投資先企業レポート

優秀賞

主な事業内容：下水道管路施設、排水設備施設の総合維持管理業
所 在 地：東京都世田谷区
社
長：長谷川健司
資 本 金：2億5000万円
設
立：1962年
従業員数：392名
会社ＨＰ：http://www.kansei-pipe.co.jp/

く。ビジネスでは決定的に不利だから

従来のやり方よりもコストが高くつ

ボット「グランドビーバーシステム」

は、テレビカメラでの調査が可能なロ

を守ることができる。長谷川健司社長

大口径管の調査も機械化すれば人命

鉄砲水が出ることを予知するのは難し

業的には苦しかったですね。それでも、

他社は全国にたくさんある。当初、営

は調査費の安い目視の方がいい。同業

の単価が上がりました。自治体として

点は、１日に３００～４００メートル

ＳＤカードを見て行う。その最大の利

見ることはできない。点検は回収した

査法に対し、走行中に管内部の映像を

ブで映像を見ながら点検する従来の調

式点検機器「ＫＰＲＯ」である。ライ

ケ ー プ ロ

を撮影し、ＳＤカードに記録する自走

た。フルハイビジョンの高画質で管内

管清工業は小口径管の調査も革新し

口径管調査が主流になっている。

ムを採用し始め、今では機械による大

きると次々にグランドビーバーシステ

死亡事故が増えてきた。機械化の必要

普通ならやらない。だが、管清工業は

の開発に踏み切った。ただ、懸念材料

いでしょう？ 死亡事故が起きたら困

５００～６００、長くても８００メー

違った。

があった。下水道を管理する自治体が

りませんか？ と、時間をかけて説得

は調査員が目視で点検していた。下水

同社は下水道管路の清掃、調査、補

採用してくれるかどうかである。費用

していきました。実績ができると後は

性を理解していた自治体は、先例がで

修などを行う、この分野におけるパイ

が目視による調査の倍ぐらいかかるの

トルで、これだけ長いのは世界初です。

オニアである。管路の機能を維持する

だ。

現実に、ゲリラ豪雨が多発するよう

管の中に入っての作業には有毒ガスの

1952年生まれ。日本大学卒業後、渡米し、現地に
て最新技術を学び、起業に至る。3年後、帰国し
管清工業に入社。98年に社長に就任。危険な作業
に従事するスタッフを目の当たりにし、安全確保
を主眼とした調査用ロボットの開発・導入を決意。
2007年に“グランドビーバーシステム”が誕生。
日本のインフラを支え続ける。

その分、開発費がかさんだので調査費

長谷川健司社長

発生や鉄砲水の危険がつきまとう。

ためには定期的に点検し、欠陥・損傷・

「グランドビーバーシステムのケーブ

になってからは、各地で鉄砲水による

大口径管は調査員の安全
小口径管は調査費の低減
違う視点で新方式を開発

老朽化している箇所を発見することが

ルは２キロメートルあります。普通は

早かったですね」

必要で、小口径管はカメラ、大口径管
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下水道管路の維持を担う業界のリーダー
勇気ある経営
大賞

