
あけましておめでとうございます。寒い日が続いていますが、年末

年始はどのように過ごしたでしょうか？ 私は初めて第九を聞きに行

き、大編成のオーケストラと合唱の迫力に感動しました。年末に第

九を聞くのは日本だけ、という話もありますが、そんなことは関係なし

に1年を総括すると、客先の倒産に伴う4億円もの損害を跳ね返し、

創立６０周年にふさわしい業績を残してくれたみなさんの努力が、あ

らためて思い返されました。 

決まるということ・決めるということ 

昨年はこのほかにも、いろいろな事がありました。なかでも、赤字工

事をほぼ一掃することができ、工事損失引当金も17百万円となっ

たことは、仕事に対する新しい考え方が確実に定着したことを示し

ています。今年も利益とは何かを頭において、目標の達成に向かっ

てください。 

ところで今の時期、雑誌や新聞に「今年はこうなる」という記事が

よく出ます。企業のトップも、今後の予測を交えて、示唆に富んだ訓

話を行います。しかし中には長年の勘と称して、単なる悲観を述べ

ているだけの話があります。そして1年が終わると、たしかにその組

織では悲観的な予測が的中します。一方では、願望と予測を混同

した話をする例もあります。こちらの場合は、その願望が実現するこ

とはめったにありません。この2つの例、実は同じ現象なのではない

でしょうか。まず悲観を語る人ですが、この人は最悪の結末を語るこ

とで、見通しが甘いと言われないための防衛線をひき、悪い結果を

回避する努力を放棄しようとしています。これでは結果が良くなるは

ずはありませんね。また、願望と予測を混同する人は、目標とそれを

実現する道筋の区別がついていません。ですから、今年の方針は?

と聞かれると、「雇用を○百万人増やす」などと平気で答えます。雇

用を増やすというのはゴールであって、方針とはそこに至る道筋で

すから、これでは方針を示したことにならないのですが、本人はそれ

がわかっていません。そして両方の例に共通するのは、自分から考

えない、ということです。別の言い方をすると、決まると決めるの違い

がわかっていないのです。 

決まるというのは、規則や法律を参照して、結論を導き出すことで

す。ですから、主観の入り込む余地はなく、重要なのは知識だけで

す。しかし決めるというのは、不確定要素が多数あるなかで、周囲の

状況を見積もりし、最良と思われる方針を自ら決めることです。仕事

をしていると、確定しないことを決めなければならない場面によく遭

遇します。そしてここで正しく決めてゆけるかどうかが、結果を大きく

左右します。リーダー、すなわち役員、支店長、営業部長、工事部

長、さらには現場代人や管理室長は、決めるのが仕事です。昔はわ

が社でも、「○○が受注できるか未定なので、目標を決められませ

ん」という話を耳にしましたが、最近はなくなりました。この違いが最

近の業績につながっていると思いませんか。 

それでは、正しく決めようとするとき、なにに頼ればよいのでしょう？ 

勘があてにならないのだから、私は頼れるのは知恵だと思います。そ

れでは知恵とはなんでしょうか。いろいろな知恵があるとは思います

が、私は情報を取捨選択するセンスだと思っています。ランダムな

情報を適切にフィルタリングして分析することで、決めるための手が

かりが得られます。こうして得られた手がかりを交換しあうことで、決

める精度も高まります。ですから、情報を選別するセンスとコミュニ

ケーションを磨くことが重要です。 

 

 

情報に対するセンスを磨く  

次に掲げるのは11年前に私が作った、本社事業本部(当時)の基

本方針です。当時のことを覚えている方も多いと思いますが、全社

を覆う閉塞感をどうやって打破するか考えた末の標語なのです。

ちょっと肩に力が入っていますが、情報に対するセンスを磨くヒントが

あると思うので、読んでみてください。 

【1999年度 本社事業部の基本方針】 

1. 行動の地平線を広げ、守りから攻めへ発想の転換をしよう 

六興創設から半世紀をへて、われわれは無意識のうちにも守りに

入っている。毎年のように使われる“新生六興”という言葉も、もはや

手垢にまみれて空しく響くのみである。しかし時代は今、過去のしが

らみにとらわれず、白紙の状態から物事を捉える能力を求めてい

る。この要求に応えることのみが会社と個人の発展につながる道で

あり、序列を超えて、全員が無の状態から仕事に真剣に向き合うこ

とを求めたい。それには小さなものでもよい、六興の全社員は肩書

きや地位にこだわらず、失敗を恐れずに自分の知恵と行動の限界

に挑戦し、新しい秩序の構築にむかって突き進んでほしい。 

2. 常識を疑おう 

常識を疑うところに新しい発想のヒントがある。常識とは、今までこ

うすればうまく行った、という習慣である。しかし、激変する世の中で、

常識にとらわれることの危険性を認識しよう。“新しい”ということは、

“現在は存在しない”ということなのだから、そこにはルールなどは存

在しない。発想は何でもありからはじめよう。 

3. 提案とは自己主張である 

だれでも、「あの人より自分のほうがうまく出来るのに」と思える事

があるはずだ。しかし往々にして、相手は自分より上の役職だったり

する。こんなときこそ、勇気を持って提案をしよう。そしてそれを受け

とめる上級者は、下位の者からの提案を真摯に受け止められる度

量を持とう。 

プロジェクトの現況と方針  

さて、2010年の六興電気は、大型マンション、米軍施設、官庁案

件を3つの柱として位置づけています。これらに対応してプロジェクト

を走らせていますが、大型マンションでは通い箱と検査システムが

稼動しました。特に通い箱は大手ゼネコンさまからも評価され、地域

的にも拡大しつつあります。検査システムについても、使いながら育

ててゆきたいと考えています。プロジェクトは今後LC6のような活動

として継続し、住宅でのトップシェアと収益の確保を支援します。次

に米軍プロジェクトですが、大幅な組織替えを行いました。その中

で、①施工体制 ②インフラおよびロジスティックス ③人材開発 

④収益管理 ⑤調達の多様化 の5つの分野に主査を任命しまし

た。このプロジェクトを通じて、他社が追いつくことができない圧倒的

な競争力確保を目指します。最後に官庁ですが、新たに日高常務

にも参加してもらい、重村本部長とともに統括してもらう事としまし

た。その中で、適正価格をどう狙うか、技術評価点をどう高めるか、

の研究を行い、さらに施工評価を高める活動も行います。ここ2年ほ

ど受注が伸びている官庁が更に加速される事を期待します。 

今期もスタート早々に穴吹工務店の会社更生申請のあおりを受

け、約2.5億円の損失を被りました。一部には鳩山不況を予想する

向きもあり、業績は予断を許しません。しかし今年も全社一丸とな

り、勘ではなく知恵に頼り、行動して克

つ年にしてください。  
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六興電気の新しい顔 
12月21日に定時株主総会が開催されました。ここでは、昇任・新任役員の抱負をご紹介い

