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ダカールラリーのスポンサーになりました



Hexelworks
　あけましておめでとうございます。今年の冬は数年に一度と

もいわれるほどの寒波が訪れており、東京では45年ぶりの寒

さを記録する日が続いています。しかし幸いなことに事故の報

告はなく、社員の皆さんは穏やかな正月を迎えたことと思いま

す。さて今年の正月に変わったのは年賀状です。個人的には5

年前から出すのをやめていましたが、昨年末に同業の大手企

業など多くの会社から廃止の連絡をいただき、HEXELもこれ

に倣うよう指示しました。会社で出していた年賀状は約850名

の社員が平均10枚として合計で8,500枚になるので、料金は

約50万円、重さにすると40kgぐらいになります。コストという意

味では大したことありません。しかし会社から出す年賀状の殆

どは、EXCELで作った名簿から自動的に送っていたことと思い

ます。このため（私も含めて）差出人は誰に送ったかすら定か

でない状態で、ネットやSNSの発達と相まって消滅するのは時

間の問題だと思っていました。このように惰性でやっていたこと

を（なし崩しではなく）積極的にやめる習慣ができたのは、コロ

ナの時代の大きな進歩だったと思います。ちなみに日本全体

での年賀状枚数は、この5年間で16億枚も減る見込みだと

か。重さにすると7,000tになります。まさに塵も積もれば、です。

減収減益は予想の範囲内
　さて年頭にあたって昨年を振り返ると、第80期の売上高は

390億14百万円（対前年89.1%）、経常利益は29億84百万円

（同85.9%）と減収減益で終わりました。これはオリンピック期

間中に完成する物件が少なかったことと、価格競争になる中

小型案件から一定の距離を置いた結果です。一方で受注に

関しては、HEXELが主力とする集合住宅で請負金額20億円

超の「十条駅西口地区市街地再開発」、もう1本の柱である米

軍関連でも「North Foster Tower改修電気設備工事」など超

大型工事を受注し、合計456億41百万円（同107.3%）と予定

以上の成果を得ることができました。特に米軍工事の受注高

は77億24百万円（同131.9％）と、過去最高を記録しています。

この豊富な手持ち工事量に支えられ、今年も現場は忙しい状

態が続く見込みです。（詳しい業績については5ページをご覧く

ださい）

　またWEB会議や決裁のペーパーレス化も更に進みました。

この効果は大幅に削減された旅費交通費として決算数字に

表れています。そしてHEXELが最重要課題と位置付けている

採用活動も、新卒26名と経験者17名を確保しました。経験者

比率は39.5％まで高まっていますが、これはHEXELが外部か

ら見て魅力的な会社になりつつある証で、社員一人ひとりが

会社を代表して立派な仕事をしてきた成果です。この流れを

更に加速するため、広報プロジェクトではYouTubeの公式

チャンネルを立ち上げました。カートレースのような社内イベン

トや本社8階にある冷食バーの紹介といった肩の凝らない内

容が中心ですが、これを通じて社内の雰囲気を外部に発信

し、仲間になってもらう人に働きかけます。8ページにQRコード

が記載されているので、この社内報を読んでくださっている方

はぜひアクセスしてチャンネル登録してください。コロナに関し

ては昨年の感染者を合計15名に抑えることができました。

資材不足と安全確保に課題
　さて今年ですが、オミクロン株が心配ではあるものの、乱発

されていた緊急事態宣言は解除されて人通りも増え始めまし

た。都心部で計画されている高級物件もいよいよ動き始めま

す。これらは規模が大きく内容も高度なため、地方支店とのJV

を視野に入れて施工受入量の拡大を図ってください。地方支

店ではめったに出件されないような超大型案件なので、社内

JVの経験は社員にとっても大きな財産となるはずです。米軍

関連工事も沖縄と横田で多数の出件予定があり、沖縄営業

所と東京第三支店を中心に事業展開を行います。また少額工

事（MACC）の受注についても、案件情報の収集ルートが確立

されつつあります。

　このように業績は順調に推移していますが、ここに来て大き

な問題が2つ出てきました。1つ目は事故の増加です。ご存じの

ように第80期の災害件数は年間6件という素晴らしい記録を

残しましたが、第81期に入ると立て続けに事故が発生し、12月

末時点ですでに7件となってしまいました。しかもその内容が

問題で、作業中の立ち馬の下に潜って別の作業をしていたた

めに落下物で被災したとか、素手の掌の上で電工ナイフを

使って切り傷を負うというような、建設業で現場に携わる者と

しての常識以前の問題が原因でした。本当に頭が痛い話です

が、これからは素人が仮囲いの中で作業をすることも想定し

た安全対策が必要かもしれません。そのためには新規入場時

にどのぐらいの経歴があるか確認すると共に、必ず言葉を交

わして技量や安全意識を感じ取ることも重要になってきます。

　もう1つの問題は、懸念されていた資材不足がいよいよ顕在

化してきたことです。昨年は半導体と樹脂不足による機器の生

産遅れに始まり、鉄の高騰から照明器具や盤の不足が発生

し、絶縁材料の不足はケーブルの入手難につながりました。銅

の価格上昇と相まって、各地の現場では盗難が多発している

との話もあります。現状ではケーブルが盗まれると代替品の入

手時期はいつになるかわからない状態で、現場は大きな混乱

に陥ってしまいます。ですから現場のセキュリティーには今まで

以上に注意を払わなければなりません。施錠の管理など基本
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的なところから再点検し、資材を小分けに納入してもらうこと

