
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ユーザ訪問シリーズ第 11 回目

となる今回は、今年の 1 月に弊社

協組システムを導入していただき

ました栃木県矢板市にある、栃木

県北部生コンクリート協同

組合様にお邪魔し、組合設立の経

緯や活動内容などについてお話を

伺いました。 
 

栃木県北部生コンクリート協

同組合は、その名の示すとおり栃

木県の北部にある矢板市にありま

す。矢板市は高原山の南麓に広が

り､山岳地帯及び森林､里山に囲ま

れ､宮川､内川などの河川が北から

南へ流れる非常に落ち着いた所です。北部山岳・森林地帯は全国名水百選に選ばれた尚仁沢湧水の水源となって

おり水源の森百選に選定されている高原山水源の森や森林浴の森百選に選定されている栃木県民の森､八方自然
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休養林､八方ヶ原など豊かな自然の宝庫で環境教育､ハイキングなどにはもってこいの地域です。近年は城の湯温

泉センター､矢板温泉(館の湯)､コリーナ矢板といった温泉も市内各所で掘削され､市民の方はもとより観光客にも

憩いの場として提供されています。 
 
 組合が発足したのは昭和 46 年の 6 月、現在は

工場兼務の飯村理事長、小池副理事長、岩見副理

事長､大貫参事長、重高副参事長の下、専任で我妻

さん、鈴木さん、滝沢さん、羽原さんの女性 4 名

が組合事務を担当されています。加盟工場は 10
社 12 工場で、弊社のシステムは平成 19 年初旬に

各工場に出荷管理システムを、組合には組合販売

管理を導入していただいており高レベルな電算化

を実現されています。 
 

組合業務の一日は朝 8 時半に始まります。最初に事務所内の掃除を行い“さあ仕事”という気分を盛り立てま

す。さすが女性陣！いつお邪魔しても隅々まで掃除が行き届いていて大変清々しい気分で迎えてくれます（仕事

をする場はこうではなくちゃと思うのですが、私の机の上はいつもごちゃごちゃしています）。 
午前中にNTT のグループアクセスを利用し、各工場の出荷実績データや組合のマスタデータ、割決データ等を

