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います︒

ウォーキング︑ＤＶＤ鑑賞をして

趣 味 で あ る 行 事 の 手 伝 い︑

普段の休日はどのように
過ごしていますか？

判断するようにしています︒

10月号
月号
10

の軌跡︑そして柳井支店について

た︒入社してから現在に至るまで

ある大 町さんにお 話を伺いまし

今回は︑ 柳井支店の支店長で

色々なことがありましたが︑良

ともあり︑相談役︵当時 会:長︶
もよく見に来られていました︒

ガンシンテックの近くというこ

工種で興味津々でした︒現場が

先を考え感情をあまり表に出

普段の業務を行う中で︑
心がけていることはなん
ですか？

い思い出として残っています︒

ご紹介いただきます！

何年にご入社され︑現在
どのような業務を行って
いますか？

年に中途で入社し︑ 現

在４年目です︒ 施工計画︑ 見積
さないこと︒なるべく仕事を家に

平成
作成︑材料搬入・搬出調整など
持ち帰らないこと︒大変な仕事は

仕 事 を行 う中 で︑大 切に
している考えや思いを教
えてください︒

の営業業務と︑ 吉村専務の指示

貴 社 在 籍 中 で 思い出 に
残っている仕 事はなんで
すか？
お 客 様のニー ズに応 えられる

さっさと済ませる︒これらのこと

澤田建設が元請けの︑ 岩国臨

よう努 力 することは大 切 だと思

を仰ぎながら︑ 柳井支店全般の

港道路の橋台工事ですね︒ 杭抜

います︒ また︑ 仕 事に関して何

を心がけています︒

工︑ 杭打工︑ 矢板工などの工事

か決める際は︑従業員としっかり

運営をしています︒

を 約 半 年 にわ た り 施 工 し ま し

す︒言いたいことを気兼ねなく言

と話し合い︑ 同じ目 線で考 えて

どの仮設工一式が主要工事です︒

い合える環境なので︑どんなに忙

た︒特に杭抜工は︑人生初めての

他に︑ 基礎抗︑ 杭抜︑ 薬液注入

しいときでも作業を分担し︑仕事

柳井支店の社員の皆さま
との思い出エピソードを
教えてください︒

をこなすことができています︒

なども協力業者で行います︒

柳井支店独自の取り組み
を教えてください︒

若い人 材の確 保 と 育 成で す︒
事務所内もそうですが特に現場
周年の記念旅行が思い

す︒増員していかなければ将来的

なるには︑かなりの時間を要しま

滑に作 業 を 進 めていけるよ うに

伴う仕事です︒また︑安全かつ円

した︵笑︶

フェイスペインティングは絶 妙で

ます︒ 特に宴 会 時の中 川 次 長の

バムの写真を見てたまに笑ってい

出に残っています︒今でも︑アル

創立

前 々からゴルフに挑 戦しよう

に不安なので︑人材の確保と育成

は特殊作業ですし︑ 大変危険が

と思っていますが︑なかなか実現

ションがよく取れていると思いま

また︑従業員同士のコミュニケー

員で仕事が完工できることです︒

者に頼ることなく︑自社機と従業

一番の強みは︑リースや協力業

軸になることです︒

物に取って代 わり建 設 業 界の主

品での施工で︑コンクリート構造

地 震などの自 然 災 害に強い鉄 製

インプラント工法など︑津波や

柳井支店としての今後の
目標を教えてください︒

には特に注力しています︒

ので︑ 準 備 は 万 端 な ので す が
︵笑︶
︒ 今 後は挑 戦していこうと
思っています︒まずはイメージト
レーニングから⁝⁝︒

今度は柳井支店について
お聞 きします︒主な業 務
内容を教えてください︒
山留工や仮桟橋・仮設構台な

柳井支店の強みを教えて
ください︒

しません︒ある人に道具は頂いた

今 後の個 人 的 な 目 標 や
挑戦したいことを教えて
ください︒

大町 孝二
柳井支店 支店長

28
70

Vol.7
Vol.7

Interview of the company newsletter

社 員 紹介
ガンシンのこと、
スタッフのこと
いろいろわかる！

現場で大活躍！

柳井支店

次長

中川 玲さん
〜
〜柳 井支 店編
毎回、各部署の社員を紹介するこのコーナー！
柳井支店の重機を紹介します！
柳井支店
普段関わりの少ない方々でも、意外な共通点が
オペレーター
ガンシンの現場で活躍する様々な重機。今回は、柳井支店だけが所有する「サイレントパ

見つかるかもしれません。この機会に、部署・
イラー」を紹介します。特徴やアピールポイントを、営業とオペレーターのそれぞれの視
前上 翔！
さん
拠点を超えて、交流を深めていきましょう
点から伺いました！
支店長
サイレントパイラーってどんな重機？

大町 孝二

80〜100トンもの強大な圧入力により、静荷重で
さん
地中に杭を押し込み、低振動・低騒音の上、エコ
入社年：平成28年 誕生日：８月21日 血液型：Ａ型
オイルを使用した大変環境に優しい重機です！

