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社長   挨拶 

代表取締役    髙 藤  昌 和 

原点回帰 
 

もともとの地点に帰ることであり、スタート始まりのところへ戻

るという意味です。 

原点とはもともとの願い、果たさなければならない目的。 

大切にしなければならないものです。 

原点に戻って初心に帰って行動し対応することが必要です。 

戦後導入された民主主義の優れた点はたくさんありますが、 

その陰の部分として責任感が希薄になった点が目につきます。 

その原因のひとつに「みんなで渡れば恐くない」とか住民投票の

意志でとか、多数決で決まったことであるとか、知らず知らずに

自分の責任であるという意識が薄らいでいるのでしょうか？ 

民主主義の根本である「権利」と｢義務」の部分で「義務」とい

うことを忘れて権利ばかりを主張すると責任感を失うことになり

ます。 

忘れている義務、責任感を再生させねばなりません。 

今いろいろな所で原点回帰、この企業の存在価値は、今までのシ

ステムの見直しは、はたしてこの組織は今も必要であるのか？ 

そういうことが問われています。 

趣味の世界でも釣りの会の方が「へら鮒に始まりへら鮒に帰る」

というそうですし盆栽の趣味の方が「松に始まり松に帰る」と

言っていました。 

事件の捜査でも行き詰まったら現場へ戻れと言うそうです。 

初心に帰れともいわれます。 

原点回帰、そもそもこの「いのち」はなんであったのか？惰性で

続けるのではなくて「リバース」再び生まれ変わることが本質で

す。 

めまぐるしく変わる世の中で原点回帰で反省し、私変わります。

でチャレンジせねばと思います。 
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副社長   就任挨拶 

この度 取締役副社長に就任致しました。 
年々減少していく建設投資、公共事業、激変していく経済情勢

の中、身の引き締まる思いであります。 

現状に満足する事なく、常に問題意識を持ち業務に取組む所存

であります。 

  日々努力する事によって 毎日の生活が成り立っていると思い
ます。 

皆様方のご指導の程宜しくお願い致します。 

取締役副社長  髙藤 元太郎 

副社長就任に伴い、新しい人事は次の通りです。 
新規一転、チャレンジﾞしてまいりたいと思います。よろしくお願い致します。 

平成１６年５月１日付 

  役 員 人 事 
      

            常務 取締役                                                    髙藤  
國 雄 
 

 

 

 

 

 

            常務取締役 福岡支店長                                  土佐  
一 彰 
 

 

 

 

 

 

            取締役 営業部長                                             髙橋  
文 弘 
 

 

 

 

  昇格人事 
 

 

 

            ＣＳ事業部  部長                                            奈須那  
定 

 

 

 

 

 

            購買部 部長                                                    三野  
紘 一 
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第３6回安全衛生協力会総会 

Ｔａｋａｆｕｊｉ  Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 安全衛生協力会会長挨拶 

山 十 株 式 会 社           
代表取締役吉田 裕彦 

  第３６回髙藤建設安全衛生協力会総会が当社の古くからのお得意さまでもあります
｢下関グランドホテル｣ の４階芙蓉の間において６月１日 (火)１６時に開催されまし
た｡ 

  井上副会長の開会のことばで開始｡ 吉田会長の挨拶の後、髙藤昌和社長の来賓挨拶
の中で六本木ヒルズの回転ドアの事故例を取り上げ報告・対策・改善･ 実施がいかに
難しいか、幼い子供の命を奪って初めて気づく企業のモラルを取り上げていました｡ 
私たちも些細なトラブルや事故で見過ごすことなく的確な対処がいかに大切なこと

か，報告･ 対策･ 改善・実施の重要性を再認識しました｡ 
  本総会は規約第４章第１３条、過半数の出席を以って成立、会長による議長並びに
議事進行によって平成１５年度事業報告・決算報告，末永監査役より監査報告があり

