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　オリンピックが来年に延期となりました。現状を考えたら
2020年の開催はとても無理なのは明らかで、1年延期は極め
て妥当な判断と思います。結論はシンプルですが、ここに至る
までには政府や関係団体の間で、国をまたいでの膨大な検討
がされたことでしょう。いろいろ批判をする方もいると思います
けど、私は政府の時宜を得た対応を支持します。ただ見切り発
車の部分もかなりあるため、これから解決しなければならない
事柄も山積しています。まず安全に対する信頼回復が最重要
なのは言うまでもありません。この点日本は少しタガが緩んで
いるように感じます。自粛要請にもかかわらず開催された格闘
技イベントもあったし、イタリア・スペインへの団体旅行で４人
が感染したニュースもありました。3月末の3連休は郊外へ向
かう車で首都高速が渋滞していました。私はアウトブレイク（オ
ーバーシュートには爆発的な感染という意味はありません）の
可能性を煽るような報道には全く与しませんが、重篤患者数
が低く推移し商品の買い占めもマスクや紙製品程度に抑えら
れているのは、いろいろな偶然が重なった、言ってみれば結果
オーライの状況と思っています。ですから我々はこのガラス細
工のような状態を維持するために、慎重に考えて行動しなけ
ればなりません。（この記事を執筆している最中に、カップ麺の
買い占めが始まったと報道されました。）

まずは普通の風邪をひかないこと
　武漢肺炎がどれだけ感染しているかは、日本も含めて世界
中で実数がわかりません。ただ重篤患者と死亡者を足した数
と感染者の累計が比例すると仮定したら、ある程度は推定で
きます。3月26日現在で日本の重篤者数は57名、悲しいことで
すが亡くなってしまった方が45名います。これを徹底的な検査
をやっているといわれる韓国（重篤者数59名・亡くなった方
131名、感染者数9,241名）に当てはめると、日本の感染者は

累計4,961名となります。これを倍にした数が日本の感染者数
とすれは、全国で1万人が感染していることになります。ちなみ
に同じ計算をフランスですると結果は618名、イタリアで計算
しても690名となり、明らかに少なすぎるので参考になりませ
ん。ところで武漢肺炎と症状が似ているインフルエンザは、去
年の9月から現在まで680万人が発病しています。これを見れ
ば、インフルエンザがいかに多いか分かるのですが、今の時
期に普通の風邪や体調不良で熱を出したり咳をしたりすると
武漢肺炎との関連が疑われ、思わぬ風評被害が生じかねま
せん。ですから飲みすぎで二日酔いなんていうのは普段なら
個人の問題ですが、今はそうはゆきません。栄養を取って暖か
くして、暴飲暴食を慎み、普通の病気にならないよう全社員が
心がけてください。

BCPの基本は大勢が集まらないこと
　日本の人口は約1億2千万人ですから、感染者が全国で1
万人ということは12,000人に一人という計算になります。です
から仮に5万人が集まるコンサートをやると、感染者が3～4人
いる勘定になります。大勢で集まってはいけないというのがい
かに有効か、これでわかると思います。このような状況で
HEXEL Worksは、現場朝礼の参加を代表者1名にしてくださ
るよう取引先様に要請しました。国のガイドラインとして、「30
名を超える集会は行わない」というのがありますが、毎朝の朝
礼には少し大きな現場だと100人以上が集まります。もしここ
で感染者が出たら全体が濃厚接触者と判断され、現場は2週
間止まりかねません。しかしこれを代表者だけの出席としてい
れば、仮に感染者が出ても各職方が1人ずつ欠けるだけなの
で、最低限の事業継続（BCP）が可能となります。HEXEL 
Worksではこれを機会に、現場の出勤時間もフレキシブルに
変更できるよう検討を始めました。例えば重要な業務が午後

