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成長している姿をお届け！

新入社員インタビュー
NEW STAFFS INTERVIEW to

キクシマ

またはキクシマに入社して思った事など、
Q.1 入社当初の仕事への意気込み、

協立工業

仕事をする上で目標にしていることや人、
Q.2 入社から半年経った今、
大事にしていることを教えてください。

Q.3 日頃、
お世話になっている方たちへメッセージを！

このコロナ禍にもめげず、一歩一歩成長している姿をお届けします。

私は今日も「どうやって加工し
ようか」などたくさん考えながら
一生懸命がんばってます。

入社半年後
入社後半年の写真。
すっかり作業着が板につい
て、頼もしくなってきました。

入社半年後
入社後半年の協立工業の新卒二名。
コロナにまけず和気あいあいとやっています。

COMPANY PROFILE
株式会社 キクシマ
本

TEL :0120-96-6663 mail:mail@kikushima.co.jp

A.3

フレッシュさと緊張が入り混じる新入社員らしい
顔つき。奥の画面にはリモートで協立工業の新
入社員も一緒。

協立工業
（株）: 長野市川中島町御厨 1069

長野県
更級農業高等学校 卒

入社時

発行・編集：株式会社キクシマ 本社 :〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台 4-39-7

Koyama

集合写真で見る成長
関内オフィス: 横浜市中区北仲通 3-34-2 キクシマ関内ビル 工場 : 横浜市港南区港南台 4-38-1

A.2

先輩方に教えてもらったこと、注
意されたことをすぐ実際にやって
みること。正直聞いただけでは
私の場合は右から左に抜けてい
くだけだと思いますし、せっかく
分かったこと、知ったことをでき
ないのはイヤなので、
できるかぎ
りやってみようと考えています。

ミスをしてしまうこともありますが、精
いっぱい頑張りますので応援、ご協力
宜しくお願いします。早く吸収して一人
前の監督になれるように頑張ります！

2020 年

教わったことを活かして少しで
も早く作業ができるようになる
ことを現在は目標にしています。

ついこの間まで学生だったこと
もあり、
これから社会へ出て自
分でお金を稼いで生きていくこと
に大きく不安を抱いていました。

A.3

MAGAZINE
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A.1

先輩方のスキルを「盗む」ことを意識し
A.2 ています。休憩中の他愛のない話でも、
接し方ひとつで変わってくるので、先輩の
行動をよく見て日頃学んでいます。

キクシマよりライフスタイル情報をお届けします。

VOL.

会社の人たちの顔と名前を早く
覚えて、仕 事を少しでも覚えて
早く慣れていきたいということ
を思っていました。

卒業してすぐに、現場に配属され何もわか
A.1 らず、職人さんも怖く感じ、すべてが不安で
した。
でも先輩方も優しく、職人さんもいい
人ばかりですぐに不安がなくなりました。

社 〒 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台 4-39-7

関内オフィス 〒 231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通 3-34-2 キクシマ関内ビル
協立工業
（株） 〒 381-2221 長野県長野市川中島町御厨 1069
実績などの情報はHP へ！
OFFICIAL HP

最新情報は facebookでも !
FACEBOOK

www.kikushima.co.jp

www.facebook.com/kikushima/
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たくさんわからないことがある
A.3 まだまだ、
かと思います。
ですが日々少しでも成長
している姿を見せれるように頑張り努力
したいと思います！

神奈川県立
神奈川工業高校 卒

初めは、わからないことも多くて大変で
した。
ですが、先輩方にわかりやすく教え
ていただいたことは今後必要で大事な
ことばかりなので必ずメモを取るように
しています。

Nakajima

いつも学ばせていただき、ありがとうご
ざいます。
まだまだ未熟ですが、学んだこ
とはしっかりと活かします。
今後もよろしくお願いいたします。

小山

浅野工学専門学校
建築デザイン学科 卒

Inohana

A.2

中島

まだまだ学ぶことが沢山ありますが少し
でも戦力になれるよう与えられた経験を
活かしながら日々学んでいきたいです！

仕事内容を早く覚えて、常に努力して仕
A.1 事を頑張りたいと思いました。

「ありがとう」
と
「ごめんなさい」
を大事に
しています。

日々、多くの質問にこたえてくだ
さりありがとうございます。
技術的な面でも、それ以外のこ
とでもとても多くのことを教えて
もらっています。今 後の為にも
生かして仕事に取り組みたいと
思います。

横浜日建工科専門学校 卒

A.3

猪鼻

A.3

Tanifuji

長野県
更級農業高等学校 卒

まだまだ、分からないことだらけで質問
ばかりしてしまうかもしれませんが、ご指
導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

