
去る５月９日に、六興電気の創業６０周年記念パーティーを開催し

ました。６０周年を全社で祝おうという話は、熱海の旅館を借り切って

全社員を集めた４０周年記念式典からの発想ですが、これは今でも

社内で語り草となっているイベントです。目に見えない効果ですが、

こういった共通体験に支えられて、組織はまとまるのだと思います。

ですから私は、大きな思い出となる会を作ってほしいと実行委員会

にお願いし、熱海を越えるものとして家族の招待を提案しました。そ

して同時に我々には、六興電気を永世に伝える使命があります。で

すからこの祝賀会は、８０周年に向けてのスタートラインでもあるわけ

で、みっともない業績で迎えるわけにはゆきません。幸いにも前期は

22.5億円の経常利益を達成し、今期も前期と遜色ない数字が予想

されるなど、皆さんはハードルを見事クリアして、祝賀会の日を迎え

ることができました。 

記念式典に続く祝賀会の後も、大勢の人がホテルの部屋で遅く

まで話し込んでいたようですが、私も1400人以上の仲間とすばらし

い時間を共有できて、最高にうれしい1日でした。これも全社員の

ハードワークと皆さんを支えてきた家族、そしてここまでの基礎を

作って下さったＯＢの方々のおかげと感謝し、心からお礼を申し上げ

ます。天候に恵まれた翌日のディズニーランド観光とあわせて、心に

のこるイベントになったと思います。 

60周年を機に過去を振り返る 

ところでこの２０年間を省みると、いろいろなことがありました。大き

なものだけでも、1991年にはわが社最大の汚点である竹下事件が

発生し、後始末には数十億円の損失と、15年の時間を要しました。

バブル崩壊後の失われた10年といわれた時期には、苦し紛れに架

空受注や原価の付け替えに走るリーダーもあらわれました。そのほ

かにも、設備子会社での不適切な会計処理や海外子会社の損失

拡大など問題の連続でしたが、これらの多くに共通したのは、守りの

弱さと風通しの悪さでした。ですから我々は、地道ではありますが、

必死になって守りの体制を構築してきました。総務部の解体、時代

遅れの電算システムの廃棄と新システムの社内構築など、間接部

門の合理化を手始めに、ゴルフ会員権やバーターで購入した不動

産など不要な資産の損切り処分による資金の効率化、さらには設

備子会社や海外現地法人の解散、不採算な営業所の整理、官庁

ＯＢの受け入れ停止による過剰な営業体制の是正といった体制の

見直しを行いました。もうひとつの大きな問題は、各支店が受注の

額だけを追い求める運営を続けてきたため、工事量のわりに最終

利益が少ないことでした。こちらは全社の意識改革が必要でした

が、本当の意味での支店経営とは何かという議論の中から、部署管

理ワークシートによって支店体制上の問題を洗い出し、月次損益計

算を改良した期末業績のシミュレーションで利益管理ができるよう

になりました。同時に全社的な運動として、ごまかしや取り繕いに対

する厳罰の明確化も徹底しました。 

営業方針では、他社が敬遠する集合住宅の電気工事を中核的

な事業と位置づけ、積極的な展開を行いました。また沖縄では5年

前に米軍発注の工事に参入し、他社がしり込みする中で実績とノウ

ハウを蓄積してきました。この結果わが社は、住宅の電気工事にお

いて業界最大手と認識されるまでになり、米軍でも同業の中で抜き

ん出た存在となっています。 

人材面では不況時でも４０名以上をコンスタントに採用し続け、協 

 

力業者と共同で工事士の採用も行いました。そして営業特プロや

創針塾といった、これまた地道で時間のかかる施策によって、部門

の壁を崩して風通しを良くしてきました。そして一昨年は成果配分

制度を改定して、部門利益の一割を部署に還元する制度もスター

トしましたが、これによって会社の利益＝社員の利益という考え方が

定着したと実感しています。このように書くと簡単に聞こえますが、

実際には多くの試行錯誤と地道な努力の積み重ねがあったことは、

皆さんもよくご存知のことと思います。しかしお蔭様で、わが社の体

質は確実に改善されてきました。 

ところでくしくも６０周年の年は、世界同時不況というとんでもない

年にぶつかりました。しかし六興電気は、不況になると不思議と力が

出る会社です。それはなぜだろうと考えてきたのですが、わが社は

常に変わり続けてきたというのが一つの答えでしょう。かつては官庁

工事に強い六興電気と言われていたわが社は、今では住宅と民間

に強い六興電気に変わりました。米軍工事も、本格参入したのは僅

か５年前です。ISOに至っては他社から、最後に導入して最初に撤退

したと揶揄されていますが、これはわが社の変わり身の早さに対す

るほめ言葉と感じないわけには行きません。一方では、会社を取り

巻く環境もどんどん変わり続けています。今はデフレを懸念する方

が多いようですが、一部には来年の今頃からインフレに突入すると

いう意見もあり、このところ沈静化していた資源価格も、じわじわと上

昇しています。そんな中で我々は、ろっこうを永世に伝えなければな

りません。そのために必要なのは、変わり続けることを忘れないこと。

つまり、わが社にビルドインされた変わり続けるDNAを意識し続ける

ことだと思います。 

これからの20年 

この記事を書いている間も、時代はどんどん変わり続けいていま

す。この3カ月だけを見ても、古くからの得意先で、メンテナンスも含

めて信頼いただいていたお客様の案件に、同業者の新規参入を許

してしまった例、入札額を低く見積もりすぎて低価格入札の重点調

査価格に該当し、やむなく辞退した例などがありましたが、これらは

現場感覚だけでは成果が出せなくなってきている流れを表していま

す。特に後者は、官庁工事は安ければ取れるという時代ではなく

なった、という事実を象徴しています。一方では広島の道路照明の

ように、テクニカルセンターと共同でまとめた提案がほぼ満点の評

価を得て、受注にこぎつけた案件もありました。また米軍三沢の案

件では、東北支店から協力業者を巻き込んで沖縄を視察するな

ど、全社的な営業活動が受注の要因になったと思います。これらが

意味するところは総合力と知恵、つまり営業だけではなく、本社部

門も巻き込んだ真の意味での総合力が問われる時代に流れが変

わってきたということです。我々はこの流れを真正面から受け止め、

原点ではなくゼロから考えて対応してゆく必要があります。 

冒頭にもお話しましたが、６０周年は８０周年に向けてのスタート地

点でした。祝賀会では、皆さんそれぞれの２０年を振り返っていただ

き、次なる２０年への思いを語っていただけたなら大成功だったと思

います。これからの２０年、さらにいろいろな事が変わると思いますが、

それらすべてを乗り越えて、また全員で集まることを楽しみにしてい

ます。  
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茨城支店 根本大樹 

5月9日の祝賀会では、社員とそ

の家族に往年の猛者他、ゲストで

アントキの猪木さんが参加されまし

た。(ちなみに闘魂注入して頂きた

かったのは私もなんでんすけどね)

次回８０周年の式典を尚一層華や

かな会にするため、日々精進し行

動したいと思いました。  

( 2 ) ろ っ こ う 2009年7月20日 

創業６０周年記念式典開催 

毎年恒例の創業記念式典及び祝賀会が、5月9日(土)に浦安のシェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルにて開催されま