全員の拍手で承認、１６年度の事業計画予算案の審議を経て、今期の協力会活動の目

標を承認、決定しました｡ 

  目新しい事業計画はなかったものの、７月の全国安全週間、１０月の全国衛生週間
行事を中心に安全管理計画の基本方針に沿って“墜落災害防止”を重点的に，職長･ 
安全衛生責任者をはじめ現場単位で行う安全教育を浸透させて行くことになりまし

た｡ 

  総会終了後，２階飛翔の間においてこの度副社長に就任されました髙藤元太郎副社
長の祝辞と乾杯の音頭で会社幹部と会員の懇親会がもたれ，関門海峡の波穏やかな黄

昏に会話も弾み、新年度に向けて安全への英気を養いました｡ 

                                                                                                   品質管理室  二
階堂   茂 

 皆さん ご安全に 

本日は、お忙しいところ、総会に多数ご出席頂きましてありがとう

ございます。 

髙藤建設様には、社長様はじめ多数ご臨席賜り誠にありがとうござ

います。 

平素は、会員の皆様には、協力会の安全衛生活動ならびに労働災害

防止のため、多大なご尽力とご協力を頂きありがとうございます。 

髙藤建設様のご指導と会員の皆さんの積極的な安全への取り組みに

もかかわらず、残念ながら昨年度災害が発生いたしました。幸い、

重大事故にはなりませんでしたが、大いに反省をし、今後の戒めに

しなければなりません。 

あらゆる組織にも、また仕事にもルールが存在します。そのルール

に忠実に従って職務を遂行することで成果が生まれます。仕事に携

わるすべての人間が、しっかりとした基本を身につけ、ルールを必

ず守ることで、今年度は必ずゼロ災害を達成しましょう。このへん

でいいだろう、そこまでしなくても、とか、安易にルールを自分本

位に曲げないようにお願いいたします。 

高藤建設様には、来年６０周年をお迎えになるにあたって、新しい

組織で気持ちもあらたにスタートされたと聞いております。今後の

益々のご発展を祈念しますとともに、協力会に対して更なるご指導

ご協力をお願いいたしまして、総会の挨拶とさせていただきます。 
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病院機能も充実病院機能も充実  !  !  

建設部    丹羽  義忠 

北九州小倉病院北九州小倉病院  

安部ビル安部ビル  

竣工報告 

《工事概要》 
▽発 注 者  医療法人北九州小倉病院 理事長 増田康治 様 

▽設    計  株式会社 内藤建築事務所  様 

▽工 事 名  北九州小倉病院増改修工事 

▽工    期  平成 15年 8月  1日～平成  16年 11月  30日 

▽規    模  第一期 増築棟 RC造6F一部Ｓ造    延べ面積 4180.46㎡ 

      第二期 改修部 RC造4F B1F PH2F 延べ面積 4524.79㎡  

▽工事場所 北九州市 小倉北区上富野3丁目19－1 

 第一期の増築工事は、北九州小倉病院様が平成15年4月に開院し、
病院機能体制の充実化、レベルアップを図る為、療養型病棟１２０

床・一般病棟７７床（人間ドック１７床）に増床されたものです。 

 外観はホワイトを基調とし清潔感あふれるなか、看板・玄関の柱に

使用した北九州病院様のイメージカラーである グリーンがひときわ

鮮やかに見えます。また、玄関の庇は鉄骨トラスにガラス張りという

斬新なデザインが特徴です。 

 内装は、病室・廊下に木目調の腰板を貼り、照明は間接照明を設け

落ち着きのある仕上をすると共に、各階の段差を解消したバリアフ

リータイプの計画になっています。 

 最上階は、天井が高く開放感があり、関門海峡が一望できます。 

関係者各位のお蔭をもちまして第一期工事を竣工することが出来まし

た。只今二期工事に向かって、所長を始めスタッフ一丸となり無事

故・無災害で竣工出来るよう、現在奮闘中であります。 

北九州小倉病院の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しておりますが、ご

協力のほどよろしくお願い致します。 

一期工事が完成一期工事が完成  

福岡支店    安井    徹 
《工事概要》 
▽発注者    安部 久俊・俊樹    様 
▽設 計    株式会社蓮建築研究所    様 
▽工事名 （仮称）安部ビル新築工事 

