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Message from

カートレース出場

HEXELでは現場の負荷を減らすべく工務系の充実を図っている

毎日同じである必要もありません。勤務中の休憩時間も労働基

最中なので、これらの分野で非電気科や文系出身者が活躍・昇

準法で定められた基準以上であれば、何時間をいつ取ってもOK

President

進できるよう、教育体制の整備と昇級要件などの社内制度を見

です（労働基準法上、休憩時間は勤務時間に含まれません）。

直す必要があります。経験者採用でもう一つ意外だったのが、外

ですからこの制度は在宅勤務者や変則時間帯の勤務者だけの

部から見るとHEXELの敷居が高くみえるらしいという報告でした。

ものではなく、8:30から17:30の定時で勤務する方も活用できま

HEXELらしい柔軟な

とくに地場の同業者から見ると、HEXELは給与も高く会社も安定

す。定時で出社の方でもHPFXを申請しておけば、3時から4時に

しているけど、入社してついて行けるだろうか？

というイメージ

会社を抜けて通院し、終わったら会社に戻って勤務を続けること

があるそうです。でも皆さんがご存じの通り、HEXELでは生え抜き

ができます。何時に抜けてどこに行くのかを事前に申請する必要

と経験者採用者の区別なんて元々ないし、入社後の支援も充実

もなく、業務に支障が出ないように口頭かTeamsで上司の確認

しています。転勤もほとんどないので生活環境が変わる心配もあ

を取ればOKです。保育園の送り迎えで活用する場合も出社時間

りません。完璧ではないかもしれませんが、残業の抑制にも本気

を予め決める必要はなく、子供を送り終わって出社したらその時

働き方を確立しよう！

10月になり、ついこの間までの暑さが嘘のように涼しくなりまし

の道具で開けようとしたとか、危険を伴う作業であるにも関わら

で取り組んでいます。これらは我々にとって当たり前すぎるのでア

点から勤務時間となります。制度の趣旨を理解の上、「定時」は忘

た。自粛続きだったゴルフコースには賑わいが戻り、レストランで

ず作業手順が十分に検討されないまま職人さんに作業をさせ

ピールしていませんでしたが、重要なポイントなので発信してゆく

れて責任ある働き方を目指してください！

は毎年変わらない秋の味覚が楽しめるようになりました。HEXEL

た、さらには不安定な玉掛けで荷を吊り上げた結果荷崩れを起こ

べきです。さらに前期から運用が始まったハイパーフレックス

は第79期が終了し、速報値で受注424億78百万円（対目標

して被災という例からもわかる通り、十分な検討がされないまま、

（HPFX）を活用すれば、小さい子供のいる女性でもパートタイム

今年のカレンダーは過去の総集編

95.9%）、施工428億6百万円（97.0%）、実質利益43億円

「この程度なら大丈夫だろう」という安易な対応が事故につな

ではなくフルタイムの契約（給与）で働けます。CADや積算では未

（155.7%）で着地の見通しです。実質利益は目標を大きく超えま

がっています。災害はなかなかゼロにできませんが、無理な作業

経験の女性がたくさん働いています。これらの分野を強化するた

したが、第78期実績（51億41百万円）との比較では83.9%にとど

は 撲 滅 で きる は ず で す 。 第 8 0期 は こ の 点 を しっ か り 意 識 し 、

めにも、“未経験者採用”を進めてゆきたいと思います。

影した素材から特に印象が強かった機体を中心に制作している

まりました。減益の要因はオリンピックの間の混乱を予想して案件

HEXELルールを守って現場の管理を行ってください。

リモートワークとハイパーフレックス（HPFX）

フォーマー、熱狂的な観衆、そして写真かプラモデルでしか見た

の調整を行っていたことで、コロナに起因する現場の遅れではあ

柔軟な働き方で人の集まる会社にしたい

ところでコロナの関係で、撮影で毎年訪れていたリノ・エアレー
スも中止となってしまいました。そのためカレンダーは、過去に撮
ところです。切れ目なく続くイベント、レースとレースの間のパ