した。今回は創業60周年ということで、祝賀会には社員だけでなく、社員を支えてくれているご家族、これまで六興電気を作っ

てくださったＯＢ・ＯＧの方々もお招きして、1400人以上もの方が参加されました。 

横浜支店 川上康弘 

 あれ程大きなパーティー会場に

大勢の六興関係者が集まり、会

場が狭く感じられる程の大盛況

だったと思います。15年ぶりに再会した同期や他支店の

方々と近況や昔話に花を咲かせ、楽しいひと時を過ごせまし

た。家族(妻、娘)も参加させて頂きましたが会社(父親?)の

偉大さに感動し、食事に感激していました。家族共々良い思

い出となりました。  

北海道支店 増山秀明 

素晴らしい式典、社員、家族、そ

してＯＢの皆様の笑顔、笑顔、笑

顔…。私と家内にとりましては、初

めてのＴＤＲでしたので、大感動の

イベントとなりました。歴史を築かれました諸先輩には、心よ

り感謝申し上げます。今後も、歴史を重ねられるよう努力し

ようと、決意を新たに致しました。  

大阪支店 木元正樹 

入社10年目が60周年記念で、しかも中締めの挨拶をさせ

てもらい大変光栄でした。60周年以上に盛大に行えるよう

80周年に向けて日々努力し、嫁をもらって今度は家族で参

加したいと思います。 

東京本店 岩淵 睦 

入社2年目ながら60周年の式典に参加することができま

した。司会も有名な方で、アントキの猪木さんも来たり､抽選

大会などで盛大に盛り上がりました。祝賀会後も､部屋に集

まり夜のトランプ大会などをして学生時代の修学旅行のよう

な気分で､とてもいい思い出になりました。六興電気が80年、

100年と永世に続くよう祈っています！！ I Love Rokko！！！！！ 

60周年委員 岡田珠代 

参加された方全員のご協力のおかげで、事故･トラブルが

なく、天候にも恵まれ、滞りなく盛大に式典が終了しました

事、実行委員を代表しまして心から御礼申し上げます。 

また、この式典の為にご尽力いただきましたシェラトンホテ

ル営業部 伊藤課長、柏シニアコーディネーター、相原主任

その他大勢の皆様の御蔭です。紙面上ではございますが、

重ねて感謝申し上げます。どうもありがとうございました。 

BRAVOグループ 正岡久幸 

うちのかみさん、ＴＶ当選しました。本人曰く「一生分の運を

使っちゃた。アハハ」。16年使用したＴＶも映りが悪くなり、４２

型を購入しようとＧＷに見に行ったばかりでした。するとどうで

しょう。購入予定の４２型が４６型になりグレードもアップ。 

匠（かみさん）の技（運）に感動し

惚れ直しましたとさ。 

東北支店 早坂和孝 

私はパーティーで印象に残ったことが２つあります。1つ目

は、アントキの猪木が来たことです。抽選会では当たらなく

て、残念でしたが、アントキの猪木が面白かったので、良かっ

たです。2つ目は、似顔絵を描いてもらったことです。似顔絵

は私にそっくりでした。うれしかったです。早くパーティーがま

たあるといいです。 小学４年 早坂彩音 

てな事なので、２０年後の式典で

は娘も３０…。２０年後と言わず10

年いや、5年後にでもと思うのです

が、娘も年頃で一緒について来る

のだろうか。  

開発営業部 栗島道子 

景品として「デジタルフォトフレーム」をいただきました。昔

からクジ運が良い方ではあったのですが、あの人数の中で

自分の名前が呼ばれた時はさすがにビックリして妊婦なのに

小走りしちゃったくらいです。まもなく産まれてくる子供の写

真をきっと延々と流し続けちゃうんだろうなぁ～と今から考え

てにやけてしまう既に親バカな私です。  

東京第三支店 斎藤由徳 

創業６０周年記念式典を終えて、心底ホッとしているのが

現在の心境です。今回実行委員を仰せつかり、式典まで委

員全員で約1年間準備期間を要ました。参加者の社員･家

族の方が喜んで頂けたのが一番うれしかった事であり、全

員無事に帰路に着いたのが二番目にうれしかった事です。 

次回の８０周年に期待をしております。 

EP部 宮本康之 

今回の式典に創意工夫努力賞

受賞という形で出席できたことを

光栄に思います。入社して15年目

ですが、日々仕事に追われ六興

マンとしての気持ちを忘れかけて

いましたが、式典での名誉会長の

お話を聞いて新入社員の時のよ

うなやる気や情熱、六興マンとし

ての自覚を取り戻す事ができまし

た。この気持ちを忘れず六興電気

が永世に伝えられるように頑張っ

ていきたいと思います。 
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創業60周年記念式典にて、長江名誉会長より創業当時

の秘話をお話しいただきました。詳しくは、別添の「六興電気 

誕生秘話」をご覧ください。 

優秀グループ賞 
・(仮称)南千住八丁目10街区新築工事 

 東京本店：大森 光紘、桑原 佑太 

・大崎MTビル改修工事 

 東京第三支店：寄藤 鉄男、山上 雅章、薬師寺 司 

・三機工業㈱関西支社 ファシリティーシステム業務 

  における業務支援 

 ＢＲＡＶＯグループ：松村 光晴、間道 徹 

・甲子トンネル配線設備設置工事 

 東北支店：丹野 一也、阿部 雅之、村市 進 

・横浜岡田屋モアーズ リニューアル工事 

 横浜支店：山田 章広、山田谷 博己 

  小寺 八向、鹿沼 可明、相澤 一真 

  髙橋 和、北野 健二、川畑 貴之 

 ＢＲＡＶＯグループ：浅野 満廣 

 
・医療法人徳会州会（仮称）大垣徳州会病院新築工事 

 名古屋支店：相原 宏宣、郡 英之、佐藤 健治、

       加納 学、川田 一也 

・（仮称）ハーフセンチュリーモア伊丹新築工事 

 大阪支店：草富 保博、近山 智宏、大塚 直哉 

・（仮称）OSSプロジェクトケミカルプラント新築工事 

 大阪支店：滝内 健太郎、土橋 直樹 

・舟入本町マンション新築工事 

 中国支店：畝 太生、進矢 浩之 

・沖縄地区での米軍工事新規開拓 

 九州支店：本村 康洋、奥山 正純、澤田 陽介 

・職種の垣根を越えて部署の業績に貢献 

 千葉支店：由井 忍、竹内 真規子 

  粕谷 敏子、野﨑 美帆 

25年永年勤続者 
･東京第三支店 葛西 守人 

･北関東支店 上野 哲也 

･横浜支店 川上 康弘 

 
･神戸支店 福岡 則文 

･ＥＰ部 岡崎 中生 

  島田 浩 

創意工夫努力賞 
･ＥＰ部 宮本 康之 

･中国支店 中山 憲也 

 
･四国支店 小松 進也 

最優秀個人賞 
･開発営業部 信氏 美紀 

・東京本店 荒川 光國 

･北海道支店 黒川 公博 

･東北支店 猪又 正伸 

  岡崎 敏行 

  三浦 貴裕 

･新潟支店 永島 義彦 

  前田 伸樹 

 
･茨城支店 鈴木 三雄 

･千葉支店 小林 誠 

･静岡支店 吉田 豊 

 深見 知加 

･名古屋支店 菱田 祐一郎 

･神戸支店 福岡 則文 

･中国支店 赤井 悠耶 

･四国支店 片平 進人 

創業10周年記念式典 

創業当時の社員 

美土代町 旧 本社 神田駅脇にあった創業事務所 

名誉会長のご挨拶 

出口真紀さん(経理部 出口 宏さんの奥様) 

たくさんの人がいて最初はビックリしましたが、とてもアット

ホームな感じで子供も大変に喜んでいました。次の日は、

ディズニーランドに行きましたが、ゴールデンウィーク明けでし

たので通常より人も少なく、たくさんの乗り物に乗ることがで

きて楽しかったです。本当に、記憶に残るパーティーでした。  

染谷優太くん 

(東京第三支店 染谷和

明さんのご長男) 

