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丸藤建設の取り組み

木戸

紀之

弊社は、昭和３９年の創業からお得意先は企業様が
主体で、個人のお客様は多くありませんでしたが、平
成の地震以降、序々に個人住宅も手掛ける機会が増え
てきまして、かなりの件数を受注してまいりました。
今更と思われるでしょうが、一昨年から地元の皆さま
に愛される企業になるよう、社員のさまざまな意見の

年頭のご挨拶

もとでサマーフェスタ（夏祭り）を開催して、昨年２
回目も無事行い、地元の皆さまに大変ご好評を頂きま

2010 年サマーフェスタでの様子

した。
又、半年前から毎朝会社の周辺道路の清掃も始めて

新年明けましておめでとう御座います。
新たなる希望と期待を胸に、それぞれの思いで新年を迎えられた事
をお慶び申し上げます。
昨年は長引く不況と記録的な猛暑の中、それぞれがご苦労をなさっ
ておられると思います。
弊社は経営理念 ｢敬客愛品の心を以って信頼される丸藤作りをめざ
す｣ の実現に日々努力を致しております。

いまして、環境が多少でも良くなったと思っています。
これからも豊中で愛されるよう、桜の町で親しまれる
よう、いろいろ企画して地域の皆さまと一緒に歩んで
行きたいと考えていますので、ご指導、ご鞭撻をどう
ぞ宜しくお願い致します。
プライバシー保護の為、顔にモザイク処理を
施してあります。ご了承下さい。

周辺道路の清掃風景

社員からの一言

昨年は、
1、社内検査の充実
2、協力会社とのコミュニケーション並びに教育・指導
3、現場のショールーム化（片付・清掃・標語シートの貼出し）

企画部部長

上記の事項に取り組み、社員の意識向上に努力し、それなりの成果を上げる事が出来ました。
今年は、｢受注拡大大作戦 ｣ をスローガンに、昨年の 6 月より独立させた営業部を中心として、各部門の責任の所在を
明確にする為に新体制をスタートさせました。
まだまだ道半ばですが、昨今の厳しい状況の元、アゲンストの風に向かいて、社員一丸となって頑張りますので、宜
しくお願い致します。

丸藤建設株式会社
代表取締役社長 藤野 茂安

2011年の挑戦・試み

営業部・工事部部長

藤野 茂生

康博

営業部・工事部部長

新年明けましておめでとうござい
ます。
ウサギのようにぴょんぴょん飛跳
ね飛躍の年にしたいものです。
若い社員が増えました。品質、安
全意識向上に向けてバックアップ
していきます。

工事部係長

川添

誠

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

昨年は、景気の立ち直りの気配が見えてきた一年でした。
２０１１年秋頃から、景気に少し回復の兆しが見えるようです。
弊社の方も、昨年末から今年始にかけ社員を増やし、お客様に対するきめ細かいアフター
が出来るように充実を計っております。
又、昨年６月から新体制になったこともあり、２０１１年は更に「一丸 」となり、年頭
の挨拶にある社長の今年のスローガン「 受注拡大大作戦 」に取組みます。また、
昨年のテー
マを継続し、より一層良い物作りに取組みたいと思っております。これが２０１１年の
目標です。
今年は、兎年です。
兎の様に、ピョンピョン跳ねて、飛んで２０１１年飛躍の年、最高の一年にしたいと思っ
ております。

山本

森田

宗克

藤野

茂生

新年明けましておめでとう御座い
ます。
今年は兎年です。飛躍の年です。
皆様方と丸藤建設にとって最高な
一年になります様に !!

