HEXEL

VOL.77
〈いよいよ HEXEL〉

長江社長メッセージ

〈新たな希望を胸に〉

期初あいさつ

〈HEXEL Works の今を伝える〉

HEXEL NEWS

〈工事現場の最前線に迫る〉

竣工現場レポート

株式会社HEXEL Works 社内報 2019年秋号（通算162号）

Message from
President
いよいよHEXEL
件情報をつかんでいる上に、原子力と米軍工事というかなり特

しました。HEXELは六という意味のHEXと電気から取ったELを

殊な分野を手掛けているため、同業にはない情報も自然に入っ

合成したものですが、真ん中のXを赤くして、電気を中心にいろ

てきます。

んな価値観を掛け合わせて新しいものを作るという意味を込め

カレンダー撮影でネバダに行ってきました。まさに雲一つない

と一見なんの問題もないような状態に見えるのですが、２つの

これだけの財産が我社にあるのですが、見方を変えると電気

ました。あくまでも現場を主体に考える決意として、後半には

天気に恵まれたのですが、こういう時は背景が青一色になって

ことがずっと気になっていました。その一つ目は営業環境で、こ

工事だけなら外部に依存した方が効率的な経営資源を抱えて

Worksが続いています。社名は変わっても我々のノウハウは全

しまうのでスピード感が表現できません。そこでシャッタースピー

んな状態がずっと続くのか？

いるとも言えます。だから工事に集中して外部に出せるものは

て現場に根ざしていることを忘れずに、これからも実務=Work

ドを1/180ぐらいまで落として500mmの手持ちで撮影しました。

れば出来ないことってないか？ という点でした。

出したらもっと利益が増えるかもしれません。その延長線上で、

を重要視して事業展開を続けます。違うのは、現場から得たノウ

この中で最初の疑問の答えは、明かにNOだと思います。私は

何年か後に会社の規模を今の2倍に成長させるという経営はア

ハウや情報を使って何か新しいことをする、という発想です。

景気の先読みはしない方針ですが、建設業が今のような状態

リだと思います。でも、、、私はなんかワクワクしないのです。それ

誤解のないようにお断りすると、これはノウハウの切り売りで

さて今月から、いよいよ第79期が始まります。前期は仕事量

であることは滅多になく、振り返れば厳しい時代の連続でした。

に深刻な人手不足のもとで、規模の成長って可能なのか疑問

はありません。短絡的に「マンション工事のノウハウを生かした

が多く、現場の管理に苦労したことと思います。しかしその苦労

しかしそれよりも、二つ目の疑問はもっと本質的です。会社経営

です。でもこれだけの経営資源を持っていて、何らかの成長を

コンサル」なんて絶対しません。してはいけません。では、どんな

が実り、受注460億円、実質利益45億円を達成できる見込みで

で今でなければ出来ないことを怠ると、将来の競争力に大きな

求めてゆかないと、会社はマンネリに陥って停滞してしまう。こん

ことをするのでしょう？

す。また特筆すべきは災害件数で、年間7件は言うまでもなく我

影響が出てしまいます。いまこの状態でないとできないことって

な中からたどり着いたのが、質的な成長です。他社にない経営

例ですが、東京第三支店の持っている短期工事をマネージす

社始まって以来の新記録です。この場をお借りしてお礼を申し

何だろう、といつも問いかけてきました。

資源を活用して他社とは違う業態に脱皮する、そんな経営テー

るノウハウと電気の知識を利用して、同じ短期工事のOAフロア

マを求めるべきだと思ったのです。そのための象徴的な施策と

を施工し、あわせて床下や壁内の配線も手掛け、内装一括工

して、今こそ社名変更をするべきと考えました。

事につなげるのが狙いです。別の例としてはHEXEL-Tによる電

いい写真が撮れたと思うので、カレンダーを楽しみにしていてく
ださい。

そして2つ目は、経営上今でなけ

上げます。そして第79期はいよいよ、新社名でのスタートとなりま

よく「人・モノ・金・情報」と言います。我社を見たとき、「人」は

す。70年親しんできた六興とお別れするのに一抹の寂しさを覚

相当に高いレベルにあると思います。これは知識や資格の話で

えますが、紙面を借りてなぜ社名を改めたか、会社はこれから

は無く、新しいものを取り入れる力とか、しがらみに捉われない

どう変わって欲しいかを共有したいと思います。

力、さらには自分で考える力というような資質のことを言ってい

社名に込めた想い

こんど手掛けるOAフロアの工事が一

気以外の建築米材調達もあります。電気の米材調達を通じて、
船積みや通関のようなノウハウを我々は持っています。調達拠

こんな思いを込めて4月の執行役会に提案したところ、全員

点もアメリカにあります。このルートを電気だけに留めるのは勿

こ

