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百回折れても、立ち上がる。

平川晃基さん 独占インタビュー！
熱きエンジニアの秘めたる想いを聴かせてください
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入社してから丸々3年が経ちました。3年前の採用面接の面接官は木原さんと
折出さんでした。その時「ここしかない !」と強く思ったのを覚えています。
僕の出身、三原市の “木原” ってところなんです（笑）運命ですよ、運命。
高速道路事業の仕事には、有線、無線、高圧盤など色々ありますが、僕は主
に通信線路工事を行っています。高速道路での「もしも」のためにある設備
の工事です。具体的には、非常電話設置工事の段取りや調整、検査などを
行います。
元々僕は文系だしスキルも知識もゼロだったので、入社してから合原さんの
もとで無線や、電気工事の知識を一から教えてもらいました。その頃からずっと
合原さんを目標に、いつか追いついて、なんなら追い越せるようにと思って、
勉強し現場経験値を上げるように頑張っています。
少し前、合原さんがいる東京の現場へ行って、3 か月間一緒に仕事をしたん
です。「会わない間に僕も結構追い上げたぞ」と思っていたんですが、久しぶり
に一緒に仕事をしてみると、合原さんもとてもレベルアップしていて、全然
追いつけてなかった！と、衝撃でした。合原さんの向上心を見習わないと！
僕も頑張ろう！と、刺激になりましたね。
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TDグループを支える

エンジニアたちの

秘めた想いを聴かせてほしい。

仕事のこと、

チームの仲間のこと、

プライベートのこと、

高速道路事業の

平川さんに聞きました。

今月のゲスト

平川 さん
高速道路事業
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難しかったこと、大変だったことはいっぱいあります。
最近だと、初めて通信線路工事を一つ任せてもらえ
た時のことですかね。それまでは、無線と電気工事
しかやったことがなくて、一つの線路を統括すると
いうのは初めてでした。非常電話の知識も必要だし、
設計や製造、検査の工程も把握しながら進めないと
いけないので、とても大変だと身をもって知りました。
お客さんからの指示を共有し忘れたり、調整がうま
くできなかったりして、設計や製造など他部署にた
くさん迷惑をおかけして…。その時は辛かったです
ね、自業自得ですが。
ただ、失敗して落ち込んでも一日で前向きに戻れる
ところが僕の良いところです！それに、先輩たちの
フォローと具体的なアドバイスのおかげで、そんな
失敗も成長の糧になっていると信じてます！

座右の銘は「百折不撓」
何回失敗して挫折感を味わっても、くじけずに立ち上がる。という意味
です。挫折しそうになって、そこで諦めても、仕事は終わらないし、
誰も喜ばない。やりきるということを意識して仕事をするようにして
います。失敗が多いからかな。僕の場合、百回以上折れてますね（笑）

東洋電装社員の数人とキャンプに行って、すごく
楽しくて、最近グッズをいろいろ集め始めました。
焚き火台とか。最近行けていないのでそろそろ
行きたいです。誰か誘ってください！

年度が変わったので心機一転して、スーツっぽい、
きちんとした服装で来るようにしてみました。
お客さんと会う機会が増えたし、作業着よりも気持
ちがシャキッとするので、なかなか良い感じです。
あと太り防止も兼ねてます（笑）

好きな女性のタイプは、
思いやりがある人。電車でおばあちゃんに席をゆずっ
てあげるような、優しい人が好きです。
芸能人でいうと、木村文乃が好き。

とある通信線路工事で、立会試験があったんで
すが、その時の話です。立会試験の前までに何
徹かしてて、心も身体もしんどい状態でした。
そんな中での立会試験。疲れ切ってる上に、お客
さんが来るのですごく緊張して、自分の担当が
終わってから、その日飲み屋さんで泣きました。
無事終わった喜びと安堵感、達成感で感極まり
ましたね。しかも折出さんに「よう頑張ったよ」
なんて言われたらもう、「うぇ～ん」ですよ。
ガチ泣きです（笑）

失敗しても

最近泣いた話

起
き
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事業報告&事業計画ざっくり
こんなかんじ

目標の粗利を達成できなかった
・人材及び組織マネジメント面の失敗は反省点であり、
2020年度の大きな課題として取り組みが必要。

黎明期を脱し成長期に入る状態まで成長出来たことは大きな成果！
市場環境を考慮すると、この１～３年で拡大期フェーズに入ると
想定されるので、その準備を進めることが非常に重要となる

2019年度にがんばったこと

2019年度のまとめ 2020年度の重点施策

2020年度にがんばることキーワード

通信線路の主担当化
事務作業化
・提出資料の作成
・入札情報の展開
・売上表の更新
管理強化
・商談管理（サイボウズ）
・備品管理（サイボウズ）

顧客ニーズ第一優先
これまでにない発想の提供
完成品の市場導入
心地よい職場の提供

コロナウイルス感染防止のため、今年度の経営発表会は中止になりました。
各事業や各委員会の結果と目標の発表は、経営会議内で2事業ずつ行っています。その一部を簡単にご報告。

