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WE ARE CHALLENGERS！

編

集： 営業部

令和 4 年始動
本年も宜しくお願い申し上げます。

これからの 50 年に向けて

代表取締役

向井 潔

皆様、明けましておめでとうございます。
この 2 年間、ほぼ新型コロナウィルス感染症に翻弄
された状況でしたが、本年は終息に向かい少しでも経
済活動含め生活が元に戻ることを祈念しております。
新変異株等新たな動きも見られますが、弊社におい
ても引き続き感染防止に努め、お客様や協力会社を含め業務に影響
を出さないよう注力して参ります。
昨年は弊社の創立 50 周年の記念の年でした。お客様をご招待して
感謝の集いを開催予定でしたが、コロナ禍により開催を断念せざる
を得なかったのは断腸の思いでした。還暦である 60 周年若しくは
3/4 世紀の 75 周年で改めて謝恩の機会を設けることができるよう、
継続して社業の発展に努めて参ります。
さて、昨年 10 月、それに向けて中期経営計画を新たに策定・発表
いたしました。
まず、普段使用している電気はその裏では様々な方々の努力によ
り安定供給が行われており、我々もその一翼を担っております。電力
の安定供給を支えることが文化の発展を下支えすることにつながる
との強い想いから、経営理念を「電気技術でみなさまの暮らしを支
え、社会、経済、文化の発展に貢献します。」と定め、企業として、
社員として、行動指針を基に社員一人一人が技術力を高め、真剣に業
務に取り組むことを誓います。
また、中期経営ビジョンとして、得意分野である電力系統および発
電部門の保護・制御における信頼性の維持向上、カーボンニュートラ
ルに向けて当社の技術を基盤にした新技術に取り組み、CO2 削減を通
じた社会貢献を行うことなどを掲げました。マクロ・ミクロ環境に対
し社内の課題も多々ありますが、お客様や協力会社、お取引先様から
必要とされる会社であり続けられるよう、一人一人が経営理念に込
めた思いを理解し行動することで、更なる発展ができると確信して
います。
写真からも覗えるように弊社も若いメンバーが増えてきました。
皆様からの叱咤激励は個々、会社の成長には不可欠ですが、特に若手
には一つ一つが糧になると思っております。どうぞお力添えをお願
いいたします。
末筆ながら本紙をご覧いただいておられます皆様のこの一年のさ
らなるご発展を祈念し、新年のあいさつの結びと致します。本年もど
うぞ宜しくお願い申し上げます。

十二支は「寅」ことわざは「虎」

専務取締役

鈴木 強

！

明けましておめでとうございます。
2022 年の干支は、
「壬寅(みずのえとら)」です。この
干支の方は、家族思いの性格だそうですが、一歩外に出
ると他人に本心を見せない為、周囲に敵を作ってしまう
事もあるそうですので注意して下さいね。
2022 年の今年は「虎の威を借る狐」とならないよう、自重して当
社の「虎の子」を大切にして行きたい。しかし、「虎穴に入らずんば
虎子を得ず」と言いますのでリスクを恐れず、チャンスには素早く行
動できるよう「虎視眈々」と機会を待っていたいと思います。大きな
「虎の尾を踏む」ことの無いよう準備万端怠らず。
「虎は千里を行って千里帰る」と言います。当社も勢い盛んで大きく
前進できるように皆で頑張って行きましょう。

年頭御挨拶

相談役

向井 隆

お陰様で創業以来 51 回目の新年を迎える事が出来ま
！
した。
昭和 46 年に宮の森で細々と開業してから北海道電力
様他多くのお客様のご支援、ご指導と社員の皆様の努
力により今日を迎える事が出来、感謝の毎日です。
この 50 年の間に 2 名で創業したのが現在 100 名を超す陣容になり
ました。私たちの企業は人員の数で業績を評価される訳ではありませ
ん。如何に困難な仕事を依頼されても的確に安価に、そして早くご要
望を実現出来、回答を出すこと、それを基にご注文を受けたら確実、
安全、使いやすく製造し、お客様に喜んで頂ける商品としてお納めす
ること。非常時においては迅速に対応することと作業の応対を逐一記
録して関係する上司､部下だけで無く関連する皆様に現状を知っても
らい、場合によっては適切な応援も貰えるつもりで対応、仕事をしま
しょう。
今年も良い思い出が出来る年になるよう心掛けましょう。

各部長より今年の抱負
取締役営業部長 塚本 博司

！

時代の変革を捉え、営業の裾野を広げ、新たな分野に挑戦します。
第一技術部長 柿崎 淳

安全第一で製品・施工の品質を向上させるための継続した活動を行います。
第二技術部長 田中 勝

各種装置の設計・施工技術に関し、若手への技術継承を継続します。
総務部長 中村 嘉孝

目の前の課題は壁か、扉か。今年も一つでも多く課題解決に挑みます。
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ESC Introduce／技術者が製品・業務を紹介します

