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　本年10月 7日、株式会社山本工務店はおかげさまで創業60周年を迎えます。これもひと

えに皆様方の温かいご支援とご愛顧の賜物と厚く御礼申し上げます。

　60 年という長い年月を振り返りますと、昭和・平成と 2つの時代を乗り越えて発展し継続

してきたという自負と多くの皆様に支えられて今日があるのだという感謝の気持ちでいっぱ

いです。

　この60年は、戦後復興・高度経済成長・オイルショック・バブル発生と崩壊・価格破壊・リー

マンショック・超円高・国内空洞化・アベノミクスや大震災等、様々な出来事が次から次へ

と起こった変化に富んだ時代だったと思います。

　21 世紀を迎えた今、私たちの業界を取り巻く環境は大変厳しいものがあります。為替変動

や人口減少による国内市場の縮小、それに伴う公共事業の削減や住宅着工数の減少等、日本

の国の将来は大変不安です。

　しかし、不安と心配ばかりでは前へ進みません。過去60年の歴史の中でも多くの困難を乗

り越え、克服してきたからこそ今があるのです。

　弊社も日本のもの造りを支援し、快適な住環境の整備を促進していくために頑張っていき

たいと考えています。

　創業 60 周年にあたり、「お客様と地域社会の発展に貢献できる会社」を目指して、これか

らも今まで以上に、サービス・スピード・チームワークの充実をはかり、時代に合った新し

い商品やサービスをご提供し、お客様と地域の皆様から愛され、信頼される会社にしていき

たいと思います。

　これからも、皆様のご支援とご愛顧を賜ります様、お願い申し上げます。

平成26年 4月吉日

代表取締役 山 本　益 也

ごあいさつ
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経営展望
Management  view

　弊社は、創業以来60年、建築工事・土木工事・増改築リフォーム工事等あらゆる

工事の総合建設業者として歩んでまいりました。

　これからの時代、会社を発展させ維持していくことは大変な事だと思います。弊

社においてもグローバル化の波に対応しながらIT機能を活用し、お客様のニーズに

的確に応えていける人材を育成するとともに、時代に合った新しい商品をご提案し

ていきたいと考えております。そして、地域密着型の営業を基本としながら「お客

様の発展こそが我社の発展に繋がる」との思いを持って、社員一同仕事に取り組ん

でまいりたいと考えています。

　また本年度は、あらゆるお客様に、お気軽にご相談、お立ち寄り頂ける、総合情

報集約オフィスとして機能させて行く「CSセンター」を新設させて頂く運びとなり

ました。皆様から愛され、共に育んで頂ける「トータルライフコンサルティング企

業」へと発展、成長させることを使命とする根幹事業の幕開けとします。

品質方針
Quality  Policy

１．お客様に“頼んで良かった”と思っていただける仕事を目指します。

２．建築の技術力向上に努め、その知識と情報をお客様に提供します。

３．お客様の要求や期待を意識し、その抽象的イメージを具体化します。

４．小廻りと機動力を活かし、確実かつ迅速に対応します。

５.　地球環境負荷低減を品質と考え、環境に配慮した仕事をします。
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1945年　昭和20年
1947年　昭和22年

