
夢とチャレンジ 

選挙の日に出張が入っていたので、初めて期日前投票に行きま

した。会場の地域センターには私以外にも6人が投票に来ており、関

心の高さが窺えました。きっと皆さんも選挙に行ったと思います。た

だ、これだけ大騒ぎをしているわりに、何か物足りなさを感じません

でしたか? 言葉を変えれば、ワクワク感がないのです。私はどうして

だろうと考えていたのですが、どの政党も夢を語っていない事に気

がつきました。「こうすれば、日本が国際社会から尊敬される」とか、

「ここを変えれば、次代の人材が育つ」、あるいは「日本の価値でこ

れだけは受け継いでゆこう」といった夢が語られていないのです。も

ちろん、セーフティーネットも重要ですが、それを必要とする人をいか

にして減らすか、という夢が示されていません。おそらく、夢を語って

もそれを実現する自信がないのでしょう。しかしそれでも、リーダーは

夢を語らなければならない、と思うのです。実際問題として、語られ

た夢がすべて実現することはありません。でも、掲げた夢を実現する

ために一致して努力し、その半分でも実現したらすばらしいじゃない

ですか。もちろん失敗もありますが、チャレンジの結果なら仕方ありま

せん。私は、努力の仕方によってはうまく行くかもしれない、という困

難に挑戦することこそ、力強さと若々しさの源だと思うのです。これ

は会社にも当てはまるのであって、新しい夢を追い続けることが、強

いろっこうを作ります。ですから私も含めて、各部署長やグループの

リーダーは、小さいものでもかまわないけれど、常に夢を掲げてその

実現に努力しなければなりません。 

決算予測と第69期の目標 

９月末で第６８期が終わりました。正式な数字は11月初めに発表し

ますが、完工高369億5千万円(対目標101.2%)、税引前当期純利

益20億8千万円(同184.8%)、受注高353億1千万円(同80.6%)程度

となる見通しです。これらの数字を比較的景気の良かった第６７期と

比較すると、完工高は17.5%の減でしたが、税引前当期純利益で

は増益を確保しました。特に期初に取引先の倒産で約4億円の損

失を計上したことを勘案すると、決算結果には、この1年間の皆さん

の努力が見事に現れています。とくに①千葉支店、②名古屋支店、

③東京本店、④横浜支店、⑤大阪支店は、全社の業績確保に大き

く貢献してくれました。また地味な存在ながら、ＥＰ部も過去最高の

仕事量をこなして利益を稼ぎ出しています。ところで、原価超過が

相次いだ2007年10月の社内報には、「この苦しい半年間を振り返

ると、何が重要で何を改めなければならないか全員で考える機会

を持てた。その過程で新しい利益管理の手法などが生まれ、各支

店も利益確保のために一丸となる体制ができ、これからの時代を

生き抜く準備ができた」と書かれていました。あの時の苦労を経て、

会社の運営を利益中心に転換したことが、前期の業績につながっ

たのだと、改めて思います。この財産は、今後も守り続けてゆかねば

なりません。 

さて第６９期の経営計画ですが、利益目標(月次ベース)を16億55

百万円と設定しました。これを実現するための施工高は408億円、

施工粗利は46億2千万円、受注高は444億円と設定しています。今

期の繰越粗利は42億4千万円と、まあまあの形でスタートを切りまし

た。しかし繰越工事量は386億円と昨年に比べて39億円少なく、政

権交代による経済の混乱も予想され、安穏としていられる状況には

ありません。そんな中、まず主力の集合住宅では、再開発に伴う大

型案件に期待しています。しかし大型工事の合間を埋める中小型

案件の引き合いが非常に少ない結果、協力業者の負荷平準化と、

若手技術者に責任者としての経験を積ませる機会の確保が課題

となっています。この問題は支店内での対応には限度があり、近隣

のみならず、場合によっては遠隔地の支店間で代人と協力業者の

流動化を進めなければなりません。そのため、前期も多くの支店で

社内ＪＶを実施しましたが、今期も引き続き計画しています。 

次に米軍ですが、沖縄と三沢で大型案件を受注し、全受注額に

占める割合は約13%と大きな柱に育ちました。当社の実績が認めら

れるにつれて、中型案件の引き合いも多くなっています。しかし米軍

工事にも課題は多数あります。そのひとつは、空白地帯の解消で、

横須賀や厚木での当社の実績は、防衛省からの発注に限られてい

ます。ですから直接発注の案件があれば、積極的に取りにゆきます。

もうひとつの課題は、仕事量の増大に伴う米材の扱いです。一般の

工事では代理店がしっかりしているので、在庫を気にする必要はあ

りませんでした。しかし米材は納期が3ヶ月以上と長く、国内に在庫

を持ち、自分たちで管理しなければなりません。在庫管理って、単な

る資材の出し入れではないか、と思うかもしれませんが、実際には、

発注計画～検品～輸入･輸送～数量確認～出庫確認という一連

の作業に加えて、盗難防止や在庫品の品質確保など、多くの問題

があります。そのため三沢にも倉庫を構え、在庫管理システムを新

たに構築し、社員にはフォークリフトの免許を取得してもらうことにし

ました。これらの体制作りを通じて当社の競争力をいっそう強め、空

白地域の解消に役立てたいと考えます。 

三沢に関しては、ＥＰ部との相乗効果も期待しています。ＥＰ部で

は、青森の六ヶ所村に6名の社員を常駐させています。現状では特

殊なメンテナンスが主業務ですが、施設の建設にも参入したいと考

えており、東北支店が三沢に工事事務所を構えることで、六ヶ所村

に対応できる協力業者の体制確保を目論んでいます。 

最後に官庁です。覚えている人はあまりいないかもしれませんが、

一昨年「されど住宅、そして米軍、改めて官庁」という話をしました。

米軍案件や大型再開発のない地域では、過去の実績を生かせる

官庁工事に注力しなければなりません。前期における官庁工事の

受注高は40億6千万円でしたが、これを50億円まで伸ばすことが

目標です。しかし官庁案件は従来と異なり、低い札さえ入れれば取

れるわけではなく、総合評価の評点や失格ラインの想定、さらには

正確な原価把握など、知恵が必要となっています。ところがこの状

況は必ずしもまだ理解されておらず、残念な結果となる例もありまし

た。ですから今期こそは、ベテランと若手が知恵を出し合って、官庁

の新しい営業方法を確立してゆきます。 

大切なのは、利益が出やすい体質 

以上、今期の方向性を示しましたが、大切なのは利益を出しやす

い体質です。当社の平均年齢は36.8歳と同業大手の中で最も若

く、販管費比率も4.4%と最低水準を維持しています。この体質を強

化するため、中国支店と四国支店の連携を強め、一体に近い形で

運営します。また移転も視野に、本社機構の合理化に着手します。

新卒･中途の人材を惹きつけるためのイメージ戦略も、疎かにできま

せん。人材交流を行い、各支店の良い点を全社に広める活動も必

要です。そして、他社のやりたがらない分野にこそ利益の源泉があ

ると意識し、業務エリアを選択してゆかねばなりません。体質改善を

続けながら、努力と知恵で、第６９期も

目標達成に向けスタートしてください。  
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第６９期を迎えるにあたって 

