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代表からのご挨拶
早いもので春も過ぎ、梅雨間近、初夏の陽気にな
りましたが、昨年２月にクルーズ船の乗客から新型

2 021年

初夏号

愚痴っ

社員５名が新たな仲間に加わりました。
会社発展に不可欠な社員の成長と代謝は少しず

コロナウイルスの感染者が出て以来一年半近くが

つですが前に進んでいることだけを報告致します。

過ぎ終息に向かうどこかますます悪化のコロナ禍

いずれにしても先を見通しづらい状況ではあり

で日常生活を取り戻すことができず皆様ご苦労さ

ますが、一日も早い終息を願い、平穏な生活が取り

れていることと思います。

戻せた時にはマスクを捨て、社員旅行や新入社員

正直、このご挨拶を考えたとき何を考えてもコロ
ナの影響でこうなった、感染対策をしてこうしてま

歓迎会など明るい行事が行えるよう楽しみにして
おります。

す、に行きつき何一つとしてコロナから逃れられな

また、時節柄コロナ対 策だけでなく熱中症対 策

い現状の報告しか思い当たらず、皆さんもコロナ関

にも万全を期してこのような災禍を乗り越え皆さ

連の情報は周知の通りでうんざりされていると思

まの何かお役に立てたら幸いに思います。
何かと不便の多い今日ですがこの状況の解消とと

います。
当社も今年はほとんどの行事が中止あるいは縮

もに皆さまのご健康を心よりお祈り申し上げます。

小せざるを得ない中、なんとか勉強会は感染対策
に試行錯誤して継続してます。そして３月には新入

代表取締役

山家茂夫

今年も桜祭りを開催出来ませんでしたが、
目黒川沿いの桜はキレイに咲いてました

今月号の内容

■代表の挨拶
■竣工物件

■施工中物件

■神奈川支店よりご報告

■勉強会ご報告

■休日の過ごし方

■BIMの取組みについて

■YouTube動画作成しました

■新入社員ご紹介

■編集後記

竣工物件
〈前号（52号）から今号までに竣工した物件をご紹介します〉

（仮称）北千束2丁目マンション
東急大井町線、北千束駅徒歩5分の場所に、総部屋数25
戸の高級賃貸マンション「グランディール北千束」が完成しま
した。高台に位置していることや、周りに高層の建物が少な
いため、上階はとても見晴らしが良い建物です。
外壁全面にはボーダータイルが張られ、道路側のバルコ
ニーには御影石とアルミパネル、ガラス手摺が取付けられて

るのか、無事に工期内にお引渡しまで持って行けるのかと、
不安もありました。しかしながら、関係業者の皆様のご協力
のお陰で、お引渡しを1 ヵ月短縮し竣工を迎えることができ
ました。大変な状況の中、本当にありがとうございました。
最後になりますが、今回の工事を御発注いただいたお施
主様とは、私が新入社員で配属になった現場より約18年間
のお付き合いをさせていただいております。今回またこのよ
うな物件に携わらせていただき、心より感謝申し上げます。
所長

います。とても高級感があり、暖かみのある、落ち着いた仕

中川

上がりとなっています。エントランスの壁と床は大理石、共用
廊下は内廊下で、壁はクロス、床はカーペットと、分譲マン
ションかと思うほどの高級感のある物件に仕上がりました。
2020年2月に着工し、それと同時に新型コロナウイルス
感染症が猛威を振るい始めました。工事を工程通り進められ

発注者

有限会社 高田ビル

敷地面積

329.24㎡

所在地

大田区北千束

建築面積

243.33㎡

鉄筋コンクリート造
地上5階建て

延床面積

973.54㎡

設計監理

有限会社アルステクニコ

構

造

施工中物件
〈前号（52号）から今号までに施工中の物件をご紹介します〉

（仮称）浜田山2プロジェクト
当建物の場所は、同じ発注者様で以前施工した浜田山3丁
目プロジェクトの隣の敷地になります。写真の9階建ての建
物が以前施工した建物です。

上にいろいろなアイデアが施されているのも楽しみです。
また施工する点からは、近隣住民の方々とも初めてのお付
合いではないので、お互いに気心もわかっているという安心
感がありますが、現場代理人も前回と同じ人員を配置し、万
全の体制で施工にあたる所存です。

