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　4月になり、30名の新人が仲間に加わりました。人手不足の

建設業にあって、このように他社から羨ましがられるような結

果となったのは、HEXELらしい伸び伸びとした雰囲気で学生に

接してくれた各支店と人事部の採用活動が一体となった成果

です。さらにこの１年で経験者も19名採用しており、HEXELの

社員数は887名となりました。今ちょうど2023年卒の採用も前

半のピークを迎えていますが、有望な学生が多数面接に来て

くれています。HEXELが人の集まる会社になりつつあると実感

しています。

オリックスの傘下に入ります
　さて、日本経済新聞にプレスリリースが出たので既にご存知

の方も多いと思いますが、HEXELは6月末を目標にオリックス

の連結子会社となります。突然の話なのでびっくりしている方

も多いと思うので、この場を借りてお話させてください。

　皆さんがまず心配するのは、会社が変わってしまうのではな

いかということと思います。この点に関して結論から言えば、変

わることはほとんどありません。経営体制は現本部長以下、私

も含めて異動はなく、オリックスから社長が送り込まれることも

ありません。成果配分制度やハイパーフレックスのような

HEXEL独自の制度はもとより、受注の決断や施工の判断など

各支店の権限も今までどおりです。基幹システムを入れ替え

たり評価制度をオリックスの基準に合わせたりすることもない

ので、HEXELらしいスピード感が失われたりすることもありませ

ん。営業活動においても、オリックス関連の案件や客先を無理

に紹介されることはなく、従来のお客様と変わらぬお付き合い

を続けられます。社名も今のままです。そもそもオリックスは

HEXELのユニークな社風とそれを支える諸制度を評価したか

らこそ一緒に仕事をしたいと言ってくださっているので、それを

壊すようなことは意味がないのですから安心してください。経

営体制で唯一変わるのは、主にオリックスの他部門と連携を

取るために数名の役員が派遣されることです。これに関連して

HEXELは、現在の指名委員会等設置会社から監査役設置会

社に変わるので、社外取締役制度はなくなります。あとはオリッ

クス本体との連結決算と四半期決算を行わなければいけな

いので、経理部の仕事が増えます。

　次に皆さんが疑問に思うのは、何故？という点でしょう。

HEXELの業績は全員の努力と創意工夫の成果として順調に

推移しており、受注、施工ともに目標を達成できる見込みで

す。財務的にも自己資本比率は66.3%、金額にして224億円と

高水準を維持しており、なんら問題ありません。ですから今の

ままでも立派な業績を出し続けるのは間違いないのですが、

それ故、わが社には大きな経営リスクが生まれています。それ

はズバリ、私自身です。誤解しないでいただきたいのですが、

私に差し迫った健康上のリスクがあるわけではありません。問

題は先ほどお話した健全すぎる財務です。もしも私に何かあっ

た場合、相続が発生しますが、現在の財務状態からすると相

続税は膨大な額となり、とても支払える額ではありません。その

ため株を第三者に売り渡すことになりますが、これをどんな先

が取得するか分からず、最悪の場合わが社を力ずくで支配し

ようとする会社が大株主になってしまいます。そうなると経営の

混乱は避けられず、HEXELはHEXELでなくなってしまいます。

しかもその混乱を私自身はコントロールすることができませ

ん。先ほど健康上の問題はないと言いましたが、そうは言って

もこればかりはいつかは必ず訪れる問題です。それなら逆転

の発想で、友好的な会社と協力のもと、今のうちに新しい体制

への転換を図ることで、経営の混乱を未然に防ごうというのが

今回の決断の理由でした。そしていくつもの事業会社や外資

も含めたファンドからオファーを頂きながら、約1年かけて検

討した結論がオリックスでした。最初にお話ししたように、オ

リックスはHEXELを変えようとは考えていません。さらに社風に

ついてもオリックスはHEXELと非常に似たところがあり、あれ

だけの巨大企業であるにも拘らず権限移譲が進んでいて、自

分で考えて自分で決める企業文化があります。以上がなぜ外

部の資本を受け入れてその相手がオリックスだったかという

理由です。なおHEXELがオリックスの傘下に入った後も、私は

再出資によって株を保有する個人筆頭株主に留まります。私に

課せられた最大のミッションである「HEXEL Worksを永世に

伝える」について、今回の件で一歩前進が図れたと考えていま

す。

　

