
先日、古くからのお客様と会食する機会がありました。その方はあ

る損保の役員を長年勤められていた方で、正鵠を得たお話はいつ

も参考になります。今回も資料まで用意していろいろとお話をしてく

ださいましたが、「社長の本籍は現場にある」という言葉が特に印象

に残りました。そこには、本社は支店の上に立って命令を下すための

システムではなく、現場の社員が生産性を向上できるようなサポー

トをする機構だ、という考え方が感じられます。実はこれは日本に

限ったことではなく、ノードストロームというアメリカのデパートでも実

践されている考え方です。そのデパートでは、組織図の一番上に現

業の売り場が置かれており、間接部門や役員はこれを支援する役

割と位置づけられています。ノードストロームはこの方針のもと、他を

寄せ付けない顧客満足度で業績を伸ばしています。我社において

も、工事本部、開発営業部、購買部などが同様の考え方で運営さ

れています。 

米軍工事支援センター 

このほど新しく設立した米軍工事支援センターも、この考え方に

立った組織です。センターの機能を簡単に言い表すと、わからない

事が多くて躊躇する支店を支援し、安心して営業や施工にチャレン

ジできるように背中を押す組織です。一例をあげると、各支店が米

軍の仕事を受注･施工するとき、契約書や仕様書など、膨大な英文

書類の理解が要求されます。米軍工事はすべてが書面を基準に進

められるため、契約書や仕様書は非常に重要です。しかし、ただで

さえ慣れない英語の上に、独特の持ってまわった言いまわしを前に

して、精読せずに日本の常識で施工してしまうことがありますが、

後々大きな損失につながってしまいます。ですから、基本的な書類

に関してはセンターで翻訳し、支店の負荷を軽減するとともに正確

さも確保します。あるいは営業面で、米軍工事は比較的大型となる

ため、プロジェクトを受注したゼネコンでは本社購買の案件となるの

が通例です。そのような場合、中央での営業も必要となるので、東

京本店や開発営業部と連携しながら、立体的な営業を展開しま

す。さらに米軍独特の課題として、AFCI IやTitle2といった米国のコン

サルとの接点が重要ですが、こればかりは支店だけの活動ではどう

にもなりません。米材の調達先拡大や、大型器材の米国における検

収作業も必要です。センターの役割は、これらの支援業務を通じて、

支店が米軍工事を受注しスムースに施工が行えるようにすることを

ミッションとしています。  

第６９期の実績と第７０期のポイント  

さて、第69期の業績ですが、経常利益は20億円以上を確保でき

る見込みです。受注額についても350億円と、ほぼ前年と同額を確

保しました。内訳は官庁が29億7千万円(全体比8.5%)、米軍が48

億2千万円(同13.7％)、集合住宅が209億6千万円(同59.8%)となり

ました。これは言うまでもなく、社員の努力と協力業者･資材業者の

みなさんの協力の賜物です。1年間、ご苦労様でした。ただし受注

総粗利は50億6千万円と、昨年と比べて9億5千万円少ない水準な

ので、今期は気を引き締めて部署運営にあたってください。 

第６９期は、数字以外にも特筆すべき点がありました。まず最初に、

金額の多寡はあるものの、全支店が黒字を計上しました。これは新

成果配分制度を導入して初めての成果です。ここ数年で支店間の

垣根がなくなり、日常的に営業情報や施工のノウハウを共有できる

体制ができあがりました。また社員の間にも、「商売とは何か」、とい

う意識が根づいてきた感があり、それが結果に結びついたのだと思

います。さらに個々の部署を見ると、EP部は創設以来最高の業績を

あげました。技術派遣という地道な業務ながら、年間10億円以上の

売上を4年間続け、協力業者が安心して働ける環境整備も整った

今期は、六ヶ所などへの展開を狙います。PM業務を手掛ける

BRAVOは、業務量の極端な不安定さが問題でしたが、4年間の実

績がお客様に認められるとともに、通信インフラ需要の高まりから、

先が多少見えるようになりました。今期は部署名もエンジニアリング

事業部に変更し、更なる拡大を期待します。官庁については、とくに

前期後半から価格の分析精度が高まり、失注した場合でも僅差な

ことが多くなったので、全社的な技術者の活用と併せて、前期以上

の受注を目指します。部材の社内開発については、最初の製品で

ある３６バインドが累計2000万個を達成し、念願だったプレス部品の

開発にも成功しました。今期はゴムなどの素材に挑戦します。四国

支店を吸収した中国支店も、岩国の仕事を確実に取り込んで、体

制の足固めを行ないます。ただ一方で、米軍の大型工事が他社に

流れたことと、大手ゼネコンへの営業が足りなかった、という反省点

もあり、我々役員が率先して営業開拓にあたります。 

我々は数字の上では大企業なのですが、いわゆる大企業病をあ

まり感じさせない会社と思います。第７０期もこの路線で、他社に負け

ない仕事をしてください。  

利益のでやすい体質 

ところで業績を同業他社と比較していて、完成工事利益率はあま

り変わらないことに気がつきました。つまり、我社の完成工事利益率

は11.3%ですが、これは他社と比べて特段に優れているわけではあ

りません。それなのに売上高経常利益率は6.9%と、業界の平均を

上回っています。他社よりいい値段で受注しているわけではないの

に、最終利益が多いのはなぜでしょうか？ まず目につくのは、販管

費率が5.9%と、他社と比べて大幅に低いことです。これは、我社は

支店(現業)を中心に組み立てられた組織で、売上の割りに本社が

小さい事が影響しています。また平均年齢が36.8歳と他社と比べて

５歳ほど若く、マンション工事が多いことから、比較的短期間で一人

前の技術者として活躍できることも大きな要因です。財務面では有

利子負債がゼロで金利負担が発生していない点と、不動産や有価

証券をほとんど持たないため、手持ち資金を有効活用できている

点も挙げられます。(総資本回転率は14%以上と、業界平均の1.5倍

程度となっています。) 私は社長になったとき、筋肉質という言葉を

使いました。そしていまの六興は、利益の出やすい筋肉質な体質に

なったと考えます。この体質を維持してこそ、これからの難しい時代

を乗り切って行くことができます。第７０期も気を抜かず、仕事に対し

てシビアに向かってください。   
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第７０期を迎えるにあたって 
新しい期を迎えるにあたり、菊地副社長と各本部長に経営方針･抱負を語ってもらいました。 