担当

敷地はひと回り狭いものの、規模は同じ地上9階建てとな
りますので、西永福と浜田山の間の井の頭通り沿いにツイン
ビルが建つ様相になります。
今回、発注者様の『隣の建物よりも進歩した建物にしたい』
というコンセプトのもと、全体の設計監理を行う設計事務所
以外に、エントランスのみデザイナーを起用するなど、前回以

発注者

㈱M&Hアセットマネジメント

敷地面積

228.97㎡

所在地

杉並区浜田山

建築面積

159.76㎡

鉄筋コンクリート造
地上9階建て

延床面積

813.70㎡

構

2

造

設計監理

㈱ベルセン建築計画

表

F邸新築工事

お嬢様とご両親の叶えたい夢の実現に、尽力していきた
いと思います。

担当

清水

この度、
Ｆ邸新築工事を施工させて頂くこととなりました。
計画地は世田谷区下馬で、閑静な住宅地で近くに公園もあ
り、生活しやすい環境です。
竣工後はお嬢様とご両親のお住まいになる、二世帯住宅と
なります。計画は、街並みに合わせて落ち着いた雰囲気の木
造3階建てで、内部は施主であるお嬢様とご両親の考えを融
合し、お互いの生活を尊重しつつもコミュニケーションの取
りやすく、使い勝手のよい、開放的な計画となっております。
今年の12月竣工予定です。竣工時には、
また報告させて頂
きます。
お施主様のお母様とは、私が会社近くの工事部分室で活
動していた時のご近所様で、日々ご挨拶させて頂いており
ました。今回お声がけ頂き、懐かしく、嬉しかったです。

発注者

F様

敷地面積

113.38㎡

所在地

世田谷区下馬

建築面積

67.07㎡

構

木造
地上3階建て

延床面積

175.11㎡

造

方南ファミリーコーポ耐震補強工事

設計監理

㈱モプラスアーキテクツ

工事完了までご協力をお願いいたします。

担当

呉

方南ファミリーコーポは環状7号線と方南通りの交差点際
の側道に面しています。
この度、東京における緊急輸送道路
沿道建築物の耐震化を推進する条例にのっとり耐震改修工
事を施工させていただきます。
補強方法は柱の巻き立て補強1〜2階4本・開口閉塞3 ヶ
所・壁の増し打ち補強2 ヶ所・スリット補強4か所・DUF工
法4〜6階。DUF工法は建物の既存の柱・梁の外部に新たな
柱・梁を増設する工法で柱・梁の交わる場所には高強度の
特殊コンクリートを打設する工法です。
今回は工事に際しバルコニーの撤去・復旧工事がありま
すので住民の皆様の安全はもとよりご近隣の皆様には騒音・
粉塵等のご迷惑が掛からぬよう仮設等に十分注意致します。

発注者

方南ファミリーコーポ管理組合

敷地面積

所在地

杉並区方南

建築面積

鉄筋コンクリート造
地上8階建て

延床面積

1659㎡

設計監理

株式会社 耐震設計

構

造
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神奈川支店よりご報告！
竣工物件
な物件を携われて誇りに思います。

K邸改修工事
現場は、田園都市線沿い分譲マンション一室の内部改修工
事です。工事内容は、
スケルトンにして全てを新しくする工事
です。計画は、昨年の4月からスタートしプランニングから始

最後に無事故無災害で竣工いたしましたことを、施主様を
始め関係各社様ならびにご近隣の皆様に厚く御礼申し上げ
ます。ありがとうございました。

まりました限られた予算で最高な改修工事を行うことを目指
し、施主様と共に議論を重ね、約6か月間の準備期間を経て
工事が着手しました。工期は2020.10.5から2021.1.30で

Before

す。約4か月の長い工事になってしまいました。途中、変更や
追加があり当初、2020.12.28の引き渡し予定が1か月伸び
てしまい、施主様にはご迷惑をお掛けしてしまい本当に申し
訳ありませんでした。
しかし、途中で神棚や仏壇置場のカウンター材を銘木にす
る提案をさせていただき、高級な欅材を使用するなど材料や
施工技術に満足いく工事をさせていただきました。
このよう

