するものである。対面で
の面談に制約がある中
で、以前に増して社外・
社内とのコミュニケーシ
ョンを深め、「気持ち」
を共有することが大切
だ。傲慢にならず謙虚に
学び続け知識を蓄えるこ
とに加え、躊躇せず新し
い変化を実践していかな
ければならない。
◆大成建設
◆大成建設
相川 善郎社長
相川 善郎社長
私が目指す会社は「パ
ンデミックや景気変動に
大きく影響されず、安定
して成長する企業グルー
プ」である。 年後には、
土木・建築に加え、エン
ジニアリング、開発、リ
ニューアル事業などの割
合を高めていく。本年３
月に策定する次期中期経
営計画と合わせて「ＴＡ
ＩＳＥＩ ＶＩＳＩＯＮ
２０３０ 目指す姿」を皆
さんに示す。２０３０年
の当社グループの姿を一
緒に実現していこう。次
期中期経営計画では、社
員一人ひとりが何をすべ
きかを理解し、高い意欲
と達成への使命感を共有
することができる計画を
策定していく。
◆大豊建設
◆大豊建設
大隅 健一社長
大隅 健一社長
10

いま我々は大きな変革
の流れの中にいる。人口
減少社会の到来を見据
える中、働き方改革・生
産性向上・ビジネスモデ
ルの見直しなど変革を余
儀なくされているが、新
型コロナウイルスの影響
によってその動きに拍車
がかかっている。ＩＴ、
ＤＸの新たな潮流は好む
と好まざるにかかわら
ず、もはや止めようがな
い。この時代の速い流れ
に遅れないように大豊グ
ループ一丸となって対応
していかねばならない。
大豊グループ各社がより
良い会社、働き甲斐のあ
る会社、夢のある会社に
なるようともに頑張ろ
う。
◆髙松コンストラクショ
◆髙松コンストラクショングループ
ングループ
吉武 宣彦社長
吉武 宣彦社長
新型コロナウイルス
感染症の収束は見通せ
ず、市場環境は依然とし
て厳しい状況だが、常に
チャレンジ精神を忘れる
ことなく、変革と継続の

年は、現中期経営計
画「東鉄３Ｄ Ｐｏｗｅ
ｒ Ｕｐ ２０２１」の総
仕上げの年であると同時
に、コロナによって変化
を余儀なくされた社会環
境のなかで、次の中期経
営計画をスタートさせる
重要な年となる。現中計
で取り組んでいる「安全
・品質向上」「生産性向
上／技術開発」「働き方
改革／人材育成」「ＥＳ
Ｇ」等の各テーマの成果
をしっかりと出すととも
に、次期中計での種々の
経営課題や新たなテーマ
に対して社員一人ひとり
が強い当事者意識を持っ
て真摯に取り組み、更な
る成長を図る年と した
い。
◆東洋建設
◆東洋建設
武澤 恭司社長
武澤 恭司社長
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建設業界は、再び困難
な時代に突入する。多様
な課題の解決には、一人
ひとりの自己発働の力
が重要だ。その意味で、
今年はＰｒｅｓｅ ｎｓ
ｉｎｇという言葉を掲
げる。「ｐｒｅｓｅｎｓ
ｅ（存在）」＋「ｓｅｎ
ｓｉｎｇ（感じ取る）」
の造語で、未来の可能性
を感じ取り実現す るこ
とを意味するが、「真摯
に向き合い、一生懸命考
え、可能性を見つ け出
し、大胆に実行すること」
と捉えなおす。４月から
は会長・社長体制に移行

中期経営計画がスター
トしてから大きな環境の
変化が起こったが、別の
見方をすれば、スピード
感を持って様々な施策を
進めていく良い契機と言
える。計画で掲げた施策
は、レジリエント企業へ
と変貌を遂げるために必
要なものであり、環境が
変化している今であれば
こそ、その取り組みを加
速させることで他社に先
んじて成長することがで
きる。新しい年の始まり
に当たって、これまでの
取組みを振り返り、足ら
ざる点があれば、残りの
３か月間で必ずや り遂
げ、次年度の飛躍へと繋
げていこう。
◆戸田建設
◆戸田建設
今井 雅則社長
今井 雅則社長