から積極的な賛同をいただきました。実はその時点では、六興

体無いと思うのです。また、受注を目指したものの失注した米軍

確か3月に、佐世保の現場に行った時のことでした。移動中の

ちらも全国に支店が配置され、寮や借り上げ社宅が整備され、

電気から電気をとって「ろっこう」か「Rokko」程度に落ち着かせ

工事の見積もりは、そのままでは何の価値も生みませんが、

車の中で「社名変えたらどうだろうね？」と田中支店長への呟い

現場を支援する体制も構築されつつあります。さらに情報シス

るつもりでした。ところが文倉専務から全面変更、それも漢字や

HEXEL-Tを通じて他社に資材一式を販売できたら、失注した見

たところ、支店長は笑いながら「それも良いかもしれませんね」

テムの自社開発力、樹脂とプレス製品の設計から製造までのノ

ひらがなではないカッコいいもの、という提案をいただきました。

積もりから利益を得られます。こういう柔軟な発想で事業の幅

と気軽に応じてくれました。でも実は、私はけっこう真剣でした。

ウハウ、米軍工事における米材の買い付けと船積み〜輸入まで

理由は採用で、漢字の社名は採用活動で決定的に不利だとの

を広げて行きたい、というのが社名変更の狙いです。

というのも会社の状態を見たときに、

の体制、米軍工事で必要な英語対応力などがあり、普通なら外

理由です。それで気がつきました。私は諸先輩方からのお叱りを

・今は工事量も多くて忙しい。業績もいい

部に頼るような業務を社内でこなしています。次に「カネ」です

恐れて、本質を見ていなかったと。ですから私は新社名を「ろっ

・各支店に利益を中心に考える体質が浸透している

が、先ほどお話したように、自己資本比率は60%を超える上に、

こう」に捉われないものとする決断をしました。アメリカ子会社は

・財務面では自己資本比率が60%近くに改善され

資本回転率が業界平均の1.5倍に達しています。しかも有利子

HEXEL TECH ENGINEERING Corp. 、持株会社はHEXEL

・よいお客様に恵まれて

負債はゼロで、不動産など固定された資産も最小限の状態で

MANAGEMENTだったので、新社名をHEXEL にするのは自然

・優秀な協力会社との協力関係もできている

す。最後の情報についても、大手ゼネコンやデベロッパーの案

な流れです。ただ改めて、HEXELに新しい解釈を加えて再定義

社名変更の経緯

ます。こういう点は我々より10倍も大きな会社と比較しても断然
優れていると思います。「モノ」についてはどうなんでしょう？

今日から我々はHEXELです。今日の話を理解したうえで、柔
軟な発想で仕事に取り組んでください。

期初あいさつ

～新たな希望を胸に～

ていくことなのか、その他にもあらゆることが考えられます。西日本

次世代への第一歩
東日本本部長 坂本 孝行
前期を東日本本部は無事故で終わることができ、ホッとしていま

本部の各支店も現状に満足すること無く、常に支店の成長とは何
かを考え、成長に向け手を打ち続けていきます。

な気持ちで迎えています。前期1年間工事本部の一員として、実際

まい、暗澹たる思いでした。第78期初に事故を減らすにはどうする

があることから、その支援方策を強化していき、更には多くの支店

の仕事を自分自身で経験し、今まで私が思い描いていたこととの

か皆で考え、実行した結果ゼロで終わることができました。本当に

が米軍工事に参画できるよう支援していきます。

ギャップもいくつか感じました。そんな中で、私たち工事本部ができ

偉大です。今期もゼロ災害を目指していきます。
そのような理由から、東日本本部は今期も【人材育成】を核にし
た本部経営を進めていきます。昨年も言いましたが、強い人材をき

首都圏本部の前期は、特に東京地区でオリンピック関連施設を
含む各種施設が2019年に完成が集中し、一方、鉄骨遅れ、ハイテ
ンションボルト不足、耐火被覆施工遅れ、などを原因とした工程遅
延も多発し、当初予定した時期に電工を投入できないなど施工面
で大変厳しい年となりました。特に電工不足の大型物件において
は、六進会を中心にエリアを超えた支援のおかげで無事に完成に
こぎつけるなど、協力会の皆様には本当に感謝しております。
さて、この10月から社名も変更し新たな出発となりますが、首都
圏本部においても懸案の首都圏米軍関係の施工体制を見直すこ
ととしました。前期まで横田基地中心に米軍施工していた東京第
一支店の部隊を今期より東京第三支店に移し、各支店バラバラに
展開していた首都圏米軍工事を東京第三支店に集約し、1つの組
織で受注施工する体制に改めました。また北関東支店の村木支店
長を任期満了で退任する奈須支店長の後任に東京第二支店長
に、横浜の中川工事部長を北関東支店長とし新たな体制とします。
今期は東京オリンピックの年であり、開催期間中の施工対応な
どまだ不透明な事が多々ありますが、今期も首都圏6支店一丸と
なって邁進していきます。