ところでコロナの時代になり、突然リモートワークが脚光を浴び

ことがなかった航空機が埋めつくすピット。見上げればレアベア

新卒採用に関しては苦戦しています。各部署から上がってきた

ています。私はリモートワークが生産性を上げる手段として有効と

の腹に響くような重低音と、空気を切り裂いて突き進むデイゴ・

希望人数は37名でしたが、実際に採用できたのは19名でした

思うので大賛成です。しかし一部で見られる“在宅勤務＝善・出

レッドが死闘を繰り広げ、高地特有の透明な空気は、彼方の山並

（※高校生の採用はこれから始まります）。 しかしそれを補うか

社＝悪”という二元論には強烈な違和感があります。通勤時間と

みをまるで書き割りのようにくっきりと見せてくれていました。制作

のように経験者採用が活発化しており、施工管理18名、工務系3

オフィススペースの削減がリモートワークの主な利点として語ら

していて2003年に初めて訪れたリノで夢中でシャッターを押し続

名、営業職4名、事務職4名と合計29名を社員として採用できまし

れますが、これは土地が高くて通勤時間が長い東京だけで成り

けていたころが思い出され、楽しくて仕方ありません。2021年のカ

た。経験者を採用ルート別に見ると、①エージェント経由17名、②

立つ話ではないでしょうか？ 仕事内容やプロジェクトの進捗状

レンダーは11月半ばに完成します。楽しみにしてください。

派遣社員・パートからの転換5名、③社員・知人からの紹介2名、

況によって、リモートが有利な場合と出社したほうが効率的な場

④その他5名となっています。また施工管理と工務系をあわせた

面とがあるはずです。それなのに“出社率”を数値目標とすると数

技術職には、2名の非電気科出身者と8名の文系出身者が含ま

字が独り歩きしてしまい、勤務の自由度が失われてしまうと危惧

れます。年齢は21歳～61歳でした。一方で40歳以下の退職者は

しています。私は生産性向上のポイントは働き方の自由度を上げ

第79期を振り返るとき目に付くのが原価超過と労働災害の増

施工管理9名、工務系2名、営業職3名でした。退職後の進路は正

ることと思っており、リモートワークはその有力な手段と捉えていま

加です。第79期に原価超過は4件発生し、本来であれば不要な

確にはわかりませんが、同業者やゼネコンに引き抜かれたわけで

す。ですから“リモート＝善”と刷り込まれて数値目標を管理する

支出が合計55百万円発生しました。原因の大半は施工管理の不

はなさそうです。これらの数字から雇用流動化のさらなる進展が

のではなく、“リモートも可”という条件下でいかに勤務の自由度を

備で、現場責任者のレベルアップとともに案件の難易度に見合っ

見てとれますが、同時に理系・文系の区分が実情にあわなくなっ

上げられるかを考えています。その結果導入したのがHPFXです。

た技術者配置を徹底する必要があります。労働災害も16件と昨

てきているのもわかります。確かに文系出身者が1級電気工事施

HPFX制度とは、勤務日数×8時間を定時労働とし、これをオー

年を9件上回ったばかりでなく、うち5件は休業災害となってしまい

工管理技士の試験に合格するのは難しいかもしれませんが、積

バーする労働時間を残業とカウントする制度です。一般のフレッ

ました。専用工具があるにも関わらずマンホールの重い蓋を手近

算やCADであれば資格はなくても業務に支障はありません。

クス勤務のようなコアタイムはなく、勤務開始時刻や労働時間が

りません。コロナの影響は受注面でも思ったより少なく、ホテルや
工場で中止されるものが見られますが、大型の再開発は予定通
りに出件される見通しです。先月はこれから先の出件動向をお聞
きするためデベロッパーをまわりましたが、テレワークによる事務
所の郊外移転とか都心の空洞化の話はあまり聞かれませんでし
た。ただし受注粗利率はここ数年コロナと無関係に下がり続けて
おり、警戒が必要です。第80期の手持ち工事高は584億60百万
円が確保され、受注高457億68百万円、施工高418億29百万
円、実質利益23億80百万円を目標とします。

労働災害と原価超過が増加

急激な変化にも柔軟に対応

コロナ禍を乗り越えて
首都圏本部長 文倉 辰夫
首都圏本部の前期は、9月7日現在、暑かった8月を熱中症
無く乗り切れましたが、9件の事故が発生し、そのうち2件が休
業4日以上という厳しい結果となりました。また、東京第二支店、
千葉支店では3件ずつと複数件の発生となり、事故の教訓が活
かされていない結果となりました。前期は新型コロナの影響も
あり、協力業者を入れた安全パトロールの実施も例年より減少
し、安全大会を開催できなかったことも少なからず影響してい
るのかと思います。今期は、新型コロナを乗り越えてパトロール
を強化し、無事故を目指していきます。
また、組織としては、茨城支店の岡本支店長が任期満了で
退任し、石崎営業部長を新支店長とします。今期は新型コロナ
の影響で東京オリンピック開催や受注予定物件の着工も不透
明ななかで、各支店とも受注と代人配置調整に苦慮しています
が、首都圏JVを組むなど連携を密にし、コロナ禍を乗り越えて
いきたいと思います。

ミングで時間をかけることなく、適切な変化遂げる必要がありま
す。今すでに起こっている地殻変動に感度を上げ、潮目を読ん
でいきたいと思っています。
東日本本部は2期連続無事故で終わることができましたが、
うれしい気分ではありません。皆さんにお願いしたいのは、
HEXELルールがどの程度浸透しているか、自分たちの支店・現
場を再確認をすることです。「自分の支店・現場は大丈夫」と
思った人から確認をお願いします。配布して話すだけでは伝わ
りません。
前期の東日本は【人材育成】の目標の下、大型現場の検査
対応を支店を超えたチームで対応し始めました。細かな問題は
あるにせよ大きな一歩を踏み出せたと思っています。今期は
【人材育成＋水平展開】を目標といたします。安全パトロールや
検査・安全教育など各支店でなるほど！と思うことを実行してく
れていますが、他支店への水平展開ができていません。今期は
工事責任者に各支店の良いところを水平展開することを求め
ます。そうしますと安全に対する意識や技術水準も上がり、施工
面でも人材育成が可能となります。
【人材育成の東日本】に邁進して参ります。
北海道支店
皆で成長し仕事を楽しく安全な「組織の風土」を作ろう。
東北支店
自分のやるべき新しいことを見出して
ここで魅せよう東北の底力！
新潟支店
踏み出す勇気と行動で、未来の扉を自分で開く！
静岡支店
技術と知恵で客先信頼確保
名古屋支店
今こそみせよう！ チームの力を！！

東京第一支店
高い技術で“ムリムダ”排除、予算と時間を有効利用
東京第二支店
変化を追い風に 柔軟に取組み 成果を上げよう！
茨城支店
心機一転 風通しの良い環境で17名全員が

