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　新年、あけましておめでとうございます。社員の皆さんにおい

ては長い連休を楽しんでくれたことと思います。年末の疲れを

リセットし、今日から新たな気持ちで仕事に取り組んでくださ

い。昨年はコロナ下で迎えた年の瀬だったため、感染を警戒さ

れて帰省できなかった方も多数いたようです。また例年のこと

ですが、改修工事などで年末年始に仕事をしていた方には深

く感謝いたします。私は忘年会も少なく静かな年末でしたが、4

人目の孫が生まれたため子供の声が絶えない賑やかな新年

となりました。今年が良い年になりますよう願っています。

コロナの1年を振り返る
　言うまでもないことですが、2020年はコロナ対策に明け暮

れた1年でした。HEXEL関係現場での感染報告を受けたのは

新入社員研修の最中で、研修は中止し新入社員は全員自宅

待機としました。私は当初、流行は夏になれば終息すると思っ

ていましたが予想は完全に外れ、自宅待機は結局6月末まで

続きました。業務上の対策は朝礼への代表者出席の申し入

れ、検温と在宅勤務、会議や出張の中止・WEB化など一般的

なものでしたが、更に夏を迎えてマスクの着用による熱中症

も危惧されました。しかしゼネコンと協調の下でなんとか現場

を止めずに施工を続け、ほぼ予定通りの完成にこぎつけ、第79

期決算では437億円を売り上げて、僅かですが増収となりまし

た。これはホテル案件が完成間近だったことと、当社の集合住

宅案件は大型の再開発が多く、事業の延期は殆どなかったこ

とが幸いしています。一方で会議の中止とお客様への営業が

制限されたため旅費交通費と接待交際費が大幅に減少し、

販管費率は8.3%から7.6%へと対売上高で0.7ポイント、額に

して約2億円も少なくなりました。（決算内容は5ページで解説

しています）　この効果もあって、経常利益は34憶7,258万円

と増益を達成し、自己資本比率も60%を超えました。年頭にあ

たって、この1年の社員および協力業者の努力と、会社の置か

れた幸運に感謝いたします。

　続いて今年ですが、流行がどうなるかはわかりません。ただ

確実に言えるのは、規則や習慣の変更に対する社会の許容

値が飛躍的に高まったという実感です。役所が印鑑の廃止に

取り組むなんて、2年前だったら殆ど冗談だったでしょう。遠隔

医療も岩盤規制に阻まれて、議論すらできなかった筈です。こ

の風潮はコロナが終息したとしても元に戻ることはありませ

ん。私が考える日本の一番の問題は思考の硬直性だったの

ですが、コロナはこれを見事に破壊してくれました。そして何で

もアリで考えダメ元で提案する習慣が当たり前になりつつあ

り ま す。 H E X E L で も 稟 議 の 殆 ど が 電 子 決 裁 に 移 行 し 、

MS-TEAMSが短期間で立ち上がり、かわりに長い間使ってき

た社内ポータルと社内メールは廃止されました。この過程で

社印の扱いのような細かい規則が見直されたり、FAXの廃止

に向けて動き出したりしたのも良かったと思います。苦肉の策

でやってみたリモートによる原価検討も思いのほかうまく機能

したため、今後は現場から支店内への作業移管が更に進みそ

うです。実際に集まれないので始めた「バーチャル経営会議」

もうまく機能し、幹部の移動時間・拘束時間を大幅に削減でき

ました。HPFXも自由で効率的な働き方の枠組みを定めたとい

う意味で重要な規程で、今後じわじわと効果が出てくるはずで

す。営業活動においては賀詞交歓会や年末年始の名刺配り

がなくなました。これらが象徴するのは営業手法に今までに増

してユニークさが求められるということで、これからは“会社の

看板による営業”から“営業マン個人の知恵と発想による営

業”に変わってゆきます。なんか、、、ワクワクしませんか？　コロ
ナはいつか終息しますけど、得たものは我々の財産です。まさ
に“変わり続けるDNA”の時代なのです。皆さんも過去の思い
込みを脱ぎ捨てて、伸び伸びとした発想を楽しんでください。

バズワードに振り回されない
　何かが変わろうとする時、注意しないといけないのがバズ

ワードです。バズワードとは、何を意味するか不明なまま大勢の

人が使う流行り言葉です。中身が不明なのですぐに消えてし

まいますけど、流行っている間は大変な発見をしたともてはや

されます。2017年ごろ「デザイン思考」という単語が頻出しまし

たが、意味を分かっている人がどれだけいたのか疑問でした。

そして今流行り始めたのが「ジョブ型雇用」です。日本型の雇

用はメンバーシップ型で、何をやらせるかはっきり決めないで

採用し、社内の都合で業務内容がコロコロ変わる。これに対し

てジョブ型雇用では職務記述書に従って雇用するため、会社

都合で無意味な仕事をさせられることがない。だから高度人

材を確保するために日本もジョブ型雇用に転換しなければい

けない、という主張のようです。相変わらずの「日本はダメだ」

という論調ですけど、少し考えるだけでジョブ型は組織の硬直

化に繋がるのがわかります。まず無意味な仕事なんてありませ

ん。それを無意味と言っている時点で、自分以外の仕事を一

段下に見ている意識が伺えます。しかもいつも言うように、変

化はいつも想定外です。想定外へどう対処するかは職務記述

書に書き込めません。「定められた仕事だけすればよい」、とい

うのは、「定められた仕事以外、してはいけない」と同義語なの

で、例えば大型物件の検査を積算担当や営業マンが行えま

せん。そしてなにより、考える対象が職務記述書の範囲に限定

されるので、発想が狭くなってしまいます。これではHEXELが

一番大切にしている“変わり続ける”という価値観と相いれま

せん。そんな理由から、HEXELはこれからもメンバーシップ型

の採用を続けます。

HEXELの夢
　今までは実施できないと思われていたことができる状況は、
新たなビジネスチャンスにも繋がります。私が今思っている夢
は、HEXELをたんなる電気工事業者を超えた業態にすること
です。でもこれは、「空調工事業者をM&Aして電気・空調の総
合サブコンになる」とか、「建築業者を買収して下請けから元
請けに脱皮する」というような短絡的な発想ではありません。