工事部

藤原

浩史

明けましておめでとうござ
います。
今年も何かと厳しいようで
すが、仕事もプライベート
もラストまでバリバリいき
ますんで、宜しくお願い致
します。

工事部

園 伸一郎

明けましておめでとうござ
います。
入社して初めてのお正月を
迎え、何十年も前に経験し
た記憶が甦ってきて身が引
き締まる思いがします。
頑張って行こうと思います。

明けましておめでとう御座
います。
新入社員の 園 伸一郎です。
今季の冬は、例年になく寒
いらしいですが、皆様に対
して暖かい眼で見て貰えま
す様、頑張っていきます。

工務課 岸本 清治
春の暖かさが待ち遠しい
今日この頃です。

工務課 芳永 晃ニ
1 月 5 日より新入社員と
してお世話になることに
なりました。

工事部

工事部次長

木戸

紀之

営業部係長

新年明けましておめでとう御座い
ます。
今年一年、皆様方と丸藤建設にと
りまして良い年になりますよう、
心より御祈り申し上げます。

打樋

美博

工事部

鈴木

武内

信也

謹賀新年
早い物で今年でついに４０歳。
体に心に家庭に仕事に気をつけな
いといけないことが一杯です。
ただただ今年一年健康であります
ように・・・

淳

工事部

洲鎌

徹

明けましておめでとうご
ざいます。
まだまだ寒い季節が続き
ますが、仕事もゴルフも
頭・体とも柔軟にして望
みますので、宜しくお願
いします。

最近時間の経つのがもの凄
く早く感じていまして、一
日一日の自分のやらねばな
らない事が思ったように行
きません。
とりあえず焦らず頑張ると
するか！

あけましておめでとうござい
ます。
寒い日が続くので、風邪をひ
かないよう、体調管理をしっ
かりして毎日、頑張っていこ
うと思います。
本年もよろしくお願いします。

工事部 佐楢見 享
今年は、我が家にも第一児
が誕生し変化の多い年にな
りそうです。
仕事もプライベートも、良
い年になる様に頑張りたい
と思ってます。

工事部 梅田 正彦
新年明けましておめでとう
ございます。
今年からお世話になります
新入社員の梅田です。
仕事も気持ちも心機一転頑
張りたいと思います。

工務課 田村 浩昭
明けましておめでとうござ
います。
今年こそは阪神タイガース
が優勝するゾー。

工務課 元山 洋一
新年明けましておめでとう
ございます。
今年は年男なので、より一
層頑張っていこうと思いま
す。

経理担当 岩井 美代子
新年明けましておめでとう
御座います。
今年の目標として、「思い
込みを無くし明確適切に仕
事をする」を発表しました。
1 年間、この目標以上に評
価される様、努力したいと
思います。

業務担当 松井 由理子
新年のお喜びを申し上げま
す。
昨年は暑すぎて、待ち遠し
かった冬ですが、寒すぎて
今度は夏が待ち遠しい近頃
です。
皆様、お身体にはご自愛下
さいませ。

戸建てリフォームの基礎知識

現場紹介
リフォーム情報

打樋

第二回
ニュース＆トピックス

美博

戸建て住宅の場合のリフォームで気を付けるのは、法規制と建物の構造です。

大阪トヨタ自動車株式会社十三店新築工事

思い描いているリフォームを実現する為に知っておきたい、戸建てリフォームに行う際の注意点とポイントをご紹介します。

鈴木

戸建てリフォームのできる部分とできない部分

淳

私が今手掛けております、大阪トヨタ自動車株式会社十三店新築工事現場
の紹介をさせて頂きます。場所は淀川区176 号線沿い新高１交差点に面した
所です。
建物概要としては、敷地面積 約2,750 ㎡（830坪）
、建築面積 約1,680 ㎡
（508 坪）
、鉄骨造 2 階建、工事着工は平成22年11月8日より現場に乗込み、
現在は基礎工事が完了し、テクノショップ棟（工場）の鉄骨が立上がったばか
りで、次にショールーム棟の鉄骨をこれから立ち上げるところです。暫くする