GUAM支店
将来のビジョンを明確に示して
先を見据えた体制と実績づくり（と黒字化）
HEXEL TECH ENGINEERING
アメリカ製資材の調達は

笑顔で挨拶 強まる信頼 結束高めて利益改善
千葉支店
環境の変化を見逃さず 柔軟な発想で即応し
業務時短と休暇取得！！
横浜支店
試練を楽しんで一歩成長

人材育成+水平展開
東日本本部長 坂本 孝行
前期は人生でこんなことがあるのか！という衝撃的な1年で
した。Covid-19。この言葉に短期間で慣れてしまうとは！ 特に好
調だった観光業や飲食業の業種が一瞬にして止まるなど予想
だにしませんでした。これから変化の潮目を読んで、適切なタイ

大阪支店
現場営業力の継続と若手社員の成長で
魅力ある大阪支店へ！
神戸支店

管理本部長 山田 路子

中国支店
小さな問題を見逃さず 一人の問題は全員の問題
一つ一つ解決で 将来につなげよう
九州支店
共に考え、共に成長し続けよう！

もう一歩先へ
E2本部長 森口 彰男
設立から6年、E2本部として新たに取り組みを始めた
E-SQUAREパネル、某製油所、某メーカーへの参入について
は、「新規」という修飾語が外れ、業務の内容が次のステージに
突入したように感じています。
最近では、東京第三支店とEP支店がそれぞれの強みを活
かし、独自の路線を歩む一方で、この1年は特にお互いを補完
し合い、「E2本部」というアウトラインが見えるようになってきまし
た。東京第三支店については、従来の「短期少額工事」を基盤
としながら、米軍工事の取り組みが本格化し、支店の人数が50
名を超えました。将来を見据え、関東圏の米軍の要となるべく、
体制を強化して参ります。EP支店は今期から畑中副支店長が
就任します。若い力で新しいEP支店を作ってもらいたいと期待
しています。
現在置かれているステージに安住せず、しっかりと根付いて
ゆくよう、今期は更にもう一歩先へ踏み込んで活躍の場を広げ
てゆきます。
東京第三支店
組織の安定と調和 そしてより働きやすい第三へ！

支店の将来に向けて・人材育成
西日本本部長 芹川 健彦
前期の西日本本部としての業績については、各支店ともまず
まずの結果でした。これも皆さんの努力の結果だと思います。
しかしながら労働災害が多かった年でもありました。これらの
原因の多くは自分たちの至らなさに起因するものであることを
反省し、今期は災害０を目指すべく、断固たる決意のもと施策し
てまいります。
また、各支店とも繰越粗利について、今期は通年よりも少な
いのですが、それを言い訳とすることなく、再開発に絡む大型案
件等もあることなどから、前期以上の実質利益を目指します。
併せて、支店の将来に向けての体質強化はどのようにしていく
のかなどを主とした人材育成を進めてまいります。

いもの、それぞれをしっかり判断し、実行することが非常に大切
な1年だったのではと感じます。
そのなかで一番感じたことは、基本・基礎の大切さです。多く
のことを学び吸収することは大切ですが、すべて基本・基礎の
上に成り立っていることを忘れてはなりません。基本がしっかり
身についているからこそ応用ができる、考えることができると
痛感しました。第80期は、基礎的なことを再度見直し、第79期に
達成できなかった業務災害一桁を達成することを目標に皆さ
んと取り組んでいきます。
「今、この時」の価値を逃さずに

一人ひとりが経営者 責任ある行動を

HEXEL TECHに任せておけば大丈夫と言われるための実績作り

100％のパワーを発揮・結集して実質利益目標を達成しよう！
北関東支店

米軍工事においては今後も沖縄・首都圏の米軍基地を中心
にさらにはGUAMでも多くの多種多様な案件が出展されます。
米軍工事サポート部は引き続き米軍工事に携わる全ての支
店・現場の支援を行い、営業から積算・工事まで各部門の人材
のスキルアップを図っていく所存です。

エネルギープラント支店
一歩先を読んだ行動と計画で
客先と協力会社の信頼を獲得しよう！
ヘクセルテクノサービシズ
時代に負けない技術と信念で 時代に負けない技術集団の確立

もう一度基本的な部分を見直そう
工事本部長 釆野 邦彦
第79期はコロナに振り回される年となってしまいました。安全
大会、改善事例発表会その他社内行事を中止せざるを得ず、
働き方や価値観も自然に変わっていった部分があると思いま
す。ただ絶対変えてはいけないもの、変化させなければならな

2020年春、突如として世の中の価値観が変わらざるを得な
い状況となりました。管理本部としても世の中の動向や流れを
見ながら、これまでとは違う舵取りをしていかなければなりませ
ん。何が正解、不正解などとは誰も言えない状況の中で、この
半年余りの間に度々、私の頭に浮かんでくる言葉がありました。
中国の老荘思想に出てくる「無用の用」という言葉です。
学生時代に専門外ですが、たまたま「無用の用」について深く
学ぶ機会があり、以来ずっと私の中に残っている言葉です。世
の中の価値観が変わってしまった今、この時だからこそ、これま
で無用だと思われていたもの、不必要だと思って気にも留めて
いなかったことであっても、その中にある本質的な価値を考える
必要があるように感じています。
10月からスタートした第80期も、管理本部では一見無用と
思われてきたものの中にある「今、この時」の価値を見逃すこと
のないよう、引き続き「相手にフォーカス！」をスローガンにして
取り組んでまいります。

