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岩電機工事 株式会社
〜
「電気」を通じて地域貢献に力を尽くす企業〜
企業概要

代表者：代表取締役

蛭田

淳（ひるた すなお）

所在地：いわき市錦町大島５−１
創

業：1970年

T E L：0246−63−2878

資本金：4,800万円

F A X：0246−62−5600

従業員：35名
事業概要：電気設備工事業、電気器具製造・販売
蛭田 淳 社長

いわき地域は、相双地域とともに、東日本大震

１兆1,400億円のうち、いわき地域は2,367億円と

災による被害が福島県内でも特に大きかった地域

相双地域の4,246億円に次いで２番目に多く、県

です。今年９月時点における福島県の調べにより

全体の20％以上を占めています。

ますと、全壊・半壊・一部破損を合わせた住家・

いわき市に本社を置く「岩電機工事株式会社」

非住家被害は、福島県が273,953棟、このうちい

は電気設備などの復旧工事に深く携わってきまし

わき地域が76,305棟と県全体の３割程度を占めて

た。また、震災を機に「地域貢献」を強く意識し

います。そのため、福島県が復旧事業などで2011

た活動を行っています。そこで今回の「企業訪

年度から2017年度までに発注した公共工事合計額

問」では、いわき市錦町の本社を訪問し、蛭田社
長に経営にかける思いや震災後の取り組みなどに
ついてお話を伺いました。

●貴社の沿革について教えてください
当社は私の父が大手電気工事会社に勤務した
後、1970年に「岩電気商会」として創業しまし
た。社名の「岩」は、父の名前「岩嗣」にちなん
でいます。1973年には「岩電気工事」に商号変更、
1980年には「岩電気工事株式会社」と法人成りし、
2004年に業務拡大に伴って現在の「岩電機工事株
式会社」に商号を変更しました。2009年に東京営
業所と茨城営業所、2012年に台湾事業所をそれぞ
本社社屋
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れ開設しました。また、2013年には LED ランプ