で現場に大量の在庫を置かないなど、今一度盗難対策を考え

てみてください。東京第一支店では国産で安価な監視カメラ

も試験導入しているので情報共有してください。

　現場の時短も今年の大きな課題です。経験者の採用面接

をしていると、他社では今でも100時間を大きく超える残業を

しているとか、一定以上の残業代はカットされるという話を聞

きます。HEXELはここまで酷くないですが、それでも働き方改

革の目標値にはまだ届いていません。ですから東京でやって

いる工事支援センターを効果的に活用する仕組みを磨き上

げるとともに、同様の取り組みを他支店にも展開できないか検

討してほしいと考えます。大阪支店と神戸支店のように支店間

の距離が近い場合は、共同の支援センターを設けるのも良い

のではないでしょうか。また残業は業務多忙が表向きの理由

ですが、収入確保という本音もあるようです。そこで今年の4月

実施を目標に、【時短奨励金】を計画中です。詳細はまだ調整

中ですが、工事系社員を対象に、例えば残業が90時間を切っ

たら5,000円、法定の80時間を切ったら1万円を支給するよう

な制度を考えています。

スポーツを応援します
　スポーツの応援も継続します。現在リノ・エアレースのTONY 

比嘉選手とバスケットボールの仙台89ersなどをサポートして

いますが、今年は更にダカールラリーに出場するスペインの女

性チームも応援することになりました。本社の石川さんが出向

している近代五種競技への協賛も継続します。個人的には最

近ドライバーの飛距離が伸びており、毎回のラウンドが楽しみ

です。苦手なバンカーとパターを改善して、90台前半のスコア

を目指します。社内コンペなどをやることがあったらぜひ声を

かけてください。
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ツアー5勝の天沼知恵子プロとラウンド
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東京第一支店　高橋　智則
　月島一丁目西仲通り地区第一種市街地再開発事業　
東京第一支店　新谷　勝巳
　大船駅第二地区市街地再開発事業（住宅棟）
東京第一支店　堀ノ内　裕二
　ヤマト運輸枝川物流ターミナル新築工事
東京第一支店　秋山　貴洸
　愛宕山計画新築工事
東京第一支店　長谷川　祐太
　日本冶金工業川崎製造所製鋼工場増築
東京第二支店　矢島　賢人
　調布布田計画新築工事
東京第二支店　宮川　幹太
　大田区南六郷計画新築工事
茨城支店　大場　恵次
　特別養護老人ホームひまわり苑・養護老人ホームことぶき荘新築工事
北関東支店　畔上　隼也
　日本電産シンポ㈱本社棟1期改修工事
北関東支店　関根　祐弥
　ゴトー養殖研究所狭山本社ビル等新築工事
千葉支店　岡崎　祐司
　柏市柏4丁目10計画
横浜支店　髙橋　和
　日吉箕輪町計画B工区(住宅棟)
横浜支店　本間　友彦
　花王㈱A棟B棟GMP工事、C棟1階トイレAS等増設に伴う電気工事
横浜支店　久保田　修
　本厚木駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物建築工事
横浜支店　津田　裕治
　リーフィアタワー海老名B棟計画

北海道支店　浅野　雅光
　仁楡会病院移転新築工事
北海道支店　北島　忠宏
　北6条西10丁目プロジェクト
北海道支店　黒川　公博
　くにもと病院増改修工事
東北支店　庄子　和孝
　IMFH  WEATHERIZATION  AND  INSTALL  AC  PHASE3
静岡支店　田中　伸一郎
　熱海パールスターホテル電気設備工事
静岡支店　丹羽　晃浩
　オルガノサイエンス㈱御前崎第3製造所建設工事
静岡支店　星　真人
　㈱電業社機械製作所第一研究所新築工事に伴う
　ケーブル敷設工事
名古屋支店　北野　裕也
　金山複合ビル新築工事
名古屋支店　稲場　孝幸
　㈱日本アクセス春日井物流センター増築工事
大阪支店　井上　琢磨
　大阪市北区東天満2丁目計画新築電気設備工事
大阪支店　菅原　哲也
　ユニゾインエクスプレス大阪南本町新築工事
大阪支店　宮元　裕暉
　芦屋市浜町計画新築工事
大阪支店　清重　祐介
　和泉市府中計画新築工事
神戸支店　内田　佳樹
　西宮市松山町計画新築工事
瀬戸内支店　溝辺　集
　府中町大須二丁目PJ新築工事
瀬戸内支店　酒井　史彦
　公立学校共済組合岡山宿泊所設備等改修工事
瀬戸内支店　森山　茂樹
　野村不動産広島ビル発電機設備更新工事
九州支店　谷口　明（瀬戸内）
　嘉手納弾薬庫新築電気設備工事
九州支店　本村　達矢
　千早五丁目マンション計画新築工事
九州支店　横井　圭佑
　MJR平尾駅前新築工事
東京第三支店　鈴木　達範
　森ビル関連改修工事80期（S－21－1）
東京第三支店　佐藤　雅之
　米軍横田Renovate  NCC，  B650
東京第三支店　鎌田　貴男
　森ビル関連改修工事　80期(前期)
東京第三支店　渡部　直樹
　大正製薬㈱大宮工場関連工事（80期　前期）
東京第三支店　梅山　修幸
　KSP2020年度諸口改修工事
東京第三支店　高山　勝也
　米軍横田MACC案件
エネルギープラント支店　扇下　確
　高浜3・4号機　換気空調・ユーティリティ設備他設置工事他
エネルギープラント支店　杉原　隆次
　日本原燃㈱殿　MOX燃料工場御向　焼結ボート搬送装置　
　機外配線工事（その1）他