新任部署長紹介
HEXEL茨城17名 パワーを発揮して奮闘します
茨城支店長 石崎 竜司
第80期より茨城支店4代目
支店長を拝命させて頂く石崎
竜司です。支店長という大役を
仰せつかり、身の引き締まる思
いです。
私は茨城支店がまだ東京
支店茨城営業所時代の1992年9月に入社しました。気が付け
ば社歴28年目になり、茨城支店において最古参となっておりま
す。
私の支店運営の目標として、「1.協力業者（労務・材料）との
信頼関係の再構築」「2.工事部の体制強化（若手には成長支
援、ベテランには適した活用法、経験者・新卒者の積極採用）」
「3.風通しの良い支店環境づくり」を掲げます。この3点を達成す
るために、微力ながら先頭に立って邁進する所存でおります。
茨城支店はHEXEL Worksの中で社員数が17名と一番小さ
な支店です。17名全員が個々のパワーを十二分に発揮して、
日々奮闘しますので、今後とも茨城支店を宜しくお願い申し上
げます。

HPFXがスタートしました！

年末調整をWEBで簡単に

社員の皆さんがよりフレキシブルな働き
方ができるハイパーフレックスタイム制度
（HPFX)が2020年9月1日に制定されまし
た。朝は趣味のゴルフや釣りをして昼から
仕事を始めたり、仕事を中抜けして平日に
しか行けないような役所や病院に行ったり
と、制度を利用することにより多様な働き
方を実現することが可能となりました。
HPFXはワークライフバランスや仕事の
生産性の向上に大いに役立つ制度となっ
ていますので、ぜひ皆さんご活用ください。
なお、HPFXを利用するにあたりご不明な
点がございましたらお気軽に人事部へご
相談ください。実際に制度を使ってみた感
想等もお待ちしております！
（人事部 小久保 幸子）

年々増える申告書、複雑化する控除の
条件…毎年皆さんにご協力いただいてい
る年末調整ですが、今年度よりWEB化・簡
便化いたします。
皆さん一人ひとりに届くURLに、PCやス
マートフォンからアクセスし、10項目程度
の質問に「はい」「いいえ」で答えていくだけ
で年末調整が完結する仕組みです（例：
表示されている住所は合っていますか？
「はい」or「いいえ」など）。
またWEB化により、押印や郵送の手間も
省くことができ、全社的な生産性の向上が
見込めると考えています。皆さんに疑問や
ストレスなく、年末調整手続きを行っていた
だくための一助となれば幸いです。何かと
忙しい年末の時期ですが、ご協力のほど、
よろしくお願いいたします。
（人事部 稲富 光平）

★ こんな活用方法があります！★
朝、子どもと遊んでから出社しよう
昼休みを長くして、ゆっくりランチ
中抜けして家族や友人の誕生日プレゼ
ントをじっくり選ぼう
etc.…

カオナビ、活躍しています！
5月から導入し、前回の社内報でも紹介
させていただいた「カオナビ」ですが、社員
名簿以外にも活躍の幅を拡大し、「人事考
課」や「昇格・昇級などの各種推薦」をカオ
ナビ上で実施いたしました。特に人事考課
は、上長との面談をオンラインミーティング
で行い、完全にWEBのみで完結できたとい
う方も多いのではないかと思います。カオ
ナビで行うことで、進捗をリアルタイムで確
認することができ、集計を簡単に行うことも
可能です。
導入後、主に本社発信のイベントで利
用してきたカオナビですが、今後はさらに
掘り下げて、部署単位での活用方法を研
究中です。「こんなことはできないか」という
ご相談も大歓迎ですので、引き続きよろし
くお願いいたします。
（人事部 稲富 光平）

経理業務マニュアル作成中
現在経理部では、当社の顧問税理士で
ある㈱けやき坂コンサルティング様と協同
で、「経理業務マニュアル」を作成していま
す。属人的な業務を洗い出し、改善を行う
ことで業務を「見える化」し、属人化リスク
の軽減を図っていきます。業務スケジュー
ルや作業手順、使用帳票まで詳しくマニュ
アル化するため、手順を明確にしていく過

は た ら き かた
今年は新型コロナウイルスの影響
で世の中全体がこれまでの働き方を
見つめなおす契機となりました。
当社の働き方も今までにないスピード
で変化しています。
新たな制度を積極的に取り入れ
変わり続けていきましょう！

程で、改善点などの気付きも多く得ました。
マニュアルは12月完成予定ですが、気
付いた点は随時改善して仕事の精度を高
めていきます。
（経理部 坪田 耀）

パラレルキャリア、はじめました
当社の副業解禁
制 度 であ る 「 パ ラ レ
ルキャリア制度」を活
用し、2020年1月より
NHK様から取材を受けました
副業を始めました。
副業先は神奈川県にある美容室を経営
している企業で、バックオフィス業務の改
善や広報活動の支援などを行っています。
これまでに培ってきたスキルや経験を活か
すだけでなく、本業では経験できない仕事
を任せてもらえることで、新たな学びを得
ています。副業で得たものを会社に還元で
きるよう努めてまいります。
（経理部 濱田 拓麿）