企業訪問
と太陽光パネルの輸出入業務を担うグループ会社

め、プロジェクト・チームを結成し、技術者全員

「日本イールミエール株式会社」を設立しました。

がお客さまからのご要望を共有して対応いたしま

私が父の後を継ぐつもりでこの会社に入ったの

す。そして、施工方法や品質管理、工程調整など

は、幼いころの思い出による影響が大きいものと

の解決すべき課題に対しては、複数のプロジェク

感じています。３、４歳のころ、父が毎晩のよう

ト・チームが連携して知恵を出し合うなど、組織

に電線や工事器具を肩に担いで出かけるのを私は

力で課題解決に取り組んでおります。

不思議に思って見ていました。それである日、父
がいつものように出かけたのを電柱に隠れながら

●貴社の事業内容について教えてください

追いかけました。すると、父は近所の作業小屋で

当社は、電気設備工事を中心に情報設備工事や

立ち止まり、照明器具を取り付け始めました。私

消防設備工事など、長年培ってきた豊富な経験と

は声をかけずに作業を続ける父の背中をずっと見

確かな技術力で企画・コンサルティングから設

つめていました。その後も、父は黙って夕方出か

計・施工、アフターメンテナンスまで広範囲にわ

けていきましたが、私はまた電気工事に行くのだ

たってお客さまをサポートしています。まず、企

なと内心思っていました。このようなことが毎日

画・コンサルティングでは、技術営業担当者がお

繰り返されて、私は子ども心にも仕事をするなら

客さまのご要望に最適な設備計画をご提示させて

父のようになりたい、電気工事業者になりたいと

いただくだけではなく、将来を見据えたメンテナ

考えるようになりました。

ンス計画も提案いたします。次に、設計では、設
備機器の収まり具合やシステム状況、施工性、操

●貴社の企業理念についてお聞かせ願います

作性、メンテナンス性などについて検討していき

当社では、従業員、お取引先など当社に関係す

ます。設計の良し悪しが施工品質の良否につな

るすべての皆様に安心を与えるとともに、信頼を

がってしまうため、特に時間を掛けるべき工程で

勝ち得るため、「心・技・体の実践経営」に取り

あり、技術者たちは３次元空間を思い描きながら、

組むことを企業理念としています。まず第１には、

最適な収まり具合を模索していきます。

心を込めた経営の実践です。これは、従業員を最

以上のような取り組み方針の下、学校等の公共

も大事にし、従業員の幸福に経営の重きを置くと

施設や道路照明、プラント設備、オフィスビルの

いうことです。なぜなら、幸せな生活を送ってい

電灯などの電気設備工事、コンピュータシステ

る従業員は、高いモチベーションをもって仕事に

ム構築や LAN ネットワーク、路面凍結検知設備、

取り組み、誠心誠意、真心を込めてご要望にお応

監視カメラ設備などの情報設備工事、自動火災報

えすることで、その結果としてお客さまからの信

知設備や誘導表示設備、非常警報設備、漏電警報

頼を得ることにもつながるからです。第２には、

設備などの消防設備工事といずれも広範囲にわ

技を磨いた経営の実践です。私たちは、どんなに

たって対応しています。

時代が変わったとしても、常に「職人」であり続

また、震災後、グループ会社で LED ランプお

けたいと思っています。そのためには、決して妥

よび太陽光パネルの開発・製造にも取り組んでい

協せず、誠実に仕事をこなす職人の技、匠の心を

ます。当社の LED ランプは日本で初めての完全

持ち続けたいと考えています。そして、多くのお

防塵・完全防水で、実用新案権を取得しており、

客さまに笑顔でご満足していただき、末永くご愛

特許を申請中です。LED ランプおよび太陽光パ

顧いただける企業であり続けることを目指してい

ネルの開発は、台湾の電子メーカーと業務提携し

ます。第３には、体の経営、つまり組織体として

ており、当社独自開発の製品を台湾で製造して日

の経営を実践するということです。当社では、お

本に逆輸入しています。

客さまの思いやご要望などに的確にお応えするた
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●震災後に LED ランプと太陽光パネルの開発

う理由からです。つまり、節電と言いながら、私

を始めたのはどのような理由からですか

たち電気工事業者は電気を消費する立場にありま

震災後に完全防水の LED ランプを開発しよう

すので、節電とともに、電気をつくることも必要

と思い立ったのは、被災した地元の多くの企業や

なのではないかと考えたためです。そこで当社で

沿岸地域の人々、漁業関係者などの復旧事業に少

は、大手メーカーの太陽光パネルを参考にしなが

しでも役立ちたいという考えと、原発事故により

ら研究を続けた結果、太陽光を電気に変換する効

節電が最重要課題となっていた状況下で、電気に

率の非常に高い太陽光パネルの開発に成功しまし

携わっている人間として何かできないかという

た。また、通常は技術の進展とともにパネルサイ

自問自答の結果からでした。従来のランプと交

ズも小さくなるのですが、当社の太陽光パネルは、

換する場合、既存メーカーの LED ランプは電気

電気工事業者の視点からアフターメンテナンスに

器具も交換しなければならないのですが、当社

も配慮して、あえて当初から同じサイズで製造し

の LED ランプは既設の電気器具と互換性を持た

ていますので、数年後に１枚だけを交換するとい

せていますので、LED ランプ単体だけの交換が

うことも可能となっています。

可能です。大手メーカーからは、当社の LED ラ
ンプを全国的に販売しないかという話もあります

●品質管理はどのようにされていますか

が、私が LED ランプを開発するようになったの

製品をつくる上で品質管理が最も重要なポイン

は、金もうけをしたいからではなく、地元の復旧

トの１つとして捉えておりまして、2002年に国際

に役立ちたいためです。このようなお声掛けはあ

品質規格「ISO9001」を認証取得し、厳しい品質

りがたいのですが、自分の信念に照らし合わせる

管理に努めています。そのため、製品の出荷前

と、お断りしていることが少なくありません。

にはいくつもの試験を実施しています。例えば、

太陽光パネルの開発を始めたのは、LED ラン

LED ランプであれば、スイッチの入切を１週間

プの開発だけでは節電の効果が不十分であるとい

から10日間続けるテストや高温・低温の温度変化
テスト、水噴霧テストなどの実証試験を経てから
出荷します。
また、電気工事についても、お客さまのご要望
に的確にお応えするとともに、決して妥協せず、
高水準の品質を保つよう取り組んでいます。具体
的には、私も含めた担当者以外の作業員が各工事

完全防塵・完全防水の LED ランプ

当社が施工したトンネル内の照明設備
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トンネル照明工事に取り組む従業員