集配信します。集計したデータの内容をチェックし、実績漏れの追加や訂正等を行います。システム導入当初は、

慣れの問題もあってまごついていたように見えましたが、導入してから約 1 年を迎える今では慣れた手つきで業

務をこなされているようです。導入によって業務の効率化、スピード化が図れ、また多種多様な価格管理にも対

応できるようになったので便利になったとおっしゃていました。それにしても請求書を発行する日は驚かされま

す。何しろ 12 工場分の請求書ですから印刷前にプリ

ンタのトレイにぎっしりと詰めた用紙があっという

間になくなってしまうほどの量なのです。それでも

今回導入して頂いたシステムでは、請求書の単価訂

正といった作業は画面に表示されている請求書を直

接クリックして訂正できますので修正作業も簡単に

済むようになったとのこと。もちろんその請求書だ

けも発行することができますので請求業務はかなり

効率化が図れたのではないかと思います。それにし

てもみなさん担当業務を手際よくテキパキとこなさ

れていて、工場からの問い合わせや入金処理なども

キーボードをパパッと操作してササッと処理してい

ました。 
組合では“いかに人為的なミスを少なくするか”というテーマが徹底されており、手入力しなければならない

入金伝票入力等は、必ずチェック表を出力し、チェックされています。そのおかけで入力ミスは少なくなってい

るようです。みなさん徹底した仕事ぶりを見せてくれますが、そんな中にも、さすが女性だなと思われる心配り

もあり、訪問客があったときには美味しいコーヒーを必ずご馳走してくれます（なぜか私のマイカップもありま

す）。工場の皆さんも時折、組合に訪れてみては 4 名の女性陣に混ざって束の間のひとときを楽しまれているよう

です。 
組合では他にも組合運営や技術について他地域の組合へ見学に行かれたり、定期的に理事会、技術会を開催し

たりして組合、工場が一丸となってレベルアップが図れるよう努力されています。常に改善努力を続けられてい



らっしゃるようですので将来が楽しみです。是非とも弊社の協組システムを十二分に活用していただき組合の発

展に役立てていただきたいと思います。 
取材に協力していただいた組合の皆さま、お忙しい中ご協力いただきましてありがとうございました。 
 
【 栃木県北部生コンクリート協同組合 】 

所在地：栃木県矢板市扇町2-5-2 
TEL：0287-43-2131 

 
組合工場（順不同） 

㈱浜谷組 生コン部矢板工場  ㈱みらい生コン 

㈱大田原生コン    モリヒロ生コン㈱ 那須塩原本社工場 

黒磯生コン㈱    後藤コンクリート㈲ 生コン工場 

塩和建材㈱    ㈱ウエムラ 

㈲三森商店 三森生コン工場  モリヒロ生コン㈱ 黒磯工場 

岡村建材㈱ 生コンクリート工場  モリヒロ生コン㈱ 塩原工場 

 
 
 
 
 

新 JIS 認証取得期限が残り１年を切りました。最近、新 JIS 認証に絡むシステム設定の変更方法等について、

お問い合わせが増えておりますので、ここではその中から、特に多いものについてご紹介致します。 
 配合報告書で表紙の“認定工場”を“認証工

場”に変更したい場合 
① 初期メニューの「配合報告書」－「表紙レイアウト設定」をク

リックし、「表紙レイアウト設定」プログラムを起動させます。 
② メニューバーの「編集(E)」－｢社名等設定(N)｣をクリックしま

す。 
③ 右図のような画面（共通設定）が表示されますので、認証番号

等を訂正し、OK をクリックします。 
これで表紙レイアウトに登録されている強度試験成績書等、全ての表紙

が変わります。 
 

 
検印欄タイトルを変更したい場合（システム共通の設

定） 
① 初期メニューの｢基本設定｣－｢品質管理システムパラメータ｣をクリックすると、右図のような画面が表示され

ます。 
② 検印欄標準設定タブをクリックし、検印欄の個数およびタイトル

を変更します。 
③ OK ボタンをクリックで保存します。 
これで各帳票の設定が「システム毎のデフォルトの設定を使用する」

になっている帳票は全て変わります。 

 



 
検印欄タイトルを変更したい場合（帳票ごとの設定） 

① 各帳票プログラムを起動し、メニューバーの「ファイル

(F)」－「印刷(P)」－「検印欄の設定(K)」または、ツールバ

ーの「印刷ボタン右側の下▼」－「検印欄の設定(K)」をクリ

ックすると、右図のような画面（検印欄の指定）が表示され

ます。 
② 検印欄を「個別の設定を使用する」にすると、この帳票の

みの検印欄設定になります。他の帳票には影響しません。 
 
検印欄を「システム毎のデフォルトの設定を使用する」にすると、前頁の品質管理システムパラメータのシステ

ム共通の設定を参照します。 
 
 
 

新JIS認証の審査を受けた工場様から、審査官に指摘を受けたがどのように対応したら良いかといった質問が来

ています。審査官が改善点を指摘した場合には必ず書面に記録しますので、お問い合わせの際は、その審査書類

「指摘事項内容書」を弊社宛に FAX(03-5600-8959 PC アプリケーション事業部)していただきますようお願いし

ます。書面の内容を基に社内で検討し返答させていただきます。 
 
 
 
 

 

 

 ここでは標準の表紙以外の表紙を、保存する方法をご紹介します。 
【旧 JIS 用の表紙を作成します】 
① 初期メニューの「配合報告書」－「表紙レイアウト設定」をクリッ

クします。 
② ツールバーの「開く」をクリックすると、右図のような画面が表示

されます。 
③ 「新規作成(N)」をクリックすると、右図の画面が表示されますの

で、表紙の名称を入力し、OK をクリックします。 
（例：配合報告書旧 JIS） 
 

 



④ 画面表示のタイトル部分(右図)をダブルクリックすると、項

目編集画面が表示されますので、「レディーミクストコンクリ

ート配合報告書」と入力して、OK をクリックします。 
⑤ 次に新 JIS 等で表示が変わった部分を作成します。 
例：「日本工業規格表示認証工場」(下図)をダブルクリックする