成長のチャンス
　もう1つお話ししたいのは、これが我々にとって飛躍のチャン

スだという点です。私は、HEXELがオリックスといっしょに仕事

をすることで、大きな成長のチャンスが生まれると考えていま

す。まずは採用です。以前から言っていたように、これからの建

設業は人が集まって発展する会社と人が出ていって衰退する

会社に二極分化します。HEXELは今でも人が集まる会社と言

えますが、わが社がオリックスグループに参加すると規模と知

名度の効果でこの流れがさらに加速されるはずです。また

HEXEL独自のM&Aも今までどおり可能なので、オリックスの知

名度とネットワークを活用して、同業の会社に我々の仲間に

入ってもらえるかもしれません。さらに新規事業の加速も考え

られます。最も早く結果につながりそうなのが米軍資材の外販

事業で、オリックスがもつアメリカ国内のネットワークを利用さ

せていただくことで、仕入先の開拓や物流の合理化が期待で

きます。それ以外にも、国内向けの新しい商材開発も可能で

す。オリックスには国内外で800社を超える関連会社がありま

す。これら関連会社同士での情報交換や業務提携も有効で

しょう。オリックスはお客様を無理に紹介しない方針ですが、必

要であれば営業上の側面支援も期待できるので、施工戦力

の確保が前提とはなりますが、規模拡大への大きな力となりま
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す。物流施設の管理や建設資材の内製化～外販などもできる