After

発注者

K様

敷地面積

所在地

川崎市

建築面積

鉄筋コンクリート造
地上９階建て

延床面積

構

造

設計者

施工中物件
Rマンション大規模修繕工事
現場は、田園都市線用賀が最寄り駅でお隣がオーナー様
のご自宅になる物件で、RC造・地上3階建ての賃貸マンショ
ンです。
工事内容は、①屋上防水の張替え、②外壁ひび割れ補修、
③外壁タイルひび割れ部分張替え補修、④外壁タイル浮き
アンカーピンニングエポキシ樹脂注入工法、⑤外壁爆裂補
修、⑥シーリング打替え、⑦外部（外壁・軒天）塗装、⑧鉄部塗
装、
になります。
現在、屋上防水改修・外壁補修・タイル補修工事中です。全
工期、無事故・無災害を目指し、高品質な改修工事をご提供
出来るよう全力で取り組んで参ります。
担当

発注者

H様

敷地面積

所在地

世田谷区瀬田

建築面積

鉄筋コンクリート造
地上3階建て

延床面積

構
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里島

造

設計者

担当

里島

勉強会ご報告
職場におけるハラスメント対策
メンタルヘルス対策
近年日本では
「ハラスメント」
という言葉を多く耳にするようになってきました。
このハラスメントにつ
いては、最近多くの職場で問題視されています。
この度、鈴木健太先生をお招きし、
『職場におけるハラ
スメント対策 メンタルヘルス対策』のご講演を頂きました。今号ではハラスメントの中でも特に耳に
する
「パワハラ」
「セクハラ」
「マタハラ」のご説明をさせて頂き、次号では
「ハラスメントの予防策」
「メン
タルヘルス対策」
についてご紹介したいと思います。
パワーハラスメント（パワハラ）について
パワハラとは、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えた
ものにより、③労働者の就業環境が害されるもの。
この①〜③の要素を全て満たすものを言います。
パワハラの6類型
①身体的な攻撃→殴打、足蹴り、物を投げつける等。
また、いきなり胸ぐらを掴むのも該当する
②精神的な攻撃→人格否定、長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の前で大声での叱責等
③人間関係からの切り離し→特定の労働者を仕事から外し、長時間別室に隔離する
④過大な要求→必要な教育を行わないまま、到底対応出来ないレベルの業績目標を課せる等
⑤過小な要求→管理職の労働者を退職させる為、掃除等の誰でも遂行可能な業務を行わせる等
⑥個の侵害→労働者を職場外でも継続的に監視、
スマホを覗く、机の中を物色する等

セクシャルハラスメント（セクハラ）について
セクハラとは、職場において行われる、労働者の意に反する性的な言動により、労働者が労働条件に
ついて不利益を受けたり、就業環境が害されることをいう。
セクハラは男性も女性も、行為者にも被害者にもなり、同性に対する性的な言動もセクハラになる。
セクハラの種類
① 対価型セクシャルハラスメント→経営者から性的な関係を要求されたが、拒否したら解雇。
部下の腰や胸を触ったが抵抗された為、不利益な配置転換した等

② 環境型セクシャルハラスメント→上司に体を度々触られることにより、就業意欲が低下した。
同僚などの性的な内容の噂を、社内や取引先に流され、仕事に手がつかない等

妊娠・出産・育児休業等ハラスメント（マタハラ）について
上司・同僚からの言動により、妊娠・出産、育児休業休業等を申出・取得した労働者の就業環境が
害されることを言う。
モラハラの種類
① 制度等の利用への嫌がらせ型→出産・育児・介護に関連する制度利用を阻害する嫌がらせ