Teams

全社導入開始！

当社では新たな取り組みとして8月より
Microsoft Teams(以下、Teams)というグ
ループウェアの全社利用を開始しました。
Teamsはグループ内のＷＥＢ会議やチャッ
トのほかにファイルやスケジュールの管理
など、いろいろなツールが揃っています。チ
ャットは相手を選択するだけでメッセージ
を送ることができるので、メールより気軽に
使用することができます。
また、アップロードしたWordやExcel、
PowerPointのファイルをチーム内で共有
し、リアルタイムに編集ができるので、ＷＥ
Ｂ会議に参加しながら必要に応じてファイ
ルを修正することが可能です。
年内にはポータルサイトの運用を停止
し、コンテンツはTeamsに完全移行されま
す。社内コミュニケーションツールとして、
是非Teamsをご活用ください。
（システム開発部 榎本 聡）

ワーク・ライフ・バランス推奨企業に
認証されました！
人事部協力のもと、昨年名古屋市より
「ワーク・ライフ・バランス推進企業」として
当社が認証されました（仕事と生活の調和
を目指した取り組みを行う、一定の基準を
満たす企業が認証されます）。認証を受け
たことにより、名古屋市公式ＨＰで当社の
取り組み内容が紹介されています。また名
古屋市独自の学生向けPR冊子に掲載さ
れ、就職活動を控えた優秀な学生を獲得
するチャンスが増えました。
営業的な観点では、認証を受けたことで
官庁工事（一般競争入札）で企業得点が
付加されるなど、さまざまな場面で活用で
きています。今後もこのような制度を発見・
活用し続け、時代の変化に合わせてチャレ
ンジしていこうと考えます。
（名古屋支店 甲斐 大祐）

した！

ただきま

い
認定証を

内定式

前期災害の傾向について

インターンシップを受け入れています
弊社としてはご希望の方がいらっしゃれ

10月1日、新型コロナウイルスの感染拡
大を鑑み、オンライン上にて2021年度入
社内定式が開催されました。今年は例年
のような集合型での実施とはなりませんで
したが、Zoomを使用して内定者19名全員
が、配属予定支店もしくは自宅から出席
し、顔を合わせることができました。
第一部では、内定者同士の顔合わせや
人事部長からの内定証書交付があり、画
面越しからでも緊張と喜びが伝わってくる

前期は5件の休業災害と11件の不休災
害の計16件の業務災害が発生しました。
休業災害では、「落下してきた仮設材に当
たり骨折・休業78日」、「柱上で装柱作業
中に墜落し骨折・休業300日見込み」、「避
雷針取付架台を搬入中に転倒し骨折・休
業25日」、「バスダクトにプラグインブレー
カーを取付ける際に短絡し2名が火傷・休
業14日と90日の見込み」と、中にはひとつ
間違えば死亡災害にもなりかねないもの
もありました。
また、不休災害も含めた作業状況とし
て、「非定常の作業」、「予定外の作業」、
「任せきりの作業」で発生する傾向があり
ます。これらの類似災害を断ち切らなけれ
ばなりません。前期の災害を反省しこれを
教訓として、リスクを回避する事前計画（作

ようでした。第二部の座談会では、内定者
と配属予定支店の工事責任者等をつなぐ
ことで入社への不安を少しは取り除けたの
ではないかと思っています。オンラインでの
内定式は初めての試みで、準備等大変な
部分はありましたが無事執り行うことがで
きました。
内定者の皆さん、入社まであと半年です
が最後まで悔いの残らないよう学生生活
を謳歌してください！新入社員研修では、
対面でお会いできることを願っております！
（人事部 吉田 季生）

オンラインでコンプライアンス研修
を開催しました
9月にコンプライアンス研修を実施しまし
た。コロナ禍を考慮し、Zoomを使ったオン
ライン形式での開催に急遽切り替えました
が、想像より違和感なく進めることができま
した。Zoomは多機能で、「ブレイクアウト
ルーム」という機能で各グループに分かれ
てディスカッションをすることも難無くでき、
今後は研修に限らず、いろいろな機会で活
用できるツールであると実感しました。
また、マインドマップを使い、論点の体系
化と深掘りを行う方法について学習しまし
た。こちらも議論を整理する上で大変有効
なソフトでした。
今後も、より良い組織を醸成していくた
めの取り組みとして、このコンプライアンス
研修を続けていきたいと思います。
（GM部 関口 香織）

業方法・作業手順の周知）が重要であるこ
とを改めて認識し、実践しなければなりま
せん。 （工事安全管理部 山田 章広）

当社オリジナルかりゆしウエア完成！

沖縄営業所では地元の慣習にならい、
初夏から晩夏の期間は沖縄の正装である
かりゆしウエアを着ます。以前から社名入
りのかりゆしウエアを着ていましたが、社名
変更に伴いデザインも一新することにしま
した。しかも今回は既成品への社名社章
のプリントではなく、完全な「HEXEL Works
オリジナルかりゆしウエア」としてリニュー
アルしました。
コンセプトはHEXEL Worksの語源の中
のひとつでもある「Hexagon(六角形)」で
す。デザインを決めるにあたりいろいろ検
討しましたが、ふと名刺を見ると六角形の
素敵なデザインがあるではありませんか！
当社の文字色・プリント柄を生地に出すの
に苦労しましたが、何とか完成に至りまし
た。この記事を見て私も欲しい！と思われ
た方は沖縄営業所までどしどしお申し込み
ください！スマートカジュアルアイテムとし
ていかがですか？
（沖縄営業所 筒井 宏和）

ば、感染症拡大防止対策をしながらリアル
な職場体験をいつでも大募集しています。
そんななか、この夏は約20名の学生さん
からお申込みいただき、各支店で実務体
験や現場見学を実施いたしました。
また、オンラインでの仕事紹介も積極的
に開催しており、9月時点で50名以上の方
にご参加いただいています。詳細は随時マ
イナビにてお知らせいたしますので、ご興
味のある方はぜひお申込みください！
（人事部

