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ここ最近、新型コロナウイルスの感染者数がかなりの勢いで増加してますね。昨年末頃
までは感染者数も落ち着いてきた為、社内行事も感染対策を徹底しながら少しずつ行っ
て参りましたが、またしばらく皆が集まる行事は実施出来なさそうです。今年こそは社員
旅行も実施したいと、昨年から企画し始めていたのですが、果たしてどうなることでしょう
……さて、今回の神興ニュースで神興建設が行うSDGｓについて掲載させて頂きました。
取り組む内容は小さなことかもしれませんが、持続していくことで、地球環境の未来に繋
がるのは間違いないと思いますので、一生懸命取り組んでまいります！ 営業部　堀切

新入中途社員
歓迎会・忘年会

①テーブル移動無し（お酌も無し）　②会食の時以外はマスクの着用
③自分の食事を他の人にあげたりシェアの禁止　④入室前に検温及び消毒の徹底

⑤換気の徹底
※写真撮影の時だけマスクを外しています。

ルールは徹底しましたが、それでも社員みんなで集まっての会食は久しぶりとなった為、とても
楽しく過ごすことが出来ました。しかし、マスクも外し、全員とのコミュニケーションを取りなが
らの会食が恋しくもなりました。早く気兼ねなく集まることが出来る世の中になってほしいと切
に願います。　

令和3年11月19日、新型コロナウイルスの影響により2年近く開催出来なかった、新入社員及び中
途社員の歓迎会を兼ねた忘年会を開催致しました。昨年のこの時期はコロナウイルスの感染者数
も少なくなってきたこともあり、開催に踏み切りました。
本来であれば、新しく入社した仲間たちとのコミュニケーションを図る為、テーブルを移動して全
員と話をしたかったのですが、今回はルールを徹底して感染対策を行いながら開催致しました。

ルール

明けましておめでとうございます。
令和４年の新春を迎え謹んでお慶び申しあげます。
旧年中は大変お世話になり、改めて御礼申し上げます。
昨年を振り返りますと、丸二年に渡り新型コロナウイ
ルス感染症の影響をうけ様々な経済活動が制約をうけ
ました。今年はというと引き続きコロナ感染の影響は大
きく先行きの懸念材料ではありますが、健全な危機感を
持って感染対策に当たり留まることなく前へ前へ進んで
いきます。
年頭ということで希望につながるご挨拶をしたいと思
います。

建設業界全体の見通しは相当厳しいです。コロナ禍
において間違いなく物価の上昇・原材料の減産による
建設資材の高騰・少子高齢化による人的資源の不足・
公共工事への予算削減・気候変動による災害・円安の
影響等々、明るい材料が見当たらない状況ですが今年
は「五黄の寅・壬寅」の干支です。
寅年は「新しく立ち上がること」「生まれたものが成長
すること」「陽気を孕み、春の胎動を助く」未来を創る希
望の年だそうです。ですが、運勢に頼っているわけでは
なく、弊社としてはコロナ禍でも専門的技術の研修は勿
論、毎月の全社員での勉強会はコロナ感染対策を徹底

し中止することなく継続してます。４月には４名（昨年は
５名）の新卒者が新しく加わり、役員の昇格・新任をし、
全社あげてＳＤＧｓへの取り組みを始めました。
なにより心強いのは皆さまから新たなお仕事のご契
約、新規のご紹介をうけ順調に受注をし、目標達成に向
けて推移し、一歩一歩ですが進んでいます。
また、「磨く」を今期の勉強会テーマとし、個々の長
所・強みを再認識して磨き光らせることで神興建設の
長所・強みがさらなる「磨き」となり皆さまのお役に立て
るように努力を重ねていくつもりでおりますので本年も宜
しくお願い致します。
そして、この新しい年が、皆さんにとりまして、夢ふくらむ
年となりますよう心から祈念し新年のご挨拶と致します。

以上

最後に余談ですが私は寅年生まれの年男です。寅年
生まれの特徴的性格として「正義感が強い」「責任感が
強い」「ロマンチスト」「行動力がある」など良いことずくめ
ですが私には当てはまる気がしません。反面「繊細で傷
つきやすい」というのが私そのものだと思います？

