
例年のことですが、年末には数多くの忘年会に出席させていただ

きました。昨年は民間案件の冷えこみや官庁案件の競争激化に加

え、取引先の倒産による損失計上もあり、非常に難しい年でした。そ

れを各支店は創意工夫で乗り切り、すばらしい成績を残してくれま

した。12月の表彰で、創意工夫努力賞が合計19件もあったことが、

みなさんの努力の跡を物語っています。これはもちろん社員だけの

功績ではなく、協力業者や資材業者と一緒になって達成された成

果です。そのせいか昨年は、協力業者と一緒に温泉で忘年会、とい

う支店がいくつかありました。1年の努力を協力業者と一緒に祝い、

翌年の決意を新たにする機会に参加できたのは、私にとって大変

嬉しいひとときでした。年頭にあたって、皆さんの努力と成果に感謝

いたします。 

良い時こそ気を抜かない 

ところで温泉で忘年会をすると、二次会で麻雀に流れることがあ

ります。昨年も3回ほど、協力業者の方々と卓を囲みました。ある時

私は絶好調で、いろいろな仕掛けが見事に当たり、2回連続の大勝

ちをしました。しかし3回戦で凡ミスを犯して流れが変わり、大負けし

ていた相手が復活するという経験をしました。今その時の心境を再

現してみると、「今日はこれで楽勝だ」という慢心が思い起こされま

す。それまでの慎重さを忘れ、分析を怠った戦い方をしたのが悔や

まれます。まあ、麻雀は遊びですからこれも愛嬌ですが、仕事でも同

じような経験は無いでしょうか？ 六興電気はここ数年、非常によい

成績を収めています。社内の協力体制も確立し、施工上のトラブル

も非常に少なくなりました。５～６年前には何件もあった取り繕い･隠

蔽もなくなり、一見すると大きな問題がないように感じられます。しか

し慢心は、このような時期にこそ発生するものです。 

状態が悪くて多数の問題を抱えている時期は、やるべき事柄が

目の前に山のように迫っています。とてもじゃないが、先のことを考え

る余裕はありません。しかし別の言い方をすると、ただ全力疾走すれ

ば良いのがこの時期です。しかし問題をコツコツと解決してゆくと、

仕事は徐々に良い方向へ回り始めます。不思議なことにこの段階に

なると、幸運に恵まれて予想以上の成果が出ることもしばしばで

す。ところがこの状況がしばらく続くと、次に何をすべきかが明確で

なくなってきます。実際には、仕事の環境は常に変化し続けているの

で、やるべき事･変えるべき事はたくさんあるのですが、それらは状

況分析や自己分析をしないとわかりません。これらを怠り、「今うまく

いっているのだから、これからも同じようにやれば良い」、と易きに流

れたとき、慢心が始まります。反対に、じっくりと周囲を見回して、他

社の動きやお客様の考え方を整理し、当社の潜在的な弱みや強み

を確認すれば、今まで気付かなかったトラブルの芽を摘みとって損

失を回避したり、将来の成長へのヒントを得たりすることができます。

これが出来るかどうかが、数年先の六興電気の姿を決めるとも言え

るでしょう。しかし顕在化していない問題を考えるのは、簡単なこと

ではありません。そこでお願いしたいのは、成功した仕事の分析で

す。よく、失敗から学ぶ、と言われますが、もう一つ重要なのは成功し

た案件の分析です。営業や工事がうまくゆく場合には理由があるは

ずで、「なぜうまく行ったのか」を再確認して、強みとして伝えてゆか

ねばなりません。そしてもしかしたら、運が良くてたまたまうまくいっ

た、という案件もあるかもしれません。これも立派な成果なので評価

を下げる必要はありませんが、運が良かった事を実力と思ってしまう

と、後々誤った判断をしてしまいます。「運も実力のうち」というのは、

仕事では通用しません。実は自分が慢心しているかどうか、言い換