東京第一支店　宮川　亙
　京浜・足立・葛西トラックターミナル荷扱場照明設備改修工事
東京第二支店　土屋　英明
　大和市つきみ野１丁目新築工事
東京第二支店　吉田　友亮
　戸塚区吉田町計画新築工事
東京第二支店　桑原　佑太
　世田谷区砧7丁目計画新築工事
東京第二支店　菅藤　俊範
　目黒区下目黒6計画新築工事
東京第二支店　天野　裕貴
　川崎市宮前区鷺沼4丁目計画新築工事（設備工事）
東京第二支店　奥山　剛史
　川崎市高津区下野毛三丁目計画新築工事
東京第二支店　倉内　健弥
　大田区久が原二丁目計画新築工事（設備工事）
北関東支店　竹田　修一
　The  Hiramatsu  H＆R  Karuizawa新築工事　
東北支店　早坂　和孝
　パラマウントベッド株式会社埼玉支店新築工事
新潟支店　田中　卓見
　新潟県厚生農業協同組合連合会　村上総合病院移転新築工事
名古屋支店　宮下　隆
　アパホテル名古屋駅前新築工事
名古屋支店　成瀨　賢治
　犬山駅西口ホテル新築工事
名古屋支店　岡澤　祐太
　名古屋名駅南ホテル建設工事
大阪支店　中嶋　純平
　DPL茨木新築電気工事
大阪支店　髙岡　大輔
　京都四条ホテル新築工事
大阪支店　今津　真一
　吹田市藤白台集合住宅計画新築
大阪支店　井上　洋隆
　西洞院通花屋町西洞院町計画
大阪支店　橋本　耕次
　大阪ホテル計画新築工事
大阪支店　立花　正基
　大阪市中央区高津PJ新築工事
神戸支店　石井　直哉
　神戸市中央区八幡通4丁目計画
神戸支店　山下　尊弘
　西宮市野間町E敷地学生寮PJ新築工事

瀬戸内支店　西藤　剛志
　安芸郡府中町青崎東PJ新築工事
瀬戸内支店　鶴丸　一成
　パークホームズ横川三篠町新築工事
瀬戸内支店　喜納　昌彦
　ライオンズ平野町南新築工事
九州支店　奥山　正純
　Replaｃe  Kadena  Elementary  School, Kadena  Air  Base
　電気設備工事
九州支店　豊坂　貴志
　佐世保米軍UME  TOWER  BLDG．5024改修工事
九州支店　横井　圭佑
　大橋1丁目複合型賃貸マンション計画新築工事
九州支店　福田　充
　キャンプハンセン倉庫新築電気設備工事
エネルギープラント支店　根城　典悦
　廃棄物管理施設　新規制基準に基づく建屋耐震補強工事に
　係わる干渉物移設工事他

金賞

銀賞

銅賞

更なる成長のために
名古屋支店　戸塚　寛介

　“チーム”という合言葉を使い5年が経ち、さまざまな変化が
伴う環境下において皆さまのご理解・ご協力のもと、個の力だけ
ではなくチームの対応力が向上した結果…この賞をいただけ
たと感じています。
　今後も関わる全ての方々と協議し、ベクトルを同じにすること
で、今期の支店スローガンでもある何事にも“チャレンジ”し、実
践することを常に忘れず…更なる成長・成果を出せるよう支店
員全員で考動して参ります。