技術本部 京増 照男 
縁の下の力持ちグループになります 

前期は、より実践的なＯff･JTプログラムへの全面見直しと

その実施に始まり、懸案となっていた電気工事士実務研修

の実施、現場改善事例発表会の開催と初めての取り組み

に挑戦し、何とか無事に成し遂げることができました。電気

工事士実務研修も研修先社長の多大なるご協力を得て、

技能面ばかりでなく作業手順等の管理面も習得し、徐々に

軌道に乗りつつあります。事例発表会は各部署とも満を持し

ていたかのように現場での努力・工夫や失敗の反省等の発

表があり、水平展開により改善推進･再発防止の一助になっ

たと確信しています。その中から電気設備学会全国大会の

論文発表となった発表もあり、技術面での新たな土壌つくり

の機運が芽生えてきたと捉えています。また4月より採用か

ら技術面の育成までを担当する「人材開発部」を創設し、

Off・JT等の研修結果と照らして育成面の管理で部署支援

を行うとともに、学生の就職前の期待と現実の相違によるミ

スマッチのない採用を心掛け、部署要望に応じた来年度の

採用を各管理室長の協力を得て無事終えました。今期はこ

れらを更に進め盛り上げてゆくとともに、地道に自発的に活

動している「技術研究会」の社内的役割の確立を『縁の下

の力持ち』グループとして担いたいと思っています。 

西日本本部 重村 恭史 
先手必勝！ 何事もスピーディに！ 

西日本各部署の第68期を振り返りますと大幅に利益目標

を超えた四国支店、利益目標は達成できなかったが第69

期以降に夢と希望が持てる九州支店、着実に業容を拡大

しているエネルギープラント部、そして2年続けて受注目標

未達の神戸支店は前期受注に関しては支店開設以来の最

悪の出来栄えでありました。受注環境がますます厳しくなる

中、支店長以下全社員が今置かれている状況を理解しな

ければ、今期も同じことを繰り返すことになります。それを回

避するためにも重点的に叱咤、激励しなければと考えており

ます。そして、今期より中国･四国支店を有藤支店長の下で

一体運営することになり有藤支店長には大きな負担を掛け

ることになりますが、これが最良の方法であることを理解し

早急に纏め上げてもらうよう期待しております。米軍関連プ

ロジェクトも順調に推移しており、施工に関しては昨年以上に

各支店の参画、並びに協力をお願いしなければなりません。 

今期は今まで以上に厳しい受注環境となります。繁閑調

整を念頭に積極的に部署間交流し、工事担当者は仕事の

あるところで飯を食べる。仕事のあるところ何処へでも行くと

いう気持ちが大切です。今こそ一丸となり、物量の確保に努

めなければならない年と考えており、ぐずぐず言わずに「先

手必勝！ 何事もスピーディに！」をスローガンに掲げたいと思い

ます。 

東日本本部 日高 貞芳 
まずチャレンジ、そして受注目標の必達 

前期は波乱の中でのスタートととなり、業績目標の達成が

懸念されましたが、慌てることなく着実･冷静な対応ができ

た結果、目標を上回る業績を残すことができました。これ

は、支店の体質改善が出来上がりつつあることに加え、一人

ひとりが利益に対する考えを理解し実行した結果であり、ま

たそれに対する評価もオープンにし、努力が報われる制度に

なったことも大きな要因と考えられます。しかし、受注につい

ては目標に大きく届かず、また工事中断などの影響もあり、

今期の業績を予測する上で課題を残しました。その中でい

かに支店を運営していくか？ 今期はおそらく各支店長にとっ

ても正念場だと思います。過去の慣習に捉われず、臨機応

変に、また各支店間で情報を共有し相互協力で乗り切って

いただきたいと切に願います。 

東日本本部では各支店の工事責任者を集め、工事担当

者の調整、施工品質や安全管理、原価の圧縮手法など支

店の枠を超えての協議も始めました。少しでも自分の為に

なることは取り入れ、支店運営に役立てていただきたいと思

います。以上のことから、下記を本部方針とします。 

まずチャレンジ…既定概念を捨て、何事にも積極的に行動 

受注目標の必達…あらゆる知恵を出し合い、互いに情報を 

共有して目標の達成を目指す 

工事本部 菊地 寛 
現場100回！ 

景気後退により建設市場は全般的な減少傾向にあり、特

に当社が得意としているマンション工事の中断、延期に伴う

着工件数の減少が顕著です。民間工事の落ち込みは受注

に大きく影響しましたが、それをカバーしたのが米軍工事で

す。近年注力してきた米軍工事に対する攻めの姿勢が功を

奏し、工事量の確保に大きく貢献しました。工事実績の地道

な積み重ねによるノウハウの確立こそ最重要ポイントです。

そこで以下の目標を掲げ、新年度を始動したいと思います。 

第69期目標 

･米軍工事における工事管理の確立 

(購買、流通、現場管理、安全) 

･官庁工事における技術者の配置、技術提案、積算精度の 

管理本部 小田原 守司 
与信管理機能の再強化 

第６９期は、政権が交代したことで建設業が受ける影響は

かなり大きいと思われる。従って先ずは与信管理機能の再

強化を今期の最大の課題としたい。与信低下客先の動向

が懸念される中、現在の手持工事の進捗管理を確実に行

い、不測な事態から損害を最小限に食い止めるための工事

代金回収の促進･督励を行う。前期に引き続き、新規取引

先のみならず、地方地元ゼネコンを含め、取引先の財務状

態や情報の収集を現業部門と情報交換を活発に行ったう

え、事前に取引の可否を十分に検討して行きたい。二つ目

は、本部長制による本社と支店の活力ある組織作り及び全

社的に判断した柔軟な施策の強い実行が必要である。地

域的な好不況による市況を考慮し、不採算工事の受注回

避や逆に湾岸エリアの大型工事･全国の米軍工事の施工対

応など、需要が旺盛な地域･仕事に対しては積極的に取り

組むなど、本部長を中心に部署間の調整と推進が必要不

可欠である。全社的な見地で判断し意見調整を大いに行っ

て、部署運営にも寄与できる施策を実行しなければならな

い。三つ目には純資産と社内体制の充実を図るための中期

計画のステップとして、純資産の蓄積と資金調達の源泉を

念頭に置き、厳しい収益構造のなかで何事も最小限の予算

でスタートする意識を持ち、固定費の縮減を実行し、今後更

なる利益体質の維持運営をはかることを今期の管理本部

の重要課題といたしたい。 

東京本部 松村 茂広 
部署間を融合し、目標達成します 

第６９期より東京本部長を務めることになりました。改めて、

この職責の重さを考えますと身の引き締まる思いです。 

私たちは、“変化に対応する能力”を育成してきた自信と

実績がありますから、予想される受注環境の変化に充分に

対応できると確信しています。 

東京本部を構成する部署は、それぞれに三者三様の特

色を持ち、得意分野を持っています。この特色と得意分野を

統一等入札支援 

･大型マンションのノウハウの推進 

(通い箱、PDA、36シリーズの開発) 

･現場監査の実施、施工検討会の参加(全支店年間200件) 

今期は「現場100回！」を合言葉に経験をフル活用して頭

を働かせ、足で稼いで品質向上と利益確保に努めることが

責務と考えています。「温故知新」の精神でさらに新しいもの

を見出し、利益を残せる体質･技術指導を実行します。 

部署間交流によって融合させ協力一致で諸目標の達成に

邁進して行きたいと考えます。 

それには、第一に受注目標の達成が重要であります。部

署の垣根を越えての営業情報の共有、営業相互支援のた

めにも何らかの情報交換会を開き、より強力な受注体制を

構築したいと考えます。施工体制については、部署間の繁閑

調整を行うためにも、部署長･工事責任者の相互交流を活

発化させて工事担当者の調整を図る必要があり、各部署に

協力を要請して行きたいと考えます。そして、米軍工事につ

いては、既に参入している東京第三支店を中心に、東京本

店営業部の営業支援、施工に関しては、北海道支店･東京

本店工事部の支援を図ることにより米軍工事の強固な体

制を作りたいと考えます。 

新しい期を迎えるにあたり、今年も各部署長に経営方針･抱負を語ってもらいました。 
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米軍プロジェクト  北の拠点米軍三沢便り 

