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　記念すべき第10回目は、コロナ禍により小学校生活が一変する中、
児童の負担にならないようにと例年より募集期間を長くしたり、学校
にも無理のない範囲でお任せすることで何とか実施に漕ぎつけました。
　授業時間も夏休みも削減され、子どもたちの生活も自粛・制限され
る大変な中でしたが、736点もの作品が集まりました。
　10月には、女性部会役員を中心にした審査員会で厳正なる審査を行
い、29点の入賞作品と学校賞に中郷小学校を選出いたしました。応募
作品には、子供たちが一生懸命に取り組んだ姿が映し出され、審査に

苦労する場面が多々見られ、嬉しい審査会となりました。
　また表彰式では、上位入賞者の学校を訪問し、賞状と
副賞を授与致しました。入賞作品29点をタペストリーに
して敦賀市立図書館、各銀行ロビー、各小学校を巡回し
展示を行っております。２月からの確定申告期には、敦
賀税務署・敦賀市役所でも展示致しますのでぜひご覧く
ださい。

　毎年恒例のファミリーコンサートも、新型コロナウイルスの影響で開催も危ぶま
れましたが、万全の感染防止対策を講じ無事開催する事ができました！
　今回は、三味線&ピアノ「陽影月ライブ」。陽影月の皆さんも最近は、無観客ライ
ブや動画配信が活動の中心となる中、久しぶりのライブとの事。津軽三味線とクラ
シックピアノの異色の組み合わせも、観客を包み込むような癒しの曲から力強く激
しい曲までバリエーション豊かで、おなじみの津軽じょんがら節やピアノソロでの
心優しいオリジナル曲、皆さんご存知の「地上の星」や、最近話題の鬼滅の刃から「紅
蓮華」など、幅広いジャンルのカバー曲をアレンジして披露。手拍子が鳴りやまな
い中、アンコール「千本桜」含め全17曲で大いに盛り上がりました。
　MCではまるで漫才コンビを思わせる岡野兄弟と、ちょっとクールなピアノの大将
さんとの3人の掛け合いも楽しく、会場内は笑顔でいっぱいになりました。また、福
井へはこれまでに80回超も来県していて「福井は第2の故郷です！またお会いしま
しょう！」と嬉しい約束をして頂きました。
　このコロナ禍の中、テンポの良い三味線の音色とパワフルなピアノ
のリズムにたくさんの元気と勇気をもらい、演奏後には「久しぶりに
生で音楽を聴けて最高の時間でした」「たくさん笑って元気をもらいま
した」「また来年も来ます！」と喜びの声が聞かれ、素晴らしいファミ
リーコンサートとなりました。ご来場いただきました多くの皆様あり
がとうございました。
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 税を考える週間
「ファミリーコンサート」

三味線&ピアノ 
陽影月ライブ
開催日
会　場
演　奏

参加者

令和2年12月11日
プラザ萬象 小ホール
三味線＆ピアノ 陽

ひ か げ つ

影月
Masa（津軽三味線）……岡野兄弟／兄
Tetsuya（津軽三味線）…岡野兄弟／弟
Taisho（ピアノ）

94名

息の合ったパワフルな演奏を披露

素晴らしい演奏に拍手喝采女性部会 篠原部会長のご挨拶

新型コロナ感染拡大防止対策として以下項目を実施しました
出入口に消毒用アルコールを設置／検温／マスク着用／
演奏者フェイスシールド着用／広い会場にて席の間隔を空ける／
休憩時間に換気を行うなど

顔
かお

学
がく

とは、顔にある情報を探り分析して、顔の持っている力
を探り学ぼうというもので、美容師の立場から、顔学、個性
美学、そして笑顔の大切さ、その効用を皆さんにお伝えします。