▽工 期    平成１５年１０月２２日～平成１６年３月３１日 
▽規 模    ＲＣ造３階建、延べ４５５．４９㎡ 
▽工事場所 福岡市東区香椎駅３丁目１２８８－１．９ 

 当工事は、閑静な住宅街の一画で九州産業大学か

ら徒歩で数分のすばらしい立地条件の場所に従来木

造平屋建ての住宅３棟を解体し、コンクリート造３

階建ての賃貸マンション（１ＤＫ／１２戸）を新築

されたものです。 

 工事場所は、住宅街ということもあり前面道路は

狭く、交通車両の通行、騒音など第三者の安全に注

意を払いながら工事を進めました。 

 外壁は施主様の意向でレンガ調のタイル張りと

し、周囲の住宅と裏山の緑に調和してシックで落ち

着いた仕上がりになりました。内部は、ＤＫと洋間

の床のフローリングの色を変え、居住空間に変化を

もたらし、収納スペースも広い設計になっていま

す。また、外部にはベンチ、テーブルセットを花壇

で取り巻き、入居者が少しでも安らげる環境を配慮

した休憩コーナーを設置しております。 

工事期間中は施主様をはじめ㈱蓮建築研究所様及び

近隣住民の皆様方のご理解と、ご協力を賜り、無事

故・無災害で竣工することができましたことを心よ

り厚くお礼申し上げます。 シックで落着いたマンションが完成！シックで落着いたマンションが完成！  
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大阪支店    窪園  智則 
阪奈中央病院看護師宿舎阪奈中央病院看護師宿舎  

大阪支店   宮崎  和一 

逆瀬川宿舎逆瀬川宿舎  

竣工報告 

写真 

写真 

《工事概要》 
▽発注者   医療法人 和幸会 理事長  栗岡  博良様 

▽設  計   髙藤建設（株）大阪支店 

▽工事名 （仮称）阪奈中央病院看護師宿舎新築工事 

▽工 期  平成15年11月25日～平成16年4月30日 

▽規 模  Ｓ造３階建 延床面積     453.41㎡ 

▽工事場所 生駒市俵口町242-7他4筆 

ゆとりのワンルームゆとりのワンルーム!!  

当工事は医療法人和幸会様が阪奈中央病

院の福利厚生施設として看護師さんの宿

舎を新築されたものです。         

内部はユニットバス・ミニキッチンも備

えたかなり広めのワンルームタイプの全

１５戸の寮となっています。      

         

敷地及び前面道路が急勾配のため、資材

搬入や重機作業には細心の注意を払い施

工しました。             

工事期間中は栗岡理事長様のご指導をは

じめ協力会社皆様のご協力を頂き、無事

竣工することが出来ましたことを厚くお

礼申し上げます。         

医療法人和幸会様の今後益々のご繁栄を

心からお祈り申し上げます。 

《工事概要》 
▽発注者    阪神高速道路公団  様 

▽設計者    株式会社徳岡昌克建築設計事務所  様 

▽監  理    阪神高速道路公団神戸管理部神戸施設維持事務所 様 

▽工事名    逆瀬川宿舎改修工事（１５－厚） 

▽工  期    平成１５年８月２０日～平成１６年３月３１日 

▽工事場所  宝塚市千種４丁目９－３０ 

▽規  模    Ｂ棟～ＲＣ造４階建 

            集会所～ＲＣ造２階建 

            改修延床面積８０２．５９㎡ 

 