施工管理が、実際どんな仕事をしている
A.1 のか知ることができ、自分もその一員と
して働くことにわくわくしていました。
A.2

谷藤

Takeuchi

大事にしていることはしっかりと挨拶を
A.2 することです。はっきりと相手に聞こえる
声であいさつすることを心掛けていま
す。目標は、臨機応変な対応がとれる現
場監督になりたいと思っています。

浅野工学専門学校
建築デザイン学科 卒

竹内

浅野工学専門学校
建築デザイン学科 卒

A.3

A.3

Inoue

毎日、多くの質問をしますが、理解ができ
A.3 るまで教えて頂きありがとうございます。
現場の仕事を覚えられるように頑張りま
すが、
これからも多く質問をすることがあ
ると思いますので、宜しくお願いします。

入社当初は不安が大きくありました。
で
A.1 きないこと、知らないことに対して理解し
ようとする気持ちがとても大事だと思い、
その思いを持ちつつ取り組んでいます。

やはり現場所長をやられている方々や現
A.2 在の直属の上司が目標です。自分に任さ
れた仕事をどういう順番でいつまでに終
わらすのかを頭でしっかりと整理するこ
とを大事にしながら仕事をしています。

井上

総合政策学部 総合政策学科 卒

Fukagawa

現場の仕事を理解していき、職人の方か
ら聞かれたことを上司の方に質問せず
に、答えられるようにしたいです。

A.2

入社当初は現場に出て様々なことを見
A.1 て・学び・経験して日々業務に励んで
いきたい、いち早く会社に貢献できるよう
になりたいと思っていました。

慶應義塾大学

深川

建築について勉強をしたことが無く、入
A.1 社時は建築の知識が全く無く、建築の現
場で働いていけるのかという不安が多く
ありました。

A.1

Goto

堀籠リーダー（先輩社員）のような仕事
に対してメリハリの付けられる人になり
たいと思います。

A.3 まだまだ分からないことが多くあります
が、これからできることを増やして活躍
できるよう 精進していきますので、よろし
くお願いします 。

A.2

後藤

Shimizu

建築 環
･境学部 建築環境学科 卒

関東学院大学

清水

コロナウイルスの影響でこの先どうなる
A.1 かわからないという不安がありました
が、先輩方の声がけや会社の雰囲気がよ
かったこともありその後安心 して過ごす
ことができました。

vol.

「入社当初」を教えてください。
（不安に思っていたことなどでもOK です！）
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まちを楽しくするストリートファニチャーデザインコンペティション

キクシマが手掛けた建築で生まれているLifestyleをご紹介します。
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横浜を楽しくする。

探究 心が
息づく薬 舗

「建物を建てるだけじゃない」。
私たちキクシマは人と街が輝く未来のために、
を軸に様々なものを生み出してきました。
毎年開催している
「街を楽しくするストリートファニチャーデザインコンペティション」
をはじめとして、
キクシマでは様々なクリエイターたちとのコラボレーションを行ってきました。
今回は今年のコンペの様子と、過去のクリエイターとのコラボをご紹介します!

明治 3 年から続く、伝統ある老舗薬局の平安堂。RC8階建ての堂々たるビルの1 階
には、一面ガラス張りの壁と見渡せる調剤室を持つ、温かでモダンな薬局が佇ん
でいます。“人と丁寧に接する事” を目的に、閉鎖的なイメージから開放的なスタ
イルへ生まれ変わった店。150 周年に計画された建替えは、どのような思いで取り
組まれたのでしょうか。代表の S 様ご夫婦にお話しをお聞きしました。

新たな横浜の“はじまり”が生まれました

ストリートファニチャー 第４回を開催 !

建替え後の新店舗使い心地やお客様の声はいかがですか。
奥様「薬局は法律で構造等が定められていますが、今まで縛られて難しかった事も、
デザインによってなんとか形にできました。お客様にも好評の声をいただけ嬉しいですね。
」
旦那様「以前とは雲泥の差ですね。一般的に薬局は閉鎖的なイメージが多いですが、
ここは通りに面して、ドアや窓も全てガラス張り。店内を外から見ることができて、本来
あるべき小売りのスタイルになっていると思います。」

第４回のコンペでは、運営･作品･横浜それぞれに新たな局面を迎えることとなりました。作品応募
中での感染症拡大。コンペを開催出来るのか…公開審査はどうするのか…作品を安心して楽し
んでいただけるのか…。その都度、運営委員会で検討を重ね、今回のコンペの実現が叶いました。
そんな中でも応募作品は過去最多の２０９点となり、提案は格段にクオリティの上がった物が揃い、

