
 情報通信事業 

電力設備から生産工場プラントまで自動化・省力化・安全確保のための各種監視・計測・管理に対するシステムソリューシ

ョンの提案を行います。 

お客様の設備の安全・安心な環境づくりに貢献します。 

電力監視システム 

刻々と変化する状態をとらえ、素早い対応を可能としたオンデマンド電力監視システムをご提供します。 

電力監視システムを導入することにより、リアルタイムに電力量を監視、予測デマンドを監視することで、各機器の制御を

行うことも可能です。 

計測監視システム 

施設設備の総合パートナーとして、システム設備のコーディネイト、プログラム設置工事まで全ての範囲を自社作業で行う

ことを基本にしています。 

環境問題にも配慮し、安全で安心したシステムの構築と 24 時間体制での対応を目指しています。 

中央監視システム 

業務設備の各機器を中央監視室のパソコンで一括操作できるシステムを、ニーズに応じてカスタマイズし、ご提供します。 

中央監視システムを導入することにより、遠隔地から関連施設をグラフィックでわかりやすく一括管理でき、各設備を最適

にコントロールするとともに、異常事態の発生にも素早く対応ができます。 

バーコード管理システム 

バーコードハンディ端末を活用し、作業者の業務負担を軽減します。 

既設の設備にネットワークを追加することにより、低コストで効率的なシステムを構築します。 

情報通報システム 

通常時や緊急時に公衆回線やインターネットを介し、指定の端末に合成音声やメールによる情報提供を行い、その回答や情

報をリアルタイムに収集・表示できるシステムです。 

ユーザーに合わせたシステム構成でカスタマイズを行い、運用しやすい操作性・機能をご提供します。 

変圧器測定システム 

変圧器内部で発生している放電音を計測し、放電箇所を推定します。 

マイクやトリガ位置を確認しながらの補正を可能にしたシステムをご提供します。 

ケーブルナビシステム 

ダムや発電設備のケーブル情報を電子データとして取り扱い、データベースを 3Dで可視化することが可能となります。 

設備内ケーブルルートの閲覧や最適ルートの自動検索を可能とし、設備の更新時や保守対応時に省力化・短納期化を実現、

コストダウンと確実性を担保します。 
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新年明けましておめでとうございます。一昨年から新

型 感染症による感染者が再び拡大し､年明

けから急激に増加しています。今一度感染対策をご家族

含めて全社員の徹底をお願いします。昨年1/7～8にかけ

て大雪警報が発令されましたが､今年も雪情報に注意し

ましょう。昨年 11/13 英国で COP26(気候変動対策会議)