「男のくせに育休取るなんてありえない」
と言われ、休業を断念する等

② 状態への嫌がらせ型→出産・育児による就労環境を害する、嫌がらせ等

「出産・育休を取ろうなんて図々しい」等の発言で、就業意欲を低下させる等
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BIMの取組みについて❷
前回はゼネコンとしてBIMをどう活用出来るかということで、BIMで作った3Dモデルから施工図
（２D化）の作成を進めている話をさせて頂きました。
今回は弊社でお付き合いさせて頂いている設計事務所様より、お施主様へのプレゼンテーション
の為に協力してお仕事が出来ないかとお誘い頂き、BIMにて建物の可視化、プレゼンテーション用途
の運用を開始しましたので、その取組みについて書かせて頂きたいと思います。
可視化というのはBIM本来の用途の一つです。その為、とても簡単に作成することが出来ます。作
業としては設計事務所様より頂いた図面情報をもとに３Dモデルを作成し、作成された３D形状の物
に指定されたマテリアル(材料)情報を与えます。このマテリアルは一般素材であればソフト内で作
成出来ます。例えばステンレスであれば色味、反射率、パターン等を指定することで、鏡のように反射
する鏡面、マットな艶の無いヘアライン、凹凸のあるエンボス等、仕上を変えることが出来ます。ま
た、タイルやビニルクロスといったメーカー毎に異なる意匠の物はカタログより画像データをBIM
に入れてその画像をそのまま表現することが出来ます。少し難しい内容になってしまいましたが、参
考画像のように写真みたいなリアルなパース(透視図)が簡単に作成出来ます。
また、照明器具を配置すれば照度も計算されますし、建物の緯度経度を指定すれば太陽光もリアル
に再現されます。紙面ではお伝え出来ないのが残念ですが、モデル内を歩くこともでき、それを動画
として出力することも簡単な操作で出来ます。目線の高さ(身長)も指定できるので実際使われる方
の目線で再現されます。
このように、お施主様にとっては建物が完成する前に実際の出来上がりを２Dの図面で見るより、
BIMを利用した３Dモデルを見て頂くことでイメージがしやすくなります。また、デザインの部分で設
計事務所様と関われることで施工者である神興建設もお施主様との合意形成の一端を担うことがで
き、今まで以上に、お客様の満足度の高い建物が造ることが出来るのではないかと期待しております。
染谷

ユニクロ

受付 · カルテ室
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診察室

新入社員ご紹介
笹川

遥乃

今年入社しました、笹川遥乃です。よろしくお願いします。
私は新潟県出身で、食べることが好きなので、新型コロナウイルスが落ち着いたら美味しいお店
を探したいです。
今はまだ社内研修や施工図の読み方などの研修を受けています。初めて聞く専門用語や授業で
聞いたことしかない作業を実際に現場見学で見るなど新しいことばかりです。まだまだ分からない
ことも多く不安になって行動に移せないこともありますが、自分の考えを持ってはきはきとした行
動をとれるように頑張りたいです。
目標までまだとても遠いのでこれから現場に配属されたら積極的に動き、
わからないところは所長
の方や先輩に聞いてより早く目標に近づけるよう頑張ります。
ご指導のほどよろしくお願いします。

山本

一輝

今年入社しました、山本一輝です。
よろしくお願いいたします。
私が生まれ育ったのは寒川神社で有名な神奈川県寒川町です。神奈川と言いつつも都会ではな
く、湘南ではあるのですが、海はありません。そんな町でも私はとても気に入っています。町自体が
小さいので小中学校が少なく、習い事やお祭りなどの行事で出会う同学年はみんな知った顔、
とい
うような感じです。
なので、他の学校にも知り合いが多くでき、町の行事がとても楽しいです。部署が
違ってもコミュニティがある神興建設と似ているなと思います。
研修が始まって1か月が過ぎました。社員の方の顔と名前も覚えてきて、朝、出社する前のドキド
キも落ち着いてきました。早く皆さんに自分の顔と名前を覚えてもらえたらな、
と思います。
これか
らよろしくお願いいたします。

山本

生年月日：2001年3月20日
出身校：東北電子専門学校 建築科
趣
味：カラオケ、ランニング

葉留華

今年度入社しました、只野葉留華です。大学ではウィンドサーフィン部に所属していました。
オリン
ピック選手も輩出している部活動では皆負けず嫌いで、
メンタルが強くなければやっていけない環
境だったので、その鍛えられたメンタルをこれから仕事で生かせたらいいなと思っております。
研修が始まって一ヵ月弱が経ちました。現場研修の際、
自分は大学で何を学んでいたんだというほ
ど分からない事がたくさんありましたが、焦りと同時にこれから沢山の知識を学べるという楽しみな
気持ちも湧いてきました。
これから沢山ご迷惑をおかけしますが、根気よく頑張っていきますので、
よろしくお願い致します。

中幡

生年月日：1998年9月1日
出身校：東海大学 工学部 建築学科
趣
味：読売ジャイアンツの応援

昂志

今年度入社いたしました、山本昂志と申します。
青森県出身で宮城の学校に通っていました。都会の人の多さには毎日驚かされます。
通勤も少しずつ慣れてはきましたが、
たまにこの電車でいいのかと不安になることもあり、完璧に
なれるまではまだまだ時間がかかりそうです。
おいしいものや楽しい場所がたくさんあるので、
コロ
ナウイルスが落ち着いたら色々な所に行ってみたいなと思います。
現場には六月に配属されるので、
それまでの間はみっちりと施工図の見方や書き方を覚えていきま
す。
専門学校を卒業はしましたが、
実際に現場に行かないとわからないことがたくさんあると思うの
で、
迷惑をかけますが、
所長や職人さんにお話を聞き、
少しでも早く一人前になれるよう努力します。

