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大正 年創業の千葉屈指の建設会社を引き継ぎ、 代の若さで式
田建設工業の社長に就き、４半世紀にわたり同社の経営に携わり、
このほど社会一般の福祉増進で関東経済産業局長表彰を受賞、これ
までの事業や会社経営の理念や生活信条、健康管理や健康組合の運
営などについて独自の発想力に満ちたお話をお伺いしました。
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代表取締役

式田 秀穂

式田建設工業株式会社

商工会議所の活動を礎に
社会に貢献する経営を

経営

2

夢シティちば 2015年₇月号

都出身／1971（昭和46）年日本大学理工
学部建築学科卒業／同年清水建設㈱入社
／1974（昭和49）年式田建設工業㈱入社／

（一社）千葉県建設業協会副会長／千葉県

建設業健康保険組合理事長／千葉商工会
議所常議員／（公社）千葉東法人会副会長／

千葉県貿易協同組合理事／（公社）千葉市

心的な戦力でした。父との意
見の相違はありましたが、私
が社長になったとき、世代交
代を進めようと若い人たちを
役員に抜擢しました。また自
分で資金を調達して社屋を新
築して一新を図るなど思い
切った施策を実行しました。

商議所活動が
今の自分の原点
今から 年前、当時の千葉
商工会議所には、青年部の組
織が２つ存在していました。
私はそのうちのひとつである
青年グループという組織に加
入させていただきました。こ
の組織は主に工業系の二代目
や三代目が多く、思ったより
もフレキシブルな横の連携が
築かれていました。
私の父が常議員をしていた
関係もあり、青年グループに
はすんなりと溶け込み、同業
種のみならず、異業種とも幅
の広い交流を持つことができ
ました。特に皆さんの事業継
承についての意見や考え方は、
参考になっていました。
36

若い世代を活かす
社内改革
今の会社は、母方の親が創
業しましたが、私が若いころ
は父親の式田菊治が社長でし
た。私は両親が 歳を超えて
からできた子で、両親の一人
息子にかける期待を一身に背
負って育ちましたが、就職先
は自分の意志で決めたいと思
い自力で大手建設会社に就職
しました。父の高齢と健康面
もあり３年半で退職して、父
の会社に入りましたが、大手
企業と中小企業のギャップは
想像以上に大きかったもので
す。自分も若くて血気盛ん
だったので、大手企業で学ん
だノウハウを、何とか社内に
浸透させようと、経営の合理
化や新たな発想などで、改革
に着手しましたが、最初の頃
は従業員に受け入れられず、
ずいぶん悩みました。
当時、
社内は私と同年代、
私
より若い年代、そして私より
上の年代と世代が３つに分か
れていて、上の年代の人が中

商議所活動では、事業は成
長の如何を問わなければ、先
代の了解のみで継承すること
ができるが、社会的地位の継
承は、多くの人の信任と承認
を受け、信頼されなければ上
には立てないと青年部長とい
う大役を受け
て学ぶことが
できました。
その後、多
くの業界団体
と係わるよう
になったわけ
ですが、社業
も高度成長に
支えられ、緩
やかに成長し
ていたことか
ら、私自身は
社会のために
何かできる人
間になりたい
と、青年部の
親会に立候補
させていただ
き、今日に至
っているので
す。
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千葉県建築文化賞を受賞した大多喜小学校

平成９年

社員こそ企業の宝、
事業の発展は社員の健康増進から

観光協会監事

＜DATA＞
設
立： 大正12年４月1日
所 在 地： 千葉県千葉市若葉区殿台町90番地1
☎０４３（253）2111
事業内容：建築工事の企画・設計・監理・請負およびコンサルティング
業務／地域開発・都市計画の事業並びにこれらに関する企
画・設計・監理・請負およびコンサルティング業務／建築工
事の諸材料および建設工事に関する諸物品の設計・制作・販
売並びに賃貸／建設工事用諸機械器具および機械装置の設
計・制作・販売並びに賃貸／住宅の建設・販売・賃貸および
管理並びに土地の造成および販売／土地利用計画／収支計
画／資材調達／リフォーム事業
しきだ・しゅうほ 1949（昭和24）年東京