フルーク特約店の ESC から新製品のご案内

電気所用ネットワークカメラ設計･製作

産業用超音波カメラ～目に見えない脅威を発見～

制御システム 2 課

フルークイチオシの測定器をご紹介します！高圧設備監視に‼

田村 紘輔

2019 年度入社

電力会社では遠隔地や規模の大きい電気所における現場状況確認
や事故時の初動対応など維持管理の効率化のためネットワークカメ
ラによる監視システムを整備しており、弊社でもこれまで多数の電
気所に納入させていただいております。
私は昨年よりネットワークカメラの設計･製造に携わっておりま
すが、工場内での作業が主であった中、一度だけ現場に調整作業へ行
く機会がありました。そこで見えたのはカメラの保守性を向上でき
る可能性や、設置環境に配慮した構造検討の余地がまだあることな
ど、さまざまな課題でした。現場作業での経験を活かしてよりよいも
のを作れるように取り組んでいきたいと思える有意義な機会となり
ました。お客様からも直接御意見を賜りたいと思いますのでお会い

＜ Fluke ii910 Precision Acoustic Imager ＞
HP より 〇迅速で容易な部分放電検出と部分放電テスト
〇稼働停止時間の削減と稼働時間の増加
〇部分放電の発見と修理により、日々のコストを削減し、エネルギーを節約
〇部分放電を記録し解析するための PDQ モード

本製品は目に見えない部分放電、コロナ放電、ガスおよび真空漏
れを音響画像処理により容易、迅速かつ早期に発見するオールイン
ワンツールです。高圧機器の点検の効率化に寄与できます。
詳しくは右記 QR コードからアクセスいただきフルー
ク製品ページをご覧ください。御見積など購入について
は弊社営業部まで。ご連絡をお待ちしております。

しましたら御指導のほどよろしくお願いいたします。
最後に、現場で見て聞いて得られ
ることは数多いですが、DX などで
経験共通できるような仕組みを提案
し同僚や後輩と共有しスキルアップ
につなげていくことができればと思
いました。

旭川工業高等専門学校 弊社工場見学
上飽別発電所 祝運開！安定運転祈願開催

c

昨年 12 月 22 日 3 年半にわたり水車発電機から配電盤まで取り替
える再設工事を行っていた上飽別発電所が無事運開を迎え、翌 23 日
に据付配線工事を請け負った株式会社アイテス様主催で、発注元で
あるほくでんエコエナジー株式会社様他、水車発電機を納入した東
芝エネルギーシステムズ株式会社様、弊社経由でハイブリッドサー
ボを納入した日本工営株式会社様、弊社出席のもと、阿寒神社より
宮司を迎え安定運転祈願が執り行われました。
祈願後の直会では、発注者、来賓の方々の挨拶で無事故無災害で
の運開への感謝の言葉や、東芝エネルギーシステムズ株式会社様か
ら水車解析による高効率化や保守性を高めた最新型である旨のお話
がありました。最後にスライドショーによる工事概要の紹介にあっ
た「100 年続く発電所として安定運転の継続」を祈念して閉会いたし
ました。
また、多くの皆様から弊社担当者へのねぎらいの言葉もいただき
厚く御礼申し上げます。

旭川工業高等専門学校第 4 学年生が種々の企業を巡る見学旅行と
して、昨年 10 月 20 日、総勢 35 名の方々が弊社工場の見学に訪れま
した。工場では、製品に使われている技術や設計書類をはじめ、配
電盤の組立配線、制御機器の細かい作りこみ、試験開発の様子など
普段学校の授業では見慣れないようなもの、企業としての環境も触
れていただくことができたと思います。
学生の方々には、少しでも有意義に感じて
いただき、電力業界に興味を持っていただけ
ると嬉しく思います。

献血運動の感謝状をいただきました
弊社社員にはかねてより日本赤十字の献血に協力をお願いしてい
るところですが、このたび日本赤十字血液センター様より、永年に
わたり継続して献血運動に功労があった企業に推薦され「日本赤十
字社支部長感謝状、有功章」を受賞し、その表彰が昨年末江別市役所
健康保険福祉部よりありました。
まだ会社が南幌町にあったころからボランティア活動の一環とし
て永く協力を行うことが出来たのも、献血活
動を理解し協力いただいた従業員皆様の協力
があってこそであり感謝いたしております。
今度も継続して続けていければと思っており
ます。

ESC の森 Information

編

集

後

記

今回は、「ESCの森」誕生の経緯と場所についてご紹介します♪

～経緯～
ESCの森は、弊社の25周年記念事業の一つとして長沼町馬追に開設しました。地球温暖化防止や
水源のかん養等を目的に、国有林分収育林制度を利用し、森林の一部を整備しています

～場所～
「馬追の名水」付近です。駐車場右側の林道を登っていくと、右手に看板が設置されています。
看板の間を登っていくと展望のできる東屋があります。
↓Google map↓

隠れながら
熱い視線を向ける
シマエナガ

今回は新春号ということで
各部長の意気込みを抱負と
して掲載しました。歳を重ね
るごとに 1 年があっという間
に流れてしまいますが今年
は 1 日 1 日を大事に過ごして
いきたいものです。
営業部 編集担当