管理本部長  小田原 守司 
第69期の決算も現在纏めつつあるが、初の全件進行基

準適用となり約４３０億の売上高となりました。経常利益とと

もに決算上は増収増益の決算となります。業績管理につい

ては、ここ数年来より各部署において期末予測シュミレーショ

ンにより利益の先行管理が行われております。また、第６９期

も受注前審査会や施工検討会を各部署で励行し、想定さ

れるリスクを抽出し追跡管理を竣工まで実施してきました。

全国展開している当社では、受注環境で地域格差が出て

いるのも現状であり、現業部署では如何にして部署運営を

健全化するかということに、日夜腐心しております。その努力

の成果が出て、結果として本社･支店の全部が黒字で終わ

ることができ、本当に感謝しております。 

しかし、建設業界では建設投資が長期にわたって減少傾

向にあり供給過剰感は解消されていません。建設投資が半

減している環境の中で、建設業の就業者数はピーク時から

100万人減少しても、まだ５００万人台の従事者がいます。今

後受注の価格競争がより加速されるので、受注時点でのリ

スク管理の向上とコスト縮減も合わせて、施工管理技術の

体質改善に大いに取り組んでいかねばなりません。また、管

理部門として日頃から取引先の財政状態や企業情報の収

集を行い、損害を最小限に食い止めるための危機意識を全

社に浸透させ、部署と情報交換を活発に行いながら、取引

の可否を決める決断も必要不可欠であろう。財務情報も今

までのＢＳ、ＰＬに加えＣＦ(キャッシュフロー計算書)を読み、与

信管理の有益なデーターとして活用していきたい。 

工事本部長  鹿久保 清 

４月より工事本部を担当し半年、工事本部の役割も理解

できてきたところで、第７０期を迎えることになりました。現在、

工事本部の主な業務は4つあります。①受注から竣工まで

の工事に関する全ての書類の決裁 ②災害速報、安全講

習･指導、データの整理･分析等安全全般 ③工事監査、施

工ＫＹＫ、現場巡回等、現場へ出向き施工検討会参加･技術

支援 ④入札に伴う技術提案、入札金額設定等の支援、入

札データー分析整理。 

今期は各部門、見直しの年と定め、改善･変更を実施して

行こうと考えております。 

まずは、書類について。受注報告書決裁と同時に電路材･

経費の報告金額に対する10％の支出を認める10％ルール

がありますが、外注費は認めておらず、外注費発生時に現

場担当者は限度額申請書を提出し実行予算書提出まで

の間、支払ができる措置を講じております。外注費にも10％

ルール適用とすることにより、限度額申請書の提出が半減

すると考えております。次に工事台帳において支払い限度

が、中項目上限管理にて実施されております。このルールを

直接工事費での一括上限管理に変更いたします。この変更

により、予算組替えがなくなり、真実の結果が表れ、予算に

対するいろいろな検証ができ検証結果を次に活かすことに

より、本当の原価が分かってきます。上記の結果、現場担当

者の書類作成が削減できると考えております。 

次に、現場巡回について。前期は、160回以上にも及ぶ現

場巡回を実施しました。今期も工事本部から出向くことによ

り、安全･品質･コスト等について問題抽出･検討等を事前に

実施していただき、早め早めの検討･計画･施工と、少しでも

正しい流れで現場が進むことに貢献できるよう巡回を進め

てまいります。 

企画推進部について。前期は打席に立たなければ始まら

ないので、バッター„技術者‟の選出･技術提案等打席数の

増進に努めてきましたが、今期は前期にチャレンジした結果

東京本部長  松村 茂広 
東京本部の第６９期を振り返りますと、東京本店は、実質利

益は目標を上回ることができましたが、残念ながら受注はこ

の建設不況の波をもろに受け目標を下回りました。 

第７０期も受注環境は非常に厳しい状況下に有ると予測さ

れますので、部署長が営業の先頭に立ち、北海道支店は営

業マンを1名増員、東京本店は4名の営業課長を中心とした

体制に変革、東京第三支店は新卒営業マンを採用し、今期

の受注目標の必達を期したいと考えます。そのために、「営

業情報の共有化･営業行動のスピード化と強力なチームワー

ク」を心掛けます。 

施工面では、東京本店が東京第三支店と共同で米軍工

事に参入することにより、より一層強固な施工体制の構築が

可能になりました。現在、東京本部で行っている東京本店･

東京第三支店･北海道支店間の施工協力システムで施工

機能が強化され施工品質の一元化が図れると考えます。 

最後に、BRAVOグループは、今期から部署名を「エンジニ

アリング事業部」に名称を変更しました。より一層の活躍を

期します。 

東京本部は、今期も本部全員が、明るく元気良く、“安全

優先で良質な施工管理”を行って、諸目標の達成を目指し

ます。  

技術本部長  京増 照男 
前期は、技術者･電気工事士向けの研修や通信教育及び

現場改善事例発表会とも、各部署の協力で無事運営する

ことができました。発表会での事例の活用が施工検討会で

討議されたとの報告もあり、発表会が技術面での新たな土

壌つくりに寄与していること、そして太陽の家との共同開発

の合成樹脂部材36バインドが2002年11月の生産開始から

7年10ヶ月で納入2000万個突破したことは大きな喜びであ

ると共に、原価低減の一助になれていることは縁の下からの

力が発揮できた証と確信しています。また、懸案であった鉄

製部材は9月に26フレームの販売にこぎつけることができ、

今後36シリーズと共に大いに活用してもらえると期待してい

ます。 

今期は、見直し3年目となる研修･通信教育の微調整、現

場改善事例発表会の充実を図ると共に、①設計部のKnow

-howを活かし、OJT指導支援として教える側の武器となる

「指導者向技術講習会」開催 ②鉄製部材26フレームの販

売･納入ルートの確立及び26シリーズの拡充とゴム製部材

の開発･販売 ③技術研究会と共にアイデア募集案件及び

発表会の発表事例の進化改善活用 等により、「縁の下の

力持ちグループ」として、地道に、堅実に活動して行きます。 

東日本本部長  日高 貞芳 
東日本本部の第69期結果については、目標に対し受注

62％、施工70％に終わり、７０期に課題を残しましたが利益に

ついては目標を達成することができました。一人ひとりの必

死の努力の積み重ねがこの結果を出せたと思います。感謝

します。建設市場が全般的に減少している中、今後も受注

について厳しい状況が続くことが予測されますが、施工技術

の改善や工夫によって原価の圧縮を計り、より多くの受注に

結び付ける。第70期の最大の課題です。我々には過去の経

験からこの困難を乗り切る自信と意欲があります。恐れず、

副社長  菊地 寛 
第70期は現状維持が最大の目標であり、量も利益もそし

て人も確保し活用することが役目･役割だと認識している。

前期は工事進行基準の影響を受け、増収･増益に見える

が、実は減収･減益である。そうはいっても無事に決算を迎え

ることができた。これも社員一人ひとりが創意工夫を働か

せ、利益改善の意識が強く向上した結果ではないだろうか。 

政治も経済も不透明な状況が続く中、間違いなく建設市

場は質･量とも減少するし、建築用途の比率も変化してくだ

ろう。今期の目標に対してどのように取り組むのか、チャレン

ジするのかが見えてこない中、我々はやるべきことを徹底し

てすべきであり、住宅･米軍工事などの得意分野を更に発展

させることが重要課題である。そのためには大型マンション

PJ、米軍PJを再度別な角度でトライしていく。 

尻すぼみになってきたPJを見直し、発展させることで、六興

ブランドで受注確度を高める役割を課していく。そのために

は従来の価値観を見直す必要もあるので、柔軟な頭でアイ

デアを出し、良いものを積極的に取り入れる。ものづくりで大

切なのは人であり、どんな仕事でも創意工夫を働かせること

で利益を生む、失敗を恐れて何もチャレンジしないのは何の

成長もない。失敗からヒントを得ることが大事であり、それを

体験すること、知ることが、社員一人ひとりのレベルアップに

繋がる。結果だけを求めて、先行きを見失う事が無いように

しよう。 

の分析より、打率(落札率) ３割を目指します。 

今期も「現場が全ての源泉」をモットーに各部門･現場に出

向き、各部署の支援を実施してまいります。皆さんの協力お

願いいたします。  
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西日本本部長  重村 恭史 
第69期の始め、神戸支店へは辛口のメッセージを発信し