たします。 

執行役員開発営業部長 佐々木 直芳 
開発営業部が発足して6期目を迎えました。6年前営業課長

であった私に社長から施主営業を主とした本社営業部署を作

り、部署長を任せると話がありました。その数日あとには名古屋

のホテルで行われた経営会議で所信表明をさせられました。

何と言いますか、相変わらずスピーディな会社です。その頃の経

営会議は強面の方々ばかりで私は若い方ですし、開発営業部

員はやりたい放題の先輩ばかりです。自分を信じ私なりの営業

スタイルで「やってみせて」私に共感してくれる方を一人一人

作っていきました。ある役員だったBさんは「水の流れなくして防

波堤ばかり築いてもな」と営業と管理のバランスを厳しく教えてくれ、お客様･部署員･天国に

いる友 北村部長をはじめとするいろいろな方に応援を頂き、ここまでくることができました。あ

りがとうございます。世代交代も進み、若い力が未来を背負っている六興。他社とも従来とも

違う六興ならではの～何でもあり営業～を私なりに展開して参ります。執行役員の肩書も営

業には大きなプラス。期待に恥じないようにいたします。開発営業部ではこの社内報を営業

ツールとしてお客様へお届けしています。お客様にこの記事をご覧いただけたら幸いです。 

取締役兼執行役副社長 菊地 寛 
この度、取締役会の決定により、はからずも副社長に就任する

運びとなりました。身に余る光栄と同時に、大変な重責を感じて

おります。このような大命を拝しましたからには、微力非才の身

ではありますが、社業の発展のために精励恪勤する所存です。 

政権交代による公共事業費の大幅な削減、市場縮小による

過当競争の激化から、建設業界が「厳冬」の受注環境下にある

のはご承知の通りです。こうした厳しい状況の中、我々に求めら

れるニーズは猛スピードで変化し、さらに多様化しています。住

宅はもちろん「“電気工事”は六興に！」と、お客様に信頼して任

せていただける会社に成長し続けるため、我々は常にチャレンジしていかなければなりませ

ん。利益の出せる体質を維持し、さらに強固なものにする。そのための土台作りが私の責務で

す。間もなくバンクーバーでの冬季オリンピックが開催されます。ジャンプ競技に例えるならば、

私の役目は助走路のシュプール作りではないでしょうか。近年は機械で溝を成形しているそ

うですが、かつてはテストジャンパーが担った重要な役目です。主役である社員の皆さんが大

空に向かって最高のテイクオフできるよう、揺るぎない道筋をつけて参りたいと思います。 

現場が第一です。優秀な技術と誠意ある対応で、「安心」の種を植えて行こうではありませ

んか！ 

取締役兼執行役常務 日高 貞芳 
この1年はゼネコン倒産による多額の負債を抱えてのスタート

でしたが、結果は目標を上回る業績を残すことができました。こ

れは各支店がこの危機を自分たちの問題として捉え、利益重

視の方針を理解し、実践した結果であると認識すると共に感謝

しております。利益重視の方針を掘り下げてみますと、まず受注

時に受注前審査会にて営業背景、原価の適正度、施工体制の

効率化などを審査し、受注後は購買部による主要器材の購入

はもちろん原価設定会議による施工原価の圧縮、原価に対す

る仕様を確認した上で実施予算を確定し、施工中は工事本部

の各担当による施工検討会や現場パトロールを行い、それらが総合的にうまく機能してきて

おり、また期末業績予測が目に見える形になって早めに対策をたてられるようになってきたこ

とが、利益重視の方針を徹底させる要因となったと確信しております。今後もこの方針を堅持

していきたいと考えております。今期は特に受注面での苦戦が予想されますが、できるだけ情

報を共有し個人の能力だけでなく組織で動くことで成功の確度が高くなることを信じて、目

標達成に全力で取り組んで行きたいと思っています。 

社外取締役  宋 文洲 
経歴：85年 北海道大学大学院に留学 

92年 28歳の時にソフトブレーンを創業 

98年 ソフト開発とコンサルティング事業を始める 

00年 12月に東証マザーズに上場 

05年 経済界大賞･青年経営者賞を受賞 

6月東証一部上場 

06年 企業情報化協会特別表彰 

8月31日ソフトブレーン会長退任、経営から退く 

皆様、宋 文洲です。長江社長と学歴も経歴も考え方もかなり似ていますが、国籍(中国)が

違って身長„168ｃｍ)も違うのです。日本への留学がきっかけに日本で起業しましたが、その

企業„ソフトブレーン‟が一部上場を果たしたので、私は経営から手を引きました。長江社長と

出会ったのは５年前のことです。工学博士号とロジカルな発想をもちながらも、オーナー経営

者として厳しさと現実感をしっかり身に付けているところに惹かれました。このためか二人はよ

くご飯やお茶を共にしてきました。 

「社外取締役になってくれないか」と誘われた時は正直お断りするつもりでした。私は自分の

企業の経営から手を引いているのに、他人様の会社の取締役になるべきではないと思ったか

らです。それに考え方が殆ど長江社長と同じなので、自分は要らないと思いました。「考え方

が同じでも、異なる視線と言葉でチェックしてほしい」。上場企業でもないのにここまで透明性

に拘る長江社長の姿勢に負けて一年間の取締役を引き受けました。素晴らしい企業ですの

でなんとか自分が役割を見付けたいと思います。今日から皆様と仲間です。 

執行役員千葉支店長 文倉 辰夫 
リーマンショック以来1年以上が経過し、まさに大不況の真っ只

中にある建設業であります。こうした環境の中で、執行役員を

拝命することとなり、責任の重さに身の引き締まる思いでありま

す。ほんの1年半前には、ミニバブルと言われた時代から、一気

に100年に一度の大不況といわれる時代に突入し、その変化の

大きさに驚かされるばかりですが、この難局に際しては、嘆いて

ばかりいても何の解決にもなりません。時代の変化に追従する

ための具体策を一つ一つ着実に実行し、客先のニーズに確実

に応えていくより手立てはありません。今後は、微力ながら千葉

エリアにとどまらず、周辺支店への営業支援をしていく所存であります。 

執行役員エネルギープラント部長 森口 彰男 
この度、執行役員を拝命し、身に余る大役と気持ちが引き締

まる思いと責任の重大さを強く感じる次第であります。我々の

エネルギープラント部は、常に世の中から注目される原子力関

連施設を中心に活動しています。六興全体の業務から見ると、

常に特殊部署と言われてきましたが、お客様に恵まれ、協力会

社の方々にも恵まれ、また、諸先輩方が残してくださった多くの

教訓を大切にし、この不透明な景気環境の中にありながらお蔭

様で、順調に部署運営を続けることができています。そして、い

つの間にか50名を超える社員を抱える部署となり、社員数は

全部署の上位から数えた方が早いくらいになりました。そして、社員は業績が向上するように

と、北は北海道の泊、南は九州鹿児島川内まで広範囲な業務に取り組み、一人ひとりが安

全第一とコンプライアンスを徹底し、創意工夫と仕事に対する情熱を持ち、お客様から安心し

て頂ける技術力を身につける努力を怠ること無く、自覚を持って業務に励んでいます。 

その様な彼らに負けないよう、私自身も会社の繁栄と社員の幸福の実現に向けて邁進致し

ます。 

執行役員経理部長 坂本 孝行 
12月21日付で執行役員に任命されました。まだまだ若輩者

の私には分不相応な役職ではありますが、皆様の期待に応え

られるよう今まで以上に気を引き締め、業務に邁進する所存で

す。政治・経済など世の中の仕組みが複雑になってきている昨

今、環境の変化も多様化しており、「激変」などという言葉では

追いつかないスピードで社会が変わり続けています。このような

激動期(明治維新や戦後もそうでした)は、今までの経験則が

役に立たないケースが多く、対応を未然に予測するのは不可能

です。ですから発生直後から柔軟かつ機敏に対応する必要が

あります。そんな中、私たちスタッフ部門に求められているのは、従来の仕事の延長ではありま

せん。それは社内外の状況や要望を的確に把握し、いかに最適化したサービスを提亭できる

かです。そのためにスタッフ部門はものごとの本質を素早くかつ的確に捉え、なにが大事なの

かを判断し、状況に応じて最良の提案ができるよう、おのおのの能力を高める必要がありま

す。その仕組み作りにもこれから携わるつもりです。私もさらに広い見地に立ったサービスがで

きるよう努めます。 
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あけましておめでとうございます 
～毎年恒例の年始挨拶は、家族でお正月を過ごした皆様に一言いただきました～ 