ネットワーク技術で
高速道路維持管理の最適化と効率化を提供
～一丸となってイノベーションの創造を～

「介護 IoT」で介護の現場を元気に！
　～人に頼る介護から人に寄り添う介護へ～

社内
・組織力強化
・基礎スキーム構築
・保守サービススキーム構築と契約拡大
事業推進
・介護 IoT販売店増
・ディジタルマーケティング力強化
・ブランド力強化

介護医療システム事業

高速道路システム事業

個々のスキルアップと
チームワーク向上！
作業系仕事を整理して
コンパクトにしました。

介護 IoTで
・人手不足の解消
・科学的な介護
・効率的な介護
・人に寄り添う介護を！
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プロジェクトメンバーに聞いてみた

2 0 2 1 年度新卒採用活動報告
今、東洋電装が力を入れている新卒採用活動で行っていることをみなさまにご報告します。若手社員も頑張ってるよ！

6 月 18 日

6 月 19 日

小田 さん

嬉しい半分不安半分でしたね。私は合同
説明会や企業説明会に行くような就職活
動を経験していないので、そんな私でも
できるのかなという不安はありました。
経験のない私がほかのメンバーをまとめ
たり色々お願いしたりすることに少し抵
抗感があったのかもしれません。
- 実際にやってみてどうでした？

最初は全て手探りでしたが、とにかく
やってみよう！という気持ちで進めてい
きました。プロにコンサルをお願いして
いるので、分からないことは何でも聞き
ました。実際に説明会などをこなして
いって、結果を実感することで、「こう
いう言葉が響くんだ」とか「これくらい
の距離感がいいのか」というようなこと
がだんだん掴めてきたように思います。

-PJ への参加、そしてとりまとめ役と決まっ
た時どう思いましたか？

オンライン個別説明会（理系学生向け）

内定者懇親会

オンラインセミナーの様子

-PJの中で嬉しかったことはありますか？

内定承諾書をもらえた時はいつも嬉しい
です。こちらが合否を決めているとはい
え、学生は何社も内定をもらうのが当た
り前の時代なので、その中から東洋電装
を選んでくれたんだと思うとありがとう
という気持ちです。印象に残っているの
は、会社に直接来て内定承諾書を手渡し
してくれた子がいたことですね。「悩ん

だけど御社に決めました」と言われて、
恥ずかしながらその場で泣いちゃいま
した。魅力がちゃんと伝わったんだな
と思うと感極まっちゃって（笑）

- 苦労が報われたと感じる瞬間ですね。特に
苦労した、大変だったことは？

一番初めの合同説明会ですね。コンサ
ルの指導のもと説明資料を作って、そ
れを実際に説明する若手メンバーに「自
分が説明しやすいように、自分らしさ
を出していいよ」と言ってお任せしま
した。想像以上にそれぞれの個性が出
たのは良かったんですけど、元々の資
料と差が出てしまって…。コンサルの
データをもとにした意見と、若手メン
バーの意見、どちらを選べばうまくい
くのか分からず困りました。
- 結果的にどちらを？

説明員である若手メンバーのモチベー
ションを下げないために、若手メンバー
の意見を尊重しました。結果、意外と
学生のウケが良いなどの発見もあり、
挑戦してみて良かったと感じました。
もちろん良い発見だけではないので、
良い部分は残しつつ、修正を重ねてど
んどん洗練されたものになっていって
いると思います。
- 若手メンバーが自主的に行動したり積極的

に意見を言う場面は多かったですよね。

いつもプレゼンや説明資料がより良く
なるようにたくさん悩んでくれて、本
当に感謝しています。やるからには良
いものにしようという気持ちが伝わっ
てきて、とてもありがたいです。
また若手メンバーの役割としては、こ
の採用活動での学生との接点が、今後
の新入社員との良い関係を作るきっか
けになればいいなと思っています。
- 入社前から知ってるというだけで味方に
なってあげられますよね。

そう、今から仲良くなってもらい、入社
後のサポートに繋げていきたいです。
- 今後の意気込みをどうぞ！

今年はとにかく人を集める！というこ
とを一番に考えていたけど、次は「活
躍できる人材」を集めるための活動に
力を入れて、どんどんレベルアップし
ていきたいです。次年度の活動の準備
がまさに動き出したところで、本当に
終わりがないというか、上へ上へとい
う感じです。永遠にゴールはないけど、
永遠にゴールを目指してのぼっていく
というか。
- どこかのタイミングで「あぁ、すごくのぼっ
てきたんだな」と感じられると良いですね。

感じたいです。成果を実感できるまで
先は長いですが、まだまだ頑張ります！
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TDニュース