ましたが、それは無駄ではなかったようです。無事受注目標

を達成しました。西日本全体では受注目標は達成できませ

んでしたが、各部署共まずまずの成果をあげたと言えるで

しょう。ご苦労様でした。第70期もそれぞれの経営計画に基

づき各部署協調体制をとりながら一歩ずつ駒を進めれば、

自ずと結果はついてくるでしょう。自信を持って部署運営に

あたっていただきたいと思います。すなわち「為せば成る為さ

ねば成らぬ何事も成らぬは人の為さぬなりけり」です。 

一番の気掛かりは健康管理についてです。前期30歳代の

前途を嘱望される優秀な社員が二人も心臓病で急逝致し

ました。これ程の無念はありません。身体は一生使う道具で

す。たまには休養をやり、油を差し、栄養を与えなければ、す

り減るだけです。どうか親から授かった大切な身体を大事に

扱ってください。まず体に害になるものは体内に入れない事。

タバコを吸っている人は直ちに止める事です。これは百害

あって一利無し、動脈硬化･高血圧･肺がんの原因です。そし

て好物、特に脂物はあまり摂取しないほうが良いでしょう。こ

れは高脂血症の原因です。40歳を過ぎれば好物ではなく、

体に良いもの食べる事です。自分自身の体力を過信せず、

健康管理を第一に、そして、それぞれの諸目標達成を目指

して努力を重ねていただきたいと思います。  

本プロジェクトは、第67期にチームを立上げて活動してき

ました。「資材の搬入･揚重、梱包方法」、「現場チェックと検

査方法の効率化」、「施工図の効率化」のテーマを定め、全

国展開して現況の検討･検証をしてまいりました。第68期で

方針、実施事項を具体化して、第69期で事例の検証の行

程表のもと、今度その「まとめ」を以下としご報告いたします。 

１．資材の搬入･揚重、梱包方法については、当社オリジナ

ルの通い箱を作成し、1住戸毎に通い箱に納め搬入すること

で、梱包材の削減と現場管理及び労務費等の縮減を目的

としました。東京本店を主に各支店でも展開し、ゼネコン及

び協力業者等からも好評で、良い結果が得られております。

一方、地方においては、大型マンションの減少等に伴い活用

できていない支店もあり、今後の課題としました。首都圏及

び関西圏を主に展開して行く方向であります。また官庁工

事等の技術提案等での梱包材削減等、環境対策にも展開

し、一定の評価を得られ、営業活動に貢献しております。 

２．現場チェックと検査方法の効率化については、PDAを活

用した効率向上を目的にシステム開発室の協力で「PDA電

気設備検査システム」を構築･稼働してきました。PDAの使

用訓練及び検査効率化の検証を行なうために、首都圏の

大型マンション6件でPDAによる検査を実施し、各支店に水

平展開するため講習会を行なってきました。当初は、現場担

大型マンション管理効率向上プロジェクト 

当社の米軍工事は、全国6つの基地で行われおり、10月4

日現在で当社社員34名が現場に入っています。米軍基地

には日本と違う安全と品質等のルール、及び軍隊なので息

が詰まるような厳格な交通ルール等があります。 

米国では耳や目の保護を重視していて、ホルソーでの盤

孔あけ作業の際に保護メガネと耳栓をしていなかったため

に軍の安全担当者から指摘を受け、その他の要因も重なり

約一週間も工事がストップしたことがありました。品質面で

は、スペック(1000ページを超えるスペックが工事件名毎に

あり、すべて英語)に書かれた「電線管は、壁や床に水平ま

たは垂直とする」という一言で、ほぼ完了していた二重天井

内の厚鋼配管がやり直しとなってしまったこともありました。

そのような基地内を走っているパトカーは軍事警察(MP)とい

い、朗らかなアメリカ人も基地内では制限速度を厳格に守っ

て走っています。米国ルールがベースなので、信号のない交

差点では4ウェイストップなどというルールも知っておく必要

があります。 

基地内で仕事をする社員と作業員全員には、独特のルー

ルを知り、それを守るという意識が重要ですが、これらの

ルールを全員に周知することは至難の業です。そこで長江

社長の提案で、各基地の施工体制強化のために協力会を

作り、協力会社の全作業員を集めた安全大会を開き、各基

地での失敗事例や注意するポイントを知ってもらい、社員と

作業員のレベルアップを図ろうということになりました。 

8月25日に山口県の岩国で、続いて9月11日に青森県の

三沢で開催されました。10月11日には沖縄、10月23日には

東京の横田で開催が予定されています。全国の先陣を切っ

て行われた「中国支店 岩国基地 安全衛生大会」につい

て報告します。 

出席者は32名、中国支店の畝所長の司会で、高橋工事

部長の開会宣言、有藤支店長の主催者挨拶、新たに発足

した岩国基地協力会の会長㈱エイムエンジニアリングの佐

川社長からの挨拶、長江社長からは、安全大会の主旨と米

軍工事に対する将来の夢についてのお話しがありました。続

いて、神本所長から岩国「基地内交通規約」を元に交通

ルールのポイントを中心に説明があり、青木所長からは米軍

安全ルール(EM385-1-1)の日本語訳を使った注意ポイント

の説明がありました。九州支店の芹川支店長から沖縄の安

全と交通ルールに関する事例、東北支店の阿部課長からも

経験した事例を元にした注意ポイントの発表、私から日米

の接地方式の違いによるアース施工の注意ポイントについ

てお話しさせて頂きました。そして、㈱プレディックの花本専

務による大会宣言、中国支店の白水主任による閉会宣言

により幕を閉じました。注意ポイントの説明などでは出席者

から途中、次々と質問が出て終始真剣な中にも和やかな

雰囲気で行われました。出席された協力業者の方々からも

「内容が実務的で良かった、こういう安全大会は初めてだ」

「六興電気の意気込みを感じて良かった」等と好評でした。

支店を始め現場関係者の努力と、出席者の方々がそれを

理解し受けとめて頂いたことで、実のある結果になったのだ

と思いました。また、日頃業務に全力を注いでいる基地担当

社員にとっても、安全大会という機会により、安全と品質の

面で自分の現場のポイントを整理し、他の現場の生の情報

に接することで、良い刺激にもなったのだろうと思います。 

今後も、この意識の高まりを継続していくことが大切だと

思います。 (米軍工事支援グループ 福嶋 宏一) 