今回、昭和４２年に建築された阪神高速道路公団職員

宿舎を、耐震補強対策及び居住スタイルの多様化に伴

いリニューアルした工事です。 

外装は、既設の建物を躯体だけの「裸同然」にし、壁

量を増設することで耐震性の向上をはかり、内装はゆ

とりのある「二戸一」とし、機能的な空間を実現しま

した。 

同時に外構、駐車場の整備も行い、トータルでリフ

レッシュされました。 

工事期間中は、この宿舎が閑静な住宅地に位置してい

たため、騒音、粉塵のいっそうの低減に努め、また工

事車両の出入りも学童の通学時間を考慮し、近隣の皆

様へのご迷惑にならないように配慮しました。 

お客様のニーズにお応えできる様、スタッフ一同一丸

となって、徹底した品質管理を行った結果、無事無災

害で工期内に竣工することができました。 

これもひとえに、ご指導、ご支援を頂いた関係者各位

様、ご理解、ご協力を頂いた近隣の皆様方のお陰と感

謝致しております。改めて御礼申し上げます。 

ご発注頂きました、阪神高速道路公団様の今後ますま

すのご発展をお祈り申し上げます。 

機能的な空間を実現機能的な空間を実現  
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全国安全週間 

 〈安全作品賞〉 

 

標語の部        一位 事務センター 座木 恵子 
        ｢これくらい｣と思う気持ちが 事故のもと しっかり持とう安全意識 
      二位 大阪支店建築グループ 古賀 忠司 

        かならず点検 きちんと確認  自ら進んで 安全確認 
      三位 大阪支店営業グループ 秋永 孝博 

        しない させない 不安全行動  みんなで守ろう 職場の安全 
      佳作 C S 事業部              前田 克己 

入賞    
建設部 

久田 貴文 

入賞 

建設部 

河崎 竜市 

入賞 
建設部 

和田 宣明 

中学の部 

天賞 
2年 松田みゆき 

入賞 
3年 橋本  武 

入賞 
1年 橋本 有里 

小学高学年の部 小学低学年の部 

入賞 
5年 田中 愛理 

天賞 
3年 戸田みずき 

入賞 
2年 田中けいや 

ポスターの部 

習字の部 

  平成１６年度の全国安全週間は｢危険を見つけて･･････｣のスローガンの下に７月１日から
展開され、今年は全社無災害達成の決意も新たに有意義な週間行事を過ごしてきました｡ 

  初日、戸ノ上神社で安全祈願祭、９時より会社管理職と協力会役員の合同安全パトロール
を行い、２日は安全大会を開催。３階会場が狭く感じられる位の参加者のもとに盛大に大会

を催し、ゼロ災達成の意欲を盛り上げました。 

 当日は、北九州市東労働基準監督署門司支署の橋上靖紘支署長の訓話、記念講話として鎮

西敬愛学園谷川宏済教授による、いのちについて考える｢～共生ということ～｣と題する心の

安全を拝聴。最後に安全表彰を受けた宮崎、中村両氏が強く安全宣言を読み上げて閉会しま

した。 
                                                      品質管理室 二階堂    茂 
 

安全表彰受賞者は次の通りです。(敬称略) 
〈安全表彰〉年間優良賞   大阪支店建築グループ   宮崎 和一 
       

                       努力賞   大阪支店建築グループ   金子 俊文 
             〃          福岡支店建築グループ   原田 政男 
             〃     建設部建築グループ    野田  剛 
             〃          建設部建築グループ    平湯 信志 
          〃     建設部建築グループ    濱島 隆二 
          〃     建設部建築グループ    佐々木和也                  
                       無災害現場 （仮）阪奈中央看護学校新築工事（所長 宮崎和一）       他２１件 
  

安全衛生協力会の関係 

                   髙藤社長賞  有限会社中村鉄筋工業所 中村  尊 
                   協力会会長賞 末永商事株式会社    水下  昇 
                     〃    有限会社山口工業    伊藤  慶 
                     〃    サクラ工業株式会社   吉田 武司 
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分譲地紹介 