5月9日にディズニーリ

ゾートに行きました。まず、

さい初にとまる場にいきま

した。6時に六興電気株式

会社のパーティーをしました。そして、7時になったら、あんと

きのいのきがきて、抽選会をやりました。うちの家ではコーチ

のさいふとヘルスメーターを当て

ました。抽選会の最後にあんとき

のいのきと社長が顔をたたきあっ

ていました。その後に並木さんに

だっこしてもらったりしたあと、社

長に会いました。9時に部屋に行

き、歯磨きをして10時半にねまし

た。ゆめの中でも楽しかったです。

大きくなったらお父さんの会社に

入りたいと思いました。 

岡﨑典子さん(四国支店 岡﨑修一さんの奥様) 

デビュー以来８０年、誰もが羨む仲良しのミッキー＆ミニーと

写真が撮れるなんて、思ってもみませんでした。このお気に

入りの一枚を見るたびに、楽しかった時間がよみがえります。 

モチロン！ ディズニーだけではなく、祝賀会のアントキさん

の…気合も！！ 思い出されて楽しい気分になってしまいます。 

佐々木 秀一さん(新潟支店 佐々木 深雪さんのご主人) 

もうすぐ1歳になる娘にとって、初めてのディズニー。家族で

記念にとミッキーと写真を撮ることを楽しみにミートミッキー

へ。ふと気が付くと寝ている娘。ミッキーも3歳の息子も一生

懸命に起こそうとしてくれたものの、爆睡中。家族写真は印

象に残るものとなり、家族みんな、楽しい1日を過ごせました！ 

竹内和子さん(千葉支店 竹内 真規子さんのお母様) 

「行く！ 行く！ もちろん！ ヤッホー、嬉しい！」娘から６０周年記

念パーティ招待への出欠を問われた時です。私たちは皆、

大喜びですぐ参加を表明。(伯母、妹、私=母親)６０周年を喜

んでいるのか？ディズニーランドに行けるのが嬉しいのか？も

ちろん両方です。我が家の自慢の娘が勤めている会社から

の招待ですからね。 

会場は大勢の人とご馳

走がいっぱいで興奮しまし

た。また各支店の皆様の

映像と創立当時の写真を

見せて頂き、六興電気の

歴史を感じました。次回も

楽しみです。 

ご家族からのメッセージ 

榎本愛恵ちゃん(名古屋支店 榎本紀之さんのご長女) 

パパが毎日一緒にお仕

事している人たちと行くと

聞いて、どきどきしていまし

た。でもみんな優しくしてく

れて嬉しかったです。 

ホテルに着いて会社の

人ってたくさんいるんだな

と び っ く り し ま し た。パ ー

ティーでは似顔絵をかいて

もらったり、お面をもらったり

しました。ディズニーランド

ではたくさん遊べました。お

姫様にも会えました。楽し

い楽しい時間でした。また

行きたいです。 

優太くんが書いた原稿 
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各地の竣工物件 
国崎クリーンセンター 

契約先 前田建設工業㈱ 

設計 ＪＦＥ環境ソリューションズ 

  ･前田建設ＪＶ 

監理 ㈱日建技術コンサルタント  

工期 2006年10月～2009年3月 

施工場所 兵庫県川西市国崎字小路  

建築概要 延床面積 23,769.9㎡ 

 ＲＣ･ＳＣＲ･Ｓ造 

 地下1階～地上5階 

施工部署 大阪支店 

兵庫県と大阪府にまたがる山間に、1市3町による広域でのごみ処理施設が4月1日にオー

プンしました。焼却施設棟(24ｈ連続燃焼式全連続ストーカ式焼却炉･2炉･235ｔ/日)、リサイク

ルプラザ棟(破砕処理/不燃･可燃粗大ごみ/缶類/プラスチック製容器/ペットボトル処理能

力･84ｔ/5ｈ)、余熱利用設備(蒸気タービン発電設備(5000Kw))等の他管理棟、計量棟、倉庫

棟、グラウンドの建築電気設備の施工を行いました。 

30ヶ月の長丁場に付け、飲料水も無い厳しい環境の中の工事でした。広い敷地に多目的

用途の複合施設、ごみ処理場を思わせない景観に調和した外観。特に見学者に対する施設

組合の思いは強く、「何度でも来たくなる施設」を目指すコンセプトを守る為、防臭工事には泣

かされました。工事は足場との戦いであり、ごみピット照明はクレーン上に足場を組み、移動し

ながらの夏場の作業となり安全担当立会い工事となりました。プ

ラントゾーンも足場無しでは施工ができず、鳶さんとのコラボの連

続でした。今回の工事は各協力会社の高い技術力に支えられ、

終えることが出来ました。地域環境の中核事業に参加出来たこ

とを誇りに思います。工事関係者の皆様、お疲れさまでした。 

P･S 支店有志のゴルフ大会が現場の見えるゴルフ場であり、

キャディーさんがティーグランドから見えた施設を見て、「すごく綺

麗でしょ」と教えてくれことは一生忘れません。 

 （大阪支店 吉田安弘）  

芝山航空貨物倉庫新築 

芝山町航空貨物倉庫は、住所こそ芝山町ではありますが、実際は成田空港に隣接した文

字通り、海外から輸入されてきた航空貨物を扱う倉庫です。豊田通商㈱様が建築主となり、

阪神エアカーゴ㈱様がテナントとして入居、4階の全部がその事務所スペースとなっていま

す。4階事務室から成田空港内を望むロケーションは最高で、飛行機の離発着や駐機場の様

子がよく窺えます。 

この工事の施工のポイントは、屋外に設置されたキュービクルから、建物内へ約50回線の幹

線ケーブルを取り込む為の埋設配管工事です。波付硬質ポリエチレン管(100φ)を約30本を

埋設、７０mの管路途中に2ｍ×2ｍのハンドホールを2ヶ所設置し、1ヶ所のEPSへまとめて立ち

上げるのですが、地中梁の貫通等は物量的に不可能で、また外部を建物上棟後に施工して

は工期的に大変厳しいことが予想されました。そこで、間組さんの協力を得て、地中梁下に埋

設ルートを確保し、建築基礎工事とほぼ同時期に屋内･外の埋設配管工事を完了させ、幹線

工事を先行することができました。その後の工事も、短

工期にもかかわらずスムーズに展開し、無事竣工を迎

えることができました。 

工事の施工に当たっては、協力会社の皆様の多大

な尽力に感謝すると共に、施工検討段階からアドバイ

スをいただき、その後も支援を頂いた工事本部の皆様

方へお礼を申し上げます。  

 (千葉支店 寺島俊昭) 

