
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月 12日に総務省から発表された人口推計によれば、

昨年の 15歳～64歳の人口は、7,545万 1千人で、割合

は全体の 59.7％となり、比較可能な 1950年以降過去最

低となりました。 

国立社会保障・人口問題研究所の「生産年齢人口（15

～64歳）の推移」によると、2050年の生産年齢人口5,389

万人と予測され、労働力不足の解消を図ることが課題と

なっています。 

厚生労働省の「 働き方改革～一億総活躍社会の実現

に向けて～」では、日本が直面する「少子高齢化に伴う

生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多様化」

などの課題に対応するためには、投資やイノベーション

による生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能

力を存分に発揮できる環境をつくることが必要と提言

されています。 

主要７ヶ国のなかで最も生産性の低い日本において、

当社が属するサービス業は更に生産性が低いとされて

います。当社は、これまで「モノからコトへの提案」に

よる住宅用手すりを中心としたバリアフリーリフォー

ムの市場開拓に取組んで参りました。又「お客様との対

話の仕組み」を持つファーストリフォームによる流通サ

ービスの推進及び新しい技術を求めて協力メーカー様

とのアライアンスによるオープンイノベーションなど

を進めてまいりました。しかし、生産性においてはまだ

まだ発展途上の段階であり、生産性の向上は避けて通れ

ない課題となります。 

「生産性の向上」を目指す上で当社の課題は「環境の

改善」「システムの改善」「モチベーションの改善」など

による「ワークライフバランス」の見直しと捉えており

ます。例えば、業務効率を向上するための設備投資・組

織としての働き方の見直しや個人としての時間の使い

方の気づきなどです。 

以前（2014年 2月号）に建築家のオットー・ワグナー

の新しい建築を生み出す設計原理をご紹介しましたが、 

 

 

 

本質はシンプルな設計手法を求めた原理でした。その一

つの項目「簡単にして経済的な構造」は、ワークライフ 

バランスの目的である、シンプルな構造改革で業務を簡

素化することに通じる部分といえます。 

前期においては、環境の改善として社員の安全と安心

を守るための本社耐震工事の実施とコミュニケーショ

ンを高めるためのオフィス機能の改善に取り組みまし

た。4月からは、事業部制組織から職能別組織への改革

によるシステムの改善の第一段階をスタートしており

ます。一年掛かりですが来期にはより効率的なシステム

が稼働する予定です。 

そして、最も重要なモチベーションの改善については

「やらされ仕事から脱却し、自発的なやってみよう業務

の推進」が大きな課題であります。以前から、協調互敬

の精神でメーカー様と積極的なアライアンスを進め、当

社にない知見や技術の吸収を図り、自己実現と成長を促

す人材の育成に取り組んでおります。 

今期からは新たに、モノづくりに対する高いスキルや

モチベーションを備えたデザイナーや建築家、更には絵

本作家等の芸術家とコラボレーションをスタートし、社

員のスキルや感性の向上とモチベーションの改善を図

る取組みでワークライフバランスの見直しを進めてお

ります。 

これらの「環境・システム・モチベーションの改善」

を進めることで、生産性の向上とイノベーションを図り、

これまでにない商品とサービスのご提案に努めてまい

ります。 

今後も、ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上

げます。 

 

2019 年 

【 ワークライフバランス 】 

取締役 開発本部  

副本部長 開発企画部長兼務 

木村 俊裕 

5 月 1 日 
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株式会社 共和
アルフィン ADシリーズ /AF シリーズ  ブラック色 新色ブラックひさしが新登場！

AD2-2S

AD1T AF796　※LED 照明はオプションです。

AD1
出幅 1001mm～ 2000mm

AD2
出幅 500mm～ 1000mm

透湿防水シート（外壁用） 遮熱・透湿防水シート（外壁用）
ECO 遮熱・透湿コート
アルミコーティング　　 JIS A6111：2004適合品

10 年保証
JIS A6111：2004適合品
10 年保証

住まいを結露から守る！

ECO透湿コート

デュポンTM タイベック®  ハウスラップ デュポンTM タイベック®  シルバー
高密度ポリエチレン不織布タイベック®を採用した透湿・防水シート タイベック®にアルミニウムを蒸着させ、さらに繊維の