最優秀部門賞

東京第一支店　草薙　宏和
　吉祥寺本町二丁目新築計画
東京第二支店　水戸　幸広
　大田区矢口3丁目計画新築工事
東京第二支店　藤野　天晶
　横浜市栄区小菅ヶ谷1丁目計画（B敷地）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Ⅱ工区
東京第二支店　安味　俊幸
　横浜市中区富士見町計画新築工事
千葉支店　漆間　幸雄
　千葉大学（亥鼻）医学系総合研究棟整備計画
千葉支店　小山　雅史
　柏の葉141オフィス計画
東北支店　亀橋　裕介
　レーベン山形十日町新築工事
東北支店　阿部　隆洋
　小名浜バイオマス発電設備建設工事
静岡支店　榎本　剛始
　池田病院増改築工事
名古屋支店　高橋　伸治
　名古屋市東区葵一丁目計画新築工事
大阪支店　太田　聖巳
　京都二条河原町ホテル計画（京二条河原町サンフロンティアH）
大阪支店　上田　陽平
　ワコーレ新町計画新築工事
神戸支店　池端　秀紀
　加藤産業株式会社西近畿支店神姫物流センター
神戸支店　大辻　和彦
　加古川市平岡町二俣計画新築工事
九州支店　片平　進人
　嘉手納SOF滑走路舗装工事
九州支店　片平　進人
　嘉手納訓練施設新築電気設備工事
九州支店　水谷　浩二
　FOPR#1928  Replace  Pad  Mount  Reclosers（2）,  MUNS,  KAB

エネルギープラント支店　中川　武志
　美浜発電所3号機　海水ポンプ室他補強工事干渉物復旧工事他
エネルギープラント支店　宮本　康之
　MTH神戸、MHI高砂、ブレード7工場諸工事
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
エネルギープラント支店　古川　博俊
　QSN-2　第24回定検　RCP振動計測工事他
エネルギープラント支店　柿本　吉孝
　関電プラント大飯原子力定検修繕工事他

第80期表彰受賞者



HEXEL NEWS

勤怠管理システム「IEYASU」を導入します

　昨年10月6日に開
催された三井住友建
設㈱様の令和3年真
栄 会 社 長 表 彰 式 で
「優秀協力会社賞」と
「優秀職長賞」を受賞
しました。優秀協力会
社賞の対象となったのはLandport東習志
野新築工事（物流倉庫）、Landport東習
志野改修工事（テナント改修）、柏市柏4丁
目10計画（マンション）と連続して工事を
行い、無事故で現場を納められたからだと
思います。
　優秀職長賞の対象となったLandport
東習志野改修工事は新築工事で行った
物件にテナント業者が入りマテハン機器
導入のための改修工事でした。建築のみ
ならず別途業者との打合せ調整を密にで
きたことが、信頼される要因だったと感じま
す。それぞれの現場でいろいろなこともあ
りましたが、受賞できましたことを感謝いた
します。　　  　 （千葉支店　岡崎　祐司）

優秀協力会社賞と優秀職長賞を
いただきました

－　5　－ －　6　－

東北支店　猪又　正伸
　泉ヶ岳プロジェクト
名古屋支店　伊藤　高秋
　アクティブG積算電力量計更新工事
大阪支店　榎本　直紀
　鴻池運輸コイルセンター新築工事
E2本部　岡田　珠代
　E2本部　設立以来の新規案件に取組みに対して

本部長賞

第80期  決算報告
第80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66.3％となりました。

2021年9月30日現在  　  　       （単位：千円）
賃借対照表

自 2020年10月1日　至 2021年9月30日     　 （単位：千円）
損益計算書

科目 金額 科目 金額

（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

　  為替差益

　  その他

　営業外費用

　  支払利息

　  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

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

（33,826,173）

25,599,852

12,622,473

28,208

3,468,472

6,530,997

1,525,016

1,224,182

135,504

▲1,340

8,226,321

1,787,714

1,012,527

34,283

105,571

635,331

101,393

6,337,213

4,904,840

170,641

901,904

376,203

▲16,376

33,826,173

（11,395,732）

9,941,015

59,591

1,718,387

3,585,218

1,584,759

1,233,887

1,239,038

456,243

1,084

1,454,717

1,187,078

267,639

（22,430,440）

22,077,371

500,000

160,680

160,680

21,416,718

125,000

21,291,718

▲28

353,069

33,826,173

39,014,618

33,103,794

77,727

10,322

25,393

61,346

41,152

643

52,230

1,044,853

▲16,518

39,014,618

33,103,794

5,910,824

3,105,255

2,805,568

231,507

52,874

2,984,201

180

6,374

2,978,007

1,028,335

1,949,672

ゴールドルーキー   シルバールーキー
　東京第二支店 宮川　幹太 　名古屋支店　平井　拓
　新潟支店 西岡　聖和

ルーキー賞

施工管理ってかっこいい
東京第二支店　宮川　幹太

　入社前からプロジェクトマネージャー（PM）に
憧れを持っており、自身がPMとして初めて担当
する現場をうまく竣工させられるかという不安と

予算管理という新たな仕事に胸を躍らせました。
　PMとして行う全ての仕事が新鮮で楽しい反面、時にはミス
をして叱られることもあり、上司がいないことの大変さや責任の
重さを感じました。また、予算管理をするなかで、ケーブルなど
無駄な発注をしないよう調整することが直接お金に関わること
になるため、これがPMならではのやりがいだと感じました。
　今後もゴールドルーキーの名に恥じぬよう、日々精進してい
きます。

たくさんの方に支えられて
新潟支店　西岡　聖和

　プロジェクトマネージャーデビューということ
もあり、現場を上手くまとめられるか不安があり
ました。しかし、協力業者の職人さんや建築の職
員さんたちと積極的に会話をしたことで電気の要望にも応えて
もらえるようになり、たくさんのアドバイスやご指導をいただいた
ことで、施工後の検査などでも指摘はありませんでした。
　この栄誉を得られたのは、現場に携わってくださった皆さまの
お蔭です。今後、自分にプレッシャーをかけて成長し、新潟支店
を引っ張っていけるような人材になります。