あけましておめでとうございます。 

私と妻と1歳9ヶ月になる息子と３人で、楽しい正月を迎

えることができました。最近、息子がよくしゃべるようになっ

てきて「パパ」と呼んでくれるようになり、朝から枕元で起こ

してくれます。ＴＶの音楽に合わせて踊って見せてくれたり

もします。 

昨日までできなかったことが次の日にはできたりと、子亭

の成長には日々驚かされる事が多い事を実感しています。子亭の笑顔が家の中を明るくして

くれるので、今年も仕事に子育てと頑張り、家族みんな笑顔で元気に過ごしたいです。 

今年もよろしくお願い致します。 (四国支店 白水 亮) 

あけましておめでとうございます。 

早いもので、六興電気に入社してもうすぐ21年目を迎え

ようとしています。年齢も2回目の成人式の40歳になり、ま

すます仕事・私生活にも頑張らなくてはと思っています。 

今回は31日に実家の旭川に帰省し、年を越しました。北

海道では大晦日の年越しのお祝いは、おせち料理を食べ

ます。地域でのおせち料理等を食べるときの習わしや決ま

りごとがあると聞きますが、皆さんはどんな過ごし方をしましたか。年が明け二日酔いの中、息

子の信之輔が去年から、学校の授業で始めたスキーに行ってきました。1年ぶりのスキーだっ

たので、足腰がガタガタになり、2日後には筋肉痛になり、奥さんに運転してもらい札幌に帰っ

てきました。今年は「初心を忘れない」をモットーに、皆さんと力を合わせてがんばっていきたい

と思います。今年もよろしくお願い申し上げます。 (北海道支店 工藤貴浩) 
あけましておめでとうございます。 

今年のお正月は家族と友達家族で雪山で年を越しました。うち

の子は昨年始めたスキーに早くも夢中…。11月頃のお天気予報

で札幌での「雪」マークを見ると、「ママ、今度の日曜日に札幌にい

こう！ 雪が降るからスキーができるよ！」といった調子でした。ただ、

子亭は加減を知らず…というのか、滑るときには直滑降です。見て

いる親の方がハラハラドキドキを繰り返していました。しかも、子亭

は元気…大人の方が午後には疲れてしまい、危うく31日の年越し

まで起きていられない程でした。スキーに関してはまだシーズンが

始まったばかり。今年も通い詰める？気でいるパパは、スノータイヤに雪遊びグッズ、スキーグッ

ズ…etcを既に12月から準備しており、出費はかさむばかりですが、未来のスキーヤーへの出

資？(無理です)と思って今年も楽しみたいと思います。 

今年も母に妻に会社員にパワー全開で頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 (開発営業部 信氏美紀) 

第68期 決算報告 ～３期連続で増益に～ 

を510億円、営業利益を23億円を見込んでいます。 

【財政状態に関する分析】 

１．資産･負債および純資産の状況 

バランスシートで充実してきた項目として、「純資産」があげられます。これは「資本金〒過去

の利益の合計」であり企業としては多ければ多いほど健全である指標です。このところ適正

な額の利益が計上されていますので、第68期は純資産合計が8,250百万円(前期比〒1,309

百万円)で、自己資本比率が32.3％となりました。 

２．キャッシュフローの状況 

中間決算時では微減であった「営業キャッシュフロー」ですが、通期では10億円を超える税

金支払後で、1,942百万円の増となりました。もちろんこれは税引き前当期純利益が2,537百

万円であったのが大きな要素です。 (経理部 坂本孝行) 

【経営成績に関する分析】 

第68期の本決算ですが、受注額が35,307百万円(前期比▲13.2%)、売上高が36,686百

万円(前期比▲18.1%)とそれぞれ減少いたしました。受注額の減少についてはデベロッパー

破綻による取消工事額が3,873百万円だったのが主要因でした。言い換えるならば新規受

注工事が391億円あったことになり、第69期への繰越工事額に寄与いたしました。また、売上

高の大幅減収につきましては、第67期からの繰越工事のうち、第68期完成工事額が少な

かったことが響いています。 

しかしながら利益面では、オリエンタル白石の影響を(貸倒引当金357百万円)受けながら

も、新築工事の利益率が大幅に改善された結果、営業利益が2,474百万円(前期比〒12.7％)

と増益になりました。 

第69期は第68期からの繰越工事額が413億円(前期比▲12億円)と比較的手持ち工事量

があることと、会計基準の変更により第69期から全件工事進行基準適用になるため、売上高

経常利益の推移 受注高の推移 

(単位:百万円) (単位:百万円) 

あけましておめでとうございます。我が家の正月は決まっ

て元旦は朝おせちと雑煮を食べ終わる(私は一杯やりま

す)と、嫁と娘はあちこちに福袋を買いに出かけます。私も

以前に一度だけ買いに付き合ったのですが、人ごみの中

一度で嫌になり、以降家で留守番しています(家でこたつ

に入りテレビを見ながら継続して一杯やり、の～んびりして

います)。 

午後は家族全員で近くの浅間神社にお参りに行き家族の健康を祈願してくるのですが、早

いもので今年は娘が高校受験を控えているので、希望校に合格できるよう普段は買わない

お守りを買って合わせて合格祈願もしてきました。帰宅後は、娘も受験勉強？で大変だろうか

ら、またまた静かにの～んびり過ごしました。でものんびりしすぎるのも疲れるんだよな～ 

旧年中お世話になった方々及び今年お世話になる方々、本年もよろしくお願い致します。  

 (静岡支店 永井敏晴) 

合格をお祈りしています！ 

敦くん(1歳９ヶ月)と 旭川サンタプレゼントパークにて 

スキー好きの陸翔くん 

 

科目 
自 2008年10月1日 

至 2009年9月30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 2,537,516 1,815,541 

1. 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,942,705 5,061,888 

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲156,753 ▲130,192 

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲77,196 ▲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 1,708,756 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 7,620,594 5,911,838 

キャッシュ・フロー計算書 
(単位:千円) 

科目 金額 

売上高  36,686,180 

 完成工事高 36,527,687  

 兼業事業売上高 158,492  

売上原価  31,590,272 

 完成工事原価 31,471,431  

 兼業事業売上原価 118,841  

 売上総利益  5,095,908 

販売費及び一般管理費  2,621,239 

営業利益  2,474,668 

営業外収益  111,745 

営業外費用  47,650 

経常利益  2,538,763 

特別利益  16,652 

特別損失  17,898 

税引前当期純利益  2,537,516 

法人税、住民税及び事業税 897,414  

法人税等調整額 224,157  

法人税等合計  1,121,571 

当期純利益  1,415,945 

自 2008年10月1日 

至 2009年9月30日 

損益計算書 

(単位:千円) 
科目 金額 科目 金額 

 „資産の部‟ „25,491,556‟  „負債の部‟ „17,241,141‟ 

流動資産 22,293,611 流動負債 15,487,249 

  現金預金 7,620,594   支払手形 1,516,494 

  受取手形 2,965,378   未払金等 7,082,732 

  完成工事未収入金 5,003,090   未成工事受入金 6,097,233 

  未成工事支出金 6,160,290   その他 160,263 

  その他  668,258   賞与引当金 613,525 

  貸倒引当金 ▲124,000   工事損失引当金 17,000 

固定資産 3,197,944 固定負債 1,753,891 

 有形固定資産 589,745   退職給付引当金 1,661,221 

  建物・構築物 348,599   その他引当金 92,670 

  機械・運搬具等 85,932  „純資産の部‟ (8,250,414) 