米軍三沢基地家族住宅改修工事 第2期･第3期 

仙台から三沢に移動したのが６月。衣替えを終えたはずな

のにまだ肌寒く、防寒着を着て事務所を開所。あれから４カ

月、三沢の短い夏は終わり、ＴＶでは早くもスタッドレスタイヤ

のＣＭが始まりました。 

米軍三沢基地は青森県のその名の通り三沢市にありま

す。日本で唯一、アメリカ軍、航空自衛隊、民間の３者が使

用する滑走路があり、民間航空機の駐機スポットと滑走路･

誘導路との間は電動ゲートで仕切られています。アメリカ空

軍の第３５戦闘航空団が駐留し主にＦ－16を配備して、もしも

の事態に備えイーグルアイがにらみをきかせてます。 

米軍三沢基地家族住宅改修工事は、９階建TOWER ２棟

(2BED68戸、3BED68戸)と100棟の低層棟(391戸)の計527

戸の家族住宅を約5年かけ改修する工事です。 

現在、TOWER 2棟、低層棟1棟が着工し、既設の器具撤

去、仮設工事を終了した状況です。今後、建築工事にてア

スベストの撤去、天井･壁を撤去してから新しい配管･配線工

事を行っていきます。8月中旬には長江社長の基地内視察、

下旬には施工検討会･原価設定会議が終了致しました。米

軍工事ということ

で、当 然、全 て が

“English!”。現 場 で

も、現場以外 でも

英語を見ない、聞

かない日はない英

語漬けの生活が続

いています。ほんの

少しだけバイリンガ

ルになったかも? もう1つ国内の工事と大きく違うのが、米材

です。機器類のほとんどが輸入材を使用します。米材を輸

入するには時間もお金もかかるため、一度に大量に輸入しま

す。そのために米材専用の倉庫(150坪)を借りました。倉庫

では大量にある米材の入庫･出庫の管理を徹底するために

バーコードを使ったシステム導入を現在検討しています。 

あらゆる事に悪戦苦闘しながらの毎日ですが、竣工までは

長い道のり、スタッフ一丸となって頑張っていきたいと思いま

す。 (東北支店 阿部雅之) 

4人の新部署長･支店長 誕生！ 

東京本店長 佐々木 俊二 

この度、松村前東

京本店長の後任と

して第69期より東

京本店長を務める

ことになり、その与

えられた重責に心

身ともに引き締まる

思いであります。歴

代の東京本店長が築き上げてきた多くのものを継承し、六

興電気の基幹部署として本店社員全員が一丸となり更に

実績を挙げていきたいと考えております。 

しかしながら、昨年の世界的な不況の影響は現在も続い

ており、建設業界を取り巻く環境は一変して、受注の低迷は

今後もしばらく続くと考えられます。これまでは何とか目標を

達成することができていましたが、今期は正念場です。更な

る努力を要するでしょう。そのためには、どのような物件にも

積極的に取り組み、営業部･工事部･コスト管理部･工務部･

管理室･協力業者、本店を支えている全てが結束･協力し合

い、風通しの良い環境を作ることが必要だと思います。そし

て、一人ひとりが創意工夫を働かせ、状況に合わせて、十分

な能力を発揮できるような体質の部署を目指します。 

第69期東京本店の運営スローガンは「個々の能力を集結

し、果たそう基幹部署の責任」です。このスローガンを念頭

に、気を抜くことなく邁進して参ります。   

大型ＭＳの施工効率化プロジェクト 

このプロジェクトが、発足してから約1年半が経過しました。

「環境を配慮した現場作業、管理業務効率の向上｣をコンセ

プトとしたテーマのひとつである「ＰＤＡ電気設備検査システ

ム」についての活動状況及び現況について報告します。 

このシステムは、現状の紙ベースの管理手法から小型

PDA(携帯情報端末器)を用い、事務所のパソコンに検査

データの取込み･出力をすることで、検査業務の効率化及び

品質向上を図るというものです。今年初め頃は、３～４台を

試験的に現場で使用するにすぎなかったのですが、大型･高

層マンションをいかに効率よく簡便にチェックできるシステム

であるかを実証すべく、また各支店への水平展開という目

的達成のため工事本部のトップダウンを受け、今年4月より

本格的に稼働することとなりました。現在ではＰＤＡを各支店

に1台配付しており、随時説明会を実施するなどして水平展

開を図っています。また首都圏の大型マンション５～６件でシ

ステムを稼働させております。 

今回このシステムを構築･稼働しましたが、ＰＤＡを業務上

で取り扱うのは初めての試みです。ですので、試行錯誤を繰

り返し、不具合については随時解消していく次第です。皆さ

んの要望･意見をもとにより良いものを目指し、今後の課題と

して指摘箇所の画像管理、通信機能を利用したデータ管

理など、また指摘内

容のデータ集積･管

理･分析までのサイ

クル化を図り、施工

管理業務の効率化

を目指します。  

(システム開発室 

齋藤幹郎) 

横浜支店長 斉藤 幸也 

何を 語 るに も受

注がなければ始ま

りません。何卒新装

開店の多少のバー

ゲンのご許可をい

た だ い て、仕 事 量

確保に奔走したい

心境です。 

支店の皆さんには端から不安な思いをさせて申し訳ありま

せんが、これまで以上に仕事の量･質を高めていただくことを

お願いしなければなりません。一人ひとりがその道のプロに

なっていただきたいのですが、教育が施されるのを待ってい

ては成長できないと思います。目指すべき将来像をイメージ

し、違いを盗んでください。もとより違いに気付く感性を磨い

てください。 

そうして何人もプロが輩出できれば、私など居場所がなく

なると思いますが、私が支店長でいることがなるべく短命で

次に引き継ぐことが本望です。 

茨城支店長 伊藤 光昭 

この度、茨城支店長を命ぜられ、今まで以上に緊張感を

持って事にあたろうと思っております。さて、世界同時不況の

発端となった「リーマン･ショック」から一年近く経ちますが、そ

の余波はまだ日本列島を覆っています。しかし、このような状

況下ゆえに、より柔軟な対応が求められるのではないでしょ

うか。それを可能にするには、筋肉質な支店の体質作りが不

可欠と考えます。具体的には、 

①「報告」･「連絡」を迅速に、密に、実施し、問題点をより速

やかに解決する 

②風通しの良い環境作りを心掛け連帯感の向上に努める 

③無理、無駄な部分は早期に改善を図る 

上記方針を、日々行動するにあたって「常に認識しておこう」

と考えております。 

次に、支店運営上、最重要課題はやはり「受注」です。骨

身を惜しまぬ行動力と情報収集が大切かと考えます。前支

店長が茨城出張所から茨城支店へと育ててきた「信用」･

「技 術 力」等 を 礎

に、より強い体質の

支店へと成長して

いきたいと考えてお

りますので、皆様の

ご指導、ご協力、よ

ろしくお願いいたし

ます。  

今期は、4人の新部署長･支店長が誕生しました。ここでは

就任に際しての抱負をご紹介します。 

東日本本部副本部長 鹿久保 清 

このたび、横浜支

店長の職を斉藤新

支店長へバトンタッ

チし、東日本本 部

副本部長を務める

ことになりました。 

平成12年に東京

本店より横浜支店

へ転勤して9年、あっと言う間の9年でした。第６９期より東日

本本部にて仕事をさせていただきますが、状況は非常に厳

しいことが予想できます。第６８期後半より仕事の減少は現

在も続き、政権交代による官庁案件の発注控え･延期･中止

と、私達の仕事環境は決して明るい状況ではありません。予

定した仕事の確実な受注、受注後の徹底したスリムな予算

の組み立て、そして施工では現場に合わせたムダの無い施

工管理(工程･資材･労務･品質･安全)･原価管理と、今まで

以上に徹底しなければ現状況を乗り越えることは難しくなり

ます。各支店に、こうしたことを認識していただき、支店間の

連携を強化し、総合力でこの難局を乗り越えなければ成り

ません。 

「そば」のつなぎではありませんが、今期より副本部長とし

て各支店連携のつなぎ役となって少しでも強力な連携が取

れるよう頑張る所存です。 

東日本の皆さん、スクラム組んで前進しようではありませ

んか。『頑張るぞ』！！ 

頭上にＦ-16(戦闘機) 