米軍工事の安全大会 

～新任部署長挨拶～ 

怯まず、暴走せず、チャレンジあるのみです。 

東日本本部では特に首都圏4支店は、受注活動について

情報の共有化、施工戦力の平準化及び原価の圧縮化を計

るため、支店長が主催する営業戦略会議と、工事責任者が

主催する工事責任者会議をスタートさせました。支店単位

での考え方を今期に限りもっと広く応用し、東日本本部自体

を1つの支店として捉え、お互いが不足分を補い、得意分野

を分かち合う、人事の交流も行う、この方針で乗り切りたいと

思っておりますし、実績も残したいと思います。 

利益目標の達成は当たり前のこと、特に今期は受注目標

の必達を課題とします。  

当者が使用する目的に開発を進めてきましたが、現場担当

者が繁忙でなかなか活用できない状況もあり、現場担当者

が使用するより専属の検査担当者が使用し、複数の現場を

検査することにより効率化が図れると考えました。複数の現

場を検査することで、PDA内のデータを基に各現場の比較･

検証等が可能となりました。各現場の長所短所を水平展開

することができ、かつ作業班毎の指摘内容をデータ集計、提

示することにより、手戻り工事の低減に寄与しております。

尚、地方支店は大型マンションの施工稼働の減少で、PDA

の活用及び効率化を図ることができない状況でした。通い

箱同様首都圏、関西圏を中心に展開して行く方向でありま

す。PDAでは限界もあり、今後の課題としてPCの使用等も視

野に置き検討して行きたいと考えています。 

３．施工図の効率化については、CADソフトをCADWe’llTf

＠Sを使用しての施工図作成効率向上を目的に検証しまし

た。作成効率30％アップと３D等による取り合いの簡素化、積

算拾い機能の活用等で有効であるとの方向性が明確にな

りました。しかしながら各現場担当者全てのCADソフトを変

更することは、コストと今迄のソフトとの使用稼働等を考慮

し、時期尚早との結論に至りました。 

以上のようにプロジェクトによる管理効率の向上はある程

度図れたと考え、今後も当プロジェクトはチームメンバー等

の入れ替えも含め、継続活動をして行き、管理効率の向上

を目指してまいります。 (菊地 寛) 

管理本部副本部長  坂本 孝行 
管理本部副本部長を拝命

し責の重さを自覚すると同時

に、会社に対しても･本社ス

タッフに対しても働きかける

チャンスが広がったことに感

謝いたします。 

「ろっこう」に記事が載るたび

に言い続けていることは、我々

スタッフ部門はサービス業(事

務員ではありません！)であり、我々はいかなる時にもカスタ

マー(会社･社員)に最適化したサービスを提供するのが最大

の仕事だという信念です。これだけ何年も言い続けて未だに

真理だなと思えるのは、この考えが私の根幹にあり、ちょっと

やそっとでは揺るがないからでしょう。ですから、まずは管理

本部部員全員に動機付けを行い続けて、「スタッフ部門は

サービス業」を皆で共有していきます。 

翻って考えてみるに、やはり私たち事務系社員は立ち止

まってはいけないと感じてます。一年前よりも、一ヶ月前より

も、一週間前よりも進化する。定例業務が職務の大半を占

める事務系だから難しいと思わずに、常に疑問を持ち仕事

の取捨選択を行い、ブラッシュアップしていくことから進化が

始まると思います。変化の激しい時代だからこそチャンスだ

と思いませんか？ 

米軍岩国基地 熱く語る芹川支店長 
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各地の竣工物件 
ザ･ライオンズ枚方御殿山 

当物件は、大阪と京都を結ぶ京阪本線御殿山駅より７分ほど歩いた閑静な住宅街の中に

あり、標高約２０～５０ｍのゆるやかな高台を登った場所で、枚方市を一望できるマンションで

す。主な概要としては、マンションが５棟･自走式駐車場･共用棟となっており、共用棟内の設

備には、ゴルフシミュレーションを楽しめるゴルフスタジオ、ランニングマシン･マッサージチェア

を常設しているコミュニティスタジオ、ジャグジー、スチームサウナなど、ちょっと贅沢な設備が

設けられております。 

３００戸を超えるマンションは２物件目になりますが、やはり苦労するのは住戸内の管理です。

住戸タイプ数が５２戸、そこにメニュー･オプション等があり、住戸内の是正を最小限に抑える

ためには、チェックを繰り返し行い、建築さん及び協力業者さんと調整するしかありませんが、

私一人では到底できません。 

今回施工していただいた皆様、協力業者の東興電設さん･久保電工さん･橘電工さんをは

じめ、最初から最後まで社員以上に、責任感を持って施工管理してくださった内田さん、小西

くん･亀井くんや応援に来てくださった社員

の方々のご協力により、無事竣工を迎える

ことができました。 

最後に今回の工事で一番印象に残って

いるのは、大末建設さんをはじめとする他

業者さんと仲間意識を持ち、より良い建物

を造ろうと一丸となってがんばり施工でき

たことです。ありがとうございました。 

 (大阪支店 今津 真一)  

契約先 大末建設㈱ 

設計監理 浅井謙建築研究所㈱ 

工期 2009年2月～2010年7月 

施工場所 大阪府枚方市上野 

建築概要 延床面積 38,380㎡ 

 Ⅰ敷地 地上15階(251戸) 

 Ⅱ敷地 地上7階(101戸) 

施工部署 大阪支店 

REPAIR BEQ 3407 AT CAMP SCHWAB,OKINAWA,JAPAN 

当物件は、那覇空港から高速道路で1時間程の宜野座ＩＣから15分の名護市辺野古の

CAMP SＣHWAB基地内にあります。現在、普天間基地滑走路の移転先として考えられてい

る基地です。REPAIR BEQ 3407の[REPAIR]は改修、[BEQ]というのは米軍の隊員の宿舎、[３４

０７]は建物番号という意味です。建物概要は1階から4階まで101部屋あり、2部屋で1バス

ルームのスタンダードタイプです。兵舎の改修工事に関しては、沖縄では５棟目です。 

今回の物件の施工に関しては、配管は鋼管による施工で全ての配管がネジ切配管施工で

した。送りネジが切れないということでは、協力業者の㈱西日本電工さんと試行錯誤で乗り

切っていきました。また、輸入材に関しては、

納期の問題及び取付時の施工方法の問

題等々、なかなか思うようにいかず苦戦し

ました。 

そのような中、無事に竣工できたのは、㈱

NIPPO様の御指導をはじめ、協力業者の

方々のお蔭と思っております。ありがとうご

ざいました。 (沖縄営業所 二宮 陽介) 

契約先 ㈱NIPPO 

設計監理 ㈱具志堅建築設計事務所 

工期 2009年11月～2010年7月 

施工場所 沖縄県名護市辺野古 

 CAMP SCHWAB内 

建築概要 延床面積 3,776㎡ 

 ＲＣ造 地上4階(101戸) 