からの職員がいた場合、朝礼に出ないで11時に出勤して午後
8時までの勤務とすると、その日は残業をしなくてよくなります。
こうすれば残業時間の抑制にもつながり、本来の姿である総
労働時間の管理へ移行できます。
　在宅勤務については以前から許可していましたが、特段効
率が上がるわけではないので実施例は多くありませんでした。
想定していた業務も管理部門の一部だけで、セキュリティ上
の要請から基幹業務サーバーへの接続は社内に限定してい
ました。しかしBCPの観点からは、支払い業務のように絶対止
められないものがあります。そこで基幹業務サーバーと個人
宅の間にVPN（仮想専用線）を開通させ、いざとなったら会社
のパソコンを持ち帰って社外から安全に作業できるような通
信インフラを整備します。在宅勤務についてはさらに踏み込ん
で、積算業務や安全書類の作成、さらには施工図の清書のよ
うな工事系の業務も対象にできないか考えています。こちらは
まだ検討を始めたばかりですが、基幹業務とは別のスキーム
によって現場作業の一部を在宅で可能としたいと考えます。具
体的にはAzureのようなクラウドストレージとビジネスチャット
のMS-Teamsを組み合わせ、現場事務所の指示を受けなが
ら作業ができる環境をめざします。
　ビデオ会議に関しては、従来から役員会や経営会議へスカ
イプ経由で参加することはありました。今後はこれを会社説明
会や面接のような人事関連へ適用を広げます。現場関連では
北海道で全現場を結んでの支店会議を行いました。結果は非
常に良好で、遠隔地に現場を抱える支店では時間・費用の両
面で非常に有効でした。この取り組みは感染症対策にもなる
ので、ソフトウエアを整備しながら全社展開を進めます。さらに
現場事務所と資材業者の打ち合わせもビデオ会議でするよう
になれば、資材業者の移動時間を大幅に削減できます。こん
なことやっても当社にはメリットがないと反対するのではなく、
お互いに移動時間を詰める努力が重要なのを理解してくださ
い。ただ採用に関しては、実際に会社を見ないで職場の雰囲
気がわからないまま入社してしまうとミスマッチが必ず起きる
と懸念しています。就職は学校と違って卒業がありません。40
年以上にわたって長い時間を過ごす場所なので、お互いに時
間をかけて判断してゆくべきと考えます。
　システム開発部で意外に時間を取っているのが積算ソフト
の使い方のようなサポート業務です。これもMS-Teamsの対
象者を広げることで、現地に行かずにサポートできるでしょう。
MS-Teamsというのは聞きなれないソフトかもしれません。こ
れはLINEのまわりにスケジューラー、画面共有、ビデオ会議、
クラウド上の書庫などがセキュリティを確保しながら実装され
たソフトで、ビジネスチャットと呼ばれるジャンルのシステムで
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す。実は私はこの原稿を書きながら、MS-Teamsを使って入社
式の再検討を議論しています。当社では例年、部署長をはじ
めとして大勢で集まる賑やかな入社式を行ってきましたが、原
稿を書きながら、今年は簡素に、それでいてHEXEL Worksら
しい温かさが感じられる式にしたいと思いついたので、各本部
長に意見を求めました。驚いたことに、夜中であるにもかかわ
らずレスポンスがあり、考え方や式の概要がその場で決まって
しまいました。ビジネスチャットはこのぐらい強力なツールです。
こういうシステムは利用範囲や運用ルールの確立が重要で、
やみくもにソフトを買ってきただけではうまく動きません。現在
は管理室までの利用にとどめて検証を終えたところで、次の段
階として工事部長までの拡張をすすめており、今期内には全
社のコミュニケーションをMS-Teams上で取れるよう計画しま
す。

閑話休題
　お客様のご招待で、高輪にある某施設で会食をしました。こ
こは三菱財閥を創立した岩崎家が別邸として使っていた歴史
的建造物で、一般公開はされていない施設です。広大な敷地
にはジョサイア・コンドル設計の洋館が佇み、庭園の周りには
藤棚やバラ園と鬱蒼たる杉の林が配置されています。食事も
期待に違わない極上のフレンチで、会話も大いに弾みました。
　なにかとフラストレーションが溜まる昨今ですが、このような
素晴らしい機会を得たことを感謝しながら、チャンスを探って
ゆきたいと思います。

追伸
　武漢肺炎をめぐる状況は刻々と変化しています。冒頭にお
話ししたように、我々は今の状態が幸運が重なってできたも
のと自覚して、感染防止に協力してください。まずは毎日の検
温と、体調が良くないと感じたら躊躇せずに休むこと。今の時
期、これは許されてしかるべきというのが会社の考え方です。
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品川の洋館で会食





「ルールなくして安全なし
 　ルール守って災害なし   

皆で守ってゼロ災害」
（名古屋支店　山本　達也）

　現場でも社会でもいろいろなルールが
あります。まずそのルールを意識して守るこ
とで危険をなくしていこうという思いを込め
てこの標語にしました。
　またルールも日々変わっていくので、気
がついたらそのルールも
過去のものになっていた
ともなりかねません。その
ため、常にいろいろなとこ
ろにアンテナを張ることも
必要かと思っています。

