企 業 紹 介 職場訪問

●

「新たな職場環境を築く，
共和コンクリート工業（株）下妻工場」
この企画は，製品や技術の提供を通しただけで

近に感じてもらうことをそのねらいとしています。

は知ることができない会員企業の哲学やそこで働

初回は，共和コンクリート工業（株）下妻工場を

く技術者の方々の思いなどを読者となるエンジニ

訪問し，北関東支店長

アにつなげることにより，農業農村整備に関わる

場長

技術の仕組みや要素への理解を深めることを目指

らお話を伺いました。

佐野浩氏，下妻工場

竹内勝美氏，下妻工場職員

工

稲村匡紀氏か

すものです。
今回は，現場で今後ますます広がることが予想

取材及び編集：本間新哉

されるコンクリート 2 次製品を供給しているプレ

（株），山田耕士 （一社）農業土

キャストコンクリート工場の現場を紹介し，建設
現場の生産性向上に資する同製品情報をより身

若鈴コンサルタンツ

木事業協会
取材日

【共和コンクリート工業株式会社

：平成 30 年 8 月 30 日
下妻工場概要】

共和コンクリート工業（株）は，昭和 30 年 5 月，独自に開発した護岸用コンクリートブロ
ックの製造販売を目的として北海道札幌市に設立。その後全国に展開が進み，平成 30 年現在，
本社他全国に 15 支店，30 営業所，29 の工場がある。また，農業土木事業協会が昭和 45 年に
設立された際の設立発起人で，農業農村整備事業の推進についても長らく貢献している。資本
金は 3 億円で，社員数は 452 名，平成 29 年度の売上高は 491 億円で，業界のトップクラスの
実績を有している。
下妻工場は下妻市下木戸に，昭和 40 年 6 月に設立。29,360 平方メートルの工場内には，型
枠加工エリア，コンクリートプラントや，コンクリート打込み場，テーブル振動機，コンクリ
ート養生室，養生ヤード，製品ストックヤードなどが立地。護岸用コンクリートブロックをは
じめ，道路用，農業用など各種コンクリート製品を関東管内に供給している。

＜コンクリートプラント（右）とストックヤード（左）＞
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●

＜工場会議室での取材状況＞

【下妻工場の２つの特徴】

場では，現場でのコンクリート製作のものを，

本間 今日はよろしくお願いします。まずこの工

弊社に発注してくる場合が多くなってきてい

場の特徴を伺い，そこから工場についての理

ます。現場で型枠工や鉄筋工を確保すること

解を深めたいと思います。

が難しくなってきていること，また品質管理
も現場より工場で行う方がよりうまくいくこ

竹内 大きな特徴が２つあります。一つは，顧客

とから，物によっては現場での製作から，工

の要望に応じた新たな製品を開発する仕事が

場製作に切り替えるゼネコンさんも増えてき

多いこと，二つ目は，高流動コンクリートを

ました。

使った製品を生産していることです。
（注）（資料）2 次製品製作における主要工程比較 p.28
を参照

多少の輸送費が増えても，工場製作の方が
有利だという判断の下で行われていると思い
ます。
竹内 下妻工場では，河川護岸製品も多く生産し

下妻工場長

竹内氏

ています。環境に配慮した製品として，コン
クリートの明度を落とした製品や河床の石を
張り付けた製品なども開発し，顧客の要望に

本間 プレキャスト製品というと，既製品仕様の

応えています。

型枠にコンクリート打込み製品化するイメー
ジをもっていましたが，オーダーメイドの製

本間 対応が難しい場合もありますか。

品があることは初めて知りました。
竹内 ここ下妻工場では，顧客からの注文により

聞き手

本間氏

新たに型枠を加工して製品化する業務を多く
取り扱っています。
竹内 時には難しい形状の製品もありますが，
「技
本間 どのようなところから注文が来るのですか。

術の共和」として，すべてに応えるように努
力しています。

竹内

最近は工事現場での作業員確保が非常に

難しい状況になっています。このため工事現
24
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【高流動コンクリートは，作業の安全性や工場
周辺環境にも寄与】