契約先 ㈱間組 

設計監理 ㈱シャロンテック 

 ㈱フクダ･アンド･パートナーズ  

工期 2009年1月～2009年6月 

施工場所 千葉県山武郡芝山町 

 香山新田字水初台 

建築概要 延床面積 16,269.94㎡ 

 Ｓ造 地上4階 

施工部署 千葉支店 

関越自動車道 関越トンネル照明設備更新  

関越トンネルは、関越自動車道の上越国境に位置し、全長11ｋｍ

谷川連峰を最短ルートで貫くもので、昭和60年に現在の下り線を

対面通行で供用開始、平成3年10月に上り線トンネルが開通し現在に至っております。これま

で幾度かの更新工事がなされ、今回の照明設備蛍光灯化工事となりました。 

本工事の目玉は光束自律制御機能付Hf照明器具と段調光で昼･夜･深夜点灯切替する

こと(今回工事、上り3.7ｋｍ、下り3.0ｋｍの区間)で年間消費電力を削減、CO2換算で６０万トン

削減と均一照度と視認性の向上です。工事は上記に伴う灯具の撤去新設及び配電方式の

変更でケーブルの引替及び分電盤等の取替、上り線3.3ｋｍ改造区間は今回蛍光灯化した

下り線より撤去したSUS製照明器具NX35Wを55Wに改造して、上り線の鋼板製灯具750台

を撤去、取替が主要工事です。工事を実施するためには、トンネル内に車線規制を掛けて作

業するのですが、維持工事、施設工事が最盛期を迎える6月～10月の間は規制区間を確保

するため調整が必要となり、月間工程表を基に全業者で調整していても、工程のズレにより

再度交渉ということが何度もありました。これは一規制、最長3.0ｋｍ、更に規制と規制の間隔

を3.0ｋｍ離すことが決まりのためです。規制を掛けて作業開始となるわけですが、規制の真

横は一般車輌が時速80ｋｍ以上(工事規制速度50ｋｍ)でビュンビュン走っているのですから、

非常に恐ろしいものです。更に騒音、粉塵、排気ガスの中での作業となるため、作業員は作

業服の上にヤッケか雨具、防塵マスクといった装備で作業に当たるのですが、夏は暑いし、汚

れるし、話は聞き取れないし、といった状況でした。この悪条件ですから当然作業効率は落ち

るわけですが、前回トンネル改修工事の経験

をＶＥ提案し採用頂いたことと今年の少雪(関

越道開通後４番目)が幸いして、予定以上に

早く工事が完了致しました。これも他ならぬ

関係者及び協力業者の協力があったからだ

と感謝しております。北海道支店より現場代

理人とし長期出張頂いた中村さん大変ご苦

労様でした。  

 (新潟支店 樋口 隆) 

契約先 東日本高速道路㈱ 新潟支社 

設計監理 東日本高速道路㈱ 

工期 2007年12月～2009年6月 

施工場所 群馬県利根郡みなかみ町～ 新潟県南魚沼市余川 

工事概要 関越トンネル全長11ｋｍの 

  照明蛍光灯化工事 上り線3.7ｋｍ、下り線3.0ｋｍ 

  照明設備改造取替工事 上り線3.3ｋｍ 

 石打トンネル、六日町トンネル輝度計更新工事 

施工部署 新潟支店･北海道支店 

照明器具更新前 

照明器具更新後 

更新後 

昭和薬科大学第2講義棟新築 

契約先 飛島建設㈱ 

設計監理 ㈱久米設計 

工期 2007年12月～2009年3月 

施工場所 東京都町田市東玉川学園 

建築概要 延床面積 6,320.64㎡ 

 SＲＣ造 一部S造 

 地下2階 地上4階 塔屋1階 

施工部署 東京本店 

東京薬科大学は東京都町田市に位置し、キャンパス内には薬用植物園や自然観察路が

ある特色のある大学です。今回施工した第2講義棟は、薬学研究の拠点となるハイテクリ

サーチセンター、教室、学生のためのアメニティ施設などが揃った施設になります。 

約16カ月の工期の中、施主の厳しい要求をクリアすべく、頭を痛

めることの多い仕事でしたが、新棟は高橋君と小山内君の頑張り

で問題もなく竣工を迎えました。 

改修工事は工事範囲が広く、工事項目も内容も濃いため、施

工に関する制限の多い環境でした。しかし、協力業者の皆様の豊

富な経験と知識に助けられたことも多く、㈱久米設計及び飛島建

設㈱の電気、設備担当者のお力添えもあって、改修工事も無事

に完了することができました。  

 (東京本店 芳賀 秀) 
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中間決算報告 

4月17日、「技術開発・事例発表会(春)」をホテルJALシティ田町にて開催致しました。9支

店の発表、社長を含めた審査員、各部署からの聴講者、スタッフを併せて総勢約100名に及

ぶ一大イベントとなりました。このような大規模な発表会は今回が初めてでしたので、特に発

表者の方々は資料の作成や発表の準備等大変なご苦労だったと思います。受賞された皆

さん、おめでとうございます。 (技術本部 大竹健氏)  

最優秀賞 ～旭川合同庁舎 ＶＥ技術提案の実施報告について～ 

この度行われた技術開発･事例発表会で、最優秀賞を頂きました。自分でもまさか最優秀

を頂けるとは思ってもいなかったので、とても光栄に思います。まず今回の事例発表会の感

想ですが、会場に初めて入った瞬間、広い･スクリーンが大きい･椅子が多い。それが第一印

象でした。正直な話、とても緊張しました。会場の設定については事前に告知されていたので

すが、実際に自分の目で見るとその雰囲気に圧倒されました。自分が発表している時よりも、

順番を待っている時の方が緊張していました。 

肝心な発表内容の方ですが、各部署の皆さんは色々工夫されていて、レベルの高さに驚

かされました。発表を聞いていて、「なるほど」と思う場面が何度かありました。それに比べて

と言ってはなんですが、今回私が発表した内容というのは、「ここを工夫しました」とか「こん

な便利な物を考えました」と言うような内容ではなく、失敗談でしたので、こんな内容の発表

で良かったのかな？と思いながらの発表でした。これで最優秀を頂いてしまって、他の部署の

皆様に申し訳ない気持ちです。しかし、発

表を聞いていた皆さんから、「内容がわか

りやすかった」と言ってい頂き、これは事前

にリハーサルを行って、支店の皆さんから

頂いた色々な意見を取り込んだ結果だと

思い、それが最優秀に繋がったのだと思

います。今回は栄誉ある賞を頂き、本当に

ありがとうございました。 

 (北海道支店 黒川公博) 

優秀賞 ～ボックスレス工法のボックス墨だしプレート～ 

さてさてどうしよう…と始まったこの一件。改めて考えると何も浮かばない…特別なことはし

てないし…。そんな感じでスタートしましたが、上司のアドバイスで今回のテンプレートを発表

する運びとなりました。 

まずは発表するにあたり、テンプレート

を製作したきっかけを思い起こしました。

毎回職人さんが製作しているものが何か

効率よく品質向上につながらないか…?

といったところからのスタートでした。試作

品を製作し、実際に作業してもらい改善

点を含め、各職人さんの意見をたくさん

もらいました。どうせ作るなら少しでも良い

ものでなければ意味がないと思っていたので、皆さんの意見が有難かったです。こうして最終

形のテンプレートを製作し、現場の作業に入りました。皆さん大事に使って頂き、結構好評

だったのを嬉しく思いました。 

と、ここまでで一端終了していたのですが、今回の発表をきっかけにその成果を数字に表

わすことで改めて現場効率の向上につながったことが分かり、私としても良い経験になりまし

た。また、今後の改良としての更なる向上について考えるきっかけとなりました。現在では人

材開発室の協力で36シリーズでの開発を検討して頂いており、より良い製品になり、広く普

及されることを期待しています。 

最後になりますが、皆様のご協力のおかげで貴重な賞を頂けたことに感謝し、ご協力頂き

ました皆様にお礼を言いたいと思います。ありがとうございました。 

 (北関東支店 須田昌紀) 

その他 技術開発･事例発表会 タイトル一覧 

･住戸内光幹線ケーブルの工場加工化に伴う省力化及びコストダウン 

 (東京本店 木村宏太郎) 

･銀行における改修工事 (東京第三支店 石川光治･渡辺克己･染谷和明) 

･「VE･CDどっちなの?」VE案CD案の違い、交渉の進め方、現場の実例を含めて 

 (新潟支店 小林俊範･前田伸樹･田中卓見) 

･チーム千葉支店 (千葉支店 漆間幸雄) 

･豊川コロナワールド新築工事における体験談 (名古屋支店 相原広宣･水野淳司) 

･ロックタウン周南 現場の効率管理について (中国支店 中山憲也) 

･現場工夫事例 (四国支店 大西良司) 

