
新入社員の皆さん、本日はおめでとうございます。

このコロナ禍で入社された皆さんには何かと不安な事も多いと思いますが、

周囲の頼もしい先輩方から多くを学び、人としての成長につなげて欲しいと

思います。皆さんが社会人として初めの一歩をここ『大京』で踏み出せる事を

心から嬉しく思い、会社をあげて歓迎しています。

これから様々な経験をつんでいく事になりますが、分からない事、

疑問に思う事は周囲の人に聴くことを習慣にして、

（聞くは一時の恥 聞かぬは一生の恥）自分のやっている事に“知的好奇心”を

持って取り組んで欲しいと思います。そうすると自然に理解できない事への

探求心が持て、より一層自分の仕事への誇りも沸いてくると思います。

言われたから、毎日やっているからやるのでは大切な皆さんの時間を

ただ消費しているだけになってしまいます。

是非、働いている中でその意味を見出し、楽しく毎日を過ごして下さい。

3月は28年ぶり新しい石川県知事が誕生し、歴史ある石川を全国にアピールし、

ますますこの地が発展していく事を、今からとても楽しみにしています。

今年度も昨年同様、操業度と相談しながらの生産になる予定ですが、

今まで培ってきたノウハウをもとに、常に知恵を出し、工夫しながら

現場改善にもつとめて下さい。“忙しい”を言い訳にするのではなく

“忙しい”はチャレンジするチャンスだと考え、

安全第一で前向きに実行に移して下さい。

2022年4月1日

大京株式会社
代 表取 締 役 社 長

二宮 吉男

板金課 中田さん 帰任挨拶



コロナ禍における入国制限により、海外実習生の入国が中断され、2020年度、2021年度の

本社の人員計画は大幅な変更を余儀なくされました。また、生産計画が大きく増加することとなり、

今後の人員不足が顕著になったこともあり、実習生に代えて特定技能外国人を積極的に活用する方向へ

舵をとることになりました。

現在、フィリピン人6名、インドネシア人14名、ベトナム人32名の合計52名の特定技能外国人スタッフが

生産の一翼を担っており、最終的には67名の方に大京で働いて貰う予定をしております。

また2022年度には、ようやく実習生の入国も可能となる見込みで、2年前から入国待ちをしていた

インドネシア人10名、DKTスタッフ、DMSスタッフが来日する予定です。

2020年には外国人従業員50人体制としてGLOBAL HOUSE（外国人寮）を建設し、

2025年にはその倍の100人体制と考えていましたが、当社を取り巻く環境の変化は激しく、

2年前倒しで2023年度にも100人体制を構築せざるを得ない状況となっています。

日本の労働力人口が減少し、労働力確保が難しくなる中、

企業の生命線が『人の確保』になってきており、

外国の方々の労働力に頼らざるを得なくなる状況において、

今後は外国人の働きやすい生活環境、労働環境の提供が

当社の課題の一つとなってくると考えています。

近い将来、この新聞「BIGTODAY」も、インドネシア語、タイ語、

ベトナム語、タガログ語、ミャンマー語などで発刊されるように

なるのではないかと思っています。

総務部 北山 尚平

DKJ
大京株式会社

DKJ状況

GLOBAL HOUSE（外国人寮）

コマツ粟津工場から出向し3年間、板金課で務めて頂いた中田さんが、3月31日付けで出向期間を満了し、
コマツ粟津工場へ戻られることとなりました。 本当にお疲れ様でした!!