Message  from
President

HEXELの
夢を語ろう

電気・空調の総合サブコンになったところで、それぞれの分野

には強力なライバルがいて利益に繋がらないし、小さな元請

け会社になっても今のお客様の競争相手になるだけで意味

はありません。でも例えば内装工事会社を買収したうえで

CADと連動した加工工場を作ったらどうでしょう？　開口部も

含めてプレカットしたボードを現場に納められるので現場作業

を削減できますね。そしてこれを最初はHEXELの現場だけに

適用しますが、うまくゆくようになったらHEXELの競合他社の

現場へも供給を始めます。そして人手不足なボード内装業者

を更に吸収し、HEXELの一部は超大手のボード屋になれるか

もしれません。36バインドに代表される電路材は設計～試作

を社内で行い、量産はメキシコの協力業者に委託し、組み立

ては障碍者の施設で行っています。ですからHEXELはすでに

立派なファブレスメーカーでもあるのですが、ダイキャストとか

カーボンファイバーの設計ノウハウを持った会社を買収でき

たら、ハーネスとか工具とかも作れるかもしれません。そして

小ぶりな販社を買収すればこれらの製品を競合他社に販売

できます。米軍向け資材についても米国法人のHEXEL TECH 

ENGINEERING Corp.の陣容を強化して、資材を競合他社に

販売したいと考えています。それもただ販売するのではなく、

サブミッタルのようにノウハウが必要なペーパーワークも請け

負います。こうすれば当社は失注した案件からも利益を絞り出

せるばかりでなく、競合他社への資材供給を押さえることで米

軍関連工事では避けて通れない存在となります。さらに住宅

資材の販社をM&Aしたら、キッチンやドアのようなゼネコン向

け米軍資材の供給も行えるようになるでしょう。そこまで行った

ら次は米軍が行う資材の入札にも応札できます。こういう活動

を通じて、HEXELは米軍関連工事の総合的なエコシステムの

中心になれると思います。ところで以上3つの例に共通してい

るのは、当社が現場を持っている強みです。単なる商社やメー

カーは、新製品を売るのに苦労します。しかしHEXELはまず自

社の現場に製品を投入できるので、問題点への対応や使って

みてダメなものを発売前にやめたりできます。だから現場を大

切にしないといけません。そのためにBIMへの対応などに積極

的な投資を行い、強い現場を実現したいと考えています。今年

はぜひとも、全社でHEXELの夢を意識してください。

VOL.82

－　1　－ －　2　－



第79期表彰受賞者

東京第一支店　江畑　剛雄
　武蔵小金井駅南口第2地区市街地再開発事業(A棟B棟住宅部電気)
東京第一支店　別府　保成
　仲よし幼稚園跡地活用計画新築工事
東京第一支店　堀ノ内　裕二 
　日立物流つくば物流センター増築工事
東京第一支店　渡邉　文雄
　北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト
東京第二支店　佐々木　裕平
　東京大学(本郷)工学部11号館改修工事【設備工事】
北関東支店　飯村　美晴
　株式会社ニフコ北関東プラットフォーム事業本社工場新築工事
北関東支店　小出　昭大
　栗林製作所旋削工場改築工事（本体）
千葉支店　酒井　甫
　海浜幕張・サービス付高齢者向け住宅計画
千葉支店　岡崎　祐司
　Landport東習志野改修工事
千葉支店　和田　昌美
　あいおいニッセイ同和損保千葉ビル受変電設備改修工事
横浜支店　北野　健二
　日吉箕輪町計画　A工区
横浜支店　本間　友彦
　海老名駅間マンションⅠ期工事
横浜支店　河合　健吾
　花王株式会社既存研究棟R2館改修計画Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期
横浜支店　二杉　知宏
　日吉箕輪町計画B工区（商業棟）

横浜支店　鹿沼　可明
　学校法人向上学園新グランド建設事業
北海道支店　北島　忠宏
　札幌中央病院改築工事
北海道支店　黒川　公博
　ブランチ札幌月寒新築工事
北海道支店　永森　淳一
　大倉山クリスタルハウス及びオリンピックミュージアム改修工事
東北支店　早坂　和孝
　東日本エア・ウォーター物流株式会社北関東支店拠点統合新築工事
静岡支店　伊藤　正美
　株式会社ニフコ相模原エンジニアリングセンター増改築工事
静岡支店　星　真人
　トーヨーカラー株式会社富士製造所Ａ７変電所更新工事
大阪支店　中嶋　純平
　大阪市高麗橋２丁目計画新築工事
大阪支店　平野　慎太郎
　大阪府枚方市招提大谷2丁目PRJ新築電気設備工事
大阪支店　細田　雄一
　下京区油小路町ホテル新築工事
大阪支店　日熊　正樹
　アパホテル新大阪駅前新築工事
大阪支店　自見　槙人
　西宮市甲子園四番町計画新築工事
神戸支店　池端　秀紀
　日本電子材料三田工場増改築工事
神戸支店　川野　孝博
　エリーネス須磨自動火災報知設備更新工事
中国支店　赤井　悠耶
　経ケ岬軍人施設管理棟新築工事
中国支店　谷口　明
　日本郵政広島ビル修繕工事
九州支店　三原　賢一
　嘉手納航空機複合整備場建設工事
九州支店　二宮　陽介
　嘉手納F-35エプロン新築電気設備工事
九州支店　原田　龍治
　鳥飼6丁目計画新築工事
東京第三支店　島　靖暢
　横須賀米軍CDC新築工事
東京第三支店　佐藤　雅之
　米軍横田Installation of A New Transmitter Site ATC Operation
東京第三支店　渡部　直樹
　大正製薬株式会社大宮工場関連工事（79期前期）
エネルギープラント支店　扇下　確
　関電プラント高浜原子力定検修繕工事他
エネルギープラント支店　島田　浩
　三菱神船原子力定検工事

