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竣工リフォーム情報
山坂の家

洲鎌

徹

平成 22 年10 月18 日から平成 23年 3 月31日まで約 5 カ月間の工事でした。
古家の解体からの着工だったのですが、長屋だった為、隣家との切り離しの際に細心の注意を払い手払し作業としました。
基礎→棟上げ→屋根→サッシ→外壁と順調に進んでいたのですが、住宅用断熱材が入荷しないという状況に見舞われ ( 原因はメーカーの撤退・
減産・エコポイントでの断熱強化など）内部

ご挨拶

造作が進められない状況になりました。
そういった状況も何とか乗り切りながら工事

東日本地域一体は、３月１１日の東北地方太平洋沖地震以降、
頻繁に地震に見舞われております。この度の一連の大災害に際しまして、
亡くなられた多数の方々のご冥福を祈念し、謹んでお悔やみ申しあげますとともに、
罹災された皆様に心よりお見舞い申しあげます。
弊社にとりましては 6 月が新年度になります。
昨年度は売上面では目標を達成できましたが、利益面はおよびませんでした。
非常に価格競争のはげしい中、生き抜いていくにはまず『無駄をなくす』ことです。
無駄をなくす事により効率化を計り、
お客様に喜んでいただける会社作りに努力いたします。
今年度は色々な面で大変な一年だと思いますが、
被災地の方々の様に社員一同、みんなで「和」になって、
新年度をより良い一年にしたいと思っています。

竣工
鈴木

を進めていきました。引渡し時には施主様に
も喜んで頂きホッとしました。
この物件を手掛ける事が出来て本当によかっ
たと思います。工事中にご協力頂いた皆様、
心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。

はじめに東日本大震災に見舞われ多大な被害に会われた方々に慎んでお見舞い
を申し上げます。
さて､昨年 11 月初旬より着工をしておりました、大阪トヨタ十三店新築工事がこ
の 4 月 20 日にＯＰＥＮ致しました。
工事中は東日本大震災の影響で一部発注していた商品が入る日に入らない、生産
中止など、いろいろな事がありました。この現場に関わる多くの関係者よりご協
力を頂き、予定通り竣工出来た事は大変よかったと思います。
十三店は、大阪市淀川区の国道 176 号線 新高１の交差点に面しています。ショー
ルーム・屋外展示場・テクノショップ・駐車場と大きく 4 ブロックに分かれた区
画構成の取れた配置になっており、工事中はたくさんの業種工事が絡み合い、平
成 23 年初めからの工事現場は業者の駐車スペースも取れない、またタイトなス
ケジュールで進行しないと工期に間に合わない工事でした。屋外展示場、ショー
ルーム、テクノショップの天井は高く、安全面を考慮し作業を行うので効率は非
常に悪い状態でしたが、事故もなく現場が完成しました。その場に立ち感じる事は、
屋外展示場では風が通り、ショー
ルームはサッシュが天井まであ
るので見通しがよく、空間も広
く感じられ心地よい気分にさせ
られます。来店されるお客様は
きっと 十三店の空間を楽しん
で頂ける事と思います。
最後に十三店の皆様が一致協
力をされ、町一番の繁栄店にな
りますようにお祈りしておりま
す。

リビング

内部階段

社員からの一言
営業部・工事部
部長 藤野 茂生

大阪トヨタ自動車株式会社 十三店

淳

外観

企画部部長

営業部・工事部部長

工事部次長

営業部係長

工事部係長

あんな大きな震災が起こるな
んて誰が予想できたのでしょ
うか。一日でも早く復興する
ことを願っています。本当に
世の中何が起こるかわかり
ません。改めて感じることは、
日ごろの備えが大切だと思い
ました。
充実した一日を目指します。

今年は梅雨も例年に比べ早
く、夏もまた猛暑になるそ
うです。
この異常気象に負けず体調
管理に気をつけて良い新年
度にしたいです。

弊社の決済月（５月）も終わ
り新年度に入りました。前期
は新築工事も多数あり、まず
まずの業績でしたが、例年同
様またゼロからのスタートで
す。建設業もサービス業の心
得で、心配りができるきめ細
やかな仕事で、今期も笑顔で
スタートします。

例年より早く梅雨入りし、大
型台風 2 号がこれも早くも
上陸と本当に天変地異ですよ
ね。今年の夏も暑―い毎日と
なるのか心配です。体調に気
を付けて頑張ります。

今年はウサギ年！体重は重い
ですが、 仕事の立ち回りを
素早く身をこなし、ホップ、
ステップ、ジャンプで売上げ
目標を達成して参ります。
本年もよろしくお願い致しま
す。

工事部工事課

工事部工事課

工事部工事課

工事部工事課

工事部工事課

梅雨に入りじめじめとした
日々が続きますが、雨に打た
れても風に吹かれてもやがて
来るビールの美味い夏を楽し
みに頑張りましょう。

鬱陶しい梅雨の時期になり
ました。今年は時期が早い
し、仕事にもゴルフにも影
響するので早く明けてほし
いと思う毎日です。

山本

藤原

康博

藤野

打樋

浩史

茂生

美博

木戸

武内

鈴木

紀之

淳

洲鎌

信也

徹

僕のデスクの近辺の人は、ひ 梅雨は嫌いですが、負けずに
とつの仕事が終わる度に、よ 頑張りたいと思います。
し！・・・よし！と言ってい
ます。すごい、すごすぎる仕
事ＭＡＮか？
「できる」!!