北海道支店　佐藤　佑輔
　国際興業株式会社ポルシェ中古車展示ショールーム新築工事

優秀個人賞

開発営業部　松井　麻恵
　コロナ禍でのマンションデベロッパー事業情報収集

優秀グループ賞

　昨年11月2日に第54回電気工事士技能競技大会が東京武道館で開催されました。昨年に引き続き新型コロナウイルス対策で見
学者は1社につき8名が2階アリーナ席からの見学、1階の競技会場へ降りていけるのは同時に2名までとなり、昨年に比べ少々緩和
されましたが、競技時間は昨年同様3時間と例年より10分短縮されて行われました。
　27社44名の参加者のなか、当社から西村君、小西川君が参加しました。今回の課題は動力回路で、制御盤の作成が結構時間の
かかる工程となりました。結果は、2人とも技能賞を獲得しました。おめでとうございます。訓練期間に身に着けた集中力を活かして業
務に励んでください。                        （工事本部　田中　康弘）

　技能競技大会に出場してみて、普段現場で作業する時とは
違う作業に、練習の時から戸惑いばかりでした。特にE管の曲
げ加工では規定の6Rを守りつつ、配管にシワやキズがでない
ように加工するのにとても苦労しました。
　また、普段の作業では使うことのないステップルでのVVFの
固定はケーブルの浮きが出ないように配線するのがとても難
しかったです。
　課題の作成は、現場での作業にとても役立つことが多いの
で、積極的に活用していきたいです。

　技能競技大会を終えて、普段現場で作業しない配管曲げを
きれいに曲げることが難しくて大変でした。特に練習を通して
大変だったのが、細かい所まで気を配り作業することです。
　技能競技大会に挑戦していろいろなことを学ぶことができ、
また新たな技術を身に付けることができたので、学んだことを
現場でも活かして作業したいです。

　㈱大林組東京本店様より、「優良協力会
社賞」と「優良職長賞」をダブル受賞いたし
ました。対象となった物件は、白金一丁目
東部北地区第一種市街地再開発事業施
設建築物新築工事となります。
　都営地下鉄三田線白金高輪駅から徒
歩3分に位置し、地下1階地上45階の住宅
棟、地下1階地上4階の住宅棟、地下1階
地上19階の住宅棟、地下1階地上4階の
病院棟の計4棟で構成された延床面積14
万㎡、総戸数1,247戸の大規模複合施設
の電気設備全般を施工しており、東京第一
支店としても過去に経験のない規模となり
ます。
　受賞理由のなかに「品質、工程、原価管
理及び安全衛生管理に対して多大な功績
があったこと」と記載されております。物件

㈱大林組様から感謝状をいただきました

第54回電気工事士技能競技大会に出場しました

出場者より感想をいただきました

人事部付（ホーエイ電設㈱出向）　西村　寛輝人事部付（金澤電興㈱出向）　小西川　真範

試合開始前にエネルギーチャージ！
（左:小西川さん　右:西村さん）

25年永年勤続者

Legend認定者

本年度は、11名の方が25年永年勤続を迎えました。
　東京第二支店  　工事主任 　　藤村　浩一
　茨城支店  　工事担当 　　大場　恵次
　千葉支店  　工事所長3級 　　小林　誠
　千葉支店  　営業部長 　　堀内　俊孝
　千葉支店  　技術主任 　　由井　忍
　横浜支店  　積算課長 　　鹿沼　可明
　大阪支店  　設計課長 　　曽根　隆幸
　瀬戸内支店  　営業課長 　　中山　憲也
　瀬戸内支店  　工事所長2級 　　酒井　史彦
　九州支店  　工事部長 　　橋本　進一
　エネルギープラント支店 　工事主任 　　正岡　久幸

本年度は8名の方がLegend認定を受けました。
　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
　瀬戸内支店  　工事担当 　　上野　愼司
　東京第三支店付 　工事担当 　　梅山　修幸

はまだ施工途中です。2023年1月の完成
の際、あのとき表彰して良かったと思ってい
ただけるよう一人ひとりが責任を持ち、
チーム一丸で施工に取り組んでまいりま
す。

（東京第一支店　小岩　伸也）

　“労働時間の客観的な把握”を目的とし
て、「IEYASU」を導入します。今後、社員の
皆さまには労働時間の他に、出勤と退勤の
時刻を「打刻」により毎日記録していただき
ます。
　打刻はパソコンからでもスマホアプリか
らでも簡単に行えます。また、システム化に
より労働時間をリアルタイムで把握するこ
とが可能になるほか、労働時間が一定時
間を超えるとアラートされるため、会社が
長時間労働を未然に防止しやすくなりま
す。労働時間を正確に把握し、時短の施策
につなげていくためにもご対応をお願いし
ます！
※導入予定の「IEYASU」は2022年2月14
日より「HRMOS勤怠」へ名称が変更になり
ます。

