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創刊にあたり
会長ご挨拶

全国ケーブルトラフ協会 会長
株式会社アゲオ 代表取締役

田 所

兼

龍 雄

平素は格別のごひいきを賜りありがとうございます。
さて、弊社はお蔭をもちまして2003年4月1日に当協会は15周年を迎えることとなり、これ
を記念して、会報誌「ケーブルトラフ」を創刊することとなりましたことを、ここにご報告申
し上げます。
当協会会員は一同に、様々なケーブルトラフや鉄道沿線の構築物に取り組みながら、数々の
苦難を乗り越え、年々拡充出来ましたのは、ひとえに皆様方のご支援ご指導の賜物と、心から
感謝しております。
会報誌「ケーブルトラフ」を創刊する目的は、5項目あります。

1・商品技術の飛躍的な発展
2・製造者の品質・意識・価値・レベルの向上
3・JIS・ISOの進捗情報
4・当協会の周知
5・会員相互の情報交換
以上の目的で、創刊されました。
昨今、ハイテクが当たり前の様に認知されて参りました。勿論弊社でも日々刷新されるオー
ダーにお応えすべく、時流感覚を失わずに対応させて頂く所存でございます。
しかし、このハイテク時代を支える基盤は、人手による技術と精度と云った事ではないでし
ょうか？
なによりも「造る」事へのこだわりを大切にして、お得意様のご満足を追求し、常にチャレ
ンジし続け、特色ある、面白い、魅力的な協会づくりとなっていける様に努力してまいります。
私共の願いは、お得意様の「縁の下の力持ち」としてお役に立てることです。
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創刊にあたり
副会長ご挨拶
全国ケーブルトラフ協会 副会長
朝日工業株式会社 専務取締役

兼

櫻 井

淳 一

長い平成不況の中、ケーブルトラフは激動の情報化社会の中でその役割を失うことなく着実
に足元を固めJRはじめ私鉄鉄道、各電気業界に寄与できる存在として脈々と息づいており
ます。
今、このように全国ケーブルトラフ協会が社会的な認知を受け電気工事業界にあたっては、
必要不可欠の地位を得たことはケーブルトラフの先駆けをして下さった諸先輩方の努力と研鑽
によるものであり、また関係各位の厚意のお陰であり、この場を借りて改めて深謝いたしま
す。このように我々が現在情報化社会の一翼を担う責任を与えられたことに大いなる喜びを感
じるものであります。
しかしながら当協会員は弱小メーカーがほとんどでさしたる経済力も政治力もありません。
この度、協会誌を発刊するに当たり業界の方々のみならず広く一般の市民の方々まで認知し
ていただければとの願いを込めて極めて微力ではありますが発刊する事が出来ました。これを
機会に新たな出会いが出来れば、まことに嬉しい限りです。
さて、私事で恐縮ですが当社は東北の地に於いて事業活動しております。東北はご存じの通
り雪との戦いの歴史でもあり、また政治経済、文化においても後塵を拝して来たところであり
ます。明治の初めに白河以北一山百文と言われたように江戸、上方の華やかな気風とは縁の遠
いところでありましたが明治25年で鉄道事業の全国化を皮切りにゆっくりではありますが、中
央の情報が流入するようになり、ラジオ時代、テレビ時代を経て現在ではコンピューターの普
及により瞬時に全世界の情報を取り込むことが可能と成りました。中央との格差は日々なくな
っていると言っていいでしょう。
地域格差の主たる原因は情報のスピードによるものであり、情報のスピードこそが地域格差
を是正し均衡のとれた成熟した日本経済を実現すると信じております。その一翼を担う存在で
あるケーブルトラフは光ケーブルの登場と共にますますその必要性を増しております。安価で
環境に優しいものであり、安心して信頼していただける製品としてケーブルトラフの実績は他
品種が雨後のタケノコのように出現しては消える現状において群を抜く歴史があります。お客
様の信頼に今後も十分答えられるように努めるのが我々の最大の債務であり、この債務を果た
すことが情報化社会の現代に貢献出来るものと信じます。
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創刊にあたり
副会長ご挨拶
全国ケーブルトラフ協会 副会長 兼
株式会社マンホール商会 代表取締役