  土地 155,212 株主資本 8,250,773 

 無形固定資産 15,782  資本金 500,000 

  電話加入権 15,782  資本剰余金 160,680 

 投資その他の資産 2,592,417  利益剰余金 7,592,324 

  投資有価証券 340,867   利益準備金 125,000 

  長期貸付金 817,713   その他利益剰余金  

  破産債権等 391,181    別途積立金 6,017,648 

  繰延税金資産 750,861    繰越利益剰余金 1,449,675 

  その他 688,033  自己株式 ▲2,231 

  貸倒引当金 ▲396,240 評価・換算差額等 ▲358 

資産合計 25,491,556 負債・純資産合計 25,491,556 

貸借対照表 

2009年9月30日現在 
(単位:千円) 

„注‟金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しています。 
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各地の竣工物件 

コープ森の里新要冷工場 

当物件は、生活協同組合のおうちCO-

OPという個人向け食品宅配サービスの

要冷セット工場です。建物の1･2階は最大マイナス４５℃の冷凍冷蔵倉庫がメインで延長２００

ｍのベルトコンベアが6ラインあるほか、様々な物流設備があります。3階には商品検査セン

ターがあり、主に出荷前の食品について微生物検査を行う施設となっています。森の里という

地名だけあって緑に囲まれたクリーンな場所にあり、東名厚木 ICからも近く物流としては便利

な立地に建設されました。 

この現場の施工ポイントとしては①２５０ｓｑの高圧CVTケーブル２３０mの幹線をどのように引

くか ②約２０００カ所もある防熱パネル貫通部の結露防止処理方法 でした。①では総重量

2070ｋｇ･外径７６φのケーブルを人力で敷設することは不可能と判断し、連動送出型延線機

(パワーボール)工法を採用しました。工程の調整や機械の段取りに手間がかかりましたが、実

際に引き始めてからは1時間程度で延線することができ、無理なく終えることができました。

②では冷蔵庫と天井裏の温度差による結露を防止するために、ケーブル貫通部の処理は

コーキングとウレタンによって封入するのですが、コーキングは針の穴でもたちまち結露が起

こってしまいます。施工要領の検討を重ねて協力会社にも徹底し全数チェックを行った結果、

結露による手直しはありませんでした。 

現場のスタッフはほぼ２０代と非常に若いメンバーで

したが、新しい知識と貴重な経験を得ることができま

した。工期が短く夜遅くまで残業した協力会社の皆

様や関係社員の力で、無事故･無災害で竣工を迎え

られたことに深く感謝しております。 

 (横浜支店 相澤一真) 

契約先 ㈱フジタ 

設計監理 ㈱アールケイ 

工期 2008年12月～2009年10月 

施工場所 神奈川県厚木市小野 

建築概要 延床面積 28,526.16㎡ 

 S造 地上3階 

施工部署 横浜支店･静岡支店 

プラーサ・ヴェール  

JR「四街道」駅から徒歩7分。環境創造

型の優しいコミュニティづくりを目指した全

524戸、地上20階建の「プラーサ・ヴェール」。四街道の原風景を継承し桜やいちょう並木を保

存、新たに植樹することで環境共生の本来のあり方を試みたランドマークです。共用施設に

は、カフェテリア･シアターカラオケルーム･ビリヤード･スタジオ･キッズルーム･キッチンスタジオ･

フィットネスルーム･ゲストルーム等といった多彩な施設があり、生活の楽しさを広げます。 

この工事で一番大変であり、クリティカルとなったのは外構工事で、盤室のある棟から他の

棟へ約80回線の幹線ケーブルを送るための埋設配管工事です。工程短縮と施工性を考慮

し、今回は角型ＦＥＰを使用しました。丸型と比較すると、段積みが可能で多条施工も簡単に

でき、埋め戻しもラクにできる利点があります(お値段は少し高いが…)。2m超えのハンドホー

ル(実物を見るとハンドホールとは言い難い)もラフターにより数ヶ所設置しました。念入りな施

工計画・検討はしましたが、何より現場施工に携わった協力業者さんの知恵と前田建設さん

のスタッフ皆さんの協力があり無事、無事故でしかも工程前倒しで工事を終らせることができ

ました。 

2年近い工事でしたが、いろいろハプニングもあり精神的にどん底に陥った時期もありまし

た。現場を駆けずり回った中野君、工事全般を管理した小山主任、住戸施工図作成の竹内

さんには本当に苦労をかけました。建築から怒られたりしたことも多々ありますが、最後に暖か

いお言葉を頂けたことは何よりの贈り物と感じております。工事の施工に当たっては、多数の

協力業者皆様一人ひとりと前田建設さんのスタッフ皆さん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頂き、その後も支援を頂いた工事本部の皆様へお礼を申し

上げます。 „千葉支店 今関浩一‟  

契約先 前田建設工業㈱ 

設計監理 前田建設工業㈱ 

工期 2008年1月～2009年11月 

施工場所 千葉県四街道市鹿渡  

建築概要 延床面積 62,864.52㎡  

 RC造 地上20階(524戸) 

施工部署 千葉支店 

BIG周東ショッピングセンター  

BIG周東ショッピングセンターはマックスバ

リュ西日本㈱が展開する「ＢＩＧ」というスー

パーです。山口県内ではマックスバリュが他店を買い取り、「ＢＩＧ」に改修するというのが今まで

の流れで、新設の店舗は今回が初めてだったそうです。施工場所は自然味あふれる所で、ま

わりは田んぼ。見渡す限りでは目立った建物無し、というなんとものんびりした所でした。 

７月から事務所を構え現場に乗り込んだのですが、今年の山口は例年になく雨が多く、７月

の段階ではまだ土木が造成工事をしており、建築工事の着工が遅れていました。実際、配線

工事に取り掛かったのが８月末で、11月あたまに役所検査を受けたので実質２ケ月の工期で

した。この現場の主な注意点は、短い工期での人員と材料の手配、店舗裏側にあるキュービ

クル・発電機の搬入、ＢＩＧ直営店及び入店するテナントがらみの変更への対応の３点でした

が、建築･電気･設備の連携もスムーズにでき、建築の業者さんともうまくコミュニケーションをと

れ、忘れてはならない協力業者さんの頑張りのお陰で無事問題をクリアし竣工を迎えること

ができました。オープン待機では、よくこれだけ人が集まるな！ というぐらいのお客さんで

11/21～11/23の３日間賑わいました。 

この場を借りて当工事に携わった皆様、協力業者さん、中国支店の皆様に御礼申しあげま

す。ご協力ありがとうございました。 

最後に、打ち上げで食べたフグのフルコースが、なんとも美味かったのを今でも思い出しま

す。 (中国支店 畝 太生)  