かもしれません。そのほかにも考えればまだまだネタは尽きな

いように思えます。なお今回の関連で、HEXELはコンプライア

ンスを今まで以上に意識する必要がでてきます。今回の件を

機に正すべきものは正すという姿勢で臨みます。

　HEXELの新たな１ページを皆さんと作ってゆけるのが今か

ら楽しみです。

ウクライナを応援しています
　ところで今、ウクライナが大変なことになっています。私は

2017年の夏に、ウクライナのハリコフ空港で、2週間ほど飛行

訓練を受けました。4月号の表紙はその時に撮影したキエフ

（現地ではキエフと言ってました）にあるウクライナ正教会の寺

院で、画一的ながら美しい街並みが印象的でした。あの街が

破壊されていると思うと心が痛みます。私の教官だったユーリ

さんはソ連時代にミグのパイロットだった方で、もしかしたら今

ロシアと戦っているのかもしれません。通訳をしてくれたナター

シャさんとは先日連絡がとれて、子供を連れて西のほうに逃

げているそうです。そんなわけで、ロシアとウクライナの戦争は

他人事と思えません。できることは募金ぐらいしかありません

が、私はウクライナを応援します。みなさんもできることがあっ

たらぜひ考えてみてください。

－　1　－ －　2　－

北海道ボールパーク視察

ウクライナでお世話になったユーリさんとナターシャさん



－　3　－ －　4　－

F R E S H E R S

首都圏

東京第一支店　工事係

森　幸樹

趣味はゲームとツーリングです。
よろしくお願いします。

首都圏

東京第一支店　工事係

泉　裕介

秋葉原に行くのを楽しみに
しています。

首都圏

東京第二支店　工事係

河合　雅貴

経験を積んで色々な仕事を
熟せるようになりたいです。

首都圏

東京第二支店　工事係

小嶋　圭蔵

社会人としての自覚を持って
仕事をしたいと思います。

首都圏

東京第二支店　工事係

中村　健太郎

さまざまな行事があり、
社員が楽しめて、社員想いの会社。

首都圏

茨城支店　工事係

山﨑　陽平

社会人として一つひとつの仕事を
ひたむきに頑張ります！

首都圏

横浜支店　管理係

野本　純花

新しい環境に慣れ、
一日でも早く会社の役に立つ！

首都圏

横浜支店　工事係

島内　颯太

より多くのことを学びたいです！
よろしくお願いします！

本社

人事部　係

鎌田　紗佑希

花粉に負けず笑顔で頑張ります。
よろしくお願いします。

本社

開発営業部　営業係

土屋　実嶺

社会人としての自覚を持ち、
一生懸命頑張ります！

首都圏

東京第一支店　工事係

薗田　匡司

座右の銘は「一事が万事」

社会人の第一歩
　4月1日、東京プリンスホテルにて2022年度入社式を実施い
たしました。総勢30名が新しい仲間として加わり私たちも嬉しく
思います。当社の入社式はいわゆる式典ではなく、役員や配属
先の部署長と新入社員がおいしい食事とともにざっくばらんに
話すスタイルのため、終始和やかな雰囲気の入社式でした。
　新入社員の皆さんは期待と不安が入り混じっているかと思い
ますが、HEXEL Worksでの活躍を期待しています！

（人事部　吉田　季生）

東日本

東北支店　工事係

笹野　優我

先輩社員に追いつけるよう
日々精進！

東日本

新潟支店　工事係

庭田　涼

いろいろな方の期待に
応えられるよう頑張ります。

東日本

新潟支店　工事係

宮下　周磨

一つひとつの仕事に責任を持ち、
取り組んでいきます。

東日本

静岡支店　工事係

雫　晃輔

試したいことは、とことん試す！
今年は超挑戦の年！

西日本

大阪支店　工事係

中野　涼太

社会人としての自覚を
しっかりと持って頑張ります。

西日本

瀬戸内支店　工事係

田中　優也

ドライブ好きです。
よろしくお願いします！

西日本

瀬戸内支店　工事係

殿迫　大

社会人として自覚を持って
頑張ります。

西日本

神戸支店　工事係

渡邊　佑樹

自炊が好きでよく料理します。
食べるより作る専です！

人事部付

㈲三協電設出向　電気工事士

馬場　奏流

一つひとつの仕事に責任を持って
一生懸命頑張ります。

人事部付

金澤電興㈱出向　電気工事士

本間　太一

辛いことが多いと思うけど
笑顔で頑張ります。

人事部付

㈲塚田電気工業所出向　電気工事士

平田　守尚

どんなに辛いことがあっても
決して諦めずに仕事します

人事部付

㈱植田電気出向　電気工事士

高澤　美広

同期の皆さん、
今年からよろしくお願いします。

人事部付

ホーエイ電設㈱出向　電気工事士

市川　翔

慣れないことでも、
諦めないで挑戦します。

西日本

瀬戸内支店　工事係

藤嶋　大雅

気を引き締めて
先輩方についていきたいと思います。

西日本

九州支店　工事係

入江　航大

出会った人々への感謝を忘れず、
日々努力します。

西日本

九州支店　工事係

那覇　蓮雅

同期の皆さんに負けないように
頑張っていきたいです。

東日本

名古屋支店　工事係

斎藤　広暉

学ぶ姿勢を常に忘れずに
頑張りたいと思います。

東日本

名古屋支店　工事係

竹尾　賢人

挨拶・笑顔・楽しむ心を忘れず、
頑張ります。

東日本

東北支店　工事係

笠間　匠

同期と共に頑張ります。
これからよろしくお願いします。

Q：春といえば？

26.7％
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16.7％
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サクラ
お花見

花粉症
くしゃみ

出会いと別れ

新生活
新しい挑戦など

センバツ
開幕戦

その他
筋トレ
ポカポカな天気
イチゴなど

新入社員のみんなにアンケート！
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　2013年に退職してか
らちょうど9年。図らずも
復帰のお話をいただき、1
月21日付で再入社とな
りました。その間も異業
界で仕事をしていました

が、変わり続ける会社だからこそ、9年のブ
ランクは最大の不安要素でした。
　それでも復帰を決断できたのは、久々に
お会いした方々からの「お帰りなさい！」の
温かいひと言でした。マスク越しに優しい
眼差しで迎えてくださり、嬉しい言葉を掛け
ていただけたことに背中を押されました。
人を大切にするHEXEL Worksを知ってい
るからこそ、もう一度チャレンジしたい！と

　難関資格である1級電気工事施工管理
技士に合格し資格取得ができて未だに信
じられない思いです。これも担当させてい
ただいた現場での経験と、PMの仕事を教
えてくださった上司の方々のおかげです。
　試験の勉強は1人でするには難しく、工
事本部の通信教育があったおかげで非
常に助かりました。学んだ知識を活用し、
会社の役に立って貢献できるように努力し
たいと思います。                             