風 祭

克 彦

全国ケーブルトラフ協会の会報誌1号創刊、誠におめでとうございます。そして創刊にあた
りご協力いただきました会員皆様方に厚く御礼申し上げます。
初めて副会長としての大役を仰せつかり、田所会長の良き参謀として、今後は会員皆様方と
一緒に「組織の魅力づくり」ができたらと考えております。
最近感じることがあります。強い者が、賢い者が生き残れる時代でもなく、大切なことは変
化に対応できる会社づくりだと思っております。特に社長業とは因果な商売だとつくづく思う
今日です。売上とか利益とか、いつも頭の中に引っ掛かっていて立場を自党すれば当たり前の
責任なのですが、ただ毎日アタフタしているのが現状です。
皆様の中にも赤字になれば慌て、ちょっぴり黒字になれば、そういう人に限って油断をして
しまいがちです。心の持ち方、手の打ち方、その時々に左右されてしまうのが現実だと思いま
す。私たちの企業が「絶対的安定」を得ていた試しなどないからです。絶えず課題を抱えてい
て、悲壮な覚悟でピンチに立ち向かった事だって再三あり、それを乗り切ってきた筈です。経
営環境は確かに厳しく、日本中不安定企業だらけで落ち着きを失くしているのも事実です。し
かし、もう少し長いスパンで自分の企業や事実方針を捉えたらやるべき事が見えてくるでしょ
うし、やってはいけない事も見えてくる筈です。今の時点で5年後、10年後の企業の目標を決
めろと言われれば誰だって今の日本の経済状況下では判断しにくく、それはある意味では博打
でしかないとも思います。大切なことは正確な情報収集と分析、そして来るべき時期に照準を
合わせた体勢づくりと決断ではないでしょうか。
今、旧来の日本を清算しなければならない時期に来ています。企業だって同じ事です。絡ま
った糸を解こうとする人が大半で、本来ならばその事のコストがどんなに莫大になるかも計算
せずに結果的に快方に向かう訳でもない事は承知の事だと思います。であるならば「一度壊し
てしまえ」という発想を持てるのが今の我々の世代ではないでしょうか。
企業は絶えず変体を繰り返すものだと思います。以前はその周期が50年だったり30年だっ
たのかもしれませんが、今の中小企業の大半がそんなに長く同じ事業内容では生き残れない時
代でもあると言えるでしょう。
まだまだ先の見えない時代があと2年は続くと思います。我々は10年以上苦しい経済状況中
を生き抜いてきました。その中で改めて努力と知恵を使い、そして勇気を持って行動すること
を学びました。2005年には新たな日本の夜明けが来ると推察致します。以前にも増した強い
国『日本』は到来することでしょう。その日に向けて自己の研鑚とネットワークづくりを進め
て行きたいものです。
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創刊にあたり
監査役ご挨拶
全国ケーブルトラフ協会 監査役 兼
長谷川トラフ株式会社 代表取締役

長 谷 川

三 喜

会員の皆様におかれましては、常日頃より協会に対しひとかたならずご尽
力を賜り厚くお礼申しあげます。
今般、会報誌「ケーブルトラフ」の創刊にあたり、突然の原稿依頼をいた
だき、困惑しておりますが、一言ご挨拶申し上げます。
最近の経済情勢を鑑みますと、景気低迷からの脱却にはまだまだ時間を要
すると思われます。
この混沌とした先行き不透明な時期だからこそ、会員相互が団結し、ピンチ
をチャンスと見なし、高技術・高品質の製品を顧客に提供する事が肝要と考
えます。
わが社におきましても、会員の皆様におくれを取らぬ様、日夜努力してま
いる所存でございます。
微力ではございますが、今後も時代のニーズに合った物造りをモットーに協
会発展に寄与させていただきたいと思っております。ご協力の程お願いいた
します。
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会員Information
（株）アゲオ

小 池

孝 徳

拝啓 大暑の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申
し上げます。他でもございませんが会報の発行において貴重な場を与えて頂き、全国ケーブルトラフ協会の皆
様には重ねてお礼を申し上げます。
さて、この全国ケーブルトラフ協会について幾度も協議の結果、NPOに辿り着いたことに感動しております。
なぜなら私は、埼玉県のアゲオ工場内において今年の4月まで鉄筋加工課に所属しており製造部門での事柄し
か着目出来ていなかったからです。
5月に販売部（営業）の門をくぐり、違った角度で協会の大事さを先日の協議会出席の際、体感させていただ
きました。
NPOについて、営利目的では無い団体の為、協会内ではケーブルトラフの市場標準化や、協会活動の水準向
上などすばらしい構造改革に着手したと思います。又、各社の製品を担当される製造現場の皆様においても活
性化するのではないかと思います。
これからの講演会・展示会においても、日本工業大学の学生のような次世代につながる人事交流を期待して
います。そして、このNPOについて先見していたかのように、この協会で巡り逢えた諸先輩方には、工場見学
や技術指導など、多大なる協力をしていただきました。
協会関係の方々に引き続き倍旧のご厚情を賜りたく、切にお願い申し上げます。末筆ではございますが、貴
社の益々のご繁栄と、貴職のご建勝を衷心よりお祈り申し上げ御礼の言葉に変えさせて頂きたく存じます。
ここからの内容は、私事で申し訳