  このコーナーでは、安全ポスター「こどもの絵」に応募いただいた作品を毎号３作品ずつご紹介します！

みんな集合

１月

富永　光璃さん

My cats

2月

池上　心結さん
北海道支店　浅野　雅光 工事本部　池上　夏子

安全ポスター「こどもの絵」～ぼく・わたしの家族～

　2014年1月発行の社内報に【権限の委
譲とコンプライアンスは相反することがあ
ります】と書きました。6年たった今でもその
答えを見いだせず、一方社内を見るとコン
プライアンスの浸透がますます重要で、常
に答えを模索していました。
　ふと知り合った大久保　和孝さんは、私
が常に悩んでいた【HEXEL Worksの良さ
を残しつつ、時代に適合したコンプライアン
スの構築】に対する大きなヒントを与えてく
れました。特に感銘したのは【お天道様は
見てる】との言葉でした。これはまさに当社
のコンプライアンスに相応しい考えで、社
員、特にリーダは常にこれを意識して現場
や組織運営に携わる必要があります。
　また、イエスマンが増えると組織的違反
を容認しやすくなることを理解しました。今
後は研修を繰り返し実施して【自律できる
コンプライアンス】の浸透を目指していきま
す。                                              （坂本　孝行）

ふさわしいコンプライアンスを目指して

　北海道科学大学より電気工事士講習の
講師を依頼され、2019年11月28日に学内
で電気工事士講習会を行いました。講師
は大学のOBである北島さん、佐藤さん、本
田さんが務めました。
　講習では、試験で注意する点や施工時
の危険個所をKY風にアドバイスしました。
試験日が近いこともあり参加した学生さん
の集中力はとても高く、講師をしたOBもそ
の意識の高さに驚いたそうです。他にも
「電気工事に触れて電気に興味を持ってく
れることが嬉しい。」「教える立場になって、
言葉で伝える難しさを実感した。」などの感
想を述べていました。教える側にとっても、
初めての経験ということもあり、非常に有
意義な時間となりました。
　このような活動は、学生の皆様に一緒に
働く先輩のイメージを持ってもらう良い機
会ですので、今後も積極的に参加していく
つもりです。   （北海道支店　阿部　槙吾）

電気工事士講習会 in北海道科学大学

　HEXEL TECH ENGINEERING は、
HEXEL Works が米軍工事のなかで使用
するアメリカ製の電気資材の調達をメイン
の事業としてスタートしました。 その調達
経験にて培ったメーカー ・ 資材業者との
ネットワーク、 アメリカの商慣習の理解、
最適な物流の提案能力を活かし、 現在は
HEXEL   Works 以外のサブコンへもアメリ
カ製の電気資材を販売し、 これからはア
メリカ製の建築、 設備の資材についても
展開していきます。
　米軍工事におけるアメリカ製資材の調
達と言えば HEXEL TECH ENGINEERING と
認知していただけるよう、 販売先の拡大
に今後も力を入れていきます。
　もしアメリカ製資材の調達でお困りの会
社様が周りにいらっしゃいましたら、 ぜひ
HEXEL TECH   ENGINEERING へお声が
けください。 　　　　　

（HEXEL  TECH  ENGINEERING　
山本　和樹）

HEXEL TECH ENGINEERING
 -販売先・事業の拡大へ-

時短への取り組み

-WEB会議システムの導入- -申請書類のオンライン化-

　2月3日より一般稟議書及び広告稟議
書はサイボウズのワークフローから行う
ようになりました。
　すでに申請をされた方はわかると思い
ますが、とても使いやすくなっています。こ
れまでの書類申請と違い、オンライン上
で、どこまで承認が進んだか、決裁が下り
たかなど、一目でわかるようになりました。
　確認・承認欄だけでなく、却下・差し戻
しもありますので、申請者は記入漏れの
ないよう作成のほどよろしくお願いいたし
ます。

（システム開発部　榎本　聡）

　日本社会全体が働き方改革の実現に向け動き出している今、当社もさまざまな
取り組みを始めました。そのなかから、2月より新たに始めた2つの取り組みについて
システム開発部よりご紹介いたします。

　2月4日から4日
間でフィリピン大
学のJob Fair（就
職フェア）に参加
してきました。海外
か ら の 新 卒 採 用
は今年で6年目と
な り、 学 生 か ら の