顔も元気、心も元気

公益社団法人 敦賀法人会 女性部会

令和3年　新 春 研 修 会

会　場

開催日

研修会

ニューサンピア敦賀 気比の間（予定）

13：30〜15：00
「顔も元気、心も元気」
［講師］顔学インストラクター 前田 紘一氏

15：10〜15：40 
Taxセミナー

［講師］敦賀税務署長 西出 由紀氏

15：40〜15：50
大同生命保険（株）よりご案内

令和3年2月9日（火） ※新型コロナウイルスの
今後の状況により、日程
等変更になる場合がご
ざいます。

※女性部会以外の方でもご参加いただけますが、お申し込みが必要です。  お申し込み先：公益社団法人 敦賀法人会 TEL.0770-25-4700

今後の予定

陽影月専用のステキな暖簾

え

ぜ  い
か  ん第10回

令和2年度 に する税 関
はがき絵 コンクール

ぜ  い
か  ん

え

目　的  絵はがきを通して税の大切さや、その役割を知り学ぶ機会にな
れば」と租税教育活動の一環として、また、地域社会の健全な
発展に資することを目指し実施しました。

テーマ  税に関する絵（絵はがきサイズ）
応募総数  敦賀市内の小学校12校の5・6年生より736点
審査会  令和2年10月2日　ニューサンピア敦賀
審査員  審査委員長：新世紀美術作家協会会員  谷口さやか 氏
　　　　審査員：敦賀税務署長  西出由紀 氏
　　　　　　　　敦賀税務署  法人会税部門  統括国税調査官  梅嵜大樹 氏
　　　　　　　　敦賀法人会  家髙会長、加茂広報委員長
　　　　　　　　女性部会  篠原部会長  他役員5名 ／合計11名
学校賞  中郷小学校
表彰式  令和2年10月23日　最優秀賞他　粟野南小学校
　　　　　　　　　　　　　敦賀税務署長賞他　咸新小学校
入賞作品展示会  市内各所でタペストリー掲示し巡回中

最
優
秀
賞

最
優
秀
賞

粟
野
南
小
学
校 

6
年

冷
水 

渚
咲
さ
ん

10/23　粟野南小学校にて

10/23　咸新小学校にて オルパークにて
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家髙会長：あけましておめでと
うございます。会員の皆様に
は、ご家族お揃いで輝かしい
新年をお迎えのこととお喜び
申し上げます。昨年は新型コ
ロナウイルスの影響を大きく
受けた大変な一年だったと思
います。各事業所におかれま
しても、業務内容を含め大き
な変化があったのではないか
と思います。当会でも、3密を

避けるなど感染防止対策を徹底した中での事業活動とな
り、皆様には様々なご苦労をおかけしたと思います。
　年が明けても新型コロナウイルスの収束は見えません
が、これは日本のみならず、世界全体が同じ状況であり、
非常に厳しい経済環境にあります。最近ではワクチンの
開発・接種も少しずつ始まりましたが、回復までには未
だ少し時間がかかるように思います。昨年来の状況下に
より、あらゆる社会・経済活動・SDGs を含めた環境の変
化のスピードが増してきました。私たちもその変化に
しっかり対応できるよう努めてまいりたいと思います。
　さて、今年は丑年ですが、丑は粘り強さや堅実さを表
す年と言われております。当会は昭和36年7月に設立
し、今年で60周年を迎えます。社団化をして41年、公
益社団法人として10年、女性部（当時は婦人部）は35
年、青年部が27年になります。地に足をつけて一歩一
歩ずつ確実に進んでいく事が大切かと思います。会員の
皆様におかれましては、今年がより良き一年になります

篠原部会長：新年明け
ましておめでとうござ
います。本年もよろし
くお願いいたします。
　私たち女性部会は、
昭和61年6月「敦賀法
人会婦人部」として、
金沢国税局管内法人会
第1号の婦人部として
設立されました。平成
6年に「女性部会」に
名称変更し、今年35周年を迎えます。部会長初代の刀
根美智子さん、第二代の下西てる子さんより引き継ぎ、
私で第三代目となります。
　今日はこの座談会で、いろいろなお話を伺いたいと思
いますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。