しい）瑠（宝石・磨くと光る）」と言

ございませんが娘「美瑠（みるり）」

葉の意味を考え合わせました。（夢：

これから先、美瑠にはいろいろな

について記載させて頂きます。

10年後ホリプロに本名でデビューも

友達や彼氏が出来たり、運動や勉強

含む）

が大変だったり、毎日楽しい日々を

昨今世間では、プロ野球の松井が

ている日々です。

メジャーに挑戦し、ゴルフでは丸山・

当時生まれてすぐ体重の軽さと37

どんどん過ごしていきます。父とし

伊澤組が全米優勝。又、平均年齢10

週目の出産で保育器に 2日間入りま

てはどんな人と結婚するのかが少し心

代歌手モーニング娘の若手の進出な

したが、9ヶ月目にはつたえ歩きも

配です。

ど喜ばしいニュースなども増え、東

終え10ヶ月目には普通に歩き今では、

京秋葉原〜茨城県のつくば間では、ダ

ミルクの量も減り身長 70cm・体重

ルトラフ協会の会報を読んだ時の事

クト蓋の新線工事など経済効果の響

9kgになり抱っこも大変になってき

を楽しみにしています。

きも良くなっています。

大きくなった美瑠にこの全国ケーブ

次回会報担当は朝日工業株式会社

2002年5月30日には、埼玉県の

となります。次回もより多くの方に

上尾中央総合病院にて 2,290gの女

ご指示頂きますよう、又協会一員と

の子が産声を挙げ、小池家に新しい

して連載を心より楽しみにしておりま

家族が増えました。当時は、担当医

す。有難うございました。

師に切迫早産と宣告をうけ、妻律子
は1ヶ月に渡る入院生活を体験しまし
た。ご存じの方もおいでですが、妻
は株式会社アゲオに社員として8年間
在籍させて頂きました。現在は母親
として、美瑠と一緒に公園デビュー
の日々を過ごしております。
名前の由来は、いろいろな書物を
何冊も検討しました。結果、「美（美
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方式で仲間と争って落札した。