増築

定められた建ぺい率、高さ制限などをクリアすれば可能ですが、建築確認が必要な場合があるので、注意が必要です。

外壁・
屋根の変更

屋根・外壁の変更は可能ですが、防火・準防火地域内の建物は耐火構造にしなければならない場合があります。

吹抜け・
トップライト

吹抜けやトップライトは、屋根や建物の強度に支障がない範囲でつくることができます。

エクステリヤ
の変更

エクステリヤの変更は可能ですが、建築協定区域内に建つ建物の場合は、その定められた基準に沿ったリフォームを

玄関ドアの変更

防火・準防火地域内の建物で、延焼のおそれのある部分のドアは防火戸にしなければならないので、注意が必要です。

窓の交換・
新設

耐力壁の場合は、窓を大きくしたり、新しく窓を設けることは難しいですが、それ以外の壁であれば可能です。

水廻りの
リフォーム

戸建住宅の場合は給排水管の移動も容易に行える為、比較的自由な水廻りのリフォームが可能です。

間取り変更・
内装リフォーム

火気を使用する部屋の内装は、定められた不燃材を使用する必要があります。又、内装材はシックハウスに配慮した建材を

又、建物が風致地区に建っている場合は色彩などの基準が定められているので、確認が必要です。

建物の構造によっては、できない場合があります。

しなければなりません。

と建物全体の輪郭が現れ、国道からもよく見える事と思います。竣工は1日で
も早く完成出来るよう調整中で、暖かい春が来るのと同時にOPENさせたいと
願っています。

山坂の家
基礎工事状況

洲鎌

徹

現在、大阪市内で木造 3 階建て住宅を工事中です。
引渡しは3 月末を予定しています。

ただし、防火・準防火地域内の建物の場合、延焼のおそれのある部分は、網入りガラスにする場合があります。

どんな機器を選ぶかでかなり費用に差がでるので、デザインや機能をよく検討して計画しましょう。

選ばれることをおすすめします。戸建リフォームでの間取り変更は、構造に問題のない範囲で行うことが大切です。

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。

丸藤広場
鉄骨建て方状況

建築ニュース

武内

信也

昨今、国内の建設投資は、ピークだった１９９２年から比べ
ると半分以下になっており、悲観材料ばかりがクローズアッ
プされていますが、先日ＴＶを見ていると、２０１１年は超
高層ビルの解体元年となるとのこと。大手ゼネコンが独自の
技術開発をして、建物解体を進めているそうです。
スケールが大きいのと、考える人はいるもんだと関心ばかり
でした。今東京でスカイツリーが建設されています。あれも
スゴイと感じていましたが、改めて本当に建築は難しいもの
だと思いました。

屋根 ( ガルバリウム鋼タテハゼ葺き )

建て方

初詣

岩井

美代子

弊社は、毎年新年初出の日（1 月 5 日）には、
近くにある地元の氏神様の春日神社に社員全
員でお参りしています。
今年は、兎年でもあり飛躍の年！
丸藤建設株式会社が繁盛します様に
と
お願いしました。

ロハスフェスタ

松井

由里子

ロハスフェスタは、2006 年秋、ヨーロッパの蚤の市をイメージし万博公園から
スタートしたそうです。作り手やその人の顔や思いに出会えるのが魅力的なイベント
です。大量に生産出来ない手作り雑貨や家具、ゆっくりと時間を超えて今も使われ
るアンティークや、こだわり食材を使った手作りフードやスイーツ。普段出来ない
体験が出来るワークショップ等・・・。ゆったりした時間と楽しいイベントは、お
子様連れでもとってもお勧めです。
特徴的なのは、｢お支度しましょ♪｣
地球にやさしい生活スタイルを身近な事から始めようと、エコバックや水筒・マイ
食器等を持参します。｢リユース食器｣
や｢給水コーナー｣もとても人気で、
ゴミを出さない取組みは、とても素
敵な事だと思います。
次回は、2011 年 4 月 23・24 日
｢第13 回ロハスフェスタ in 万博公園｣
が予定されているそうです。青い空
と緑の芝生の中で、ゆったり過ごし
てはいかがですか？

神戸ルミナリエ

山本

康博

都市の復興、再生への夢と希望を託し毎年開
催されている「 神戸ルミナリエ 」に行ってきま
した。
光のトンネルにはいつも圧倒されます。阪神淡
路大震災より16 年が過ぎ、記憶が薄れている
ように思い、改めて地震の怖さを思い出しまし
た。光の中にいると複雑な気持ちになりました。