ちんと育てれば良い業績を残せると確信しています。支店経営陣
には目先の業績も大事ですが、次の30年を見据えた支店経営を
求めます。
また、今期から私のサポート役として小野東北支店長に副本部
長を兼任してもらいます。小野副本部長には私がなかなか参加で

ることは何だろうか。第一は、現業部署のいろんな負担を少しでも

時代はめまぐるしく動いていて情報も膨大です。安易に情報に流さ

E&P 協力体制を構築し 次世代を育成し 共に進化しよう！
茨城支店
一歩先読む力とチーム力を結集し 課題に挑戦しよう！
北関東支店
本音で話し理解深め 組織力を高め利益の改善
千葉支店
逆算思考で見直そう 業務時短と施工改善！
横浜支店
Your time. Your happiness. Your control.
（自分で締め切って時間作り、幸せ作り）

現場営業力の継続と継承 さらなる前進で

できるようにすることではないかと考えてます。今期から一歩一歩

魅力ある大阪支店へ！

確実に歩みを進めていこうと思います。

神戸支店
空気を換えて再出発 今こそ強めようチーム力
中国支店
未来へ向け 新たなる一歩を踏み出そう！
九州支店
客先に応え続けるために、更に成長する！！

長させましょう。
北海道支店
一人一人の早い成長と皆の連系で 『利益と時短』を目指す
東北支店
それぞれに興味と関心を持ち 自分を深化させよう
新潟支店
新たな未来へ、その時その場を確実に！
経験値より仕事の楽しさを分かち合う！
静岡支店
相手のことを考えて、知恵と技術と思いやり
名古屋支店
意識の共用化をはかり チームに相乗効果を 生み出そう！
国籍・人種 偏らず、平等かつ対等に

前期の西日本本部は各支店ともまずまずの結果でした。これは
各地域それぞれでの受注環境・施工環境があり、その環境も大き

さて、今期からは新しく社名も変わり次の１００年を見据え、更に
会社を成長させるべく取り組んでいかなくてはなりません。その成
長とは実質利益を上げていく方策を追求することなのか、将来に
向け社員の実力ＵＰを図っていくことなのか、新規事業を立ち上げ

でも現場リスクの低減と、現場担当者の成長を促せるよう引き続き
活動します。

E2本部長 森口 彰男

六興電気はHEXEL Worksとして新しい一歩を踏み出しました。

新しい期を迎え、この時期に思うことは、E2本部の設立時の期

社名変更に伴う膨大な量の実務を、できて当然と言われることで

待に応えられているかです。それは、毎期、新たな創造ができてい

はありますが、約半年という短い期間で滞りなく進めていく管理本

るかであり、新たな挑戦は定着に向かっているか、です。

部のメンバーはとても頼もしく、またその根底にはこれまでの70年

設立から5年、E2本部として、E-スクエアパネル、某製油所、某メ
ーカーへの参入ができており、新たに得たチャンスとして前向きに

間に六興電気とともにあった諸先輩の皆様から受け継いだ力を感
じたこの半年でした。

挑戦しています。東京第三支店では、第76期から取り組んだ米軍

70年間当然だと思っていた「社名」という一番大きなものでも、

工事への挑戦が本格化してきます。前期まで島課長を中心にした

必要な時が来れば変わる、変えられるということを、今ここで改め

4名程度の活動が、第79期からは東京第一支店から高山社員他

て感じています。これまでとは違う気持ちで迎えることとなった第79

が合流し、さらに、2020年4月頃には沖縄で勉強中だった藤嶋社

期の管理本部では、二度とはないであろう今回の経験で学んだこ

員が戻る予定で、総勢8～9名のチームとなって、首都圏近郊の米

とをこの先の力に加えて、「変わるもの、変わらないもの、変えては

軍工事に新たな挑戦として取り組みます。EP支店は、E２本部が取

いけないもの」ということを考えていきたいと思っています。今期も

組む新規案件に技術的サポートを行い、想像を現実の仕事として

管理本部は「相手にフォーカス」というスローガンは変えることなく、

取り組み始めました。

相手・目的をつかんで課題に向かっていきます。

これらの挑戦によって近い将来、東京第三支店は現状よりも多

新任部署長紹介

た新たな取り組みで、新しいEP支店へと変化する足掛かりになる
と考えています。E2本部は、毎期同じ業務のように見えますが、少
しずつ内容を変化させ、これからも挑戦し続けます。