一筆啓上

また、その仲間を中心に「ECT工業会」があり、
全国ケーブルトラフ協会 事務局局長

大 澤

後に、東日本セメント製品工業組合の中にトラフ部
会を作ったり、共同出資で「トラフ」という会社を

英 次

作ったりしたこともある。
平成13年4月13日、長年お世話になったトラフ業

新規参入もあれば、撤退ないし廃業もあった。国

界から引退し、会社を解散しました。「老兵は死な

鉄の入札に成功しながら、オイルショックにより倒

ず、ただ消えゆくのみ」なんて、マッカーサーのよ

産の憂き目にあった仲間もいた。
経営方針の相違、販売競争の思惑など様々な事

うなコトを云って、仲間の皆さんから餞別まで戴き

情を乗り越え、また、地域の殻を破って登場したの

ました。

が、本協会の前身「全国ケーブルトラフ連絡協議

年金受給者となってウロウロしているところへ、

会」である。

協会事務局の話がきて、「老兵は再び現れ」るコト

すでに、15年の活動実績を持つ集団であるが、

になってしまいました。モーロク爺に何ができるか

JISの変革、社会情勢の変化に対応して会名を変更

ワカリマセン。

し、NPO法人の認定を受けるべく申請している。

タダのカザリかもしれませんが、マァ、チョット
は役に立つべく、奮闘努力する決意でござりますれ

トラフを製造するにあたって、主として、JRS

ば、ドチラさんも、オヒカエなすって下さいま

（国鉄規格）に依ったが、JIS規格になり、廃業して
しまったが、私の会社では昭和40年に表示許可を

せ。・・・と、仁義を切ったところで、

もらった。

「ケーブルトラフってナンですか？」と聞かれ、

コンクリート製品の製造技術は簡単のようで、意

なんべん説明したことだろう。
「線路の脇に蓋を被せて並べてあるコンクリート

外と難しい。皆、懸命に標準化に励んでいるが、同

の管路で、中に、通信や信号用のケーブルが入って

じ水セメント比でも、天候によってスランプや流動

いるヤツですよ。」と云うと、「ああ、アレか。」と

性が変わったりする。
コンクリートは「生き物」と云われるが、同じよ

納得する。

うに作っていても、その日によって強度、色、気泡

一般の消費者には直接関係のない品物なのだから

などが異なってしまう。色が黒かったり、アバタが

仕方ないのである。

出たりしては、嫁に出せない。良い子を育てようと

一般の人が知らない製品は沢山ある。それらが縁

する親御さんと同じ苦労がある。

の下の力持ちとなって我々の社会を支えているので

折角良い品物を作っても、買い叩かれて悔しい思

ある。
トラフの歴史は古い。戦前からあったヤに聞いて

いもするコトもしょちゅうである。それでも、製造

いるが、何時のことかは不明である。おそらく、信

に関わる全ての人達が、コレで暮らしを建て生きて

号機や電話線の歴史に匹敵するんだろう。

いるのである。
油にまみれ、埃をかぶり、汗を流し、重労働に耐

私がトラフを作り始めたのは昭和35年のコトだ。

えて良いモノを作ろう頑張っている。

それから、40年以上作り続けた。
昔は、呼び名 70,120を 1号、2号或いは 11号、12

かく言う私も、この世界で働き、結婚し、子供を

号と呼び、400（7号）までが一般的であった。妻を

育て、生きてきた。辛いコト、苦しいコトも多かっ

持つ前から、2号さんはおろか7号さんまで作って

たが、「モノを作るヨロコビ」に支えられ、仲間と

いたのだから、私もタイシタものである。

競い、助け合ってきた。

当初の頃、関東の先輩メーカーには、日本コンク

トラフ屋さんは「縁の下の力持ち」。私は、更に

リート、興和産業、前田工業、東部通信工業さん等

その下に潜って、皆さんの恩に報いたいと、我なが

があり、陶管（フタは鉄平石）では杉江製陶さんが

ら珠勝に思っております。

あった。
一番の需要先は日本国有鉄道（現JR）で、入札
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うた

アメイジング・グレイス
（Amazing Grace）
黒人霊歌（ゴスペル）

1． Amazing Grace! How sweet the sound
that saved a wretch like me
I onece was lost but thank God I'm found
was blind but now I see
2． Twas grace that taught my heart to
fear and grace my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed.
3． Through many dangers toils and snares
I have already come
This grace that brought me safe thus far
And grace shall lead me home.
（直訳）

1．アメイジング・グレイス（大いなる恩寵）なんと快い響き
私のようなみじめな（卑劣な）者も救われて
迷える私にも、神のおかげで道が開けた
以前は盲目だったが、今はみえる。
2．この恩寵が私の心に畏れを教え
私は怖ろしさから救われた
この貴い恩寵は
私が初めて信じた瞬間に現れた。
3．危険や苦しみや誘惑の罠を
私はもう抜け出した
この恩寵がここまで守ってくれたのだ
そして恩寵が私を家まで導いてくれる。

【解説】奴隷商人のニュートンの作詞と云われている。彼はアフリカから黒人奴隷を運ぶ途中嵐に遭い、必死に神
に祈り、九死に一生を得る。奴隷商という「卑劣な」人間でも、神の恩寵が得られたことを感謝し、この詞を作
った。ヴァージニアで綿花栽培に使役されていた「惨めな」黒人奴隷の間にこれが広まり、この歌を唄うことが
過酷な生活に救いをもたらした。曲は、スコッチ・アイリッシュが、アパラチア山中に移民した時持ち込んでき
た民謡を讃美歌に取り入れたものだそうだ。アパラチアに住んでいたチェロキー（？）インディアンが、厳冬の
ミシシッピー河を渡って、居留地へ追い立てられたとき、1/3の人々が命を落とす。彼等はその歴史を忘れぬ為、
この歌を唄い続けているという。黒人の歌に関心の深かったプレスリーがこの曲を歌い、アメリカ中に広まった
とも云われている。心に安らぎをもたらすこの歌は、歌詞も曲も地域によって違うが、ホスピスでも唄われ、第
2のアメリカ国歌といわれている。魂を安らかにしてくれるこの歌は、何度唄っても飽きるということがなく、
時、所を選ばず、私も唄い続けている。
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会員名簿
［会