2019年5月から大京に来て、あっという間に3年が経ちました。

板金課主査ということで安全、品質を中心にセンタ長、班長と共に

改善を進めてきました。また、板金課のルールの改訂、見直し、

帳票類の新規作成などを進め,決められた事を守る、守らせるを

しつこく言ってきました。完全に定着したとは言えませんが

少しでも意識が変わってくれたのではないかと思います。

現在の増産で課内も混乱している中、粟津に戻るのは

非常につらいですが戻る先はブルのフレームラインに

なりますので、改善を含めたご協力も出来ると思っています。

この3年間ほぼコロナ過で中々会社外でのコミュニケーションが

取れませんでしたが大京の皆さんと一緒に仕事が出来たことは

私にとって貴重な経験となりました。有難うございました。

大京の皆さんとの出会いが今回で終わるのではなく

今後も継続していきたいと思います。またどこかで、

ご一緒させて頂く機会があると思いますので、

その時はよろしくお願いします。

中田 弘樹
新入社員への教育風景

板金課 中田さん 帰任挨拶



誓いの言葉
本日は私たち21人のために入社式を開いてくださり、ありがとうございます。

社長並びに諸先輩方から温かい歓迎で迎えていただき、大変感謝するとともに社会人としての自覚を

より一層もたなければいけないと感じております。

私事ではありますが、今年の冬季オリンピックでの平野歩夢選手の姿に感銘を受けました。

平野選手の名言に「何かに苦しんで、何かを我慢しなきゃいけない時間って大事」という名言があります。

私たちはまだ社会にでたことがなく社会の事についてわからないことだらけですが、

初めは何かに苦しみ我慢する時間がたくさんあると思います。

しかしその何かに苦しみ我慢する時間が私たちを成長させ、立派な社会人に導いてくれると思います。

一日も早く諸先輩方に追いつき、大京の未来を担える立派な社会人になれるよう、

切磋琢磨しどんな困難も乗り越えていきます。

最後になりますが、新入社員一同、皆様のご指導のもと積極的に挑戦し続け、

大京の発展のために持てる力を存分に発揮することをお誓いします。

令和4年 4月1日 新入社員代表 加納 歩

馬場 翔大

（ばんば しょうだい）
①スポーツ

②服など

③小学校から高校まで

野球をしていたので体力

には自信があります！

井上 翔輝

（いのうえ しょうき）
①ハンドボール部

②親とご飯に行きます！

③精一杯頑張りますので

宜しくお願いします。

森下 翼

（もりした つばさ）
①ゲーム.ランニング.など

②悩み中…

③分からない事を分からな

いままで終わらず分か

るまで聞いて頑張ります。

能瀬 正士

（のせ まさし）
①筋トレ.ゲーム

②ゲームを買う

③この会社を良い雰囲気

にしたい。

北野 太雅

（きたの たいが）
①サッカー

②親孝行

③アウトドアが好きです！

川岸 祐貴

（かわぎし ゆうき）
①スポーツ(野球)