（GM部　Yambot Rafael Marte Perez）

　私が入社した年は建設業界にはバブル
の余韻が残っていた時期で、先輩方がホ
クホク顔で成果配分を現金で受けとって
いたのを覚えています。
　当時の記憶といえば、お酒にまつわる失
敗談しか出てきません。お酒が弱かった私
は生ビール２杯も飲めず、すぐにトイレにこ
もる羽目に…。ある日残業をしていると、こ
れまたお酒が弱かった山路社長（当時）が
顔を出し、「仕事は上司に任せて食事に行
くぞ！」と声を掛けてくれ、飲みに行った蕎
麦屋のトイレの個室に一緒に籠ってダウン
したのは良い？思い出です。

　入社の時は神戸支店勤務でした。こわ
顔ではあるけど優しい上司達にご指導い
ただき業務を教わりました。
　その頃は事務所にコピー機もなく全て
がカーボン手書き作業で、お客さまの対応
等雑用におわれ半日潰れていた気がしま
す。まさか今の年齢までこの会社でお世話
になるなんて想像もしていなかったです。
　現在は本社経理部勤務となり、六興から
HEXELになってもいろんな方と知り合い、
良いご縁を感じながら日々学ばせていた
だいております。

　私が入社した1997年は、まだ全社員1
人に1台のパソコンが無く、施工図も手書
きでした。入社時は本社工事部に配属さ
れ、現場赴任後一番初めにやった仕事は
“青焼き”と“製本”でした。
　日々の現場チェックで、広島出身の私
はチェック用の図面に“電線がたれとる 
（ケーブルがぶら下がっているという意
味）” と書いており、先輩に「畝君はチェック
も訛っている」と笑われたもんです。25年
前の若かりし日々でした。

受付

会議室

東京第一支店　営業部長
岩橋　孝太郎　

1994年入社

1級電気工事施工管理技士＆第一種電気工事士に合格しました！

昨年に続き、海外採用を含む若手社員5名が上記資格試験に合格しましたのでコメントをいただきました！

瀬戸内支店　工事部長
畝　太生　

1997年入社
経理部　担当部長
大場　祥代　

1992年入社

　前回の第二種
電気工事士の記
事で次の目標とし
て い た 第 一 種 電
気工事士の取得
ができ、本当に良
かったです。今回
の試験内容は難

しくハードルが高かったですが、第二種と勉
強方法は同じだと思ったので1個ずつ問題
を勉強して練習すれば合格できると考え方
で試験対策に取り組みました。　最初に決
めた目標を達成したい気持ちがあって、そ
のおかげで合格できたと思います。第一種
で学んだ知識はもちろんですが、自分で決
めた目標は絶対に達成する性格を現場で
活かしたいと思います。  
（瀬戸内支店　
       Rosales　Kenneth　Rae　Esturas）

思うことができました。
　この感謝の気持ちを原動力に、真摯に
誠実に取り組んでまいります。

（経理部　橋本　心）

　私は過去問を重点的に解くことで第一種
電気工事士に合格できたように思います。
現場でも高圧部の工事を行っていたので、
応用的な部分も同時に学んでいきました。
　実技は同僚のもと1問ずつ練習して、重
要ポイントを覚えていきました。これからは
電気の知識をさらに蓄えて、理想の代理人
になれるよう次の現場でも勉強を続けたい
です。
（九州支店　John Eric Tagorda Martin）

　昨年の第二種電気工事士に続き、今
年は第一種電気工事士の試験に合格
することができました。筆記・実技両方
とも二種の内容と比べて一段と難しく、
理解するまで道のりが長く苦労しまし

た。実技試験当日は先輩方からのアドバイスを意識し
たことでミスなく通過できました。得た知識を無駄にし
ないよう仕事に活かしていきたいです。    　  

（東京第一支店　坂本　依真里）

　普段の業務は工具を実際に使用す
る機会とは縁遠く、第一種電気工事士
の実技試験には大変苦労しました。実
技試験対策を講じていただき公表問
題全てに取り組めたため、試験当日に
は自信を持って挑めました。練習で用いた資材とは違
う質感で本番では勝手が違う部分もありましたが、練
習の成果を発揮し、無事合格することができました。 
 （東京第一支店　米本　陽奈）

