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　戊辰戦争から150年を迎えた2018年、会津若松

市に大きな注目が集まりました。会津の街並みに

は古くからの歴史を象徴する建築物が多く存在し

ています。その会津若松市で木造建築という伝統

を大切にしながら、新たな技術を融合した建物を

提供しているのが「会津土建株式会社」です。会

津若松市の本社は、鶴ヶ城の眼の前、戊辰戦争時

企業概要

取締役社長：菅家　洋一（かんけ　よういち）
所在地：会津若松市追手町５－36
設　立：1944年２月 T E L：0242－26－4500
資本金：20,000,000円 F A X：0242－29－5911
従業員：63名 U R L：http://www.adoken.co.jp
事業概要：総合建設業

に会津藩筆頭家老であった西郷頼母、藩主を守り

義に生きた名家老として知られる萱野権兵衛の屋

敷跡地に挟まれる場所に立地しており、その場に

立つだけでも歴史の重みを感じることができます。

今回、本社に菅家社長を訪ね、木造建築への思い

や事業に取り組む姿勢などについて話をうかがい

ました。

■大正時代に土木工事業として創業
―― �設立の経緯についてお聞かせください

　当社は大正15年（1926年）11月、土木工事を行

う会社として創業しました。当時から、鶴ヶ城の

北出丸の前に本社を構え、現在、創業から92年

が経ちます。創業当時は「根本組」という屋号

で、昭和23年（1948年）に現在の会津土建㈱とな

り、総合建設業としての営業を開始しました。そ

の後、私の父が事業を引き継ぎ、私自身は、昭和

63年（1988年）に社長に就任し、昨年で30年が経

過しました。
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―― �現在の事業内容についてお聞かせください

　当社の事業を大きく分けると、土木、建築、そ

して技術管理という部門になります。完工高の構

成はその年により変動はありますが、概ね土木・

建築がそれぞれ半々となっています。また、ICT

（情報通信技術）・IoT（モノのインターネット）

が日々進展する中、今後の新たな技術に対する研

究開発も重要な部門として位置づけています。

■会津の伝統と革新の融合により地元に貢献
―― �「会津の地で仕事をすること」について

　　お聞かせください

　会津には、長い歴史の中で培われてきた「伝統

のもの」が数多く存在します。代々受け継がれて

きた職人の技もその１つです。当社は、その伝統

の技法を大切にしながら、新たな技法も積極的に

取り入れてきました。伝統と革新の融合を図るこ

とで、今やらなければならないことに対する勇気

が湧き、地元に貢献ができる、それが会津で総合

建設業を営む当社の存在意義だと思います。

■ �デジタル画像処理システムを全国に先駆け
開発

―― �貴社は IT ビジネスなどに積極的に取り組ま

れています

　2000年代前半、当社では「Mofix」（ムーフィッ

クス）というデジタル画像処理ソフトウェアをイ

スラエルのヘブライ大学と共同で開発しました。

これは、ヘリコプターやセスナ機、検査車両等に

搭載したビデオで撮影した動画を１枚の長いパノ

ラマ画像に自動生成する特許技術です。この技術

により、今まで製作不可能とされていた高画質な

長大画像の提供が可能となり、道路や河川、ダム

や法面、下水道など、様々な建設現場に活用され

ました。以前から IT 技術を導入していたことか

ら、2016年４月からスタートした i-Construction 

にも弊社は柔軟に対応することができ、全国のこ 

のクラスで第１号となる ICT 工事を請け負うこと 

ができました。その結果、「i-Construction 大賞」

初年度の優秀賞を受賞いたしました。企業の競争

力強化を図ることは常に意識しており、新たな技

術の導入については、今後も積極的に検討してい

きたいと考えています。

■CLT工法により木造建築の可能性が広がる
―― �CLT 工法とはどのようなものでしょうか

　CLT は、Cross Laminated Timber（クロス・

ラミネーテッド・ティンバー）の略で、板の繊維

方向が各層で互いに直交するように積層接着した

大判の厚型パネルのことを呼びます。一般的な厚

さは50～250㎜で、直交積層のため、木材の膨張

や収縮を抑えることができます。断熱性に優れ、

構造体として使用することで高い耐震性も確保す

ることができます。開発されたオーストリアでは、
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木造で24階建、84ｍの高層ビルもすでに誕生して