敦賀の印象・地元に対する思いは？
家髙会長：当会は歴史ある女性部会ですが、敦賀税務署
初の女性署長となる西出様は、敦賀勤務となり半年が過
ぎましたが、こちらの印象はいかがですか？
　また、総務課長の坂本様は、敦賀のご出身との事です
が何か地元に対する思いはありますか？
西出署長：私は福井県の勤務が初めてとなり、赴任する
までは福井県をひとくくりに「北陸」というイメージで
おりました。しかし、着任してみると、嶺北と嶺南では
少し違った文化を有し、敦賀は思っていた以上に中京・
関西圏を身近に感じる地域なのだと感じております。

事を祈念いたしまして、年頭の挨拶とさせていただきま
す。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
西出署長：新年明けましておめでとうございます。令和
3年の新春を迎え、公益社団法人敦賀法人会の会員の皆
様方に、謹んで新年のお慶びを申し上げます。
　会員の皆様方には、平素から税務行政の円滑な運営
に、深いご理解と多大なるご協力を賜り、厚くお礼申し
上げます。貴会におかれましては、このコロナ禍におい
ても、税制・税務に関する研修会をはじめ、児童に対す
る租税教育の一環として「税金教室」や「税に関する絵
はがきコンクール」、税制全般を対象とした各種の広報
や「ファミリーコンサート」の開催など活発に活動をさ
れ、税のオピニオンリーダーとして、地域企業と地域社
会の健全な発展に多大な貢献をされています。これもひ
とえに、家髙会長をはじめ会員皆様方の熱意と平素から
の法人会活動に対するご尽力の賜物と深く敬意を表する

次第です。
　今回は女性部会の座
談会という形ですが、
敦賀法人会の益々のご
発展と新しい年が会員
の皆様方及びご家族の
方々にとりまして、幸
多き年となりますよう
お 祈 り 申 し 上 げ ま し
て、新年のご挨拶とさ
せていただきます。

　地理的なことを考えれば当然かもしれませんが、敦賀
から関西圏へ通勤している方もいれば、その逆もあり、
改めて、ここ敦賀が交通の要衝であることを感じる毎日
です。
坂本課長：私は久しぶりに地元
での勤務となり、また、総務
課長という外部の方ともお話
させていただく機会の多い立
場でもありますので、地元で
の繋がりも活かして署の活動
を行うことができればと考え
ておりました。
　しかし、ご承知のとおり、
昨年の年明け以降は新型コロ
ナウイルス感染症の影響によ
り、関係団体の方との活動も
制限することとなり、少し歯がゆい気持ちです。

新型コロナウイルス感染症の対策は？
家髙会長：そうですね。昨年よりコロナ禍で大変な時期が
続いていますが、女性部会の皆様は、会社ではどのよう
な対策をとられていますか？その他にも従業員の事、地域
の事など、支えることがたくさんあると思うのですが…。
木原良子氏：当社では、手洗い、消毒、マスクの着用、
三密を避けるなど、当たり前の対策をきちんと行うよう
にしています。オリンピックの延期をはじめ、いろいろ
なお仕事で支障をきたされているようですので、1日も
早い終息を祈っております。

～敦賀税務署長・総務課長を囲んで～

敦賀税務署　署　　　　長　西 出　由 紀 氏

　　　　　　総 務 課 長　坂 本　文 子 氏
　　　　　　法人課税部門
　　　　　　統括国税調査官　梅 嵜　大 樹 氏

敦賀法人会　会　　　　長 家髙  伊知郎 氏　㈱家髙
　　　　　　女性部部会長 篠 原　京 子 氏　㈱あめりか屋
　　　　　　女性部副部会長 木 原　良 子 氏　㈱キハラ
　　　　　　女性部役員 奥 井　光 子 氏　㈱奥井海生堂
 矢 田　寿 代 氏　㈲丸和製材所

