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CSR（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）

企業は利益を上げ、最低限の法的責任を果たすだけで

なく、企業活動を通じて市民や地域、社会の要請に対

し積極的に貢献すべきとする考えです。

我が社も環境保護、社会に貢献した活動を進めていき、

地域にも根付いた会社でありたいと願い活動をしてい

ます。
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★代表挨拶★

弊社は昭和３０年に水道屋として創業いたしました。創業した年は戦後１０年が経過

し、日本経済が飛躍的に成長を遂げた神武景気と言われる時期でした。日本人の食生

活も向上する中、地方の水事情は大変に不衛生な状態でした。生きて行くうえで欠か

せないのが、安全で絶える事がない安定した水道水の供給が必要不可欠と思った先代

創業者（故；山本治郎一）が、この年に事業を開始いたしました。おかげ様で平成27

年10月1日に創業60年を迎えることが出来ました。同年6月27・28日両日に創業60周

年記念・お客様感謝祭を多くのお客様のご来場で盛大に開催することが出来たのも、

地域の皆様方とお客様各位のご支援の賜と深く感謝する次第であります。

平成２３年には、『顧客満足』の目的でＩＳＯ９００１；２００８（品質マネジメ

ントシステム）・『環境保全』の目的でＩＳＯ１４００１；2004（環境マネジメント

システム）を認証取得し、技術力の向上と環境保全の為の行動を全社内で日々生かし、

誠実で誠意ある仕事提供を、今後も続けて参りたいと考えています。山本水道工業所

→(有)山本設備→山本設備工業㈱→ワイテック工業㈱と、社名は幾らか変化し、業種も

電気・土木・舗装・建築他の各種業種分野にも拡大しましたが、弊社の創業信念であ

ります 水 は生きる上での 源 の考えは不変であります。これからも『安全で豊

かな生活環境づくり』の為に、社員と共に何事にも真面目に一生懸命頑張ってまいり

ます。より一層のご支援ご愛顧をよろしくお願いいたします。

信 条

何事にも

真面目に一生懸命!!

ワイテック工業 株式会社

代表取締役 山本美智夫
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社　名　 ワイテック工業　株式会社　

岡山県知事（特-２７）第００９３６１号『土木・建築・とび・石・電気・管・鋼・舗装・しゅ・機械・塗・水・解』１３業種

岡山県知事（般-２７）第００９３６１号『大・左・屋・タ・鉄・板・ガ・防・内・熱・通・具』１２業種

〒716-1411  岡山県真庭市上水田３１３０-1
TEL：０８６６－５２－２８８８　　　FAX：０８６６－５２－３１７０

〒710-0065  岡山県倉敷市宮前３８０－５５
TEL：０８６－４２５－２３２１　　　FAX：０８６－４２５－６８０３

〒716-0204  岡山県高梁市川上町領家１３６３－１
TEL：０８６６－４８－９０１１　　　FAX：０８６６－４８－９０１１

　 創　業

設　立

資本金 ５，０００万円

代表者/役員 代表取締役　　 山本美智夫
専務取締役 平　博志
常務取締役 植木洋之
取締役 剣持良司（倉敷支店長）
取締役 山本愛子（非常勤）
監査役 前田和彦（非常勤）

営業内容 水道施設工事、電気・電気通信設備工事、管工事、機械器具設置工事、土木工事、
舗装工事、建築工事、塗装工事、防水工事、特殊工事（パラボラ工法）

・一級管工事施工管理技士：５名/二級管工事施工管理技士：５名
・一級電気工事施工管理技士：４名
・一級土木施工管理技士：１４名/二級土木施工管理技士：６名
・一級建築施工管理技士：３名/二級建築施工管理技士：５名
・一級建設機械施工管理技士：４名/二級建設機械施工管理技士：１１名/一級建築大工１名
・一級舗装施工管理技士：２名/二級舗装施工管理技士：２名
・一級造園施工管理技士：３名/監理技術者資格者：１７名
・一級建築配管技能士：６名/二級建築配管技能士：８名

有資格者 ・一種電気工事士４名/二種電気工事士：５名/引込線・計器工事員技能認定者：７名『中電力資格』

・配水管技士：４名/給水装置工事主任技術者：９名/消防設備士：２名/危険物取扱者：３名
・浄化槽設備士：４名/下水道排水設備工事責任技術者：８名/液化石油ガス設備士：２名
・測量士：１名/測量士補：２名/宅地建物取扱主任者：１名
・JISアーク溶接技術者：１名/ステンレス鋼溶接技術者：１名・冷媒回収技術者：1名
・第１種あと施工アンカー施工士：２名/第２種あと施工アンカー施工士：６名
・職業訓練指導員免許証(配管科)：１名/2級エクステリアプランナー：１名