東京第二支店　高橋　良弥
　品川シーサイド計画新築工事
東京第二支店　菅藤　俊範
　中央林間計画新築工事（Ⅱ工区）
東京第二支店　森　和明
　保土ヶ谷区川辺町計画新築工事
東京第二支店　嶋田　昌続
　相模原市中央区相模原3丁目計画新築工事
東京第二支店　三浦　正昭
　辻堂計画B敷地新築工事Ⅰ工区
東京第二支店　原　雄一朗
　厚木市田村町計画新築工事
東京第二支店　矢島　賢人
　海老名中央1丁目計画新築工事
東京第二支店　飯塚　寛
　中原区丸子通1丁目計画新築工事
北関東支店　増山　剛
　パルシステム熊谷センター新築工事
北関東支店　畔上　隼也
　令和元年度長野刑務所単独収容棟模様替（電気設備）工事
千葉支店　森野　隆
　千葉大学（医病）基幹整備（電気設備）工事
千葉支店　今関　浩一
　市川計画建設工事
横浜支店　大村　茂
　横浜市港北区新横浜2丁目新築工事
東北支店　高橋　誠二
　YAMATO DESIGNプロデュース/NTS新工場新築工事
静岡支店　梅田　弘幸
　株式会社ニッセー第5工場Bライン更新プロジェクト
名古屋支店　實田　貴幸
　港区港明計画東街区新築工事
名古屋支店　稲場　孝幸
　オーネスト紫花新築工事
名古屋支店　渡邊　浩昭
　株式会社マツヤ七宝工場改築工事
大阪支店　髙岡　大輔
　ホテルFORZA大阪北浜新築工事
大阪支店　滝内　健太郎
　イオンスタイル海老江新築工事
大阪支店　五味　良徳
　プレサンス西区本田四丁目新築工事
神戸支店　澤　高志
　神戸市中央区相生町1丁目計画
神戸支店　帯刀　浩二
　須磨区大池町計画新築工事
神戸支店　満本　圭一郎
　兵機海運株式会社兵庫ふ頭倉庫新築工事（一般倉庫他）
神戸支店　山下　達也
　尼崎市武庫之荘西二丁目新築電気設備工事
神戸支店　冨永　英博
　プレサンス海岸通4丁目計画（1工区2工区）
中国支店　小坂　翔嗣
　岩国基地着陸システム電気工事

九州支店　吉川　恭平
　福岡市中央区今泉2丁目計画新築工事
九州支店　日小田　正徳
　パサージュ琴海空調設備その他改修工事
九州支店　奥山　正純
　嘉手納B．54410照明更新工事
エネルギープラント支店　大西　浩二
　関電プラント大飯原子力定検修繕工事他
エネルギープラント支店　畑中　浩佑
　電動機・計器・機器他点検（2019年度）
エネルギープラント支店　中川　武志
　関電プラント美浜原子力定検修繕工事他

金賞

銀賞

東京第一支店　吉岡　裕喜
　MMアリーナ計画
東京第一支店　高畑　慶
　葺手ハイツマンション建替事業
東京第一支店　石田　大智
　日野市多摩平2丁目計画新築工事
東京第二支店　遠島　正治
　有明一丁目計画新築工事
東京第二支店　川口　祐太朗
　保土ヶ谷区川辺町計画新築工事【設備工事】
茨城支店　録田　利男
　水戸南町2丁目ホテル新築工事
北関東支店　大塚　昌宏
　プレミスト小山駅前新築工事
新潟支店　渡辺　良幸
　古町通7番町地区第一種市街地再開発事業
大阪支店　西内　啓太郎
　堺市堺区浅香山町マンション新築工事
大阪支店　中嶋　拓人
　京都御池通ホテル新築工事
大阪支店　大城　翔矢
　KS新大阪ビル建替計画
神戸支店　中川　大輔
　芦屋市西蔵町計画新築工事
中国支店　空山　和弘
　京橋PJ新築工事
九州支店　田口　雄三
　藤崎公団住宅マンション建替え計画新築工事
エネルギープラント支店　宮本　康之　
　MTH神戸諸工事10月～9月他

銅賞

東北支店　村市　進
　ライオンズ台原5丁目新築工事
大阪支店　雨宮　洋平
　京都エミナース立体駐車場新築電気設備工事
エネルギープラント支店　古川　博俊
　QSN－1第24回定検工事　RCP振動計測他