改修中のタワー PDAを使って現場チェック 

プロジェクト現況報告 
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各地の竣工物件 

徳島大学病院„医・歯病‟西病棟 

徳島大学･医学部は、眉山の北側に位置する四国

内では最も歴史のある大学です。病室から眉山を目

前に望む環境です。今回の工事では、西病棟新築工

事とその他工事として以下のような工事を行いました。①特別高圧66kV開閉所(G IS)の更新 

②特高電気室内高圧フィーダ盤増設及びコンデンサ撤去・増設 ③東病棟電気室変電設

備増設 ④東病棟ナースコールシステム更新 ⑤非常用ガスタービン発電機(1750KVA)及

び80,000Lの地下タンク新設。施工体制は、四国支店より大西、鈴木、岡田(外注さん)。神戸

支店より小林課長、辻本君。技術本部の大竹部長に約半年間①～④の工事に応援に来て

いただきました。また、品質管理室より曽根部長が現場に来現されました。特に④は、大変貴

重な意見をいただき、短期間で安全に工事を進めることができました。西病棟新築工事は、

病室が中心ですが、簡易的な救急処置室、第1種、2種感染病室、簡易ですがクリーンルー

ム病床もありました。電気室は文部省の名残でオープンフレーム方式の変電設備です。この

部屋は、小林課長が芸術的なラック、バスダクト、フレームの配置を考慮し、かっこいい電気室

に仕上がっています。 

工事は約2年間と長期にわたる現場でした。終わってみると短く感じるものです。鈴木君は、

入社前に体験学習として現場にきました。入社後のもそのまま徳大に常駐し、竣工まで現場

で共に仕事をしました。辻本君は、東病棟のナースコール切替工事の際、各病棟の師長さん

との調整を行い「ナース辻本」として彼を知らない人はいませんでした。この工事を通して実

感したことは、「各部署の協力がなければ工事はできない」ということです。先輩方々の豊富

な経験と実績、知識があって初めて工事がうまくできると考えます。今後は、全国的に「オー

ル六興」として、各部署間で人材交流が盛んになると思います。それによって、新たな知識と

経験、手法を学ぶことが可能になります。今回の経験を糧として今後に生かしていきたいと考

えています。 (四国支店 大西良司) 

契約先 国立大学法人 徳島大学 

設計監理 ㈱新日本設備計画 

工期 2007年6月～2009年8月 

施工場所 徳島県徳島市蔵本町 

建築概要 延床面積 19,908㎡ 

 SＲＣ造 地上11階(383床) 

施工部署 四国支店･神戸支店 

ケーズデンキ仙台港店 

契約先 ㈱大林組 東北支店 

設計監理 ㈱大林組 東北支店 

工期 2008年12月～2009年6月 

施工場所 宮城県仙台市宮城野区 

建築概要 敷地面積 17,690㎡ 

 建築面積 10,318㎡ 

 延べ面積  20,133㎡ 

 Ｓ造 地上2階 

施工部署 東北支店 

ドリフターズと言えば?加藤茶、志村けん、いかりや

長介の渋い演技かなってな訳で、ドリフターズのＣＭ

でお馴染み「新製品が安い！」ケーズデンキ仙台港

店の現場紹介です。場所は仙台市内東側に位置す

る仙台新港近く、仙台港背後地土地区画整理事業

の区画内にホームセンターカインズホームさんがカイ

ンズモールとして計画された敷地で、その一画にテ

ナントとして建設されています。当然、同敷地内にはカインズホームも一緒に建設されており、

こちらも六興電気にて施工しております(メインはカインズなのに…丹野課長ごめんなさい)。 

さて、今回建てられたケーズデンキは東北最大と言う事で、売り場面積8,800㎡。オープン

広告には「ジャンボジェット機が2機納まります」「サッカー場が1面まるまる入ります」と言う文

面が載っておりましたが、確かに広いです。建屋内で100m走も余裕でできちゃいます。そんな

広さの現場ですが、2008年12月～2009年6月と7ヶ月工期があったのですが、基礎工事･鉄

骨建方･2F床スラブと経て電工の乗込みが3月中旬と諸検査を考慮すると実質2ヶ月弱と突

貫工事で、遅くまでの残業･休み無し、さらには60周年式典も参加できないかとも思っておりま

した。ですが、建築所長の意向で現場事務所は建築と同じスペースに電気･設備共に事務机

を並べ仕事をしたことによって、建築的な納まり詳細･工程の打合せがタイムリー且つ密にで

き、現場内の残業は遅くても20時、毎週日曜は休み、5月の連休もフルにではないですが休

むことができ、60周年記念式典にも参加することができました(式典前日が受電日でした)。 

途中、電工さんがカッターナイフで指を切ってしまう事故がありましたが、それ以外は特に大

きな事故も無く、無事に竣工引渡し･オープンさせることができたことをご協力いただいた建築

業者･協力業者さんに感謝申し上げたいと思います。ちなみに家電屋さんで安く購入するには

売場毎の部門長と値段交渉をすると良いそうです(笑)。 (東北支店 早坂和孝) 

プレンティ特高受変電設備 

プレンティとは、一番館(専門店)、二番館(飲食店)、ダイエー棟、スポーツ棟、東館、北館、第

一駐車場、第二駐車場の8棟からなる施設です。平成元年に竣工して以来、ずっとお付合い

をさせていただいている事業所であります。それぞれ各棟高圧引込みを行っていますが、建

設当初からいずれ特高に変えたいとの意向を持たれていました。2、3年前にその気運が高ま

り、山本副本部長、藤原支店長のお力添えがあり受注した物件です。特高の負荷エリアは予

算の都合もあり一番館、第一駐車場です。受電電圧２２ＫＶトランス容量は４０００ＫＶＡを1基。

施工途中で４０００ＫＶＡが1基追加になり合計2基。今回、重点項目を４点に決めて現場に臨

みました。 

①当該施設を営業しながらの工事なので、特に第3者に対しての安全確保 

②特高設備が屋外にあり、特に一番館への高圧ケーブルの配管配線„１５０ｓｑ、„１０４‟‟の亘長

が約３００ｍある中での中間接続をしない入線の検討 

③機器設置場所が建物と建物の間の狭い場所なので搬入経路、搬入方法の検討 

④2施設の特高への切り替えの検討 

幸いなことに上記４点とも無事クリアーできたことに関係各位に感謝するところです。最後に

工事期間中、神戸支店の方々の有形無形の協力に深く感謝いたします。 

 (神戸支店 越智裕二) 