フィリピン大学Job Fairに参加しました

デニム作業服　導入します！

　2019年10月の社名変更に伴い、4月より作業服を一新しました。
従来のいわゆる「作業服」から脱却し、ボトムスをデニムスタイルとし
ました。「作業服はこのスタイルでないといけないのか？」という原点
に立ち返って考えたものです。
　製作は、ジーンズで有名な岡山県・児島にある㈱SPARK　TRUE
様に依頼し、生地や糸から打合せを行いました。一番こだわったの
は、作業がしやすいようストレッチを効かせたところです。履いてみる
と動きやすいことがわかると思います。
　この新しい作業服からHEXEL　Worksらしさを感じ取ってもらいた
いと思います。　　　　　　　　　　　　 （E2本部　岡田　珠代）

本社リニューアルしました！

　2019年7月、第
二種電気工事士に
合格いたしました。
　筆記試験は実技
試験より難しいと感
じました。特に専門

用語は英語で理解できるものでも、日本
語を覚えていないと試験問題を回答する
ことが難しく、苦戦しました。
　次の目標は第一種電気工事士の取得
です。さらにハードルが高くなりますが、電
気工事について全て理解し、仕事に活かし
ていきたいので、精一杯頑張りたいと思い
ます。    　　

（GM部　Yambot Rafael Marte Perez）

　当社では時短達成のために、これまで
の業務のあり方を見直し、さまざまな手法
を活用して、新たな取り組みを始めていま
す。そのなかで、システム開発部では、
「WEB会議システムの導入」、「申請書類
のオンライン化」を行いました。
　WEB会議システムの導入では、機器
や使用するソフトウェアを選定するため
に何度もテストを行い、申請書類のオン
ライン化では、関係部署と協議を重ね、
一部の書類に関してはワークフローでの
申請を導入することとなりました。

金澤電興㈱出向
電気工事士
尾形　卓真

One for All 
All for One

㈲三協電設出向
電気工事士
髙松　和人

過去は変えられない
けど、未来なら

変えられる

㈱エムテック出向
電気工事士
木村　桂斗

コツコツ頑張る

㈱植田電気出向
電気工事士
小幡　佳澄

時は金なり

ホーエイ電設㈱出向
電気工事士

林　流矢

Simple is best

㈱坂電工業出向
電気工事士
阿曽　拓真

努力

㈱坂電工業出向
電気工事士
庄司　伊吹

良いことばかりで
いっぱいじゃなくても

いい

知名度が高くなっていると感じました。
　今年はブースのテーマを「祭」とし、提灯
や日の丸を装飾することで、日本企業であ
ることをアピールしました。
　会社説明会では先輩社員から現場につ
いて説明し、学生が仕事のイメージを持て
るように取り組みました。現在選考中です
ので、当社に興味を持っていただいた学生
に会えることを楽しみにしています。　

（GM部　長江　孝雄）

当社考案の携帯型ＭＨＭシステムの紹介

　これまで振動
測定で使用して
いた計測機器は
大半がリース品
で、 な か で も ベ
クトル解析を行

う機器は、デジタルナイキストを2台組み合
わせ使用するものでした。そのため準備や
調整に毎回時間を取られ、多くのロスと不
具合の危険がありました。
　そこで機能を1台に集約した機器を当社
が提案し、メーカーと共同で開発・製作し
ました。これまでのものより準備時間の短
縮、測定号機の間違い、ヒューマンエラー
の防止などの機能をアップさせました。ま
た、途中の振動解析作業は計測を一旦停
止させて行っていましたが、作業を止める
ことなく解析ができる機能も備えています。
　これ以外にも振動トレンド、周波数解析
の兼備、データ収集時間の短縮など、我々
が必要とする機能が大幅にアップし、トラ
ブルが減少しました。さらにリース手配のタ
イムロスがなくなり、作業の効率化とリース
費用の削減などの改善ができました。