働いている従業員さんの反応はどうですか。

コンペは新たなページへと進んでいきました。今回は、MM 地区開発で変化する横浜の “あらた

奥様「まだ戸惑いがありますね。私たちは“薬局薬剤師は店頭にいるべき”という意図で、
お店の構造を変えました。薬の準備や製造は、あくまでお客様に渡す前段階です。
そこに時間を使わず、店頭での相談やお話を目的としたいのです。病は付き合って
いく物ですが、商品を手に取る時は安心感を得られればと思います。」

なはじまり” をテーマに提案頂きました。人との距離や繋がりを見つめ直すこと。遠く離れた海外と
も心を通わせること。今までの親密な関係を一層深めること。実作された優秀作品が発するメッセー
ジは、コンペのコンセプトに留まらず、人々との繋がりを強め新たに結んでいくという、今後の社会
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建築家と作ってみて、いかがでしたか？
奥様「気に入らない事があれば施主からハッキリ伝える事が大事だと感じました。曖昧な
ままだとそのままですが、
方向性を明確にした方が、
別の提案を探して下さり展開しますね。
」
旦那様「会議では、各々強い想いのある長が集まり、なかなか纏まりませんでした。
建築家の方は最終的に皆が納得できる形で纏めて下さり、力量を感じましたね。」

キクシマだけでなく、多くの地元企業と共に結成された運営委員会。
これからもっともっと横浜を盛り上げていくことでしょう。

過去にはこんな作品も ...

への “はじまり” まで捉え、次元の広さを感じさせてくれました。横浜の皆様と共に、新たな一歩を
踏み出せたことを嬉しく感じています。ご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。
※ストリートファニチャーデザインコンペティションとはキクシマの 50 周年イベントから始まり、
今では横浜の企業・団体の皆様と運営しているデザインコンペ。

第４回ストリートファニチャーコンペ 優秀賞作品

創立 150 年の節目での建て替えですが、どのような想いで取り組まれましたか？
奥様「今まで、建替えには災害や戦争での喪失がありましたが、今回は何も失って
いない状態から始めています。ですから、“これからの薬局” への強い想いがありました。
将来、高齢者が安心できる街・地域づくりの中での薬局を目指しました。」
旦那様「以前の建物は防火帯を担う建築上重要な建物だったので惜しむ声もありま
したが、今後、この建物になり良かったなと思っていただければ嬉しいです。」
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最後に、店舗を新しくする時に大切だなと思う事をお聞かせください。
旦那様「外の通りから中が見える事は特に重要ですね。実際の物を作っている場面
が見えると、お客様の興味を惹いて楽しんでいただけると思います。」
奥様「光や色合いを選ぶことは大切ですね。私たちは薬局なので、ほっとやさしい
感じになるよう暖かい照明にしました。一方で、店内の棚等は黒いアイアンで引き締
めコントラストを作り、お客様に注目いただけるようにしています。」

小舟となり、
ゆらゆらと

湯浅 友絵（株式会社オンデザインパートナーズ）、
木上 奈都子（KiNaKo）、梁 イェリム
（東京大学大学院）

S 様ご夫婦は、代々培われてきた想いのもと、人と丁寧に接する薬局を構造から
生み出していきました。お二人の力強い言葉には、探究心や誠実さといった息
づく精神と、現在と未来を見つめる意思があり、同時に人に対する奥深い温かさ
と優しさを感じました。本日は、貴重なお話をありがとうございました。

平安堂

SHOP INFO

平安堂薬局（馬車道） TEL 045-681-3232

営業時間 : 平日 9:00～20:00、
土曜日 9:00～15:00、
日曜日・祝日 9:00～16:00 定休日 : なし

さらに詳しいお話は、
キクシマ HP「お客様の声」
にも掲載中です。ぜひご覧くださいませ！

御前 光司、御前 麻美（わ組）

建築と芸術のコラボレーション

キクシマ

創立 150 周年を迎えた横浜の伝統ある老舗薬局。
店内は、
RC 壁、
黒いアイアン、
間接照明と洒落ている。

建築場所：横浜市中区相生町 5-78
竣
工：2020 年 1 月
延床面積：新社屋 /1,935.65㎡
構
造：RC 造地下 1 階
薬局 /167.22㎡
地上 8 階建て
設計監理：新社屋 / 株式会社地主道夫設計事務所・
日本土地建物株式会社、薬局 / 東建築計画事務所

ソーシャル･ダンシング / セルフ･ディスタンディング LIGHTHOUSE IN YOKOHAMA

横浜トリエンナーレ
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1. 薬剤に纏わる世界中の骨董などがセンスよく並ぶ。
2. 薬局ならではのアイコンも、馬車道らしさが漂う。
3. エントランス。カウンター越しに調剤室内まで良く望める作りに
なっている。
4. 清潔感と安心感のある爽やかな調剤室。
5. S 様ご夫婦。お店やお客様に対する温かで誠実な想いに溢れて
いらっしゃいました。