本部長賞

もうひとつの表彰状     横浜支店　斉藤　幸也
　ある錯綜現場で一緒の内装業者社長がその元請幹部に対
し、厳しい工程の中でもどうにか進捗できているのは当社社員
の高い会話力のお陰だと書面で訴えてくれました。背景は同じ
元請で3件の錯綜現場を3社の電力系大手電気サブコンと納
めた際、どの現場も互いに好き勝手に仕事を進め、手戻りが
多く険悪になったようで、専門業者同士が互いの仕事に思いを
馳せることの重要性を訴えたものです。その書面をもうひとつの
表彰状として有り難くいただきながら、価格、技術力に次ぐ評価
軸になると確信した次第です。

最優秀部門賞

東京第一支店　石塚　直樹
　赤坂5丁目プロジェクト新築工事
東京第一支店　宮川　亙
　京浜・板橋・足立・葛西トラックターミナル防犯カメラ更新工事
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HEXEL NEWS

　 ポ ー タ ル サ イ ト が 昨 年 末 で 終 了 し 、
Armsもまもなく運用が終了します。ポータ
ルサイトは確か2000年の冬、長江社長より
「社内向けの入口となるサイトを構築した
い」と話があり、当時企画室の山本さん（現
経理部）主導で構築を開始しました。慣れ
ないHTML言語やPHP言語を用い、当時
のブラウザに対応すべく、さまざまな改良を
行ったことを今でも忘れません。当社では
新たにMicrosoft Teamsを導入し、ポータ
ルサイトは役目を終えましたが、皆さんの
記憶に残ったWEBサイトだったのではない
でしょうか？
　Armsは、あくまでもプレーンテキスト（文
字だけのデータ）にこだわり、また人事発
令とともにアドレス帳が自動更新される…
こんなメールソフトが構築できないか？と
いう想いから開発が始まりました。約19年
にわたり利用されましたが、一部のツール
が使用できなくなるため、苦渋の決断でし
たが開発及び更新を停止しました。ちなみ
にArmsは「A Rokko Mail System」の頭
文字を取って付けた名前でしたが、皆さん
ご存じだったでしょうか？

（システム開発部　榎本　聡）

　東北支店員と仙台89ersスタッフで、昨
年10月14日に当社施工のゼビオアリーナ
仙台周辺で、ボランティア清掃活動を行い
ました。地元スポーツチームを盛り上げる
ためにも、スポンサーとして89ersを応援す
るだけではなく、何か一緒に活動できるこ
とはないかと考え、担当者に提案したとこ
ろ、ホーム開幕戦をきれいな会場でブース
ター(サポーター)を迎えるために清掃活動
をしよう！と、すぐに話がまとまりました。
　当社社員と89ersスタッフでチームを組
んで行ったことで、普段接することのないフ
ロントスタッフの方とも親交を深めることも
できました。今回の活動で、こういった応援
の仕方もあると分かりました。今後も89ers
とボランティア活動を続けていきます。

（東北支店　角石　エリ）

　新型コロナウイルスの影響で、開催が約2ヵ月遅れて決定し訓練期間も2ヵ月短縮されたなか、昨年11月10日に技能競技大
会が開催されました。今回は、見学者も1社8名と限定され、2階観覧席からの見学のみ、選手のそばに行けるのは各社1名、競技
時間も10分短縮され3時間となる異例の大会となりました。
　当社からは大内君と猪又君が参加し、大内君は技能賞、猪又君は東京都電設協会会長賞と2人とも入賞を果たしました。短い
訓練期間の中で結果を出せたのは2人の目標に向かっての努力と、集中力のたまものではないかと思います。この努力と集中力
を今後の仕事に活かしていってください。おめでとうございます。    　  （工事本部　田中　康弘）

　今回で2度目の技能競技大会出
場となり、前回のリベンジができるか
もしれないと嬉しい反面、多くのプ
レッシャーに負けてしまいそうでした。
　しかし前回の経験から事前に仁さ
んや小西さん、田中さんと多くのこと
を協議して本番を迎えることができま
した。 

　それでも本番では練習では起こらなかったミスが出てしま
い、改めて本番の難しさを思い知りました。技能競技大会で
培った経験を活かしこれからの仕事に励みます。

東京第一支店（元金澤電興㈱出向）　大内　尚人

　今回は、コロナウイルスの影
響でなかなか課題が発表され
ませんでした。開催自体が危
ぶまれ心配していた矢先に出
場の声を掛けていただき、9月
から練習を始めました。

　例年の練習の厳しさを知っていたので、大会までの少ない
時間でトップを狙えるのか、不安でした。しかし、訓練室の先
生方、そして何より前回出場者でもある大内先輩にご教示い
ただき、今回のハンデを拭うほどに成長できました。応援して
くださった方々に、感謝申し上げます。

