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リックスを使い倒してHEXELを成長させたい」と返しました。こ

中の伸び馬の下に潜り込み落下物でケガというような、建設

んな関係をこれからも続けてゆけば、我々はもう一回り大きな

業従事者なら当然避けるような行動による被災もあります。い

President

会社に成長できると実感しています。別の役員からは、「誰が

ずれも他業種から来られた作業員で、雇用の流動化が進む

偉い人かわからない」というお褒めの言葉もいただき、新しい

中で素人目線での安全教育が必要となってきました。各支店

仲間が増えたと嬉しく思っています。オリックスはHEXELを支

とも、あと3か月を無事故で終わらせて、来期における災害件

いよいよ

配しようとするのではなく、グループとして動くことで力を倍増

数一桁復帰を目指してください。

させようと考えています。この方向を忘れずに、今後の経営を
進めてゆきたいと思います。

始まりました

安全大会復活
6月に入り、全国各地で安全大会も開催されました。私に
とって安全大会は、協力業者に挨拶し、若手社員と言葉を交

る側にまわることはないと考えがちです。

6月20日（月）に臨時株主総会が開催され、オリックスから

わす貴重な機会です。とくに今年はオリックスの資本受け入れ

取締役3名と監査役1名が任命されました。（5ページに紹介が

ここでちょっと頭の体操をしてみます。実際にはありえないこ

についてもお話したかったので、17支部すべてを回れるように

あります）続いて、6月30日（木）には合併にかかわる最終手続

とですが、もしもHEXELがオリックスを買収したらどうなるで

予定を組みました。7月に開催予定の米軍関係にもすべて出

き（クロージング）が行われ、オリックスのグループ会社として

しょう？

HEXELはオリックスが擁するゼネコンや物流といっ

席します。嬉しいことに多くの支店では懇親会も復活しました。

のHEXELがいよいよ走り始めました。

たグループ会社の知見を利用して事業領域を拡げ、豊富な営

一度に1人しか話せないWEB会議と異なり、全員が常に話せ

ユニークなM&A

業ルートを活用して規模の拡大をねらい、全国的な知名度を

る懇親会での会話は情報量が圧倒的に多く、いろいろなアイ

利用し将来の人材確保を行うなどを通じて、HEXELの企業価

デアが生まれ、楽しくも有意義な時間を過ごせました。

2021年のM＆A件数は2020年に比べて14.7％増加し、

値最大化を目指します。あれ、これってHEXELがオリックスに

4,280件（レコフデータ調べ）に達しています。ですからM＆A自

買収された場合と何も変わらないと思いませんか？

体はそれほど珍しいことではありません。しかし、HEXELのオ
リックスグループ入りは極めてユニークな事例で、もしかしたら
企業買収に新しい流れを切り開くかもしれません。
企業買収とは市場の変化に自社の経営資源を合わせるた
めに行うもので、買収される企業には経営上なんらかの問題
があるものです。たとえば先日の日本経済新聞に「そごう・西
武百貨店、米ファンドが交渉権」という記事が出ていましたが、
これは百貨店という業態が市場に合わなくなってきたので、親
会社は切り離して身軽になりたい、子会社はファンドの力を借