川添

誠

園 伸一郎

長引く不況や震災の影響で、
厳しい毎日ですが、そんな
時こそ自分に厳しく、支え
て貰っている全ての方に信
頼される人間創りを心掛け
たいです。

佐楢見 享

梅田

工事部工事課

工事部工事課

工事部工務課リーダー

工事部工務課

また、暑い夏がきます。
暑さに負けずに頑張ります。

入社して半年、慣れないなが
らも現場をこなしてきました。
やっと会社のやり方にも慣れ
てきましたので、より一層
お客様に喜んでいただける物
を作っていきたいと思います。

入社してまだ日が浅く、右も
左も判らないですが、日々
勉強しながら、より良いも
の作りを目指します。

阪神只今下位。最後は優勝！

洗濯物が乾かなく、家干し
されている方、湿気対策は
万全ですか。我が家は大変
です。

工事部工事課

工事部工務課

元山

洋一

梅雨に入り天候の悪い
日が続き、外廻りの工
事は大変ですが、雨具
を片手に頑張りたいと
思います。

正彦

今村

田村

憲一

浩昭

岸本

清治

工事部工務課

工事部工務課

経理担当

業務担当

先日弊社の研修会で印象深かった
事がありました。「厚く御礼申し上
げます。」と言う言葉がありますが、
最後に弊社社長が、深々と感謝を
込めて御礼をされました。今まで
私が見たことのないものだった為、
皆で協力し売上達成出来、頑張っ
たと言う意味がとても良く解りま
した。

はじめまして。今年 3
月に入社しました大久
保です。これからもど
うぞ宜しくお願い致し
ます。

東日本大震災で被災された皆さま
へ、心からお見舞い申し上げます。
大自然のしくみには逆らえず驚か
されます。私たちも淡路大震災を
経験していますので、あの怖い思
いは良く分ります。毎日大変な
日々を過ごされていますが、無理
せず前に進んで頑張って下さい。

体調にお変わりはありませ
んでしょうか。
6 月になると、あちこちに
色とりどりのアジサイが咲
きとても綺麗ですが、最近
では少し青み掛った真っ白
いアジサイがとても気に入っ
ています。

芳永

晃ニ

大久保

誠

岩井

美代子

松井

由理子

安全大会に参加して

木戸

戸建てリフォームの基礎知識

紀之

打樋

第三回
ニュース＆トピックス

２月２３日にお得意先の東京海上日動ファシリティーズ株式会社様が開催

美博

戸建リフォームの際に気をつけなくてはならない法規制をチェックしましょう。

された安全大会に参加させて頂きました。

今回は建ぺい率・容積率・高さ制限・シックハウス・敷地による制限について説明します。

例年は講師の方や主催者ご担当の方のお話を聞かせてもらう立場でしたが

法規制

今年は皆さまにお話をする大役を申し付かりまして、丸藤建設の安全に対す
る取り組みを発表させて頂きました。

建ぺい率とは「敷地面積に対する建築面積（1 階の床面積）」で、

内容は丸藤建設の紹介から始まり大阪府の建設業の安全状況、ヒヤリハット、

建ぺい率と
容積率

丸藤建設の取組み、社員のスキルアップを目指して、経営理念などを発表し
ました。

この建ぺい率と容積率は上限が定められているので、増築する場合は、この規定の数値以下に抑えなくてはなりません。
建ぺいﾟ率（％）＝建築面積 ÷ 敷地面積 ×100％
容積率 （％）＝延べ床面積 ÷ 敷地面積 ×100％

ご出席されていました会社様の取組みに比べましたら、まだまだ未熟なもの
だったと思いますが、少しでも弊社を解って頂けたのではないでしょうか。
高さ制限

内容の充実した安全大会でいろいろなお話が聞けて、大変勉強になりました。
安全に対する意識がより一層高まりとても充実した大会でした。

シックハウス対策

丸藤建設の取り組み

都市計画での地域による制限（第一種・第二種低層住居専用地域では 10ｍか 12ｍ以下）
があり、その他にも道路幅員、隣地境界線による制限があります。
室内で使用する建材において、ホルムアルデヒトを発散する建材の使用が制限され、２４時間換気が義務付けられてます。
このため、部屋の大きさを広げたり、部屋を追加したりするリフォームの場合は注意が必要です。
建築基準法では、道路の幅員は 4ｍ以上と規定されていますが、この法律ができる（昭和 25 年）以前からの古い住宅地では、
この道路の幅員が 4ｍに満たないことがあります。このような敷地での増築･建て替えの場合、4ｍの幅員を確保する為に、道