初の試み ～春の技術開発･事例発表会～ 

貸借対照表 2009年3月31日現在 

科目 金額 科目 金額 

 （資産の部） （26,308,302）  （負債の部） （19,047,843） 

流動資産 23,236,830 流動負債 17,273,208 

  現金預金 5,680,713   支払手形 1,833,415 

  受取手形 4,741,910   工事未払金 7,679,225 

  完成工事未収入金 5,565,775   未成工事受入金 6,257,062 

  未成工事支出金 6,217,178   その他 1,498,504 

  繰延税金資産 294,381   工事損失引当金 5,000 

  その他 763,165   

  貸倒引当金 ▲26,295 固定負債 1,774,635 

固定資産  3,071,471   退職給付引当金 1,679,135 

 有形固定資産  586,531   その他 95,500 

  建物・構築物 354,632   

  機械・運搬具等 76,687  （純資産の部） (7,260,458) 

  土地 155,212 株主資本 7,284,016 

 無形固定資産  31,346  資本金 500,000 

  電話加入権 31,346  資本剰余金 160,680 

 投資その他の資産  2,453,590  利益剰余金 6,623,886 

  投資有価証券 295,271  自己株式 ▲552 

  繰延税金資産 979,815 評価・換算差額等 ▲23,557 

  その他 776,581   

  貸倒引当金 ▲774,290   

資産合計 26,308,302 負債・純資産合計 26,308,302 

  長期貸付金 1,176,213   

(単位:千円) 
2008年10月1日～2009年3月31日 

科目 金額 

   

売上高   

 完成工事高 19,298,348  

 兼業事業売上高 86,442 19,384,791 

売上原価   

 完成工事原価 17,064,591  

 兼業事業売上原価 67,859 17,132,450 

売上総利益   

 完成工事総利益 2,233,757  

 兼業事業総利益 18,583 2,252,341 

 販売費及び一般管理費  1,063,434 

営業利益  1,188,906 

 営業外収益  53,272 

 営業外費用  22,146 

経常利益  1,220,031 

 特別利益  900 

 特別損失  360,081 

税引前当期純利益  860,850 

  法人税,住民税及び事業税 407,965  

  法人税等調整額 5,376 413,341 

   

当期純利益  447,508 

損益計算書 
(単位:千円) 

科目 
自 2008年10月1日 

至 2009年3月31日 

自 2007年10月1日 

至 2008年9月30日 

  税金等調整前当期純利益 860,850 1,815,541 

1. 営業活動によるキャッシュ・フロー ▲26,788 5,061,888 

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲128,920 ▲130,192 

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲75,417 ▲680,032 

4. 現金及び現金同等物に係る換金差額 0 0 

5. 現金及び現金同等物の増加額 ▲231,125 4,251,664 

6. 現金及び現金同等物の期首残高 5,911,838 1,660,174 

7. 現金及び現金同等物の期末残高 5,680,713 5,911,838 

キャッシュ・フロー計算書 
(単位:千円) 

新築工事の利益率アップが寄与 

【経営成績に関する分析】 

第68期の中間決算ですが、受注額は21,201百万円(前期

比▲14.1％)、売上高は19,384百万円(前期比▲27.5％)とそ

れぞれ減少いたしました。売上高の大幅減収に関しまして

は、第67期からの繰越工事のうち第68期完成工事の額が

少なかったことが主な要素です。 

しかしながら利益面においては、採算性を重視した営業活

動などが功を奏し、特に新築工事の利益率が大幅に改善さ

れた結果(前期比+4.3％)、本業の儲けを示す営業利益は

1,188百万円(前期比＋12.8％)と大幅減収ながら増益を達

成いたしました。 

一方、オリエンタル白石の会社更生法申請の影響を受

け、同社に対する貸倒引当金として、357百万円の特別損

失を計上しました。以上を勘案して税引前当期純利益は

860百万円(前期比▲14.8％)となり、残念ながら前期の結果

を下回ることになりました。 

期末の業績見込みですが、売上高は期初の見込み通り

大幅減収は回避できない状況で、売上高は36,764百万円

を予想しています。しかしながら営業利益は2,017百万円を

予定しており、第67期とさほど変わらない利益水準を確保し

ています。 

【財政状態に関する分析】 

1．資産･負債および純資産の状況 

総資産は前期末と比較すると、105百万円増加し26,308

百万円となりました。これは3月竣工案件が多いことから、受

取手形と完成工事未収入金が増加したためです。一方、負

債合計は前期末より、730百万増加し19,047百万となりまし

た。主な理由は工事未払金の増加(+805百万円)です。 

純資産は適正な利益を計上しているため、372百万増の

7,284百万円となり、70億円台を突破しました。今期末に予

定通りの利益が計上された場合、自己資本比率が30％を

超える見込みです。 

2．キャッシュフローの状況 

営業キャッシュフローは、前期末と比較して26百万の減と

なりました。これは税引前当期純利益が860百万円あったも

のの、売上債権の増大による減少(▲1,794百万円)と税金

の支払による減少(▲676百万円)が影響しました。 

  (経理部 坂本孝行) 
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東日本工事責任者会議 

この度、日高本部長の号令の下、｢“各支店間の交流をよ

り一層深め、厳しい環境の中で工事が主体となって営業を

支援する”体制を各支店が構築する」のを主な目的として

東日本工事責任者会議が創設されました。メンバーは東日

本本部8支店の工事責任者と、顧問をお願いした鹿久保支

店長の9名。６月17日に第1回の会議が開催されました。 

日高本部長より主旨･目的･要望事項の説明。鹿久保支

店長からも「継続させる。継続できる議題を決める事」との

要望があり会議がスタートしました。今回の議題は「今後の

会議で何を協議したら良いか？何を協議すべきか」。参加者

より「社員･協力業者の繁閑調整･応援体制の強化」「各々

の管理書類を参考に良い物を取入れたい」「当社とゼネコン

の管轄エリアが違う事による物件情報の取りこぼしをなくす

ための営業情報交換」「若手社員のＯＪＴ」等、多数の意見

が出ましたが、限られた時間で広く浅くでは効果も期待出

来ないので、1つの議題を協議し、終わったら次の議題を決

める方向となりました。 

次回からは「支店間の人事の交流をスムーズに行うには」

を当面の議題として進めていきます。始まったばかりでテー

マも難しいので簡単には結論は出ないと思いますが、業績Ｕ

Ｐに貢献出来るよう参加者全員で知恵を出し合い継続させ

ていきます。 (北関東支店 上野哲也) 

人事考課が変わりました 

今年から人事考課のルールが変更となりました。人事考

課の変更は８年ぶりのことです。大きな変更は、考課者が「５

級職以上の直属上司」となった点と、5級職以上と4級職以

下とで考課表を分けた点です。 

人事考課を毎年行う目的は大きく考えて３つ(昇級審査、

定年再雇用可否、面談を通じての本人の進路希望確認)あ

ります。今回の考課者･考課表の変更により、今までよりいっ

そう納得が得られる評価や面談ができるようになるのでは

ないかと期待しています。 

人事考課は５級職以上の上司にとっても、考課を受ける社

員にとっても、年に一度のチャンスです。ただなんとなくの惰

性で毎年行うのではなく、この機会にお互いに思っているこ

とや将来に向けての方向性を確認しあい、皆が気持ちよく

働ける環境にしていきましょう。  (人事管理室 山田路子) 