－　5　－ －　6　－

お洒落で快適な空間を目指して

トイレの個室が定位置でした

ベテラン社員に聞く！

私の新入社員時代 ベテラン社員3名に新入社員時代の楽しい？！思い出を振り返っていただきました。
入社当時・現在のお写真とあわせてご紹介します！

私の新入社員の頃 若かりし日々

初心忘るべからず

　北海道支店では、新型コロナウイルス
感染予防対策で接触を避ける場合、遠隔
地の現場、また大雪で道路が大渋滞したり
通行止めになって現場に行けない場合な
どは、オンラインで安全パトロールを実施
することがあります。
　工事部全員がiPadを持っているので、ビ
デオカメラ機能で現場担当者にiPadで撮
影してもらい、支店のモニタ－で映像を見
ながら現場の進捗や、作業を確認します。

電波の届かない地下や躯体に囲まれた部
屋などは事前に写真を撮ってもらい共有し
て行います。
　役員協力会パトロールなどで現場に会
議室がない場合は、会社の会議室で工事
概要や現場状況を確認することができる
ので、現場に会議室がなくてもパトロール
を実施できます。世の中便利になりました
ね。　　　　（北海道支店　丹野　一也）

北海道支店の安全パトロールについて

大きなモニターで現場の様子を確認できます

　約25年間お世話になった事務所とお別れし、2月1日に
新しい事務所での営業を開始しました。北海道支店のメン
バー皆が使いやすく、お洒落で快適な空間を目指しました。
　広いデスクやタッチできる大型モニターなどの最新の技
術を取り入れた備品も導入し、業務効率の向上を図ってお
ります。非常に見晴らしが良く、夏に近くで開催される大規模
な花火大会も一望できます。
　お近くにお越しの際は是非ともお立ち寄りくださいませ。

（北海道支店　森川竜太）

北海道支店新オフィス紹介動画も、
ぜひご覧ください！→



information

（千葉支店　髙品　敏子）

大好きな
食べ物バスケット

2月

大好きな焼肉
梅田　春馬さん

1月

大好きなキャンプ

お姉ちゃんとバレー

髙品　璃奈さん

（静岡支店　梅田　弘幸）

～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」
3月

畝　恵鈴奈さん

（瀬戸内支店　畝　太生）

畝　綺恵良さん

社内通話の運用方法変更について

　電話を取るたびに業務を中断される状
況が多いこと、Teamsの利用が社内で定
着したことから、社内通話の運用方法を
2022年4月1日から変更しました。
　通常時の連絡はTeamsのチャット機能
を利用し、急ぎの用件や口頭での説明、画
面共有が必要な場合などでは、Teamsの
通話機能を利用します。
　今回の変更を通じて、電話対応による業
務中断が減るだけでなく、チャットに残すこ
とによる抜け漏れ防止や通信費の削減を
見込んでいます。

2月1日に移転した北海道支店のオフィ
ス撮影のため、札幌まで行ってきました！

近年稀に見る大雪でしたが、降り積もっ
た雪を利用して支店の皆さんと動画を撮
影したりと、終始和やかな雰囲気で撮影を
進めることができました。

分け隔てのない北海道支店の明るい雰
囲気や魅力がアピールできる動画となりま
したので、是非皆さんも動画をチェックし
てください。他支店からの紹介依頼もどし
どしお待ちしております！

（広報チーム　小久保　幸子）

1～3月の採用

受注！

・相模大野四丁目計画 （横浜支店）
・ピジョンホームプロダクツ㈱
　　新工場建設工事 （静岡支店）

経理部 課長 橋本　心
北海道支店 工事担当 小野　雪絵
 工事主任 濵高　康徳
新潟支店 工事係 八島　昂太郎
名古屋支店 営業係 市村　俊介

－　7　－ －　8　－

会社HP 採用HP YouTube Twitter

工事改善事例発表会のお知らせ

工事改善事例発表会は8月4日に品川
プリンスホテルにて開催予定です。

このたび3月31日をもちまして退職する
ことになりました。1992年に同業他社より
転職し、希望どおり設計部に配属され30
年間勤めさせていただきました。

数多くの設計を行い、忘れられない仕事
はいくつかありますが、㈱荏原製作所から
依頼を受けてかつて経験したことのなかっ
たごみ焼却施設を設計し、さらに受注後に
設計監理の依頼を受け3年間出向しまし
た。この間、苦労もしましたが大変貴重な
経験を積むことができました。