く変化していきつつあるなか、各支店が課題の一つ一つを解決し、
お客様に必要とされるべく取り組んだ結果だと思います。

思う気持ちは一緒です。純粋にいろんな目で現場検討を行い少し

管理本部長 山田 路子

先の見えない原子力発電所の将来を、自分たちの技術を活かし
西日本本部長 芹川 健彦

す。「工事本部めんどくさい」と思われるかもしれませんが、現場を

創造から現実へ新たな挑戦

くの受注金額、利益を得ることになると思います。またEP支店は、
将来に向けての取組み

また、私たちはすべての支店の現場に足を運び、直接見聞きしま

変わるもの、変わらないもの

れることなく、何が正しいか見極めながらHEXEL Worksをもっと成

創意と工夫で時間の短縮・手戻り排除で原価の圧縮
東京第二支店

軽減して、仕事のエネルギーを本来の業務に100％傾けることが

大阪支店

きない安全パトロールや安全祈願などの参加をお願いしています。

グアム支店
東京第一支店

第78期に節目の70周年を迎え、社名も変更し、第79期を新た

また、米軍工事サポート部も今後米軍案件は大型・多種の案件

すると予想以上の効果があることを確認しました。人の力は本当に

首都圏本部長 文倉 辰夫

工事本部長 釆野 邦彦

す。第77期の事故件数は東日本本部で全社の過半数を超えてし

ありがとうございます。それと同時に、皆の力を結集して考え・実行

新たな出発

第79期を迎えるにあたって

何事にも「進取果敢」に取り組む！
東京第二支店長 村木 義男
この度、3年間務めました北関東支店を中川

東京第三支店
多様化に挑戦！ 柔軟な発想で、未来の第三へ！
エネルギープラント支店
支店の「和」を大切にし 「知恵」と「行動力」を
「笑顔」で「明るく」アピールする

新支店長に引き継ぎ、東京第二支店の支店長
を務めることになりました。古巣の東京第二支
店に3年ぶりに戻る形になりますが、新たな使
命感と重責を痛感しております。
当部署は客先として、㈱長谷工コーポレーション様に特化した部

署であり、安定した受注、利益の出せる部署として成長を続けてい

内定式

ンターンシップ生の受入れを行いました。昨

都圏地域における案件の減少が見えてきております。業務エリア

今、いわゆる就職目的だけでなく、企業や仕事

の拡大に伴い、首都圏近郊支店との連携も必要になってきます。

に関する理解をより深めることを目的に参加さ

変化に対応すべく何事にも「進取果敢」に取り組み、新たな体制

れる学生の皆様が多くなりました。当社では単

作り、次世代育成に力を注ぎます。コンプライアンスを第一に、若手

なる業務体験ではなく、各支店のカラーを活か

教育の充実による早期戦力化を行います。風通しの良い社員間の

しながら、自分の将来を真剣に考えることがで

良好なコミュニケーションを積み重ね、ICTを活用した業務の効率
全体のパフォーマンス向上に繋げます。
長谷工マンションだから、東京第二支店だからできる「若くても
効率よく利益の出せる」支店を目指し、邁進していく所存です。

きるプログラムを準備しております。
10月1日、2020年度内定式をホテルニュー

北関東支店長 中川 達弘
昭和62年、比留間支店長の時に入社し、以
来25年ほど在籍していました北関東支店へ戻
ることに、喜びとともに支店長としての責任の
重さを感じています。歴代の支店長が築いてき
た実績をさらに拡大し、今までで一番良い北
関東支店を目指し、邁進いたします。
また前期まで７年間お世話になった横浜支店での経験を十二
分に発揮し、現在お付き合いのある客先との関係を更に深くすると
ともに新しい客先を開拓し、より良い受注環境を築くよう尽力いた
します。今までお世話になった方々を始め関係者各位の更なるご

今後も各支店で随時実施しますので、ご興

オータニ東京にて実施し、内定者29名（理系25

味のある学生の皆様は是非ご参加ください。

名・文系2名・海外採用2名）と配属予定部署の
工事責任者等が顔を合わせました。
第一部では長江社長から社名変更に関して

温故知新

ても気さくな優しい方ばかりで、いつも楽しみ

今年も各支店において総勢19名の夏季イ

ましたが、マンション市況に変化が見られ大型物件の小型化、首

化、省略化を行い、個人のモチベーション力を上げ、結果的に部署

夏季インターンシップ開催！

（人事部 松田 啓貴）
～参加者より感想をいただきましたので紹介します～

事前の段取りが8割

実習では、段取り8割という言葉があるように、
この仕事はまさに事前の準備が大切であると
いうことを学びました。何事も事前の準備が成
功のカギを握っていると思いますので、この機
会に学んだことを糧に今後の生活や就職活動
に活かしていきたいです。

労災件数過去最少を達成
第78期の業務災害は計7件と過去最少に
なりました。また、前期の災害を振り返ってみる
と、当社の3大災害であった「脚立・立馬からの
転落」、「カッターナイフでの切創」、「つまずき