　　　　※注記：上記資格者につきましては、同一の社員が複数の資格を取得しています。

　全社員 ３１名（役員を含む）

昭和52年11月8日

建設業許可

本　社

倉敷支店

高梁営業所

昭和30年10月1日
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岡山県上房北房町上水田２９９５番地に山本水道工業所を創立し、
水道事業を開始する。創業者は山本治郎一。

岡山県知事の管工事業の許可を受ける。

組織変更し、有限会社山本設備を設立。
資本金を５００万円とする。

組織変更し、山本設備工業株式会社とする
資本金を１,０００万円に増資する。

倉敷市宮前３８０-５５に倉敷支店を設置する。

資本金を２,０００万円に増資する。

資本金を３,０００万円に増資する。

資本金を５,０００万円に増資する。

代表取締役に山本美智夫が就任する。

高梁市川上町へ西部営業所を設置する。

市町村合併により高梁営業所に名称変更。

町村合併により真庭市上水田３１３０番地の１に住所変更となる。

創業５０周年を迎える。

創業５５周年を迎える。

ISO：９００１/ISO：１４００１を認証取得する。

ISO：９００１/ＩＳＯ：１４００１の再認証審査を受ける。

機械器具設置工事業の特定建設業を許可を受ける。

創業６０周年を迎える。

新社名；ワイテック工業株式会社に社名変更。（新住所：真庭市上水田3130－1）

社名変更に合わせて本社事務所の玄関を増築する。

消防施設工事業の一般建設業許可を取得する。

ISO：９００１/2015、ＩＳＯ：１４００１/2015年度版に移行認証を受ける。

平成30年10月19日 解体工事業の特定建設業許可を取得する。

平成22年10月1日

平成23年8月1日

平成26年7月14日

平成27年4月10日

平成27年10月1日

平成30年8月6日

平成17年3月31日

昭和30年10月1日

昭和46年4月8日

昭和52年11月8日

昭和56年10月29日

昭和58年3月1日

平成3年9月19日

平成6年11月26日

平成9年7月31日

平成9年10月1日

平成13年7月12日

平成16年10月1日

平成29年11月10日

平成28年10月1日

平成17年10月1日

倉敷支店 高梁営業所

本 社
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経営方針

「当社は、水道施設、管、電気、電気通信、建築、土木、舗装、機械器具設置、ソーラー施設工

事の設計及び施工活動が地球環境へ影響を与えていることを認識し、以下の取り組みを行います。」

１．私たちは、安全で豊かな生活環境づくりの為、最も重要なライフラインを築造、そして守る

ことを我社の与えられた使命と受けとめ、法規制の順守はもとより、優れた技術力（汚染の

予防）と行動力で全社一丸となって実現して行きます。

２．私たちは、信用と信頼のもとに会社の一層の飛躍と繁栄、そして社員の幸福と生活の向上を

目標とし、優良企業を目指します。

３．私たちは、物作りのプロとして『安全・品質・納期』でクレームゼロを達成する為、

ＰＤＣＡを軸に行動します。

４．私たちは、地域の発展と環境整備のためには、惜しまぬ協力と奉仕、そして貢献できる企業・

さらに地域から必要とされる企業を目指します。

重点実施項目：

(1) エネルギー利用の省力化と資源のリサイクル化の推進

(2) 再生、再利用の有効性を啓蒙し、社会貢献を図る

(3) 有害物質抑制、地球温暖化防止の貢献体制づくりに取り組む

(4) 施工・販売活動により、環境改善の積極的取組の推進を図る

(5) クリティカルパスの活用、予算実行管理の徹底を図る

(6) 顧客満足度調査の実施
２０１１年 ４月 １日作成

２０１１年 ７月 ４日改訂

２０１６年１０月 １日改訂

ワイテック工業株式会社

代表取締役 山本 美智夫
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ISOとは、International Organization  for  Standardization

