
解体事業の始まり

建設キャリアアップシステムを導入しました！

1997年、揚重業の会社として始まりました弊社ではありますが、設
立当初から長くお付き合い頂いているお取引先から、大学の天井
を解体して欲しいとのご依頼があり、始めたのがきっかけでした。
今でこそ重機や各種道具、解体工事のノウハウ、卓越した職人は
揃っていますが、当初は道具も経験もないまま、ひたすら手壊しで
作業を進めた為に多くの時間を要しました。壊した天井材が辺り
に散乱したままの作業、軽量ゴミも曲げてかさばり、産廃車は雑に
積まれたゴミでスカスカ。これで良いのだろうかと社長自身疑問
に思った様です。もっとスマートに、効率良い方法はないのか？そこから解体工事の追及が始まりついに1999
年7月、現・リノベーション解体工事部の前身である「河宗建設工業」を設立、内装解体業を始めました。
道具を少しづつ増やしていく中、現場にあるシートやコンパネ、短管等をお借りして作業効率を上げたり、搬出用
の特殊台車を開発・制作し時間効率を改善する事で今ある「ケイ・マックスの解体」の基礎を確立していきました。
今では解体してすぐにゴミを集積する事で現場の清潔さ・解体効率を保ち、搬出台車への積み込みも揃えて積
む事で搬出時の安全性を確保。産廃車も綺麗に積み込む事でコスト削減にも貢献できる様になりました。これも
偏にお客様のお声があってこそです。今後のケイ・マックスにもご期待下さい！！

2019年4月から本格的に全国で運用が開始された建設キャリアアップシステム
ですが、弊社でも順次登録を開始しました。
技能者の登録に必要な書類は以下の通り。
①登録用紙　　　　　　　　　　　　
②システム利用規約用紙
③個人情報取り扱いに関する書類
④本人確認書類
⑤保険証
登録自体はそれほど難しいものではなく、書類を集める事のほうが大変でした。
今後、建設業界はどんどんIT化していくだろう事を見越して、早めに対応していかね
ばと感じております。順次、すべての作業員の登録を目指して、精進してまいります。

毎々格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
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新型コロナウイルスに関する当社の取り組み

新型コロナウイルスが流行しておりますが、当社では感染拡大防止策とし
て、一部の現場毎に非接触型体温計とマウスシールドの持参を行っており
ます。
社内でも、3か月毎に作業員を集めて行っていた安全衛生協議会や会議体
の中止・縮小を行い、感染拡大防止に努めております。
この時期、熱中症などのリスクもありますので、併せて作業員管理を行う所
存です。
仮に、作業中に体調が悪くなった作業員がいた場合、必要に応じて直ちに
帰宅・自宅待機させ、お客様へ速やかに連絡をさせていただきます。

今後も、作業中の健康状態に注視しながら、安全・迅速な作業に取り組んで
まいります。

Initiative

社員・作業員インタビュー

元々、派遣会社で人を扱ってきていたので、

転職活動を始め、同じような仕事がいいな～と思っていて。

始めは人事に興味があったんです。

実はケイ・マックスの面接2回受けてて(笑)

始めは人事の募集で受けて、落ちちゃったんですけど

また別の機会に管理者の募集を見つけて、

2回目っておもしろそうだな、と思って応募してみたんです。

面接の雰囲気が他と違ってすごく良くて。

その後、受かって研修を半年ほど行って、

現在の部署に配属となりました。
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Interview

氏名： 西澤  
淳（にしざわ

 あつし）

所属： サポー
ト工事部　 

管理者　　

入社： 3年目

ケイ・マックスでやりたい事
自分のチームを作りたい
理想とする関係性を、お客様や作業員と作っていきたい

休みは外で子供と遊ぶか、家族でショッピングセンターに
行ったり買い物しながらゲームに付き合わされたりしてます。
一人で何かするとかはないです(笑)
子供3人いると家が騒がしくて（＾＾）

プライベート

入社のきっかけ

⑥年金書類
⑦雇用保険書類
⑧顔写真
⑨資格証明書類

登録で
配布さ

れる建
設キャ

リアア
ップカ

ード

現場のカードリーダーで、就業履歴情報等が
蓄積されてデータが正確に把握できます。



躯体工事部～基礎工事～
2009年2月、オバマ大統領が初の議会演説を行っていた頃、弊社に『躯体工事部』が設置された。
現在は3名の管理者と作業員たちが所属しており、管理者も現場に出て作業員やお客様と密に打ち合わせを
行っています。
今回はそんな躯体工事部の様子を青木とともにご紹介します。

動画で見たい方はYouTubeにて『株式会社ケイ・マックス』をご覧ください。
チャンネル登録もぜひお願いします！

リアルな活躍の様子は次ページ

躯体工事部って
どんなことをしている部署ですか？

レポーター

クレーンの手配なんかも
やってくれるんですか？

躯体工事部は住宅における
柱・梁の鉄骨の建て込み、
ALC版や押し出し形成版などの設置、
各種施工を行っている部署です。

もちろんです。
クレーンの手配や工具などはこちらで手配して
持っていきます。

躯体工事部は住宅建設における柱・梁の鉄
骨の建て込み、ALC版や開口パネルなどの
設置、各種施工を行っています。

他には、常用作業として、大工さんや基礎屋
さんの手元も行っています。

今後は常用作業でもっと幅広くお手伝いできる様、多
能工を増やそうと日々、指導し、僕たち管理者もお客
様と深い話が出来る様に勉強しています。

レポーター

現場では青木指揮のもと、安全を第一に作業を行っています。
躯体工事のご用命がございましたら、
また、青木に会いたくなった方は、ぜひ弊社にご依頼ください！

コーポレートサイト
URL ：
kmax.jp

これはクレーンを使った資材の
荷受を行っている所です。

1

2

3

クレーンは会社で所有して
いるんですか？
それともレンタル？

レポーター

これは・・・鉄骨の建て込みですか？

レポーター

窓が設置された所ですね！

レポーター

ケイ・マックスはこんなことも
やっているんですね！
この続きはぜひ
YouTubeでご覧ください！

レポーター

弊社所有のものです。
ピタゴラスクレーンといって、
狭小地でも使える使い勝手の良い
クレーンなんですよ。

そうですね。
サッシは、垂直・平行になっている
か、枠が変形していないか等、細心
の注意で扱っています。

その通り！
クレーンで吊りながら
梁の鉄骨を建て込んでいきます。
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