　令和2年7月、敦賀税務署長に西出由紀氏、総務課長に坂本文子氏、法人課税部門統括国税調査官に梅嵜大樹氏
が着任されました。法人会は、多くの企業からなる団体として、企業発展のため、また社会貢献のためにも女性を
中心とした事業を展開しております。
　新型コロナウイルスの流行一色だった令和2年、収束が見えないまま、令和3年の新春を
迎えました。このような中、新春企画として「コロナに負けるな！」で元気に活躍される
女性の皆様にお集まりいただきました。

開催日   令和2年12月22日　　　　　 場　所   敦賀駅前合同庁舎　4階会議室

出席者

新春特別座談会

敦賀法人会 会長
家髙  伊知郎 氏

敦賀法人会  女性部部会長
篠原  京子 氏

敦賀税務署長
西出  由紀 氏

敦賀税務署  総務課長
坂本  文子 氏
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（※詳細は11ページをご覧ください。）

奥井光子氏：当社では、新型コ
ロナウイルスの感染者が出ま
したので、出来ることはいろ
いろと見直しを図ったうえで
対策しております。室内の換
気、検温、部外の方の入室制
限などはもちろんですが、県
外に出る場合の届け出等を社
員全員に徹底し、会社として
出来ることに努めております。

確定申告での対策は？
篠原部会長：敦賀税務署でのコロナ対策はいかがでしょ
うか？ 2月からは確定申告がスタートしますよね。当会
の会員様もたくさんの方々が申告会場を訪れると思うの
ですが、良い申告方法等を教えて下さい。
西出署長：税務署では、新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止のため、職員一人ひとりが感染防止の3つの基本
である①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い

（消毒）を徹底し、窓口業務等において納税者の方々との
面談に当たっても「新しい生活様式」に基づく各種の感
染防止策を徹底し、感染防止に努めているところです。
　2月からの確定申告につきましても、確定申告会場に
人が集まることにより、いわゆる「密」となるのではと
懸念しております。それを避けるためにも、今年の確定
申告は、混雑する税務署ではなく、是非、自宅で申告書
の作成・送信を行うことができる e-Tax を積極的に行っ
ていただきたいと思います。
　e-Tax による申告は、パソコンだけでなく、スマート
フォンからも行うことができます。マイナンバーカード
とマイナンバーカード読取対応のスマホがあれば、マイ
ナポータルとの連携により、一部の生命保険会社に限ら
れますが、生命保険料控除証明書などの申告に必要な情
報をまとめて取得し、金額や発行元の情報が自動で入力
されるなど、申告書の作成がさらに簡単にできます。会
員の皆様方のみならずご家族・社員の方々にも活用して
いただきますようご協力をお願いいたします。
梅嵜統括：また、e-Tax 等により作成・提出することが
できず、税務署への来署を検討されている方につきまし
ては、本年、初めての取り組みとなりますが確定申告会
場の混雑緩和を図るため、確定申告会場へ入場できる時
間枠が指定された「入場整理券」が必要となります。こ
の 「入場整理券」は、敦賀税務署で当日配付されるほか、
右記の QR コードを読み取りご利用いただ
ける「国税庁の LINE 公式アカウント」を
用いた事前発行を行う予定です。

性が活躍する職場となっていくような気がします。
奥井光子氏：女性の活躍できる時代が訪れていると感じま
す。これからの時代は様々な立場の方の意見が反映され
て、少しずつ日本も変わっていかなければと思いますね。
家髙会長：これから AI 化が進めば、今以上に女性が活
躍する社会になってくると思います。体力の差も関係な
くなり、生産性も上げる事ができます。
矢田寿代氏：そうですよね、女性が活躍の場を広げ、職
場でも自宅においても様々な場面で、女性ならではのき
め細やかな配慮によって下支えすることが出来るのでは
と感じます。