横浜美術館では過去最大規模の作品。
キクシマ鉄構部で製作したブラケットで
特殊なプリントカーテンを吊るしています。
イヴァナ･フランケ《予期せぬ共鳴》２０２０ © Ivana Franke
ヨコハマトリエンナーレ２０２０展示風景 撮影：大塚敬太
写真提供：横浜トリエンナーレ組織委員会

２０１４年制作のマイケル･ランディ氏
「アート･ビン」
（美術のための巨大なゴミ箱）
。連日
多くのアートが放り込まれ、
会場を盛り上げました。
マイケル･ランディ《アート･ビン》２０１０／２０１４
撮影：加藤健
写真提供：横浜トリエンナーレ組織委員会

３年に一度の現代アート国際展 “横浜
トリエンナーレ”。
キクシマは横浜の施
工会社として、展示物の施工に携わ
らせていただいています。秋に閉 幕
したヨコトリ２０２０では、横浜美術館を
布で覆い隠したイヴァナ･フランケ氏の
作品を、２０１４年にはマイケル･ランデ
ィ氏の作品、美術のための巨大なゴミ
箱を制作協力しています。
いずれの作
品も、展示のメインビジュアルの一つ
で、お声がけ頂き大変光栄に感じて
います。一 般 的な建 築に捉われず、
幅広い施工を手掛けられるキクシマ
ならではの技術を、横浜のアートシー
ンの彩りに繋げています。

藤堂 高直、小野 志門（セカイ）

キクシマとアートの第一歩

キクシマ

遊具

２０１０年に開催され、実作も行われ
たこちらのコンペ。デザイン住 宅の
建 築を始めてから１０年目の節目に行
われたこちらの企画は、ストリートファ
ニチャーの前身ともいえるキクシマ
主催の「遊具コンテスト」。
数多くの素敵なデザインの中から選
ばれた優秀作品たちの遊具達は、遊
んでくれた子どもたちに笑顔をもた
らしてくれました。

しっかりした施工技術。誇り高きキクシマ品質。

Question

施 工 家としての 思 い
キッズパートナー横浜市役所
令和 2 年 5 月竣工
設計事務所：株式会社米澤設計
INTERVIEW

所 長
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榧 谷 チーフ

for 所員
所員

Q.1 竣工した案件の特徴は？

Q.2 今後チャレンジしてみたいことは？

Q.4 休日の過ごし方やハマっている趣味などを教えて下さい。

Q.3 休日の過ごし方やハマっている趣味は？

Q.5
4 施工管理の魅力を教えて下さい！

Q.4 所長へ何か一言お願いします！

二ツ橋あいりん保育園

初めての 現 場 で、何もわからない 状 態 から、
現場がどのように進んでいくのかを把握できる
ようになったことが、一番の成長だと思います。

令和 2 年 6 月竣工
構造：Ｓ造
設計事務所：有限会社みゆき設計

内装工事だったので、次に内装工事があるとき
に、
ここで学んだことを活かして、学ぶだけでは
なく、打ち合わせなどに加えられるようににしたいです。

A.2

最近の趣味は、
カメラで、休日はカメラを持って
外出することが多いです。

初めての現場、緊張もありましたが、分からない
員
こと、現場のことを一から丁寧に教えていただき 所
［ 1 年目 ］
ありがとうございました。

A.4

INTERVIEW

井上

今回施工させていただいたのは、横浜市新市庁舎内に保育所を開所する
ための施設で、0 歳・1 歳・2 歳の小規模保育と乳幼児の一時預かりのため
の保育施設です。新市庁舎 32 階建てのアーバンで近代的な高層ビルですが、
その内部にある施工案件は木質調を基調とした暖かな空間になっています。

子供たちを受け入れるために色々な備品の準備などに立ち会う場面があり、小さな椅子やかわいらしい木
製フェンスなどをてきぱきと準備されていて、流石、保育のプロと思わせるような気の使い方に感動を覚えま
した。忙しく準備をしながらも、どんな子供たちが来るのかとても楽しみにされている様子が伝わり、こちらも嬉しく
なったことを思い出します。
最近長男が、魚釣りに夢中で、休みのたびに息子と釣りに行っています。始めたばかりのころは、
アジやイワ
シなど、数が釣れると喜んでいましたが、最近では少し大物を狙ったりと、毎回どうやったら釣れるかを試行
錯誤している様子がとても頼もしく感じます。
また、釣った魚を息子と二人で料理をするのも楽しみになっており、
先日は太刀魚やカワハギやアジを三枚におろして刺身にしたり、
また、釣れすぎたアジを腹開きにして一夜干しを
つくるなどして、晩酌のお供に添えました。今度は少し遠出をして、大物の釣行にでも出かけたいと思います。