（国際標準化機構）の略で、この国際機構が認めた規格のことを言います。

国際的に通用する国際規格のことで、ISO14001とは、環境を会社全体で管理

する【仕組み】（会社の技術やノウハウを継承するために、会社の中に、計

画・実施・チェック・改善のサイクルを作ること）のことを言います。

取得後は、定期審査を年に１回、３年後に更新審査を受けてISOの認証を維持し

ています。

維持審査を６月に受け、審査員の方より、以下の評価をいただきました。

＊創業６０年余り、水道施設をはじめ、管・電気設備・土木・建築工事等の多岐に

わたる施工を通じて、地域のインフラ／ライフラインの整備に貢献を継続している。

＊組織の課題を明確にし、社員の更なる力量アップ、設備、機械の更新に積極的な

資源提供をしている。

＊自社敷地内に太陽光発電設備（約50Ｋｗ）を設置し、環境負荷の低減化に寄与し

ている。

＊創業６０周年を機に、毎年「ＣＳＲ誌」を発行し、利害関係者への配布や

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上での公開によって、地域への情報公開・発言を積極的に行っている.。

今後も、環境に配慮した活動を続けたいと思います

維 持 審 査

ＩＳＯ１４００１

この時期は北房小学

校建設工事中でした

５



個  数 重量 累計ワクチン数（人） ＣＯ2削減効果（㎏）

H28.5月 2,795 6.5 3.3 20.48
    　 ８月 2,365 5.5 6.0 37.80
  　  12月 4,730 11.5 11.5 72.45
H29.1月 2,795 6.5 14.8 92.93
　　　6月 3,010 7.0 18.3 114.98
　１０月 3,440 8.0 22.3 140.18
H30.2月 2,150 5.0 24.8 155.93
　　　7月 2,580 6.0 27.8 174.83
　　　8月 2,365 5.0 30.5 192.15
H31.4月 2,150 5.0 34.8 218.93

計 28,380 66.0 34.8 218.93

エコキャップ 回収報告

★キャップ１㎏＝４３０個として計算

★ポリオワクチン１人分＝２㎏（キャップ８６０個）＝ＣＯ２ ６.３㎏削減

ボクのキャップが

34人の子供のワクチンに変わったよ！

ＣＯ２も焼却処分すると約219㎏排出

するのを防ぐことができたんで！
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ﾌﾟﾙﾀﾌﾞ・アルミ缶 累計