印象に残っているお仕事は？
木原良子氏：お二人とも
いろいろなお仕事をさ
れたと思いますが、そ
の中で印象に残ってい
る事はございますか？
西出署長：一番印象に
残っているのは、5 〜
6年前に携わりました
酒類業調整官というお
酒の仕事でしょうか。
酒税の申告を処理して
調 査 す る 部 署 で は な
く、いかに日本の酒蔵さんや酒類業界を盛り上げるかを
考えた、税務署においては少し珍しい仕事でしたので、
貴重な経験をさせてもらったと思っています。
坂本課長：私は、法人税の税務調査の経験が長いので、
業界に精通したたくさんの代表者の方と接する機会が多
く、幅広い知識を習得することができ、大きな影響を受
けた事が今の私の大きな財産になっています。

厳しい冬の乗り切り方は？
家髙会長：元気いっぱいの女性目線での貴重なお話をあ
りがとうございました。まだまだ、北陸の厳しい寒さが
続きます。皆さんの寒い冬を乗り切る方法を教えてくだ
さい。
西出署長：先日、思い切ってアルパカ製の毛布を購入し
ました。心地の良い温もりと快適な睡眠で冬を乗り切り
ます。それと喉が弱いので対策とし
て、数年前から寝る時もガーゼのマ
スクで喉の潤いを保ってます。
篠原部会長：外出が減る冬場など
は、自宅で読書や映画なども見られ
ますか？

今後の見通しは？
家髙会長：あわせて、コロナ禍関連税制の現状と今後の
見通しについて教えてください。
西出署長：令和2年4月の新型コロナ税特法の成立・施行
により、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が
大幅に減少している方には、延滞税が免除となるなどの
特例猶予の制度がありましたが、今後はその納期限が順
次到来することとなりますので、ご注意ください。
　また、新たに納付が困難となった場合や、特例猶予の
制度をご利用されていた方が、既存の納税猶予の適用を
受けられたい場合には、新たに税務署へ申請を行う必要
がありますので、税務署までお問い合せいただければと
思います。

幹部職員の女性の割合は？
女性の活躍については？

矢田寿代氏：コロナ禍
では、法人会でもオン
ラインセミナーだけで
なく、リモート座談会
なども開催されるよう
な時代になってくるの
でしょうね。
　お話が少し変わるの
ですが、金沢国税局管
内、約3割が女性職員
とお聞きしましたが、
差し支えなければ、幹

部職員様の女性割合をお伺いできますか？
　また、男女雇用機会均等法制定後の女性活躍について
どう思われますか？
西出署長：金沢国税局、税務大学校金沢研修所、金沢
国税不服審判所内の幹部職員の女性割合は、1割前後と
いったところでしょうか。署長の女性割合は、15署あ
るうちの2署が女性の署長となっており、局等から比べ
ると少し女性割合は高くなっているのかと思われます。
坂本課長：総務課長については、15署のうち3署が女性
の総務課長であり、女性割合は2割となっております。
ここ数年の採用される職員を見ると、私たちの年代と比
べ、女性の割合も多くなってきていると思いますので、
幹部職員の女性割合が高くなっていくのは、これからな
のかもしれません。
　最近の私どもの職場においても「働き方改革」、「ワー
クライフバランス」といった言葉がよく使われるように
なり、育児休業を取得する男性職員も増えてきておりま
して、そのようなことが浸透すれば、これまで以上に女