と、項目編集画面(下図右)が表示されるので、文字のチェック

を OFF にして OK をクリックします。表示が消えグレーの枠のみが表示されます。 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

⑥ ツールバーの「挿入」をクリックすると、右図のように左上に

「（編集してください）」の枠が表示されます。 
⑦ 「（編集してください）」をダブルクリックして、旧 JIS の表記

を入力し、OK をクリックします。 
（例：「日本工業規格表示認定工場」） 
⑧ ⑦で作成した項目を⑤の項目へドラッグして表示を重ねます。 
⑨ 他にも変更項目があれば、⑤から⑧を繰り返します。 
⑩ ツールバーの「保存」をクリックし、「このレイアウトを保存します。よろしいですか？」で OK をクリック

します。 
 
以上で旧 JIS 用の表紙が出来上がりです。 
 
 
 
【上記で作成した配合報告書旧 JIS の表紙を配合報告書と同時に印刷します】 
配合報告書の印刷時に、右図のように表紙項目の下側のコンボ

ボックスで「配合報告書旧 JIS」を選択して OK をクリックし

ます。 
 
これで旧 JIS の表紙・配合報告書･アルカリ総量計算書および配

合計算書が同時に印刷されます。 
 



 
 
 今回は、Word や一太郎を使って文書を作成するときに、簡単にカーソルを移動させることができる便利なシ

ョートカットキーをご紹介いたします。 
■ Home キー (行の先頭へ) 
 現在カーソルがある行の先頭（図の①）に、

カーソルが移動します。 
■ End キー (行の末尾へ) 
 現在カーソルがある行の末尾（図の②）に、

カーソルが移動します。 
■ Ctrl + Home キー (文の先頭へ) 
 編集中文書の先頭（図の③）に、カーソルが

移動します。複数ページ編集中は、1 ページ目

の先頭に移動します。 
■ Ctrl + End キー (文の末尾へ) 
 編集中文書の末尾（図の④）に、カーソルが

移動します。複数ページ編集中は、最終ページの末尾に移動します。 
 
 
 
2007 年 12 月 2９日（土）～2008 年 1 月３日（木） 

誠に申し訳ございませんが、上記期間は弊社の年末年始休業日となります。 

つきましては、営業業務・経理業務およびフリーダイヤルといったサポート業務は

お休みとなりますので、ご注意ください。 

尚、１２月２８日までと１月４日からは平常通りの営業となります。 

 

 

今上期の企業業績は好調なところが多かったようですが、生コン業界は相変わらず厳しく、公共工事の削減やゼ

ネコンの営業停止処分、改正建築基準法などの影響で、出荷量が 7 ヶ月連続で前年実績を下回る状態が続いてい

ます。おまけに燃料の高騰や環境対策といったコストアップ要因も重なり、なかなか光が見えてきません。 

そんな世の中ですが、ふと庭の木の枝に目をやると小さなつぼみができていました。日に日に寒さが厳しくなっ

てきているのにそんな寒さにも耐えて、もう春の準備をしているようです。厳しい厳しいと嘆いているばかりでな

く、このつぼみのように厳しさに耐えて、次の一歩に向けて頑張らなくちゃいけませんね。ということでこの一年

お付き合いいただきありがとうございました。来年も皆様にとって実りの多い豊かな年になりますようお祈り申し

上げます。 

スミテム社員一同より 

 
 

 

本  社        ●〒135-0003東京都江東区猿江2-16-5 スミセ深川ビル7F       TEL(03)5600-8955 FAX(03)5600-8959 

大 阪 支 店        ●〒541-0052大阪市中央区安土町3-2-14  ｻﾝｷｭｳﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 4F   TEL(06)6271-7110 FAX(06)6271-7122 

札幌営業所        ●〒060-0003札幌市中央区北3条西2-10-2 札幌HSビル4F    TEL(011)232-1748 FAX(011)221-1017 

福岡営業所        ●〒812-0011福岡市博多区博多駅前1-2-5 紙与博多ビル8F    TEL(092)476-3377 FAX(092)476-3378 
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