1953年　昭和28年
1954年★昭和29年

1955年　昭和30年
1956年　昭和31年

1958年　昭和33年
1960年　昭和35年

1962年　昭和37年
1964年　昭和39年

1965年　昭和40年
1966年　昭和41年

1968年★昭和43年
1969年　昭和44年

1970年　昭和45年
1971年　昭和46年

1972年　昭和47年
1973年　昭和48年

1975年　昭和50年
1976年　昭和51年

1979年　昭和54年
1980年　昭和55年

1981年　昭和56年
1983年　昭和58年

1984年　昭和59年
1985年　昭和60年

1987年　昭和62年
1988年　昭和63年

1989年　平成元年
1990年　平成２年

1991年　平成３年
1993年　平成５年

1995年　平成７年
1996年　平成８年

1997年　平成９年
1998年　平成10年

1999年　平成11年
2000年　平成12年

2001年　平成13年
2002年　平成14年

2003年　平成15年
2004年　平成16年

2005年　平成17年
2006年　平成18年

2007年　平成19年
2008年　平成20年

2009年　平成21年

2011年　平成23年
2012年　平成24年

2013年　平成25年

2014年　平成26年

終戦
日本国憲法施行

TV 放送開始
自衛隊発足

南極昭和基地設営
東京タワー完成
カラー TV 放送

東京オリンピック
名神高速道路全線開通

ビートルズ来日
3 億円事件

アポロ 11 号月面着陸
大阪万博

マクドナルド日本初出店
札幌オリンピック・沖縄返還

第 1 次オイルショック

ロッキード事件
第 2 次オイルショック

ジョンレノン射殺

東京ディズニーランド開園
グリコ森永事件

阪神タイガーズ優勝
国鉄分割民営化

リクルート事件・瀬戸大橋開通
消費税施行（3%）
東西ドイツ統一

バブル景気崩壊
皇太子様御成婚

阪神淡路大震災

消費税施行（5%）
長野オリンピック

2,000 円札発行
小泉内閣発足

ワールドカップ日韓大会
イラク戦争

愛・地球博

リーマンショック

東日本大震災
東京スカイツリー開業

アベノミクス
富士山世界遺産登録

消費税施行（8%）

山本博が父（伊之松）と共に
「山本組」を創設

初従業員の弟子入り
時友神社再建

「山本組」から（株）山本工務店を設立 

田能資料館建設開始
佐藤栄作総理から紺綬褒章を賜る

田中角栄総理から紺綬褒章を賜る

尼崎市西消防署武庫出張所新築

尼崎市立尼崎養護学校温水プール新築

園田競馬場スタンド改修
尼崎市市長室改修

西昆陽派出所新築
尼崎市女性センター・トレピエ改修

西昆陽須佐男神社震災復興事業

西武庫須佐男神社再建、弊社事務所太陽光発電（4kW）
尼崎クリーンセンター（日立・三井・山本）JV

塚口地下道内装工事

社長交代
ISO9001取得

ジオパワーシステム会に入会
開明小学校→中央支所大改修

ジオパワーシステム第1号邸完成

エコアクション21認証取得・「光熱費0円住宅」建設開始・
成長期待企業に認定・あまがさきエコオフィスコンテスト優秀賞

理化学研究所幹細胞研究開発棟内装工事
JPMCパートナー加入

スーパーリフォーム第1号・弊社倉庫太陽光発電（17.3kW）

園田中学校改築（青木あすなろ・山本JV）・CSセンター開設予定

そしてさらなる未来へ…

　終戦当時、現在のような住環境が整備されていなかった時代に、お客様に安全で快適な暮
らしをご提供しようと一念発起し、宮大工 の『 大亀 』に由来する高度な技術と『正直』をモッ
トーに建築工事業を創業させていただいた弊社も、御陰様を持ちまして 60 周年を迎える運び
と相成りました。
　これもひとえに皆様方のご支援とご愛顧の賜物と衷心より深謝申し上げます。

創業 60 周年を迎えて

▼創業当時の事務所付近の様子

株式会社 山本工務店
会長     山本　    博
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山 本 組 創 設

▲創業当時の事務所付近の様子 ▲創業当時の現場の様子

▲新築住宅の上棟
そのうちに、西昆陽を中心とした地
域で主に住宅の新築も手掛けるよう
になりました。

▲時友神社新設
昭和 37 年には、時友神社の新築工事の依頼を受け、会長が二週間部屋に籠っ
て図面を書き、無事建築出来ました。

「自転車のサイドに9mの丸太を積ん
で田能まで行って来い！」と言わ
れ、1人で線路や土手を越え向かった
そうです。
インタビューした時に遠い目をしな
がら「永遠に着かないと思った」と
おっしゃってました。

▲西昆陽巡査駐在所新築工事
昭和 30 年代の終わり頃には近隣の村
がお金を出し合った巡査駐在所を建
てさせていただきました。

▲現場の風景（入社したての岩本さん）

▲上棟祭の風景

▲当時の仕事風景
昭和 29 年 10 月 7 日に山本博が山本組を創設しました。
創業当時は大工の内堀光男さん（みっちゃん）の手伝いから仕事を
スタートしました。