代表取締役　山家茂夫
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〈前号（54号）から今号までに施工中の物件をご紹介します〉

施工中物件施工中物件施工中物件施工中物件

方南ファミリーコーポ耐震補強工事

発注者
所在地

構　造

方南ファミリーコーポ管理組合
杉並区方南

敷地面積
建築面積
延床面積
設計監理 株式会社 耐震設計

1659㎡鉄筋コンクリート造
地上8階建て

発注者
所在地

構　造

コドモわた㈱
世田谷区桜新町

敷地面積
建築面積
延床面積
設計監理 ㈱ベルセン建築計画

494.94㎡
287.80㎡
705.57㎡鉄筋コンクリート造

地上3階建て

2 3

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、東京都の緊急輸送道路沿道
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した。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ヶ所・DUF工法4～6階で8構面です。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。外壁補修塗装・屋上防水等の大規模外部
改修工事も合わせて行いました。耐震工事により震度6強か
ら震度7の大規模の地震に対して倒壊または崩壊する危険
性が低いレベルを維持できるようになりました。また、工事
期間を通して無事故・無災害で竣工を迎えることが出来た

のは方南ファミリーコーポ1F～3Fのテナント様、4F～8Fの
入居者様、近隣の皆様、この現場にかかわる人々のご協力が
あったからだと思っております。  この場をお借りして感謝申
し上げます。

担当　呉

（仮称）吉田マンション新築工事

発注者
所在地

構　造

㈱ファーストページ
世田谷区三軒茶屋

敷地面積
建築面積
延床面積
設計監理 ㈱鈴木建築事務所

254.25㎡
203.14㎡
641.69㎡鉄筋コンクリート造

地上4階建て

〈前号（54号）から今号までに竣工した物件をご紹介します〉

竣工物件

令和3年9月、（仮称）吉田マンション新築工事（クレール三
軒茶屋）が竣工致しました。前面道路からの搬入・搬出が通
行止め作業となり近隣住民の皆様にはご不便をお掛け致し
ましたが、無事引き渡せた事は嬉しく思います。建物は１・
２階が保育園、3階が賃貸住宅、4階がオーナー宅となってお
り、外装仕上げは遮熱・断熱効果のあるガイナ吹付け、エン
トランス廻りは1階打放し仕上げに合わせたグレー系のタイ
ルで落ち着きのあるクールな印象となっています。仕上げ・
外構工事では手間取りましたが、なんとか完了することが出
来ました。工事に携わった関係者の皆様、工事にご理解頂い
た近隣の方々に感謝致します。ありがとうございました。

所長　高山

サン・ベビールーム内装工事

発注者
所在地

構　造

㈱ソレイユの樹
世田谷区三軒茶屋

敷地面積
建築面積
延床面積
設計監理 深滝准一建築設計室

254.30㎡

（仮称）吉田マンション新築工事の内、
1～2階

令和３年９月２９日、東急田園都市線三軒茶屋駅より徒歩
８分、世田谷警察署、世田谷消防署に囲まれたとても安心感
のある場所にサン・ベビールームが無事竣工しました。
鉄筋コンクリート造4階建ての“クレール三軒茶屋”の1階
～2階部分で、0歳～2歳の子供を預かる保育園です。内装は
白塗装の壁に、腰壁に木のパネルを使い、大きな鉄骨階段の
蹴込板には半透明のカラフルなパネルを使ったことで、とて
も明るみのある楽しさある空間となりました。小さな子供が
使う場所ということもあり、角の面取りをするなど怪我防止
に特に注意しました。
無事故無災害で完成することが出来ました。工事に携
わって頂いた皆様、ありがとうございました。