契約先 井森工業 ㈱ 

設計監理 中央設計㈱  

工期 2009年7月～2009年11月  

施工場所  山口県岩国市周東町下久原  

建築概要 延床面積 9,339㎡  

 S造 地上1階 

施工部署 中国支店 

神奈川県市町村職員共済組合新保養所  

この施設の正式名称は「湯河原温泉 ち

とせ」といい、湯河原町のちとせ川沿いに位置しています。客室数は34室で、宿泊定員は128

人となっています。神奈川県市町村職員組合の保養所なのですが、一般の方も宿泊可能な

施設となっております。 

今回の工事は既存の建物を解体し、新しい保養所を建設するものでした。お施主様の御意

向により、「日本一の保養所」を目標に工事がスタートしました。図面をみる前に思っていた保

養所というものとは、まったく違うもので開放感のある落ち着いた建物でした。照明器具も演

色性の高いダウンライトを採用し、壁を照らしたり、折り上げ天井などで間接的な明かりの取り

方が多く採用されているので、この演出が更に建物内をひきたてています。私の中では日本

一の保養所ができた、その電気工事に携われたということを誇りに思います。 

 工事の施工にあたっては、協力業者の皆様の豊富な知識と経験に助けられたことも多く、㈱

日本設計及び前田建設工業㈱の皆様のお力添えも

あって順調に進められたと思っています。かなりのわ

がままを聞いていただいた支店の方々、施工検討段

階からアドバイスを頂いた工事本部の皆様にお礼を

申し上げます。そして何より、日々忙しいにもかかわら

ず明るい職場づくりをしてくれた、チーム湯河原のみ

んなに感謝しています。本当に楽しい現場でした。 

 (静岡支店 白石雅紀)  

契約先 前田建設工業㈱ 

設計監理 ㈱日本設計 

工期 2008年4月～2009年10月 

施工場所 神奈川県足柄下郡湯河原  

建築概要 延床面積 6,222.93㎡ 

 RC造 一部S造 

 地下1階 地上5階 

施工部署 静岡支店･横浜支店 
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最優秀部門賞 ～千葉支店～ 

今年の最優秀部門賞は、千葉支店が受賞しました。千葉

支店においては、収益拡大に加えて時短にも取り組むなど、

質量ともに充実した1年だったと思います。他の支店も、千葉

に負けないよう頑張ってください。 (長江洋一) 

 最優秀部門賞 

千葉支店  

優秀部門賞 

・受注業績  (達成率) 

 1位 東北支店 (126.1%) 

 2位 EP部  (121.0%) 

 3位 大阪支店 (100.6%) 

・施工業績 

 1位 EP部  (119.4%) 

 2位 東京第三支店 (100.0%) 

 3位 千葉支店 ( 94.6%) 

・ 受注粗利業績 

 1位 東北支店 (144.2%) 

 2位 千葉支店 (142.7%) 

 3位 大阪支店 (141.9%) 

・施工粗利業績 

 1位 四国支店 (170.9%) 

 2位 横浜支店 (150.8%) 

 3位 名古屋支店 (146.4%) 

一昨年の受賞時に、日本一の業績と日本一の時間短縮

をしたいとお話ししました。その後、業績と時短という一見、

相反する二者をリンクさせることなどできるのだろうか? とい

う思いの中から、再出発しました。 

 まずは、時短するにはと言う前に、仕事に時間がかかること

とはどういう時かを考えてみました。一般に現場で時間がか

かるのは、仕事自体がうまくいっていない時です。図面が遅

い、管理書類の提出が遅い、施工品質が悪いなど客先から

信頼を失った時には、当然、余分に図面訂正を求められた

り、さらに補足書類の提出を求められたり、施工品質改善の

ために何度も現場巡回を求められたり、店社からの指導を

求められたり、単に一現場にとどまらず時間が取られること

になります。当然、支店全体として、営業も含め大きく時間が

取られることになってしまいます。 

それでは時短のためには、この逆をやればよいのではない

かという発想にたち、シュミレーションしてみました。客先の

ニーズに徹底的に応えよう。施工管理品質の精度を高め、

要望に対してスピードを持って応えよう。施工品質を上げる

ためには、協力会社のニーズに応えよう。協力会社が納得

するには、図面・材料・工程をタイムリーに亭給すればよい。

資材をタイムリーに亭給するには、資材業者のニーズに応え

よう。資材業者のニーズに応えるためには、大工程から逆算

して徹底してバック工程による打合せおよび資材搬入を実

行する。これを実行すれば、計画通りの資材搬入により、無

駄な搬入コストが削減され、協力会社も無駄な搬入立会い

を削減され、労務コストの削減につながり、余分なことに時間

を取られず、施工品質アップとコスト削減になる。 

これにより、客先から高い支持を得ることができ、次期物

件への継続営業につながる。営業にも時短と業績への貢献

となる。というシュミレーションを行い、一現場単位で行うので

はなく、支店全体で内勤者も含めてこうした客先のニーズに

応えようと活動してきました。これが「チーム千葉支店」とい

う発想です。これにより施工中に客先からの次期物件依頼

も増えてきており、また、この5年間で支店工事部の残業時

間も約38%削減されております。今後もこの「チーム千葉支

店」という発想の完成度と実行度をさらに高め、日本一の業

績と時短の推進をさせたいと考えております。ありがとうござ

いました。  (千葉支店 文倉辰夫) 

快挙!! ～第42回電気工事士技能競技大会～ 
10月20日、足立区東京武道館にて第42回電気工事士技

能競技大会が行われました。当社は第40、41回と連続で入

賞を逃したことで、六進会が今大会にかける意気込みは大

変なものでした。2008年入社の小笠原君･笹森君が選ばれ、

過去の課題を参考に例年よりも早く練習に取り組みました。 

課題概要は「3相200V1.5kW 誘導電動機排気-給気ファ

ンの単独-連動を行い、運転表示灯･警報灯を取付け、単独-

連動運転切替用スイッチを設ける」。左右対称に施工する精

度の高いものですが、練習の成果もあり、両名とも技能賞に

入賞。更に小笠原君は出場者29社-50名の中から運も味方

し、最優秀賞にあたる｢経済産業省関東東北産業保安監督

部長賞」を受賞するという快挙を成し遂げました。 

9月に入り課題練習を始めた頃は頭をかかえましたが、練

習を重ねるうちに何とかなるかなと思いつつも大会当日、両

名が上記の賞を受賞。60周年の節目にこの快挙は指導者と

して2人に感謝しています。また、応援してくれた六進会の皆

様、東京本店、技術部の皆様、ありがとうございました。 

小笠原君は12月に母校の南部工業高校で技能大会につ

いての講演もしたそうです。ここで、小笠原君の母校の八木

橋校長先生からの書状の一部と２人の感想をご紹介します。 

 (東京本店 佐藤 仁) 