（人事部　稲富　光平）



information

ダカールラリーのスポンサーになりました！

以前は“パリダカ”と呼ばれ、フランスを
出発する競技でしたが、2020年からはサ
ウジアラビアで開催されています。「世界一
過酷なモータースポーツ」と言われる“ダ
カールラリー”。今年は1月2日から14日ま
で開催され、この大会に女性のみのチー
ムで参加するメルス・マルティーさんのス
ポンサーになりました。

メルスさんはリノのエアレースでも活躍
されているパイロットでもあります。また、メ
ルスさんのチームはメカニックも含め全員
が女性だそうです。HEXELのロゴが入った
車がサウジアラビアの地を走ると想像する
だけで楽しみです。

 （E2本部　岡田　珠代）

昨年11月6日にMXTV系のテレビ番組
“カンニング竹山のイチバン研究所”に出
演いたしました。「生活に必要な〇〇でイ
チバンを！」というテーマで元・乃木坂46の
相楽伊織さんが普段なかなか見ることが
できない現場の様子や仕事内容について
リポートしてくれました。

当社YouTubeチャンネルには放送内容
はもちろん、撮影の裏側も公開しています
のでぜひチェックしてみてください。

（広報チーム　吉田　季生）

10～12月の採用

受注！

・港区西麻布四丁目計画（東京第一支店）
・医誠会国際総合病院（南棟）

（大阪・神戸支店）

東京第一支店 工事係
 DO THANH HOANG
茨城支店 工事所長 叶井　学
大阪支店 工事係 岡﨑　匡祥
東京第三支店 工事係 溝内　敬士

（瀬戸内支店　石田　朗啓） （北海道支店　浅野　雅光）

大好きな手

11月10月

大好きな家族 ママ

（瀬戸内支店　伊藤　玲子）

～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」
12月

－　7　－ －　8　－

　業務上車両を運転する社員は、年に1度
安全運転管理者を助手席に乗せて、運転
チェックを受けてから業務にあたっていま
した。安全運転管理者の負担が大きいこと
もあり、この度あいおいニッセイ同和損害
保険㈱様が提供する「安全運転WEBセミ
ナー」を導入いたしました。
　運転する社員は、各自の都合の良い時
間にサイトへアクセスして安全運転に関す
る動画を視聴し、運転に気を付けることを
レポートにまとめてもらいました。私も視聴
しましたが、「自転車や歩行者のルールや
マナーを過信しない。これは運転者のマナ
ーではなくルールです。」といった内容が印
象的でした。これからも安全運転に関する
取組みを継続していきます。

（経理部　興津　智美）

安全運転WEBセミナーの導入

　昨年10月10日
に開催されたジャ
パ ンレーザーラン
シリーズ2021ファ
イナル立川大会に

娘が初出場しました。
　参加部門は小学3・4年生（女子）の部で
総勢12人、競技はレーザー射撃5的+ラン
ニング300mを3回繰り返します。本番で
は、なかなか練習できない射撃で的に当
てられず大苦戦。走りでなんとか挽回しま
したが結果は9位…落ち込んでいるかと思
いましたが、「次は近代3種競技に出た
い！！」と張り切るのを見て、今回の経験で
娘のやりたいことがまた1つできたと感じま
した。次回までに一緒に特訓して父親の良
いところも見せたいです。  

（東京第三支店　鈴木　達範）

レーザーラン大会　娘初出場！

　若手の資格取得意欲を
出させるには自身が合格
した方が説得力が増すの
ではとの考えから、畑違い
でありながら第二種電気

工事士取得挑戦を決意しました。しかし、
主婦には勉強する時間の確保がなかなか
できなく、スマホアプリで通勤時間や空き
時間を利用してコツコツと勉強しました。
　実地試験は初めて見る工具・力の要る
作業と格闘しながら特訓し、工事部員の協
力もあり無事合格！将来は知識を活かした
作図などで現場支援にも関わってゆき仕
事の幅を拡げていきたいです。

（千葉支店　髙品　敏子）

第二種電気工事士　合格

　昨年10月30日、
新東京サーキットに
て、企業対抗カート
レースを開催し、6社
70名の方にお越し

いただきました。
　今回は、President（社長対抗レース）ク
ラスを行い、社長同士のガチンコ対決が盛
り上がりました。
　Novice（初級者）クラスはインフォサイ
エンス㈱さん、Expert（上級者）クラスは日
本コムシス㈱さんと、これまで優勝に届か
なかったチームが初の栄冠を掴みました。
　次回はBBQが復活することを祈りつつ、
皆さまのご参加をお待ちしております。

（E2本部　岡田　珠代）

カートレース開催しました！

会社HP 採用HP YouTube Twitter

“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。
過去の事故 自分自身に振り替えて

 絶対起こすな！同じ事故
(東北支店　高橋　誠二)