只野

生年月日：2000年3月2日
出身校：新潟日建工科専門学校
建築設計科・建築設計研究科
趣
味：食べること

生年月日：1998年7月10日
出身校：関東学院大学
建築・環境学部 建築・環境学科
趣 味：韓国アイドルの動画を見たり
音楽を聴くこと

純子

今年度入社しました、中幡 純子と申します。大阪府箕面市から来ました。大阪といえば、派手でうる
さいイメージが強いかもしれませんが、箕面は紅葉が綺麗な山があり、
自然豊かで落ち着いたとこ
ろです。
幼い頃から絵を描いたり、作ったもので人に喜んでもらえるのが好きだったので、
お客様に喜んで
もらうという目的を忘れずに、精一杯勉強したいと思います。
慣れないうちは、いろいろとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ひとつひとつ覚え
て、安心して仕事を任せて貰えるように頑張ります。
ご指導のほどよろしくお願いいたします。

生年月日：1996年10月11日
出身校：武庫川女子大学大学院
生活環境学研究科 建築学専攻
趣 味：テニス、バドミントン
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休日の過ごし方
昨年より始めました趣味の一つをご紹介できればと思い

行動距離は約60㎞前後くらいの距離で自宅を中心に東西

ます。この趣味は、もともとテニスを遊び程度で休みの日な

南北と行動しています。朝9時に出発して12時頃に帰宅し

どを利用して楽しんでいましたが、昨年あたりから施設も

て午後はゆっくりという感じで過ごす事が多く、行先を決

閉鎖となってしまい仲間と何か出来ることはないかと話し

めるときは帰りが楽なように、その日の風向きを見て風の

合い自転車で湘南あたりまで行ってみようというのがきっ

吹く方角に向って行くことが多いですね。そのうちコロナ

かけとなり、サイクリングが趣味となりました。

感染リスクも落ち着いたら目標は今治から尾道まで渡る

自転車に乗る時のスタイルはヘルメットとサングラスと

「しまなみ海道」を走破してみたいと思っています。

横田

マスク着用で、緊急事態宣言中と休みの前半、雨の日以外は
自転車で出かけたりしています。
15年くらい前から、中央林間駅（神奈川県）の近所で暮ら
していまして、近くに境川という町田市から鵠沼海岸まで
続く河川沿いにサイクリングロードがあるので、最近では
江の島まで自転車で行くことが多くなっています。

新卒募集用の動画を作成しました！
この度、新卒募集の為の動画をリクルート協
力のもと製作しました。製作したのは、若手社員
が働く施工現場の紹介動画と若手社員のインタ
ビューの2つです。この動画は、弊社ホームペー
ジの新卒情報から、建築系学生特別サイトとい
うページに移ることで見ることが出来ます。ま
た、YouTubeでも「神興建設」で検索して頂けれ
ば2本とも見ることが出来ます。現場に出ている
社員の雰囲気や、若手社員がどのような気持ち
で現場に励んでいるのかを、皆様にも是非見て

若手社員が
働く現場

頂けたらと思います。

度重なる緊急事態宣言により、今年のGWも特に遠出することも無く、比較的大
人しく過ごしておりました。
プライベートで大きなイベントも約1年前から考えてたの
ですが、断念せざる負えない状況となり、切ない気持ちでいっぱいです。
さて、今年は
5人も新入社員が入社しました。みんな真面目で良い子たちです。
これからどんな風
に成長していくのか、今から楽しみにしています。
営業部 堀切

編集
後記
ADD

本

社

世田谷区池尻2-13-3
●T E L : 03-3410-5590
●FAX : 03-3795-6202
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若手社員
インタビュー

分

室

本

店

神奈川支店

世田谷区池尻2-32-8

目黒区東山2-1-2

川崎市麻生区上麻生6-38-8

●T E L :03-5787-8962

●T E L :03-5768-8688

●T E L :044-989-8571

●FAX:03-5787-8992

●FAX:03-5768-8952

●FAX:044-742-5500