安全大会にはいつも学びがあります。今回も千葉支店で、

おそらく

災害はだいたい30万時間に1回の割合で起きると教えてもら

日本人には、企業買収＝身売りというようなイメージが刷り込

いました。30万時間というのはどのぐらいかというと、200戸の

まれていて、今お話したような視点が欠けていたのではないか

マンションで施工に概ね3万時間必要なので、中規模な案件

と思います。所有と経営の分離が株式会社の出発点です。

に直すと10件分に相当するのだそうです。最近では総戸数

HEXELは所有に拘らなかったので、オリックスのグループ企業

2,000戸というような大規模プロジェクトも多いので、安全管

となって成長に必要な経営資源を一気に獲得することができ

理にいかに気を使わないといけないかがわかります。また災害

ました。我々の事例をもとに他社もこのような考え方をし始め

の原因のほとんどは不安全行動と言われています。それを知っ

たら、新しい流れが生まれるかもしれません。

てもらうため再現ビデオを自主制作し、危険なポイントを当て

注意しないといけない点

るクイズをした支部もありました。（私は20点満点で16点でし
た。）

かと思うと、ゼネコンからセミプロの噺家（普段は設備

りて業態を転換したいという内容です。いわゆるシナジー効果

いっぽうで我々は、強さを失わないよう注意しなければいけ

を標榜する企業合併もありますが、これも今のままでは品ぞろ

ません。HEXELの本質的な強みは、効率的な意思決定、外部

部長）をお招きし、安全に絡めたお話をいただいた所もありま

えや事業内容が市場に合わないから行うものです。財務上に

から来たものをすぐに内側に取り込んでしまう柔軟性、決まる

す。このように各支部ではいろいろな工夫をして、安全大会が

問題を抱えている場合もあります。しかし、HEXELは集合住宅

のではなく決めるといった自律的な企業文化かと思います。オ

たんなるセレモニーに終わらないようにしています。工事本部

と米軍という安定したセグメントで圧倒的な力を持っており、

リックスグループに入ることで、我々には上場大企業と同等の

では各支部の出し物をTeams上で共有し始めたので、型通り

市場の流れにうまく乗っています。財務も極めて強固で、自己

規範が求められるようになります。しかしこれを勘違いして規

の流れに留まっている支部はぜひ参考にしてください。

資本比率は66%もあります。建設業共通の問題である人材確

則を守ることが目的化した組織になってしまったり、萎縮して

今年は事故が多く、9か月経過した時点で11件の災害が発

保についても、2023年卒の採用では30名以上を確保できると

HEXELの強みを忘れたりしてはいけません。クロージング後の

生しています。昨年は1年で6件というすばらしい成績だったの

予測しており、他社に比べて順調と言えます。ですから普通な

懇親会でオリックスの役員から、「HEXELはオリックスを見て

で、発生のペースは昨年の2.4倍となっています。11件の中に

らHEXELは企業を買収する側に立つことはあっても、買収され

仕事をしてほしくないと」言われました。私も調子に乗って「オ

は素手の掌をバックに電工ナイフを使っての切創とか、作業
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安全大会の支店催し物の水平展開
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HEXEL Worksのあゆみ

HEXEL
Comp

HEXEL Works（旧六興電気）は1949年5月20
日、長江健太郎を中心とした6名の若者によって
創業しました。東京・神田にあった国電中央線の
ガード下に創業事務所を構え、6名で会社を興し
たことにちなみ「六興電気株式会社」と命名。ここ
からHEXEL Worksの歴史がスタートしました。
そんなHEXEL Worksがこれまでにどんな紆余
曲折を経てきたのかを紹介いたします。そして、
2022年6月、HEXEL Worksはまた新たなステージ
へと進んでいきます。

創業時の事務所

1973

1949

36シリーズの開発
内製部材の開発は長江社長がホンダ時代の
ご友人から聞いた「別府に太陽の家という障が
い者施設があり、そこで廃プラスチックがたくさ
ん発生するのだが、工事現場で利用できない
か？」の一言から始まりました。
早速社内にマンション現場担当の若手社員
を中心とした部材開発プロジェクトが立ち上が
り、第一弾である「36バインド」が2002年11月よ
り使用されました。今では社外の現場も含め約
20年で5400万個以上が使用され、部材の種類
も20を超えるものとなりました。
（システム開発部 川上 貴司）