（EP支店　古川　博俊）

各フロアのイチオシ！ご紹介します♪

支店で床の色が分かれています
東京第一…グリーン/東京第二…ピンク4F

8F

13F

フリーアドレススペース！
最大8名まで使用できます

大会議室前にも受付ができました

広々とした、緑あふれる休憩
スペース。
椅子の色にもこだわりました。
種類豊富な食べ物・飲み物も
たくさんあります！

部署の垣根を越えて！！
1つの島がさまざまな部署で構
成されています。
団結力も、よりアップ！

　2月の経営会議で、本社と大阪支店に
Meet Upという専用のカメラスピーカーを
設置し、2拠点でSkypeによるWEB会議
を実施しました。有線LAN接続で安定し
た通信が確保され、映像や音声が乱れ
ることなく、クリアな環境の下でスムーズ
な会議運営が実現されました。
　この仕組みは、インターネットが使える
環境であればどこでも利用可能で、支店
間の会議や海外採用の面接などにも応
用できます。また、支店のなかで外部とや
りとりができるため、移動にかかる時間や
負担、経費を軽減することができます。
 今回は２拠点での実施となりましたが、
Skypeは複数拠点でアクセスした場合に
映像や音声が安定しないため、今後は複
数拠点でも動作が安定するWEB会議ツ
ールの検証を進めてまいります。

社名変更後初となる新入社員に新しい作業服をお披露目してもらいます！



information

新しい仲間をご紹介します

“HEXEL | Works”が選ぶ優秀安全標語 

各支店の安全朝礼などで採用された安全標
語の中から最優秀作品を選びました。
「ルールなくして安全なし
 　ルール守って災害なし   

皆で守ってゼロ災害」
（名古屋支店　山本　達也）

　現場でも社会でもいろいろなルールが
あります。まずそのルールを意識して守るこ
とで危険をなくしていこうという思いを込め
てこの標語にしました。
　またルールも日々変わっていくので、気
がついたらそのルールも
過去のものになっていた
ともなりかねません。その
ため、常にいろいろなとこ
ろにアンテナを張ることも
必要かと思っています。

  このコーナーでは、安全ポスター「こどもの絵」に応募いただいた作品を毎号３作品ずつご紹介します！

自転車乗れたよ

3月

石田　こはるさん
工事本部　池上　夏子 中国支店　石田　朗啓

経審の結果発表
　第78期の経営事項審査結果は、電気
1,633点、管1,224点、通信971点でした。
完工高は増加しましたが、利益が減少した
ことで経審の評点が少し下がってしまいま
した。今後の更なる評点ＵＰには、元請完
工高の増加が必要です。

　今年も下記の日程で開催を予定してお
ります。カートを体験できる時間や昼食をご
用意しております。
　ご家族での参加も大歓迎です。ご興味
ある方、ご参加をお待ちしております。

（E2本部　岡田　珠代）

施工事例集の刷新

　2年振りに施工事例集を刷新いたしまし
た。今回はデザインの段階から全て自社
で作成いたしました。ぜひご活用ください。

お世話になりました

安全ポスター「こどもの絵」～ぼく・わたしの家族～

　　小久保 幸子と申します。
前職ではIT業界の管理部
門の仕事に従事していまし
た。

　 前 職 と は 異 な る 業 種 で
日々勉強の毎日ですが、今までの経験を
活かしつつ1日でも早く戦力として活躍で
きるよう精一杯頑張りますので、どうぞよろ
しくお願いいたします。

人事部　係　小久保　幸子
気持ちを新たに精進します

　2020年の休暇取得推奨日は、5月7・8
日、8月11日、12月28日です。全社員が可
能な限り休暇を取得し、長期休暇とするこ
とを推奨します。積極的に休暇を取得してく
ださい。

有休、振休取得推奨日の案内

新聞委員　卒業＆新メンバーのご紹介

～卒業メンバーより一言～
　2016年7月号で一旦卒業したものの1年後に再任、今回再度、卒業することになりました。寂しい気持ちもありますが、新
たなメンバーで作成される社内報を楽しみにしています。これまで制作にご協力をいただいた皆様、ありがとうございました。

（人事部　鈴木　香理）

　2015年10月号から参加し、普段お会いする機会のない方や協力業者の方にもインタビューなどさせていただき、貴重な
経験ができました。今まで本当にありがとうございました。    　　　（東京第一支店　原　佑）

～新メンバーより一言～
　今まで読者として楽しんでいた社内報は、多くの方のご協力があって完成していることを知りました。これからは新聞委
員として皆様に楽しさをお届けできるよう頑張ります！よろしくお願いいたします。   （経理部　坪田　耀）

　普段は本社内勤でなかなか現場と関わる機会がありませんでしたが、新聞委員を通していろんな方と接する機会が増え
ることが楽しみです。現場の生の声を正確にわかりやすくお伝えできるように努めます！    （システム開発部　上野　明彦）