昭和 35 年には初の従業員である岩本
さんが弟子入りしました。

・1958 年：東京タワー完成  
・1960 年：カラー TV 放送開始　
・1964 年：東京オリンピック開催
・1965 年：名神高速道路前線開通
・1966 年： ビートルズ来日
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昭和29年～昭和42年
（1954年～1967年）

主
な
時
事
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㈱ 山 本 工 務 店 設 立

▲昭和43年 に山本組から規模を拡大して株式会社 山本工務店
を設立しました。

▲昭和46年 佐藤栄作総理（左）、昭和48年 田中角栄
総理（右）より紺綬褒章を賜りました。

▲昭和 62 年  U 様邸新築
昭和の終わりにかけては、数は減ったものの、大規模な個人
住宅の建て替えを手掛けるようになりました。

▲昭和 59 年 尼崎市立尼崎養護学校温水プール新築工事
昭和 55 年以降は、更に民間工事が冷え込んだ為、公共工事の仕事が多くなっ
ていきました。

▲武庫之荘　友行公園新築工事
株式会社設立以降は、二度の石油危機の影響から
民間工事が更に冷え込み、尼崎市の公園（土木）
の仕事を受注し始めました。

▲昭和63年 園田競馬場スタンド改修

・1969 年：アポロ 11 号月面着陸
・1970 年：大阪万博
・1972 年：沖縄返還
・1973 年：第 1 次オイルショック
・1976 年：ロッキード事件
・1985 年：阪神タイガース優勝

昭和43年～昭和63年
（1968年～1988年）

主
な
時
事



バ ブ ル 崩 壊 か ら デ フ レ の 時 代 へ

▲平成 5 年   I 様邸新築工事 ▲平成 10 年  U 様邸新築工事

▲平成 7 年 阪神淡路大震災
大震災後は震災復興に全力を注ぎました。
須佐男神社建替も復興事業の一つです。

▲平成 8 年 西昆陽須佐男神社震災復興事業

平成に入ってからも数は少ないものの、規模の大きい個人住宅を建てました。

◀平成元年 尼崎市市長室改修
平成に入ってからは尼崎市をはじめ、公共工
事を本格的に手掛け始めました。

▼平成 5 年 尼崎市女性センター・トレピエ改修

・1989 年：消費税施行（3%）
・1990 年：東西ドイツ統一
・1991 年：バブル景気崩壊
・1993 年：皇太子様御成婚
・1995 年：阪神淡路大震災
・1997 年：消費税施行（5％）
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平成元年～平成10年
（1989年～1998年）

主
な
時
事
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エ コ へ の 目 覚 め

▲平成 11 年  西武庫須佐之男神社新築
阪神・淡路大震災の復興事業です。

▲平成 12 年  田能資料館復元住居再建
超ロハスな復元住居です。小学生の体験宿泊も催され
ているそうです！

◀平成 19 年  Ｓ様邸　（GEO 第 1 号）
様々な公共工事を手掛ける傍らで、他社
との差別化を計る為にエコでロハスな住
宅づくりを開始しました。

Ｓ様邸は、地中熱利用のジオを初めて取
入れたエコ住宅です。

▲平成 12 年 尼崎市クリーンセンター
日立・三井・山本 JV を組んだビッグプロジェクトでした。

▲平成18年 現中央支所
初の耐震補強工事です。

・2001 年：アメリカ同時多発テロ
・2002 年：ワールドカップ日韓大会
・2003 年：イラク戦争
・2004 年：新潟中越地震
・2005 年：愛・知万博
・2008 年：北海道 洞爺湖サミット・リーマンショック

平成11年～平成20年
（1999年～2008年）

主
な
時
事



平成21年～平成26年
（2009年～2014年）

エ コ の 推 進

▲平成 21 年   S 様邸新築　（光熱費 0 円住宅）
GEO パワーシステムと太陽光発電を併用した光熱費 0 円住宅で、身体にも
お財布にも優しいエコでロハスな住宅づくりを始めました。

▲平成 21 年  髭の渡し建替
旧西国街道髭の渡し行者堂の建替を行い、新聞に取り上げて
いただきました。
60 周年記念事業として西昆陽にあります庚申堂の建替をさせ
て頂く予定です。