人事部付（㈱エムテック出向）　猪又　廉也

第79期  決算報告

東京第一支店　江畑　剛雄（左）
武蔵小金井駅南口第2地区市街地
再開発事業（A棟B棟住宅部電気）

金賞受賞 代表物件

静岡支店　星　真人
トーヨーカラー株式会社富士製造所
Ａ７変電所更新工事

中国支店　赤井　悠耶
経ケ岬軍人施設管理棟新築工事

東京第三支店　高山　勝也
米軍横田Installation of A New 
Transmitter Site ATC Operation

第79期の決算は以下のとおりとなりました。
経営の安定度を示す自己資本比率は61.0％となりました。

2020年9月30日現在  　  　           （単位：千円）
賃借対照表

自 2019年10月1日　至 2020年9月30日     　 （単位：千円）
損益計算書

科目 金額 科目 金額 科目 金額

（資産の部）

流動資産

　現金預金

　受取手形

　電子記録債権

　完成工事未収入金

　有価証券

　未成工事支出金

　その他

　貸倒引当金

固定資産

  有形固定資産

　建物・建築物

　車両運搬具

　工具器具・備品　  

　土地  

  無形固定資産

  投資その他の資産

　投資有価証券

　関係会社株式

　繰延税金資産

　その他

　貸倒引当金

資産合計

（負債の部）

流動負債

　支払手形

　電子記録債務

　工事未払金

　その他未払金

　未成工事受入金

　賞与引当金

　工事損失引当金

　その他

固定負債

　退職給付引当金

　その他

（純資産の部）

株主資本

　資本金

　資本剰余金

　  資本準備金

　利益剰余金

　  利益準備金

　  その他剰余金

　自己株式

　評価・換算差額等

負債・純資産合計

売上高

　完成工事高

売上原価

　完成工事原価

完成工事総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

　営業外収益

　  受取利息及び配当金

　  工事材料売却益

　  出向手数料

　  その他

　営業外費用

　  支払利息

　  為替差損

　  その他

経常利益

　特別利益

　特別損益

税引前当期純利益

　法人税、住民税及び事業税

　法人税等調整額

　法人税等合計

当期純利益

（33,857,949）

26,794,785

11,660,218

93,608

5,201,211

7,337,626

1,406,197

908,579

189,042

▲1,700

7,063,163

1,817,211

1,033,071

46,279

102,528

635,331

104,291

5,141,660

3,677,563

170,641

939,085

368,282

▲13,912

33,857,949

（13,198,862）

11,678,688

58,060

2,321,644

4,891,618

1,722,304

1,122,254

1,344,591

166,643

51,570

1,520,174

1,273,601

246,572

（20,659,086）

20,427,690

500,000

160,680

160,680

19,767,037

125,000

19,642,037

▲28

231,396

33,857,949

43,791,852

37,126,278

73,956

12,009

34,149

39,065

508

20,536

4,444

1,058,248

72,773

43,791,852

37,126,278

6,665,574

3,326,683

3,338,891

159,182

25,489

3,472,584

19,836

20,206

3,472,213

1,131,021

2,341,191

北海道支店　小澤　聖太
　ゼネコンへの設計協力による貢献

優秀個人賞

ゴールドルーキー
　東京第一支店　石田　大智

シルバールーキー
　東京第二支店　飯塚　寛
　東北支店　　　亀橋　裕介
　中国支店　　　喜納　昌彦

ルーキー賞

デビュー現場を終えて
東京第一支店　石田　大智

　本現場は、東京のJR中央線豊田駅から
徒歩2分の物件で、ＲＣ造・地上6階建・住戸
数63戸の共同住宅でした。傾斜地に建つ
物件だったので、検討には大変苦労しまし
た。
　工期が厳しかったのですが、作業調整や
工程の管理をしっかりと行うことで、予定通

り受電をすることができたときは、大変うれしかったです。現場代
理人と現場担当者の違いを体験できたのは、とても良い経験と
なったので、今後この経験を活かして頑張ります。

新任社外取締役の就任
社外取締役の役割とは

Office天羽 代表　天羽　稔
　この度、ご縁があり社外取締役に選任されまし
た天羽 稔（あもう みのる）です。
　1951年徳島県に生まれ、ワシントン州立大学
工 学 部 修 士 課 程 を 卒 業 し 、 1 9 7 9 年 デ ュ ポ ン
ファーイースト日本支社（現デュポン株式会社）

入社。エンジニアリングポリマー事業部長、アジア太平洋地域リージョ
ナルディレクターなどを経て、2006年日本法人の代表取締役社長、本
社コーポレートオフィサーに就任。2016年3月に同社名誉会長を退任
後は、グローバル企業の経営トップを務めた経験を踏まえ、企業や大
学等で経営や人材育成などに携わっております。
　私が考える社外取締役の重要な役割として、3つポイントが挙げられ
ると思います。
　1番目は、異なる見方・考え方の提供すること。2番目は、厳しい決定
の後押しをすること。そして最後には、人材育成という観点からキーの
ポジションの後継者の選定に貢献することです。このようなことからも
社外取締役は、社内外の役員とコミュニケーションを密にし、執行側の
論理を理解し、異なる視線に立ち、企業文化・業界文化をよく知ること
が大切だと思います。また、持続ある成長を達成するためにも、予測が
難しい環境下で変化に柔軟に対応できる人材育成にも関与していきた
いと思いますし、すべてのステークホルダーに信頼していただけるよう、
努力してまいります。

　昨年11月9日、上智学院理事長・佐久
間勤様と上智大学アジア人材養成研究セ
ンター所長・石澤良昭様より感謝状が贈
呈されました。これは3月に旧デザインの
当社作業服（夏・冬上下計2,062着）を当
センターに寄贈したためです。4月に緊急
事態宣言が出されたこともあり、ようやく長
江社長と面談していただくことができまし
た。国際事業に貢献できたことを大変光栄
に思います。
　寄贈した作業服は、ア
ンコール・ワットの西参道
修復工事現場のカンボジ
ア人保存官の方々が着用されます。保存
官の方々は、普段Tシャツや半ズボンで作
業をされているそうで、作業服により怪我
防止になり安全に作業できることと思いま
す。            　　　   （経理部　興津　智美）