バランスを保ちながら新 ◆東鉄工業
◆東鉄工業
たな取組を進めていくこ 柳下 尚道社長
柳下 尚道社長
とが肝要だ。今年は中期
経営計画の最終年度を迎
える。昨年本格的に始動
した木造戸建住宅事業は
年度の黒字化を目 指
し、今後髙松建設、青木
あすなろ建設に次ぐ第３
の柱として育てていく。
また、従来から経営の柱
として掲げている「経済
・社会や環境への価値創
造」を継続すべく「ＥＳ
Ｇ経営」について、グル
ープ一体となった具体的
な取組を実現していきた
い。
◆竹中工務店
◆竹中工務店
佐々木 正人社長
佐々木 正人社長

当社グループは「２０
２５年のグループ成長戦
略」を掲げた活動を 年
から開始し、今年を含む
３か年はＳＴＥＰ３とし
て「新たな事業領域にチ
ャレンジし結果を出す」
をテーマに取組みを進め
ている。当社は「最良の
作品を世に遺し、社会に
貢献する」を経営理念に
掲げ、お客さま満足や社
会の信用を得るため の
「品質経営」により、長
い歴史を築いてきた。厳
しい環境にある今こそ一
人ひとりの意識と行動の
改革を図り、グループの
総合力を大いに発揮し、
社会に新たな価値を提供
する「まちづくり総合エ
ンジニアリング企業」と
しての取組みを進め よ
う。
◆竹中土木
◆竹中土木
竹中 康一社長
竹中 康一社長
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建設業は「国土づくり
の担い手」であるととも
に、災害時には最前線で
地域社会の安全・安心を
確保するなど、「地域の
守り手」として期待が寄
せられている。新型コロ
ナウイルスの脅威が今後
しばらく続くものと思わ
れるが、この困難な状況
だからこそ、私たちは重
要な社会インフラを健全
に維持し、国民生活をし
っかり支えていく役割を
果たしていきたいと 思
う。本年、当社は創立
周年を迎える。今後とも、
安定的な事業基盤を築い
ていくために、この１年、
感染防止に充分に留意し
役職員一丸となって頑張
っていこう。