施工部署 沖縄営業所 

航空写真：三輪晃久写真研究所 撮影 

FUTAKO  TAMAGAWA  RISE  TOWER＆RESIDENCE 

当物件は、二子玉川駅から6分程歩いた場所にあります。都心に近く、渋谷まで11分･品川

まで18分と交通の便の良い街で、閑静な住宅街もあり、とても人気の高い街です。二子玉川

駅からⅠ街区は店舗、Ⅱ街区は事務所、Ⅲ街区は住宅、そして公園と総面積11.2haもの大規模

再開発計画で、Ⅲ街区は高層棟3棟、低層棟2棟からなる総戸数1,033戸の共同住宅です。

当社はその中で1番高い42階建て、住戸数395戸の高層棟1棟を施工しました。 

建物の特徴は、2～32階がエクセレント、33～38階がプレミアム、39～41階がプレミアムプ

ラス、42階はペントハウスと4つのグレードに分かれており、42階は販売価格４億円以上のグ

レードでした。設備は、この物件のために開発された6通話5映像システムのインターホンが採

用されました。共用施設の予約や防災センター･管理組合からの情報を配信できるお知らせ

機能、メールの送受信、地震速報など様々な機能を持っています。セキュリティー面でも充実

しており、ＩＣカードを使い玄関先で防犯セットを簡単に行うことができる機能、集合玄関機でＩＣ

カードをかざすことでエレベーターを自動で呼び出し自分が住んでいる階に自動で着床する

機能、「キッズセキュリティー」という自分の子供がＩＣカードを使って、いつどこを通ったかをメー

ルでお知らせするという機能もあります。 

当社の管理体制としては、今野さんをはじめ、専有部担当で北海道支店の浅野さん、東京

本店の玉川･大前君、共用部担当で松広･角田君というメンバーで管理を行いました。施工

体制は専有部1フロアを2班に分け、約10フロア毎に班の入れ替えを行う４班体制で、共用部

は幹線班と基準階のコア部を施工する２班の合計６班体制で施工しました。 

このⅢ街区では、電気設備は当社含め４社で施工にあたったので、施工図や施工要領など

会社によって考え方に違いがあり、常に確認をし合い、統一化を図ることに大変苦労しまし

た。しかし、打ち合わせの中で自分が考えていたこととは違う様々な発想や考え方が出てき

た時にはすごく新鮮でしたし、とても勉強になりました。また、私事ではありますが、「賢者の選

択」にテレビ出演したことも良い思い出です。 

２８ヶ月という長期の現場でしたが、現場の担当者だけでなく様々な方にご協力いただきま

した。毎月2回の品質と安全パトロールに管理責任者の髙田課長、災害防止協議会には重

成さん、現場チェックでは工事本部の米田さんにもご協力いただきました。長江社長にも中間

期と竣工時期の２度も現場に来ていただきました。大型マンションプロジェクトでは、各支店か

ら大勢の方に現場見学会に来ていただき、技術提案･意見交換もすることができました。 

最後になりましたが、当現場の施工に携わった協力業者の皆様方に、無事故で良い物を7

月30日に無事引き渡すことができましたことを心よりお礼を申し上げます。本当にありがとう

ございました。 (東京本店 鈴里 英正) 

契約先 大成建設㈱ 

設計監理 ㈱RIA 

 ㈱東急設計コンサルタント 

 ㈱日本設計 

工期 2008年4月～2010年7月 

施工場所 東京都世田谷区玉川 

建築概要 延床面積 56,193㎡ 

 ＲＣ造 地下1階 地上42階 

 塔屋2階(395戸) 