　この度、新卒採用ホームページを全面リ
ニューアルしました。
　 今 回 の リ ニ ュ ーア ル で は 、 “ H E X E L 
Worksらしさ”として社員一人ひとりに「自
ら考え、決める」カルチャーが根付いている
会社であることを、社員・支店・社長それぞ
れの視点から語ることにより、立体的に
“HEXEL Worksらしさ”を表現しました。
HEXEL自慢のカッコいい社員がたくさん登
場しますので、ぜひ一度ご覧ください！
　また、同時に2022年度新卒採用もス
タートしましたので、選考試験をご希望の
方は「ENTRY」ボタンからお申込みいただ
けます。学生の皆さんからのご応募をお待
ちしております！　（人事部　池田　照浩）

https://www.hexel.co.jp/recruiting/newgraduate/

HPは、こちらの
URL・QRコードよりご覧

いただけます！

新卒採用ホームページをリニューアルしました社内ポータル＆Armsの終了 上智大学より感謝状の贈呈

出場者より感想をいただきました

技能競技大会に出場しました
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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。

過去の災害を教訓に
活かしてつなぐゼロ災害

（東京第一支店　進藤　浩永）
　前期の災害を振り
返ってみると、過去に
も同じような災害が
起こっており、過去の
教訓が活かされてい
な い の で は な い で
しょうか。

　災害を起こすと大きなダメージを受けま
すが、時が過ぎるとだんだんと忘れてゆき
ます。過去の災害を忘れないためにも、災
害事例や災害カレンダーを利用して、繰り
返し安全意識を高めていきましょう。

12月

（千葉支店　髙品　敏子）

　今年のカレンダーは、これまで長江社長
が撮影されたなかから選りすぐりの写真で
作成されました。Teamsから画像のダウン
ロードもできますので、ぜひご覧ください！

2021年カレンダー完成！

10～12月の採用

受注！

・中野二丁目地区第一種再開発事業
（東京第一支店）

・葛飾区新小岩2丁目　　（東京第二支店）

東京第一支店 営業係  浅沼　聖太
茨城支店 工事担当 大橋　清史
千葉支店 工事主任 佐藤　浩
九州支店 技術担当  伊勢村　夏実
東京第三支店 工務係 沼田　佑太
東京第三支店 管理係 元井　若菜
EP支店 営業担当 早川　学
グアム支店 Project Manager
 　　　　 Restie  Santos

　 浅沼聖太(きよた)と申
します。出身は伊豆諸島
八丈島です。前職では

某仏壇店で仏壇や墓石
の営業を行っており、私事

ですが昨年11月に長男が生まれました。
　HEXELの面接でお会いした方々は気さ
くで優しく、「このような会社員になりたい」
と思ったことが入社の決め手になりました。
今は毎日営業の先輩に付いて勉強してお
ります。早く一人前になって会社に貢献で
きるよう努力していきたいと思います。

佐田　日彩さん

（東京第一支店　高取　千穂）

　　初めまして。昨年
10月1日より入社しま
した元井若菜と申しま

す。初めての転職、そし
て未経験の職種ということ

で最初は不安が大きかったですが、東京
第三支店の明るく和やかな雰囲気のなか
で日々楽しく仕事をさせていただいており
ます。
　まだまだ未熟ですが、いち早く戦力にな
れるよう精進していきたいと思います。よろ
しくお願いいたします。

　Legendは、60歳定年を迎えた後も実績
が著しく素晴らしい社員を称える制度です。
　今回は8名の方が認定されました。今後
も益々のご活躍を期待しています。

Legend認定者決定

米軍工事サポート部
    技術担当　福嶋　宏一
首都圏本部　       工務担当　佐藤　仁
東北支店　           工事担当　佐藤　芳夫
新潟支店　           工事担当　樋口　隆
西日本本部           技術担当　大竹　健氏
大阪支店　           工事担当　櫛間　秋義
中国支店　           工事担当　上野　愼司
東京第三支店付 工事担当　梅山　修幸

　本号から社内報チー
ムに入りました、GM部 
長 江 で す 。 今 ま で は
innovatorと言うお客
様向けの広報誌を編集
しており、社内報を参考

にしていました。今回、社内報チームに入り
期待していることは、支店との交流を深め
られることです。支店の方々と関わるなか
で、イイねと思えるような活動を紹介して
いきたいです。まだ分からないことが多いで
すが、本誌からよろしくお願いいたします。

社内報新メンバー紹介

ホーム開幕戦へ向けて！

　東北支店員と仙台89ersスタッフで、昨
年10月14日に当社施工のゼビオアリーナ
仙台周辺で、ボランティア清掃活動を行い
ました。地元スポーツチームを盛り上げる
ためにも、スポンサーとして89ersを応援す
るだけではなく、何か一緒に活動できるこ
とはないかと考え、担当者に提案したとこ
ろ、ホーム開幕戦をきれいな会場でブース
ター(サポーター)を迎えるために清掃活動
をしよう！と、すぐに話がまとまりました。
　当社社員と89ersスタッフでチームを組
んで行ったことで、普段接することのないフ
ロントスタッフの方とも親交を深めることも
できました。今回の活動で、こういった応援
の仕方もあると分かりました。今後も89ers
とボランティア活動を続けていきます。

（東北支店　角石　エリ）

年末調整WEB化で楽々！

　WEBシステムのオープン日は、難しい問
合せが来たら…と心配でしたが、杞憂に終
わりました。簡単な設問に答えるだけで申
告データが概ね完成するので、従来より皆
さんも取り組みやすかったようです。
　例年誤記入が多い保険料控除の項目
も、PC上で修正ができ、二重線や訂正印
で紙を汚したときの、何となくガッカリした
気分もなくなりました。
　また時節柄、押印不要で場所を選ばず
手続きができるところも、大きなポイント
だったと思います。社員から人事部に渡る
までのフローが、格段にシンプル・スムーズ
になりました。