1982
長江健太郎が社長に就任

プラント事業参入
プラント事業への参入
原子力の仕事は、客先の何気ない一言からス
タートしたようです。

スペクトラムの開発
見積積算ソフト「スペクト
ラム」が発売となったのは

ある日、神戸支店の（故）山本勝一さん（後神戸
支店長）が、三菱重工業㈱神戸造船所内の客先
に挨拶回りという雑談をしていると、ある幹部の方

1998年のことです。開発環
境はWindows95で、私が
所属していた積算部には2

から「火力か原子力、どちらかの発電所関係の工
事に参入しないか？」と声を掛けられたそうです。
そこで、山本さんは「どっちが儲かりまんねん」と尋

～30名程の従業員が働いていましたが、パソコン
を利用していたのは5台程度。「1人1台パソコン」
なんていうのはまだ遙か先の話。

ねると「これからは、原子力関係やね」という返事
だったので儲かるであろう原子力関係に参入する
ことに決め、設立されたばかりの、三菱重工業㈱

2000

当時の見積・積算は各部署が独自に選定や運
用をしており、全拠点ほぼバラバラな状態でした。
社内開発ソフトウェアとはいえ、突然現れた名も

子会社に社員を派遣することになり、それから約
40年が過ぎました。
（E2本部 森口 彰男）

知れぬソフト。「今後はこのソフトウェアを利用して
ください」と話しても受け入れてはもらえず、全社
導入までに数年の歳月がかかりとても苦労しまし
た。

（システム開発部

榎本

聡）

長江洋一が社長に就任

2022年6月 HEXEL Worksは新たなステージへ...
－
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オリックスの皆さんからメッセージをいただきました

L Works Inc.
pany History

この度、HEXELグループの一員として、皆さんとご一緒することになりまし
た。今後、HEXELグループのさらなる成長のために尽力してまいります。どう
ぞよろしくお願いいたします。

米軍工事への参入
2003年、ゼネコンさんに「手伝ってくれ」と言
われ、向かった先が「沖縄県米軍基地」でした。
当時は、全てが“？？？”でいっぱいだったところか
ら始まりました。しかし、当社の「変わり続ける
DNA」の精神の下、「新分野」への取り組みを長
江社長が後押しして下さり、一歩ずつ全国展開
へと進んでいきました。
しかしその道のりは決して順風満帆ではなく
「アメリカ製品が現場に届かない」、「届いたけど
全数が壊れている」、「英語の図面？仕様書読め
ない」、「工期通りに終わらない」等々…数々の
困難にぶつかりました。今では、“米軍工事サ
ポート部”、“HEXEL TECH”、“グアム支店”も設
立し、次のステップに向けてさらなる拡大を目指
していきたいと思います。 （GM部 信氏 美紀）

2019

HEXEL Worksに社名変更

左から、田口さん、藤津さん、三宅さん、長谷川さん、渡邉さん

【お伝えしたいこと①】
わたくしたちは、HEXELグループの“変わり続けるDNA”という企業理念に
強く共感しています。オリックスは1964年、前の東京オリンピックの年に“日
本におけるリース事業のパイオニア”として創業しました。創業当初、リース
事業は競合もなく順調に拡大しましたが、商社や銀行、メーカー各社による
参入により、リース業界は間もなく競合がひしめくレッドオーシャンになりまし
た。オリックスは成長を続けるために、市場の変化を見極めながら、“隣接分
野”に展開を続けてきました。“隣接”とは、リースで培った金融のノウハウとモ
ノの価値を評価するノウハウを生かせる事業分野です。事業の幅を広げる
ほど“隣”（＝オリックスが持つ専門性を生かせる事業）が拡がっていく戦略
をオリックスでは「隣地展開」と呼んでいます。
HEXELグループも、70年を超える歴史の中で、自社の強みを生かせる領
域に果敢にチャレンジを続けてきました。公共工事を中心とする電気工事業
から、民間工事、中でもマンション工事や米軍関連工事といった、採算確保
に高い専門性が求められる領域や、プラント工事、原子力工事などの隣接
領域、さらには工事の枠を超えて電設資材を中心とする資材商社事業にも
展開し、唯一無二の事業基盤を作り上げています。HEXELグループとオリッ
クスは、市場や顧客ニーズが変化し続ける事業環境において、自社を最適
な形に変化させ続ける必要性を認識している、という点において、近い考え
方を持っていると思います。
現在オリックスは、法人金融、産業/ICT機器、環境エネルギー、自動車関
連、不動産関連、事業投資・コンセッション、銀行、生命保険など多角的に事
業を展開しています。また、HEXELグループに近い領域としては、マンション
開発、総合建設、総合ビル管理、再生可能エネルギー発電、環境プラント運
営なども手掛けています。わたくしたちは、HEXELグループがオリックスの多
様なビジネスやネットワークと連携することで、さらなる成長を続けていける
と考えております。
【お伝えしたいこと②】
わたくしたちは、HEXELグループの強みを、“現場を中心とするフラットな
組織”、“自由闊達でアットホームなチャレンジ精神あふれる企業風土”、“各
自が自律しながらチームワークの良い社風を作り出している個性豊かな社
員の皆さん”であると考えています。今後、皆さんとご一緒させていただく上
で、まずはHEXELグループがこれまで培ってきた強みをより深く理解して、良
いものは残し、“皆さんと一緒に汗をかきながら”、HEXELグループの成長の
加速をサポートしたいと考えております。また、社内懇親などにもお声掛けい
ただけましたら、積極的に参加させていただきますので、HEXELグループの
一員として、今後とも宜しくお願いいたします。
三宅 誠一、長谷川 聡、藤津 朗洋、渡邉 拓也、田口 諒
－
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HEXEL NEWS
今号表紙の撮影秘話