過去に起きた災害事
例がサイボウズに表示
されています。いろいろな
災害がほぼ毎日のよう
に起きています。その災

害が今、自分がやっている作業の時に起
きていると振り替えて危険予知すれば、災
害は絶対になくなるはずと思い、この標語
を考えました。

是非、過去の災害事例を現場でのKYK
活動等に活用し、全社で無災害を達成しま
しょう！

従来のWEB会議では集団でモニタに映
ると顔の表情が分からない、モニタに設置
するカメラの位置によって視線が合わない
などの問題がありました。

その対策として、同じ会議室内で1人1台
ずつChromebookを用いてWEB会議す
る方法を実践しました。Chromebookは安
価な小型ノートパソコンで、「ChromeOS」
という独自のOSを使っており、標準のパソ
コンに比べて電源を入れてからの起動が
早いのが特徴です。

今回、試験的に一部の会議室に設置し、
起動時に自動でWEB会議に繋がる形を
構築しました。今後も検証を重ね、より快適
なWEB会議を実現させたいと思っておりま
す。 （システム開発部　笹野　忠晴）

Chromebookを用いてWEB会議を快適に！

年賀状送付廃止のお知らせ

昨今の社会情勢を鑑み、年賀状による
挨拶を控えさせていただくことといたしまし
た。

2024年4月から時間外労働の上限規制
が適用となることもあり、時間外労働の削
減が進められております。

そこで、時間外労働の削減を支援する
ため、時短奨励金制度を制定いたします。
この制度では、工事職の社員が、時間外労
働時間を目標時間以内にすることを達成
した場合に、該当月毎に時短奨励金を支
給いたします。

対象者全員に対し時短奨励金が支給さ
れることを目指します。 

時短奨励金制度のご紹介

大好きなココア 大好きなママ

HEXELのゆく年くる年

　

　

　東京第一支店の忘年会は、毎年食事
をゆっくり取る時間もないくらい、イベン
ト盛沢山です。今回はなんと！！超有名
芸人さんをゲストに迎え、お馴染みのネ
タに加えて、当社のために即興オリジナ
ルソングも披露していただきました。ま
た、芸能部（有志支店員）による余興も
毎年芸に磨きをかけ、動画やダンスなど
さまざまな分野にチャレンジしています。
　今年の参加者は総勢90名、昨年に引
き続きコロナ禍での忘年会でしたが、ホ
テルの方と打合せを重ね準備を進め、
安全に楽しく開催できました。

（東京第一支店　高取　千穂）

　謹んで新春をお祝い申し上げます。
大阪天満宮（地元では通称「天満の天
神さん」）にて四半世紀以上続く大阪支
店恒例行事。感染症拡大予防対策に配
慮し、少人数で年頭の工事安全・商売
繁盛を祈願しました。
　天満宮は学問の神さまとして名高い
菅原道真を祀神とする神社の総称で、
以前は雷神（天神さまの1人）を祀る神
社でした。天満宮と称する大阪天満宮
は有名な神社のひとつです。
　事故・災害のない、充実した1年にな
りますように。

（大阪支店　水野　満）

The Mandarin Orientalで開催されました

爽やかに駆け抜けました

支店で開催された忘年会・安全祈願の様子を
ご紹介します。



力を合わせて協力することの大切さ

当物件は関東平野のほぼ中央で

自然豊かな田園都市である坂東市に

位置します。圏央道坂東ICから約２㎞

のラウンドアバウト交差点がシンボル

でもある新しい工業団地に建設され

ました。東日本では“ニュータッチ”とし

て馴染みあるインスタント麺の製造工場です。

現場で苦労した点はいろいろありますが､鉄骨が1ヵ月半遅れたことが大変でした。

計画工程を一から立て直し､少しでも工程短縮をするために、建築・設備と毎日のよう

に工程打合せを行いました。半日単位でも短縮できることがあれば、急遽作業内容を

変更してもらうなど、協力会社さんには無茶をお願いしたことが多々ありました。しかし、

工期内に仕上げるという目標に向かって全ての業者が団結してやり切ったことが印象

に残る現場になりました。

また工程の組立て､他業者間との密な打合せや業者間で協力し合うことの重要性を

改めて認識させていただきました。 （茨城支店　三島　康弘）

inside story

事務所は大部屋に建築・電気・設備が

一緒に入っていました。そのため世間話か

ら打合せまで、すぐにできる良い環境でし

た。ただ３分の1が20代だったので､毎日若

いエネルギーやジェネレーションギャップを

感じており、私も40過ぎでまだまだ若いつも

りでいましたが、若くないことを突きつけら

れた現場でもありました。

契 約 先： 鈴縫工業㈱
設計監理： ㈱今川建築設計事務所
工　　期： 2021年3月～2021年12月
施工場所： 茨城県坂東市緑の里
建築概要： 延床面積4,452㎡、Ｓ造、地上２階
施工部署： 茨城支店
協力会社： ㈲翔電設