契約先 ㈱神戸ニュータウン開発センター  

設計監理 ㈱昭和設計  

工期 2008年9月～2009年8月 

施工場所 兵庫県神戸市西区糀台  

建築概要 平成元年竣工 既設建物 

 延床面積 46,700㎡ 

 売り場総面積 24,200㎡ 

 駐車場台数 2,500台 

施工部署 神戸支店 

青山サンクレストビル改修 

施主は日本生命保険相互会社とオリックス不動産

投資法人の2社で、1979年9月に竣工した建物のコス

トオンによる設計施工の改修工事です。今回の工事内容は、共有資産分の改修工事でし

た。主な電気工事項目は、受変電設備更新工事･幹線動力設備更新工事･分電盤更新工

事･共用廊下トイレ更新工事です。 

工事を施工するにあたっての重点課題としては、停電工事です。設計当初より課題となっ

ていたため、支店長･ベテラン先輩社員を含め施工検討会を数回開催し、問題点に対する対

応･施工方法の検討･安全対策の検討を十分に行い、実際の停電工事の時には先輩社員の

応援をもらいました。その結果、停電時間の制限„0：30～6：00で土日不可‟やテナントの入

居したままでの工事でしたが、受変電設備更新工事で全館停電が4回と幹線動力設備更

新及び分電盤更新工事で部分停電を8回、施主･監理との打合せ及びビル管理会社との打

合せ･テナントとの打合せ等の調整には大変苦労致

しましたが、無事に無事故にて完了することができま

した。 

完成した現場の評価は、「大変良好」とのお言葉を

いただきました。これも第三支店の社員･協力会社の

協力にての評価と思います。この場を借りて御礼申し

あげます。 „東京第三支店 石川光治‟  

契約先 戸田建設㈱東京支店  

設計監理 六興電気㈱ 

 日建設計コンストラクションマネジメント㈱ 

工期 2008年4月～2009年5月  

施工場所 東京都港区北青山 

建築概要 延床面積 9,692㎡ ＳＲＣ造 

 地上2階 地下1階 塔屋1階 

施工部署 東京第三支店 
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ろっこうニュース 

８月４日、北海道開発局営繕部長より、平成２１年度の優良

工事表彰を頂きました。これは、同部発注の２０年度完成工

事„建築･設備含む‟４３件から、①成績評定②工事難易度

③創意工夫④安全への取組⑤他の模範として推奨すべき

顕著な成果等の基準に基づいた審査の結果、当社で施工

した「旭川合同(Ⅱ期)電気設備(電力)工事」„工事評定点＝

８２点、工事難易度評価＝難Ⅳ‟1件が選考されたものです。 

この工事では、現場代理人の黒川公博君が優秀個人賞

を、また今春の「技術開発・事例発表会」では最優秀賞を頂

くなど「ろっこう」の誌面にもたびたび紹介していただきました

が、今回表彰式の模様が地元建設新聞の1面に写真入りで

掲載され、お客様をはじめ各方面の方々からお褒めの言葉

を頂きました。入札時の技術提案作成に、お忙しい中ご協

力いただきました皆様、また監理技術者として、夏は酷暑、

冬は酷寒の旭川に長期にわたり滞在、ご尽力いただきまし

た佐藤芳夫課長、そして施工にご協力いただきました皆様

に、心より感謝申し上げます。 (北海道支店長 増山秀明) 

9月10日(木)、大阪は暑かった。長江社長･役員、そして各

部署の工事関係者総勢120名の出席で、秋の現場改善･

事例発表会が新大阪ワシントンホテルプラザで開催されま

した。春の発表部署を除く9部署の発表と前回事例のフォ

ローアップ説明等々多岐にわたる内容となりました。 

最優秀賞は東北支店『引渡後に発生した問題の原因と

その検討』で、普段何気なく使用している光源ランプの種別

による点灯制限の問題、照明器具･配線器具の寿命･経年

劣化、ライティングレールの配線方法等について発生事例

を巧みに分析したものでした。優秀賞は静岡支店、優良賞

は横浜支店･大阪支店となり、その他の事例も含めてよい内

容であったと思います。春の発表会を踏まえ、プレゼンテー

ションの資料作成方法やアピール効果も向上し、発表に合

わせ相槌を打ったり、頷くこともしばしばで感心させられまし

た。各部署の取り組みにも熱が入っており、複数の発表者に

よるリレー説明も事前練習を重ねた成果であることが見受

けられました。 

発表後には懇親会･成績発表会が催され、地方部署の参

加者同士での歓談風景が多く見られ、情報交換･旧知の再

会風景等があり和気藹々の雰囲気でした。社長から表彰

状及び賞金の授与があり、一喜一憂の場面の中で次回へ

の意欲が沸いた部署も多かったのではないでしょうか。 

今回奇しくも3部署より不具合･クレーム対応、そして改善

事例の発表があり、多くの社員が情報･データを共有するこ

とができ、それらを部署に戻り水平展開･討議し、再発防止

を図ると共に、改善推進･技術力の向上へと結びつけてくれ

ることを期待しています。 

今年は開催初年度であり、不慣れなため主催者側の準

備･運営面で不手際･ご迷惑をお掛けしたと反省しておりま

す。次回は発表部署･ 発表順･評価方法等についての課題

を見直し、より活発な会となるよう努力しますのでご協力よ

ろしくお願いします。 (技術本部 大竹健氏) 

最優秀賞 

・引渡し後に発生した問題の検証とその対策 

 (東北支店 猪又正伸・庄子和孝) 

優秀賞 

・改修工事の事例・工夫 今後の展開 

 (静岡支店 朝倉繁幸・梅田弘幸・榎本剛始・丹羽晃浩) 

優良賞 

・送電計画に伴う高圧ルート・配電計画の変更 

 (横浜支店 髙橋 和・河合健吾) 

・クレームから学ぶこと 

 ～ブレーカーの接続不良撲滅プロジェクト～ 

 (大阪支店 菅原哲也・滝内健太郎・佐藤 敬) 

その他 現場改善・事例発表 タイトル一覧 

・石炭貯蔵庫の防爆仕様における施工事例 

 (東京本店 荒川光國) 

・マンションにおける縦幹線システムについて 

 (茨城支店 金子定光) 

・こんな方法で、受注・施工しました 

 (神戸支店 国森恵次) 

・あなたの知らない原子力の世界 

 (EP部 岡崎中生) 

・米軍工事について 

 (九州支店 奥山正純) 

秋の現場改善･事例発表会 

電気工事士実務研修を終えて 

８月２９日、昌栄電気工業㈱ 松山社長、㈲協栄電設 福井

社長の立会い･指導の下に２００７年入社の電気工事士の

“改修工事実習”を実施しました。改修内容説明、作業分

担、作業手順討議と進む中でこのメンバーで作業終了する

のか不安がよぎりましたが、午後になり完成形が見えてきた

時には研修企画者として安堵しました。松山･福井両社長の

適切な指導･アドバイスで無事完了した今回の研修の電気

工事士の声を届けます。 (技術本部 大竹健氏) 

改修工事の実務研修内容は電灯の点滅変更･器具交換･

スイッチ新設であり、これらを自分達でどこまでできるのか、

私たちは早速作業に取りかかりました。どこから電源が来て

いるのか、点滅変更するのはどこの渡り線を切り離すのか、と

調べた結果、無事に点灯した時の達成感はこの上ないもの

でした。 (安達俊浩) 

自分にとっては、実習とはいえ改修工事は初めての経験

でしたので、とても良い勉強になりました。今回の実習で学

んだことは、自分が普段仕事をしているマンション工事の現

場などよりさらに気を遣って仕事をしなければならないという

ことでした。次の実習も、教えてもらったことを自分の力にで

きるよう頑張りたいと思います。 (大前智也) 

初めての改修工事ということもあり、演習項目を見た限り

では簡単なものだと思っていましたが、実際に作業をしてみ

ると今までやってきた新築工事とは違い、感電に注意しての

作業や養生作業に手間取って、うまく作業を進めることがで

きませんでした。無事に点灯したのを見て感動しました。次

回の研修でも自分の能力を高めつつ、感動できる作業をし

たいです。 (横山拓哉) 

研修生には慣れない作業でしたが、リーダーを決め作業

内容を確認し、段取りから始め、確実に作業を完了させ、作

業予定時間内に終了できました。追加にてサービス工事も

施工でき、大変よかったと思いました。これからは、次々と目

新しい仕事が増えますが、工具及び材料の名前を覚え、そ

して電気工事は照明及び機器等が正常に動いて当たり前

と思ってください。それらに加え、仕上がりの美しさ･メンテ等

を含む作業内容を考えることが技術向上への近道だと思い

ます。 „昌栄電気工業㈱ 松山社長‟ 

優良工事表彰 ～北海道支店～  

表彰おめでとう! 