◆長谷工コーポレーショ も、未来に対する働きか ことはないと考 えてい
◆長谷工コーポレーション
ン
けを行っていかなければ る。嵐が過ぎ去った後に
池上 一夫社長
池上 一夫社長
苦境に陥る。（Ｐ・Ｆ・ 取り残されることのない
今年のキーワードは、 ドラッカー）」その観点 よう将来を見据えて、一
〝勇往邁進（ゆうおうま からも今回の業務改善の 歩先に進んでほしい。そ
いしん）〟とする。「勇 取り組みが５年後に迎え の歩みの中でそれぞれの
往」は勇んで前進するこ る創業４４０周年を大き 「おもろいこと」を見つ
と、「邁進」は臆するこ く左右する気がする。社 けてほしい。予測できな
となく突き進むことを表 内の業務改善の機運が高 い時代だからこそ、既成
し、二つを重ねると、どん まっている今年は大チャ 概念にとらわれない新し
な困難にも負けず、自分 ンスだ。「今やろう！ さ い発想が生まれることを
の目的、目標に向かって もないと、今後それをや 期待している。全役職員
前へ突き進むこと、とい ることはないだろう」。 が仕事に対し「責任」を
う意味になる。新型コロ 今こそ、当社を磨き「松 持ち、必ずできるという
ナウイルスの感染拡大に 井建設‐強靭化」を一緒 「信念」を持ち、一度や
よりネガティブな面が多 に取り組もう。
二度の失敗にへこたれず
く感じられるが、こうい ◆松村組
諦めないでやり抜く「執
◆松村組
う時こそ立ち止まること 村上 修社長
念」で完遂させる「３Ｓ」
村上 修社長
なく、着実に一歩ずつ前
を実践してほしい。
に進んでもらいたいと思 「ＯＮＥ ｈｅａｒｔチ ◆鹿島道路
◆鹿島道路
う。今年も皆さんと一緒 ャレンジ制度」や「オー 吉弘 英光社長
吉弘 英光社長
に力一杯、明るく元気よ プンポスト制度」など、
共有できるツール を展
今年４月から新たな中
く頑張っていこう。
開し、コミュニケーショ 期経営計画がス タート
◆フジタ
◆フジタ
ンツールという観 点か する。親会社からは「従
奥村 洋治社長
奥村 洋治社長
らも是非活用して もら 来分野（舗装・合材販売）
今年の干支「辛丑」
（か いたいと思う。これから でのさらなる利益向上、
のとうし）の年は、「衰 も更なるグループ間での 並びに拡大する道路イ
退と痛みを伴う幕引き」 シナジー効果を高め、仕 ンフラ維持更新 分野で
と「新たな命の息吹が互 事に結び付けていかなく の収益増加を通じたグル
いに生かし合う年」にな てはならない。そのため ープ業績への貢 献を期
るそうだ。つまり、痛み には、グループ各社をも 待」され、新たな中期経
が大きければ、辛いこと っと知ることが大事であ 営計画では、少し背伸び
が多ければ、その分だけ ると思う。ＰＬＴグルー をした目標を立てたい。
大きな希望が芽生える年 プとして「ＯＮＥ ｈｅａ そこをターゲットとして
になることを示して い ｒｔチャレンジ制度」や 目指すことにより、鹿島
る。変化を受け入れるこ 「オープンポスト制度」 道路グループ全体の仕事
とは辛いことでもあ る など、共有できるツール の質を変え、デジタル化
が、新たなチャンスや成 を展開して活用し、役職 や生産性向上と働き方改
長につなげることもでき 員一丸となって活動して 革、脱炭素などの経営環
る。そして、社会の変化 いかなくてはならないと 境の変化に、柔軟かつ迅
に対応できた者が勝者に 思う。
速に対応していくことが
なれる。辛丑の年、大き ◆若築建設
可能になると考 えてい
◆若築建設
な希望が芽生える年とな 五百蔵 良平社長
る。
五百蔵 良平社長
◆世紀東急工業
るよう、皆さん一緒に頑
◆世紀東急工業
今年４月からスタート 平 喜一社長
張っていこう。
平 喜一社長
する新中期経営計 画で
◆不動テトラ
◆不動テトラ
は、「持続可能性の追求」 昨年は当社創立 周年
奥田 眞也社長
奥田 眞也社長
をテーマに、公益を重ん の中、社会経済激変の年
コロナ禍の影響は最小 じる企業を目指す。つま であったが、今後は政府
限に抑えることができ、 り、「お客様」「株主、 の防災・減災・国土強靭
現中計最終年度も順 調 投資家の皆さん」「社員 化への５か年加速化対策
に推移している。４月か の皆さん」「地域社会」 が進む一方、道路建設市
らスタートする新中 計 などそれぞれのステーク 場では地方自治体の公共
は、現中計の結果と課題 ホルダーの要請に、しっ 事業削減、民間投資抑制
を踏まえ、新しい事業領 かり応えられる企 業を やアスファルト仕入価格
域への対応、投資、生産 目指す。なかでも、「よ 上昇等も懸念される中、
性向上に資するＩＣ Ｔ り働きがいのある 職場 受注基盤、コスト競争力
やＡＩを活用した技術、 づくり」と「再生可能な の強化、施工体制、技術
システム開発、人材育成 社会づくり」が重要であ 評価の優位性の向上など
を含む働き方改革等を更 り、これらを実現してい の現場力および収益力の
に発展させる。海外事業 くためには、昨年立ち上 強化が不可欠となる。新
にも意欲的に取り組む。 げた「洋上風力開発室」 中期経営計画初年度の本
変化を恐れず、独自技術 と「危機管理室」が、縦 年は女性活躍を含む人材
を生かした持続的な成長 割りでなく、既存の部署 育成の実践など組織横断
を志し、誇りを持てる会 と連携を取り、機能して 的な成長戦略による全社
社を一緒に築いてい こ いくことがポイントにな 最適化を目指すため、企
業レベル引き上げに拘り
う。
る。
たい。
◆松井建設
◆大林道路
◆松井建設
◆大林道路
◆大成ロテック
松井 隆弘社長
福本 勝司社長
松井 隆弘社長
福本 勝司社長 ◆大成ロテック
西田 義則社長
西田 義則社長
今、私たちの置かれて
４月からの経営計 画
今年、当社は創立 周
で、全社横断型の業務改 いる状況は起こるべき変
善プロジェクトに取り組 化が前倒しで訪れている 年を迎える。この１年を、
む。「今、最強の企業で だけで、元の社会に戻る
年前に企業と して独
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コロナ禍が象徴する
ように先行きが読みに
くい時代となっている
が、私はこれまで先輩た
ちが築いてくれたこの
事業をさらに大きく拡大
し次世代に残していき
たい。ビルの付加価値を
どう上げていくかがお
客さまの大きな経営課題
になる中、昇降機に遠隔
監視サービスや様々なソ
リューションを組み合わ
せて未来のビルに付加価
値を提供する、スマート
ビルディングのソリュー
ションプロバイダーとし
て活躍していきたい。日
立の持つ強みをうまく生
かして、ユニークなポジ
ションで世界一のプレイ
ヤーを目指したいと思
う。
◆日比谷総合設備
◆日比谷総合設備
黒田 長裕社長
黒田 長裕社長