担当　山本

（仮称）桜新町Ⅱプロジェクト
本現場は、桜新町駅から徒歩10分ほどの住宅街にありま

す。当計画は2年前に弊社で新築した物件の2棟目の物件に
なります。建物はRC造3階建ての共同住宅となります。前面
道路が狭く、近くに学校があり朝夕は学生が多く通る為、搬
出入時は誘導を徹底して行い、第三者災害には特に気を付
けて作業を行っています。工事は、基礎躯体工事がまもなく
始まります。2月中旬頃より地上躯体工事へと移行します。
また、この現場で初めて基礎伏せ図を描かせていただきまし
た。自分の描いた図面で建物が出来上がっていく楽しみと責
任感を強く感じています。これからは足場も架かり建物も立
ち上がっていきますので、高所からの墜落災害や飛散物災害
が起きないよう安全管理を徹底して行い、無事故無災害で
工事を進めてまいります。 担当　永田
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令和3年10月8日、山本先生をお招きし表題のタイトルで勉強会を開催致しました。
コミュニケーションの勉強会はこれまでも行ってきましたが、今回は時代の変化に伴った、今の時代に求め
られるコミュニケーション術について勉強致しました。

VUCAの時代→将来を予測するのが困難で、社会変化が次々と起こる時代のこと
Volatility（変動性）Uncertainty（不確実性）Complexity（複雑性）Ambiguity（曖昧性）
先の見えない時代の中で求められるコミュニケーション力とは？

入間学生・独身寮外壁改修工事
航空自衛隊入間基地のすぐ近く、防衛省共済組合員の学

生・独身寮の外壁改修工事を施工中です。
主に経年劣化による外壁タイルの剥落防止処置や、鉄部
のさび落とし後再塗装、屋根やバルコニー床の再防水が主
な施工内容です。紫外線や風雨に常にさらされる屋根や外
壁の劣化は致し方ありません。その為に定期的に改修工事を
行い、建物のリフレッシュをすることは大きな損傷を防ぎ、建

発注者
所在地

構　造

防衛省共済組合本省支部
埼玉県狭山市入間川

敷地面積
建築面積
延床面積
設計管理

鉄筋コンクリート造
地上4階建て（一部5階建て） 株式会社東建築事務所

3082.11㎡
757.66㎡
2678.55㎡

物を長く気持ちよく使用するために必要だと考えます。居住
者や近隣の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、日本を守る為
に日々訓練する自衛隊航空機の迫力に後押しされながら元
気に安全に施工を致します。 所長　宮地

次のページへ続く ▶▶▶

求められるスキル（発信）
① 伝達力（情報を間違いなく伝えられる力）
② 表現力（イメージを見せる力）
③ 話力（聞き取りやすく話せる力）
④ 気力（熱意を込めて届ける力）
⑤ 魅力（惹き込む力）

求められるスキル（受信）
① 聴力（相手の心に耳を傾ける力）
② 反応力（適切なリアクションを取る力）
③ 質問力（相手の言葉を広げる力）
④ 理解力（相手の意図を受け止める力）
⑤ 想像力（広い視野で考える力）

【コミュニケーションの変化】

【「伝える」と「伝わる」】

当現場は、新宿御苑から徒歩3分ほどの場所に位置してい
ます。2階から13階までが集合住宅、1階に店舗が入る、地上
13階建てのRC造の建物となります。
スクールゾーンが近接しているため、道路使用許可を伴う
搬入出を9:00以降としています。敷地内に余裕がない為タ
ワークレーンを建てずに、随時ラフタークレーンを使用して
の楊重を計画しています。現場前道路の交通量や人通りが

多い為、第三者災害が無いように注意して工事を行っており
ます。現在は躯体工事中です。無事故無災害はもちろん、お
客様に喜んで頂けるような建物を目指して工事を進めてま
いります。

担当　小島・大賀・只野

発注者
所在地

構　造

㈱M&Hアセットマネジメント
新宿区四谷

敷地面積
建築面積
延床面積
設計監理 奥野公章建築設計室

133.15㎡
80.64㎡
926.77㎡鉄筋コンクリート造

地上13階建て

（仮称）新宿御苑プロジェクト

勉強会ご報告
“伝える”から“伝わる”へ

～人のココロを動かすコミュニケーション術～
“伝える”から“伝わる”へ

～人のココロを動かすコミュニケーション術～

【時代の変化】

・「伝える」は一方通行→相手がわかっていようがいまいが、それだけで目的が達成されてしまう。
・「伝わる」は双方向のコミュニケーション→「伝える」より「伝わる」伝え方が大事である。