（東京第三支店　椎屋　未来）

赴任前のグアム出張

 昨年10月～11月末
までグアム支店に出
張してまいりました。
 新しく受注された現
場はすでに始まって
おり、支店のメンバー
全員が忙しい状態で

した。上司と先輩に相談しながら何とかグ
アムでの工事のやり方を学び、以前より分
かるようになりました。
　新しい現場を実際に見ることはできませ
んでしたが、私が作成した施工図で現場
が進んでいき安心しました。スペックや米
軍工事設計図の見方など、前所属先であ
る東北支店の米軍基地現場で教わったこ
とが非常に役に立ちました。
　次回、グアムに本格的に赴任したら皆と
もっと仲良くして頑張りたいです。
（GM部　Yambot  Rafael  Marte  Perez）

FGM交流会開催！

　次世代責任者間の交流としてFuture 
Generation Managersの頭文字をとった
FGM交流会を、昨年11月に開催しました。
福岡工業大学・高原教授の講義「安心・安
全実現のための技術者倫理」では、社是を
使用したワーク等もあり理解しやすく、安
全へのリスク軽減やルール遵守について
を倫理的な観点から思案しました。受講
後、「安全活動や事故原因の根本を深く考
えさせられた」「自支店員にも展開したい」
との意見があり、講義の意図が伝わったと
思います。
　その後の「人材育成」をテーマとした討
議でも、悩みや問題に共通点が多く、意見
交換も活発となり交流も深まりました。本
部の枠を超え、互いに助け高め合う環境

作りの会として
今後も開催し
ます。
（ 千 葉 支 店 　

清水　光茂）

佐田　春馬さん

チクチクだけどフワフワな
ハリネズミ

大好きなものは…犬・ショー
トケーキ・クリスマスです

11月

大好きな物
富永　光璃さん

大好きなやきゅうの
おにごっこ

富永　脩太さん

10月

大好きなママ
髙品　璃奈さん

大好きなアンパンマン
とバイキンマン

山岸　瑶奈さん

（北海道支店　浅野　雅光）

社名ロゴ  リニューアル！

名刺　太郎取締役
執行役員

めい し た ろう

株式会社 HEXEL Works（旧六興電気株式会社）

■本社

〒105-0012　東京都港区芝大門１丁目１番３０号

ヘクセルワークス

TEL:03-0000-0000　FAX:03-0000-1111　MOB:090-0000-0000

E-mail:taro.meishi@hexel.co.jp

名刺 社旗社名ロゴが新しく生まれ
変わりましたので、ご紹介
いたします！

東京第三支店　管理係　元井　若菜東京第一支店　営業係　浅沼　聖太

　

　

新型コロナウイルスの影響でいつもと違ったお正月を過ごした方も多かったのではない

でしょうか？しかし、冬の寒さにもコロナにも負けず！楽しく充実したお正月を過ごした2名

の方をご紹介します。

～安全ポスターに応募いただいた作品を毎号３作品ずつご紹介します～安全ポスター「だいすき」

HEXELのゆく年くる年

　息子が産まれて
初めての年末年始
を過ごしました。お
休み中は公園に行
き、息子は冷たい風
を感じたり烏を見た

り芝生や葉っぱを触ったりと鼻の頭
を赤くしながら大忙しのようでした。
来年は走り回ってるかな？私も自然
にふれて、とても癒されました。

（人事部付　若栗　未奈）
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　静岡へ向けてサ
ービスエリアなどを
巡りながら趣味のド
ライブを楽しみまし
た。足柄SA⇒富士
川SA⇒由比パーキ

ング⇒日本平⇒沼津SAを訪れまし
た。久しぶりの長距離運転でしたが
安全運転を心掛けて充実したドライ
ブを満喫することができました。

（東京第二支店　大村　純也）



違う意味でも注目現場

当物件は、県北のJR羽越本線の村

上駅近辺で日本海からほど近いとこ

ろにあります。現場の工期も厳しく、受

変電関係がすべて屋上に設置される

ため工程管理に苦労しました。

新潟県なのに奇跡的に昨年の冬は

雪がほぼゼロで助かりました。そんななか、コロナの流行もあり、休工現場から予定

外の内装業者が流れてきて、電気だけでも1日100人近く現場に入る時期もあり、

体調管理等にも苦労しました。電気関係者から感染者が出たら現場全体に迷惑が

かかってしまうので、少しでも体調が悪ければ休んでもらうなど、施工とは違う面で

不安感は常にありました。当時、村上市はコロナ感染者がいなかったため、県外や

新潟市内からの人たちの集まりだった私たちは、近隣の方からは違う意味でも注

目の現場でした。

東日本本部の各支店より検査応援に来ていただき本当に助かりました。病院棟、

病児保育、救急WS、院内保育もあり大変でしたが無事に竣工することができ、ホッ

としています。 （新潟支店　田中　卓見）

inside story

村上市は「鮭のまち」とも呼ばれてい

て、そこら中に鮭が干してあるのにびっく

りしました。せっかく村上にいるので生す

じこからイクラの醤油漬けに挑戦し、自分

で作れるようになりました。たまの昼間の

弁当時にご飯の上に「これでもか！」とい

うぐらいイクラをかけて贅沢に食べていま

した。

契 約 先：㈱福田組
設計監理：㈱石本建築事務所
工　　期：2019/01～2020/10
施工場所：新潟県村上市緑町
建築概要：延床面積22,555㎡、RC造、地上5階、263床
施工部署：新潟支店
協力会社：㈱ミトモ電設