千葉工業大学 兼村 駿介さん

や内定者へ向けたメッセージをお話しいただ

ながら実習に取り組むことができました。

による転倒」が1件も発生していないことが分

き、管理本部長からは内定証書が交付されまし

かります。これはHEXELルールを励行すること

た。また、第二部の立食懇親会では内定者と社

によって、繰り返し型災害を防いだ証しであり、

員が和気藹々と会話していたことがとても印象

災害件数の減少にもつながっています。
しかし、KYにおいて予見しきれなかった災害

的で、入社後すぐにHEXEL Worksへ馴染んで

や経験の浅い方の災害が発生しています。こ

くれるのではと私自身安心しました。

のような災害も、あきらめずに取り組めば必ず

内定者のみなさん、入社まで残り半年となり
ましたが、ぜひ悔いのない学生生活を過ごして
楽しみにしています！

や災害ゼロを実現できると思っています。

左から内記さん、兼村さん、宮田さん

ください。新入社員研修でお会いできることを

インターンシップに参加してまず感じたこと
は、会社の雰囲気がとても良いことです。お世

（人事部 池田 照浩）

話になった本社も千葉支店も社員の皆様がと

電気設備学会にて

第79期は災害5件以内、休業災害「ゼロ」を
目標で取り組みます。ご協力お願いします。
（工事安全管理部 山田 章広）

９月２９日から３０日に、福岡で行われた電気
設備学会全国大会で論文発表を行う機会を
いただきました。
２日間にわたった大会では、１１会場で２００
以上の発表があり、技術的な発表がほとんど
のなか、今回は当社が福岡工業大学様に協力
いただいて行っている技術者倫理研修につい
て発表を行い、同業他社を含め多くの方々に
聞いていただくことができました。
発表後には「非常に重要なことをされている
が、研修はどれくらいの人数でどのような社員
を対象としているのか」と質問もあり、今回、社
外に対し論文という形で発表したことで、社内
で行っている倫理研修の必要性を改めて感じ
ることができました。
（大阪支店 草富 保博）

指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。
スピードと省力化を目指して
購買部長 上野 哲也

リニューアルしました

第79期より、購買部長を仰せつかりました。

社名変更に伴いリニューアルしたものをご紹介します！

胸の部分に“HEXEL | Works”の
刺しゅうがほどこされています。

・・会社案内・・

各現場の粗利改善に貢献してきた部署を社名

・・Yシャツ・・

白を基調とした高級感あるデ
ザインになりました。

変更の節目の年に引き継ぐこととなり、身の引
き締まる思いです。
購買部は全支店の現場担当者やメーカー・
代理店と関わる部署です。各支店の工法や使用資材、メーカーの
新製品や新技術等、コスト・品質・省力化・安全に有効な情報をい
ち早く入手し、発信するのも重要な職務と思っています。
購買・原価設定は、スピーディーに現業部署も購買部も互いに

・・ホームページ・・

省力化になり時短に繋がる方法を模索し、改善していきます。何を
するにも身体が資本、机に座っての仕事が主なので「帰りはバス
に乗らずに歩こうかなー」なんて考えています。
今までは機会の無かった社員と会えることを楽しみに、至らぬ所
も多々あると思いますが、精一杯頑張りますので、よろしくお願いし
ます。

・・名刺・・
六角形が背景にちりばめられたデザイン。
名前も見やすくなりました。
くるみんマークもプリントされています。

本社から見える景色をオフィシャルホーム
ページのトップ画面に使用しています。
夕暮れ時の空に、光り輝く東京タワーが映
えますね！

・・ネームプレート・・
作業着（上）で使用します。
旧社名の上につけてください。

←QRコードはこちら！
よーく見ると、HEXELの
文字が…！？

URL→https://www.hexel.co.jp

他にも作業着、ヘルメットなど作成中！
新しいデザインをお楽しみに…★

2019 6kou Family day開催！

information

工事改善事例発表会が行われました
7月18日、第18回目とな 防排煙設備を総務大臣認定第7号で取得しており、それらの運用、
る第78期工事改善事例発 維持管理については厳しくガイドラインによって定められています。
既存設備を改修する際は、全てのシステムを理解することが求

表会が開催されました。特

に目を引いたのは昨今の められ苦労しましたが、このような発表の機会をいただき、また銀賞

入社された方より一言いただきました。

いたITによる働き方改革で
す。発表者に負けず劣らず

米軍工事コンサルタントから営業職へ

新築現場における外構工事の改善事例
千葉支店 勝山 哲義

我々運営側も今回は審査にWebを使ったシステムを作成し、自動
7月31日、社員のお子さんを対象に「2019
6kou Family day」を開催しました。
まずは当社がどんな会社かの説明から始ま
り、妖怪探し（スタンプラリー）で会社内を見
学。その後、最近子供たちの憧れとなっている
YouTuberになりきり、「六興電気を紹介しよ
う！」という動画を作成しました。動画撮影では
社長へのインタビュー、会社の施設や部署、
自社開発の部材紹介を通して、当社をより深く
知ってもらいました。
子どもたちは撮影した映像を力を合わせて
編集するなかで、すっかり仲良くなっていまし
た。完成した動画を見つめる子どもたちの嬉し
そうな顔が忘れられません。未来のわが社を
担う（?）子どもたち、また遊びに来てください
ね!