A.2 製作家具や建具を設計者の要望通りの形にす
ることが 難しく、何 度も打 合 せや作 図を繰り返
し、工期を目一 杯 使って作り上げた子 供たちが使 用
する保 育 室 全てです。

A.4

初めて建物に入る子供たちが、一直線に走って
いく姿が印象に残っています。幼少期の記憶は
残りにくいですが、
この建物でたくさん遊び多くの経験
を積んでほしいです。

A.3

私たち施工家は、設計図をもとに現場を進めますが、同じように作っているようでも、それぞれの現場担当
の思いがものづくりに現れ、出来栄えも様々だと思います。施工管理の仕事の一番の魅力・醍醐味は、完
成した時ではなく、
その後の、住宅であれば施主様や、施設であればその他の人々が建築と関わり合う
（融合し
ている）様子を見て、
ただの建築（箱）
があたかも生命を宿したように輝いて見える瞬間かと思います。

A.5

令和 2 年 5 月竣工
構造：ＲＣ造 設計事務所：綾井新建築設計

A.5 工業製品と同じく設計図からの製作・モノ作りで
すが、施 工の仕 事とは、実はほとんどが現 地で
の加工・組立作業です。
作業工程の中において、設計者や施主の意図・要望
を我々工事管理者の工事采配が建物の仕上がりに
表すことができる、他にはないものつくりの原点であり、
楽しみがあると思います。

交通量の多い狭い計画敷地に目一杯の教会建築、現場への資材搬出入に苦労しま
した。通学路変更等、対応して頂いた地域小学校を含め近隣の皆様から愛されていた
もともとの教会が、新たな地域のランドマークとなるようなモダンな建物を作る事が出来ました。
お客様と監理者の設計意図（計画への思い）
をどこまで反映させた建物にする事が
出来るか。
かなり細かな点まで計算されている建物内の視点や外からの見え方などの
イメージを崩す事なく形にしていく事に重点をおきました。

A.2

当社が携わってからは４〜５年の時間経過ですが、初期計画からすると何十年もの
期間、新教会を夢見てきた皆様の思いを伝えて頂き私も感動しました。大型台風や
コロナの影響となかなかスムーズに現場が進まない状況もあるなか、皆様からの期待に
最大限応えることができたのではないかと感じています。

A.3

飯野 チーフ

初めてのＳ造現場だった為、鉄骨の納まり関係や施工手順等一から見ることで新たな知識として
理解し成長できたと思います。
また、保育園ということもあり、
日々生活する空間に危険な箇所が
無いか、利用しやすい高さに施工されているか等、普段以上に注意し児童の目線に立って工事を
進めることができました。

A.2 規模が大きい現場より、
納まり関係が複雑な個人邸等の現場で自分のスキルを磨きたいです。
A.3
A.4

最近ではコロナの影響もあり集まれませんが、
ボルダリングジムに行ったり、
学生の頃の同級生と地方に遊びに出たりしていました。
S 造の構造について分からない事を教えていただきありがとうございました。
また別の現場ですが疑
員
問が出た際に相談に乗っていただきありがとうございます。今後、仕事をする機会があれば、
こ 所
［ 3 年目 ］
の時以上に沢山の事が出来るよう更に経験を積んでいきたいと思います。

A.2

INTERVIEW

一緒に仕事を行っている職人さんから、現場を離れる時に
「またやろう！」
と言われる
一言が一番のご褒美です。
この言葉が自分自身の仕事に関する良し悪しを判断する
大きな項目であり、仕事が続けられるのもこう言ったやり取りがあるからかも知れません。

所 長

A.5

04

木村 チーフ
現場が教会ということもあり礼拝堂という
A.1
部屋がありました。礼拝堂は、階高が高く
シンプルでとてもきれいに仕 上がっています。
一般的には無いような部屋なので、経験できた
ことは自分の成長に繋がっていくと思います。

A.2
BEFORE

員

［ 1 年目 ］

後藤

図面から今後の施工の上で必要になってくる
のかを考えられるようになっていきたいです。

A.3 バイクでドライブすることです。
A.4 これからもご指導宜しくお願い致します。

長尾

監督になって、初めての現場だったので何もわからない状態でした。
主に現場は内装作業だったので、いかに綺麗な状態を保つために日々の整理整頓は大切だ
と知りました。
工事の流れをいち早く覚え、現場にいて職人さんなどに聞かれたことを自分自身でちゃんと説明が
できるようなところから目標として頑張りたいです。

A.3 家で、
ゆっくり休むこと。
また、運転が好きなので、一人でドライブなどしています。
所
員
［ 1 年目 ］

猪鼻

A.4

この現場にいた期間はものすごく短く、監督として初めての現場でわからないことだらけでし
たが、色々なことを学 べました。
また現 場で一 緒になった際は、少しでも成 長した姿を見せれ
るように頑張ります。