企業訪問
現場に出向き、チェックポイントを検証するととも

●地域に対する思いについてお聞かせ願います

に、外観や機能性など作業の良い面、悪い面を多

震災直後、給水などで整然と列をなして自分の

面的に評価し合ったりして情報の共有化と技術水

番を待つ日本人の姿は、緊急事態でも秩序を守る

準の平準化を図るようにしています。さらに、お客

日本の美徳として海外から称賛を浴びました。そ

さまが使用する照明器具やスイッチ・コンセント

して、アメリカのメディアは、なぜ日本では略奪

※１

などの暴動が起きないのかと議論のテーマに取り

などには、積極的にユニバーサル・デザイン
やバリアフリー・デザイン

※２

を取り入れるなど、

上げるなど、品格ある日本人の行動に対して驚き

お客さまの使い勝手に配慮した品質管理にも努め

さえ示していました。私はこの日本という国が大

ています。

好きですし、日本人で良かったと思っています。

※１

震災後、当社も国や県の復旧支援に助けられたと

障がいの有無や年齢、性別、国籍などに関わりな
く、すべての人に適合するデザイン。

※２

障がい者や高齢者でも使いやすいデザイン。

ころもありましたので、地域や国に対して恩返し
をしなければならないと思っています。当社は電
気工事業者ですので、電気設備工事や LED ラン

●人材育成について教えてください

プ、太陽光パネルなどの電気に関する事業を通し

すでにお話ししました通り、当社では従業員を

て、多くの地元企業の発展にお役に立ちたいと考

大事にし、働きやすい職場環境を提供し、働くこ

えていますし、雇用創出にも関わるなど、地域貢

とに幸せを感じてもらうよう力を尽くしています。

献、そして日本経済にも微力ながらも貢献してい

そのうえで、仕事に対しては絶対に妥協せず、品

きたいと考えています。

質の高いものをお客様に提供しようという私の信
念を全従業員に伝えていますし、従業員も全員、
私の考えを理解してくれています。

●震災後はどのような対応をされたのですか
実は、震災で当社の本社社屋と私の自宅が全壊

従業員の中には、会社に出勤するのが楽しいと

してしまい、私自身も被災者なのですが、震災直

の言葉や仕事をしていることが楽しいと言ってく

後より国土交通省や福島県、いわき市、お取引い

れる従業員も少なくありません。何より嬉しいこ

ただいている多くの企業様や工場様などから復旧

とです。そして、新規高卒者を多数雇用するとと

作業の要請があり、私たちは昼夜を問わず不眠不

もに、その離職率の低いことが認められ、今年２

休で、インフラや電気設備の復旧に取り組みまし

月にいわき市から「新規高卒者雇用優良企業」表

た。時には数百灯もの交通信号機を修繕する作業

彰を受けました。

や原発事故によって地元がダメになるんじゃない

当社製の太陽光パネルを使用し、自社で設置工事も行う

太陽光パネルはクリーンな環境の工場で製造
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可能エネルギーの認知度向上にも努めています。

●最後に、今後の展望についてお聞かせ願います
当社は２年後の2020年に創業50周年を迎えます。
この節目となる年までにさらなる飛躍を目指して、
太陽光発電や風力発電など再生可能エネルギーを
専門的に取り扱う新会社を立ち上げます。そして
グループ会社の株式を一元的に保有管理するホー
ルディングスの会社設立も考えています。また、
地域貢献のために始めた LED ランプと太陽光パ
「地域貢献」について熱く語る蛭田社長

ネルは、現状では台湾で製造していますが、地元
に工場を開設して、地元製造と雇用の創出などを

かという危機感から、少しでも何とかしたいとい

通して、これまで以上に従業員が楽しめる職場作

う思いで、社内で40歳以上を選抜して制限区域内

りと地域貢献を果たしていきたいと考えています。

のケーブル延線工事などもしました。制限区域内

さらには、再生可能エネルギーで生み出された電

では防護服を着ていたので、息苦しいうえに汗も

気エネルギーを活用して農業などの異業種にも参

ぬぐえないなど、大変な思いをしたことを今も鮮

入していきたいと考えています。すべてはステー

明に覚えています。

クホルダーとしての従業員が安心して働ける職場

このように復旧事業に明け暮れていたある時、

を作るため、お力添えをいただいている皆様から

従業員の一人から「社長は『復旧を頑張れ』とい

のご期待に報いるため、より一層努力して参りた

うけれど、すでに私たちは頑張っていると思いま

いと考えています。

す。これ以上何を頑張るのですか？」と問いかけ
られたことがあります。この時、私は一瞬はっと

【インタビューを終えて】

しました。数日間熟考したあと全ての従業員を集
めて静かに話したことがあります。「今回の震災

社長の話をお聞きして、一番印象に残ったの

で亡くなられた方がたくさんいる中、今私たちは

は、地域に対する熱い思いです。ご自身も本社

幸いにして生きています。復興を頑張るというこ

社屋と自宅の全壊という被災者であったにもか

とは、私たち一人一人が今を精一杯生きることで

かわらず、周辺地域を早期に復旧させるため、

はないでしょうか。その上で私たちは電気の知識

震災直後から復旧事業の陣頭指揮を執られたこ

と経験を持っています。地域の皆さんが困ってい

とには敬服いたしました。また、自社の利益で

る今こそ第一線でお役に立つことが復興を頑張る

はなく、地元の被災された企業や人々を中心と

ということではないでしょうか。」とお話ししま

した復旧作業や節電を下支えするため、LED

した。その従業員も納得し、その後も本当に大き

ランプと太陽光パネルの製造に踏み切ったこと

な活躍をしてくれました。震災後の復旧事業に携
わった経験を通じて、当社の団結力はこれまで以
上に強まったものと感じています。
震災後、LED ランプと太陽光パネルの開発に
取り組むとともに、福島県と公益財団法人福島県
産業振興センター主催の再生可能エネルギー産業
フェア「REIF」に積極的に出展するなど、再生
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は地域貢献に対する社長の強い信念の現れだと
思います。今後は、LED ランプと太陽光パネ
ルの地元工場新設や異業種参入など、地域貢献
に向けた動きがさらに加速するものと期待して
います。
（担当：和田賢一）