が閉幕し､石炭(石炭火力発電)の段階的廃止の加速が明

記されています。そんな中､全国の原子力発電所の再稼

働が遅れており､今は 10 基のみ稼動しています。この様

な状況下で新年を迎えることが出来る事に対し､お客様､

納入業者様そして社員の皆様に厚く御礼申し上げます。 

1/5関西電力北陸工事安推会初顔合わせ会において､北

陸支社久米支社長､谷口総務部長から各水系の発電所維

持管理に対するお礼とカーボンニュートラルに対する取

り組みについてお話がありました。今後の製造業の工程

において CO2 発生量を抑える取り組み(省エネ対策)につ

いて十分かどうか､企業として評価されるとの事です。

これを聞いて私共社員一人ひとりが地球温暖化対策につ

いてどれだけ関心を持っているか問われていると思いま

す。今一度真摯に受け止める必要があります。 

昨年工事部門(EEC)では､関東･東海･近畿地方等の県外

工事が多く有り､コロナ禍での作業誠に有難うございまし

た。製造部門(工場)においても和歌山での水力発電所向

け記録計盤(連系用PLC含む)､ 連系変圧器操作盤､補

助盤も3月末予定で がらみの仕事を頂いています。 

代表取締役社長 櫻井 賤男 

工事・製造部門ともに県外遠隔地工事現場が増える中､

社員皆様のご協力をお願いします。昨年は 8月､梯子から

の滑落事故が発生しています。今年度残り 2.5 ヶ月あり

ますが､事故災害の再発防止に全力で取り組みたいと思

います。情報の共有化をお願いします。 

 昨年 NHK大河ドラマ"青天を衝け"は渋沢栄一の｢論語と

算盤｣が有名ですが､私共会社として論語に相当するのが

①でんそくフィロソフィ 18条です。そしてルール規則に

相当するのが②安全の道しるべ､③教訓 50 です。この①

～③をしっかり体にしみ込ませる様お願いします。雑誌

(致知１月号)に松下幸之助(パナソニックの創業者)のも

とで松下政経塾の塾長をつとめられた上甲晃氏の記事が

あったので紹介します。｢私共はコロナ禍になってから 2

年ほど､この困難は大きなチャンスであると自らに言い

聞かせました。敗戦の翌日､松下幸之助は社員に向けて

こうスピーチしています。｢眼前(がんぜん)の破局は､天

の啓示であり､天訓である｣と。あらゆる辛酸(しんさん)

をなめ､日本中が失意のどん底にある中で､このように捉

えられる生き方。それがコロナ禍の今特に求められてい

ると考えています。使命感(ミッション)､志(ビジョン)

を持ってさえいればこの困難は必ずチャンスになると信

じています。｣ 

 年度末が 2.5ヶ月後にやって来ます。製造部､工事部の

両部門の協力で売上げ目標(21 億の)達成に向けて頑張り

ましょう。 

出来ないと言われたことにトライせよ 

 
 