施工部署 東京本店 
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部 
署 

紹 
介 東京本店 コスト管理部 

ろっこうニュース 
内定者学生 現場を体感 

日本大学 生産工学部 高畑 慶さん 

入社前に現場とは「どんなものなのか」知っておきたいと思

い、9月2日から一週間、アルバイトとして現場で働かせてい

ただきました。現場は、„仮称‟神田小川町一丁目共同ビル

新築工事でした。建物としては、14階の事務所棟、19階の

住宅棟の物件です。躯体工事は終わり、内装工事で電気工

事はこれから忙しくなる状況でした。その中で行った仕事

は、事務所棟において、施工図から照明器具･配線器具の

拾い出し、集計を行いました。拾い間違いのないよう、何度も

見直しをしました。住宅棟では、現場に出て住戸の器具の

取付状況のチェックを行いました。施工図を見ながら正しく

器具が付いているかのチェックで、猛暑の中で作業は辛いも

のがありました。チェックは地道な作業ですが、品質を守る

ためにとても大切なことだと感じました。また、お昼の打合せ

にも出席しました。たくさんの業者さんが調整を行っているの

を見て、現場での職種の多さに驚きました。一日の終わりに

はかなり疲れていたので、体力も必要だと痛感しました。 

実際に入社し現場を担当するとまた違って見えることがあ

ると思いますが、楽しく充実した日々を過ごすことができ、

あっという間の一週間でした。最後になりましたが、岩﨑さ

ん、森 川 さ ん、安

味さん、面倒を見

ていただきありが

とうございました。

今回の経験を活

かし、入社してか

らも頑張っていき

たいと思います。  
配線の間仕切りと取付け状況のチェック 

明治大学 政治経済学部  加藤 育子さん 

8月16日から２週間行われたインターンシップでは、業務

体験の他にも様々なカリキュラムを用意していただきました。

様々なことを吸収し、毎日くたくたになりながら帰る日々が

続きましたが、就活生としてはもちろん、人としても一回り大

きくなれたと思います。  

日本大学 生産工学部  比留川 哲人さん 

私がこの実習で学んだことは、どの現場でも一人ひとりが

自分の仕事に責任を持っていて、現場の人たちとのコミュニ

ケーションやチームワークがとても大切であると感じました。

マンション工事の現場では初めて見るものばかりで分からな

いことだらけでしたが、現場の皆さんに優しく教えていただ

き、とても勉強になりました。またCADの実習では、一から丁

寧に教えていただいたおかげで、少しだけかもしれません

が、身に付けることができました。 

 実際に現場で働いている人たちから話を聞かせてもらい、

作業をさせてもらうなど、貴重な体験をさせていただきありが

とうございました。これらの経験を今後の勉強や就職活動に

活かしていこうと思います。  

日本大学 生産工学部  星川 豪志さん  

このインターンシップで、社会に出て仕事をする姿勢を学

ばせていただきました。話を聞いていて1つの現場で覚えた

ことが全てではないと知りました。AとBの現場では内容が違

うし、なによりやり方が違うことがあるからです。常に勉学を

怠らず、最新の状況にも対応できるようにしなければならな

いと思いました。最後に一人で仕事をしているわけではなく、

今年は10名の学生がインターンシップに参加してくれまし

た。ここでは感想文をご紹介いたします。 

インターンシップ体験記 初めて顔を合わせる人やいろいろな職種の人たちと関わっ

て仕事をする姿を見て、コミュニケーション能力と工程表の

精密さの重要性を知りました。今回、学んだことを社会に出

て役立てられるよう頑張りたいと思います。  

インターンシップ参加大学一覧 

文京学院大学 2名･明治大学 2名･日本大学 2名･職業能

力開発総合大学校 2名･工学院大学 1名･明星大学 1名･

広島工業大学 1名  計7校10名 

コスト管理部とは、コスト管理課と積算課が一緒になった部

署です。総勢13名で、年齢層は20代1人、30～40代6人、50

～60代6人となっています。„これって親子ほどですね！‟ 

積算課は、加藤部長以下10名で、常に営業部のバックアッ

プであり、客先はほとんどがゼネコンさんです。積算課で最も

大切なことは、「正確性とスピード」 であります。見積書は、会

社の一つの商品で、内容の正確さは品質であり、スピードは、

客先へのサービスと考えています。例年、見積件数は、約300

件前後で、提出金額では約1,000億円を提出しております。

新規見積300件、さらに、ＶＥ･ＣＤ案や、見積の変更を含めると

2倍にもなります。最近、建築図しかない概算見積の依頼が

あり、過去の物件を参考にし、かなり正確な見積を提出して

おります。これだけの仕事量をこなしてこられたのは、外注積

算業者(OB＆OG含む)や、メーカー、代理店さんに期間の短い

仕事を手伝っていただいているお蔭だと思います。また、積算

課は、電気設備だけではなく、機械設備の見積もおこなって

おり、5年生の市川君が担当しています。 

コスト管理課の仕事内容は、積算課が見積した物件を再

チェックして、他社に負けない原価を検討することであり、渋

谷部長と私、二人で行っています。営業担当者から原価検

討の依頼があり、3日～1週間程度で検討を行います。東京

本店の受注は、営業部の日頃の営業活動と共に、コスト管理

課の原価検討がカギを握っていると自負しています。これか

らも、スピーディーに検討していきたいと思います。また、受注

した物件の原価設定会議を開いて、購買部や現場担当者と

打ち合わせをして実行予算の改善も行っております。 

今後も、東京本店の受注達成に向けて、更なる努力をして

いきます。 „コスト管理部 福元 利信‟  

原価低減の鬼 だけど高血圧… 甘いものだ～い好き 西田敏行似？ 

明治大学の加藤さんと涌井さん 

日本大学の比留川さんと星川さんを指導する竹内さん 
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２６シリーズ登場! 9/17発売  

第一弾 “２６フレーム” 

26フレームは、ボックスレス工事の際に使用する配線器具

取付用はさみ金具です。1つの部材で2ケ用、3ケ用として連

結使用が可能です。ボード引掛け部があり、ボードに乗るた

め取付しやすくなっています。「２６フレーム」名前の由来は、

鉄の原子番号が２６番、配線器具取付フレーム枠の合成語

で、設計部 緑川主任と中国支店 高橋部長応募作品の合

作です。 (技術部 今井 真一) 

26フレーム と 36バインド 

アリゾナ大学生が社内見学 

中央大学より、アリゾナ大学からの留学生に当社を見学さ

せてもらえないかという依頼を受け、アリゾナ大学より3名、中

大より2名、中大国際交流センターより職員1名の総勢6名

が7月23日に社内見学にいらっしゃいました。 

まずは長江社長との挨拶の時間を設け、朝一番だったこ

とと慣れない場に緊張していたようでしたが、社長が今年の

アメリカ撮影で奇しくもアリゾナ大学に撮影で立ち寄るという

話をされた時は、驚きと和んだ表情をしていました。挨拶の

後は早速、作業着に着替え現場へ向かいました。一般の方

はなかなか入ることのできない工事現場の裏側を見ていた

だきましたが、日本のマンションの部屋の小ささにびっくりして

いたのが印象的でした。東京本店工事部の岩﨑さんの計ら

いで、マンションが出来上がっていく順番に見学をさせてもら

い、どのようにマンションが出来るのか大変わかりやすかった

です。見学中はアメリカとの違いについてや技術的な質問な

どがたくさんあり、予定よりも大幅に長い時間現場に滞在す

ることになりました。現場から帰ると、経理部 平野さん、開発

営業部 伊達顧問、高井さんと海外生活を経験され英語が

堪能な皆さんと懇親を兼ねてランチを取りました。朝は緊張

していた皆さんともだいぶ打解けることができ、習ったばかり

の日本語も披露してもらいました。 

ランチの後は会社説明と質疑の時間とし終了となりました

が、学生の皆さんにとってはめったにない経験をしていただ

けたと思います。留学生3名とも、今回の留学の授業で日本

語を数時間習っただけのビギナーで終始英語での会話だっ

たため、会議室はさながらアメリカの会社、若しくは最近某社

が社内公用語を英語にしたというニュースが報道でされて

いましたが、そのような会社と錯覚するほどでした。 

このようなことをコーディネートする機会もなかなかないの

で中大国際交流センターの副島事務長、渡辺様、社内でも

ご協力いただいた各部署の皆様に御礼申し上げます。 

 (開発営業部 岡田 珠代)  

新作業服デザイン 表彰式 

7月23日、新作業服デザインコンペティションの表彰式が

本社大会議室で行われました。1月号の新聞でもお伝えし

ましたが、新作業服は女子美術大学のご協力のもと、学生

からイメージデザインを募集し決定しました。今回は、約150

名の応募の中から準グランプリに輝いた3名の学生、女子美

術大学の先生方を当社にお招きし、表彰を行いました。 

学生の方からはデザインのコンセプトについて発表してい

ただき、「作業着を着ている父から意見を聞き、ポケットなど

の機能性を重視しました」「動きやすさを重視しました」など

という説明を聞くにつれ、非常に深く考えられたデザインなの

だと感じさせられました。準グランプリに選ばれた3名はそれ

ぞれ4年生、2年生、1年生(応募時は付属高校生だったそう

です)の方で、広く学内からデザインを応募いただいたことが

伺えます。ご尽力いただきました女子美術大学の皆様に、こ

の場を借りて御礼申し上げます。 „経理部 藤野 広実‟  

デザインのコンセプトについて話してもらいました 

就業規則が変わりました 

少子化対策の観点から、就業しつつ子育て･介護を行うた

めの環境を整備するために改正育児･介護休業法が6月30

日施行されました。これにより当社の「就業規則」、「育児休

業規程」、「介護休業規程」を変更しました。主な変更点は

以下の通りです。 

①奥様が専業主婦又は育児休業中の男性も育児休業

の取得が可能になりました。②子の看護休暇制度が拡充

し、最大で10日間、半日単位での取得が可能になりました。 

③介護休暇制度が新設となり、最大で10日間、半日単位

での取得が可能になりました。④妊娠中及び出産後の女性

労働者の健康管理について就業規則に記載しました。 

今回の改正で子育て中の働き方の見直しや、父親も子育

てができる働き方の実現、仕事と介護の両立支援について

法律が整備されてきています。他にも変更点はありますの

で、まだご覧になってない方はポータルサイトをご確認下さ

い。 (人事管理室 堀江 陽子) 

会話は全て英語でした 

事例発表会から学会発表へ 

8月26、27日の両日に、電気設備学会全国大会が新宿の

工学院大学にて開催されました。今回は大会実行委員とし

て準備段階からの関与を通して、聴講のみと異なる多くの

経験をすることができました。開催地の地の利もよく、多くの

入場者が詰めかけ盛況のうちに終了しました。以下に、発表

した大西課長の声を届けます。 „技術本部 大竹 健氏‟ 

第28回電気設備学会全国大会にて、「運営中の病院にお

けるナースコールシステムの更新」という講演を行いました。

病院におけるナースコール設備は、患者にとっての「命綱」で

す。このシステムの機器更新を、運営中の大学病院で行い

ました。施工の基本方針として患者への負担軽減を掲げ、

計画実施した内容を発表しました。質疑応答では、仮設

ケーブルの支持方法やシステム切替時の状況について意

見を求められました。他社でもこの施工方法を行うところが

出てくるかもしれません。 

他社の発表内容やテーマを見ていつも感じますが、決して

特別なことをしているわけではありません。確かに建物やシ

ステムの特殊性のあるものもあります。しかし、私たちが日常

行っている施工や計画は、

多角的方向からの着眼と

理論性をもった文章の組

み立てを表現することによ

り学会発表のネタになりう

るのです。各部署の事例

発表会の延長として、どん

どん発表を行っていきま

しょう。  

 „中国支店 大西 良司‟  
熱弁を振るう大西さん 

３６バインド ２,000万個突破!!  