安全優良表彰 ～新潟支店～ 

この度、東日本高速道路㈱

から関越自動車道 関越トン

ネル照明設備更新工事にお

いて安全優良会社として表

彰されました。当現場は全長

11Kmの上下線の１/３の照明

Hf化に伴う配電方式の変更

のため、ケーブル引替工事及

び分電盤の取替と、上り線NX

照明区間3.3kmの灯具改造取替が主要工事でした。 

工事を行なうには、2車線のうち1車線を交通規制をしなけ

れば作業ができません。規制をするにも条件があり、その条

件の中で他社施工、日程、規制区間の調整をしながら、規

制回数を減らすことが災害要因減少に繋がると考え施工

管理に努めました。 

今回、規制回数減少の要因となったのが、受注に際し採

用された技術提案です。照明器具電源ケーブルのプラグ･

レセプタクル接続。調光ケーブルの照明器具送り配線をプ

レハブ分岐ケーブル化。それと併せて現場提案事項でリード

線の端末処理･端子取付を工場加工としたことです。これら

3項目により、施工時間を短縮、規制回数の減少へと結びつ

けることができました。また、規制内作業の安全対策として、

一般走行車に工事車輌及び作業員の存在を注意喚起す

るため、工事車両の後尾にLED矢印板の設置と作業員全

員にLEDチョッキの着用を義務付けました。お蔭さまで3月末

に無事故で完了することができ、その結果が今回の受賞に

結びついたと考えております。これも他ならぬ関係者のご指

導と協力業者の協力があったからだと感謝いたしておりま

す。  (新潟支店 樋口 隆) 

机の上を養生し、作業を行う工事士たち 
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新たな目線からの討議 

今年も７月２４日から２５日の２日間、マホロバマインズ三浦

にて工事管理者研修が行われました。前年から引き続きの

参加者と今回新たな参加メンバーも加わりました。前回まで

とは大きく違い、工事だけでなく営業、業務系の社員も加わ

り新たな目線からの討議となりました。 

討議テーマは、現在工事管理者として直面し必ず解決し

ていかなくてはならない事項や、当社が今後どのようなイ

メージを加え、そのためにはどのようなことをすべきかといっ

た非常に身近でありながらも、あまり触れられなかった題材

でした。各グループ中身ともに濃い討議が行われ、社長をは

じめトレーナーの方々からの厳しく鋭い指摘に右往左往しな

がらも、なんとかまとめることができました。 

全国の支店から社員が集まる研修です。このような機会

が増え情報交換が行われると、工事責任者を発信源に新

たな考えや手法が取り入れられ、各支店がより良くなってい

くと思います。最後に参加者は本社からの指名ではあります

が、我こそはと思う方はぜひ手をあげて来年以降の研修に

参加してください。 (茨城支店 中野健司) 

月 経営会議 行事等 特別休暇 

2009/10 3日 給与改正  

11月 7日 

13日～14日: 5級･新任研修 

30日:監査委員会、指名委員会 

報酬委員会、決算役員会 

 

12月 5日 

役員年末安全パトロール 

４日:工事安全協力会定期総会 

60周年謝恩パーティ 

5日:成果配分金支給 

11日:賞与支給 

21日:株主総会、報酬委員会 

25日:仕事納め 

23日 営業日 

28日 振替休暇 

29日～31日 

年末休暇 

2010/1月 9日 4日:仕事始め 
1日～3日 

年始休暇 

2月 6日 19日～20日:営業特プロ  

3月 6日 
中間決算期 

22日～31日:新入社員研修 
 

4月 3日 1日:入社式  

5月 8日 

監査委員会 

8日:創業61周年記念式典 

14日～15日:新任･主任研修 

 

6月 5日 人事考課実施／支店安全大会  

7月 3日 

第70期経営計画開始 

9日:賞与支給 

9日～10日:工事管理者研修 

31日:任用測定試験 

 

8月 7日  
11日～13日 

夏期休暇 

9月 4日 
本決算期 

10日:管理室責任者全体会議 
 

第６9期のスケジュールが決まりました。 

第69期 年間スケジュール 

もっと広い視野を持ちましょう! 

今年の任用測定試験は、91名中54名が合格しました。 

3級チャレンジは例年同様、専門試験＋常識試験で構成

される筆記試験を７月下旬に実施。専門試験は職種別に必

要な基礎知識を、常識試験は当社の社員として知っておき

たい規程や最近のニュース等から出題しました。技術系専

門試験では、初めて会場に資料や資材を持込可として実施

しました。そのためか、時間ギリギリまで問題に取り組む方が

例年以上に多くいたことが印象に残っています。その結果

は…、事務系は専門･常識ともにほぼ例年並みの平均点で

したが、技術系は専門･常識ともに10点以上のダウン。3級

合格率は２９.４％と、５６.４％だった昨年から比べて大変厳しい

結果となりました。技術系の平均が下がったのは事実です

が、中にはしっかり勉強されて高得点を取った方もいます。そ

のような方は専門試験だけでなく、常識問題も高得点だっ

たことが特徴です。やはり、３級チャレンジは日常的に社内外

のニュースに興味を持つよう意識することも大切なのではな

いかと改めて感じます。また全体の合格率も、３級の結果が

大きく影響して５９．３％と、過去５年で一番低い結果となりま

した。 

それでも見事に合格した５４名の方は、10月からクラス給、

賞与基準額、退職金基準額、残業単価がアップします。今

回残念な結果になった方々は、来年こそは合格目指して頑

張ってください。最後になりましたが、合格した皆さん、おめで

とうございます！ (人事管理室 山田路子) 

 7級 6級 5級 4級 3級 2級 計 

対象者数 1 2 21 11 51 5 91 

合格者数 1 2 20 11 15 5 54 

合格率„％‟ 100 100 95.2 100 29.4 100 59.3 

さらなる奮起を! 

今年の1級電気施工管理技術検定学科試験の合格発表

が7月にあり、当社では36名が受験して17名が合格しまし

た。合格率は47.2%と、残念ながら昨年をかなり下回る結果

となってしまいました。„本年度全国学科受験者平均合格

率28.7%‟ 

学科試験に合格された方々が10月の実地試験で好成績

を収め、実地試験まで通しての結果が少しでも良いものに

なるよう各受験者の奮起をお願いします。本年より実地試

験対策の通信教育を実施致しますので、有効活用して確

実に合格するよう頑張って下さい。 

技術本部では、学科試験受験者のために受験準備通信

教育を年4回実施しています„希望者対象‟。試験対策は直

前に全分野を網羅する事は難しいので、この通信教育等を

利用して、早い時期から計画的に地道に学習をする事が合

格への道です。また、試験日の約1ヶ月前には短期間での総

復習を目的として受験準備特別通信教育と受験準備研修

を実施します。 

2007年入社社員は来年初めての受験となりますが、これ

らの通信教育を上手に活用し、一発合格を目指して下さい。 

 (技術本部 今橋由佳)  