令和 2 年 8 月竣工
構造：ＲＣ造 設計事務所：株式会社小川晋一都市建築設計事務所

休日は建築関係とは全く離れ、
４歳の娘との時間を過ごしています。
コロナ禍の状況で
外にはあまり出掛けられませんが、
ゆっくりと家で過ごしたり、近所の公園で時間には
縛られずに過ごす子供との時間は大切な時間です。但し、
３〜４日続くと仕事に逃げる事も
ありますが……( 笑 )

所

A.1

秋谷 K 保養所施設

A.4

AFTER

A.1

A.4 自転車やオートバイ、テニス・キャンプなど楽しん
でましたが、子育て期に入り大型遊具のある公
園 巡りや、自宅の庭 先にテントを張り自宅キャンプを
始め、家族で過ごす時間を楽しむようになりました。

A.1

所 長

伊藤
地 元に定 着し、現
在開園している幼
稚園の敷地内に新たに
建築する保育園です。敷地の形状と建物の規模により、
コンパクトでシンプル・機能的な印象を持ちましたが、
設計者の子どもたちに対する安全への配慮や使い勝手、
使用する先生たちの要望をすべて形にしたい気持ちが
たくさん表れています。

A.3

02

03

A.1

小さな子供たちが、安心、安全そして快適に過ごせるような空間づくりを重視しました。子供たちがどのよう
な使い方をするか、想像出来うることを考え、その中でも怪我をしたり事故にならないような配慮を設計担
当の方と綿密に打合せをしながら施工させていただきました。

A.2

INTERVIEW

所 長

チーフ

A.1

横浜上野町教会

［ 施 工例 ］

もっとも成長できた部分は？

Q.3 引渡の時のお客様の様子はどんな風でしたか？

A.1

A.3

［ モノづくりへの思い ］

Q.1 今回のたてもの作りの中で、

Q.2 今回のたてもの作りにおいて、
もっともこだわった部分は？

モノづくりへの思いについて

Engineers
voice & Works

Question

for 所 長

外観も内部も全て白一色。外部から窓は見えない位置に
配置されていて、真っ白の箱のようです。内装も凹凸なく
設計されていて建具も壁の一部の様にみえます。
また、
リビング
からの景色は建物が一切なく水平線と雲だけです。
まるで
海外にいるような、
とても洗練された建物に仕上がりました。

A.1

A.1

視野が広がり、見えていないところまで
イメージして行動できるようになりました。

A.2

小規模改修工事の積算から施工まで
の一連の工程に挑戦したいです。

所 員 ［ 6 年目 ］

後藤 リーダー

A.3 読 書 。
A.4

一年半という長い期間で、
いろんな事に挑戦させてくれました
ので、
違う視点が見えたり、
考え方が大きく変わった気がします。
それも所長の大きな器のおかげです。
ありがとうございました。

屋上のプールや、
２階の浴室・シャワールーム、1 階のプー
ルと、水に関わる場所が多いので、特に気を使いました。
また、内装に凹凸が無いので建具や見切り
（床材などの模様の
変わり目を美しく見せるための建材のこと）
の納めに苦労しました。

A.2

引渡直前でプラン変更が多数ありましたが、夏の暑い
時期でしたので、1日も早く使いたいご様子で、
とても気に
入って頂けているようでした。

A.3

A.4

小学生の息子がプラモデルにハマってるので、一緒に
作ってます。

A.5 色々な土地で、思い出を作れることだと思います。

※お客様のご意向により、所在地が判別できる写真を控えさせていただいております。

YOKOHAMA

NAGANO

TOPICS

［ エンジニア ビュー ］

ENGINEER VIEW

環境改善編

認 められた技 術それ は 確かな品 質

はしら

柱

01

「柱」
とは、建築材を土台から垂直に立てて建物を支える部材で、建築構造上もっ

柱や梁を組み上げる工事（建方）中の妙蓮寺第 6 橘ビル

ストレスチェックとカウンセラー

柱は、階高を出すための長方形のようなパーツ
「シャフト」
と、梁と接合する箇所にあたる正方形のようなパーツ
「サイコロ」
を

そして検査も、組立前の「開先検査」、溶接後の「超音波検査」・「外観検査」、また階高の長さを計る「寸法検査」など、

全ての検査に合格して出荷することが出来ます。大変な仕事ですが、人の生命を守る非常に大切でやりがいのある部材です。

柱

梁

出 張 版

組みあがったコアを、シャフトとドッキングして
組み立てていきます。

Question
for 所長

Q.4

堀 籠 リーダー

INTERVIEW

妙蓮寺第６橘ビル

令和２年６月竣工
構造 : Ｓ造
設計事務所：株式会社オザワデザイン一級建築士事務所

A1
A2

Q.1 竣工した案件の特徴は？
妙蓮寺駅付近一帯の発展に寄与されている妙蓮寺様。第６橘
ビルを新築したことにより、
さらなる発展の象徴となったビルです。

Q.2

今回のたてもの作りにおいて、
もっともこだわった部分は？

A3

Q1.
Q2.
Q3.
Q4.