えれば問題意識があるかは、意外と簡単にわかります。すなわち、今

の自分の仕事範囲で、懸案事項を３つ書き出してみてください。これ

がサッと出来ればなんの問題もありません。しばらく考えてからでも、

大丈夫です。しかしどうしても1つしか思い浮かばない場合は、要注

意です。今一度仕事の状況を分析し、小さなものでも良いから懸案

事項を見つけてください。 

今年の留意点 

そういう意味で、年頭にあたって六興電気の自己分析をしてみる

と、幾つかの点に気が付きます。まず米軍ですが、昨年は同業他社

の参入を許してしまいました。今のところ、経験やノウハウは当社の

ほうが優っていると思いますが、他社は当社と違った観点での取り

組みを開始しています。激しくなる競争の中で当社が選ばれ続ける

ためには、調達コスト･施工品質と効率･工程管理の改善を続けなけ

ればなりません。直接のお客様であるゼネコンへの営業も、現地だ

けではなく東京と一体となって進める必要があります。英語への対

応も、独自のものが求められます。紙面の関係で詳しくは書けませ

んが、これらの点について米軍プロジェクトと支援グループで具体案

を練っており、関連部署にも知恵出しをお願いします。 

次に最大の柱である住宅については、首都圏を中心に超大型案

件が話題に登るようになりました。しかしいくら六興が住宅に強いと

いえども、黙っていて仕事が取れるわけではありません。しかもこれら

のうち幾つかは、当社の実績が比較的少ないゼネコンの仕事となる

見通しです。我々の集合住宅の施工ノウハウと協力業者の体制に

は、同業他社を寄せ付けないものがあります。ですからこれを武器に

営業を進め、施工を通じて我々の実力を知っていただき、定着した

施工業者としての地位を確保しなければなりません。いずれにして

も、我々サブコンはゼネコンと協力関係で仕事をするわけで、一部

で言われている「民間でも分離」という方針は取りません。 

会社のイメージ戦略も、まだ不十分です。我々はサブコンなので、

会社を広く一般に知ってもらう必要はないと思うかもしれません。し

かし将来を担う人材確保を考えたとき、効率的でユニークな企業と

いうイメージは、重要なファクターです。同じことは、施主営業を展開

する際にもあてはまります。ところでイメージ戦略というと、なんだか

会社の外見に化粧をするよう聞こえますが、当社と業界他社を比

べてみると、マンションや米軍の他にも、資本回転率の高さや管理

費比率の低さ、EP部やエンジニアリング事業部など他社にない業務

領域、小さな本社と支店への権限移譲、ITの完全内製化、さらには

社会福祉法人と連携した３６シリーズの開発など、ユニークな点には

事欠きません。ですから我々は「変わり続けるDNA」を合言葉に、会

社の中身を発信してゆけば良いのです。会社案内やカレンダーを道

具として使いながら、会社のイメージを発信してゆきます。 

これ以外にもいろいろあるのですが、皆さんも自分のポジションご

とに3つの懸案事項を意識するようになれば、会社はつねに変わり

続けます。これこそが、変わり続けるDNAであり、ぜひ続けて下さる

様お願いします。 
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心機一転  ～新任役員挨拶～ 
12月22日に芝パークホテルにて第69回定時株主総会、及び取締役会が開催されました。

今回は取締役に新たな顔ぶれを迎えたほか、2名の退任もありました。ここでは、新任、昇任、

退任する各役員の抱負をご紹介いたします。 

1．古田 2．京増 3．松村 

4．菊地 5．日高 6．矢野 

7．長江 8．小田原 

9．窪田 下写真.宋 

  １       ２    ３     ４ 

 

 

 