1～3月の採用

受注！
・ヤマト運輸枝川物流ターミナル

（東京第一支店）

・アイランドシティオーシャン＆フォレストタ
ワーレジデンス        （九州支店）

　2019年7月、第
二種電気工事士に
合格いたしました。
　筆記試験は実技
試験より難しいと感
じました。特に専門

用語は英語で理解できるものでも、日本
語を覚えていないと試験問題を回答する
ことが難しく、苦戦しました。
　次の目標は第一種電気工事士の取得
です。さらにハードルが高くなりますが、電
気工事について全て理解し、仕事に活かし
ていきたいので、精一杯頑張りたいと思い
ます。    　　

（GM部　Yambot Rafael Marte Perez）

第二種電気工事士を取得！！
Rafaelさんが第二種電気工事士の資格を
取得されましたので、コメントを紹介します。

　採用面接の時に希
望する仕事は？と聞か
れ 「 話 下 手 な の で 営
業以外の仕事であれ
ばどんな仕事でも」と
答えたことを覚えてい
ます。ところが配属は

官庁営業でお先真っ暗な思いでした。
　日々心がけたことは、成功しても、失敗し
ても次の新たな出会いに希望を持って取
り組むことでした。官庁営業時代、東京外
環自動車道の照明や日光霧降リゾートな
どの大型工事では、関係者とコラボして完
成にこぎつけたこと。開発営業部に移り、新
規開拓のつもりで訪問した客先には先輩
の残した足跡があり、どこかで繋がってい
ると驚いたことなどを思い出します。
　二度の大病も皆様のおかげで復帰でき
ました。退社後は家庭菜園と家族旅行に
出かけ、楽しんで過ごしたいと思っていま
す。長い間お世話になりました。

伊藤　隆夫さん （1973年入社）

　勤続43年のうち、東
京第三支店には15年
間いました。主に三井
住友銀行の設備老朽
化 更 新 （ 受 変 電 照 明
等）とレイアウト変更を
担当していま した。そ

れに加えて震災後、主要な支店には発電
機設置も行いました。
　小規模のレイアウト変更は平日の業務
終了後や金土日で、月曜日の朝に工事立
会いがありました。平日は銀行で工程の打
合せや現地調査があり、休みは基本水曜
日でした。時には深夜に銀行の警備会社
から緊急の電話がきたこともありました。そ
のなかで年1回は同僚と海外研究を行い、
15年も続いています。このリフレッシュは自
己啓発にも役立ちました。
　4月からは全国の温泉めぐりと御朱印集
めを始めようと思っております。長い間あり
がとうございました。

渡辺　克己さん （1977年入社） 

HEXEL Worksがランクイン！
　「給料が高く新卒が辞めない会社」ラン
キング（東洋経済オンライン2019年12月
20日公開）に、HEXEL Worksがランクイン
いたしました！

QRコード・下記URLよりご覧ください。
https://toyokeizai.net/articles/-/320829

企業対抗カートレースのお知らせ

■日時:2020年8月30日(日)
■場所:新東京サーキット(千葉県市原市)

　　2月より人事部でお世話
になっております吉田 季生
（ときお）と申します。

前職は、医療業界で衛生
材料メーカーの営業をしてお

りました。業種・職種ともに初めてで、毎日
新しいことの連続ですが、日々挑戦と捉え
1日でも早く戦力となれるよう業務に取り
組みます！

人事部　係　吉田　季生
新たな挑戦！

　 3月よりお世話になります、
小泉 大（ゆたか）と申します。

今までは電車関連の電気
設備の工事をしていました。

そこでの経験を活かしつつ、
さ ら な る 知 識 を 学 ん で 、 1 日 で も 早 く
HEXEL Worksの名前に恥じない工事がで
きるように頑張りたいと思います。

千葉支店　工事主任　小泉　大
今までとは違う電気工事へ

　　河村 将文と申します。前
職は、原子力発電所の運
転員をしていました。電気
工事の仕事は未経験です

が、一刻も早く会社に貢献で
きるよう積極的に業務に取り組み精進して
参りますので、よろしくお願いします。また全
国に支店があるので、たくさんの方に出会
えるのを楽しみにしています。