ホテルユニゾ京都烏丸御池
京都風情あふれるホテルに

当物件は、京都市役所まで徒歩6

分というオフィス街の中心にありなが

ら、二条城や京都御所といった観光ス

ポットも徒歩圏内にあり、付近は京都

風情あふれる建物が多く残った美観

地区になります。

この建物は良好な景観を形成するための京都府景観条例の対象建築物となり、

多くの規制を受けました。条例で建築物の高さが31mと制限されている中での10

階建のため、客室階の階高は2,900mmほどしかないにも関わらず、身長の高い外

国の観光客が多く泊まられるので、天井高は確保しないといけないという、一休さん

でも匙を投げてしまうのではないかと思うほど悩みながらの現場でした。コロナ等

の影響で現場が思うように進まない時期もありましたが、「あわてない、あわてな

い。一休み、一休み」の精神で落ち着き対応し、無事乗り越えることができました。

一休さんで有名な「大徳寺」も当ホテルより車で10分ほどの場所にありますの

で、京都に観光に来た際は利用されてはどうでしょうか。

 （大阪支店　佐藤　敬）

inside story

当現場に関わったHEXEL社員は、管

理者の田中課長を筆頭に、全員が90㎏

以上の巨漢ぞろいで、夏場は誰よりも汗

をかき、冬場はミートテックで寒さをしの

ぎ、エレベーターでは煙たがられ、見た目

の迫力はどこの業者にも勝っていたと思

います。これだけ頑張ったのに、誰一人と

して痩せませんでした。

契 約 先：㈱大林組
設計監理：㈱大建設計
工　　期：2019/04～2020/09
施工場所：京都府京都市中京区堺町
建築概要：延床面積6,388㎡、S造、地上10階、地下1階、

 317室
施工部署：大阪支店
協力会社：政田電工、㈱コスモ電工、

 ㈱DSコーポレーション

MID TOWER GRAND（ミッドタワーグランド）
月島でひと際目立つランドマーク

当物件は、東京メトロ有楽町線、都

営大江戸線の月島駅から徒歩2分の

場所に位置し、もんじゃ焼きで有名な

「もんじゃストリート」に面して建設され

ています。

建屋1、2階には、もんじゃ焼き屋な

どの店舗が入り、3階から上階は、503戸の住宅、32階には、ゴルフレンジ、バー、

フィットネス、サウナ施設がある複合施設で、屋上からは、晴海エリア、豊洲エリア、

銀座エリアなど360度一望できます。デザインテーマは「幻想的な月の世界観」で、

月をイメージしたモニュメントや間接照明で月の光を表現しており、屋上の三日月

型間接照明は、高層物件が多いこのエリアでもひと際目立ちます。

工期が5カ月短縮となりましたが、目標を設定し、一つひとつ仕事をこなしていくこ

とで現場はスムーズに進めることができました。特に受電日は誰もが忘れることが

ないようにバレンタインデーに設定しました。職人さん、職員を含め、とてもチーム

ワークの良い現場でした。無事竣工でき、ほっとしております。

 （東京第一支店　高橋　智則）

inside story

当物件の周りには、約80店舗を超える

もんじゃ焼き屋さんがあります。豊洲市場

も近いこともあり、新鮮な具材を使用して

おり、店舗ごとに味の特徴があります。全

店舗制覇とはいきませんでしたが、たくさ

んのお店にお世話になりました。東京に

お越しの際は是非ご賞味を！

契 約 先：大成建設㈱
設計監理：㈱佐藤総合計画、大成建設㈱JV
工　　期：2017/04～2020/10
施工場所：東京都中央区月島
建築概要：延床面積53,923㎡、RC造(一部S造)、

 地上32階、503戸
施工部署：東京第一支店
協力会社：㈲三協電設、㈱沢田電設、㈲共栄電業社、

 金澤電興㈱、㈲青葉電設、㈱MI next's

夢の中でも外構工事

当物件は、地下鉄名港線の東海通

駅から徒歩4分、スマートタウン「みな

とアクルス」内にあり、東海3県初出店

の「ららぽーと名古屋みなとアクルス」

に隣接しています。店舗内に市バス停

留所もあり、名古屋高速も近接し交通

の便が良い場所です。

みなとアクルスは、「人と環境と地域のつながりを育むまち」をコンセプトにした街

で、再生エネルギー、大型蓄電池などを組み合わせ、ガス・電気・熱の一括供給を

行うとともに、エリア内のエネルギー需給管理を一括で行い管理します。当物件も

家庭用燃料電池「エネファーム」の採用、電気は、みなとアクルス内、エネルギーセ

ンターからの供給となっています。

現場で苦労した点は、外構工事で工程に間に合わせるため外構業者が40～50

人で作業をしており、毎日、昼夜に建築業者、外構業者、設備業者、私で打合せを

行い、日中は電工さんと一緒に現場を走り回ったことです。工事中は夢の中でも

走っていました。 （名古屋支店　實田　貴幸）

inside story

当物件、このご時世で売れ行きが大変

よく、躯体が打ちあがる前に8割は契約

済で内装が中盤に差し掛かった付近で

全件契約済。現場事務所が2期予定地

の場所にあるのですが、工事中に2期予

定地の試掘工事を着手していました。や

はり売れていると現場の気合の入り方も

違いますね！

契 約 先：㈱長谷工コーポレーション
設計監理：㈱長谷工コーポレーション
工　　期：2018/08～2020/09
施工場所：愛知県名古屋市港区港明
建築概要：延床面積21,875㎡、RC造、地上10階、265戸
施工部署：名古屋支店
協力会社：㈱福岡電工、㈱ホクエー電工、㈲櫻井電気、

 ㈱五和電気工業、㈲稲垣電気工事、
 ㈲外山電設、エヌ・ケー電工、花井電気

パークホームズＬａＬａ名古屋みなとアクルス

竣工現場レポート

村上総合病院
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