安全作業が一番です。周りの人の動きをよく見て行動することで、
怪我なく仕事を出来るよう気を付けています。

柱はいくつかのパーツに分かれており、それを組み立てて完成し
ますが、中でも「コア」の部分は手作業で溶接を行うため技術が
求められます。
コアに限らず、実はとても緻密な作業が必要な点が
この仕事の特徴です。

01
zoomを利用するのが初めてだったので、
接続などに不安がありましたが、
テスト日を設けてくださったり、
とてもわかりやすかったです。

竣工後の妙蓮寺第６橘ビル。
建方の頃と見比べると、
とても感慨深いです！

03

03

IT化の第一歩！

iPad の現場支給

A4

長野工場

黒岩

A1

KUROIWA

A2

Q.5
4 施工管理の魅力を教えて下さい！

A3

A4

荷物を持ち運ばねばならず、非常に不便な思いをしていた現場。

タッチペン対応タイプの ipad で図面への書き込みや、

ipad からの撮影で荷物が減るほか、専用のアプリを使い、

横浜工場
KOGUCHI

ミスをしないことはもちろん、怪我をしないで仕事をすることを
一番に心掛けています。
そのために、使った道具の片付け方や
身の回りの整理整頓に気を付けています。
いつもやっている組立とは違う形の物が出てきたときは難しい
と感じますが、上司に教えて貰いながら挑戦しています。

自分が普段やっている仕事を、後輩に
教えていきたいです。

その2

カメラを通じて現場を遠隔で確認したり、メールなど業者や設計事務所との

やりとりなどが遠隔地にいてもよりリアルタイムで行えるようになりました。

人事考課

かがやきポイント

このたび新たに人事考課点として新たに導入された項目で、

キクシマでは
「かがやきポイント」
と名付けています。
どういうと

現場にまずは試験的に iPad を導入スタートしました！

これまでは膨大な紙資料による図面やカメラなど

イレギュラーな安全大会の開催お疲れ様でした。
また、
安全な環境
での開催ありがとうございました。
今後共宜しくお願い致します。

04
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04

きに評価されるのかというと、
「自己啓発をしたとき」
になります。

自己啓発というと皆さん少し構えがちですが、
要は主要業務以外の

部分で行った行動です。
例えば学生向けの会社説明会などに先輩とし

て参加をし、
学生へ働くことのアドバイスなどを行ったときのようなものから、

アウトドアや美術館など休日のリフレッシュなども含まれます。
評価につながるだけ

でなく、
社員一人一人の人となりがわかり、
より一層社員同士の理解も深まります。
家庭菜園トマト

コロナ禍の中始めた家庭菜園。枯らさないように
コツコツと手塩にかけ、
「 継続することの大切さ」
を自己啓発しているとして評価！

現 在 は、横 浜 工 場の強 みである
「スピード感」と長野工場の強みで
ある「ハイクオリティ」を掛けあわ
せて仕事が成り立っています。今後は、お互いの強みを出来る
限り吸収し合いながら更なるレベルアップを図っていきたいです。
私生活の面では…実はドラマの主人公になって、いずれハリウ
ッドに進出することが夢です！応援よろしくおねがいします。

妻が仕事の時は、家の掃除をしたり、
ＤＶＤなどを見てのんびりしています。
２人とも休みの時は、一緒に買い物に
行ったり、
ドライブをして楽しんでいます。

02

働き方改革

現場での IT 化の一歩として、

小口

オンラインでの安全大会は初めての経験でしたが、上手く開催
されており、感心致しました。素晴らしい取り組みだと思います。

キクシマ流

けん玉や縄跳びにハマっています。子供のころは沢山出来たのに、
今やってみるとどちらも全然上手く出来なくて…ムキになって
挑戦してしまい、
ついつい時間を忘れます。

休日は家族とお出掛けをします。
元気まっさかり
の子供と野球をするのが日課です。
お客様がこれから長い時間住まわれる建物の
施工管理を行い、完成した時の達成感は他の
業種ではなかなか味わえないのではと思います。

梁

仕事の中で気を付けているのはどんなことですか？
柱に関する仕事で難易度の髙いことに直面したことは？
休日の過ごし方やハマっている趣味などを教えて下さい。
今後チャレンジしてみたいことは？