ぷち

カタログギフトを

いただきました～♪

●猪池さん

アイス券ゲット！

●西尾さん

14人の赤ちゃんと一緒に

●三宅（麻）さん

6 月号掲載の

第3位第3位

GWのフォトコンテスト

6月19日（金）に内定者懇親会が行われました。
内定が決まった学生と彼らの配属予定部署の先輩
社員とで、おいしいお酒と食事をいただきながら、
会社や仕事、プライベートの話題などで盛り上がり、
お互いを知る良い機会になりました。
学生たちは、入社後のイメージが湧きつつあるよ
うで、質問が活発に出るなど意欲の高さや、こんな
風なことがやってみたいなどの意気込みも聞くこ
とができました。次回夏ごろに今度は会社で…
という話にもみんな乗り気で答えてくれたので、
しっかり計画してお互い有意義なものにしていき
たいです。

制御盤事業：桑原（健）さん、祖川さん
高速事業：折出さん、三宅（叶）さん
IoT 事業：驛場さん、若宮さん
小田さん

●東洋電装からの参加メンバー

内定者懇親会の様子
♪

Baby誕生情報
入賞者のみなさんのもとに、スペシャルなプレゼントをお届けしました。

武田さんち、
赤ちゃん誕生!
令和2年6月10日、武田さんの赤ちゃん
が誕生しました。
可愛い赤ちゃんの誕生で、より愛があふれ
る幸せな家庭になることを祈っています
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訪問記
VALO DENKI HOUMON-KI

バロ電機

東洋電装社員の、
GoodなことやNewなことをご紹介します。G o o d & N e w

東洋電装 村上 さん
臭いものにふたをしました。

Before

After

東洋電装 風神 さん
最近どうぶつの森を始めました。杉山さんからもらった可愛い

お洋服と被り物を装備して、ジャックくんと写真を撮るために

穴を掘ったりUFOに遭遇したりと、楽しんでいます。

（猫の耳の方が杉山さんです）

2019年7月号「NewFace」でご紹介してから、約1年
が経ったという加納さん。
普段はノリがよく、無茶ぶりにも必ずノッってくれる
ほどの（笑）ムードメーカーですが…
お仕事中はいたって真面目で、取材中もテキパキと
作業をこなす姿を見て、『作業着女子もカッコいい！』
と思ったおだちゃんです。
「まだまだ覚えることはたくさんあるけど、少しずつ
できることが増えてきて、今楽しいです」
と語ってくれました。バロ電機さん初の女性現場職と
いうことで、今後の活躍に目が離せません。

入社から1年が経ちました
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1日2Lの水を飲むこと今月の
テーマ

健康のために水分をたくさん摂るといい、ということは誰しもが知っていること。
コロナ対策や熱中症対策のため、今特に注目されている「水1日2Ｌ」には、どんなメリットがあるのか
あらためてチェックしてみましょう。

1. 目や口、鼻孔に潤いを与える

水分は私たちの身体の中で粘膜となり、各器官の働きが鈍るのを防いでい
ます。乾燥して正常な働きができなくなると、さまざまな病気を引き起こ
してしまいますから、水分の補給はとても重要です。

2. 体内に栄養分と酸素を運ぶ

酸素や栄養は、血液を通じて身体の隅々にまで運ばれていきます。その際、スムーズに運べるように
サポートするのが血液中の水分です。水分不足で血液濃度が上がりドロドロの状態になると、せっかく
摂った栄養も必要な所にまで届かなくなってしまいます。

3. 老廃物を体外に出す

体内にある水分は常に新しいものへと入れ替えていかなくてはいけませんが、口にした水が身体の外に
排出されるまでに 1 ヶ月かかると言われています。古くなった体内の水分が入れ替わらないと血液の製
造が滞ってしまいますし、代謝は落ち、肌のハリやしなやかさも衰えていきます。

4. 満腹感を与え食欲抑制

こまめに水を飲むことで空腹感を抑えることができるため、それによって
余計な食欲を抑えられるようになります。間食や食べすぎを控えたい時に
は、水を飲みましょう。

5. 肌に水分を保ち、しなやかさと張りを与える

栄養や水は、生命維持に関わる器官に対して優先的に届けられます。肌は優先順位がそれほど高くない
部分で、なおかつ血管の末端部分にあるため、栄養や水分の補給がどうしても後回しにされてしまいます。
見た目の肌を透明感のあるものにしたいなら、もっと意識して水を摂る必要があります。

6. リンパの流れをスムーズにする

リンパの流れが滞ることで、むくみや肩こり、冷えなどさまざまな症状が
起きやすくなります。体調が良くないなと感じている人は、リンパマッサー
ジをするだけでなく、しっかりと水分の補給も行いましょう。

【応募方法】
●氏名●掲載用ペンネーム●住所●電話番号●投稿内容
を記入して社員へ手渡し、またはEメール、郵便、FAXにてお送りください。
※掲載にあたり、文章に手を加えさせていただく場合がございます。
※二重投稿はご遠慮ください。
※掲載された方には薄謝をお送りしますので、住所・氏名・電話番号は正確にお書きください。
※ご記入いただいたあなたの個人情報は、この企画の目的以外には使用いたしません。

【Eメール】
info-hp@t-denso.com
【郵便】
〒731-0103
広島市安佐南区緑井4丁目22-25  広報担当
【FAX】
082-831-2588

おたより
募集中