現在のお仕事内容：柳井支店で支店長をしています。
好きな食べ物：目玉焼き
休日の過ごし方：休日はなるべく体を動かすようにしていま
す。
ウォーキングや、山に行き野鳥観察をします。
あとは趣味
である卓球をすることもあります。
今一番欲しいもの：お金ですね(笑)物欲はあまりないのです
が、行きたいところがたくさんあります。
（エジプト、
カンボジ
ア、
アフリカ、
北海道など）
行きつけのお店：
「釜屋」
といううどん屋です。知り合いが勤
めている店なので、
よく行きます。
「出汁が甘すぎる」
と言う人
もいますが、
私はとても好きな味ですね。
ガンシンの好きなところ：フレンドリーな雰囲気で仕事がで
きるところです。昼休みなどには、休憩室でよくバカ話をして
笑っています。
会社での思い出：やっぱり70周年記念旅行ですね。
普段はで
きない、
他部署との交流が新鮮で楽しかったです。
皆さんにメッセージ：おもしろきこともなき世をおもしろく
（高杉晋作）

1.

次長

中川 玲さん
入社年：平成５年 誕生日：10月９日 血液型：Ｂ型
現在のお仕事内容：営業
好きな食べ物：そば
嫌いな食べ物：ピーマン
休日の過ごし方：平日の疲れを取るために、近所の公園を散
歩しています。
今一番欲しいもの：子どものとき、近所の空き地に埋めたタ
イムカプセル。今そこには家が建っていて、掘り出すことがで
きません……。
行きつけのお店：山奥にある手作りパン工房。
名前はヒミツです
！
ガンシンの好きなところ：口は悪くて見た目も恐い人もいる
けど、
心は優しいところ。
会社での思い出：忙しい時期を共に作業員の皆さんと乗り
切ったことが、
最高の思い出です。
皆さんにメッセージ：協力し合って頑張りましょう。

サイレントパイラーはどのような
工事で使われるのですか？

杉野 満さん

土木工事の現場で、堀削時に山留が必要な場合に使用す

る重機です。最大の特徴でもある低振動・低騒音で近隣

に住宅地などがある場合の工事にも対応することができ
ます！（前上）

岡本 正之さん

入社年：平成31年 誕生日：８月26日 血液型：Ｏ型
現在のお仕事内容：事務
休日の過ごし方：川か海へ釣りに行くこと。
今一番欲しいもの：お金

入社年：平成29年 誕生日：４月４日 血液型：Ａ型
現在のお仕事内容：工程管理
好きな食べ物：カキ
休日の過ごし方：買い物、
映画、
ソフトボール
今一番欲しいもの：欲しい物を考えられる余裕が欲しいです。
行きつけのお店：
「電光石火」

2.

宮地 悦子

入社年：平成22年 誕生日：６月17日 血液型：Ｏ型
現在のお仕事内容：クレーンリースの請求、各種講習の申し
込みなどをしています。
好きな食べ物：お刺身
嫌いな食べ物：みょうがや春菊など、臭いがきつい物や、苦
い物。
休日の過ごし方：娘と買い物に行ったりします。
教育資金です。
今一番欲しいもの：娘が今年大学受験なので、
行きつけのお店：行きつけというわけではないですが、
この
前行って良かったと思ったのは
「１鳥万宝」
です。席は狭かっ
たけど、
料理はどれも美味しかったです。
ガンシンの好きなところ：明るい雰囲気
皆さんにメッセージ：これからもよろしくお願いします。

せん。しかしサイレントパイラーは、80〜100トンの圧入
入社年：平成３年 誕生日：10月10日 血液型：Ａ型

力を発揮しながらも低振動・低騒音で、安全かつ効率的
花壇の世話まで。
現在のお仕事内容：柳井支店での経理から、

好きな食べ物：一人のときや忙しいときに食べる、汁かけご
にシートパイルを圧入・引抜することが可能です。エコ
飯が好きです。

オイルを使用しているため、環境にも大変優しい重機で
休日の過ごし方：家の周りの草抜き、
野菜作り。
あとは、
持ち家
す。(前上)
の他に空き家が２軒あるため、
家の維持管理で忙しいです。

今一番欲しいもの：老後の資金。安い旅行パックはないか
また、バイブロハンマー(電動・油圧)のように機械を吊り

と、
いつも広告を見ています。
行きつけのお店：ガスト柳井店。高校時代の友だちと話すと
んでの施工となるため、上空障害や架空線の影響もあま
き、
時間を気にしなくていいのでいつもここに集合です。
ガンシンの好きなところ：男性が多いので、女性にとって楽な
り受けません。さらに、硬質地盤対応型のパイラーはN値
職場かなと思います。
600までの固い地盤でも施工可能で、従来の杭打機のよう
会社での思い出：以前、
社内旅行に行った金比羅さんの階段
な大型重機を使用しなくてもコンパクトに施工できるこ
の苦しさは忘れません。
20歳のときは楽勝だったのに……。
とも特徴です。(中川)
皆さんにメッセージ：体に気をつけて仕事をしてください。