集計をしてみました。システムも無事機能して、運営も1つ改善事例
を作ることができました。
今年は昨年よりも東日本支店から1支店多く参加し、量の面でも
質でもよりよい発表会でした。

（工事本部 田中 康弘）

～受賞者よりコメントをいただきましたので紹介します～

リニューアル工事における改善
横浜支店 鹿沼 可明

チャレンジは筆記試験やプレゼンテーショ

（くぼ だい）と申します。前

ン、5級チャレンジ・6級昇級・7級昇級は面

職では、米軍工事のコンサ

接を行いました。見事合格された方は、10

ルタントをしておりました。

月よりクラス給、賞与基準額、退職金基準
額、残業単価がアップします。残念な結果と

現場では、さまざまな要因により工程が遅れ、工期終盤に大変な思

に挑むこととなり挑戦の日々を送っています。

なった方は、来年こそは合格を目指して頑

いをすることが予想されました。

不慣れな私に、横浜支店の皆様が優しく声

張ってください。

そこで終盤の作業量を減らす方法を考え、外灯基礎のプレハブ
化を採用しました。材料費は通常よりもかかりますが、作業品質や

を掛けてくださるので、とても働きやすく、沢
山のことを学ばせていただいております。

事を要求されましたが、その点においても満足のいく結果を得られ

も早く皆様に追いつけるよう頑張りますので、

7月～9月の採用

ました。

どうぞよろしくお願いします。

経理部

係

川村 夏紀

横浜支店

工事主任

永徳 賢司

横浜支店

営業係

久保 大

今回発表する上でパワーポイントの作成も苦労しました。あまり得
意な方ではなかったのですが、二年前の予選落ちの悔しさをバネ

とです。特に今回リニューアルを行った施設「ノースポートモール」で

は現場において「相手に分かりやすい資料作り」を実行していきたい

は通常の排煙設備に代えて特殊消防用設備（ルートC）である加圧

と思います。

近代五種ワールドカップ
ファイナル開催

経理部 係 川村 夏紀
新しい気持ちでがんばります
はじめまして。8月1日より
入社しました川村

夏紀と

申します。本社の皆さんはと

カートレース開催しました

やすいですし、おかげでこちらの環境にもだ
前職でも経理の仕事をしておりましたが、
で毎日が新鮮な気持ちです。会社の考え方を

ゆとりをもって安全作業 」
（茨城支店 柏 喜紀）
今年は早くから暑くなり
はじめたので、7月はかな
り暑くなると考えました。
猛暑のなかでは、現場
で働く みなさんは思った
以上に体力を消耗し、作業スピードが遅くな
ると思います。そこで、早めに熱中症対策を講
じるとともに、ゆとりのある作業計画・作業が
大事であると考え、この安全標語を作成しま
した。