経営会議in新潟

今月号の表紙は、とある超有名映画の
パロディとなっています。モデルとなってく
れたのは、自薦・他薦された方から全社員
の投票により圧倒的多数で1位に選ばれ
た大阪支店の山下さんと2位の大阪支店
の草富支店長です。
表紙の撮影は大阪支店全面協力のも
と、事前打合せではいろいろなアイデアが
出るなど前のめりに取り組んでくれました。
撮影は、ポーズや写りを確認しながら、
和気藹々とした雰囲気で進んでいきまし
た。そんな撮影中の一コマとメインを飾っ
てくださった、山下さんからのコメントを紹
介いたします。

写真撮影関係者の方々撮影ありがとう
ございました。今回を機に各社員が色んな
コンセプトで表紙を飾るのは社内でも話題
になると思うので楽しめるイベントだと思
います。次回もあればぜひ皆さんも表紙を
飾るため立候補してどんどん盛り上げてい
きましょう！
（大阪支店 山下 哲也）

作戦会議中

あの有名ポーズもしてもらいました

千葉支部安全衛生大会開催！

2022年度優秀安全標語の結果発表

直近3件の千葉支店の災害が経験の浅
い作業員の事故であったことから、支部の
スローガンを「未熟作業員事故ゼロ！！」と
掲げ、作業指示と一緒に安全指示も必ず
行い、未熟作業員事故の撲滅を呼びかけ

敏子）

また、会議中の真剣な雰囲気から打って

ました。
（経理部

濱田

拓麿）

新ユニフォームで約２年ぶりの試合！

優秀安全標語の最終選定を社員の投
票により決定いたしました。
金賞

新潟支店

髙倉

龍さん

早くやるより正確に
焦ってやるより確実に
手順守って安全作業
銀賞

名古屋支店

菱田

祐一郎さん

銅賞

未然に防いで

ゼロ災害

開催されました。相手は㈱第一テクノ様。

東京第一支店

鈴里

りということで、朝から気合い十分で試合に

英正さん

自分を守る危険予知
家族も守る無災害
銅賞

雨の影響もあり、1週間延期されました
が5月21日、電設健保主催の野球大会が

一旦止まって再確認

仲間を守る声の掛け合い

瀬戸内支店

石田

朗啓さん

「つもり」と「はず」が
事故のもと
※銅賞は得票数が同数で2首に決定しました。

－
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ユニフォームが新しくなり試合も約2年ぶ
臨みました。相手に先制点を許しましたが、
その裏の攻撃ですぐに追いつくことができ
ました。しかし、相手の強力打線に押され