一本いっぽんにアルミニウムの劣化を防ぐ
抗酸化樹脂コーティングを施した遮熱シートです。

デュポンTM タイベック® ハウスラップ  ハード　1,000mm×50m
デュポンTM タイベック® ハウスラップ  ソフト　1,000mm×50m

デュポン 株式会社

表面にコーティング
したアルミで遮熱

遮熱性 反射率の高いアルミコーティング面が外壁から
屋内へ伝わる熱エネルギーを遮熱し効果的に反射します。

透湿性 空気を通す特殊フィルムを使用し湿気を外に逃がします。
防水性 外からの水の侵入を防ぎ住宅寿命をアップします。

透湿性 壁内部の水蒸気を外部に排出し、結露の発生を防ぎます。

防水性 壁内部に雨などの水分が侵入するのを防ぎます。

施工性 強度に優れていて施工が容易です。

1000mm×50m（２本入り）1000mm×50m（２本入り）

遮熱遮熱

AD-R
出幅 500mm～ 4000mm

AF796
出幅 600mm

遮熱性
赤外線の８５％を反射

透湿性
湿気を逃がす無数の隙間

防水性
高密度繊維が水をブロック

強靭性
施工による損傷にも強い

デュポンTM タイベック®   シルバー　1,000mm×50m/3,000mm×40m

NEWNEW
建物をクールモダンに演出するブラックひさし



●いすやソファーからの立ち上
がりを安全にサポートする手
すりです。
●横手すり部はφ32ディンプ
ル付です。
●安心の蓄光付（横手すり部）

BZ-N01

〈組立品〉

貸与

●4段手すりで布団やベッドか
らの立ち上がりを安全にサ
ポートする手すりです。
●横手すり部はφ32ディンプ
ル付です。
●安心の蓄光付（横手すり部）

BZ-N02

〈組立品〉

貸与

●ベッドからの立ち上がりを安
全にサポートする手すりです。
●コの字形状でスムーズな動
作が可能になります。
●横手すり部はφ32ディンプ
ル付です。
●安心の蓄光付（横手すり部）

BZ-N03

〈組立品〉
※たよレールアームN
　は含みません。

貸与

●歩行補助やいすやベッドからの立ち上がりを安全にサポートする手すりです。
●ベッドサイド、壁際などシチュエーションに合わせて、手すりの位置を変えられます。
●BZ-N02などにも流用可能な、支柱用の穴が10ヶ所あるマルチタイプのベースプレ
ートです。

BZ-N04

〈組立品〉

貸与

手すりの位置は
どちらでもOK！

■水平手すりは
しっかり握れる
φ32ディンプル付！

■夜間も安心
蓄光ライン！

■支柱取付けが
カンタン！

欲しいところに簡単設置。
据置き式の
手すりシリーズです。
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■ 手すり棒の太さは 
握りやすい 
φ34mm。
■ 手に優しい樹脂被膜です。

90°まで
曲がる！

■ 曲がる手すり棒なら現場
にあった滑らかな 
カーブを実現できます。

■ 直棒手すりなら 
ピッチ1200mmまでOK。 
支柱の数も少なくスッキリ。

熱くなくて
いいね!

ヒンヤリ
しすぎないわ。

夏 冬

最大
12
00
mm
!