青森県立南部工業高等学校 八木橋 澄 校長 

電気工事士技能競技大会において本校卒業生の小笠原

裕之君が優勝したという朗報をいただき、関係職員一同た

いへん嬉しく喜んでいるところであります。 

彼が卒業した本校の設備システム科は、電気科に比べ電

気工事に関する時間が少

ない教育課程となっている

にもかかわらず、電気科卒

業生が主と思われる選手た

ちと競い、成果を収めたの

は、ひとえに貴社に力量の

高い指導者がいること、そして社内教育制度が充実している

ために成し遂げたものと捉えています。御指導された社員の

皆様には心から敬意と感謝を申し上げる次第です。 

経済産業省関東東北産業保安監督部長賞受賞 

小笠原 裕之さん 

7月下旬のある暑い日、金澤電興さんと会社駐車場にて技

能大会へ向けての練習が始まりました。最初に練習したのは

電線管加工でした。初めての経験で、悪戦苦闘でした。電線

管を曲げる姿は、へっぴり腰で何とも情けない姿だったと思い

ますが、お盆前あたりには電線管が潰れることも少なくなり曲

りも安定し、曲げる姿もらしくなっていたと思います。 

それからは、本社の4階倉庫にて大会本番を想定した練習

を始め、墨出しから始まり、材料加工･電線管曲げ･結線など、

多くの事を練習しました。その中でも特に苦戦したのが結線

でした。今回の課題はシーケンス制御が絡んだ回路で、苦労

しました。その上、外見の美しさだけでなく、早さも求められた

ので余計に難しかったです。本番と同じように時間を計ったと

きは、最初は話にならないタイムだったのですが、練習を重ね

るうちに安定し、大幅に時間を縮めることができました。 

そしてとうとう迎えた10月20日の本番。自分に「いつも通り

にいこう」と言い聞かせ作業に取り掛かりましたが、やはり緊張

のせいか、最初の墨出しでミ

スをしてしまいました。頭が

真っ白になりそうな中、深呼吸

をして落ち着かせ、それ以降

の作業はとにかく時間内に完

成させることに集中しました。

作品を完成させるのに精一杯

だったので、表彰式で自分の

名前が呼ばれた時には本当

にびっくりしました。 

こうして特別賞を受賞できたのも佐藤さん、小西さんをはじ

めとする多くの方々の厳しい指導と応援のおかげだと思いま

す。本当にありがとうございました。また、今回身につけた技術

を活かせるように努力していきます。 

技能賞受賞  笹森 大護さん 

正直なところ、技能大会に参加することに対してプレッ

シャーがものすごくありました。でも自分は最初から「必ず入

賞するんだ！！」という強い気持ちで取り組みました。練習では

電線管加工をはじめ、全ての作業に時間がかかり、最初は思

うように行かず挫けましたが、「何くそ！！ 絶対やってやるん

だ！！ 」と食らいつき、朝練や日々の練習を積み重ねていったと

ころ、技能賞をとることができ、とても嬉しいです。 

最初から大会が終わるまでに得た技術や思い出は一生の

宝物になりました。佐藤さんを

はじめ、応援してくださった皆

様にはとても感謝しています。

ありがとうございました。 

今行っている新木場の現場

に露出配管があるので、技能

大会で得た技術を活かし、き

れいなノーマルやSベンドに曲

げれるよう頑張ります。 八木橋校長が来社されました 

結線作業 (提亭：オーム社「電気と工事」) 

電線管加工 
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ろっこうニュース 

10月23日にホテルイースト２１東京にて行われた鹿島建設

㈱の改善事例全国発表会に出場しました。発表会は4部門

(土木･建築･設備･専門‟に分かれており、各部門„今回設備

は11グループ参加‟毎に日常作業における改善した内容を

大いに発表しようという目的のものです。 

というのも、８月に予選大会が九州であったのですが、鹿島

建設㈱の設備担当者からは当初、「参加する事に意義があ

る」と言われ、現在施工を行っている門司大里本町タワー棟

現場における超高層集合住宅における合理化工事計画と

VE事例紹介を電気･設備共同で発表したのが始まりで、全

国大会に出場することが決まりました。 

全国大会では、「入賞することに意義がある」と言われ、当

鹿島改善事例発表会に通い箱が！ 

夏の盛りの暑い中、8月27日･28日の2日間に渡って富山

大学で開催された電気設備学会全国大会で、当社技術研

究会から2件の発表を行いました。 

「電気室におけるケーブル配線棚の施工事例」では、ケー

ブルラックの多段積を解消する手法として配線棚の採用事

例を紹介し、ラックと配線棚におけるコスト面･施工性につい

て比較を行い、配線棚の有効性について発表を行いました。

この全国大会は、電気設備における技術研究を発表する場

であり、多くの業界関係者、研究者が集う場所です。今回の

社単独で発表してほしいとの依頼があり、準備にとりかかり

ました。予選の時に比べて内容も大幅に変わりましたが、主

に以下の４つについて発表しました。 

・13年ぶりの受注に至るまでのコスト削減計画 

・ファブデッキにおけるスリーブ工事の簡略化 

・ダンボールゼロエミッション計画 

・社会貢献も兼ねた六興ブランドの施工紹介 

プレゼン資料作成、発表原稿の作成と1カ月間はこの作

業に追われました。発表前夜は、菊地副社長、東京 木村所

長、九州 弘中部長他皆様のお力添えをいただき、遅くまで

の読み合わせ、プレゼン確認を行いました。当日は各支店の

方にも発表会にご参加いただきました。 

残念ながら、きんでん他有名どころの中で入賞できません

でしたが、六興電気の優れた技術改善はもちろん、多いに

名前を売れたと思っています。今思えば３００名程の公聴者

の前で発表した事もないため、とてつもなく緊張していました

が、とても楽しい時間だったかなと思います。 

今後は毎年出場し、ぜひとも各支店のみなさん金賞をめ

ざしましょう。(賞金はすごいかも?) (九州支店 橋本進一)  

発表にあたり、研究会メンバー、新潟･名古屋支店の方々他

多くの皆様にご協力をいただき無事終えることができまし

た。本当に有り難うございました。 „名古屋支店 水野淳司‟ 

「高速道路トンネル内照明器具交換工事におけるプレハ

ブケーブルの施工例」„現場代理人 新潟支店 樋口 隆‟

では、照明器具への電源ケーブルの他に調光ケーブルのプ

レハブ化とプラグ･レセプタクルの採用により、工期短縮･車

線規制回数の削減等を図った実績を説明しました。なお、

今回の発表は、「電気と工事」２月号に掲載予定です。興味

のある方は是非ご覧下さい。 (新潟支店 前田伸樹) 

はいさ～い＼(^o^)／沖縄–８ 

はいさ～い＼(^o^)／皆さ～ん、ちゃーがんじゅーですか？今回は沖縄の観光施

設を、関西系うちなんちゅ目線でご紹介いたします。 

まず真っ先に出てくるのが、皆さんもご存知の「美ら海水族館」です。この美ら海

水族館は、国営海洋博公園の中にある施設の一つです。この公園には、植物園・

イルカ施設・海がめ施設・マナティー施設・ビーチ・水族館等とあり、水族館・植物

園以外は基本無料で見ることのできるとってもお得な公園です。特に、イルカ

ショーは毎回大勢の人達で賑わい大好評です。また、ここには人工尾びれをつけ

たイルカ「フジ」が飼育されていることでも有名で、フジを間近で見ることもできま

す。もちろん無料です。 

そんな公園の施設の中でダントツのお勧め

が、やっぱり「美ら海水族館」です。ここは大型

のジンベイザメが３匹飼育されてる大水槽が有

名ですが、そんなジンベイザメの餌の食べ方が圧巻なのです。なんと、大きな体

を立てて捕食するのです。この姿勢は自然界でも見られるとのことですが、一見

の価値はあると思います。 

その他の沖縄の観光施設としまして、「名護パイナップル園」・「おきなわワール

ド」・「琉球村」等ありますが、やっぱり「海」もとっておきの観光施設だと思います。

これからの冬の季節は、ホエールウォッチも楽しめますよ。 by関西系うちなんちゅ 

海洋博公園 

電設工業協会 基調講演しました 

2009年度電設工業協会･全国大会„10月8日、高松市‟

で、長江社長が基調講演を行い、現在の入札制度に対する

問題提起を行いました。公共工事では総合評価方式が一

般化しつつありますが、さまざまな問題も指摘されています。

とくに、入札から決定まで時間がかかり、その間配置予定技

術者が拘束されてしまう現状は、企業規模の大小に拘わら

ず共通の問題です。そこで、「総合評価落札方式、課題と今

後」と題した長江社長の講演では、落札の可能性が低い業

者に対してその旨を早期に連絡するとともに、入札後の辞退

を認めるよう提言しました。この提言は、電設工業協会の活

動に反映され、防衛省他の制度に一部取り入れられていま

す。長江社長は、「今回の基調講演を出発点として、これか

らも業界の合理化に尽力したい」と話していました。  

電気設備学会in富山 

発表する水野さん(左)・前田さん(右) 