気の緩み

支店員による寸劇

した。

社員同士の親睦を深める良い機会になり

きず、交流面でも有意義な時間となりまし
髙品

の経営会議はとても新鮮な気持ちになりま

日は有志でのゴルフ大会を開催するなど、

懇親会は2年振りの開催のため話が尽

（千葉支店

ものオフィスとは違った、非日常な環境で

くださり、終始和やかな雰囲気でした。翌

「何か変？」感じる心を大切に

た。今期残りゼロ災でご安全に！

白玉の湯 華鳳」で開催いたしました。いつ

潟支店の支店員の皆様も複数名参加して

準ルールとした、ベース運搬使用機器（鎖）
行いました。

長年付き合いがある新潟県の「月岡温泉

変わって、経営会議後の懇親会からは新

ました。過去の挟まれ事故事例から支店標
を寸劇を交えて紹介し再発防止の周知も

2022年7月1日の経営会議は、当社と

1-13で一回戦敗退となり、新ユニフォーム
での初勝利はお預けとなってしまいました。
私は今回が初めての参加でしたが、来
年も参加し、試合に勝てるように頑張りた
いと思います。
（東京第一支店

薗田

匡司）

information
瑞宝双光章を受賞しました

資格試験に合格！

“HEXEL Works”が選ぶ優秀安全標語

想定外の力の壁とYouTubeの活用！

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。

第二種電気工事士で
は、建築学科出身で電

朝の挨拶から始める現場の安全

気の知識が無く、筆記は

目指すは快適安全職場

ひたすら問題集を解きま

（静岡支店

した。1969年、当時の直

な関係性を構築する上

営工事部に入社してから

で重要なことの1つだと

53年間いろいろなことが

考えています。その中で

ありましたが、上司、先輩、

現 場 関 係 者 全 員 が、 挨

同僚後輩、友人に恵まれ

拶をしっかりできている

長期に渡り勤めることができたことに感謝

現場は雰囲気が良く、調整や打合せが

し、厚く御礼申し上げます。思い返せば楽し

しっかりできるので、安全作業をすることが

いことも辛いこともたくさんありました。

方を講習で教わり、筋トレもしました。
消防設備士甲種4類ではプラスαで

なりました。国土交通省および六興電気、

YouTubeを活用し、ポイントを押さえ学び

HEXEL Worksで仕事をさせていただきま

ました。知識をつける楽しさを覚えたので

したが、叙勲を機会に過去を振り返ってみ

次の資格取得も挑戦します！

ますと、自分の功績はほとんど思い浮かば

（瀬戸内支店

ず、周りの方々の期待に十分にお応えでき
なかったことばかりを思い出します。昔の

電気工学の用語を日
本語で覚えるのは、本当

刺すことばかり」という心境です。

に苦労しました。問題は

しかしながら、イビチャ・オシム元サッ

日本語で書かれている

カー日本代表チーム監督が「サッカーは

恥じることはない。次の成功のための一里
塚と考えて喜べばいい」という解釈もでき
ます。これから先もオシム流を生きる秘訣
と考えて、落ち込むことなく人生を楽しんで
いきたいと考えています。
（東京第二支店