Q.3 引渡の時のお客様の様子は？

Q.4 休日の過ごし方やハマっている
趣味などを教えて下さい。

コア
部品一つ一つが
既に結構な重量！
作業は常に気を付けて行います。

柱 をつくる職人 を紹介！

建物に関してのこだわりはもちろんのこと、近隣
様、毎日通勤通学されている方々への配慮、
安全対策については特に注意しました。

第１ビルから第５ビルまで建築され、第６ビルが
完成したことによって、大変感慨深く建物を眺め
ている様子が印象的でした。

わかりやすい」
「安全唱和を画面越しでも一緒にできたので一体感を感じました」

と、参加業者様からは思いのほか好評を頂きました。

参加した業者さんの声

タブレット越しの面談は通信障害など不安な点もありますが、実際に対面
して話すより緊張感がなく、
思いのほかカウンセリングが心地よかったです。

モノづくりへの思いについて

工場 after
霧中、暗中模索の中ではありましたが、
「普段の安全大会より注意事項等の説明が

づくりを2018 年より展開しています。
しかしコロナ禍の本年は直接対面での面談が

面談した社員の感想

施 工 家としての 思 い

思い切って ZOOM での開催を決行。
キクシマ社員ももちろん初めての試みに五里

メンタルカウンセラーと面談の時間を設け、
ストレスを溜めないようにする仕組み

落ち着いた個室での面談。
その場にカウンセラーは
いませんが…

ZOOM 安全大会

策で開催を危ぶまれましたが、
「元請が IT 化を率先しなければ、変わらない！」と、

保てるように、外部診断を活用したストレスチェックを行います。診断後は専門の

離れていても相談できる環境づくりを達成することを助長してくれました。

組み合わせて製作します。またサイコロは梁と接合する形に加工する必要があり、その加工後の姿を「コア」と呼びます。

キクシマ史上初！

例年、100 社を超える業者を招いて行われる安全大会。今年は新型コロナ感染対

難しかったのですが…なんとZOOMでの面談を採用。
やむにやまれずとった措置が、

柱 の組立と検査

鉄骨の検査の様子やロボットが動いている様子は、
キクシマFaceBookよりご覧いただけます！

02

相談できる環境づくり

うえで健康であるべきは肉体だけではありません。精神状態が良い状態を少しでも

伝統的な工法における建物の中心になる太い柱）』という言葉が広く使われていま

サイコロの加工においては、横浜工場自慢の溶接ロボット
「仕口君」が大活躍しています！

2歩目
歩目

キクシマ流 働き方改革

建築業界はなにかと体力勝負と思われ、
メンタルは後回しにされがちですが…働く

とも重要な部材の一つです。一家を支える主人を指すたとえとして『大黒柱（日本の
だからこそ、製作する上でも一番重要で大変な部材なのです。

環境改善編 その 2

経営理念である
「人と街が輝く未来のために」とは、社員たちの卓越した技術をもって街づくりをすることで、
社会を豊かにし、輝きを与え、お客様だけでなく地域の皆様に安心を与えることだと考えております。
それにはまず、社員自身が輝きながら働く場が必要です ! ということで、現在キクシマでは環境改善活動を進めております。
前回の vol.13 では目に見える職場環境改善策のご紹介でしたが、IT 化やメンタルヘルスなど、今回は目に見えない部分のご紹介をします！

前号の発刊の１月後、
「妙蓮寺第６橘ビル」は無事に竣工を迎えました！
今回は、前号の
「梁」
に続いて
「柱」
に着目しました。
すが、このことからも、柱が建築物の中で重要な役割を担っていることが分かります。

その2

OVERVIEW

人と街が輝く未来のための第一歩。

FROM

妙蓮寺第６橘ビル

鉄骨部材

REPORT
キクシマ流 働き方改革

2020.10

ゴルフ

健康維持と、
リフレッシュを兼ねて友人とゴルフ。
健康
に目を向け、
運動を心掛けている点で評価。

おうちキャンプ

現場の様子をカメラアプリを使って撮影。

次回予告

電子化する
キクシマ…！

専用のカメラとアプリで現場の様子を離れた
ところからでも確認ができます。

今話題の
「おうちキャ
ンプ」をする社 員 も。
家族サービスをし、
リ
フレッシュすることで
「かがやきポイント」
と
して評価されます。

コロナ禍を通して、世間は在宅勤務等によって IT 化が急速に進み、菅内閣発足によって実現される
「デジタル庁」の創設や
ハンコの廃止など、世の中が変わっていくのが楽しみな現状ですが、
キクシマではその少し前から
「働き方改革」
として IT 化

に取り組んでいます。建設業界ではまだまだ残っている
「手書きの請求書」
や、社内回覧が必要な様々な書類などを電子化

することによって業務効率アップを2021 年を目途に図ってます。来年の Kマガジン発行にはお伝えできるかもしれません！