▶ では、「伝わる」伝え方とは？
“ニュアンス”が大事！→陽の当たる言い方＞影になる言い方
“自己効力感”が大事！→肯定的＞否定・命令的

〈例：陽の当たる・肯定的な言い方にするなら？〉
「コーヒーで良いです」 → 「コーヒーが良いです」
「今日も疲れた」 → 「今日も頑張った」
「それは出来ません」 → 「これなら出来ます」

▶ 初頭効果と親近効果
・初頭効果＝言葉の最初の印象が、後の情報に影響を与える（短期的な効果）
・親近効果＝言葉の最後の印象が、前の情報に影響を与える（長期的な効果）

悪い言葉での終わり方をすると最初の良い印象が無くなる為、「親近効果」を意識すると良い。
〈例〉
「優しいけど、頑固な人です」より「頑固だけど、優しい人です」の方が優しそうに聞こえるはず

▶ 表情
新型コロナウイルスの影響により、マスク生活が当たり前となってきています。
 “目は口ほどに物をいう”というように目だけでも相手の感情はキチンと理解出来るので、マスクをしてい
る時でも、“笑顔”と“アイコンタクト”を忘れずに伝えましょう。

▶ 最後に
コミュニケーションが難しいのではなく、コミュニケーションを難しいと思うことが、コミュニケーションを
難しくしてしまう。
言葉を一文字変えるだけで、口角を1mm上げるだけで、変えられるものがあることを忘れずに！

E-Com Works株式会社（イーコムワークス株式会社）
代表取締役

山本 衣奈子先生
【業務内容】
・養育、研修セミナー及び各種イベントの企画、運営、講演会、講習会
・各種企業、団体における能力開発、企業における人材育成のための教育及び研修業務　等

講師ご紹介

この二つを意識するだけで、
伝わり方が大きく違ってくる
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予防・解決の為の7つの取組
【ハラスメントの予防策】

11月の勉強会では、SDGsについて、社員で取り組
む内容について話し合いを行いました。
SDGsは、世界のすべての人たちが、安定して地球

で暮らし続けていく為に、2030年までに世界のみん
なで取り組んでいく、17の目標です。
「Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ（持続可能
な開発目標）」略して「 SDGs 」です。
持続可能を、英語では「Sustainable（サステナブ
ル）」といいます。
これからも地球に住み続けるために、SDGsに掲げ

られた目標を、達成したら終わりということではなく、
これから先の未来のために、持続し続けていける社会
を作っていかなくてはなりません。

私たち神興建設は総合建設業として世田谷の地で41年間、地域密着の会社として、地域に根差し、地域とともに成長して来ました。

私たちは、多くの会社さんと取引をします。多くの職人さんと働きます。多くの建設資材を使用します。多くの産業廃棄物を出します。

私たちが、日々の業務や生活の中の行動を少し変えるだけで、地球環境の未来を明るくする手助けとなります。

そしてそれを神興建設が行うことで、より効率的、効果的に社会貢献することができます。

また、神興建設が先頭を切って取り組むことで、世田谷区内の建設会社へ、この輪がひろがっていくことでしょう。

そして、この取り組みは一過性の物で終わらせてはいけません。継続的に行うためには、永続企業を目指す神興建設が取り組まなければなりません。

創業者の磯辺良男が遺した社訓には、「常に社会貢献することができる会社となる」があります。

私たちが行動しなくて、誰が行動をするのでしょうか。

この社訓を胸に、「私たちひとりひとり」プライドを持って取り組みましょう。

私たちは建設業のため、テーマ12「つくる責任、つかう責任」に着目し、3Rを利用して個人で
取り組むこと、みんなで取り組むことを決定しました。
３ＲとはReduce（リデュース）、Reuse（リユース）、Recycle（リサイクル）の３つのＲの総称
です。
そして決まった項目が次のページの内容になります。
「持続可能な責任ある行動が地球環境の未来に繋がる」という標語を各現場に掲げ、社員
と協力業者さん皆で取り組んでいきます。