40

地域景観との一体化が式田建設工業株式会社のポリシー

ともあります。こういうこと
社が率先して、社員への感謝
を繰り返し実践し、社長不在
のしるしとしてリフレッシュ
時のシステムを確立して、自
休暇を与えることは、重要な
分の時間を確保してきました。 ことです。
建設業健康保険組合の取り
趣味と健康管理
組みも注目されていて、
メンタ
サッカーが大好きです。若
ルヘルスと感染症に注意して
い頃自分でプレーしていまし
います。
社会情勢の変化ととも
たし、友人がジェフユナイテ
に病気も変化し原因も変化す
ッド市原千葉の立ち上げに関
るので、
それを遮断することが
わったこともあって応援して
必要です。
病気に罹らないこと
います。ワールドカップもイ
が大切と考えて、
３年間病気に
タリアやドイツなどに５回観
罹らなかった組合員には褒賞
戦に行っています。
品を出すようにしました。
心身共に健康でなければ真
「三無・三代・三生」
と
の健康はないと思います。心
「プラス相対理論」
の充実がなければ体調も悪く
なりますから、ストレスを溜
私が人生で培った経験から、
めない規則正しい生活を心が
座右の銘は２つあります。ど
けています。健康管理は自己
ちらも自分の経験から生まれ
責任です。仕事ができる人は、 た言葉です。
時間を有効に使ってリフレッ
一つ目は
「三無・三代・三生」
シュしていますね。
です。
『三無』は無心、無欲、無
当社では大きな工事が終わ
限（の可能性）
。
『三代』は時代、
ると、最低 日間の連続休暇
世代、
（相手）次第。
『三生』は
を取るようにしています。こ
共生（共に生きる）
、
協生（協力
うすることで、仕事への意欲
しながら生きる）
、
競生（競いな
が出ますし、健康管理にも繋
がら生きる）という意味で、
自
がります。
また、
愛社精神を培
分の生き方を表したものです。
う土壌にもなっています。会
二つ目は
「プラス相対理論」

事業と地域貢献を一体化することが理想的な企業
自分の時間を
作り出す工夫
前述の通り父同様に、この
千葉商工会議所や業界団体な
どの役員を務め、地域貢献は
私自身の人生の糧として、力
を入れています。若いころか
ら、父に代わって対外的活動
をしていたことなども幸いし、
当時からの方々とは今でも交
流があり、事業の後押しにや
自分の財産にもなっています。
対外活動をするには時間が
必要ですが、時間は工夫して
自分で作り出してゆくのです。
例えば、社長の私が会社にい
なかったらどうなるかと考え、
年末年始やお盆には社員と時
期をずらして休んだり、会社
の決算前に休みをとったりし
ましたが、会社はちゃんと動
いてくれていました。もちろ
ん、社員の理解を得ることは、
当たり前ですが、私自身の後
ろ姿を見て、事業には社会貢
献が必須要件ではと、考えて
くれていたからなのです。ニ
ューヨークの親戚へ行くとき
には１か月間休んだりしたこ
10

です。人生 年としたら、
歳代のときは 歳代の人と付
き合い、 歳代のときは 歳
代の人と付き合えるように自
分を作るのです。同世代の人
ばかりではなく、他の世代の
人と話したり、行動したりす
ることで視野が広まり、人は
成長します。皆さんの事業発
展、千葉商工会議所の発展に
おいても、参考にしていただ
けたら幸いです。
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私はこれからの建設業界の
方向について、国内での活力
を高めることを考えていま
す。高齢化社会が進む中、建
設業と工業とがタイアップし
て福祉や老人介護などの分野
でロボット化やオートメーシ
ョン化を進めたらと思ってま
す。
産官学の力を結集して、
医
療・介護の分野に次の時代の
ムーブメントを作りたいと思
っています。幸い千葉県には、
ロボット工学や、医療の研究
機関も多く、社会に貢献でき
る事業を進めるべきだと感じ
ています。
地域社会への貢献を踏まえ
た事業の取り組みこそが弊社
の特色だと思います。

これからの建設業界
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