新年あけましておめでとうございます。旧年中は格別

のご愛顧を賜り､厚く御礼申し上げます。新型

の感染拡大は､私たちの生活に大きな変化を与えま

した。廃業を余儀なくされた経営者や､やむなく退職し

た労働者も多く存在しました。しかし､一方で新しい発

想の製品や が生まれてきたのも事実です。2022

年(寅年)は､これらの新しい事業が｢成長する｣､新しい日

常が｢始まる｣年になってほしいと思います。振り返る

と､2021 年は､ 関連の暗い が多かっ

た半面､明るい もありました。大谷翔平選手がア

メリカの で大活躍し､投打二刀流が認めら

れ､日本人初の年間最優秀選手に選ばれたことです。不

可能を可能にする大谷選手の姿は､希望と夢があふれて

います。私も彼の投球・打撃･走塁を､テレビで

しながら観ていました。昨年は､水力発電所屋外開閉所

の機器移設､発電所～開閉所間の電力ケーブル更新工事 

専務取締役 水上 博 
 

を受注しました。8 月中旬から着手したものの限られた

工期の中では､無理ではないかと懸念しておりましたが､

工事部はもとより､製造部及び協力会社様と力を合わせ

て､12 月末に無事完成することができました。工事に携

わった皆様に大変感謝しております。営業としては､こ

の工事を通して､お客様の期待･ にお応えできたこ

とを大変うれしく思っております。また､でんそく

(11,果敢に する)について､お客様の現場

で実践できたことを誇りに思います。2022 年は､新型

も 株に変異し､第 6波が到来し、ま

だまだ油断できない状況にあります。次の現場､水力発

電所の配電盤更新工事もすでに しております。

今までとは異なる苦労はあると思いますが､各部門協力

して壁を乗り越えていきましょう。私たちのひたむきな

努力に対して､虎が微笑んで､幸運を与えてくれると信じ

ます。本年も何卒よろしくお願いいたします。 

年 納 め 会 

頂き､正にこれがこれからの 5G､6G につながる新製品

だと思います。水力発電所の通信インフラをお願い

しています。今年度残り 3ヶ月で何とかビジネスにつ

なげて頂ければ有難いと思います。 

安全面で今年も梯子からの滑落という災害があり

ました。5 ヶ条の最後にある が大切

です。今回の災害は が取れていれ

ば防げたかもしれません。来年 4 月には新入社員が 3

名入社します。その方々含めて活気のある職場にし

ていきたいと思いますのでご協力をお願いします。 

今年 1年ありがとうございました。｣ 

その後は水上専務の万歳三唱で締めくくられ､年納

め会はお開きとなりました。その後各部署で毎年恒

例お楽しみ抽選会が行われました。今年一番の目玉

商品､炊飯器は工事部朝野さん､製造部南山さん､社長

賞は製造部長谷川さん､専務賞は工事部中村さん､常

務賞は工事部竹中さん､営業部森さんがゲットされま

した。 

  令和 3年 12/28､15時半から本社

 3 階会議室にて、年納め会が開催

 されました。今回はコロナ対策

 をしてのリモートを利用しての

 開催となりました。品質月間標

 語の入賞者表彰の後、社長の挨

 拶がありました。｢今年度の売上

 げ目標は 21 億です。目標に向け

てこれからどう行動するかをこれから討議していきた

いと思います。新型コロナウイルス対策について一時

的に収まっていますが､基本的には食事以外はマスク､

手洗い､うがい､3 蜜を避けることが基本と思います。

基本ルールを守るようにお願いします。今年を振り返

った中で東京電力リニューアブルパワー(RP)㈱様か

ら､群馬県の須田貝発電所の仕事を頂きました。先月

安パトにも行き､東京電力 RP㈱様の目時さんという方

と初めてお会いし､普通こちらから仕事頂き､ありがと

うございますというのですが､お客様から今回は対応

ありがとうございますと言われました。それだけでん

そくを頼っていられたのだなと心から感じました。 

でんそくは技術集団です。EEC では現在ケーブル端

末処理､ケーブル敷設､高圧ケーブルの送り出しを含め

てほとんどを外注に出しています。これをでんそく内

でやらないと利益は出ないと考えています。社内で出

来るようにお願いしたいと思います。 

毎年新製品についてお願いしています。今年の 2月

には Dxがらみとして物品管理システムを納入させて 

2021年 11月､あいの風とやま鉄道㈱ 運輸部長 高

野修様より､工事部 専任部長 K.Yさんが感謝状を頂

きました。これは､踏切内に鋼管パイプ 2 本が放置さ

れているのを発見し撤去するとともに現地の安全を

確認､関係各所に連絡したことによるものです。おめ

でとうございます！これからも安全第一に無事故無

災害を継続しましょう。 

感 謝 状 

成人おめでとう！！ 
 工事部 Y.A 

無事に成人を迎えて､これから大人として自立して

いかなければいけないと思うと身が引き締まる思い

です。 

幼い頃からここまで育ててくれた両親にはとても

感謝しています。 

一人前の社会人であることを自覚して、心機一転

がんばります。 

 あけましておめでとうございます。本年も社内

誌をよろしくお願いいたします！ 

お正月はゆっくり休めましたか？コロナも一時

期おさまってお出かけされていた方も多いのでは

ないでしょうか。私も家族で出かけて初詣も行っ

てきたのですがそこで父親が派手に転んでしまい

まして……幸い怪我はありませんでしたがこれか

らまだまだ寒い日が続きます。足元も悪くなりま

すのでお気を付けください！おさまっていたコロ

ナもまた増加傾向です。対策をしっかりして元気

にお過ごしください！ (Y.M) 

★ 資格取得コーナー ★ 
 

＜10 月＞ 一級塗装技能士 

（塗装･金属塗装作業） 

製造部 S.T 

＜12 月＞ 第 3 種電気主任技術者 

工事部 K.S 

＜12 月＞ 消防設備士 

工事部 S.K 

第二級デジタル通信 

工事部 S.K 
～2022 年のラッキーカラー～ 

Dr.コパさんによると･･･ 

山吹色、ワインレッド、クリーム色！ 

◆ 山吹色…黄色よりさらに強力な 

金運パワーがある色 

◆ ワインレッド…自立を促す、ファイト復活の色 

◆ クリーム色…周囲に安心・信頼をもたらす色 
 

2022 年に運気を上げるためのキーワードは、｢攻

撃的･積極的｣の 2 つとのこと。他人に対する攻撃で

はなく､｢人生において攻めの姿勢を貫くべき｣という

意味合いになります。2022 年は守りの姿勢を 180 度

転換し、自身の夢に対して積極的に幸運をつかみに

行くことが望まれる 1 年になるそうですよ。今こそ

高い目標を持って達成できるように努力すべき時か

もしれませんね！ 