勉強会の初めに担当者より神興建設がSDGsに真剣に取り組む理由が語られました

神興建設株式会社がSDGsに真剣に取り組む理由 持続可能な責任ある行動が地球環境の未来に繋がる
 神興建設株式会社が行うSDGs

Reduce ～個人で取り組むこと～
1. アフターメンテナンスのしっかりした商品を使って修理を含め長く活用する。
2. 文房具や洗剤など、詰め替え用があるものを選び使用する。
3. マイ箸、マイボトル、ハンカチを使用する。
4. 紙カタログはもらわず、できる限り電子で閲覧する。

Reduce ～みんなで取り組むこと～
1. ロゴ入りマイバックを支給する。
2. 会議資料はデータで送付し、ペーパーレス化する。
3. 工具はシェアして必要以上に買わない。足りない場合はリースする。
4. 複合機に紙代、コピー代、FAX代を表示する。
5. エアコンは、暖房時22℃、冷房時26℃に設定し、表示をする。

Reuse ～個人で取り組むこと～
1. 各階で文房具をまとめて管理し、個人で使用する文具は減らす。
 共有する文房具はリスト化し管理をする。
2. 使用しない私物を欲しい人に差し上げる。
 サイボウズの掲示板を使い社内で閲覧できるようにする。
 （写真は1枚とし、掲載期間は１か月とする。欲しい物の掲載も許可する）

Reuse ～みんなで取り組むこと～
1. 現場の工具や資材を共用物、専用物に分け、専用物は透明な箱に名前を記入して
 個人管理する。専用物は、所有者が定期的にメンテナンスをする。
 共用物はリストを作り在庫管理をする。
2. 使用済用紙は３Fに集め社内文書はすべて裏紙を使用する。
3. 古くなった不要資材は神興会会員へ無償提供をする。

Recycle ～個人・みんなで取り組むこと～
1. 廃棄する作業着は会社で集め野間縫装にてリサイクルしてもらう。
2. 自治体の分別品目を理解し、分別品目に合わせた回収BOXを設置する。
3. ゴミは何でも燃えるゴミにせず分別する。

エアコン設定
暖房時22℃
冷房時26℃

複合機料金
 
白黒コピー ¥
カラーコピー ¥
コピー用紙A4 ¥
コピー用紙A3 ¥
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Recycle ～個人・みんなで取り組むこと～
1. 廃棄する作業着は会社で集め野間縫装にてリサイクルしてもらう。
2. 自治体の分別品目を理解し、分別品目に合わせた回収BOXを設置する。
3. ゴミは何でも燃えるゴミにせず分別する。

エアコン設定
暖房時22℃
冷房時26℃

複合機料金
 
白黒コピー ¥
カラーコピー ¥
コピー用紙A4 ¥
コピー用紙A3 ¥



　　　　

年頭のご挨拶

世田谷区池尻2-13-3
●TEL :03-3410-5590
●FAX:03-3795-6202

ADD 世田谷区池尻2-32-8
●TEL :03-5787-8962
●FAX:03-5787-8992

目黒区東山2-1-2
●TEL :03-5768-8688
●FAX:03-5768-8952

川崎市麻生区上麻生6-38-8
●TEL :044-989-8571
●FAX:044-742-5500

本　社 分　室 本　店 神奈川支店

編集
後記
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ここ最近、新型コロナウイルスの感染者数がかなりの勢いで増加してますね。昨年末頃
までは感染者数も落ち着いてきた為、社内行事も感染対策を徹底しながら少しずつ行っ
て参りましたが、またしばらく皆が集まる行事は実施出来なさそうです。今年こそは社員
旅行も実施したいと、昨年から企画し始めていたのですが、果たしてどうなることでしょう
……さて、今回の神興ニュースで神興建設が行うSDGｓについて掲載させて頂きました。
取り組む内容は小さなことかもしれませんが、持続していくことで、地球環境の未来に繋
がるのは間違いないと思いますので、一生懸命取り組んでまいります！ 営業部　堀切