尽くして」社会を支える ◆日立ビルシステム
企業にならなくてはなら 光冨 眞哉社長
ない。
◆大気社
加藤 考二社長
加藤 考二社長

昨年、当社は「国連グロ
ーバル・コンパクト」に署
名し、参加企業として登
録された。これを機に、誇
りある企業として世界的
に認知されることを目指
す。その一環として、環境
貢献を重視した新 規事
業の模索がある。これま
で当社の研究開発 部門
は、特定のプロジェクト
や顧客への対応に追われ
る傾向にあったが、今後
は長期視点での活動にも
軸足を置いていく。来期
は中計の最終年に あた
る。厳しい局面が続くが、
成長分野の開拓に注力し
つつ、景気回復に備えＩ
Ｔ化を積極的に進 めた
い。
◆東洋熱工業
◆東洋熱工業
芝 一治社長
芝 一治社長

２０２０年度より新た
な３か年の中期経営計画
を推進している。昨年か
ら社会環境が大きく変化
しているが、当社の「環
境に、社会に、文化に、
責任ある企業として調和
のとれた発展を目指す」
という経営理念に 基づ
き、「将来を担う人材へ
の投資」「現場力の向上」
などの重点課題に社員全
員で取り組み、「技術の
東熱」として持続的成長
を目指す。新型コロナウ
イルス感染拡大の脅威に
打ち勝ち、健康で希望と
勇気あふれ前進する２０
２１年としたい。
◆日本電設工業
◆日本電設工業
土屋 忠巳社長
土屋 忠巳社長

今まで経験したことの
ないこの大きな変化を、
チャンスととらえ挑戦す
るかリスクととらえ回避
するか、個人も組織も試
される中であるが、誰も
が成長を実感でき、働き
がいややりがいを感じら
れるような「この会社に
入って良かったと思える
会社」となることを目指
し取り組んでいく。重要
な社会インフラの一翼を
担っているというプロと
しての「自信」と「誇り」、
「自覚」と「責任感」の
もと、「チームＮＤＫ」
として各々が連携・協力
しながら安全で質の高い
工事施工を通じて、社会
への貢献とＮＤＫグルー
プの持続的な成長の両立
を目指そう。