員］
社

名

電

話

ファックス

郵便番号

所在地

萩原コンクリート工業㈱

0143-85-2757

0143-85-2811 059-0025 北海道登別市大和町2-17-2

日東コンクリート工業㈱

01454-2-3466

01454-2-3249 054-0064 北海道勇払郡鵡川町晴海町113

朝日工業㈱

0224-53-2021

0224-53-2022 989-1201 宮城県柴田郡大河原町中ノ倉166

杉江トラフ㈱

0287-36-1251

0287-36-1250 329-2752 栃木県那須郡西那須野町西赤田238

㈲藤平コンクリート工業

0282-27-7782

0282-27-7810 328-0021 栃木県下都賀郡都賀町木687

㈱北関東工業

0282-27-8151

0282-27-8150 328-0021 栃木県栃木市久保田町461-1

㈱タマコン

0495-76-3771

0495-76-2918 367-0108 埼玉県児玉郡美里町下小玉590

㈱アゲオ

048-721-2085

048-721-2039 362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室5700

㈱安達コンクリート工業

0258-47-1111

0258-47-1114 940-2146 新潟県長岡市大積町1-411

㈱オーイケ

0263-98-2238

0263-98-3804 390-1301 長野県東筑摩郡山形村54-1

畑沢興業㈱

0438-37-0101

0438-37-0241 292-0825 千葉県木更津市畑沢2-33-12

杉江製陶㈱

03-3442-6181

03-3442-1691 150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-21-8

渡部コンクリート工業㈱

03-3604-0933

03-3601-4698 125-0062 東京都葛飾区青戸8-26-25

土井商事㈱

047-390-6703

047-390-6704 279-0001 千葉県浦安市当代島2-16-3

日の出コンクリート㈱

0425-97-0542

0425-97-4093 190-0182 東京都西多摩郡日の出町平井17-1

㈱マンホール商会

03-3313-8231

03-3313-8232 168-0062 東京都杉並区方南2-8-2

みずほコンクリート㈱

0587-97-3637

0587-97-6302 495-0015 愛知県中島郡祖父江町桜方字四ツ城118

㈱東部通信

052-442-0115

052-441-8635 490-1144 愛知県海部郡大治町西條諏訪78

協和コンクリート工業㈱

0575-28-2236

0575-28-4858 501-3955 岐阜県関市下白金100-7

牧野コンクリート工業所㈱

0761-72-1682

0761-72-1567 922-0001 石川県加賀市大聖寺上木町出村70

㈱関西コンクリート工業所

087-881-4181

087-882-6238 761-8011 香川県高松市香西北町422

長谷川トラフ㈱

0930-23-1771

0930-23-1772 824-0022 福岡県行橋市大字稲童3646-1

事務局

049-282-0492

049-282-0493 350-0256 埼玉県坂戸市善能寺520-1

［賛助会員］
社

名

電

話

ファックス

郵便番号

所在地

㈱橋本

027-223-1891

027-224-6011 371-0801 群馬県前橋市文京町10-28

㈲稲佐鉄工所

0930-23-3233

0930-23-3236 824-0043 福岡県行橋市流末岩田1138-1

㈱石畑型枠

042-557-1145

042-557-1949 190-1212 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷533-6

ジャパンライフ㈱

03-3655-4101

03-3655-4102 124-0024 東京都葛飾区新小岩1-53-10 朝日生命ビル

富国石油㈱

055-921-4331

055-921-5886 410-0043 静岡県沼津市柳町3-45

㈱クレオ

03-5689-5043

03-5689-5038 113-0033 東京都文京区本郷1-28-23 弓町秩父ビル

ソニー生命保険㈱

03-5358-1704

03-5358-1724 151-0053 東京都渋谷区代々木3-22-7 新宿文化クイントビル4F

日本型枠油化学㈱

049-259-1541

044-856-3412 354-0045 埼玉県入間郡三芳町上富町1484-7

㈲ダイテック

048-688-6464

048-688-7474 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮6-13-8

セルテック㈱

042-365-8717

042-365-8719 183-0056 東京都府中市寿町1-4-3 ロイヤルプラザ4F

山陽電機㈱

0474-39-1101

0474-39-1105 273-0866 千葉県船橋市夏目台6-16-6

トヨタ工機㈱

042-366-6011

042-364-2530 183-0035 東京都府中市四谷6-12-8

タナカ印刷㈱

03-3567-2551

03-3564-2920 104-0031 東京都中央区京橋3-12-4

第一石産運輸㈱

048-623-1100

048-625-3700 331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋6-956

千代鉄商事㈱

03-3642-0041

03-3642-7778 135-0024 東京都江東区清澄2-15-9

㈱データ総研

048-666-7881

048-667-3897 331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町2-12-19
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