2019

建
展

建築材料・住宅設備総合展

10:00～17:00
インテックス大阪6.6 7▲木 金

出展いたします！
手すり総合メーカーをコンセプトに
バラエティ豊かなラインナップを紹介します。
また、転倒予防の啓蒙活動の一環として

お絵かき手すりプロジェクトも展示いたします。
マツ六ブースをぜひ見にきてください。

部材が豊富だから
どんな現場にも
対応できます！

側面に
とめることも
できます。

遮断機式
にも！

こんな
複雑な曲がりも
手すり棒1本で！

1本支柱
手すりも

2段式にも

現場で自由に曲がる
屋外用手すり。 好評 

発売中！

バリアフリー建材
カタログ Vol.17
P.286～

詳しくは

をご覧
ください

にて皆様のお越しをお待ちしています。４号館  504
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弊社では、月間で最も優秀な成績を残した社員を『月間ＭＶＰ』として表彰しています

月間ＭＶＰは

  
２０１９年

Ｎｏ．

442-4
５月発行

５月１７日は、高血圧の日です。

高血圧を放置していると、動脈硬化を起こしやすくなり、

脳卒中や心疾患などの重大な病気につながります。

塩分の多い食べ物を控える、節酒を心掛ける、

有酸素運動をするなど、食生活や生活習慣を見直し、

高血圧にならないよう注意しましょう。

金物建材営業部　大阪支社
主幹　中川　善久（平成１７年入社、平成２８年より現職）

この度は３月度の月間ＭＶＰに選出して
いただき、ありがとうございました。
マツ六の基本精神である協調互敬のもと、
これからも得意先様、仕入先様と一緒になって
頑張っていきたいと思います。
今後とも、ご指導、ご鞭撻のほど
よろしくお願い致します。

先日レコードストアデイというイベントに
参加してきました。年に一度のイベントの
ため朝早くからお店の前に並んで、開店を
待っておりました。その甲斐あって、
お目当てのものを手にすることはできたの
ですが、家族からはその情熱を他のものに
向けたらと言われました。

株式会社 淀川製鋼所
ごみ収集庫

用途に合わせた豊富なバリエーション

下記７種類　DPL/DPS/DPR/DPU
　　DPN/DPO/DPM

ダストピット

副支柱は 15cm間隔で
簡単に任意の長さに
調節できます

昇降がしやすく、
足が疲れにくい
水平形状の
ステップ構造

106㎜

天板高さ×有効高さ×幅（Ｗ）×質量

GSC-180T 　　1.81m×1.22m×125cm×6.7 ㎏
GSC-240T 　　2.41m×1.51m×125cm×8.3 ㎏

アルミ園芸三脚  グリーンステップ
長谷川工業株式会社
スカイラダー

LS-39　　3.89m×0.88m×13.4 ㎏
LS-49　　4.88m×0.96m×19.5 ㎏
LS-59　　5.87m×1.05m×25.8 ㎏

※オプション：専用スタビライザー
各種サイズご用意しています

全長×縮長×質量

最大使用質量
100 ㎏

収納性＆利便性に優れたコンパクト設計

※オプション：スタビライザー



新入社員紹介
１．名前 ２．配属先 ３．出身大学 ４．趣味 

１．有村 翔 

２．名古屋支店　金物建材課

３．大阪学院大学経営学部 

４. アウトドア

１．飯坂 祐一朗 

２．大阪支社

カスタマーサービス課

３．近畿大学生物理工学部 

４. スポーツ観戦

１．勝部 葉月 

２．ファーストリフォーム営業部

カスタマーサービス課

３．兵庫県立大学経済学部 

４．ドラム 

１．貴村 一輝 

２．福岡支店　金物建材課

３．大阪学院大学経営学部 

４．もつ鍋巡り 

１．椿原 雅史 

２．東京支社

カスタマーサービス課

３．大阪学院大学経営学部 

４．テニス 

１．関 風花 

２．開発企画部

マーケティング課

３．大阪芸術大学芸術学部 

４．映画鑑賞 

１．南 大地 

２．東京支社

カスタマーサービス課

３．近畿大学生物理工学部 

４．バスケットボール 

１．世森 純香 

２．ファーストリフォーム営業部

カスタマーサービス課

３．龍谷大学文学部 

４．読書 

9名の新入社員が、配属され赴任いたしました。 

ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。 

１．小萱 貴大 

２．住宅資材部

   　　東日本営業部署

３．近畿大学生物理工学部 

４．音楽鑑賞 