敷地による制限

CS の向上・社員の意識改革に向けて
山本

容積率とは「敷地面積に対する延べ床面積（全ての階の面積を合計した総床面積）」のことです。

路の中心から 2ｍの範囲には建築することが出来ません。また第一種･第二種低層住宅専用地域内では、外壁から敷地境界線ま
での最低距離が規定されています。
この他、傾斜地に建つ住宅では、崖や擁壁から一定の距離を離して建物を建てなければならない規定があるので、敷地に余裕が
あっても増築できない場合もあり、擁壁の調査も必要になります。

康博

昨年の 7 月より社外セミナーに参加して、約１年になります。
社員全員が月 1 回程度ビジネスの基礎から仕事に関するテーマを受講する計画を立て実施しています。
『スキルアップ・モチベーションアップを目指す』を目標としました。受講後は月 2 回の全体会議で内容、感想、良かったことなどの発表と、
研修レポートを提出させています。
セミナーのワークショップでは、他業種の人たちとの意見交換をすることが出来、非常に刺激を受けたとの報告が多くあり、又各自不得意
な部分で参考になることが多く、受講者の大半が意識して仕事に取り組む姿勢が見られるようになりました。
ただ業務との関連で受講率が５０％くらいで計画通りとなっていません。受講率のアップと、受講後のフォローを充実していきたいと思っ
ています。
＊CS（Customer Satisfaction）：顧客満足

次回は建築確認・用途地域・防火対策・地方条例・消防法について説明します。
以上のことを考慮し、戸建リフォームの計画をしましょう。

丸 藤 豊中紹介
広 場 「マチカネワニ」
松井

禅寺特訓道場に参加して
武内

丸藤建設（株）の社屋がある豊中市には、中央にワニの絵が描
いてあるマンホールがあります。普段、マンホールなんて気に
も留めないかも知れませんが、これはなんともポップなテイス
トだと思いませんか。日本中でこんなにマンホール蓋にこだわっ
ている都市はないかも知れません。

信也

平成 23年5月13日〜15日の2泊3日でモチベーションアップ株式会社が主催する禅寺特訓道場に行っ
てきました。
会社から行って来いと言われ、期待半分・いやいや半分・何か わからんままの状態で神奈川県南足
柄にある最乗寺に到着しました。参加する前は、結構何とかなるさの気持ちで行きましたが、初日朝
10 時に集まると、いきなり動作が遅いやはきはき声が出ないなど講師に怒鳴られ、エーという感じで
したが、1 日目・2 日目と日に日に参加者の気持ちも変わり、私自身も自己啓発を考えさせられるよ
うになりました。
又寺での生活は、4 時半起床で座禅修行・それから本堂でのご供養・境内での清掃を朝の内に済ませ
食事はお坊さんと一緒のご飯に味噌汁・おかず一品・たくあんと健康食そのものでした。
午前・午後・夜間と報連相の研修や、基本行動訓練（挨拶や整列・行進）など、盛りだくさんのメニュー
があり本当に疲れました。お寺での静の修行で心を洗い、研修での動の修行で気持ちを高め、最後は
何かやり遂げた達成感も生まれました。
何とかなるさでは無く、成せば成る・成さねば成らぬをモットーにがんばります。

第29回丸藤会・研修会

由理子

最乗寺

開催

平成 23 年 5 月 22 日（日）〜 5 月 23 日（月）の二日間の日程で研修会を行いました。
東日本大震災のことがありましたが、『自粛よりも支援』と言う事で、北海道小樽方面になりました。協力会社の方々の多くのご賛同
をいただき、20 社 20 名、当社社員 21 名の合計 41 名の参加と成りました。現地では、震災の影響もあり観光客が減少していると
の事でした。
協力会社様、及び社員同士の懇親も出来、有意義な研修会でした。

以下豊中市 HP より
昭和３９年（１９６４）、市北部の大阪大学豊中キャンパス（待兼山町）
で、今から約４０万年前の全長約８メートルのワニの化石が発見され、
発見現場の地名から「マチカネワニ」と名付けられたそうです。
これほど巨大なワニの化石がほぼ完全な形で見つかったのは全国でも
例がなく、ワニの生態を明らかにするうえで、とても貴重な資料となっ
ているそうです。空想上の生物である竜のモデル説もあるマチカネワ
ニの化石の本物とほね組の模型は、大阪大学総合学術博物館で見るこ
とができるそうです。
大昔、社屋辺りはアマゾンのようだったのでしょうか。
マンホールは駅前に行くとカラーバージョンが見れるそうなので、現
代の「マチカネワニ」を探してみてはいかがですか。

うり坊と猿のミワちゃん
山本

康博

5 月の連休明けに福知山動物園に行ってきました。
去年の 9 月に見たうり坊が大きくなっており、お猿のミワちゃんと
仲良くしていました。動物の成長は早いと実感しました。

震災復興への願い
岩井

美代子

平成 23 年 3月11日東北関東大震災発生当日、会社の事務所では
ゆっくり揺れを感じ少し気分が悪くなる人も居ました。ニュース速
報で見た映像は、呆然とするぐらい
ビックリし悲しい気持ちに成りまし
た。弊社では、3 月末から少しでも
被災された方にと義援金箱をカウン
ターに設置しています。
弊社社員及び来社されてた協力会社
の方々が、少しづつ協力して頂いて
います。