佐々木 將夫

名古屋支店 管理係

菱田 雄美

中国支店

工事主任

上野 貴之

沖縄営業所 工事担当

西平 匡伸

受注！
・千葉大学（亥鼻）医学系総合研究棟整備

んだんに慣れてきました。
基礎は同じでも業務が異なる所もありますの

「早めの行動 早めの対策

北海道支店 工事担当

ても優しい人ばかりで、雰囲
気がやわらかいので、仕事もし

https://youtu.be/ne6n6SEJxw0

各支店の安全朝礼などで採用された安全標語の
中から新聞委員会で最優秀作品を選びました。

す。

私自身、不器用な点もありますが、一日で

こちらのQRコード、URLより動画をご覧いただけます！

“HEXEL | Works”が選ぶ優秀安全標語

合格された皆さん、おめでとうございま

施工性を考えると成功だったと思います。また非常に高い品質の工

に頑張ることができました。改善事例発表での経験を活かし、今後

（PJメンバー 井上 万太朗）

8月に入社した久保 大

この度、未経験の営業職

リニューアル工事と新築工事の一番の違いは既存があるというこ

両利きの運営

が合格しました。試験内容について、3級

近年の建設現場では「労務不足」が問題となっています。今回の

今回、横浜支店ではあまり経験ができない大規模商業施設のリ
ニューアル工事について、3つの改善内容を発表しました。

今年の任用測定試験は、76中65名の方

横浜支店 営業係 久保 大

流行なのか、iPadなどを用 を受賞できたことを嬉しく思います。ありがとうございました。

任用測定 結果発表

理解して、少しでも早く皆さんに貢献できるよ

６月23日～29日、㈱トライアンフ様主催の
8月31日、8回目となる毎年恒例の企業対

シリコンバレー・深圳（しんせん）視察ツアーに
UIPM 2019 近代五種ワールドカップファイ

抗カートレースを開催しました。レースはエキス

特にシリコンバレーで行われた日本人学

ナル東京大会が6月に調布市で開催されまし

パート（上級者）・メダリオン（中級者）・ノービ

生、SAPやGoogleの社員、起業家の方々との

た。東京オリンピックのテスト大会でもあり、優

ス（初心者）の３クラスに分け行っています。

セッションは強烈な刺激を受けました。そのな

勝者はオリンピックの出場権が得られる重要

エキスパートクラスは、これまでの120分耐

かでも「デザイン思考」という、ユーザーに焦

な大会です。当社は日本協会の大会スポン

久レースから、60分を2セット行うレースにルー

点をあて、常に新しい可能性を発見するため

サーとなり、会場内のいたるところに社名を掲

ルを変更しました。また2セット目のレースは

多様な問題提起をしながら商品を開発する

示させていただきました。

カートを抽選で選ぶなど、工夫を凝らしまし

参加させていただきました。

最終日、長江社長にはみうらじゅんさん・い

た。メダリオン・ノービスクラスは女性ドライ

とうせいこうさんのLIVE配信番組に解説とし

バーに2周のアドバンテージがあるため、どう

今回の視察を終え自分の考えの小ささ、頭

てゲスト出演し、盛り上げていただきました。オ

配置するか各チーム戦略を立てていたのが

の固さを思い知らされました。これからは今ま

リンピックへ向け課題もたくさんありますが、

印象的でした。

での伝統を継続しながら、より新しいことに

日本の競技力、大会運営ともに向上していけ

チャレンジしていきます。

るようこれからも応援よろしくお願いします。

考えは、分野は違うとはいえ共感できるもの
がありました。

（神戸支店 小林 卓美）

（人事部付 石川 久美）
大会の映像はYoutube【UIPM TV】
よりご覧いただけます！

初めてカートに乗る方も多数いましたが、全
レース無事故で終えることができました。優勝
チームの皆様、おめでとうございます！
（E2本部 岡田 珠代）

うに努力してまいります。これからもよろしくお
願いします。

千葉支店
・日吉箕輪町計画 C工区
横浜支店
・大阪府営吹田藤白台住宅（第2期）民活
大阪支店

竣工現場レポート
ソライエ流山おおたかの森
流山の建設ラッシュ
当物件は、つくばエクスプレス線の
流山おおたかの森駅から徒歩5分ほ
どの場所にあります。周辺地域では、
建設ラッシュを思わせるほど、マンショ

契 約 先：㈱長谷工コーポレーション

契 約 先：㈱熊谷組

設計管理：㈱長谷工コーポレーション

設計管理：㈱熊谷組

工

「街を造っている」という雰囲気を強く感じる場所でした。
苦労した点はいろいろとありましたが、とくに大変だったことは、工事の途中で、内装・
外装業者が他現場への応援などに行ってしまい、予定どおりに戻ってくることができず、
工事が工程どおり進まなくなってしまったことです。それにより、間延びした工程になり、
内装・外装・外構工事が全て同時進行になってしまいました。
設備工事も人手が足りないなかで、詳細な打合せや確認、手配など職人さんと一緒
によく頭を抱えていました。このような状況下でも工事を無事故で竣工することができ、
ほっと胸をなでおろしております。
東京第二支店 山本 隆夫

期：2017年7月～2019年7月

新たな街「幕張ベイパーク」

施工場所：千葉県流山市おおたかの森北

当物件は、JR海浜幕張駅から徒歩

建築概要：延床面積 31,843㎡、RC造、地上10階、

15分、周辺には、ZOZOPARKや幕張

352戸

総合高校、幕張インターナショナルス

施工部署：東京第二支店

クールなどの教育施設が有り、京葉線

協力業者：協栄工業㈱、㈲大越設備、㈱レボンド、

ンや商業施設がどんどんと建てられ
ていて、新しい道路なども増えており、

幕張ベイパーク クロスタワー＆レジデンス

検査関係が終わった後のトイレにまつわ
る話なのですが、諸官庁検査が終わったの
が4月初旬、内覧会が5月中旬に完了、引
渡し入居が7月下旬となっていました。
その間、水の動きがほぼ無く、そして気温
も上がってきた結果…『黒カビ発生』。清掃
に利用した塩素は1～2日で抜けるとのこと
でしたが大変でした。

ッパ風のデザインの街並みが特徴的な幕張ベイタウンなどが隣接しています。
この地域は元々は幕張新都心の文教地区として開発が進められていたそうですが、
用途変更して若葉住宅地区とし、ポートランドをモデルとした街づくり「（仮称）幕張ベイ
タワーズプロジェクト」として、今回の工事がスタートしました。計画戸数約4,500戸、計
画居住人口10,000人、8区画に6棟のタワーマンションを中心にオフィス・商業等の複
合機能を備えた街「幕張ベイパーク」を総称とした開発の第１弾「B-7街区」を手がける
ことになり、当街区内には高層棟37階448戸・低層棟8階50戸の他、認可保育所などが
入る店舗２階建てと１階建のコンビニ・駐車場棟が有ります。工事としてのボリュームも
しっかりあり、まさに大変だった、が印象です。
千葉支店 小山 雅史