います。

―― �貴社の CLT 工法への取り組み状況について

教えてください

　会津は、森林資源が豊かな場所ということもあ

り、以前から木造建築には強いこだわりを持って

いました。ヨーロッパで開発された CLT は、日

本の豊富な森林資源の有効活用や環境に優しい都

市づくりなど、木造建築の可能性を広げる「夢の

素材」になると考え、当社でも積極的に導入を検

討しました。そして、2010年に当社がオープン

した「アドリア北出丸カフェ」には２階床下と

屋根材として、CLT を国内で初めて採用しまし

た。また、県内企業と共同で立ち上げた「ふくし

ま CLT 木造建築研究会 木あみ」が受注した、い

わき市常磐下湯長谷町の復興公営住宅が、CLT

パネル工法としては国内最大級の共同住宅として、

2018年に完成しています。この建物は、木を活用

した優れた製品や活動をたたえる「ウッドデザイ

ン賞2018」で優秀賞（林野庁長官賞）に選ばれ、

CLT 工法に取り組む私たちにとって、大変勇気

づけられる結果となりました。

―― �今後の CLT の見通しについてはどのように

捉えていますか

　CLT の分野で当社が実績を残せているのは、

設計・施工を自社とパートナーで手掛けているこ

とが大きな要因だと思います。但し、CLT 建築

の設計や構造計算ができる人材が業界で不足して

いる状況にあり、今後、広く浸透するには４～５

年程度、時間がかかるのではないかとみています。

大切なのはやり続けることで、そのための強い意

志を持ち続けることが企業としての責任であると

考えており、設計・施工に関する人材育成には今

後も力を入れていきたいと考えています。これを

クリアすることで今後、CLT の活用がさらに広

がっていくと考えています。

■職人の技が盛り込まれた木造建築のカフェ
　レストラン
―― �アドリア北出丸カフェをオープンした経緯

について教えてください

　ご存知の通り、鶴ヶ城は会津若松市における観

光の中心となる場所です。当社は鶴ヶ城公園の入

り口に立地しており、観光に来られる皆さんの姿

をずっと見てきました。当社は総合建設業ですが、

私は以前から、会津若松市民や観光客の皆さんが

鶴ヶ城周辺でゆったりくつろげるような、憩いの

場を提供したいという思いがあり、またそのよう

な施設を建設することが観光の活性化にもつなが

ると考えていました。

　そこで、創業85周年の記念事業として、北出丸

入り口に「北出丸館」を建設し、１階でカフェレ

企業訪問

「ウッドデザイン賞 2018」で優秀賞に選ばれた
復興公営住宅（いわき市） アドリア北出丸カフェ（外観）
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ストランを始めることを決めました。2010年にア