ファーミンスペリオ宝殿駅前
先手必勝

当物件は兵庫県高砂市に位置し、三ノ宮

駅からJR神戸線で32分、宝殿駅から徒歩2

分の場所にあります。周辺には、ショッピング

センター、病院、教育施設、公園などがあり

ます。のどかな風景が広がっていて住みや

すい街だと思います。

周りに大きな建物がなく日当たりがよい

ため、夏場はかなり暑かったです。そのため

電工さんが熱中症にならないよう一人ひとりにクーラーボックスを持たせ、こまめに水

分補給をするよう呼びかけました。

施工で苦労した点は、電気室が関西電力㈱の借室電気室で関電所有のトランスを

設置するのですが、設計図と比べ実際に設置する台数が1台多かったので電気室が狭

くなり、低圧配電盤、トランスの配置の検討に苦労しました。何度も近くの関西電力㈱の

営業所へ打合せに行き、なんとか納めることができました。

工程の遅れもなく、慣れた電工さんが効率よく作業してくれたおかげで、先手先手で

仕事を終わらせていくことができ無事竣工を迎えることができました。 

 （神戸支店　満本　圭一郎）

inside story

工事途中は、コロナ禍により、職長会とし

ての活動がほぼなく、飲み会が現場事務所

内で建築職員、躯体業者、電気業者での開

催1回のみで残念でした。竣工間近になる

とだいぶコロナの流行も落ち着いてきて建

築さんや電工さんと飲みにいくことができる

ようになりました。

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： 2020年6月～2021年11月
施工場所： 兵庫県加古川市米田町平津字道堂
建築概要： 延床面積9,502㎡、RC造
 地上13階、125戸
施工部署： 神戸支店
協力会社： 橋本電気

グランアリーナレジデンス
敷地面積22,000㎡超大型マンション

当物件は東急田園都市線中央林

間駅とつきみ野駅、江ノ島線南林間

駅から徒歩15分の場所にあり、3駅使

える立地となっています。敷地内に認

可保育施設、隣にスーパーやクリニッ

クなどの施設があり、生活しやすい環

境になっています。共用部も集会室やライブラリー・DIYルームなどが充実しています。

駅から少し離れていますが、自走式駐車場や居住者専用シャトルバスが完備されてお

り、通勤にも問題ない物件となっています。

苦労した点は、現場が同一敷地でⅠ工区、Ⅱ工区に分かれていて、引渡し時期が半

年ずれていたことです。当初、Ⅰ工区入居後にⅡ工区の消防検査が予定されていまし

たが、住戸内インターホンが鳴動するなど影響が考えられたので、消防と協議を行い、

住戸内で影響が出る部分に関しては、Ⅰ工区引渡し前に検査をしてもらえることにな

り、Ⅰ工区に影響を出さずに検査を終えることができました。

いろいろ苦労はありましたが、無事故で竣工を迎えられて一安心しています。

 （東京第二支店　土屋　英明）

inside story

2年半の長丁場でしたが、半分以上がコ

ロナ禍の影響でマスク着用での現場作業

でした。敷地が広かったこともあり、移動だ

けでも一苦労でした(特にピットと階段での

上下移動が…)。コロナが収束し、現場でマ

スクをしなくていい日が早く来ればいいなと

思います。

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： 2019年5月～2021年9月
施工場所： 神奈川県大和市つきみ野
建築概要： 延床面積59,475㎡、RC造、
 地上14階、 604戸
施工部署： 東京第二支店
協力会社： ㈱多田エンタープライズ、㈱桐光電気、
 板谷電設、㈱KENテクノ、ダイコー電建㈱

好立地アクティブシルバー向けマンション

当物件は札幌の中心部を流れる創成川の東側

に位置し、“創成イースト”と呼ばれ住む街としても

人気上昇中の地域に位置しています。百貨店や大

型商業施設が徒歩圏内にあり、大変利便性が良い

物件です。

1階には医療施設、2階にはカラオケ、麻雀ルー

ム、カフェ、ブックラウンジなど多彩なイベントを開

催できる共用施設が充実しており、大浴場での入浴

や食事提供のサービスを受けることができる、アク

ティブシニア向け分譲マンションです。

苦労したことは、昨年の世界的なスポーツの祭典の競歩、マラソンコースが近かった

ため、交通規制がかかり、資材搬入ができない日がありました。また新型コロナウイルス

が流行し、緊急事態宣言が何度も発令され、打合せ、定例会議など延期、中止になり、

十分な調整と打合せができない期間がありましたが、ゼネコン担当者および協力会社

の協力で無事故で竣工することができました。 （北海道支店　山本　裕二）

inside story

事務所から現場まで片道徒歩15分ほど

と少し距離があり、毎日何往復もして運動

不足が解消され、とても足腰が鍛えられま

した。痩せることはできませんでしたが、毎

晩、柿ピーわさび味をつまみに、おいしく

ビールを飲むことができました。

契 約 先： ㈱フジタ
設計監理： ㈱フジタ・北海道日建設計設計共同体
工　　期： 2019年10月～2022年1月
施工場所： 北海道札幌市中央区北四条東
建築概要： 延床面積16,289㎡、RC造、
 地上14階、203戸
施工部署： 北海道支店
協力会社： 光電気工事㈲、㈱札伸電設、
 ㈲プライムエンジニア、サンコーエレック㈱

竣工現場レポート

ヤマダイ㈱坂東ファクトリー

－　9　－ －　10　－

イニシアグラン札幌イースト
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