東京第二支店 生田目 潤

ロジクロス名古屋笠寺
8万平米を超える大型物流施設
当物件は、JR笠寺駅から徒歩8分、
名古屋高速や国道1号線、23号線が
近接する場所に建設されたテナント
型物流施設で、中部エリア初の三菱
地所ロジクロスシリーズとなります。道
路を挟んだ向かい側には日本ガイシホール、スポーツプラザ等があり、有名アーティス
トのライブやスポーツの世界大会が行われ賑わっている場所です。
建物は4階建ての倉庫棟及び事務所棟、そして倉庫棟にトラックが乗り入れるランプ
棟で構成されており、延床面積約80,000㎡の大型物件です。施工面では、とにかく広い
倉庫の施工ボリュームを効率良く消化できるよう、材料の手配や高所作業車の配置等
工程に合わせて準備しました。しかし、建築工程がかなり遅れていた為、受電に間に合
うかかなり際どい状況となりました。
200ｍｘ5列のケーブルラック（W＝1000）に幹線約50回線を2ヶ月で終わらせないと
いけなかったのでかなり大変でしたが、ゼネコン担当者及び電工さんと施工順序や工
程調整を密に行い、予定どおり受電でき、ほっとしました。そして無事故で竣工できたこと
になにより感謝です。

名古屋支店 佐藤 健治

期：2016年7月～2019年4月

施工場所：千葉県千葉市美浜区若葉
建築概要：延床面積 53,425㎡、RC造 地上37階、
8階、2階、１階、駐車場棟（計5棟）、498戸
施工部署：千葉支店
協力業者：㈱明成電気、㈲イシデン工業、㈱ K．R．E

の線路を挟んだ向かい側にはヨーロ

㈱日辰断熱

inside story

工

inside story
㈱明成電気さんの事務所へ打合せに行
った帰りに、きゅうりの苗を5本買って帰りま
した。事務所の裏に植えたところ、思ったよ
り育ちが良く毎朝収穫しています。
事務所の冷蔵庫に入れていたら、誰かが
浅漬けにしていたので、みんなで昼に美味
しく頂きました。東金のホームセンターの苗
は、最強です。

Chalet Ivy 定山渓
契 約 先：矢作建設工業㈱

契 約 先：戸田建設㈱

設計管理：矢作建設工業㈱

設計管理：㈱北海道日建設計

工

期：2017年9月～2019年7月

地震も乗り越え自信に

施工場所：愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町

この物件は札幌郊外の風光明媚な

建築概要：延床面積 80,649㎡、S造、地上4階

温泉街に位置しており、広大な敷地を

施工部署：名古屋支店

26室という贅沢な使い方をした高級

協力業者：㈱ホクエー電工、㈱上田電気工事、
三共電氣工業㈱、㈱昭電設備、

ホテルです。近年では外国人観光客

㈱五幸電設

も多く、そのような需要に応じて計画さ

inside story
近接する日本ガイシホールで行われる
有名アーティストのライブ終了後は、JR笠
寺駅が大変なことになります。
この駅は快速電車が止まらない（鈍行だ
け）ので本数が少ないのですが、先述の状
況と自分の帰宅時間がかち合うと改札前
で身動きがとれない。それ以来、必ずガイ
シホールのスケジュールを抑えること
となりました…。

れた物件でした。
着工時に建築の所長さんから高級ホテルなので、照明にこだわって雰囲気を良くし
たいと相談されました。高級ホテルならではの仕事だと思いつつ、最初に照明の選定を
行いました。構造も特殊で3Fにエントランスがあり、1Fにも客室がある関係から幹線ル
ートも別の棟を通すなど工夫をして施工しました。そんな中、北海道では昨年の9月に
地震があったため、急遽発電機の容量を3倍にする変更なども発生し、メーカーさんや
社員一同で対応しました。敷地内が広く急斜面な部分もあるため、私を含め社員たち
は脚力も鍛えられました(笑)。
そんな頭も体も酷使した後は、近所の居酒屋さんであんかけ焼きそばを食べて明日
の活力としました。
北海道支店 永森 淳一

工

期：2018年6月～2019年7月

施工場所：札幌市南区定山渓東
建築概要：延床面積 4,806㎡、RC造、地上5階、26室
施工部署：北海道支店
協力業者：光電気工事㈲、㈱札伸電設、
サンコーエレック㈱、㈲プライムエンジニア

inside story
竣工前の検査で人員が足りず困ってい
たところ、静岡支店や東北支店の方々が検
査応援できてくださいました。
竣工前の慌ただしい状況を乗り越えられ
たのは、沢山の人からお力をお借りできた
からです。無事に竣工できたこと、関係者の
方々には、この場を借りて改めてお礼申し
上げます。
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