芝NBFタワーに移転前の専売ビルで
は、設計が多忙で空調設備が古く稼働し
ない正月に寒くて震えながらなんとか設計
を行い、幸いにこの設計物件は、受注する
ことができました。

長い間、設計業務に携わり微力ながら
受注に貢献できたのは、上司、同僚に恵ま
れたお蔭と思います。皆様のご活躍をお祈
り申し上げます。ありがとうございました。

【経歴】　

小山　昌訓さん（1992年入社）

お世話になりました
新しい仲間をご紹介します

2021年12月より入社し
ました岡﨑匡祥と申しま
す。前職では電気工事士
として仕事をしていました
が、管理者として成長して
いきたいと思いがあり転

職しました。
管理者と職人とのギャップに戸惑うこと

も多々ありますが、上司や先輩方にフォロ
ーしていただきながら日々勉強させてい
ただいております。１日も早く会社に貢献
できるよう尽力いたします。

大阪支店　工事係　岡﨑　匡祥第80期の経営事項審査結果は、電気
1,638点、管1,263点、通信978点でした。
完成工事高390億円（対前期比48億円
減）とコロナ禍ではありましたが、利益額の
改善等により経審の評点結果は前年と同
じとなっております。

今後のさらなる評点ＵＰには、元請完成
工事高の増加が必要です。

（経理部　山本　勝秀）

経営事項審査　結果

“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。
油断と過信は事故の元　

目視指差し安全作業
（千葉支店　中川　遼武）

　現在担当している病
院新築工事の現場で
は、他業者含め多数の
作業員が出入りしてい
ます。暗所でありながら
人通りの多い箇所も多
く、毎日作業通路が変
わっていました。

　その中で「いつもこの通路は床に物が
ないから大丈夫だろう」「この辺りはいつも
人通りが少ないから大丈夫だろう」といっ
た油断や過信から発生する接触事故や躓
き転倒事故等の災害を防止するため、目
視や指差呼称で確認をし、安全に作業を
行うことが重要だと思い考えました。

7月の経営会議は新潟開催

2022年7月の経営会議は当社と長年付
き合いがある新潟県の「月岡温泉 白玉の
湯  華鳳」で開催予定です。

海外生産1,000万個達成

2017年3月よりメキシコでの生産を開始
した当社開発の部材「36バインド」ですが、
足掛け5年で1,000万個を達成しました。

感謝の気持ちを込めて現地に記念品を
贈る予定です。

一体何が行われているのでしょう…？ 
QRコードからCheck！！　↓↓↓

　E2本部では新たな事業への取り組みに
向け、ドローンの講習を受講しました。現在
はドローンの操縦に資格は不要ですが、
2022年から技術や知識が厳格化され国
家資格が必要になるため、まずは民間の
資格を取得し、今後の資格取得に備えるこ
とになりました。
　実際にドローンを操作すると、機能性の
高さにビックリします。GPSが搭載されてい
るためボタン1つで離陸した場所に戻って
きますし、高いところまでドローンを飛ばし
て見る景色は爽快感があります。ただ私た
ちが受講したスクールでは、免許取得のた
めにはGPSをOFFにし手動で操作をする
必要がありました。なかでもホバリングとい
うドローンを空中で停止する操作は、前後
左右からの風を読み、リモコンの微妙な操
作で機体が今どの方向を向いているか把
握し、進行方向を瞬時に判断することが本
当に難しく、合格した時は飛び上がって喜
んでしまいました。
　今後の展開として、プラント設備や通信
キ ャ リ ア で の 煙
突や鉄塔などの
点検やパ トロー
ル 業 務 に 繋 が
ればと考えてい
ます。　    