平成 26 年  庚申堂建替▶

・2011 年：東日本大震災
・2012 年：東京スカイツリー開業
・2013 年：アベノミクス・富士山世界遺産登録
・2014 年：消費税施行（8%）
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年間通して安定した温度を保つ地中熱を利用した、環境大臣
賞受賞の環境・家計に優しい換気システムです。

技術・商品

在来軸組工法の仕口と、シンプルな接合金物が融合し、進化
したプラスアルファの機能を持つ画期的な金物システムです。

主成分のセラミックにより、遮熱・断熱・保温・遮音・防音
等の効果が期待できる水性塗料です。日本経済新聞社賞受賞。

有害化学物質（ＶＯＣ）を分解する透明塗料として登録して
います。

安定した無機物のホウ酸塩を使用したシックハウスの心配が
無用な防蟻剤です。

リフォーム＋一括借上のスーパー
リフォーム（日本管理センター）

お住まいに対して簡易の耐震診断をします。

スレート屋根に含まれるアスベストの飛散防止の技術開発を
行っています。

GEO パワーシステム APS 工法

遮熱断熱塗料ガイナ S.O.D リキッド

エコボロン スーパーリフォーム

すまいの構造改革推進協会入会 アスベスト吸着工法

在来進化論

APS工法



～思い出のペー
ジ～

皆さん楽しそうですね！

僕も行ってみタイワン♪

雨天のために朝からカラオケでハッスルしたそうです。

真面目な旅行だそうです。

何しに行ったんですか～？

仲睦まじい社長・工事部長の 2ショット！

ジオ本部で研修を受けて来ました。

ジオの発想の源になった秋芳洞も

見学しました～！
結果はいかに！？

大震災の前日の写真だそうです。
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台湾！台湾！

兼六園！兼六園！

片山津温泉！片山津温泉！

山口ジオ
研修！
山口ジオ
研修！

出石！出石！

なんでも

鑑定団出演
！なんでも

鑑定団出演
！

北海道！北海道！

台湾！台湾！
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大工の大亀についての資料が鴻池神社にあると言

う事を聞き、 取材に行きましたが手がかりはあり

ませんでした＞＜

でも近くの池で大きな亀を見つけました 笑

お宅にお邪魔して貴重なお話をお聞きしました！ありがとうございました！

記念誌作成はここから始まりました！

エコあまフェスタ♪

エコあまフェスタ♪
エコあまフェスタ♪エコあまフェスタ♪

うんぱく♪うんぱく♪うんぱく♪うんぱく♪

オープンカレッジ♪オープンカレッジ♪オープンカレッジ♪オープンカレッジ♪
エコキッズメッセ♪エコキッズメッセ♪エコキッズメッセ♪エコキッズメッセ♪

耐震博♪耐震博♪耐震博♪耐震博♪

会長
インタビュー

岩本さん
インタビュー

取材風景♪
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会 社 概 要

事業内容

Corporate  profile

本社所在地
代表取締役
創　　　業
資　本　金
従 業 員 数
建設業許可

■
■
■
■
■
■

兵庫県尼崎市西昆陽2丁目26番27号
山本　益也
昭和29年10月7日
2,000万円
8名（2014年2月時点）
兵庫県知事許可（特・般-22）第200659号

◆ 戸建注文・増改築など建築設計、施工
◆ 戸建住宅・集合住宅の総合リフォーム
◆ 企業社屋・工場の建築・増設などの設計、施工
◆ 公共施設工事（研究所、学校、福祉施設など）の設計、施工

株式会社 山本工務店

本　　社

http：//www.yamamoto-inc.co.jp

TEL 06-6431-1197 
FAX 06-6431-6125

0120-56-3007 

本社



編集後記
　会社創業60周年の記念事業の一環として、

本誌を刊行するにあたり、当時の様子を知る

方々へインタビューさせて頂き、なんとか形

にすることができました。

　編集に関しましては、何かと至らないところ

もあるかと思いますが、時間の許す限り一生

懸命取り組んできたことに免じてお許しくだ

さい。

　最後になりますが、60周年記念事業にご

協力をいただきました皆様に心より感謝して

編集後記とさせて頂きます。

発行日　平成26年4月1日
発行者　株式会社山本工務店　創業60周年記念誌実行委員会
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