叶えてあげれば間違いないという現場第一主義が経営の根本にあり︑それが社員のヤル気を高め︑業績は右肩上がりだ︒

受賞

Profile

管清工業株式会社

現場の声に耳を傾けて
事業を推進
だから社員のヤル気が高まる

第14回

下水道管路維持業の先駆者として業界を牽引してきた管清工業は 年ほど前︑大口径管調査専用のロボットを開発し︑

祝

調査員をゲリラ豪雨の危険にさらさずに済む手法を普及させた︒開発を申し出たのは社員である︒現場が望むことを

₁₀

し、実際に仕事するのが管清工業だと

自社の利益だけを追わないのは同社

が限度だった点検距離が１キロメート

１メートル当たりの単価を安くするに

のポリシーだ。祖父が創業した下水道

聞くと安心なんですよ。うちは地域の

はどうすればいいかという発想で開発

機器輸入販売会社カンツールの販売先

ルと３倍位延びたことだ。１日に点検

しました。補修の必要な箇所がどこに

の官公庁等から、
『機械操作をしてほ

企業とは絶対に喧嘩しません。適正な

あるのか、なるべく早く知りたいとい

しい』との要請により父親の清氏が管

できる距離が長ければ調査期間が短縮

う自治体のニーズに応えられるのがケ

清工業株式会社、次いで日本下水道管

利益が出る金額で仕事を出してもらえ

ープロです。笹子トンネルの天井板崩

路管理業協会を設立して業界の発展に

され、コストを低減できる。

落事故以来、国交省がインフラ管理を

貢献した。清氏は２０１４年に他界し

ればいい。名よりも実を取ります」

重視する方向を打ち出しましたが、日

たが、同協会の会長も務めている長谷

「グランドビーバーシステムとは逆に、

本の下水道管は約 万キロあります。

今までのやり方では非常にお金と年数

るようだ。だが、共存共栄の思想は同

川社長には、その血が受け継がれてい

じでも経営の考え方には違いがあり、

激しい議論を戦わせたという。

「意見の対立はしばしばありました。

域で仕事している地元企業の下請にも

積極的に同業他社に提供するし、各地

発した調査方法を１社で独占しない。

ＰＲＯにしろ、管清工業は苦心して開

グランドビーバーシステムにしろＫ

ですが、外からの風を入れることが必

ろすのか』と怒っていました（笑）
。

かったですね。
『俺を筆頭株主から降

主になってもらうことにも賛成ではな

にも反対でしたし、投資育成さんに株

父はグランドビーバーシステムの開発

役員会ではとことんバトルしましたよ。

なる。全国展開しているので、どの地

要だと思いましたし、投資育成さんに

下請でも構わない
技術と機械を他社に提供し
地域の企業とともに

域でも自治体と直接取引できるのだが、

入ってもらって良かったですね。社会
のだとか。

会社なら間違いない』と言ってくれる。

を見て『投資育成さんが出資している

ロ

地元企業に受注してもらい、その下請

的信用が全然違いますから。株主構成

「自治体もその方が喜びます。地元企

それが一番助かります」

プ

として仕事をするケースが少なくない

ケー

がかかるわけです」

47

業を優先したいという思いがあります
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経営課題への対応、 その成功と失敗の分かれ目
受賞企業紹介

強い中小企業になる！
「グッドカンパニー大賞」
特集 「勇気ある経営大賞」

「自走式 グランドビーバーシステム」

八輪独立駆動の自走タイプで

抜群の運動性能

危険な大口径管内を調査員に代わって詳細に調査

する。管径1,200mmから4,000mmの中・大口

径管内を調査可能。2,000mのケーブル搭載で従

来、対応が難しかった長距離管路にも対応。カメ

ラは4点レーザー光による調査対象物の測長が可

能。ほかに酸素、硫化水素濃度をリアルタイムで

測定できる。

投資先企業レポート 管清工業株式会社

大口径管きょ調査は機械化で安全に

①②③「船体式ビーバーシステム」船体構造により、水
流速の変化、水位の上昇にも対応可能。④「kpro」は小

口径管の調査に威力を発揮する。従来のカメラ調査の3
倍のスピードで調査可能。日本全国に延びる、47万キ

2

ロもの下水道管きょ調査の強い戦力となる。

強し、組織を動かすものは人、人材育

かけは、現場からの申し出だった。大

グランドビーバーシステム開発のきっ

長谷川社長は現場の声に耳を傾ける。

は旗振り役にすぎない、を信条とする

社員がいて会社が成り立つ。トップ

現場第一主義の経営
現場が望むことを叶えれば
事業は成り立つ

量が多い場所でも調査能力を十分に発揮できる。急激な

口径管調査を機械化するにはどうすれ

て話してきた。組織論の本を読んで勉

員に自分の理念や組織とは何かについ

がら、ブレーンとなり得るであろう社

て、工事部長の頃から現場で仕事しな

な経営ではうまくいかない。そう考え

からは祖父や父親のようにワンマン的

織で動く会社にすることだった。これ

長谷川社長が最も力を注いだのは組

3

成が大事だと分かっていたからである。

賞与をドーンと出します。頑張っても

単純な発想です（笑）
」

り立っていくだろうと。

あげれば事業として成

やりたいことを叶えて

から、彼らが望むこと、

く知っているわけです

要性やニーズを一番よ

す。現場の人たちが必

「私は現場第一主義で

と言ってきた。

い。やらせてください」

員たちが「完成させた

いたところ、現場の社

ないので手をつけずに

の人には下水道のことは分かりにくい

う感じですね。機械を展示しても一般

部署で、彼らが勝手に進めていたとい

「企画したのは出前授業を行っている

らったそうだ。

リー・ポッターの衣装を渡され、面食

場で「はい、これ社長の分です」とハ

を長谷川社長は知らされておらず、会

る。そんな企画が進められていること

の世界観で下水道を表現したことであ

果的だったのは“ハリー・ポッター”