2010年９月、太陽の家で生産されている36バインドの生産

個数が、2,000万個を突破しました！ 皆さんの喜びの様子を

お伝えします。 (技術部 今井 真一) 

2010年９月９日(木) 大分県別府市 2,000万個目 出荷 

 (太陽の家 高橋 武綱さん) 

２０10年９月11日(土) 千葉県習志野市津田沼 到着 

公務員宿舎津田沼第2住宅„仮称‟整備事業 

 (千葉支店 中野 裕貴) 

２０10年９月14日(火) 大分県別府市 太陽の家 

2,000万個達成セレモニー 開催！！  

 (太陽の家スタッフのみなさん) 



１級施工管理技士 学科試験結果 

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、我が社では40名が受験し、19名が合格しました。全

国一般受験者平均合格率38%で、当社は48%でした。合格

された方々が10月の実地試験で全員合格することを期待

しております。 

任用測定結果 
今年の任用測定試験は対象者74名中61名が合格しま

した。今年から3級チャレンジも部署長の推薦が必要になっ

たことが大きな変更点です。今年の3級は、常識問題の平

均点は高かったのですが、技術系の専門試験の平均点が

低い結果となりました。見事合格された方は、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。残念な結果となった方々は、来年こそは合格を目指して

頑張ってください。合格した皆さん、おめでとうございます。  

受注！ 
･東雲2丁目計画 (東京本店) 

･ライオンズ大通公園  (北海道支店) 

･新潟大学(五十嵐)学生寮(六花寮)電気設備 (新潟支店) 

･信州大学ファイバーイノベーション･インキュベータ新営 

 (北関東支店) 

･湘南LTセンター地区計画 (横浜支店) 

･リバーガーデンこのはな5期新築工事  (大阪支店) 

･岩国住宅改修工事1200号棟  (中国支店) 

１０月～１２月のスケジュール 
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月 経営会議 行事等 特別休暇 

10月 2日 給与改正  

11月 6日 

12日～13日: 5級･新任研修 

25日:安全協力会定期総会 

29日:監査委員会、指名委員会 

報酬委員会、決算役員会 

 

12月 4日 

役員年末安全パトロール 

４日:成果配分金支給 

10日:賞与支給 

22日:株主総会、報酬委員会 

28日:仕事納め 

29日～31日 

年末休暇 

おしらせ 東京消防庁より感謝状授与 

9月9日、救急行政の推進に貢献した会社として、芝消防

署にて当社が表彰されました。表彰状贈呈式には様々な業

種の会社32社が来ていました。その中で長江社長が感謝

状と救命講習受講優良証を受け取りました。 

東京では3年前から毎年2回、社員･協力会会員を対象に

普通救命講習を実施してきました。この講習ではAEDやマ

ネキンを使って消防局員が講師となり、実際に倒れている

人がいるところに遭遇した時の応急処置について学びます。

東京の社員は約100人が受講済みです。今回そのことが東

京消防局庁から評価され表彰となりました。 

この講習を始めたきっかけとして、現場や身近な所で倒れ

ている人に遭遇したら何もできずにオロオロしてしまうので

は？救急車が来るまで何をしたらいいのか、あるいは現場で

AEDを設置しているところが増えてきた等の理由がありま

す。実際やってみると実は簡単ですが、講習を受けてみない

とどんなことをするのか分からないと思います。事故等何も

無いのが一番ですが、万が一のときに備えあればです。東

京では今期も引続き講習を予定しています。まだ受講して

いない方はぜひ受講して下さい。また地元の消防署でもこの

講習は開催しているので、他支店の方も受講を検討してみ

てはいかがでしょうか。 (東京本店 重成 範寿)  

双六会 夏のゴルフ懇親会 

8月19、20日に、那須ゴルフ倶楽部にて双六会が開催さ

れました! 双六会とは、数年前に金澤協力会会長を中心と

して、首都圏エリアの協力会社の皆さんと本社幹部及び首

都圏エリアの部署長が、情報交換と親睦を目的として結成

した会であります。だいたい年に1～２回、ゴルフや一泊での

研修会を開催しています。 

開催日がお盆明けということで、都内での猛暑から、那須

も暑いと思っていましたが、さすが避暑地。気温23℃と快適

な環境でした。今回の参加者は、10社の協力会社長の皆さ

まと、当社は長江社長を筆頭に13名、特別ゲストとして長江

名誉会長も参加され、和気あいあいと進行しました。19日は

8月26日、大阪支店と協力業者さんとの親睦を深めよう

と、初の｢大阪支店清交会協力会合同ボーリング大会｣が開

催されました。参加者は、総勢81(社員31名･協力業者さん

47名･インターンシップの男子学生3名)名！！ 1フロア貸切の

大イベントでした。20チームに分かれ、長江支店長の始球式

から始まり、2ゲーム行いました。自己申告による平均スコア

からハンデキャップをつけてもらえるので、ボーリングが得意

でない方も楽めるゲームとなりました。普段、顔を合わせるこ

とのない方々とも自然と打ち解けることができました。 

そしてそして、より親睦を深めるには、「やっぱりお酒がない

と！！」ってことで、大会終了後に移動し、成績発表を兼ねての

食事会が行われました。上位者には、豪華景品の数々(教

えたいけど、教えられない…)の他にもたくさんの景品が用意

されました。こんな豪華な景品がもらえるなんて、さすが大

阪支店だなぁ。｢豪華景品｣の気になる方は大阪支店までお

電話下さい。こんなにも大人数でするボーリング大会は初め

てだったので、とても楽しかったです！！  来年に向けて、ボーリ

ングの練習をしておこうと思います。 (大阪支店 笹木 美希) 

大阪 清交会･協力会合同ボーリング 

左から 舩引さん・上野さん・近山さん 

準備万端！ 出発前の最終確認。 

夕方から懇親会が開かれ、エリアを超えた情報交換がされ、

２次会を含め夜遅くまでの前夜祭となりました。２０日は、６組

２４名と名誉会長のパーティーで回り、熱戦が繰り広げられま

した。中でも㈱多田エンタープライズの多田さんのミドルホー

ルのドックレッグで見事狙ってワンオンには、一緒にラウンドし

ていた私もビックリです! 優勝は実力とは関係なく、ロングで

10打が見事にぺリアにはまりました私でした! どうもすいませ

ん!! なお、賞品は、「涼しいところでゴルフ、いいわね」とのたま

う女房にすべて渡しました! (千葉支店 文倉 辰夫)  