上げての施工ではなく、事前に圧入した反力矢板をつか

入社年：令和元年 誕生日：8月14日 血液型：A型
現在のお仕事内容：事務
好きな食べ物：うどん
嫌いな食べも：バナナ、
なすび
休日の過ごし方：のんびりと掃除をしています。

現在のお仕事内容：倉庫・場内の管理職です。
たまに現場に
ています。また大変高価な機械なので、故障を防ぐため
出ることもあります。
無理をさせないことを徹底しています。私はまだ入社３
好きな食べ物：麺類と和食です。肉は牛肉と豚肉しか食べま
年目なので、場所・状況・天候・地中の固さなど、毎日
せん。
嫌いな食べ物：里芋。
中華風の料理も苦手です。
が異なる条件の中で作業することに慣れていない部分も
休日の過ごし方：妻と買い物や娯楽遊技場に行きます。
あり、難しいと感じることは多いですね。(前上)
今一番欲しいもの：お金。
お金がなければ欲しいものは買え
ません。
行きつけのお店：朝起きたらすぐコンビニに行きます。
コー
ヒーとスポーツ新聞、雑誌を買って、一杯飲みながら新聞と
雑誌を読むことが私のリラックス方法です。
ガンシンの好きなところ：事務所の方々、作業員の皆さん、気
楽な雰囲気で仕事ができるところです。
会社での思い出：一昔前の花見や忘年会があったころが、一
番良い思い出ですね。
皆さんにメッセージ：皆いい人ばかりだと思います。

作業員

西方 幸洋さん
入社年：平成19年 誕生日：８月21日 血液型：Ｏ型
好きな食べ物：お好み焼き
休日の過ごし方：家でお酒を飲んでいます。
今一番欲しいもの：燃費のいい高級車
先輩が経営している焼肉屋です。
行きつけのお店：近所にある、
ガンシンの好きなところ：自分より後に入社した人たちがとて
も熱心に仕事をするところ。
会社での思い出：作業員で行ったビアガーデンが楽しかった
です。

作業員

立川 正治さん

一昔前は、機動力のみで施工するバイブロハンマーのみ

さん
発生します。民家の近くなどで作業する場合には向きま

西岡 恭子さん

締め切り作業がある場合、矢板の打設精度には気をつけ
入社年：平成９年 誕生日：４月10日 血液型：A型

サイレントパイラーの
特徴を教えてください！

を使用していたようですが、音もうるさく振動もかなり

栗栖 和美さん

3.

作業員

操作する際の難しさや注意してい
ることを教えてください！
竹中 道雄さん

入社年：平成20年 誕生日：１月22日 血液型：Ａ型
現在のお仕事内容：土工
（パイラーオペレーター）
好きな食べ物：酒、
チーズ
休日の過ごし方：爆睡しています。
今一番欲しいもの：現金

5.

サイレントパイラーを扱うこと
で、会社にどのような利点がある
と思いますか？

作業員（前上）
仕事の幅が広がったと思いますね。

工法を変更する際や上空障害などの現場において、より

重枝 優

さん
適切な施工方法をご提案できることにより、地域で絶大

なる信頼をいただいています。また、最先端の重機を保
入社年：平成25年 誕生日：１月12日 血液型：Ａ型
現在のお仕事内容：大竹市役所で矢板圧入をしています。
有しているとつながりも増え、会社の知名度も受注率も
好きな食べ物：焼き肉
休日の過ごし方：平日にできなかったことをしています。

上がっています！ (中川)

作業員

河上 一夫さん
入社年：平成５年 誕生日：10月23日 血液型：Ｏ型
現在のお仕事内容：作業員
休日の過ごし方：休日は寝ています。

4.

サイレントパイラーを使用したこ
とで、お客様からどのような反応
をいただきましたか？
作業員

山下 弘樹

サイレントパイラーを使用した鋼矢板圧入から、水圧を

さん
利用したウォータージェット併用工法、硬質地盤対応型
まで幅広い工法が当社で可能になりました。途中で工法
入社年：平成18年 誕生日：４月27日 血液型：Ａ型
を変更する際にも素早く対応できるため、工期に影響を
及ぼすことが少なく非常に喜ばれています。(中川)

作業員

徳永 正和さん
入社年：平成19年 誕生日：１月１日 血液型：Ａ型
現在のお仕事内容：作業員
好きな食べ物：ラーメン
休日の過ごし方：まったりと過ごしています。
行きつけのお店：セブンイレブン

作業員

岡部 浩康さん
入社年：平成21年 誕生日：３月８日 血液型：AB型
現在のお仕事内容：鍛冶鳶をしています。
好きな食べ物：魚介料理が好きです。
休日の過ごし方：釣り、バイクツーリング、家事、
スノーボー
ド、
ウェイクボード、
録りためていたテレビの鑑賞
今一番欲しいもの：お金
行きつけのお店：セブンイレブンで朝食をよく買います。
ガンシンの好きなところ：趣味の合う人が多いところ。
会社での思い出：バイクツーリングで色々なところへ行きました。