Ｈ２９．１１月 １６㎏ 16
Ｈ３０．　６月 ３６㎏ 52

ﾌﾟﾙﾀﾌﾞ･ｱﾙﾐ缶 回収活動中

プルタブ・・・約１６０万個～２００万個 アルミ製車椅子１台に

変わります

車椅子の交換はドラム缶９本（＝８００㎏！）

ペッタンコにつぶして

約52㎏で送付。車椅子に到達ま

で、地道な活動ですが、みんな

で頑張っています！！

箱の中身

１．集めたｱﾙﾐ缶ﾌﾟﾙﾀﾌﾞをつぶす
２．ｸﾛﾈｺﾔﾏﾄの宅急便で「環公害防

止連絡協議会 兵庫工場」に送り
３．兵庫工場で１箱ずつ、個

別に重さを量ります。登録番

号毎に記録して、参加者へ受

領書が送られます。

４．送ったﾌﾟﾙﾀﾌﾞが800㎏を超

えると・・・・・

参加者の希望の所へ車椅

子が届けられます！

「プルタブ・アルミ缶回収運動で車椅子を！」

★公害を生み出さない人づくり

★空き缶散乱公害をなくす
を目標にしています。

ものを大切にすることを通して、資源を保護し、

人にやさしく、身の回りの環境を住みやすいもの

にしようとするものであります。

（環公害防止連絡協議会）
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焼却・・・×

リサイクル・・・○

塵も積もれば山となる！

小さな積み重ねで地球に優しい

活動をしていきます。

今までゴミとして焼却処分にしていた上質

紙も計測して、廃品回収業者へ処分を依頼

しています。

ゴミの減量化・リサイクルへの推進を継続

して行っています。

社内でもゴミの分別を徹底

しています！

新聞紙、上質紙、雑誌を１年間で357㎏

リサイクルに。

ＣＯ２排出量

300㎏抑制できました！
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北房はコスモスの里

地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとして会社前のコスモス街道に

社員がコスモスの種まきをしています。

また、コスモス広場での種まき・除草活動

に参加しています。

【花言葉】

調和 謙虚 乙女の真心

原産国：メキシコ

コスモスと言う名前はギリシャ語

のｋｏｓｕｍｏｓ（美しさ、調和、

宇宙、秩序の意）からきていると

言われています。

コスモスのように、地域の方々との調和を

大切に私達も頑張っていきます。

街道 除草

街道 種まき

広場 種まき

広場 開花

９



北 房

ハート広場ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ

１０

ボランティア活動として地域の方々と

一緒に作製した北房のイルミネーション。

新しいアイデアも盛り込み、話題性にも富

んだ素敵なイルミネーション完成です。



１１

まにわのわ

住み慣れた地域で、お互い

に助け合いながら生活を

していくことで、

『誰もが安心して暮ら

せるまちづくり』を

目指すものです

弊社もこの活動に賛同し、協力業

者登録をしました。

日常業務の中で、見守りを行い、

いつもと違う異変や気になること

があれば、市役所に連絡します。

見守りﾈｯﾄﾜｰｸ事業
早期発見SOSﾈｯﾄﾜｰｸのしくみ

見守り対象は、子ども・高齢者・障害者

など、すべての市民です。



毎月１回、全員を対象に、安全衛生協議会を実施しています。

労働者が安全衛生に十分に関心を持ち、その意見が事業者の

行う安全衛生に関する措置に反映される必要があります。

その目的で委員会を設置し、協議、活動を行っています。

「無事故無違反チャレンジ２００日」全チーム達成！

今回の賞品はこちら！

「救急脱出ハンマー」

でした。

各車両に救急箱を常設。

どの車両に乗っても誰で

も使用できます。

安全、ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ、健

康・・・あらゆる

テーマを提案し仕

事に活かせるよう

にしています。
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民間の工事の改修工事以外にも漏水工事、修繕、太陽

光の設置工事や公共工事と幅広く仕事をさせていただ

いています。

また、緊急時にも復旧作業など対応しています。

ライフライン（電気・通信・上下水道・土木工事ほか）の緊急

対処事態への対処はお任せ下さい

水道本管の修繕資材

のストック 。

いつでも対応します

休日の緊急時対応の

当番表があります。

１３



昼間の緊急時はもちろん、

夜間の緊急時の対応も

即時対応しています！

国道沿いの水道管の接続部の配管が破損し、

夜間に緊急修繕作業をしました。

温泉旅館の供給してい

る配湯管の緊急漏水修

理をしました

昨年の豪雨災害により

土砂流出のための土砂

崩れ現場の災害緊急対

応をしました
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オイルの流出防止用資材ストック

作業例-交通事故発生時の車道部燃料流出時の吸着、清掃の協力

緊急時と言っても

現場の状況は多種多様です。

悪天候や夜中の作業になることも

あります。どんな時でも、慌てず、

迅速に対応できるよう日頃から

心掛けています。

近隣で交通事故発生の場合、事故

後の清掃協力をしています。

１５



完 成

完 成

こども園では電気、水道、建築や外構工事に携わりました

こども園 設備工事

こども園 外構工事

安全作業で取り組

みました

外作業は天候に左

右されるので苦労

しました
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施工前 施工後

Ｈ邸の改修工事をご紹介致します。

笑顔の素敵なご夫婦のお宅で、キッチンと隣の部屋をワンフロア

にし、ゆったりとくつろぎのあるキッチンダイニングルームに仕

上がりました。

以前から、台所を変えたいと思っていました。なかなかきっか

けがなかったのですが、ワイテック工業の方から声をかけていた

だき、あれよあれよと話が進んで工事をすることにしました。

今までは、外の景色を見ながら調理していましたが、対面式にし、

リビング全体が見渡せるようになり、とても開放感があるので、

気に入っています。

隣の部屋は壁を補修するだけと思っていましたが、リビングダ

イニングとして一つの部屋にしたら？と提案してもらい、思い

切って壁を取って広くしました。

キッチンは、ｸﾘﾅｯﾌﾟの洗えるﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞなので手を汚さずにきれ

いに掃除できるのがいいですね。

リフォームに伴い、なかなか片付けられなかった不用品も一緒

に処分してもらい、助かりました。

この部屋で孫達とますます、楽しい時間が増えそうです！

洗えるﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞが

嬉しい！

ボタンを押すだけで、フィルターとファンを丸ごと洗浄！

洗剤を使わず、お湯だけなので経済的でとってもエコ！

洗えるレンジフード

はｸﾘﾅｯﾌﾟだけ！

１７



本社 〒716-1411 岡山県真庭市上水田３１３０－１ TEL（０８６６）５２－２８８８ FAX（０８６６）５２－３１７０

倉敷支店 〒710-0065 岡山県倉敷市宮前３８０－５５ TEL（０８６）４２５－２３２１ FAX（０８６）４２５－６８０３

高梁営業所 〒716-0204 岡山県高梁市川上町領家１３６３－１ TEL（０８６６）４８－９０１１ FAX（０８６６）４８－９０１１

http:∥WWW.yamamoto-s.com

何事にも真面目に一生懸命!!