生産性の向上にもつながっているのですが，

本間 二つ目の特徴である高流動コンクリートと

業員を極めて重労働であった締固め作業から

はどのようなものですか。

これは単にプロセスの短縮だけではなく，作
解放することで，働き方改革にもつながって
いると考えています。

竹内 高流動コンクリートとは，材料分離抵抗性
を損なうことなく流動性を著しく高めたコン
クリートです。自重により型枠内に充填する

本間 一方で，高流動コンクリートは品質管理が
難しいと聞いたことがありますが。

性能があり，均一な生コンが型枠内に迅速に
行きわたるため，複雑な型枠形状にも対応が

竹内 確かにその通りです。このコンクリートは

可能です。また，普通コンクリートでは必要

ちょっとしたことでかなり性状が激しく動く

だった，締固め工程（バイブレータ作業）も

というか大きく変化します。品質管理が難し

不要となりますので大きく生産性の向上が図

く，高流動コンクリートから撤退した工場も

られることも特徴です。

あると聞いています。下妻工場では，これま

締固めの工程が不要となったことにより，作

で積み重ねた経験を生かして的確な品質管理

業の安全性の向上や工場周辺環境への配慮に

を行い，耐久性や摩耗性などの必要な品質規

対しても寄与しています。

格をクリアした製品の提供ができていると考
えています。

本間 それはどういうことですか。
【前進する働き方改革への取組】
竹内 締固め工程では通常，棒型振動機（棒状バ

本間 先ほど働き方改革の話がありましたが，高

イブレータ）または型枠振動機（テーブル振

流動コンクリートのほかにも働き方改革につ

動機）による締固めが行われています。

ながる取組みはありますか。

棒型振動機による締固めでは，型枠上部に
上がってコンクリートに直接振動を与える時

竹内 今考えているのは，コンクリート工場の作

があります。型枠にはコンクリートと型枠を

業環境の抜本的な見直しです。ご承知のとお

剥がれやすくするための剥離剤が塗布されて

り，作業の大きな流れは，①型枠加工，②コ

おり，またコンクリートが型枠上部から若干

ンクリート打込み，③締固め，④養生，⑤脱

流れ出る場合もあるので，滑りやすく安全上

型，⑥仕上げ，です。これらの作業は一部に

のリスクが伴います。

屋根があるもののほとんどが屋外に近い作業

また，型枠振動機は機械で動かしますが，

環境で行うことになります。そして，型枠加

振動音が結構大きく，会議室内にも聞こえる

工，バイブレータによる締固め，脱型などは

ほどの音量になり，工場周辺の住宅地への騒

人力作業となります。

音源ともなっていました。

作業ヤードは床がコンクリートですから，
夏は厳しい照り返しの中での作業，冬は厳し

本間 高流動コンクリート導入のインパクトは大
きいですね。

い寒風の中での作業となります。また，コン
クリートの粉塵がヤード内に広がっています。
つまりコンクリート工場の作業は屋外がほ

竹内

締固め工程が不要になったことの効果は，
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とんどのため，夏は暑く，冬は寒い，またコ
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●