京増常務が三輪･富井賞を受賞 

5月13日、社団法人日本電設工業協会の第59回通常総

会が飯田橋のホテルグランドパレスにて開催され、京増常

務が第3回三輪･富井賞受賞者として表彰を受けました。 

三輪･富井賞とは、昭和40年に制定された三輪賞と昭和

51年に制定された富井学術奨励賞を統合して平成19年に

新たに制定されたもので、「電気設備工事業界において顕

著な功績のある者または団体を表彰すること」を目的として

いるとの事です。過去には昭和63年に、長江名誉会長が前

身である三輪賞を受賞しています。 

京増常務は、平成18年7月に多くの建設業専門工事業団

体により設立された基幹技能者制度推進協議会の初代会

長として、認定制度の公的機関での認知･普及に取り組み、

建設業界の横断的活動により平成20年1月建設業法施行

規則が改正され登録基幹技能者が経審の加点評価となる

など、制度創設に貢献した功績が評価され、受賞に至りまし

た。また、労務委員会在任中に電設業の人づくりプランに貢

献したことも、同時に高い評価を得ました。 

授賞式当日には、もう一名の受賞者である川北電気工業

株式会社の牛嶋様とともに表彰状が贈られました。詳細に

ついては「電設技術」6月号にも掲載されていますので、ぜひ

ご覧ください。 (経理部 藤野広実) 

太陽の家へ自動タップ加工機を贈呈 

当社と部材共同開発をしている社会福祉法人太陽の家

に当社創立６０周年を記念し、自動タップ加工機を贈呈する

こととなりました。この自動タップ加工機によって、今まで両

手作業者に限定されていた３６サポートＴのタップ加工作業

が片手でも行え、作業の効率化が図れるようになります。 

贈呈式は、長江社長の「当社製品に携わっている皆様に

是非お会いしたい」との希望もあり、実際に作業をしている作

業場にて行いました。長江社長が「皆様のご協力、ご支援に

は大変感謝しております。加工機を用いることにより、様々な

障がいのある方への作業提供が可能となります。今後ともご

協力お願い致します」と挨拶し、加工機を贈呈しました。続き

まして太陽の家を代表して長門様より、「今後も皆で協力し

ながら、より良い製品づくりに努めて参ります。ご指導･ご支援

の程よろしくお願い致します」とお礼のお言葉を頂きました。 

この後、長江社長が実際に加工機の操作を行うといった

サプライズがあったり、太陽の家の皆さんと記念撮影を行う

など、和やかな雰囲気の中で行われました。 

 (技術本部 大竹健氏) 

みんなで記念撮影 社長もやってみる 

6月20日に、東京本店･東京第三支店と工事安全衛生協

力会東京支部の共催による安全大会が東京グランドホテ

ルにて開催されました。今年の出席者は過去最多の260名

(社員150名、協力会員110名)でした。 

斉藤支店長の開会の辞から始まり、松村本店長の挨拶で

は「事故を無くすためには、謙虚な気持ちでコミュニケーショ

ンよく人と接することで、危険をゼロにすること」とありました。

田島支部長はハインリッヒの法則を引用し、「事故を小さな

事故で片付けてはいけない」とのお話がありました。表彰で

は33名の方が受賞され、その後、福嶋課長の安全講話へと

移りました。 

安全大会(東京)行いました 

毎年、東京では

懇親会の代わりに

抽選会を行ってい

ます。抽選会景品

は 計 50 本 ( 旅 行

券、電動自転車、ミ

ニＰＣなど)がありま

す。受付でもらった

抽選券を手に握り締め、読み上げられる番号にドキドキする

瞬間です。さらに今年の当選者には、壇上へ上がっていただ

き、お茶をストローで一気飲みする等のゲームにもチャレンジ

してもらいました。当たらなかった方については残念でした

が、これにめげず来年も安全大会に出席して下さい。大会は

12時前に滞りなく終了しました。 

最後に、この大会は開催に向け5月から20名の大会幹事

により準備が始められました。抽選会ゲームの一気飲みで

は「牛乳が嫌いな人がいる」「コーラはむせる」「血圧の高い

人は危ない」など、少しでも参加した方に「行って良かった

な」と思ってもらえるよう打合せが何度も行われました。大会

のために裏方で支えてくださった方々へ、この場をお借りし

て御礼申し上げます。ありがとうございました。来年もキャラ

の濃いメンバーの協力で、オリジナリティ溢れる安全大会に

なればと思います。 (東京本店 重成範寿)  

風船が一番大きいのは誰かな？ 

６月２７日(土)本社の2F会議室において、㈲三協電設小川

社長の立ち会いのもと、本年度入社した5名の電気工事士

の研修を実施しました。 

入社後3カ月の作業内容を基にKY訓練をした後、午前中

の座学では、理論中心の講習であったためか少し戸惑う様

子も伺えましたが、必要な基本的知識という思いから熱心に

取り組んでくれました。昼食は小川社長と立ち会いの技術

本部員と共に、大盛カレーライスを歓談しながら食べました。

午後の講義に移り、課題の配線図から複線図作成作業を

経て実際に配線を行いました。現場での経験はまだ3カ月の

ため、少しおぼつかない様子でしたが、それぞれ真剣に取り

組み回路を作成していました。できた順に電気を送り試験を

行いましたが、1回ではなかなか完成に至らず、不具合の修

正を繰り返しながら全員が無事作業を完了(点灯)できた時

には全員で達成感を共有でき、和気相合の雰囲気が溢れ

ていました。 

初々しい若者を

前に、自分の入社

当時を思い出しな

が ら、一 生 懸 命 な

姿に共感を得られ

るいい経験ができ

非常によかったと

思っています。 

(技術本部 

 大竹健氏)  

電気工事士実務研修 

見守られながら頑張る新入社員たち 

 

右が京増常務 
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おしらせ 

年末の休暇について 

12月23日は出勤日となり、12月28日は振り替え休日にな

ります。これに伴い、御用納めが12月25日になりました。 

定年延長の仕組みが変わりました 

当社では60歳で定年後の再雇用制度がありますが、5月

より再雇用後の年俸決定と雇用期間のルールが変更となり

ましたのでお知らせします。今までに再雇用された方も次回

更新時から随時新ルール切り替えとなります。制度の詳細

はポータルサイトの「再雇用規程」をご確認下さい。 

受注！ 

･六本木三丁目再開発計画新築工事   (東京本店) 

･三沢米軍家族住宅改修工事 第２期･第３期  (東北支店) 

･介護老人保健施設もえぎ野新築工事   (茨城支店) 

･新宿区新宿６丁目（Ｓ街区）計画   (北関東支店) 

･全農営農・技術センター   (横浜支店) 

･浜松（２０）局舎新設電気（通信）工事   (静岡支店) 

･ミドリ門真店新築工事   (大阪支店) 

･高製独身寮新築電気設備工事   (神戸支店) 

･岡山博愛会病院新築工事  (中国支店) 

･米軍家族住宅ＰＨＡＳＥ７改修電気設備工事  (九州支店) 

はいさ～い＼(^o^)／沖縄–６ 
はいさ～い＼(^o^)／皆さ～ん、ちゃーがんじゅーですか？ 

今回は沖縄の『城』をご紹介します。最近は「歴女」と呼ばれる人たちも増え、ちょっとした歴史ブームですが、ここ

沖縄にも「城」があります。 まず、守礼門(２千円札の絵になってます)で有名な首里城(しゅりじょう)があります。この首

里城は、琉球王国の国王の居城として、琉球王国の中心的役割を担ってた城です。造りも、「天守閣があってお堀

を張り巡らせてる日本の城」とはちょっと違って、どちらかと言うと中国大陸の建物をイメージする造りになってます。 

他にも大陸の文化を感じさせるのが今帰仁城(なきじんじょう)です。まん

ま、万里の長城のミニチュア版みたいになっております。これらの沖縄の城

は、纏めて世界遺産に登録されており、世界的にも価値のあるものと認めら

れてますので、是非皆さんも見に来てください。因みに沖縄では城の事を

「グスク」と呼びます。 

～ワンポイントうちなんちゅ。沖縄のお城～ 

･首里城(しゅりじょう)･今帰仁城(なきじんじょう)･勝連城(かつれんじょう) 