※社内研修プログラムのスケジュールについては、1月号に掲載します。 

発表する荒川さん 

インターンシップ体験記 

日本大学 天内恒佑 

今回私が学んだこと

は、コミュニケーションの

重要性と図面や作業

工程の正確性が、いか

に大切であるかでした。一つのミスが全体のミスや工程の遅

れにつながりかねない中、注意事項や連絡事項を徹底して

伝えている社員の方々を見て行動力と判断力も必要だと

思いました。技術的な知識も教わりましたが、意志表示やメ

モを取るなどのコミュニケーション能力、チームワークの大切

さも学ぶことができました。 

最後に、インターシップを通して感じたことは、今回見学し

たどちらの現場も、綿密な打合せや細かな点検作業をこな

していくことで、私たちが安全に住んだり使ったりできるという

ことでした。今回学んだことを忘れずに日々勉強し、電気の

知識を増やしていきたいと思います。 

文京学院大学 

 前山 恵 

会社の仕組みを実際

に自分の目で見てみたい、会社で働くという事を体験してみ

たいという思いから、六興電気でのインターンシップをさせて

いただきました。一週間ごとに、人事管理室と経理部のお仕

事をし、短い期間でしたが御社の雰囲気に触れ、良い緊張

感を持ちながら学ぶ事が出来ました。どちらの部署も初めて

経験する事ばかりで、興味と期待感を感じる毎日でした。ま

た、体験談など様々な貴重なお話を聞く事に恵まれ、これか

ら自分のすべき事は何か、考える機会にもなりました。御社

の方々がとても親切に接して下さったおかげで充実した実

習をさせていただくことができ、大変感謝しております。 

文京学院大学 岩田大輔 

今回私はインターンシップに参加するにあたって、大学生

活のうちに実際に社会に出て、企業で働くということはどうい

うことなのかを考えながら、自分に足りないものを知る良い

機会だと思い参加させていただきました。 

実習中の2週間は、経理部と人事管理室の仕事をさせて

いただきました。社員の方々はとても親切で優しくご指導し

てくださいました。また、社員の方同士仲が良く、働く環境も

とても良かったので、2週間を楽しく過ごすことができました。 

今回お忙しい中、企業実習を受け入れてくださいまして誠

にありがとうございまし

た。この2週間で得た貴

重な体験を、今後の就

職活動に活かしていき

たいと思います。 

日本大学 漆畑佑哉 

研修の間はいろいろな現場を見学しましたが、中でもマン

ションの現場で職人の方に工事の進め方を教えていただい

たことがとても印象に残っています。部屋の支持材付けや配

線などを一通り体験することで、電気を勉強していながらも、

自分の部屋のことですら知らないことがたくさんあったのだ

なと実感しました。現場の雰囲気に圧倒されたり、専門用語

が分からなかったりと慌ててしまうことも多かったのですが、

現場の皆さんが優しく教えてくれたおかげで小心者な私で

も充実した実習を送ることができました。教えていただいた

社員の方や職人の方々には感謝の言葉も見つかりません。 

現場や皆さんが働いている姿をこの目で見ることで、これ

から自分の磨かなければならない部分が分かってきたように

感じます。この貴重な体

験を今後の勉学に活か

していこうと思います。 

今年は、本社に2名、千葉支店に2名の学生がインターン

シップに参加してくれました。ここで4人の感想文をご紹介し

ます。 

岩田くん・前山さん 漆畑くん･天内くん 
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おしらせ 

おとくラインへ切り替え 

8月より電話サービスをNTTからソフトバンクのおとくライン

への切り替えが始まっております。NTTと品質が同じである

のに電話加入権が不要であること等、コストメリットが高いこ

とから導入となりました。ADSLが使用できないなど一部制

約がありますが、おとくライン同士の割引が高いため、事務

所だけでなく、現場事務所も含めた全社的な導入をお願い

しております。どうぞよろしくお願いします。 

六興設備とマレーシア現地法人を閉鎖しました 
前期をもって、六興設備とマレーシア現地法人が閉鎖とな

りました。六興設備の業務については、東京本店工事部に

引き継がれました。  

太陽の家ホームページをご覧ください 
社会福祉法人太陽の家のホームページに、自動タップ加

工機贈呈の模様が掲載されています。ぜひご覧ください。 

http://www.taiyonoie.or.jp/01_whatsnew/2009_topics/

topics_0905/topics_090526.html 

年末年始の営業日について 
下記の通り、お知らせいたします。 

2009年12月23日(天皇誕生日) 営業日 

2009年12月28日 振替休暇 

2009年12月29日～2010年1月3日 年末年始休暇 

2010年 1月 4日 仕事始め 

受注！ 
･神田小川町一丁目共同ビル  (東京本店) 

･スーパースポーツゼビオ名取店  (東北支店) 

･新潟大学(医歯学総合病院)中央監視制御設備更新 

   (新潟支店) 

･袋田病院新病棟  (茨城支店) 

･港南台うぐいす団地建替計画  (横浜支店) 

･千葉大学„医病‟病棟･母子センター棟改修Ⅱ期 (千葉支店) 

･谷田幸原線トンネル照明及び非常用設備 (静岡支店) 

･アトレ国府宮Ⅱ  (名古屋支店) 

･和泉府中駅東地区第1地区再開発事業  (大阪支店) 

･高速2号線･3号線Ⅱ期道路照明設備その他 (中国支店) 

はいさ～い＼(^o^)／沖縄–7 

はいさ～い＼(^o^)／皆さ～ん、ちゃーがんじゅーですか？ 

今回は沖縄の夏の風物詩「エイサー」をご紹介します。エイサーとは本土の

盆踊り的なもので、旧盆の時期になると至る所で太鼓の音が聞こえてきま

す。本土のように櫓の周りを輪になって踊るのではく、エイサーは隊列を組ん

で行進するイメージです。この隊列は、それぞれの決まった役割で構成されて

います。音頭取り的な役割の「大太鼓」、一糸乱れぬ動きで魅了する「締太

鼓」・エイサーの基本踊りの「イキガモーイ(男手踊り)」、力強い中のしなやかさ

を演出する「イナグモーイ„女手踊り‟」そして、その隊列の顔的役割の「旗頭」

から成り立ってます。その他に『地方』『サナジャー„顔を真っ白に塗ってます‟』等、隊列の重役的存在で、皆の憧れ

の役もあります。両手を頭の上で左右に揺らし、男は拳を作り、女は指を揃えて踊ります。これを「カチャーシー」と言

います。カチャーシーは沖縄の人なら全員踊れるのでは？というくらい頻繁に遭遇します。 

まだまだエイサーの魅力をご紹介したいのですが、紙面の関係でここまでにいたします。もっと詳しく知りたい方は、

インターネット等でお調べください。また、一度本物を見てください。病みつきになること間違いなし。 

 by関西系うちなんちゅ 

エイサー 大太鼓 

高校野球では東北地方校が勝ち進み「ベスト４」を決めた興奮冷めやらぬ盛夏、東

北支店清交会行事として「東北楽天イーグルス観戦」を開催しました。 

球団が当地にできて4年余りが過ぎ、ここ数年は惨敗が続いていましたが、このところ

は好成績で球場観戦を楽しみにしていました。当日は、お昼過ぎまで雷鳴轟く豪雨で

試合中止も心配されました(残念ながら屋根付きではないので)。しかし普段の行いが

良いためか、祈りが届いたかは定かではありませんが、太陽を味方につけて夕方からは

晴れ＆蒸し暑い絶好の観戦日和となりました。元々、仙台は過去にも球団が本拠地に

していた時もあり、野球ファンも多い都市です。会場も大いに

盛り上がり、ビール片手に応援を楽しみました。もちろんゲームも白熱した展開で、監督登場の場面

では大きな拍手も沸きあがり、投手は自己最多の勝率を上げ、主砲が本塁打で追加点と、ホーム楽

天が連勝を決めました。今年の東北は短い夏ではありましたが、好ゲームの観戦にて夏を満喫した

のでありました。 (東北支店 佐藤耕二) 

東北支店清交会 楽天イーグルス観戦 

夏の思い出 

浅草サンバカーニバル 

8月29日に浅草で

行われた「浅草サン

バカーニバル」に行っ

てきました。皆さん、

「な ぜ、浅 草 で サ ン

バ？」と 思 わ れ る で

しょうが、実は浅草サ

ンバカーニバルは今

年で29回目を迎える由緒あるお祭りなんです。浅草といえ

ば「江戸下町情緒」というイメージがありますが、実は新しい

大衆文化を発信してきた街。そこで生まれた新しいお祭り

が、このサンバカーニバルです。 

真夏の炎天下の中、浅草駅を出ると雷門を中心とした一

帯は大混雑。ものすごい熱気に包まれていました。昼過ぎか

ら始まったカーニバルは、まず地元の小学生によるブラスバ

ンド演奏から始まり、続いて全国から集まった約20チームが

サンバを次々に披露。サンバというと有名なブラジルのサン

バをイメージしますが、こちらはどちらかというと仮装行列の

よう(笑) 。 おなじみのサンバの衣装だけでなく、海賊や闘牛

士まで登場。各チームがそれぞれ思い思いのテーマでコス

チュームとダンスを披露し、練り歩いていました。 

浅草寺をバックにサンバ。ちょっと不思議な光景ですが、一

見の価値があるお祭りです。来年は30回記念だそうです。

ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。 

 (経理部 藤野広実) 