②貯金

③会社に貢献できるように

頑張ります。

細畑 明

（ほそばたけ あきら）
①卓球

②恩返し

③体調管理に気を付けて

最後まで諦めずに

やりきりたいです。

坂下 充基

（さかした みつき）
①バレーボール.スノボ

②親孝行・貯金

③一人前の社会人になれる

よう日々努力していきます。

宜しくお願い致します。

竹田 翔太

（たけだ しょうた）
①スノボ

②恩返し

③新しい環境で分からない

事だらけですが、作業を

丁寧に頑張りたいです。

白山 太一

（しらやま たいち）
①アメリカンフットボール

②遊び

③アメフト部で培ったパワー

とねばり強さで圧倒

したいです。

中田 涼輔

（なかた りょうすけ）
①ドライブ.ツーリング.スノボ

②家族で食事.趣味

③一日でも早く仕事を習得

し会社に貢献したいです。

また、英語を勉強し、

海外で活躍したいです。

安田 圭汰

（やすた けいた）
①卓球

②貯金

③新しい環境になれる！

松浦 光希

（まつうら みつき）
①映画鑑賞

②親に日頃の感謝

③一日でも早く現場に

慣れたいです。一緒に

魂心家まくりましょう😊

髙木 陽大

（たかぎ ようだい）
①映画鑑賞

②貯金

③少しでも早く仕事を覚え

会社に貢献したいです。

松本 太陽

（まつもと たいよう）
①サッカー.釣り.など

②遊び.ご飯

③高校時代はたくさんの

友達に恵まれ、大京でも

友達を作り楽しく仕事を

したいです。

岡野 楓

（おかの かえで）
①韓国の音楽が好きです。

②LIVEに行く！

③皆さんと仲良くなりたいので

話しかけてくたら嬉しいです。

“信頼”を大事に一生懸命

取り組みます。

西田 優希

（にした ゆうき）
①読書.アニメ鑑賞

②両親へのプレゼント

③大学時代、学内広報活動

立上げメンバーとして励み

その経験を活かし丁寧.迅速

な仕事ができる様頑張ります。

山本 恵里

（やまもと えり）
①YouTube鑑賞

②貯金

③分からない事をたくさん

聞いて社会人として成長

できたらと思います。

加納 歩

（かのう あゆみ）
①バスケ.アニメ鑑賞

②寿司.焼肉を食べたい！

③よく「あゆむ」と間違えられ

ますが「あゆみ」です！

たくさん勉強して、頼られる人

になりたいです。

能﨑 千尋

（のざき ちひろ）
①漫画.アニメ.ジャニーズ.BTS

②貯金

③早く仕事に慣れて

仕事が楽しいと思える

ようになりたいです。

よろしくお願いします。

左上から順に

山本 雄心

（やまもと ゆうしん）
①バスケ.野球.筋トレ

②貯金

③バスケが大好きです。

スポーツの話題を通して

皆さんと仲良くなりたい

です。宜しくお願いします。

今年度の新入社員21名
を紹介します！

氏名
（ふりがな）
①趣味or所属していた部活動

②初任給の使い道

③抱負または自己PR

総務部 北山 尚平
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4/1付けでDKTに赴任することになりました、生産管理課の生水口です。

DKTでは、生産管理の業務をメインで担当します。

私自身タイへ行くのは初めてで、不安な面はありますが、タイの文化や言葉をしっかり

覚えていけるように頑張ります。仕事についても日本よりも幅広くやっていく必要があると

思いますので、自分の知らない分野についても積極的に学び、挑戦していきます。

現地ではしっかり現場を見て、問題を見つけて改善につなげていけるように活動していきます。

また、海外での業務を通して、語学力・改善能力等を身に着け成長できるように頑張ります。

今後DKJの皆さんに力を貸して頂くことがあると思いますが、その際はご協力お願いします。

生水口 健斗

品質・安全の事前防止活動の一環として、毎月全体朝礼時に重要不具合発見者を表彰しています。
4月度の受賞者をご紹介します。

塗装課 富永 圭一郎さん

この度は「よくみつけたで賞」頂きありがとうございます。

COVERを見比べていると、1つだけ大きさが若干異なる

ものを発見することができました。

今後、他の部品においても「よく見て」確認していきます。

カバーの曲げ加工寸法不良を発見！CABガラス貼り付け部のパイプ位置寸法不良を発見！

生産技術課 道端 和也さん

代表者からのコメント

・富永 圭一郎さん （塗装課）
・道端 和也さん （生産技術課）

・亀田 優花さん （塗装課）

「よくみつけたで賞」を頂きありがとうございます。

治具製作時に現物CABを見ていた時に、傾きに気づき

図面で確認したこころ、寸法が違ったことに気づき品保

に連絡しました。

塗装前ＣＡＢを7台確認したところ類似不具合3台見つけ

ることが出来ました。

日頃から上司より、視野を広く持つ様に言われており

不具合を発見することが出来ました。

組立でのOVC低減ができて良かったです。

今後も現物に違和感を感じた際は図面を確認し、図面

通りの製品か確認する様にしていきたいと思います。

4/1より生水口 健斗さんがDKTに赴任されます。コメントを頂きましたので紹介します。