･中城城(なかぐすくじょう)･座喜味城(ざきみじょう)  by関西系うちなんちゅ 
今帰仁城にて 

新入社員の阿部さん大活躍 

4月19日(日)に田町の東京ポートボウルにて六進会の懇

親ボウリング大会が開催されました。電気工事士･協力業

者･六興電気の交流が広がるようにと長江社長にもご参加

頂き、工事本部、技術本部、東京本店、北関東支店、六進

会協力業者社長方、また職長クラスの方にもご参加頂き、

総勢44名にてボウリング大会が行われました。 

初めはぎこちなさが漂うレーンもありましたが、ゲームが進

むにつれ次第に打ち解けて拍手や歓声が聞かれるようにも

なり、白熱した2ゲームでした。年齢や役職を超えて皆さん

大いに楽しんで頂けたようです。願わくば、女性参加者がい

ると嬉しいねえ…という声が聞かれましたので、来年は東京

在勤の女性社員にも是非ふるってご参加頂きたく、今からお

願いしておきます！ 

大会後は懇親食事会･成績発表が行われました。今年は

各協力業者さんからも賞品のご提供を受け、かなり多くの方

が賞を受けられた中、個人一位は新入社員の阿部睦司さ

ん(武藤電工)、二位は協栄電設の福永正敏さん、三位は昌

栄電気工業の斎藤祐樹さんでした。阿部さんはハイスコア

賞とのＷ受賞でした！ おめでとうございます。 

次回も多くのご参加を頂き、親睦を深めて頂ければと思い

ます。 (技術本部 今橋由佳) 

個人賞･ハイスコア賞のW受賞した阿部さん 

～英語教育プロジェクト TOEIC結果と今後の方針～ 

2009年４月に英会話学校GABA受講者他、受験希望者

を含む合計58名＋本年度新入社員３１名がTOEIC TESTを

受講しました。最高得点は今年度の新入社員の経理部経

理課 平野さんの８４０点でした。また、昨年の英会話学校受

講者の多くがTOEICの点数をＵＰ(伸び率平均が110～

120％)することができました。 

そして、本年度TOEIC受験者のうち高得点者の中から、本

年度の英語学校受講者10名を選抜いたしました。今年は、

当社の施工実績でも約40億に達した「米軍工事」にかかわ

る工事系社員や外資系企業と折衝する可能性のある事務

系社員といった、より現在業務において「英語」に触れる機

会の多い方を選抜いたしました。このように、毎年限定した

方々だけではなく、より幅広い層の方々にプロジェクト参画し

てもらうことで、実務に即した英語を使える人材を増やして

いきたいと考えています。また、本年度は対象となった方々

に対して、勉強したことが活かせる交流会やその他、実践の

場のご案内をより多くしていこうと思っております。 

 (開発営業部 信氏美紀) 

英語を使える人を増やしていきます 

“ろっこう”が選ぶ優秀安全標語  
各支店の安全朝礼などで採用された安全標語の中

から、新聞委員会で最優秀作品を選びました。 

「 危ないよ その一言が人命救助 

現場のみんながレスキュー隊」       

      （静岡支店 星 真人） 

現場では様々な職種の方達

が日々作業をしていますが、正

直な所では自分達の職人さん 

の行動のみに注意を促す事が

多いと思います。 

なかなか実践できない事かも知れませんが、ふと現場

を巡回していた時に他職の方達でも不安全行動をして

いたら「危ないよ」と声を掛けてあげるだけでも、災害リ

スクが減るのかなと思います。良い建物を造るというベ

クトルに職種は関係ないですし、そんなきっかけで他職

の人と仲良くなったりすると、現場も上手く進むかも？と

思いこの標語を作成しました。 

管理室プロジェクト報告 

私が手掛けていたこのプロジェクトは、管理室業務の帳票

削減･業務の効率化を目指し、2007年12月に発足し月に1

度のペースで今年の3月まで会議を行いました。メンバーは、

東京 水野管理室長、大阪 田邉管理室長、経理 神田課

長、人事管理室 山田室長、システム 榎本室長･水谷課長、

東京第三 石川さん、横浜 青木管理室長と名古屋 榎本管

理室長、そして私の10名が担当致しました。 

主な検討項目として、帳票の見直し･業務工数の短縮･情

報の共有化という大項目からそれぞれ、経理部の帳票、人

事管理室の帳票、PM室の帳票、帳票以外の項目で進めま

した。その結果、以前に報告した材料･工料伝票の帳票枚数

削減、個人情報保護の観点から帳票の回覧をサイボウズの

ワークフローへ変更、東京本店では既に使われているサイボ

ウズの伝言メモの活用が提案されました。中でも伝言メモ

は、伝え手･受け手共にメリットのある機能です。伝言を入れ

るだけで、何度も電話する必要がなくなり、受ける方にとって

も自分の都合の良い時に見られるという利点があります。社

員全員に普及できれば、どこにいても誰にでも、他支店間で

も連絡が取れるようになります。サイボウズに携帯のメールア

ドレスを登録するだけなのでぜひ皆さん使ってみてください。 

また、受注報告書から実行予算書にデータが移行できる

よう検討中です。本来は何でも1つの表にまとめるのではな

く、内容をもっと集約し帳票自体はシンプルにして、目的や

立場によって欲しい情報だけを加工して見られるような方向

で検討できれば、さらに効率化が図れると思います。その他

にも、受注報告書のデータは活用されているがそれよりも3

倍以上ある積算原稿のデータは活用できないのかとの疑問

もありました。今回のプロジェクトで検討する内容ではないと

の判断でやめましたが今後の重要な課題だと思います。 

これでこのプロジェクトはひと段落しましたが、今後は、「六

興電気を永世に伝えていく」為の手段として「次世代管理

室のあるべき姿」というテーマで若手社員を中心に取り組も

うと思っています。「地域にあった管理室として大きな支店も

小さな支店も同じ体制で良いのか?」「将来的に人材が減っ

ていくことが予想されています。単なるルーティンワークは指

導されていくと思うが、イレギュラーの処理を教えていく為の

方法は?」「昔は六興の生き字引みたいな人がいて、その人

に聞くと誰に聞いたら良いとか示してくれたが、今後は聞き

たい時にどうすれば良いのか?」。具体的な結論は出ないと

思いますが、話し合いをし、少しでも将来を見据えていけた

らと思います。最後になりますが、このプロジェクトで大変だか

ら･面倒だからと減らすのは簡単でも、その書類が持つ本来

の役割によって「何の為に作られている書類なのか」を十分

に理解しなければならない。そしてその上で、項目の削減や

帳票を変更する事の難しさを感じました。 

 (北関東支店 丸山宏明) 
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横浜支店 斉藤 幸也さん   「野毛横丁」 わ が 街 紹 介 