できるコーナーが人気を呼んだが、効

ド・スウィーパー」などを実際に操作

や、大口径管内清掃ロボット「グラン

の出展もそうだった。前述した調査機

すい。この風通しの良さで意見を吸い

などを対象にした下水道の啓蒙活動の

出前授業というのは、全国の小学生
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ばいいのかは分かって

還元されなければヤル気がしぼみます

管清工業の社員は上から指示される

いたし、必要性と市場

いたが、実際に成果が

のではなく、自主的に考えて動く。昨

からね。社員は大事にします」

上がるかどうかは未知

年 月に開かれた
「エコプロ２０１６」

があることも理解して

数である。自信が持て

長谷川社長は若い社

ですから、広く知られているキャラク

上げながらもリーダーシップを発揮し、

ことで、 年位前から始めているとい

ターを利用したのでしょう。子どもた

業績を伸ばしてきた。

う。下水道に興味を持った子どもたち

自分の言ったことが間違いだったと気

「トップにいる人間が現場のことを理

が親に話す。すると、親からも反応が

ちがたくさん寄ってきて喜んでくれま

解してくれると思うからヤル気になっ

返ってきて、利用者が下水道に何を望

付いたときは素直に謝る。そういう人

てくれるんでしょうね。社員の働きに

んでいるのかが分かる。その期待に応

した」

員の話をちゃんと聞く。

12

柄なので、社員は思ったことを言いや

4

応えるために、利益が上がった分だけ

10

1

はないかという発想だった。

えられるよう事業展開すればいいので

治体は予算不足で、本来は自分たちが

治体から頼まれることもあります。自

「出前授業をやってくれないかと、自

もプラスになっている。

意識が醸成され、出前授業は営業面で

安心だ。管清工業に頼もう。そういう

とです」

ていける仕組みを作っていくというこ

きます。効率的で効果のある管理をし

れからはソフトの開発に力を入れてい

官民連携の方向性が出ているので、こ

時代になっていくでしょう。国策でも

「提案する営業が創業時からのポリシ

託の要請に対応していくためである。

分析してソフト開発につなげ、包括委

ており、それぞれが収集したデータを

日之出水道機器はマンホールを手がけ

イプ、日水コンはコンサルティング、

ないのかと猛反対されたが、下水道へ

の上がらないことをやらなくてはいけ

出前授業は無料である。なぜ生産性

人材と財源が厳しい自治体に代わって、

という問題もあります。将来的には、

という事情があるわけです。人手不足

行うべき啓蒙活動がなかなかできない

及促進議員連盟が、今では下水道事業

ていた時代に設立された下水道事業普

を象徴するのは、下水道整備が急がれ

管理が重要な課題になっていること

てきました。これからも市場に合った

り、ニーズに応えられるものを提供し

地方自治体が何を考えているのかを知

ーです。時代を敏感に感じ取り、国や

ハードからソフトへ
民間委託の方向性に対応し
管理の手法を確立

の理解が深まり、自治体の信頼感が増

ます。社員には常に『具体的に何をや

方法論を具体的に考え、実現していき

の２文字がなくなった。一昨年には下

りたいの？』と聞きますし、会議等で

促進連盟になっていることだ。
「普及」

水道法が改正され、合流改善や耐震化

も『具体的に』ということを強く言っ

管路施設の運転管理を我々民間が行う
事業の理解を深めてもらうため“出前授業”を行うことも。写真は長

した。ここまでやってくれる企業なら

を含めた管理をベースにした法律にな

ています」

長谷川社長は何度も「具体的に」と

っている。日本の下水道は普及から管
理への転換期にある。

いう言葉を使った。これが人を育てる

キーワードであるようだ。社員が具体

管清工業は昨年８月、積水化学工業、

日水コン、日之出水道機器との４社で
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的に思考を巡らせ、自発的に動くとこ

担当者が紹介! こ の 会 社 の 魅 力

一般社団法人・下水道管路データバン

「老朽化するインフラの
管理は日本全国の自治体
が抱える重大な課題です。
当社の役割に対し、多大
なご理解を頂いている点
に感謝しています」

ろに管清工業の強さがある。

東京中小企業投資育成へのメッセージ

クを設立した。積水化学は下水道のパ

業務第二部

2016年4月 の 熊 本 地
震では、管清工業の熊本
営業所の従業員にも被災
した方がいらっしゃいま
した。そんななか、地域
のためにＧＷの休日返上
で早期の下水道の復旧に
取り組まれました。社会
における大きな役割を担
っており、社会貢献度の
高い企業様です。管清工
業にとって、安心してご
相談いただける、身近な
存在になれるように精進
していきたいです。

吉野絢哉

制の確立により安全な調査を実現させた。下水道というインフラ整備

周知も行う

システム」を開発。調査前のミーティング、システム車による監視体

下水道環境整備の

危険を伴う下水道の維持管理について、安全第一を念頭に「ビーバー

スタッフの安全を第一に

経営課題への対応、 その成功と失敗の分かれ目
受賞企業紹介

強い中小企業になる！
「グッドカンパニー大賞」
特集 「勇気ある経営大賞」

谷川社長自らが講師となり、子どもたちに授業を行ったところ。

