）勝
又義人▽福井支店長（営業部次長
兼営業第２課長）山内和巳▽岐阜
支店長（総務部次長兼人事課長）荻
野昌孝▽総務部人事課長（静岡支
店次長）田村浩志▽経理部財務課
長（新潟支店次長）鈴木誠▽営業部
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