今後、コスト競争が激
化する中で品質の向上、
付加価値提案、社会への
貢献など要求される内容
は高度化・多様化してい
く。またＮＴＴグループ
の変革に伴いＤＸ面での
付加価値提案が必要不可
欠となっている。お客さ
まの拡大、リニューアル
工事拡大に向け、人財育
成やそれに伴う〝Ｓｍａ
ｒｔＷＯＲＫ〟と多様性
の推進も必要だ。昨年発
足させたＤＸ推進ＰＴ、
ＨＩＢＩＹＡ未来創造Ｗ
Ｇなどでの検討を通じ、
日比谷グループにとって
新たな改革発展のスター
トとなる年に是非したい
と考えている。
◆三菱電機ビルテクノサ
◆三菱電機ビルテクノサービス
ービス
林 美克社長
林 美克社長
当社は「省エネルギー
化」「ビルや街のスマー
ト化」などを事業の中で
進めている。持続可能な
社会の実現に向け今年
は更に取組みを強化して
いきたい。昨年はテレワ
ークなど、新しいワーク
スタイル確立へのアプロ
ーチを進めてきた。改善
しながら新たなワークス
タイルを定着させ、働き
方改革、ワークライフバ
ランスの向上につなげて
いきたい。事業の継続・
拡大のためには「安全・
品質最優先」「倫理・遵
法の徹底」が大前提であ
ることを改めて社員全員
と共有し、風通しのよい
職場づくりを進めてい
く。

◆パシフィックコンサル ◆コマツ
◆コマツ
小川 啓之社長
タンツ
小川 啓之社長兼ＣＥＯ
重永 智之社長
昨年は、新型コロナウ
イルス感染症の世界的蔓
延により、ライフスタイ
ルやワークスタイルに大
きな変化が求められた。
パシフィックコンサルタ
ンツグループでは「技術
の力を、未来の希望に」
というビジョンを掲げ、
これまで培ったエンジニ
アリング技術をベー ス
に、ＤＸをはじめとする
技術革新の可能性を 力
に、社会の課題に立ち向
かう。どんな困難な時代
でも、社会の持続的な発
展に貢献すべく「未来の
希望」を届けるグローバ
ル企業として、長期的な
価値を提供し続ける。
◆アクティオ
◆アクティオ
小沼 直人社長
小沼 直人社長

従来からのレンサルテ
ィングをさらに深化 さ
せ、建設機械レンタルの
分野でナンバーワンのひ
とつ先「オンリーワン」
を目指す。現在もっとも
注目を集めている「建設
ＤＸ」への取り組みとし
てＢＩＭ・ＣＩＭのご提
案やＩＣＴ施工を一段と
強化し、加速度的に発展
させることで、顧客満足
度の高い企業として顧客
とともにフィールドを広
げ、総合的な防災・減災
対策および社会資本整備
の強化やインフラ老朽化
対策の推進などを重点分
野と捉え、また、新サー
ビスやこれまで蓄積した
様々なノウハウを活 用
し、今後も社会のお役に
立てるよう邁進していこ
う。
◆コベルコ建機
◆コベルコ建機
尾上 善則社長
尾上 善則社長

いまが仕事のやり方を
変えるチャンスだ。一部
で在宅勤務を行うなどこ
れまでの常識が大きく変
わるなかで、私たちはど
うあるべきか従来の考え
にとらわれることなく、
一人ひとりが頭を柔軟に
してよく考え実践してい
くことが必要だ。
ものづくりという使命
を担っているため 当社
は、コロナ禍でも出社し、
業務に精励いただいてい
る工場・支店・研究所の
社員の存在があって生産
と販売が維持でき てい
る。引き続き徹底した感
染予防に努めながらグル
ープ一丸となって、この
試練を乗り越えて いこ
う。

今年は経済も明るさを
取り戻し、前向きな取り
組みができると考えてい
る。世の中の流れをいち
早くキャッチし、お客さ
まの課題の一歩先を見据
えて、引き続き収益向上
のための施策を進めてい
く。我々は、企業価値を
向上させることが、お客
さまはもちろん、株主や
取引先の皆さま、当社従
業員など、すべてのステ
ークホルダーにとって最
も重要だと確信し てい
る。これからも、ＳＤＧ
ｓを実現する「豊かな大
地、豊かな街を未来へ」
という企業ビジョンを意
識し、着実に事業運営を
進めていこう。
◆住友大阪セメント
◆住友大阪セメント
関根 福一社長
関根 福一社長