池田

照浩）

～参加者よりコメントをいただきました!～
挑戦
日本大学 水野 愛弓さん
私が最初に会社のHPを
見たときに感じたことは
「挑戦」でした。時代に柔
軟に対応して挑戦し続ける
というイメージを受けました。
インターンシップの中で一番感じたこと
は、社員一人ひとりが主役になれるという
ことです。決断力や責任感、コミュニケー
ション力などのリーダースキルを全員が必
要とされることを学びました。だからこそ、
自ら考える力が身に付き新たな挑戦がで
きるようになると感じました。
挑戦は新たな道へ踏み出す第一歩であ
り、私自身にも必要なことなので、今後の
就職活動にも活かしていきたいです。
ポケットに入るメモ帳
日本工業大学 山﨑 陽平さん
インターンシップに参加
して、座談会や実習で気に
なったことを、本社と茨城
支店の皆様が優しく教えて
くださり、楽しく取り組むことができました。
実習で気付いたことは、メモ帳が必需品
ということです。現場代理人の方々は必ず
メモ帳を持っていて、現場の指揮・管理を
行ううえでメモを取ることが、とても大切な
ことだと学びました。自分が学んだことを
忘れないためにも、メモを取ったものを
ノートにまとめ、今後の生活や就職活動に
活かしていきます。
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関電プラン
ト㈱様より、若
狭地区での安
全衛生管理に
対する取り組
みに対して、表
いただいた表彰状
彰状と金一封をいただきました。通常です
と客先の安全大会の席で表彰を受けると
ころですが、今回はコロナの影響で、当社
の若狭営業所で、表彰状を受け取ることに
なりました。
EP支店員は、無災害で工事完遂するこ
とが、会社の評価、工事の評価を大きく高
めることだと認識しており、来期も表彰を受
けられるよう「安全意識の高揚に努め、工
事災害０」に取り組みたいと考えています。
（EP支店 谷口 直已）

HEXEL TECHにいる山本さんより、ロサンゼルスの様子をリポートしていただきましたので、ご紹介します！

COVID-19の拡大に伴い、我々のオフ
ィスがあるカリフォルニア州ロサンゼル
スでは3月より法的拘束力を持った外出
禁止令が発令されました。生活に不可
欠なビジネス以外はオフィスも閉鎖し、
ほとんどの企業がリモートワークへと移
行し、HEXEL TECHの全社員も3月から
今現在も継続して自宅からのリモートワ
ークを続けております。生活面でも食料
品の買い物で出かけるか、近場を散歩
することくらいしか外出もできません。
しかし、食事のデリバリーサービスで今
まで利用したことのないレストランを利用
したり、友人たちとオンラインで話をした
りと、この自粛生活のなかで今までにな

ベスト4の壁高く…

工夫を凝らして開催

8月29日、電設健保
主催の野球大会が開
催されました。1回戦が
不戦勝だったため、準
々決勝からの登場とな
りました。暑い日差しの
来年、期待してます！！ 中、相手は㈱カナデン
様。ピッチャーの家本さんを筆頭に、みん
なハツラツとした良いプレーを見せました。
一時は3点差に詰め寄るなどHEXEL打線
も反撃を試みましたが、チャンスの場面で
追加点を取ることができず、2－8で敗戦し
ました。しかし猛暑の中、無事に試合を終え
ることができました。
私は今回が初めての参加でしたが、とて
も楽しく野球をすることができました。チャ
ンスで打てなかったことは悔いが残りまし
たが、その借りは来年返したいと思います。
（東京第二支店 遠藤 駿介）

今 年 も 無事、
カートレースを行
うことができまし
た。現場の朝礼を
参考にしながら、
ミーティングは代
新しいスーツで参戦！
表者が1名で参加する、新たに新設したス
プリントクラスのチームは2名制とし、密を
避けるなどの工夫をしました。恒例の昼食
はお出しできず、寂しいところもありました
が、その分、レースに集中する大会となりま
した。
来年は10回目の大会となります！今回は
残念ながら欠席されたチームや、カート初
心者の方も楽しんでいただけるようなルー
ル設定を検討しておりますので、また多くの
皆さんとお会いできることを楽しみにしてい
ます。
（E2本部 岡田 珠代）

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。

「あせらず

無理せず

油断せず

心にゆとりの安全作業」
（EP支店

二宮

剛）

注意力が散漫にな
ると、大小にかかわら
ず災害が発生するリス
クが高まります。一旦災
害が起これば如何に
些細なことでもリカバ
リーするのは大変なことです。
災害を起こさないために何をどのように
気をつければいいのか、あらためて問われ
るとこれが実に難しい。その答えをあえて
言うなら「油断大敵」ではないでしょうか。

富子

経理部

係

酒巻

幸子

北海道支店

浅野

休暇・行事の日程案内

東京第一支店

行事等

高取

任用測定
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1

特別休暇等
有休推奨日

3日：部署業績表彰式
4日：成果配分金支給
11日：賞与支給
25日：仕事納め
4日：仕事始め・年頭挨拶
8日：安全祈願(芝大神宮）

営業係

28日

有休推奨日

29日～31日
年末休暇

1日～3日
年始休暇

詳細はTeamsよりご覧ください。

石崎

亮太

はじめまして。石崎亮
太と申します。当社を選
んだのは、転職活動を
始めて、さまざまな会社
のHPを拝見しましたが、
当社のHPはとても自由度が高い印象を受
け、この会社なら楽しく仕事ができるだろう
と思いました。
また、転職によって変化を求めていた私
は「変わり続けるDNA」という言葉に惹か
れ、入社することを決意いたしました。会社
に貢献できるよう頑張りますので、よろしく
お願いします。
会社のロゴ