矢野

尚志）

できます。逆にできていない現場は雰囲気

電工の時は寒いなか、徹夜でスラブ配

が悪く身内同士でしかコミュニケーション

管がたびたびありました。最初の現場管理

をとらないことが多いです。そして自分よが

はボーリング場でしたが、突貫工事の現場

りの仕事をしてしまい危険作業に繋がって

でいきなり弱電全ての担当だと言われ誰

いると思います。

からも何も教えてもらえず、いつ、何を、どう

挨拶1つで安全で働きやすい現場にで

の で、 問 題 の 内 容 を 完

人生と同じで失敗から学ばなければなら
は見方を変えると「人生で失敗しても何も

悠）

Another milestone unveiled

フォークソングの一節を借りれば、「胸に棘

ない」という言葉を残しています。この言葉

薄井

きると思いこの標語を作成しました。

全に理解しなければな
りません。受験の約1年前から漢字の勉強
仕事では、日本の電気工事で使われるさ

6月5日、マイナビ主催の対面イベント

まざまな材料に精通していることが重要で

「理系学生のための仕事研究＆インターン

す。

シップフェア」へ参加し、来場された多くの
学生さんに電設業界やインターンシップに

第二種電気工事士を受験できたこと、そ

ついて説明させていただきました。

して励まし支えてくれた同僚や上司に感謝

当社では施工管理職の業務理解を深

しています。これからより上を目指して頑張

めていただけるよう「1day（施工管理職の

ります！
（東京第三支店

実務を疑似体験）」と「長期（実際の施工

Rino Cesar Mandia）

したらいいのか悪戦苦闘しました。失敗も
たくさんありましたが、無事完成しオープン

2024年卒対象インターンシップ幕開け

も含めて、電気工学用語を勉強しました。

現場で業務体験）」の2種類のプログラム
をご用意しています。少しでも興味のある

北海道支店

管理係

した時は満足感達成感でいっぱいでした。
この会社に入社できたこと、また全ての
支店の人たちと関わりを持てたことは幸運
でもあり幸せな会社人生でした。

職では工場で総務部の
仕事をしておりました。未
経験の業務も多いです
が、支店の皆さんに優し
く 教 えて い た だ い て い る の で、 H E X E L
Worksの一員としてより貢献できるように
精進してまいります。
東京第三支店

・札幌北1西5計画

（北海道支店）

・ハインズ弥富プロジェクト（Phase3）

前田

（人事部

吉田

優人

入社しました前田優人と
言います。前職では広島
の方で内線工事ではな
く、主に外線工事の仕事
をしていました。未経験
なので一から覚えていかないといけなく、

生時代にやっておいた方が良い事」につい
て答えるために、今回「学生時代の後悔」
動画では学生に対してのアドバイスも紹
介しています。和気あいあいとした雰囲気
で撮影を進められたので、HEXELの良さも
アピールできたと思います。
今後も支店を巻き込んだ
企画を行っていきますので、よ
ろしくお願いいたします。
（広報チーム

長江

孝雄）

そのため現在勉強している最中です。
趣味は、音楽を聴くことで特に、UVERworldが好きです。これから業務を通して
成長していき、早く一人前になりたいと思っ
ています。