今年は、創立１００周
年を迎える年で持続的成
長を目指す中期経営計画
の最終年度である。目標
達成に向けた活動を着実
に進め、新しい時代に適
応した商品・サービス・
ソリューションをさらに
進化させ提供する。また
気候変動やＥＳＧ課題へ
の取り組みを重視する傾
向が世界的に加速してい
る中、中期経営計画の重
点活動の、建設・鉱山機
械・ユーティリティの自
動化・自律化、電動化、
遠隔操作化や顧客の施工
を最適化するソリューシ
ョンビジネス、また、循
環型の地球環境保全に貢
献する商品・サービス・
ソリューションの提供に
さらに注力していく。
◆日立建機
◆日立建機
平野 耕太郎社長
平野 耕太郎社長兼ＣＥＯ

建機メーカーである当
社の目指す姿は揺るぐこ
となく、企業理念にある
「ユーザー現場主義」を
追求し続け、お客様のニ
ーズをしっかりとかたち
にしていく。 また、社会
の一員としてサスティナ
ビリティ経営を重視して
いく。当社の掲げる「誰
でも働ける現場へＫＯＢ
ＥＬＣＯ ＩｏＴ」の柱の
ひとつであるＫ‐ＤＩＶ
Ｅ ＣＯＮＣＥＰＴや自
動運転技術の確立に向け
た取り組みも加速する。
今年もコベルコ建機は、
お客様に真に価値ある商
品と質の高いサービスを
通じ、世界のお客様に満
足いただけるよう努力し
ていこう。

企業トッ プ訓示
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世界では今、財務指標
のほかに、企業が社会貢
献の度合いを評価する大
きな動きがある。その一
つがＳＤＧｓ（持続可能
な開発目標）。利益だけ
を追求する企業では選ば
れない時代。社会を良く
するために取り組んでき
たことが評価される時代
になる。我々は以前から、
持続可能な社会を実現す
るための取り組みを進め
ている。当社の社是を胸
に「あらん限りの誠実を

10

２０２１年

立し、道路建設に「夢」 的に「ＳＡＮＫＥＮ Ｃｈ
をかけた先人たちに思い ａｌｌｅｎｇｅ ２０３
を馳せ、改めてその夢の ０」を掲げる。 年度か
実現に向けて再スタート ら取り組む３か年の中期
する年と位置づける。近 経営計画はその第１段階
年「ＤＸ」という言葉が の位置づけとなる。目標
１つのキーワードとし の達成、更には創業１０
て用いられているが、当 ０年に向けて皆で努力し
社も事業や業務の革新 よう。
をデジタル技術で実現す ◆ジョンソンコントロー
◆ジョンソンコントロールズ
る「ＤＸ」への取り組み ルズ
吉田 浩社長
を 周年記念を契機に開 吉田 浩社長
今年は日本法人設立
始する。また、持続的社
会の構築を意味する「Ｓ 周年の節目の年。長年培
ＤＧｓ」についても、当 ったビルシステムの知見
社が貢献できる目標につ を生かし、お客様ととも
いてチャレンジしてい に安全で快適、持続可能
く。
でインテリジェントなよ
◆前田道路
り良い未来を実現してい
◆前田道路
今泉 保彦社長
こう。昨年に引き続きニ
今泉 保彦社長
ューノーマルに対応する
今年は依然としてコロ 建物環境のソリューショ
ナ禍でのスタートであ ンと建物環境のデジタル
り、不確実で先行きが見 トランスフォーメーショ
通しにくい時代だが、２ ンで社会を支援して い
０３０年の創立１００周 く。従業員の健康と安全
年に向けて持続的な成長 は常に最優先。働きやす
を遂げるため、当社の経 い職場環境の整備や人材
営理念にもある「安全第 育成への投資で、健全で
一」を再認識するととも 強い組織をさらに強化し
に前田道路ブランドを確 ていく。
立すべく、①体質改善② ◆新日本空調
◆新日本空調
生産性改革③新たな収益 夏井 博史社長
夏井 博史社長
基盤の確立を重点施策と
今年は、ＷＩＴＨ／Ａ
して推進する。創立１０
０周年に向けての新たな ＦＴＥＲコロナをに ら
挑戦の重要な一年として み、新日本空調グループ
の役職員が、新たな新日
全力で取り組む。
本空調グループの構築に
◆アズビル
◆アズビル
邁進するとともに、昨年
山本 清博社長
山本 清博社長
スタートした 年ビジョ
ン「ＳＮＫ Ｖｉｓｉｏ
ｎ ２０３０」と中期経営
計画「ＳＮＫ Ｖｉｓｉｏ
ｎ ２０３０ Ｐｈａｓｅ
１」の実現に向けて本格
的な歩みを進める１年と
なる。新しい年を迎え、
新たな気持ちで、元気に
明るく、楽しく、うれし
い気持ちでいっぱいにな
るような仕事をしていこ
うと思うので、今年も１
年、新日本空調グループ
「Ｏｎｅ Ｔｅａｍ Ｏｎ
ｅ Ｈｅａｒｔ」で頑張ろ
う。
◆新菱冷熱工業
◆新菱冷熱工業
加賀美 猛社長
加賀美 猛社長