EP支店　工事係　河村　将文
一期一会

 【経歴】
 プラントエンジニアリング支店 → 東京第一支店 
 → 東京本店 → 東京第三支店

 【経歴】
 営業一部 → 官需営業部 → 中央第一支店
 → 開発営業部

2 0 1 9

知名度が高くなっていると感じました。
　今年はブースのテーマを「祭」とし、提灯
や日の丸を装飾することで、日本企業であ
ることをアピールしました。
　会社説明会では先輩社員から現場につ
いて説明し、学生が仕事のイメージを持て
るように取り組みました。現在選考中です
ので、当社に興味を持っていただいた学生
に会えることを楽しみにしています。　

（GM部　長江　孝雄）

　この度、新聞委員を卒業することになりました。2014年4月号から6年間携わり、レイアウト編集や記事の依頼収集で他部
署の方々と直に接する機会が増えたことは貴重な経験になりました。ご協力いただいた皆様ありがとうございました。

（東京第二支店　後藤　允彦）

人事部 係　　　　小久保　幸子
人事部 係　　　　吉田　季生
千葉支店 工事主任　小泉　大
北海道支店　工事担当　山本　大輔
北海道支店　工事担当　竹森　聡
大阪支店　　工事係　　中濵　祐葵
九州支店　　技術担当　佐々口　奈々
沖縄営業所　技術担当
  Flores Phillip John Talla
沖縄営業所　工事担当
  Rojas Ryman Jader
EP支店 工事係　　河村　将文

今までありがとうございました！



異形狭小地のホテル
　近年、広島市中心部ではホテルが建設ラッシュ
となっています。当物件は、JR広島駅から南へ徒歩
6分、広島市街地やマツダスタジアムへ行くにも便
利な立地で、設備も充実した快適にくつろげるビジ
ネスホテルです。宿泊での広島観光や野球観戦さ
れる方は是非一度どうぞ。また、日本各地に展開中
のユニゾグループのホテルですが、西日本では当
社の施工実績が多く、施主・設計者からの信頼がと
ても厚く、良い距離感のもとで施工ができました。
　とにかく現場の敷地が狭く歪な形で、近隣家屋と
密接しているため、トラブルも多々あり、着工時から

近隣対策が第一優先の現場でした。また、終始懸念されていた建屋中央の仮設タ
ワークレーンの設置により、施工範囲の制限や雨養生の徹底、内装重複工程、重量
物搬入据付の選定と時期、受電に伴う屋上施工時期など細かい工程調整や施工
制限が予想以上に複雑で焦りもあって大変でしたが、良い経験となりました。 

中国支店　空山　和弘

inside story
　ホテル裏に元祖広島まぜ麺「一平や」
があります。見た目は汁なし坦々麺、味は
つけ麺っぽく、とにかく新感覚でうまい。豆
乳やトマトベースなどメニューも豊富で、
激辛好きにはうれしいMAX6まで調整可。
最後に麺がなくなり天かす、ひき肉が残
るので、半ライスを入れて混ぜ食べすれ
ば1杯で2度まいう～。

契 約 先：㈱奥村組
設計監理：㈱大建設計
工　　期：2018年12月～2020年1月
施工場所：広島県広島市南区京橋町
建築概要：延床面積 5,620㎡、地上14階、地下1階、
　 　 　 　 客室250室、S造
施工部署：中国支店
協力会社：㈲三星

ル・サンクタワー仙台勾当台公園
杜の都の中枢を一望するタワーレジデンス
　当物件は宮城県庁・仙台市役所・青葉区役所の
いずれにも徒歩5分圏内に位置し、地下鉄勾当台
公園駅にも徒歩4分の場所にある利便性に優れた
タワー型マンションです。周囲には官公庁や企業の
オフィスビルが集結し、SENDAI光のページェントで
有名な定禅寺通も眺望できる、文字通り“杜の都の
中心部”に建設されました。
　二層吹き抜け天井高約5.5ｍのホテルライクなコ
ミュニティラウンジには、中心に天然樹木を配し、外
壁面はサッシ枠一体型ＬＥＤラインワークにより、開
放感溢れた上質な空間を演出しています。「ル・サ

ンク」シリーズは東北支店でも実績ある物件のため、経験者と情報を共有し、品質
の確保に努めました。住戸の間取りが上下階で変更してあり、縦幹線の施工計画に
苦労しました。免震タワーマンションの施工を初めて担当したため、着工当初は不
安でしたが関係者と打ち合わせを重ねることで解消でき、無事故で竣工を迎えら
れたことに何より安堵しています。