西出署長：ジャンルにこだわ
らず、いろんな文庫本を購入
して読みますが、池井戸潤作
品はほぼ全て読破しています。
下町ロケットと半沢直樹のシ
リーズは何回読んでも飽きま
せん。スマホを買ったきっか
けも電子書籍を読む為でした。
今は通勤時間が長いので、ス
マホで映画も見るようになり、
興味のある映画を片っ端から
見ていますが、特に「スカッ」
とする映画が好きです。
坂本課長：私は両親の影響でい
ろんなジャンルの歴史物が大
好きです。特に戦国時代や幕
末などの時代劇は必ずチェッ
クします。それと、鉄道オタク・撮り鉄ならぬ「時刻表鉄」
なので、西村京太郎の鉄道サスペンスも好きです。
梅嵜統括：私は身体を動かす方が好きなので、本を読む
機会は少ないのですが、最近、子供と一緒に「鬼滅の刃」
の映画を見てきました。女性部会のファミリーコンサー
トでも「鬼滅の刃」が演奏された時に皆さんの盛り上が
りを見て、改めて多くの方に受け入れられているんだな
と感じました。
木原良子氏：コロナ禍の中で気分が落ち込む時もありま
したので、「寅さんシリーズ」を見て、泣いたり笑ったり
して、心も暖かくなり元気をもらっています。

敦賀法人会に対するご意見・ご要望は？
家髙会長：最後に、敦賀法人会に対するご意見やご要望
をお聞かせください。
西出署長：税務署では先ほど述べました確定申告を迎え
ることとなります。その他にもコロナ禍という状況下で

「軽減税率制度の定着」、「e-Tax の一層の普及及び添付書
類を含めた電子化の推進」、「キャッシュレス納付の普及
拡大」といった様々な課題にも取り組んでまいりますが、
今後とも税の良き理解者である敦賀法人会の皆様方との
連携・協調を図ってまいりたいと考えておりますので、
なお一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上
げます。

敦賀法人会 女性部役員
奥井  光子 氏

敦賀税務署  法人課税部門
統括国税調査官  梅嵜  大樹 氏

敦賀法人会  女性部役員
矢田  寿代 氏

敦賀法人会  女性部副部会長
木原  良子 氏
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最近、北陸新幹線工事などで大きなクレーン
車をよく目にするようになりました。今回は、
このような大型建設機械を扱う企業を訪問
し、業務内容・やりがい等についてお聞きし
ました。

Z      M-IN!!OO
会員事業所に

ズーム・イン

　弊社は1960年の創業より、大型トラックでの建設資
材や工場の原料の運搬を主として行ってきましたが、
昭和40年代の原子力発電所の建設を機に建設現場での
クレーン工事やそれに付随する仕事も並行して行うよ
うになりました。その後徐々に市内外の建設会社様な
どからクレーン作業に対するご用命が増え、運送事業
メインからそちらにシフトしていきました。クレーン
と一言で言っても色んな種類がありますが、弊社が保
有するクレーンは道路走行が可能なラフタークレーン
と呼ばれる移動式タイプのものがほとんどです。詳し
くはこちらをご覧ください。 
https://kyoeishoji.com

A1
　創業以来、一般土木・基礎工事・海事工事・ク
レーン作業の４つの柱を重点に営業活動を展開して
おります。
　最近の主たる工事、北陸新幹線整備工事関係では、
タワークレーン及び特殊クローラクレーンを所有し
ていることから、クレーン作業のご用命を頂いている
他、福井県及び敦賀市より新幹線敦賀駅へのアクセス
道路等の駅周辺整備工事を受注いたしております。
　また、海事工事では、長年に亘り蓄積した経験を活
かしながら、自社所有のクレーン付き作業台船を活用
し、敦賀港の岸壁拡張工事や海岸保全・海岸環境整備
等の工事を受注いたしております。

A1

　わが社では、クレーン作業をはじめ、フォークリフ
ト作業、重量物運搬等の仕事をしています。
　主にクレーン作業が多いですが、最近は、重量物運
搬もクレーン作業と共に需要が増えてきています。ミ
ニラフタークレーンでの建方作業から大型クレーンに
よる桁架設工事などをはじめ、リフトによる港湾等で
の積込作業やフォークリフトでの桁取出し作業も行っ
ています。
　重量物運搬は、県内外を問わず、資材や鉄骨運搬ま
た精密機械運搬も安全に作業の全てを完了できるよう
取り組んでおります。