（E2本部　岡田　珠代）

　今まで電気工事用部材を主に開発して
きましたが、この度設備工事用部材にチャ
レンジしました。1作目として「縦貫通配管
の養生フタ」を3サイズ（75Φ、100Φ、125
Φ）販売いたします。ロゴの色をサイズ毎に
変え識別しやすくし、本体を軽量で可搬性
に優れる樹脂製にしました。4月の販売開
始を予定しています。
　続く2作目として、「水栓コンセント支持
具」を開発中です。こちらはLGSや木材を
用いて現場加工している支持具を、専用品
を使用することにより切創等の災害リスク
を低減する製品になります。今回の設備工
事用部材は36Sシリーズとし、養生フタを
「36Sキャップ」、支持具を「36Sアーム」と
名付けます。

（システム開発部　川上　貴司）

　これまで年次有給休暇の半日単位での
取得日数は、有休付与日数のうち年5日
（10回）までとしておりましたが、より柔軟な
働き方の促進、有休の取得促進・有効活
用のため、この日数上限を撤廃し、有休付
与日数の範囲内で取得可能となりました。
　また、昨年に引き続き、年5日以上の有
休取得を目指し、Y5運動を実施しておりま
すので、よろしくお願いいたします。

設備工事用部材の開発 ドローン講習会に参加しました

半日有給休暇の取得上限を撤廃しました

修了証をいただきました！

1992年入社～設計部



杜の都のまちなか暮らしを先導するス
マートタウン

当物件は仙台市地下鉄南北線の

北四番丁駅から徒歩10分ほどの場所

にあります。商業施設・医療施設・集合

住宅が一体となった総合開発地域の

マンションを当社が施工しました。

この地域には元々、東北大学農学

部のキャンパスがあり、仙台の主要施設である官公庁はもちろんのこと日常生活には

欠かせない施設が生活圏内に収まっている立地にあります。

施工では、メイン搬入経路の変更や交通規制、外構工事においてはエリア別にタイト

な工程を調整しながら、キュービクル・発電機の搬入据付がありバタバタでした。専有

部の工程内チェックも若手社員が計画的に実施して、客先のニーズに対応できたと思

います。また名古屋支店から検査応援に来ていただき、本当に助かりました。

関係者の方々には、いろいろと無理難題を言いましたが無災害で竣工引渡しができ

ました。プロジェクトメンバーのダブル鈴木（英之・瑛大）・細川、激動の現場お疲れ様で

した！！ （東北支店　阿部　謙一）

inside story

竣工前の建築設備検査の際、名古屋支

店の方々に検査応援として来ていただきま

した。その夜に親睦会として食事に行ったの

ですが、トークがとても面白く爆笑の嵐でし

た。「あんかけスパゲッティ」が有名というこ

となので早く食べに行きたいです。名古屋に

どえりゃあ、行きたいがや～。

 （東北支店　細川　玲央）

契 約 先： 西松建設㈱
設計監理： 西松建設㈱
工　　期： 2020年4月～2022年1月
施工場所： 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町
建築概要： 延床面積20,198m²、RC造、
 地上13階、204戸
施工部署： 東北支店
協力会社： ㈱栄電業