新入中途社員
歓迎会・忘年会

①テーブル移動無し（お酌も無し）　②会食の時以外はマスクの着用
③自分の食事を他の人にあげたりシェアの禁止　④入室前に検温及び消毒の徹底

⑤換気の徹底
※写真撮影の時だけマスクを外しています。

ルールは徹底しましたが、それでも社員みんなで集まっての会食は久しぶりとなった為、とても
楽しく過ごすことが出来ました。しかし、マスクも外し、全員とのコミュニケーションを取りなが
らの会食が恋しくもなりました。早く気兼ねなく集まることが出来る世の中になってほしいと切
に願います。　

令和3年11月19日、新型コロナウイルスの影響により2年近く開催出来なかった、新入社員及び中
途社員の歓迎会を兼ねた忘年会を開催致しました。昨年のこの時期はコロナウイルスの感染者数
も少なくなってきたこともあり、開催に踏み切りました。
本来であれば、新しく入社した仲間たちとのコミュニケーションを図る為、テーブルを移動して全
員と話をしたかったのですが、今回はルールを徹底して感染対策を行いながら開催致しました。

ルール

明けましておめでとうございます。
令和４年の新春を迎え謹んでお慶び申しあげます。
旧年中は大変お世話になり、改めて御礼申し上げます。
昨年を振り返りますと、丸二年に渡り新型コロナウイ
ルス感染症の影響をうけ様々な経済活動が制約をうけ
ました。今年はというと引き続きコロナ感染の影響は大
きく先行きの懸念材料ではありますが、健全な危機感を
持って感染対策に当たり留まることなく前へ前へ進んで
いきます。
年頭ということで希望につながるご挨拶をしたいと思
います。

建設業界全体の見通しは相当厳しいです。コロナ禍
において間違いなく物価の上昇・原材料の減産による
建設資材の高騰・少子高齢化による人的資源の不足・
公共工事への予算削減・気候変動による災害・円安の
影響等々、明るい材料が見当たらない状況ですが今年
は「五黄の寅・壬寅」の干支です。
寅年は「新しく立ち上がること」「生まれたものが成長
すること」「陽気を孕み、春の胎動を助く」未来を創る希
望の年だそうです。ですが、運勢に頼っているわけでは
なく、弊社としてはコロナ禍でも専門的技術の研修は勿
論、毎月の全社員での勉強会はコロナ感染対策を徹底

し中止することなく継続してます。４月には４名（昨年は
５名）の新卒者が新しく加わり、役員の昇格・新任をし、
全社あげてＳＤＧｓへの取り組みを始めました。
なにより心強いのは皆さまから新たなお仕事のご契
約、新規のご紹介をうけ順調に受注をし、目標達成に向
けて推移し、一歩一歩ですが進んでいます。
また、「磨く」を今期の勉強会テーマとし、個々の長
所・強みを再認識して磨き光らせることで神興建設の
長所・強みがさらなる「磨き」となり皆さまのお役に立て
るように努力を重ねていくつもりでおりますので本年も宜
しくお願い致します。
そして、この新しい年が、皆さんにとりまして、夢ふくらむ
年となりますよう心から祈念し新年のご挨拶と致します。

以上

最後に余談ですが私は寅年生まれの年男です。寅年
生まれの特徴的性格として「正義感が強い」「責任感が
強い」「ロマンチスト」「行動力がある」など良いことずくめ
ですが私には当てはまる気がしません。反面「繊細で傷
つきやすい」というのが私そのものだと思います？

代表取締役　山家茂夫

今月号の内容
■年頭のご挨拶

■竣工物件

■施工中物件

■勉強会ご報告

■SDGsに真剣に取り組む理由

■神興建設株式会社が行うSDGs

■新入中途社員歓迎会・忘年会

■編集後記