A1

　我々の仕事は仮設工事の一環で直接モノを作ってい
ません。例えば新設される社会インフラの整備工事な
どでは、資材の荷揚げや重量機械の据付などは行いま
すが直接作り上げていく職種ではありません。ゆえに
成果は見えにくい業種ではありますが、出来上がった
道路や港湾、学校や病院、工場やマンションなどをの
ちに見たり触れたりすると感慨深いものがありますし、
社会に必要とされている仕事だと自負することが出来
ます。一方で一つ間違えれば大事故に繋がるリスクと
は常に隣り合わせで気の抜けない仕事です。

　創業より60年余り、地域の方たちや多くのお得意様
にご愛顧いただきながら絶えず前を向き技術革新と積
極的な設備投資を行って進んでいきたいと思っており
ます。現在、大小17台のクレーン車、また祖業である
運送部門においても重機運搬用の25t低床トレーラー
や15tセルフユニック車、フラット台車トレーラーなど
益々お客様のニーズにお応え出来るよう各
種車両を増強させております。現在真っ只
中の新幹線延伸工事でも弊社の多くの車両
が活躍しています。業務拡張のため、一緒
に汗をかいてくれる仲間を広く募集してい
ます。他業種からの転職も大歓迎です!!

A2

A3

　敦賀―大阪間の間断なき着工と舞鶴若狭自動車道の
全線４車線化の早期事業化に期待を寄せながら、北陸
新幹線整備工事に関わらせて頂いております。また、
嶺南地域は多くの豊かな地域資源を有しており、それ
を生かした新たな産業の創出が重要課題です。この観
点から、当該地域にとりまして、敦賀港の整備拡張は
将来の発展に必ず繋がるものと期待いたしております。
最近では、圃場整備・ため池築造工事等の農業基盤整
備に挑戦しており、地域農業の発展に少しでも貢献で
きれば有り難い限りです。

　創業より、重機械土木に重点を置き事業展開して参
りましたので、多種多様な建設機械を多数保有してい
ます。それに加え、自社でそれらの建設機械の保守メ
ンテナンスも出来る体制が整っており、様々な工事を
受注してもリース機械に頼らず、自社所有機械で施工
が可能です。また人材は、施工監理の
経験豊かな技術者が多数そろっており、
日々、新技術の取得を目指し励んでお
ります。
　弊社の強みは『機械力とそれを生かす
豊富な経験及び優れた技術』と自負して
おります。

A2

A3

　どのような仕事でも、事前の現場での打合わせや
情報をもとに、作業プラン安全書類の確認等を、営業
と作業者の間でしっかりと精査するように努めてい
ます。
　わたくし達の業界では、若い人が育つのは大変だと
思っております。業種にもよりますが、各種資格を取
得して、これから現場で活躍！ という大切なところ
で、考え方や思いが変わってしまうのはとても残念に
感じます。時代の流れや考え方の相違もありますが、
根本的な事は同じだと思っていますので、人材育成の
大変さを痛感しているこの頃です。

　わが社では、安心安全をモットーに、お得意様に満
足と信頼をしていただけるよう日々取り組んでおり
ます。
　令和２年は、コロナ禍で本当に大変でしたが、建設
関係や土木関係は現場が止まるようなこともなく動い
ておりましたので、有り難い事と思っています。
　令和３年を迎えましたが、こ
れからも、今まで以上に従業員
の健康管理第一に日々の業務
に努めていきたいと思ってお
ります。

A2

A3
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〒914－0028
敦賀市中36号14番地4
TEL.0770‒25‒3500
FAX.0770‒25‒3502

〒914－0041
敦賀市津内8351（布田町）
TEL.0770‒23‒3300
FAX.0770‒23‒6700

〒914－0812
敦賀市昭和町1丁目712
TEL.0770‒22‒0041
FAX.0770‒22‒0040

共栄商事 株式会社 株式会社 安田建設

丸山重機 株式会社
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