新聞委員を卒業します
産休・育休取得のた

4～6月の採用
北海道支店

管理係

山城

大阪支店

工事係

宗

ことになりました。これま

哲也

前田

優人

EP支店

三浦

寿一

工事主任

め社内報PJを卒業する

真希

東京第三支店 工事係

で社内報作成に協力し
てくださった各部署の皆
さま、本当にありがとうご
ざいました。皆さまからいただく文章・写真

（名古屋支店）

はどれもユニークで、作成する私の方がか

方はマイナビやリクナビよりご応募くださ
い！

就職活動中の学生から寄せられる「学

について若手社員に語ってもらいました。

工事係

初めまして。6月1日に

躍を祈念しております。本当に長い間あり

受注！

真希

ました山城と申します。前

今後の皆様のご健康とますますのご活
がとうございました。

山城

6月1日に入社いたし

この度、7月1日をもちま

挨拶は現場内で良好

ない事態が発生し、工具変更や力の掛け
コロナ禍のため皇居での伝達式は中止と

貞芳さん （1969年入社）

【経歴】
直営工事本部→東京第二支店→横浜支店→東日
本事業本部→北関東支店→東日本本部→西日本
本部→東日本本部

して退職することになりま

ずペンチで電線が切れ

髙橋

日高

洸祐）

した。実技は握力が足り

春の叙勲で瑞宝双光章を受賞しました。

新しい仲間をご紹介します

お世話になりました

えって楽しませてもらっていたように思いま

季生）

す。
毎号何かしら大変なことは起きるのです

安全ポスター「だいすき」～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～
5月

4月
大好きな学校
小関

結芽さん

大好きなアイス
小関

芽衣さん

大好きな花火

柿本

大好きな野球

琉仁さん

が、PJメンバーとともに乗り越え手にする
社内報はどれも思い出深いものばかりで

6月
柿本

遥斗さん

中山

綾乃さん

す。約4年間、お世話になりました！

お気に入りの私のテント

大好きな相棒とピクニック

（東京第二支店

下田

大好きなキャンプ

（監査室

神田

信子）

（EP支店

柿本

有哉）

－

（瀬戸内支店

7

－

中山

憲也）

大好きなすいか、おいしいなぁ

会社HP

採用HP

－

8

－

YouTube

Twitter

紀恵）

竣工現場レポート
セントガーデン海老名

クラッシィタワー靱公園

Ⅰ街区

1000 DREAM PROJECT

今までにない電気室

契 約 先：㈱長谷工コーポレーション

当物件は、JR相模線海老名駅そ
ばの「ららぽーと海老名」に隣接した
立 地 で す。 プ ロ ジ ェ ク ト 名 と し て
「1000 DREAM PROJECT」と銘打っ

設計監理：㈱長谷工コーポレーション
工

契 約 先：㈱鴻池組

当物件は、大阪メトロ中央線の阿波座駅より徒歩

期：2020年2月～2022年3月

7分ほどの場所に位置しており、目の前には靱公園

施工場所：神奈川県海老名市泉

があります。この靱公園にはテニスコートがあり、そこ

建築概要：延床面積38,404㎡、RC造、

では過去に大坂なおみ選手も試合をしていたそうで

地上15階、500戸

設計監理：㈱IAO竹田設計
工

期：2019年10月～2022年3月

施工場所：大阪府大阪市西区京町堀
建築概要：延床面積19,562㎡、SR造、地上27階、
176戸

ており、その名の通り、Ⅰ街区で500

施工部署：東京第二支店

す。工事期間中には杉山愛選手によるテニススクー

施工部署：大阪支店

戸、Ⅱ街区で500戸、計1,000戸の

協力会社：㈱ＫＥＮテクノ、㈱桐光電気、

ルも開催されていました。

協力会社：㈱上甲電設工業、福西電機㈱、

分譲マンションです。今回竣工した

工事をするなかで大変だったことは、この建物が

㈱多田エンタープライズ、菅野電気㈱

のはⅠ街区で、Ⅱ街区は今現在も施工中であります。東京第二支店ならではです

免震構造であるにもかかわらず、電気室を地下に設

が、設備工事も当社施工ということで、協力して現場管理することができました。

置することになっていたため室内の壁が「地球側」と

気を揉んだ点として、メーカーの工場火災により、インターホンが一時納期未定
となったことです。2カ月間ほどすったもんだした記憶があります。メーカー独自シス
テムで、インターホンと自火報を統合したシステムが採用されており、単純にメー
カーを変えれば良いということではありませんでした。メーカーの尽力により、納品
台数をなんとか確保でき、一件落着となりました。
Ⅱ街区は若手のホープがPMを引き継いでおり、より良い物件となることを確信し
ております。
（東京第二支店

高橋

良弥）

「免震側」に分かれていたことです。平面図上では、

inside story
最後の晩餐はラーメンと決めているの
で、この現場でも例に漏れず、付近のラー
メン店を調査しました。海老名駅そばに
「豚らーめん ミドリカワ」というラーメン店
があり、二郎系ラーメンのお店です。ガッ
ツリ、コッテリ、美味しく食べさせていた

広く見える電気室も壁とのクリアランスをとるため、ト
ランスなど受変電設備機器の配置は窮屈になり、配線も免震余長を考慮したルー
トを考えるのに苦労しました。ですが上司や先輩、後輩、協力業者さんの力を借りて
無事受電できたときはかなりホッとしました。
初めてのタワーマンションでさまざまな壁がありましたが、たくさんの人に協力し
てもらいながら完成しました。
（大阪支店

だきました。

プラウドタワー名古屋錦
タワーマンション

星空の郷
「星空の郷」

契 約 先：㈱長谷工コーポレーション

当物件は、市営地下鉄東山線の伏見駅徒歩5分、
丸の内駅徒歩2分程の場所にあり、名古屋エリアと
栄エリアをつなぐ中間地点として注目を集めるエリ
アです。なかでも日本三大繊維問屋街に数えられた
場所であり、その復興の一環として当プロジェクトが
計画されました。
もともと工程が厳しいなかスタートしており、さらに
躯体工事が1カ月以上遅れたため、竣工検査間際
は大変でした。また、分譲エリアは一括受電、賃貸エ
リアは中電借室、施設エリアは別に高圧受電と、引