開港150周年で賑わう横浜の華やかなところを少し気取っ

て紹介と考えておりましたが、ネットで検索するとはるかに正

確で細やかな情報が入手できてしまいますので、今回は当

支店に隣接する開港の賑わいとはかけ離れた野毛横丁の

魅力をお伝えしたいと思います。 

未来都市を思わせるみなとみらい地区とは線路を一本挟

んだだけなのに、見事に忘れ去られたように野毛横丁はあり

ます。せいぜい150～200ｍ四方に百数十軒の店が建ち並ん

でいますが、終戦直後は闇市などで横浜の中心として栄え

た街だったそうです。今では昼間はひっそりとしてここだけ新

型インフルエンザが蔓延しているかのようですが、夕方にな

るとどこからともなく、みなとみらい辺りとは明らかに違う客相

が集まりだし、夜が更けるにつれ声だけ元気なちどり足が溢

れる光景はゾンビ映画を彷彿させます。 

気取って入るところは一つもありませんが、実に侮れない店

が多いです。和食では寿司･焼き鳥の類は勿論、ふぐ･すっぽ

ん･うなぎ･いわしなどそれぞれ専門店があり、変わったところ

では馬鹿専門の店があり、馬刺しではうまいとされるたてが

みなどを出してくれます。他にはイタリアン･韓国･インド･タイ料

理など僅かながら国際化にも対応しております。飲食店以外

では小じゃれたヘアサロン･ネイルサロン･各種マッサージ、そ

れとぽつんと刺青彫師の店もあります。この6月から鯨料理を

野毛の名物にしようという動きがあり、３０店舗くらいが一斉に

独自の鯨料理を売り出しています。捕鯨反対ＮＧＯからバッシ

ングを受けそうですが、捕鯨船の基地港を求めやってきた黒

船のために開港した横浜で鯨食べてどこが悪いのでしょう？ 

話がそれましたが、こんなに狭い野毛なのに実は我々もよ

く分かってません。これを機会に皆様にお越し頂き、一緒に開

拓していきたいものです。皆様のご来店、お待ちしています。  

野毛横丁の日常風景(!?) 

暑くなってきました。

ビールもうまいけど、海

と花火の季節です。 

うちの家族は花火が

大好きで、今年はもう２

回も(６月１日現在)子供

と手持ち花火を楽しみました。花火といえば、７年前から

福井県若狭の和田海水浴場で行われるロケット花火の

大会に参加してます。コンビニなんかで売ってるたかがロ

ケット花火。せやけど10周年(2007年)にはその数30万

発。地元では割と有名で、県外からも人が集まり、2万人

を越す観客と300人くらいの花火師で和田浜を盛り上げ

ました。半年前からＮＰＯ法人“花火師＆雅女衆”という団

体で計画し、地元警察と消防、地域の方(花火師以外)の

協力で安全なイベントに。昨年は一時活動停止したもの

の今年また復活。10万発と小規模で一から再スタート。 

もし気になる夏と海と花火が好きな人はサイトで検

索…更新されてない何年か前の情報が(笑)。もっと気に

なる人は８月14日に和田浜に。当日は朝６時くらいから夕

方まで法被を着た花火師がウロウロ準備してるから一番

見やすいとこ聞いといて、いっぱい泳いでビール飲んで、

夕方から花火開始までレゲェライブも楽しんで、今まで

見たことない花火を見たら忘れられへん夏になるんちゃう

かなぁ。次回は中国支店・伊藤玲子さんです。 

 （大阪支店 中嶋純平） 

リレートーク 

 

 

 

 
 

法被姿の中嶋さん(左) 

新入社員が活躍するも… 

4月30日、明治神宮外

苑軟式球場にて東京電

業協会主催による野球大

会が行われました。球場

のそばにはバッティングセ

ンターが併設されており、

バーチャルピッチングの機械で実戦に近いバッティング練習

ができます。各自そこで練習をし、準備も万端、試合に臨み

ました。守備位置につくと自然と緊張も高まります。 

相手チームの沖ウィンティックさんは手強く、日頃から練習

しているらしく、さすがにキビキビとしてまとまりのある雰囲気

を持っていました。自分達は当日に来られたメンバーの中で

ポジションを決めるなど慌ただしく、新入生が５人試合に出る

など試行錯誤だったので10対2の4回コールド負けという残

念な結果に終わりました。しかし1回にランニングホームラン

で2点先制するなど、いい場面も見られました。また、一生懸

命取り組んで流した汗は、気持ちのいいものでした。皆でス

ポーツするのが楽しいと改めて実感しました。9月にも大会

がありますので、いい知らせをお伝えできるよう頑張ります。

普段会うことの少ない他部署の方々とも交流でき、有意義

な時間を過ごすことができました。 (東京本店 後藤允彦)  

北関東支店「ボウリング親睦会」 

北関東支店では、支店の若手社員と協力会社の若手社員との親睦をはかるため、北関

東支店と協力会の共催で4月25日に「ボウリング親睦会」を開催しました。今回初となるこの

会の参加協力会社は、金澤電興㈱･㈱山一電設･㈱動電舎･㈱大塚電工･㈲桜電工･結城

電設㈱と六興電気北関東支店。全12社、総勢41名！ 当日は、開始時間よりも早く集まるよ

うにと設定した集合時間の更に30分以上も早く参加メンバーが集合し、早くもヤル気に満ち

溢れているようでした。 

ボウリング場の1フロアを貸切り、各社混合で12チームに分かれ、各協力会社社員の自己紹介に始まり支店長、協力会社社

長の挨拶。そして金澤社長の始球式で親睦会はスタートしました！ ボウリングは2ゲームでしたが、若手社員だけあって打解け

るのも早く、縦社会の枠を超えた横の繋がりとなって会場を盛り上げてくれました。あっという間の2ゲームが終わり、会場を飲

み屋に変えていよいよ“本番の親睦会”(!?)お酒も廻ってきたところで、待望のボウリングの結果発表兼

表彰が行われ、全部で12の賞の中で最も栄光ある六興賞(6位)に輝いたのは㈱動電舎の榊枝哲さん

でした！ 

これを機に、協力会社同士あるいは北関東支店と協力会社の結束を深め、活気あふれる現場作りを

していきたいと思います。また、来年からはもっと多くの人が参加できるよう自称若手？を対象とした恒

例行事としていきますので宜しくお願いします。 (北関東支店 伊藤喜一･髙木直樹) プリティ丸山 

沖縄営業所 移転しました 

5月1日より、新沖縄営業所が開業しました。４月３０日の午

前中に荷造･搬出をし、午後に搬入･据付完了という、なんと

もコンパクト(元々が18坪しか無かったので…)な引越し作業

でした。当日は、同時に電話工事･LAN配線を施工したので

すが、両方とも予定通りに完了し、事務所の引越し作業とし

ては上出来だったと思います。 

新事務所になり、いろいろと改善された事があります。まず

電話です。今までは家庭用の電話器(子機2台)が1台しか

なかったのですが、ビジネスフォンに変わりました。でも、まだ

操作方法が覚えきれず、充分活用出来てない(特に短縮機

能)のが実情です…。次に、ロッカーとトイレを男女別で設け

ることができた事です。今年の新入社員で地元の女子社員

を採用しました。採用時からの懸念事項でしたが、一気に解

決し皆とっても喜んでいます。でも、ここでも少し問題があり、

今までロッカーを使う習慣がなかったので、どうやって使うの

かいまいち解ってないみたいです…。他にも会議室･書庫(九

州支店の書類が既に数箱あります)･応接室が新設できて、

他所に負けないだけの事務所を開設することができました。

これからは、この快適な事務所をいつまでも維持できるよう

に、皆でビッグプロジェクトに取り組んでいきたいと思います。 

ちなみに前の事務所からは1キロ以内の場所で、広さは約

3倍になり、2階建ての建物の2階にあります。1階には「散髪

屋」と「ケーキ屋」があり、また、同じ敷地に「モ○バーガー」が

あるというメタボには超厳しい立地条件となっております。こ

のような快適な環境を与えていただき本当に感謝(本当で

すよ)しております。それと、もう一つ利点があります。実は輸

入品の保管倉庫を新たに借りたのですが、この事務所から

直ぐ近くの場所なんです。今後は歩いて?倉庫に通ってモ○

で増えた?体重を減らしていきたいと思います。皆さん沖縄

旅行のついでに是非遊びに来てください。(仕事は駄目です)

 (沖縄営業所 森脇 仁) 

住 所：沖縄県沖縄市知花５－13－16 

新事務所外観 倉庫内部 