事業継続のためにサス
テナビリティを高め、Ｃ
ＳＲを推進するとともに
目標や指標を拡大し更な
るレベルアップを図る。
創業以来 年にわたる歴
史の中で培ってきた知見
や良き伝統を生かし、悪
しき慣習を改めて付加価
値を高める。ＳＤＧｓに
基づきお客さまから選ば
れる企業になることを目

「人を中心としたオー
トメーション」で〝持続
可能な社会へ「直列」に
繋がる貢献〟により、必
ずよい未来を次の世代に
渡すことができると信じ
ている。アズビルグルー
プの事業は社会の要請に
応えるものであり、持続
・継続していくことが広
い意味で社員の皆さん
を、そして社会を守るこ
とに繋がると考えてい
る。厳しい状況下ではあ
るが、皆さんとその家族
の安全を第一として、
日々の業務を通じて、お
客さまに価値を届けてい
きたいと思う。
◆三建設備工業
◆三建設備工業
松井 栄一社長
松井 栄一社長
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し、更なる飛躍 を目指
す。
◆飛島建設
◆飛島建設
乘京 正弘社長
乘京 正弘社長
年頭に当たり、皆さん
に伝えたいことは３つ。
１つ目は、「コミュニケ
ーションの充実」。心が
通い合うコミュニケーシ
ョンを実行し、「心から
のコミュニケーション」
を充実させてほしい。２
つ目は、絶対に変えては
ならない創業精神である
「利他利己」の実践。お
客様が何を求め ている
かを、お客様の立場にな
って吸い上げ、それを協
力しながら形にして、
「お
客様に選ばれる会社」を
築き上げよう。３つ目は、
「色々なことにチャレン
ジしてほしい」というこ
と。「ワクワク」しなが
ら働くことがで きる会
社にするために、どんど
んチャレンジし てほし
い。
◆ナカノフドー建設
◆ナカノフドー建設
竹谷 紀之社長
竹谷 紀之社長
コロナ禍の様々な苦難
を新たな次へのステップ
のきっかけと捉えて、前
に進み続けるのがこの時
代に生きる我々の宿命か
もしれない。コロナだけ
に目を奪われずに、変化
していく社会の流れを的
確に捉えること が大切
だ。今期は、中計 の２
年目であるが、今後は、
今まで以上に競争が激化
し更に厳しくなる。この
様な時こそ、皆の気持ち
が１つになり一体感を出
せるかだ。今期あと３か
月、社員の奮闘を期待し、
最終年度 期に繋げてほ
しい。
◆日本国土開発
◆日本国土開発
朝倉 健夫社長ＣＥＯ
朝倉 健夫社長ＣＥＯ
今年は、当社が１９５
１年に創業して 周年と
いう記念すべき 年とな
る。東京オリンピックが
花を添え、皆さんの記憶
に残る良い１年になるこ
とを祈る。世界的コロナ
パンデミックは予断を許
さないが、不確実な時代
を生きる心構えとして、
これから必要になるのは
「何でもあり得る」とい
う柔軟な思考回路。変化
を受け入れ、その先に向
かって夢のある大胆な発
想で挑戦をすること。吉
田松陰は『夢なき者に成
功なし』と言っている。
是非、夢を持って構想し、
成功を目指して挑戦して
ほしい。
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コロナ禍の影響は人々
の生命・生活に加え、政
治・経済や社会の価値観
など多方面に波及してい
る。企業も危機的な状況
に立たされているが、そ
れを乗り越えた時こそ、
より強靭な事業基盤を築
くことができると確信し
ている。暮らしを守り、
快適な生活を支える建設
会社として、社会の変化
に応じて業務の効率化や
生産性向上にスピード感
を持って取り組むととも
に、エコ・ファースト企
業として環境保全に配慮
した活動も推進してほし
い。ピンチをチャンスと
とらえ、役職員の総力を
結集して地道に前向きに
取り組むことで、さらな
る発展に向かって皆で成
長していこう。
◆清水建設
◆清水建設
井上 和幸社長
井上 和幸社長