華麗なダンサーたち 

岸和田だんじり祭り 

 約３００年の歴史と

伝統を誇るだんじり

祭りは、五穀豊穣を

祈願して行った稲荷

祭が始まりと伝えら

れています。女人禁

制で、女性がだんじ

りを曳けるのは高校

生までで、触ることすら禁止されています。 

だんじりを曳く青年団、旋回のきっかけを作る前梃子、舵

取り役の後梃子、後梃子に合図を送る大工方。速く、正確に

「やりまわし」を行うには、それぞれの息を合わせることが重

要です。どの町も試験曳きを合わせ、４日しかない祭りに人

生をかけます。当日に仕事などがある人は必ず休んで参加

します。だんじりは1本松を加工した駒をはいており、ハンドル

は一切付いていないので真っすぐにしか走りません。それを

交差点の手前で一時停止し、団長の笛でブレーキを離し青

年団は全力でだんじりを曳きます。曲がった道のセンターで

きまれば成功、失敗すれば家や電柱にぶつけ事故になりま

す。やりまわしは大変危険で、死者やけが人が毎年出ており

命がけでのぞみます。 

青年団も、オフシーズンには全員で年の差関係なく仲良く

遊んだりもしますが、上下関係は非常に厳しいです。そのた

め各町ごとの仲間意識が高く、自町にプライドを持っていま

す。祭りの時期はさらにプライドを持つので、他町とのもめご

とやケンカはつきものです。 (大阪支店 太田聖巳) 

全力でだんじりを曳く青年団 

真剣な眼差しで応援中 

“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。 

「見る目、気づく目、予知する心 

迫る危険に予告なし」 

 „名古屋支店 加納 学‟ 

私たちの職場･生活環境を見

廻してみると、意外と身近なと

ころで事故や災害が発生して

います。人は1つの物事に様々

な意見や見方を示しますが、

時には周囲の意見に耳を傾けて冷静な判断と対処方

法を身に付ける事で、自分と同じ環境にいる人々や家

族に注意喚起を行い「人命を守る」という事ができるの

ではないでしょうか? 迫る危険には予告はありません。単

純な判断ミスが極めて重大な事故･災害の起因となっ

ているという事実を再認識し、少しでも事故や災害を減

らす事を目的として標語を作成しました。 
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私がこれまで生きてきて「楽しい＆幸せ♡」と感じたことは色々ありますが、やはり一番

思うのは人と接している時間です。家族や友達、会社の人たち等々。楽しく他愛のない

おしゃべりをしている時間は本当に和みます。そこに美味しい物が加われば「産まれて

きて良かった♪」とまで思います。 

その中でも親友というのはまた特別な存在です。幸せなことに私にはそういう友達が数

人います。中には「オギャー」と泣いていた頃から現在もなお仲良くしている、人生のほと

んど全てを知っている子もいます(笑)。一緒に写真に写っている友達は10年位前に知

り合い、今では本当に特別な存在です。頻繁に会っていても毎回話が尽きず、コーヒー1杯でしゃべり続けた時間が軽く5時

間越えというお店にとっては大変迷惑な記録を持っています。知り合ってから10年の間それぞれにいろんな事があり、その

度に支え合い、喜び合い、信頼し合いそして感謝し合いながら、まさに苦楽を共にして友達としてのどっしりとした基盤を造り

上げてきたように思います。そんな友達がいることに感謝＆幸せを感じています。ちなみにこの写真を撮ってくれたのはよく

行くショップの仲の良い店長さん。買わない時でも毎回トークが弾み、軽く1時間は経過します(笑)。まるで自分の事のように

照明･アングルにこだわって撮ってくれました☆ホントに人っていいですね～♪ 

次回は名古屋支店・松田恵理さんです。 „中国支店 伊藤玲子‟ 

リレートーク 

 

 

 

 

 
お世話になりました 

私が入社致しました45年前は、

本社ビルが千代田区神田美土代

町にあり、都電が走っていました。

振り返ってみますと、田町への引っ

越し等いろいろな場面が走馬灯の

様に駆け巡ります。東京支店直営

工事部で15年、名古屋支店で5

年、新潟支店で25年勤務させてい

ただきました。直営工事部では、工事士の育成･工事管理

等、都内をはじめ横浜･伊豆諸島･伊豆半島･名古屋と広範

囲の勤務でした。その後、名古屋支店に転勤。考えたことも

経験もない営業の道を歩み始めることになり…。突然社長

(現名誉会長)に呼ばれ、新潟支店への転勤を命ぜられ、当

時入院中の初代田中支店長が元気になったら業界のこと

を教えてもらいバトンを引き継ぐとの約束で安易な(もちろん

不安いっぱい)思いで新潟に来ました。間もなく田中支店長

は突然の他界…取り残された自分には不安だけが日本海

の荒波のように押し寄せて…これからを背負っての出発でし

た。大勢の皆様から賜った「温かさ･優しさ」に支えられての

25年、新潟支店が着実に前進しながら地図や歴史に残るよ

うな作品を数多く築き上げたことに安堵し、名誉会長･社長

をはじめ役員関係各位･社員の皆様に御指導･御協力を感

謝申し上げます。 

長い間大変お世話になり、有難うございました。六興電気

㈱の更なる発展と皆様のご健勝をお祈り申し上げます。 

 (望月良金) 

８月２９日に東京健保組合大宮運動場で、電設健保主催

の野球大会が行われました。初戦で負けると３部に降格す

るかもしれないということで、みんな緊張していました。 

初戦の相手は、日本電気協会さんでした。初回に互いに３

点ずついれてどうなるのかと思いましたが、その後はピッ

チャーが粘り強く投げて勝ち越し点を与えませんでした。そ

の後は、私たちが勝ち越し、８－５で勝利することができまし

た。これで３部に降格することが無くなったということで、みん

な笑顔がこぼれていました。 

来年こそは1部リーグ昇格 

Voices & Letters  ＊＊＊ 寄せられた読者の声を掲載します ＊＊＊ 

髙井 伸夫様より 

社内報の「還暦を迎えた六興電気」を拝読致しました。業績のみならず汚点までも掲載していることに驚きました。ま

た、その失敗の原因を追究し同じ過ちを繰り返すまいとする御社の姿勢を強く感じ、その謙虚な姿勢こそが今の御社

の業績につながっているのだと感じました。60周年は80周年へのスタートであるとのお考えも今の状況に甘んじること

のない常に将来を年頭に置いて前進するという厳しい姿勢を小生も見習わなければと強く感じた次第です。創業80周

年に向けての益々のご活躍をお祈り申し上げます。 

新村 悦男様より 

創業誕生の秘話を心して拝読いたしました。後を継がれ益々御盛業を続けられておりますこと、美事な経営と感服し

ております。当方も加齢をおして精進するつもりです。いつかお目にかかり経営感を御教示下さい。 

某商社様より 

「誕生秘話」を非常に興味深く拝読いたしました。神田須田町のガード下から事務所を立ち上げ、ご苦労を重ねての歴

史、人との出会いと繋がりなどなど、大変勉強になりました。 

某ＣＭ会社様より 

60周年を迎えるにあたり、過去の苦い経験もさらけ出す記事も掲載されており、常に変化をされるＤＮＡに企業としての

躍動感を感じました。 

８月３０日の２回戦目は、前回コールド負けを喫したという

宇田川電気工事さんが相手で、苦戦が予想されました。し

かし、1回の攻撃で私たちは2者連続ソロホームランで幸先

良く先制点が取れました。また、ピッチャーの調子がとても良

く、内野ゴロ間の１点で押さえることができました。結果は

6－1で勝ち、ベスト８に残ることができました。 

９月５日の3回戦目の相手は、高木商会さんでした。ベスト

８同士ということで、点を取ったり取られたりというシーソー

ゲームの様相を見せました。７回でも決着がつかなかったの

で延長戦になりました。７回の攻撃でノーアウト1・2塁にまで

持って行きましたが、サヨナラ勝ちをすることができませんで

した。８回に点を入れられ５－４で敗れてしまいました。勝てば

1部リーグに上がれたのですが、あと一歩というとても惜しい

結果になってしまいまし

た。 

来年の大会では、さら

に良い結果が報告でき

るように頑張りたいと思

います。  

 (東京本店 大熊惇志) 大活躍の相馬くん 

伊藤さん(右) 