Brillia Tower 有明 MID CROSS
免震タワーレジデンス

現場の立地としては、ゆりかもめ・お台場

海浜公園から徒歩10分、有明テニスの森に

ほど近い場所にあります。有明ということもあ

り、周囲にはオリンピック競技会場が多く、現

場が始まった当初には繁忙期がオリンピッ

ク開催時期と重なる可能性がありました。大

型機器搬入や受電時期を調整することに苦

労しましたが、工事が始まってみると裏話で

も触れますが工期の延長、さらにはコロナに

よるオリンピック開催延期で繁忙期がずれ

たため、気にする必要が全くありませんでした。

建物としては、中間階に免震層を設けるのではなく地下1階が免震階で、柱中間に免

震装置があり、壁が上下に分かれる独特の免震構造となっています。その地下1階に受

変電関係があるため、ケーブルラックから盤やキュービクルに落とし込む部分で免震余

長をとらないといけないので苦労しました。工事としても協業さん協力のもと、無事故で

終えることができました。 （東京第一支店　秋本　隆司）

inside story

もともと竣工が2021年2月の予定でした

が、根切工事期間中にいきなり騒がしくなっ

たかと思うと不発弾が重機での掘削時に

発見されました。工期が延長しました。すぐ

避難をし、自衛隊や警察が到着後処理をし

ていましたが冷や冷やしました。その後、敷

地範囲を磁気探査を行い、さらに2発発見、

最後には慣れてしまいました。

契 約 先： 三井住友建設㈱
設計監理： 三井住友建設㈱
工　　期： 2018年9月～2022年2月
施工場所： 東京都江東区有明
建築概要： 延床面積30,629㎡、RC造、
 地上33階・地下1階、300戸
施工部署： 東京第一支店
協力会社： ㈲共栄電業社、㈲新生電気工業

クレヴィアタワー御堂筋本町
初めての高層マンション施工

当物件は大阪メトロ御堂筋線本町駅から徒歩1

分の場所にあり、その他四つ橋線、谷町線と3路線

使える立地で梅田や難波にもアクセスしやすいオ

フィス街に位置します。また2025年に大阪・関西万

博が開催予定の湾岸地区もアクセスしやすい物件

となっています。

現場で苦労した点は、コロナや半導体工場の火

災事故の影響で機器や照明搬入が遅れたことで

す。普段1週間もかからないものが1ヵ月以上かかる

場合もあり、使用する機器や照明を早期に決定するための打合せを積極的に行いまし

た。また、数量に間違いがないよう拾い出しや確認作業を特に慎重に行いました。

初めて得る知識や体験が多く戸惑うこと、わからないことが多かったですが、上司や

同僚、職方さんに協力していただき、工程の遅れなく無事故無災害で当現場を竣工さ

せることができました。 （大阪支店　西内　啓太郎）

inside story

コロナが少し落ち着いていた頃、建築事

務所での飲み会に誘われ何度か参加しま

した。所長が料理をするそうで豚足のおで

んなど毎回大きな鍋3個分用意していまし

た。大変美味しかったのですが、いかんせ

ん量が多く建築職員さんはあと3日はお昼

おでんだと嘆いていて、手伝ったのは良い

思い出になりました。

契 約 先： 日本国土開発㈱
設計監理： ㈱IAO竹田設計
工　　期： 2020年1月～2022年3月
施工場所： 大阪府大阪市中央区安土町
建築概要： 延床面積17,326㎡、RC造、
 地上30階・地下1階、170戸
施工部署： 大阪支店
協力会社： ㈱NabedeN

群馬県初プラウド誕生

当物件は群馬県最大の都市で

高崎市に位置し、ＪＲ高崎駅から徒

歩5分の場所にあります。東京駅か

ら新幹線で60分程度なのでテレ

ワークの普及などで近年注目度が

高い都市となっております。また、物

件としては群馬県初の野村不動産㈱ブランドであるプラウドシリーズということもあり、

注目度と人気度ともに非常に高かったです。

現場で苦労した点は、空地率が40％を切る狭小物件で主要搬入ゲートも１ヶ所しか

なかったため、搬入調整や資材のストック・1階と外構の工程調整などに苦労しました。

また、コロナの影響で定例会議などの延期や建築資材の納期遅延などが発生し、非常

に大変でした。

他にもいろいろと苦労はありましたが、他支店のプラウドシリーズ経験者などの助言

が大変有難く、品質や施工方法の統一化において支店を超えた情報共有が非常に大

切だと感じました。 （北関東支店　伊藤　喜一）

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5月～2022年2月
施工場所： 群馬県高崎市あら町
建築概要： 延床面積10,615㎡、RC造、
 地上14階、 101戸
施工部署： 北関東支店
協力会社： 南部電設㈱

竣工現場レポート

シティハウス堤通雨宮町

－　9　－ －　10　－

プラウド高崎あら町

inside story

着工と同時期に事務所ビル隣に小さな

cafeレストランがオープンし、オーナー夫妻

と仲良くなり昼食や夜食テイクアウトで頻

繁に利用していたのですが、コロナの影響

で竣工と同時に閉店になってしまいました。

現場でもいろいろとコロナには翻弄されまし

たが、早く流行が収束すれば良いなと切に

思いました。
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