設計監理：㈱長谷工コーポレーション
工

大城

翔矢）

岡山市岡山北斎場

岡山桃太郎空港から10分の郊外山

施工場所：愛知県名古屋市中区錦

間地に建設された市営の斎場です。

建築概要：延床面積45,049㎡、RC造

建物はRC造3階建ての火葬棟（人

地下1階地上30階、分譲360戸、賃貸42戸、

体12基･動物炉1基･胞衣炉1基）、S

一部店舗
施工部署：名古屋支店

造1階建ての待合･告別棟（待合室

協力会社：㈱福岡電工、㈱味美電設、㈱上田電気工事、

12部屋・告別室3部屋）と告別から

㈱後藤電気工事、エレック、エヌ・ケー電工、
花井電気、㈲櫻井電気

inside story

込みが3カ所ある特殊な物件であり、さらに外部が

当現場は、名古屋最大の繁華街、錦三

狭いため外構工事は苦労しましたが、ゼネコンおよ

丁目のお隣の錦二丁目にあります。古く

阪神避雷針工事㈱

inside story
同じ事務所にいた設備屋さんがASMR
にはまっているのかガムを食べるときだけ
咀嚼音が凄く、疲れている時でもそれが
吹っ飛ぶくらい笑わせてもらいました。
とにかくクセが凄くて親切な人達でし
た。初めてのタワーマンションで緊張しま
したが、周りのメンバーのクセの強さで
乗り切れました。

岡山市岡山北斎場

この物件は岡山市内から30分、

期：2019年10月～2022年3月

能美防災㈱、仲矢防災設備㈱、

契 約 先：岡山県岡山市
設計監理：㈱東畑建築事務所・㈱山陽設計
工

期：2020年3月～2022年3月

施工場所：岡山県岡山市北区富吉
建築概要：延床面積7,055㎡、RC・S造、地上3階
施工部署：瀬戸内支店
協力会社：㈱木多電気設備、せのお電気㈱、
合田電気㈱

inside story

火葬まで行える施設です。
高齢化に伴う火葬需要に対応するために計画され、1日最大24組受け入れ、停

岡山は「晴れの国おかやま」という

電時でも発電機（高圧750KVA）にて3日間は火葬を継続できます。異業種（設計・

キャッチコピーが使われています。です

建築・電気・機械・火葬炉）ＪＶとして2018年12月から設計開始、2020年3月より施

が、日本一晴れの日が多いのは香川県

工にかかりました。

（岡山は16位）だそうです。実は岡山県は

からの繊維問屋街ということもあり、比較

最初に驚いたのが、産業廃棄物処分場の跡地ということで、掘削する深さに制限

降水量1㎜未満の日が日本一多く、降水

半導体不足による器具の納期遅れが拍車を掛けましたが、代理店担当者もな

的落ち着いた雰囲気の街並みのなかに

があるため、地上に地中梁を施工したことです。最終的には1.5m程盛土をしていつ

量が少ない！すなわち晴れの日が多いと

んとか器具を搔き集めて間に合わせてくれました。施工としてもなかなかのボ

あります。飲食店もいろいろあるのです

も見る地中梁になりました。官庁工事・異業種JV・RC造・S造・火葬設備と民間では

いうことらしいです。おかげで災害も少な

リュームで大変でしたが、無事故で無事に竣工を迎えられて良かったです。

が、ラーメン屋が多く、昼食は週3でラー

ない施工で書類作成や施工方法など苦労しましたが、大変勉強になりました。

く、自然が多く、おいしい果物がたくさん

び設備業者と日々調整し、なんとか受電に間に合うことができました。

（名古屋支店

－

9

佐藤

－

健治）

メンでした。痩せないはずです…。

（瀬戸内支店

－

10

酒井

－

史彦）

あり、住環境はとても良いところです。

発行：株式会社HEXEL Works
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