すでに経営会議でお知らせしておりますが、本社を移転す

ることになりました。移転先は同じ港区の芝大門で、室内か

らは今と同様に東京タワーが見え、芝公園の緑も美しく眺め

られます。アクセスは、浜松町駅から徒歩10分、大門駅から

は5分、御成門駅からは3分です。今は部署が３フロアに分か

れていますが、新事務所は２フロアになりますので、物理的に

部署間の連絡がとりやすくなります。広さについては現在と

同じ広さを確保しています。引越日は3月13～15日で、16

日から新オフィスでの営業開始です。 

現在の事務所には入居して43年になります。長い間いたと

いうことはその分書類も蓄えているということで、現在、書類

削減を推進中です。昨年12月23日„祝‟の出勤日„28日の

振替出勤日‟には、第一回目の思い切ったゴミ捨ても行い、

キャビネット内がすっきりしました。 

移転先での部署配置は下記の通りです。慣れるまでご不

便を感じられることもあると思いますが、どうぞ宜しくお願い

致します。 „移転プロジェクト 佐藤仁美‟ 

＜部署配置＞ 

13階…管理本部(人事管理室、経理部、システム開発室)、 

 総合受付 

1８階… 東京本部(東京本店、第三支店、BRAVOグループ)、 

開発営業部、技術本部、工事本部、購買部、 

東日本本部 

本社移転します 

移転先のビル外観 

捕食の瞬間！！ 
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おしらせ 

「電気のある風景」作品募集 
(社)東京電業協会で写真コンテストがあります。最優秀賞

には賞金5万円も出ますので、応募してみてはいかがでしょ

うか。期限は4月15日までです。詳しくは「電業経営」11月号

をご覧ください。 

多摩営業所を閉鎖しました 
9月30日をもって多摩営業所を閉鎖しました。現在は現場

事務所として使用しています。 

受注！ 
･西浅草３丁目計画  (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) 

･ゼビオつくば店   (茨城支店) 

･Ｂｒｉ ｌ ｌ ｉａ砧公園計画  (北関東支店) 

･千葉大学„医病‟基幹整備„病棟Ｂ２Ｆ電気室他改修‟  

 (千葉支店) 

･神大寺４丁目計画  (横浜支店) 

･栄和興産株式会社„仮称‟小池ビル   (大阪支店) 

･仁川団地第Ⅰ期建設電気設備   (神戸支店) 

･比治山病院新築   (中国支店) 

･おもろまち４丁目マンション   (九州支店) 

作業服が変わります 

昨年秋から、イメージ戦略プロジェクトの一端として「新作

業服デザインプロジェクト」がスタートしました。女子美術大

学様にご協力をいただき、当社との共同企画として、学生の

方から新作業服デザインを募集します。その中から最優秀

作品を1点選び、実際の作業服として採用しようというもの

です。12月に行われた説明会には100名を超える学生の方

にお越しいただき、「どんな仕事をしているのか」「ポケットに

は何を入れているのか」など、活発な質疑が行われました。1

月12日に募集を締め切り、今は多数の応募の中から絞り込

み作業の真っ最中です。どんなデザインの作業服になるか

はまだ分かりませんが、六興電気オリジナルのかっこいい新

作業服が出来上がります。 

今年の夏には新しい作業服で仕事ができるよう、準備を

進めています。ぜひご期待ください。 (経理部 藤野広実) 

これまで清交会のイベントに参加する機会があまりなかったのですが、今回は家族で何か

に参加しようかと思い、子亭が好きな仕事にチャレンジできる「キッザニア」に行ってきまし

た。２人の子亭たちには、「今度、キッザニアにお仕事をしに行くよ」と言っても「お仕事をする

の？？」とあまりピンとこない様子でしたが、妻が借りてきたキッザニアの雑誌を見てからは、あ

れこれとやりたい仕事を２人で探して楽しみな様子でした。 

キッザニア入口の空港で入国手続きを済ませ、いざ入国！ 銀行･警察･テレビ局、何でも

揃っている小さな街で、いよいよお仕事初体験と思いきや、人気のパビリオンのお菓子工場

やボトリング工場はすぐにいっぱいになり「1時間待ち状態」です。すぐに体験できそうなパビリオンを探し、娘はビューティーサロ

ンの店員へ、息子は食品開発センターで「冷凍食品のドライカレー」を作りに、初めてのお仕事体験スタート！ ２人とも初めは緊

張している様子でしたが、そこはさすがに子亭で、すぐに慣れて楽しんでいました。ドライカレー作りは本格的で、親の私でも体

験したいくらいでした。 

やはり初めてもらう給料、キッゾ(専用通貨)と各パビリオンで職種認定者カードが気になっている様子。２人とも銀行に口座を

開きキャッシュカードと財布をもらうと上機嫌。その後も空いている仕事を探し、建設現場･宅

配センター･サッカー選手、出版社･動物病院･幼稚園他、たくさんの仕事をして貯めたキッゾ

で、娘は最後にデパートでお買いものを楽しみ、息子は自分で作ったソフトクリームを食べて

ご満悦。 

実物そっくりのお仕事体験に大変満足した子亭たち。時間いっぱいまで遊んだ帰りの車の

中では、「また、連れてきてね」と二人ともやる気満々で興奮した様子でした。 

 (東京本店 遊佐 幸)    

本社清交会  ～キッザニアでお仕事体験！～ 

は3年生。会社の事も、社会の事も学習して、ある程度自信

がついてきたころと思います。ただその自信は今迄現場で

悪く言うと数ある工程作業の一部分をやらされていただけ

であり、今回のリモコン設定や自動制御は皆さん初めてのこ

とと思います。(目も輝いていました)私自身、新入社員から3

年間研修がなく、うらやましいかぎりです。皆さん、この様な

すばらしい研修会を計画･実施して頂いた六興電気の関係

社員の方々に感謝しましょう！ 

電気工事士研修(シーケンス) 