    ５  ６    ７    8   9         

社外取締役 窪田 泰彦 
経歴 平成06年 6月 大東京火災海上保険株式会社 取締役 

 平成12年 4月 同 代表取締役専務取締役 

 平成13年 4月 あいおい損害保険株式会社 

  代表取締役副社長 

 平成19年 6月 あいおい生命保険株式会社 

  代表取締役社長 

 平成22年 4月 同 特別顧問  現在に至る 

この度、皆様の新しい仲間に加えていただきました窪田泰彦です。大変大きな責任を感じ

緊張をしております。私は３９年間損害そして生命保険会社に勤務しておりまして、その間六

興電気の皆様とは長江社長を始め多くの皆様と親しくお付き合いをさせていただきました。こ

の度ご縁があり経営陣の一角を担うことになりましたが、全くのゼロスタートとして「お客さま･

社員の皆さま、そして会社の為」に最善を尽くしたいと決意しております。 

言うまでもなく今の日本は、「平成攘夷国家」と言っても過言ではないくらい全ての面で大

変厳しい現状にあります。そう言った環境の下で一人ひとりの人間としても、そして会社も国

家も長期的かつ持続的に健全性を保ちながら成長･発展をしなければいけないわけでありま

して、「変革の時代は躍進の時代」と把え、六興電気のお客さま、そして社員の皆さまの幸せ

のために努力をしていきたいと思っております。  

取締役兼執行役常務 東京本部長 松村 茂広 
昨年12月の定時株主総会で取締役に選任されました。今、事の重

大さとこの職責の重さを考えますと、身の引き締まる思いで一杯です。 

61年の歴史を有する六興電気株式会社の取締役という大役を拝命

しましたからには、浅学非才の身では有りますが六興電気の社業の発

展のために一意専心に努力する所存であります。建設業も不況と云わ

れて久しく景気回復の兆しも見えない中、六興電気は確実に歴史を

刻み将来に向けて発展していかなければなりません。それには、何が

必要なのか、何が重要なのか、取締役の立場から考えて行きたいと思います。六興電気の経

営の安定と発展のために全力で寄与して参ります。  

執行役員 九州支店長 芹川 健彦 

今日の受注環境は、依然として厳しい状況にあり、粗利の確保には

困難を極めています。このような時期に執行役員という大役を拝命し

ました。与えられた重責を考えると、身の引き締まる思いであります。 

この厳しい状況の中で重要な課題は、今後の業績をいかに残してい

くかであると考えます。この大きな課題に対しての答えは、お客様の確

保以外にはありません。そのためには、信頼･信用が重要で、何事にも

スピーディーに、確実に、真摯に応えていくほかないと考えています。ま

た、当社の営業先である米軍工事は、ＮＩＰＰＯ様との日頃のお付き合いの中から始まったもの

です。それを考えますと、いかにお客様が大切であるか、再認識いたしますし、次の当社の主

力となりうる新しい営業先もそのような人脈の中から構築できればと考えています。 

私は今後とも、社業向上のため、微力ではありますが、その職責を全うしていきたいと考え

ております。 

取締役兼執行役常務 西日本本部長  小田原 守司 

1月より、重村前本部長の好業績にならい、本部長を引き継ぐ形で

西日本の纏め役としての命を受けました。 

現在、建設業界は報道でご覧の通り、足並揃えて二桁台の減収傾

向にあり、市場が益々狭まる中で、必死にコスト低減や選別受注を決

断しながら、利益の確保に腐心しています。特に地域の格差は如実に

現れ、市場縮小の流れは経営努力の壁をも突き破る勢いで進んでい

ます。当社も全国の地域に拠点を置いて対峙している以上は、施工力

の軸足を投資の旺盛な市場に移動せざるを得ません。現状でも、すでに支店や地域の垣根

を越えて全社的なスタンスで力を結集し、施工物件に対応しております。現業部門としては、

積極果敢にチャレンジして早い決断と機動力を発揮し、成果を生み出すことが、我々にいま

与えられた使命であります。緊張感を醸しながらも、戦闘モードに入って参りますので、お互い

の持てる力を大いに発揮して取り組みましょう。 

執行役員常務 工事本部長  鹿久保 清 

新たな役職をいただき、工事本部から各支店への支援をさらに推進

して行かなければと強く感じております。 

第７０期がスタートして３ケ月で、約２２億の落札額となり企画推進部も

支援した甲斐があったと自信を深めており、今後更なる受注へ向け、

データーの整理･分析に力を入れてまいります。次に工事本部の主たる

業務である施工検討会参加、現場巡回等による品質･施工･安全等の

支援についても、３０現場以上の巡回を実施し、多少なりとも支店の支

援ができたと考えております。今後も、元気なシニア軍団は、全国を巡回してまいります。次に

期始めに変更した工事台帳の上限管理の規制緩和･受注時の10％ルールの追加等、今後

もルール･書類等の改定、変更を検討してまいります。「全ての源泉は現場に有り」をモットー

に、業務を遂行してまいります。  

執行役員管理本部長兼経理部長 坂本 孝行 
小田原本部長が西日本本部長に就任されることになり、その後継と