“ろっこう”が選ぶ優秀安全標語  

「気を抜くな！ 慣れと過信は事故の元 

初心に戻って安全確認」       

      „東北支店 高田 聖子) 

安全確認と聞くと現場作業を

思い浮かべてしまいがちです

が、事故の元は至るところに潜

んでいます。例えば、歩行中に

つい安全確認が疎かになり急

スピードの車に気付けず接触しそうになったり、運転中に

子供の急な飛び出しに気付けなかったり。もちろん、現

場作業中にカッターで手を切ってしまう事故もそんな慣

れと過信から起こるものと思われます。この道は毎日

通っているから、この作業はいつも行っているから大丈夫

と思いがちですが、常に初心に戻って安全確認する習

慣は、きっと自分を事故から守ってくれると思います。毎

日無事に元気に帰って来て欲しいとの家族の願いを込

めて、この標語を作成しました。 

エンジニアリング事業部へ 

旧BRAVOグループの三浦です。この度、部署名を「エンジ

ニアリング事業部」と改名いたしました。当部署は、４年半ほ

ど前の2006年2月にプロジェクトチームとして発足以来、携

帯電話事業者の基地局建設関連プロジェクトや、オフィスの

移転などにおける管理業務を行っております。それら業務に

おいて我々が顧客に提供しているのは、長年社内で培った

「技術力」です。そして、その武器を今後さらに研ぎ澄まして

他社との差別化を図り、事業の拡大を目指す！！という意気込

みを込めて部署名を変更いたしました。 

また、我々は他業種との関わり合いが多い部署でもありま

す。そこでの様々な管理業務などを通じて、新しい知識･新

しい顧客などを蓄積しつつあります。近い将来、それらを部内

で熟成させ、社内に新しい風として吹き込むことができるよ

う部員一丸となって頑張って参りますので、今後共ご支援い

ただけますよう宜しくお願いいたします。 

 (エンジニアリング事業部 三浦 清志) 

10月から、ホームページのデザインが新しくなりました。上

の画像は新しいトップページです。他社にはないようなオリジ

ナリティを意識し、ご覧の通りとても目を引くデザインに変わ

りました。猿から人へと進化していく様子を表したこのモチー

フは、当社の「変わり続けるDNA」を表現しているものです。

サイトのコンテンツは大きく変更していませんが、目的のペー

ジにたどり着きやすいよう、リンクの仕方などに工夫をしまし

た。ぜひアクセスしてみてください。 „経理部 藤野 広実‟ 

新ホームページ完成! 
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夏の思い出 

～たまには自然の中で～ 

例年に比べて北海道も

特に暑い年でした。涼しい

所を求めて海も良いけど、

たまには山へ行こうと思

い、北海道の真ん中にあ

る旭川に行ってきました。 

私は7年前からロッククライ

ミングをしており、今回は

車から降りてすぐに登れる

所に行きました。よくロック

クライミングをしていると

言うと、落ちてケガをしそうと言われますが、落ちた時のこと

を考えて下にマットを敷き詰めたり、ロープを使用して安全は

確保しています。たまに落ちるときにヒヤットする時もあります

が、そこもクライミングならではの楽しみだと思います。 

暑い日中は登れないので、川に入ったりハンモックを吊るし

て昼寝をしたりと、たまには自然の中で遊ぶのも良いなと思

いました。最近は、いろいろな所で体験できる施設ができて

いるので、機会がありましたらぜひ体験してみてはどうでしょ

うか。 (北海道支店 宮井 祐一)  

～姪っ子のパソコン～ 

なぜ私が書く事になってしまったのか…。お盆休みはのん

びり過ごそうと思っていたので、書くことがないのです。田舎

へ行くとか、何か用事を作ることも考えましたが、あまりピンと

こず、残ったのが、姉の家へ1泊2日で出かけたことでした。 

私には姪と甥が1人ずつおり、かわいい盛りで、見ているだ

けで飽きることがありません。でも、私には他にも見たいもの

があったのです。それは姪の「パソコン」です。以前から話は

聞いていたのですが、姪は3歳児でありながら、その「パソコ

ン」を使いこなしているというのです。見せてもらえば、まさしく

「パソコン」。お決まりの、アンパンマン付き。知育おもちゃの一

種ですが、形は本格的。キーボードの配列は普通のパソコン

と同じでマウスもあります。 

遊ぶ姿を見ていたところ、まだ

キーボードを使いこなすわけでは

ありませんが、マウス使いは完璧。

3歳児の賢さにいつも参ってしまう

私ですが、おもちゃメーカーもよく

考えるなぁと感心。ちなみに姪っ

子の愛車は、こま付ですが、外車

なのです。 

 (EP部 舩梁 尚見) 

野球大会 

８月２８日、４０度を超す炎

天下(今年の夏を象徴する

ような記録的猛暑)の中、

東京電設健保主催の野

球大会が東京電設健保

組合大宮運動場にて開催

されました。 

春の大会では一回戦負

けという非常に悔しい思い

をしていたので、絶対に勝

つ！」という強い気持ちで、

初戦の西山電気戦に臨み

ました。試合は春とはうって変わり、初回から点の取り合い

に。すると、みんなの勝利への執念が実ったのか、6回に六興

打線が爆発し、9対3で勝利することができました。翌日の２

回戦目は前日頑張り過ぎたせいか、疲れが見られコールド

負けをしてしまいました。しかし、普段ほとんど接点のない他

部署の方々とボールを夢中になって追いかけ、また勝利に

向かって気持ちを一つにすることで、より一層絆が深まった

ように感じました。暑い中、応援に来てくださった方々、大変

ありがとうございました。来年の大会では一勝でも多く勝ち

進めるように頑張ります！ (大阪支店 亀井 邦俊)  

橋本さんのナイスな打球 

RENO取材日記 

8年目を迎える飛行機のカレンダー、今年は天候に恵まれ、良い

作品を多数撮影できました。撮影中の毎日を、紙面を借りてご紹介

します。朝は6時に飛行場入り。気温は5℃、乾燥しているので体感

温度は0℃に相当します。昼は暑くなるので、薄着で日の出の瞬間

を撮影します。そのあと朝食は、プレスセンターで甘いドーナツ、これ

も毎日です。気温は朝食が終わる頃から急上昇し、11時頃になると

30℃を超えます。改めて、砂漠の厳しい気候を感じます。10kgぐらい

の機材を担いで、6kmほど歩きまわり、1日あたり1,500枚撮影後、

モーテルに戻るのは8時頃。データのバックアップやメールの整理を

すると、寝る時間になります。けっこうハードでしょう？ おかげで普段

の運動不足は一気に解消し、健康体になって帰国できます。カレン

ダーは、11月に完成します。楽しみにしていてください。 (長江 洋一) 