暮れも押し迫った12月23日(祝)、寒い朝にもかかわらず研

修会場には熱気が一杯溢れました。電工研修2年〓2(追加

研修)は6名の受講生と金澤社長(金澤電興)、上野社長(多

田エンタープライズ)の出席のもとで開催されました。今年最

後の電気工事士２年生の実務研修に参加させていただき

有り難うございました。午前９時半より大竹講師のもとで研

修がはじまり、ペーパーテストの際は工事現場と違い苦労を

しているように思われました。 

金澤電興株式会社 金澤 忠 社長 

実技のリモコンの仕組みや動力盤･警報監視盤及び電極

間の実技に入り、皆元気良く楽しく取り組んでいる姿を見て

いると「やはり電気工事士だ！」と思いました。 

この実務研修を実施したことは大変良かったと思います。

若い工事士達が育ち、六興電気を支える力になることを希

望します。最後に研修生の皆さんご苦労様でした。 

株式会社多田エンタープライズ 上野栄介 社長 

今回の研修は2年生でしたが、2年生と言っても来春から

満水警報試験中 

10月3日、2010年4月入社予定社員の内定式を行いまし

た。今年は大卒20名の学生が参加しました。式は長江社長

の挨拶から始まり、出席者紹介、内定者自己紹介、先輩社

員からの激励、懇親会と進みました。自己紹介では社長を

始め役員、部署長の前で緊張しながらも、自分を覚えてもら

おうと精一杯スピーチをしていました。また、2009年入社の

先輩社員5名も、入社してから感じたことや仕事をする上で

の心構えなど、一年前の自分を思い出し、不安な気持ちで

いる内定者へ激励の言葉を送りました。 

その後の懇親会では名刺交換の体験学習を行いました。

ぎこちない動作で一生懸命に社長や役員、部署長と名刺の

交換を行っていました。お酒も少し入ったせいか、内定者と

社員との会話も弾み、予想以上の盛り上がりを見せ、すっか

り六興電気に溶け込んでいました。 

最後に記念撮影をして終了しました。集まった当初はお互

い知らない者同士でしたが、式が終る頃にはお互い打ち解

け合い、仲良く帰りの駅へと向かっていきました。 

内定者の皆さん、来年の入社を社員一同、心よりお待ちし

ております。 (人材開発部 川上貴司) 

新ろっこうマン誕生!! 

大勢の参加者が集まった説明会 

将来は現場入り！？ 祥己くん 

エステティシャン 郁菜ちゃん 
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〓訃報〓  

北村 之洋さん 

東京本店営業部長の北村之洋さん„享年50歳‟が11月21日、癌によりご逝去されました。 

私達が困っている時、いつも声をかけてくれ、相談にのって下さいました。私達が悩んでいる時、いつも近くの居酒屋へ連

れて行って下さいました。私達がトラブルを起こしたとき、いつも「一緒に怒られに行こう！」と、言って下さいました。どんなに

ご自分が忙しくても、いつも私達のことを優先して下さいました。上司であり、頼れる兄貴だった北村部長が過日、永遠の

眠りにつかれました。 

1999年10月に入社され、2007年10月より東京本店営業部長として、営業部をまとめていただきました。部長と、兄貴と

一緒に本店営業部を盛り上げていきたかったのに本当に残念です。 

謹んでご冥福をお祈りいたします。合掌。 

近山 智宏さん 

大阪支店工事部工事所長の近山智宏さん(享年３９歳)は11月４日、心臓の病により急逝されました。 

近山さんは近畿大学を卒業後、1993年４月に入社されました。文系学科卒業ではありましたが工事部に配属になり、畑

違いというハンデを乗り越え、施工管理技士の資格も取得し現場管理を行ってきました。２００９年３月からは官庁物件を担

当し、これから本格的な施工にかかるという段階での出来事でした。支店内においては常に若手社員の先頭に立ち、まと

め役として活躍していました。今後の支店工事部の中核となる人物として期待をしていました。そのような人材を失うこと

になり非常に残念です。 

謹んでご冥福をお祈りいたします。合掌。  

美味しいお店         今回は本社の近くにある美味しいお店をご紹介します 

こんにちは、東京第三支店の鎌田です。今回紹介するお店

は、本社から徒歩で3分、慶應仲通りにあり、東京第三支店で

は週に1回は必ず行く、天ぷらと磯料理の「天磯」です。お店

は、1階がカウンター〒テーブル席(15人程度)、2階は座敷で25

人程度入れば満席になります(2階は第三支店の指定席‟。料

理は天ぷら料理を1代目が担当し、２代目(実は高校の同級生

です)が磯料理を担当しています。 

我が支店のなかで人気メニューは、アルコール„第三のメン

バーはなんでもOK‟以外では、肉豆腐、ゴーヤのみそ炒め、そ

の日のメニューの中の魚料理が人気です。食べ物がおいしい

ので、ほぼ全員、満腹状態で御開きとなります(投稿者以外、メタボのメンバー)。料金は、各品リーズナブルな値段設定となっ

ています。 

このお店は人気があるため、満席で断られることもあるので、い

つも事前に電話をしてから行きます。また、昼食も営業しています

ので、本社に来た時はぜひ一度行ってみてはいかがでしょうか。 

住所：東京都港区芝5丁目20-19 

Tel：03-3454-0825 

 (東京第三支店 鎌田貴男) 
肉豆腐„ここまでがお通し!?) 天ぷら･お刺身 

第三支店の指定席 

12月９日、在日米国

商工会議所 (ACCJ)

主催の忘年会に参

加しました。アメリカ以

外にもオーストラリア･

ニュージーランド･イギ

リス･カナダなど大勢

の 商 工 会 議 所 メ ン

バーが集まり、カナダ大使館のワンフロアで行われました。と

てもアットホームなムードで国籍や年齢などの壁も全くなく、

たくさんの方々と気さくに会話を広げることができました。

様々な国の出身の人たちや、多種多様な業界や職種の

方々とお話ができ、とても刺激的で有意義な時間を過ごし

ました。これまでにACCJのイベントに数回参加させていただ

いており、回を重ねるごとに交際も広がり、プライベートで遊

ぶ友人もできました。このような縁を大切にしたいです。  

(経理部 平野春夫)  

英語教育プロジェクト ～番外編～ 

Jordon & H i rano 

私は旅行が好き

でこれまでに3度

海外へ行きました

が、一番感動した

のは卒業旅行で

行ったフランスでし

た。出 発 前、映 画

「マリーアントワネッ

ト」や「ベルサイユのばら」(漫画ですが勉強になります)で

予習し、マリーアントワネットの処刑が行われた場所であ

るコンコルド広場や貴族が住んでいたベルサイユ宮殿、

バスティーユ牢獄のあった場所の側にある記念碑などベ

ルばらツアーを堪能することができましたが、一緒に行っ

た友人は予習をしていなかったために退屈そうでした。 

場所に限らず歴史的な物･名所を訪れるときは、少しで

も事前に調べてから行った方がいいと思いました。知識が

あるのとないのとでは、同じ物を見ても感動や感じ方が

違います。私は旅行前に必ず、その国の文化や歴史、言

葉を調べるようにしています。実際に現地の人の生活を

見たり、少しでも会話ができると旅行の楽しさは倍になり

ます。次の旅行は韓国を考えていますが、また情報収集

とハングルを勉強しないといけません。次回は沖縄営業

所 石川和佳奈さんです。 „名古屋支店 松田恵里‟ 

リレートーク 

 

 

 

 

 

ベルサイユ宮殿 

“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。 

「慣れと油断は事故の元 習慣づけよう 危険予知」       

 „中国支店 赤井悠耶‟ 

我々の生活や職場には、い

たる所に危険が潜んでいま

す。普段なにげなく行っている

作業や行動、例えば脚立･立

ち馬の昇降やカッターナイフ

での作業、現場内の歩行の

中ですら事故や災害が多発

しています。その原因として考えられるのが｢油断｣だと

思います。慣れた作業にこそ、一人一人が危険予知を

行い、それを習慣づけることこそが災害０へと繋がる道

だと思います。｢慣れ｣を｢習慣｣へ替え無事故･無災害を

目指しましょう。ご安全に。  