持続的成長に向けて、
皆さんと２つ実 践した
い。１つは、顧客ニーズと
社会課題に真摯に向き合
い、時代を先取りする価
値を創造すること。
「お客
様に喜んでいただき、社
会に役立つ仕事 をすれ
ば、結果として事業が発
展する」という商売の基
本に立ち返って変化と対
峙すれば、時代を先取り
する価値が見えてくる。
もう１つは、改革マインド
と挑戦意欲を以て、働き
がいと笑顔溢れる企業風
土を醸成すること。デジ
タルを使い、顧客に提供
する新たな価値やビジネ
スモデルの創出に挑戦し
続けることで競争力が高
まり、働きがいと笑顔を
もたらす新たなコミュニ
ケーションが生まれる。
◆錢高組
◆錢高組
錢高 久善社長
錢高 久善社長
コロナ禍でも お客様
は、新しい課題に対応す
るべく着実に準備を進め
ている。お客様の属性に
応じた課題認識 を共有
し、共に考え、解決策を
先取りして提示するとい
った技能を一人ひとり身
につけていくことが、企
業や個人の価値向上に資
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◆淺沼組
して、グループ全体のデ
◆淺沼組
浅沼 誠社長
ジタル化を強力に推進す
浅沼 誠社長
る。
今年４月からは、新し ◆佐藤工業
◆佐藤工業
い「中期３か年計画」を 宮本 雅文社長
宮本 雅文社長
スタートさせる。現中期
３か年計画は残り３か月
となるが、計画した施策
は確実に実行し、次期計
画に繋げていって ほし
い。新型コロナウイルス
感染症拡大の影響は何時
収束するか不透明な状況
であり、私たちを取り巻
く環境は日々変化してい
る。どんな状況になって
も、強靭で社会に役立つ
淺沼組を皆さんと一緒に
築きあげていこう。
◆奥村組
◆奥村組
奥村 太加典社長
奥村 太加典社長
更なる苦難の時代に備
えるためにも、それぞれ
の役割の中で、いかにし
て利益に貢献するか、さ
らには受注を意識し、な
にか寄与する術はないか
を考え、できることから
行動に移してほしい。
年は、世界中が試練に立
ち向かい、明るい未来を
切り拓くべく奮闘しなけ
ればならない年となる。
当社も、この試練に屈す
ることなく、これまで以
上に本部・支社・支店の
連携を高め、「２０３０
年に向けたビジョン」の
実現に向けた歩みを確実
に進めなければな らな
い。丑年における皆さん
の歩みが、牛歩ではなく
猛牛の突進を体現するも
のであることを期待して
いる。
◆鹿島
◆鹿島
押味 至一社長
押味 至一社長
４月から新たな中期経
営計画がスタートする。
強固な事業体制の 構築
と、新たな事業機会の創
出を目指す。策定に当た
っては、「ＳＤＧｓ」と
「担い手確保」の２点を
特に意識する必要があ
る。ＳＤＧｓの優先課題
を７つのマテリアリティ
として特定しており、そ
の１つに「低炭素社会移
行への積極的な貢献」が
ある。グループのカーボ
ンニュートラル達成に向
けて施策を検討し、実行
に移す。また、今後も技
能者の作業環境や処遇改
善につながる取り組みを
一層強化する。これらの
課題解決の１つの手段と
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