 ６月２２日～７月２日までの９日間、長谷団地公営住宅建設工事現場で研修させていただ

きました。 

  研修前に考えていた以上に現場での仕事は厳しく、こなさなければならない量も多く驚きま
した。 

  また、いくら施工が正しくても問題点が出てくることがありその度に迅速に対処しなければ
ならないので、教科書から得られる知識だけではなく、臨機応

変に対応できる知識や経験が必要だなと実感しました。 

 私は現場での就職を志望しており、今回の研修を通して、大

学にいるだけでは学べないことをたくさんご指導いただきとて

も良い経験になりました。この経験を活かして就職活動をして

いきたいと思います。今回は土間コンクリート打設までしか見

学できなかったので、機会があればまた見学させていただきた

いと思っています。 

 最後になりましたが、お忙しい中ご指導いただきました和田

所長、久田さん、河崎さん本当にありがとうございました。 
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研修報告 九州職業能力開発大学校    源   史子 

源さん 

和田社員 

久田社員 
河崎社員 

地下室のある  住まい ●  地下室は夏涼しくて冬は比較的暖かい 
● 地下室は防音効果にすぐれ、音楽室など 
     の多目的室に最適 
●  敷地スペースを無駄なく利用できます 
●  地震に強い 

建築場所：北九州市門司区東新町１－１－３０ 

敷地面積：１０７．３２㎡(３２．４６坪) 
用途地域：近隣商業地域   準防火地域 
建ペイ率：８０％   容積率：２００％ 

地下 １Ｆ ２Ｆ 

モデルプラン 

 管理：髙藤サービス株式会社 

  お問い合わせ・お申し込みは 

TEL:093-381-0418 

 

 

売り地 
建築条件付 
(建物はフリープランです) 



■ サービスサポート工事   

Ｔａｋａｆｕｊｉ  Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 
髙藤建設ＣＳ事業部 

電球の取替えから水漏れ、建築に関することは全てお任せ下さい。 

どんな小さな工事や面倒な修理でも引き受けます。なにかお困りの点がございましたら、ご気軽にご

相談下さい。 

ＣＳ事業部長 

奈須那     定 
090－５９３８－０５６４ 

建築担当 

矢野  恒徳 
090－５９３８－０５６７ 

建築担当 

前田  克己 
090－５９３８－０５６８ 

建築担当 

宮原  則行 
090－５９３８－０５７０ 

建築担当 

松尾    倫 
090－５９３８－０５５９ 

設備担当 

田中    弘 
090－５９３８－０５６５ 

設備担当 

中    維哉 
090－５９３８－０５６６ 

企画設計担当 

野口  英之 
090－５９３８－０５６３ 

不動産担当 

斎藤  正博 
090－５９３８－０５６２ 

リフォームの匠たち 

髙藤建設のＣＳ事業はCustomer   Service (お客様のためのサービス)を目
的にしています。 

洋室を和室に !            屋上を人工芝に! 

外装の模様替え 

緊急の場合は直接私どもの携帯にお電話を!! 

機械室を研修室に!  
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編集後記 

今年の七夕は、日中はとても暑い一日でした。 

夜には満天の星空が、と思いきや、残念ながら門司では、星は

あまり見えませんでした。 

商店街に飾られた笹の葉に「宝くじが当選したことがみんなに

バレませんようにと言うことを悩んでみたい」と書いてある短

冊を見つけました。それを読んでクスッと笑ってしまいまし

た。≪なんとなく楽しくなる気持ちを大事にする≫それが、幸

せになるためのレシピだと思いませんか？ 

表紙は東京汐留の「日テレＰＬＡＺＡ」です。先日、出張で東

京に出かけた際、日に日に変化する街並みや建物のスケールの

大きさに圧倒され、思わずシャッターを押してしまいました。 