2日

11
9月

雅光

忠様が、2020年8月12日永眠され

カナさん

東京第一支店

経理部の酒巻幸子と
申します。1年ほど派遣
社員として就業してきま
したが、この度7月1日よ
り入社いたしました。
HEXELの皆さんは優しく温かい方ばかり
で、とても働きやすい環境のなか、たくさん
のことを学ばせていただいております。
これからまた新たな気持ちで、より一層
皆さんのお役に立てるよう、仕事に取り組
んでまいります。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

月

Live long！
佐田 日彩さん

忠様

新しい仲間をご紹介します

のとおりです。

8月
（かぞくと）うみ～
富永 脩太さん

金澤

金澤電興㈱の金澤会長が亡くなりました。金澤会長は1961年に六興電気㈱の
直営班に入社以来、当社を代表する数々の現場を担当し、1974年に金澤電興㈱
として独立されました。
2000年には工事安全衛生協力会の会長に就任し、六進会の設立、技能競技大
会の優勝と多くの足跡を残されました。
遊びではゴルフや麻雀をよくご一緒させていただきましたが、まっすぐな性格そ
のままで楽しませてくれました。ありがとうございました。ご冥福をお祈りします。
（長江 洋一）

月～1月までの行事・有休推奨日は下記

7月

米田

追悼

第80期の年間予定が決定しました。11

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！

東京第二支店

代表取締役会長

金澤電興株式会社 代表取締役会長 金澤
ました。心よりご冥福をお祈りいたします。

“HEXEL | Works”が選ぶ優秀安全標語

安全ポスター「こどもの絵」～ぼく・わたし の家族～

海で遊んだ
米田 紗英子さん

金澤電興株式会社

かった新し
い楽しみを
見つけるこ
ともできまし
た。
ロサンゼ
ＨＥＲＯＥＳ ＷＯＲＫ HERE
ルスでは1
日の新規感染者数も徐々に減少してき
ておりますが、まだ状況が落ち着くまでに
は時間がかかりそうです。しかしコロナの
状況に一喜一憂するのではなく、感染の
予防を継続しながら、withコロナの新生
活も楽しんでいきたいと思います。
（HEXEL TECH ENGINEERING
山本 和樹）

決定！

会社のロゴが決定しました！
ぜひご活用ください！

結果

今年の任用測定試験は、60名中50名の
方が合格しました。試験内容について、3級
チャレンジは筆記試験、5級チャレンジ・6
級昇級は面接を行いました。見事合格され
た方は、10月よりクラス給、賞与基準、退
職金基準額、残業単価がアップします。残
念な結果になった方は、来年こそは合格を
目指して頑張ってください。
合格した皆さん、おめでとうございます！
7～9月の採用
経理部

係

酒巻

幸子

東京第一支店

営業係

石崎

亮太

千葉支店

工事係

榎本

慶太

名古屋支店

工事担当

福岡

祐孝

東京第三支店

工事所長

井上

進

EP支店

工事担当

上山

治

受注！
・アクティブG積算電力量計更新工事
（名古屋支店）
・阪急塚口駅前建替計画新築工事
（大阪支店）

竣工現場レポート
青木松風庵月化粧ファクトリー

社会医療法人鳩仁会 札幌中央病院
大変だった病院の停電切替工事

苦労した既設建物の電気工事

契 約 先：戸田建設㈱

当物件は大通公園から南に徒歩15
分の場所にある築40年程度の老舗の
救急病院です。工事内容は、Ⅰ期で一
部新築、Ⅱ期で一部解体・新築、Ⅲ期で
全部の解体・外構と全工期3年半に及
ぶ長い工事でした。