ドリア北出丸カフェとしてオープンし、当初は

コーヒー、紅茶、ワイン、ジュースと軽食のみで

したが、2011年には本格的なカフェレストランと

してオープンしています。

―― �アドリア北出丸カフェにはどのような特徴

がありますか

　建物は本格木造建築の２階建てです。北出丸入

り口に建設するということで気合いも入り、当社

の持つ技術の粋を集約し、本物の木造建築として、

職人の技を大切にしながら完成させました。天井、

床、テーブル、椅子等はサクラ材で統一し、木曽

産のヒノキも随所に使用したほか、地元の会津漆

器や会津本郷焼の調度品も店内に配置していま

す。また、１階の中央付近には、推定樹齢約1,000

年の奈良県産大ケヤキの１枚板（幅2.2ｍ×高さ

5.4ｍ×厚さ20㎝）のモニュメントを配置しました。

このケヤキは元々、1989年に天然記念物に指定さ

れたものですが、縁あって今この場所にあります。

木の香りと優しさを、ぜひ多くの皆様に感じてい

ただきたいと思っています。

■企業使命を具体化するキーワード
　「ネオトラッド・新しい伝統の創造」
―― �経営理念についてお聞かせください

　当社は、経営理念として次の３つを掲げていま

す。

１ ．時代を越えて、受け継がれていく作品を遺し、

社会に貢献する。

２ ．報恩感謝の心で、堅実な施工と技術を基に適

正利潤を確保する。

３ ．自然を尊重し、人間活動と調和し、新しい環

境の創造により地域社会と社業の発展を図る。

　当社では、伝統に培われた技と最高品質の追求

を企業の柱に、自然と人間活動が調和した環境の

提案を図るとともに、時代を超えて受け継がれて

いく「作品」を遺し、社会に貢献していきたいと

考えています。そして、企業使命を具体化する言

葉として「ネオトラッド・新しい伝統の創造」を

キーワードにしました。ネオ＝新しい、トラッド

＝伝統を融合させることで、一時の流行で終わる

のではなく、永遠の生命を持ち続ける作品を提供

していきたいと考えています。

■社内の意思統一を図ることでより良い
　「作品」が生まれる
―― �品質管理への取り組みについて教えて

　　ください

　当社では、品質管理に対する重要性を早くから

認識し、品質保証体制のもと「高品質な製品」を

提供することを目指し、全社一丸となって取り組

んできました。その甲斐もあり、品質保証の国際

基準である ISO 9002を福島県の建設業として初

めて取得することができました。このほか、ISO 

14001や OHSAS 18001も取得し、建設工事におけ

る環境保全や安全性向上などにも力を入れていま

す。品質管理は、建設業で大前提となるものです。

時代を超えて受け継がれる「作品」を遺し社会に

貢献することを目指し、今後も変わらず厳格な取

り組みを続けていきます。

―― �人材育成面で心がけていることはありますか

　当社は土木部門と建設部門に大きく分けられま
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アドリア北出丸カフェ（店内）
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す。建設工事には必ず土木工事も伴うことから、

両部門は常に情報交換を行うことが必要です。一

方で、作業現場は広範囲にわたるため、社員は朝、

直接現場へ向かうこともあり、全員が一堂に顔を

合わせるという機会はそれほど多くありません。

このような状況では、社内の意思統一を図る機会

をつくることが大切で、それがなければ、私たち

が目指すより良い「作品」を生み出すことはでき

ません。そこで、毎年、地元のホテルに全員で宿

泊し、テーマを決めて各グループで話し合いを持

つ研修を行っています。意見交換を行い、融合を

図ることで、実際にコスト削減など、アイデアを

掘り起こす効果につながっています。研修は、社

内で共通認識を持つということの重要性を改めて

考える有効な機会となっています。

　また、私は「仕事に酔う」ことも、ある意味必

要だと思っています。完成した建築物件は「作

品」だと捉え、つくる喜びを感じながら仕事に取

り組んでもらいたいと考えています。

■ぶれずに真っ直ぐ走り続ける
―― �今後の抱負についてお聞かせください

　地元の経済をみますと、この５年ほどの間に

「～屋さん」と呼ぶ店が少なくなっていて、各業

界の垣根が次第に低くなっていると感じます。ま

た、IoT や AI の導入など、建設業においても事

業を取り巻く環境は大きく変わっています。その

ような中で、当社としては、総合建設業として本

業に邁進し、伝統と革新の融合による地元への貢

献を第一に考える方針に変わりはありません。今

後も「ネオトラッド」をキーワードに、時代の文

化の象徴と言える「作品」を提供し続けていきま

す。一方で、人口減少が進み、復興需要の終息を

控える中、県内の建設業においても後継者不在が

顕在化しており、M&A などについても、今後の

１つの選択肢として排除はしていません。

　今後の事業に対する当社の姿勢は、一言でいう

と「ぶれずに真っ直ぐ走り続けること」です。現

在の ICT 社会において、私たちは様々な情報を

素早く入手することができますが、だからこそそ

れに惑わされない、新たなものにすぐ飛びつくの

ではなく、一本芯の通った信念が必要だと思いま

す。そして、入手した情報の中から、自分が吸収

すべきものとそうではないものを見分ける目を持

つことが大切だと思っています。

【インタビューを終えて】

　今回、菅家社長から「インターネットが普及

した時代だからこそ『フェイス・トゥ・フェイ

ス』が大切だ」との言葉がありました。聞けば、

現在でも国内外に忙しく飛び回られているとの

こと。直接会って相手と話をすることで見えて

くるものがある、というのは頭では理解できま

すが、実際に長年にわたり実行している行動力、

バイタリティには頭が下がる思いでした。会津

という地域において、先人達からつながる伝統

を大切にしながら、革新の視点を融合させるこ

とで、より新たなものを生み出すという信念を

貫く姿勢に接し、当社の今後のさらなる活躍を

確信する取材となりました。

 （担当：木村正昭）
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伝統と革新の融合について話す菅家社長