東北支店　菅原　秀貴

inside story
　東北一の繁華街“国分町”が目と鼻の
先にあり、毎日真っすぐ家に帰れるか不
安でした（笑）。
　愛する家族の顔を思い浮かべ、ネオン
照明の誘惑に惑わされず帰路に就きまし
た。たまに誘惑に負けてしまったときは、
夜間工事だったと説明していたことは家
族には内緒です。

契 約 先：㈱熊谷組
設計監理：㈱アサヒ建築設計事務所
工　　期：2017年10月～2019年12月
施工場所：宮城県仙台市青葉区二日町
建築概要：延床面積 10,090㎡、地上23階、103戸
　　　　  RC造
施工部署：東北支店
協力会社：㈱栄電業

イオンスタイル海老江
新たな生活スタイルを提供
　当物件は、JR･阪神海老江駅から
徒歩5分にある複合施設です。福島
区は、梅田から徒歩圏という好立地
でありながら、北区よりも安価で物
件を購入することができるという評
判から、周辺にはマンションが多い
場所です。

　建物はスーパーマーケットと店舗24区画で構成され、外装・内装とも斬新な意
匠で計画されているので、周辺環境では目立つ印象があります。この建物内には、
「人流等のデータとAIを活用した空調エネルギー削減システム」の実証実験
（通称：スマート店舗プロジェクト）として、店舗内外にカメラや環境センサーを設置
し、神戸大学のAIを用いた高度な解析により、人の行動や特性、温熱環境状態を予
測して、空気の流れを制御し、冷暖房電力消費量を最適化する検証設備を導入し
ています。
　このプロジェクトの設計・施工を同時進行で行いました。実質工期4ヵ月で人手
不足と工程遅延のなか、このプロジェクト対応にはとても苦労しました。

大阪支店　滝内　健太郎

inside story
　事務所付近に、店名が「地下の店」とい
う定食屋があります。地上にあるのにな
んで？と気になり行ってみると、ランチが
ワンコイン500円でボリュームがすごいん
です！
 店名の由来は、移転前がビルの地下で
営業していたとのことでした。
PS：普段は愛妻弁当派です。

契 約 先：㈱福田組
設計監理：㈱福田組
工　　期：2019年7月～2020年3月
施工場所：大阪府大阪市福島区海老江
建築概要：延床面積 5,044㎡、地上2階、
　　　　  S造
施工部署：大阪支店
協力会社：㈱NabedeN、㈱昌電設

ホント暑いぜ熊谷
　この物件は、埼玉県の北部にある
熊谷市にあります。熊谷市内には、
大きな川が流れており、北部には、
坂東太郎を異名に持つ利根川、南
部には東京都へ流れる荒川があり、
自然や肥沃な大地、豊富な地水を
持った地形で40％が耕地として利

用されています。熊谷といえば、「夏の最高気温」で馴染みがありますが、近年では
ラグビーワールドカップで話題になりました。
　この建物は熊谷南部の荒川沿いにある2階建ての冷蔵倉庫です。着工当初は冬
の赤城おろしが吹く寒い時期でしたが、工事最盛期は夏の暑い時期で、断熱パネ
ルの天井内はサウナ状態となり、入った途端ものすごい汗が噴き出す環境で、作
業員の方々は日々熱中症に気を付けての作業でした。
　また、河川敷なので外構工事では掘削すると石が直ぐに出て、接地はなかなか
出ないという苦労の絶えない現場でしたが、熱中症もなく無事故で竣工できたこと
に感謝しております。    　　 北関東支店　長澤　佳宏

inside story
　熊谷には、武蔵野うどん
のお店がいくつかあり、職
人さんや弱電業者の方から情報を得て
食べに行ったうどん。事務所全員でやっ
と一緒に行けたのは竣工検査終了後で
した。もっと前から美味しいお店にみんな
で行けたらなーと思いました。ちなみに、
田舎っぺよりもさくら屋の肉汁うどんが、
個人的にはお勧めです。

契 約 先：日本国土開発㈱
設計監理：㈱INA新建築研究所
工　　期：2018年12月～2020年1月
施工場所：埼玉県熊谷市樋春
建築概要：延床面積 21,196㎡、地上2階、S造
施工部署：北関東支店
協力会社：南部電設㈱、㈲ノモト建設

パルシステム熊谷センター

竣工現場レポート

ユニゾイン広島駅前

さくら屋さんの
「肉汁うどん」
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