＜河川護岸製品の型枠加工・整備状況＞

ンクリート粉塵が場内に散乱し汚い，という
ことです。これを改善する環境にしていきた
いと考えております。

北関東支店長

佐野氏

本間 具体的にこれまでどのようなことを進めて
こられたのですか。

本間

少子高齢化や労働力人口の減少を背景に，

多くの産業において「担い手の確保・育成」
竹内 先般養生室を増設したのですが，コンクリ
ート打設場所に近接させました。コンクリー

の取組みが進められています。御社における
取組を教えてください。

ト打設後の型枠移動により，少量ですがコン
クリートがこぼれる場合があり，こぼれたモ

佐野 下妻工場では，過去に公共事業の縮小とと

ルタルが固まると，これが粉塵となって工場

もに社員数が減少した経緯もありますが，製

内に広がってしまうからです。

品管理に高い技術力を必要とすることからも，
若手職員の育成にも力を入れています。

本間 高流動コンクリートの導入や工場の作業環
境の見直しは，大きなチャレンジですね。

弊社では，方針として，新人 1 年目は工場
に配属となり，そこで研修を受けることとな
っています。これは「技術の共和」を掲げて

佐野

弊社は，会社全体の経営理念として，1）

いる点から技術系・事務系を問わず，1 年目

和をもって参加し 2）英知と誇りを持って想

は工場での現場経験を踏むという方式をとっ

像し 3）勇気と誇りを持って挑戦し 4）豊か

ています。そしてその後本人の希望を踏まえ，

な未来を拓こう，という 4 つの項目をかかげ

2 年目から各部署へ本格的に配属という形が

ています。下妻工場の取組は，会社の理念に

とられています。今年は 9 人の新人が入社し

まさに即したものと考えています。そして，

ており，その一人が下妻工場へ配属されまし

顧客の要望には，技術の共和として，すべて

た。

応えることを目指しています。
26
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本間 若手職員の稲村さんにも来てもらいました。 【未来に向かう下妻工場】
入社して 5 か月になりますが，今仕事につい
てどのようにお考えですか。
稲村 現在の業務は，コンクリートの品質管理（フ

本間 最後に下妻工場の今後への抱負をお聞かせ
ください。
竹内 関東の基幹工場として，安全を第一に考え，

ロー，スランプ，エアー，温度など）を担当

いつ誰が来ても恥ずかしくない工場環境の整

しています。大学でもコンクリートに関わる

備，また地域の要望に応じた良い製品，安い

研究をしてきたので，就職先も大学での経験

製品作り，それと従業員さんが働きやすい環

を活かした職場を希望していました。希望し

境づくりの推進を目指していきたいと考えて

た会社に入社し，経験を活かした業務を行っ

います。このためにも，現在工場内の製造ラ

ているので，非常に満足しています。将来も

インの見直しをはじめとした，整備を進めて

経験が活かせるような部署で働きたいと考え

いるところです。

ています。あと，当初考えていたより，アッ
トホームな職場だったのでこの点もよかった

本間 本日は，大変お忙しい中，下妻工場につい
て取材協力をいただき，ありがとうございま

と感じています。

した。
稲村氏

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【工場訪問を終えて】
プレキャスト製品工場は統一規格製品の型枠で
コンクリート製品を製造し，ストックしておくと
いうイメージが強くありました。しかし下妻工場
では，顧客の要望に応えたカスタマイズ製品の提
供割合が多くを占めているということを学びまし
た。また，高い技術力と試行錯誤の積み重ねをも
って，高流動コンクリートという強力な武器を駆
使し，生産性の向上や働き方改革，さらに工場全
体の環境整備という大きな改革を進めている姿を
伺うとともに，現在のプレキャストと工事現場と
の関わりの変化を知ることができるなど，収穫の
多い取材になったと感じています。

＜取材に協力していただいた方々＞

（以上）
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（資料）

2 次製品製作における主要工程比較

従来コンクリート型

高流動コンクリート型

型枠設計・加工

型枠設計・加工

鉄筋組立・配置

鉄筋組立・配置

型枠組立

型枠組立

（ボルト締め等）

（ボルト締め等）

コンクリート打込み

コンクリート打込み

（ 生 コ ン 運 搬・打 込 ）

（高流動生コン）

コンクリート締固め
（振動機）

養

生

（蒸気養生）

脱

型

製品仕上げ

保

管

（ストックヤード）

養

生

（蒸気養生）

脱

型

製品仕上げ

保

管

（ストックヤード）
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