設計監理：㈱ケイ立身設計
工

当物件は、和菓子工場と店舗を併設

期：2017/1～2020/6

設計監理：㈱大建設計
工

期：2019/12～2020/7

施工場所：北海道札幌市中央区南9条西

しているので駅近をイメージしていまし

建築概要：延床面積11,656㎡、RC造、地上6階、

たが、実際は南海電鉄尾崎駅から徒歩

建築概要：延床面積7,139㎡、S造、地上2階、

15分ほどの場所にあります。周辺は旧

施工部署：大阪支店

地下1階、180床
施工部署：北海道支店

国道の通る田畑広がる良い環境で1時

協力会社：札管電工㈱、光電気工事㈲、㈲池田電工、

inside story

施工場所：大阪府阪南市黒田

協力会社：㈱NabedeN、㈱昌電設、馬場電気工事、
㈲増原電気、ケイテック㈱、㈱豊嶋電工

間半くらいかけて通勤していました。

サンコーエレック㈱、㈱札伸電設

私自身、病院の工事を担当するのは初めてで、無停電電源装置、X線機器、ナー

契 約 先：㈱奥村組

建物は元々あった某家電量販店跡地の既設建物を利用した工事で、変電設備

inside story

スコールPC、PHS連動など病院ならではの設備が多く、手探りの中で検討をしてい

Ⅱ期工事施工中の2018年9月に胆振

きました。また、その間に既存病院との電源切替に伴う幹線調査と停電計画を行う

東部地震による大規模停電が発生しま

ため、部長をはじめ、支店社員の応援、東日本工事責任者との切替検討会の実施

した。いつまで停電するか不明ななか、

工場内では想像のつかない生産機械への電源の検討や、施主の急な動力電源

たが、生産機械の試運転で生産された

等とⅠ期工事の時はとても忙しく、疲れた思いがあります。そのおかげでⅠ期工事

現場にあったクローラーの軽油を発電機

の追加依頼などの要望により動力盤を改造するなど、若手2名と心配で応援に来

「月化粧」や「みかさ」（共に商品名）が出

のメインである既存停電切替作業も問題なく無事に完了できました。

に移したり、既存病院の医療機器に発電

てくださった先輩とで頭を悩ませていましたが、とても良い経験になりました。いつも

入口に置かれていて自由に食べることが

現場では、建築担当者とのコミュケーションも良く、大変だった工程を毎週金曜

機回路を接続したりと現場を走りまわりま

とは違うコロナ禍という環境にも負けず無災害で竣工を迎えることができたので、

できました。施工中も何度か差し入れが

日に打合せし、協力しあって、スムーズに進めることができました。とても良い建物・

した。病院は1日で復電しましたが、発電

ほっとしています。予約不要で工場見学ができるので近くに寄られた際には、出来

あり、電工さんや社員の五味君が喜んで

工事ができたと思います。

機の大事さを痛感した1日でした。

立てを楽しんで下さい。

いました。

（北海道支店

北島

忠宏）

が増築棟にあるため、キュービクル設置から受電までの工程がかなり厳しかったの
ですが、電工さんや各担当者の頑張りもあり、予定通り受電できて良かったです。

株式会社ニフコ 相模原工場
長かった30カ月

津田沼

本駅との中間あたりの場所にあります。
当工場は、既存製品の増産を図るとと
もに、プラスチックファスナー製品の開
発及び製造を行うために建設された工
場です。
工事はⅠ期工事とⅡ期工事に分かれており、Ⅰ期工事は3階建ての事務所及び
工場で構成されている技術棟と廃棄物保管庫、既存工場棟の改修工事で、Ⅱ期
工事は3階建ての事務所棟及び守衛所、外構工事でした。

設計監理：矢作建設工業㈱
工

廣田

孝信）

契 約 先：㈱フジタ

当物件は、JR総武線の津田沼駅南

期：2018/3～2020/8

施工場所：神奈川県相模原市中央区宮下

口から徒歩5分ほどの場所にあります。

建築概要：Ⅰ期：延床面積6,233㎡、S造、地上3階

津田沼駅南口方面は、昔は更地で10

Ⅱ期：延床面積1,955㎡、S造、地上3階

年ほど前からいろいろな建物が建設さ

施工部署：静岡支店

れてきました。その過程の中で、当社も

協力会社：㈱多田エンタープライズ

inside story
橋本駅周辺の居酒屋で、刺身盛り合
わせを注文して食べたら新鮮で美味くて

電源の接続などを並行して行っていまし

ザ・タワー

津田沼の集大成

契 約 先：矢作建設工業㈱

当物件は、JR横浜線の相模原駅と橋

（大阪支店

竣工・引渡しまでの間に生産機械への

さまざまな物件に携わってきており、今
回、建設された「津田沼ザ・タワー」はその集大成と言われております。

設計監理：㈱フジタ
工

期：2017/2～2020/7

施工場所：千葉県習志野市谷津
建築概要：延床面積87,905㎡、RC造、地上44階、
地下2階、759戸
施工部署：東京第一支店
協力会社：㈲塚田電気工業所、㈲花田電設、
㈱エムテック、日本エンタープライズ㈱

inside story

この建物は住宅棟と駐輪場棟に分かれており、駐輪場棟を先行で仕上げてから
市に引き渡しをして、仮使用をするという形で工事がスタートしました。

屋上のライトアップ照明の位置を決め
るため、駅前から建物を眺めながら照明

苦労した点は、Ⅰ期工事では幹線用ケーブルラックをホイストクレーンの上部に

ビックリしました。注文する前は「どうせ静

駐輪場棟はALL在来工法のため、天候や人区によって工程が大きく左右されまし

の色合いの確認をしている時に、トランシ

設置しなければならないのですが、大梁とホイストクレーンとの間隔が狭いため

岡（駿河湾）にはかなわない」と思ってい

たが、無事に竣工を迎えることができました。また、住宅棟では、仕上げ業者が多く

ーバーで屋上とのやりとりに夢中になっ

ケーブルラックのルートを検討する必要があったことです。各関係者と検討をした

ましたが、なかなかやります。お店の人に

入っていて、短い工期の中で一斉に仕上げ工事を進めてくるので、どのように対処

ていたら、人だかりができていて驚きまし

結果、ホイストクレーンを下げてもらい、設備の配管は梁貫通してもらうことができ

聞いたら相模湾からの朝どりだから新鮮

するか悩みました。当社の協力業者は少数でしたが、横の連絡を十分にとり、報連

た。後日、知りましたが…ネット上で「あの

ました。Ⅱ期工事は概ね順調に進み、ゼネコン担当者及び協力会社の協力のおか

だそうです。それからは必ず注文していま

相を大切にしながら、仕事をできたことが無事故での竣工に繋がったのではない

照明は何？」と、ざわついていたようです。

げで無事竣工できたことに感謝します。

す。相模湾恐るべし。

かと思います。

（静岡支店

伊藤

正美）

（東京第一支店

川村

和彦）
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