して管理本部長を委嘱されました。前本部長の「開かれた管理本部」

路線を踏襲し、さらに支店と密接した管理本部を目指します。 

当社は3期連続好決算でありましたが、第70期は手持ち工事の利益

率が低下しています。これを乗り切り利益を出すためには、各部署が全

力で走るのは当然のこと、今まで以上に各本部間･本支店間が連携

し、全社一丸となってさらに気を引き締めた会社運営が肝要だと考え

ています。そのために、前本部長の基本姿勢である「本部長制による本社と支店との活力あ

る体制作り」のために、管理本部は存在したいと考えますのでよろしくお願い致します。 

退任 古橋 秀夫 

この度、12月22日の株主総会をもちまして、社外取締役を退任いた

しました。短い期間ではありましたが、長江社長様をはじめ、取締役、執

行役員、事務局の皆様に何かとお世話になり誠にありがとうございまし

た。何かひとつでも貢献をしたいと常に思いながら勤務をさせていただ

いたつもりではありますが、何のお役にも立たず大いに反省をいたして

おります。この間、取締役会、執行役会あるいは研修会などにも参加さ

せていただき、会社の考え方、経営のあり方など、この会社の良い点を

様々な角度から拝見いたしました。今後の私の生き方の中に取り込んでいきたい事項もたく

さん勉強させていただきました。今後は社外からではありますが、心からの応援をさせていた

だきます。貴社の益々のご発展を衷心より祈念いたしております。 

理事 重村 恭史 

この度、取締役を退任いたしました。持論として「元気なうちに後進に

道を譲り新しい流れを作る事」を本分としてまいりました。若ければ良い

というものではありませんが、わが社の現場責任者を見ても、業積を上

げているのは30歳から40歳の前半が大勢を占めております。彼らの可

能性を引き出し、我社が若々しく活力に溢れた会社であり続けるため

には何を為すべきか…本部長就任以来ずっと考えてまいりました。会

社の経営陣もこれからの時代を乗り越えていくためには大幅に若返り、

体力･気力を充実させ、常に戦闘モードで挑まなければならないと思います。そうすることによ

り間違いなく社是の「六番目」が達成できるものと確信致します。何はともあれ今期はわが社

の真価が問われる年だと思います。私も微力ではありますが、各出先部署をサポートして行き

たいと考えております。長い間、ありがとうございました。 
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あけましておめでとうございます 
～恒例の年始挨拶は昨年ご結婚されて、初めて夫婦でお正月を迎えた社員の皆さんにお願いしました～ 

第６９期 決算報告 ～自己資本比率 42.4％を達成～ 

支出の増加、また、本社移転に関連する工事費用や旧備品処分費用の支出などがありまし

た。しかしながら、最終的には経常利益2,341百万円(前期比▲7.7％)を計上することができ、

第68期とさほど遜色ない結果を残すことができております。 

第70期は、繰越工事額が413億円と前期と同様の工事量を確保していることにより、売上

高を370億円、経常利益を14億円と予想しております。 

【財政状態に関する分析】 

1．資産･負債および純資産の状況 

第69期は工事進行基準の適用により未成工事支出金が減少したことで、資産合計が32

億円減少いたしました。また適正な利益の蓄積により、純資産は9,429百万円(前期比

+1,179百万円)と着実に増加を続け、自己資本比率は42.4％(前期比+10.1％)という高い健

全性を示す水準に達しました。 

2．キャッシュフローの状況 

キャッシュフローを前期と比較すると「営業活動によるキャッシュフ

ロー」が減少しております。これは、税金等調整前当期純利益2,307

百万円(前期比▲229百万円)に対して、年金資産の積立不足を解

消したことによる支出(491百万円)や完成工事未収入金の増加、ま

た仕入債務の減少があったことによるものです。 

 (経理部 坂本 孝行)  

【経営成績に関する分析】 

第69期の本決算ですが、受注額が35,213百万円(前期比▲0.7%)、売上高が35,205百万

円(前期比▲4.0%)となりました。 

受注については、当社の強みとする大型集合住宅、米軍工事において順調に受注額を伸

ばしており、厳しい受注環境の中、前期並みの水準を維持しております。売上高については、

第69期は全件工事進行基準が適用されることで大幅に増加する見込みでしたが、第68期

に受注した一部の工事については引き続き工事完成基準を適用することとなり、結果として

微減に留まりました。ただし、これにより約60億円の工事が第70期の手持ち工事として積み

増されました。 

利益面については、工事利益率の改善が図られている一方、第69期は工事損失引当金

(245百万円)の計上や穴吹工務店の破綻による貸倒損失の発生、退職金の制度変更に伴う

 

科目 金額 

売上高  35,205,913 

 完成工事高 35,047,917  

 兼業事業売上高 157,995  

売上原価  30,402,765 

 完成工事原価 30,283,911  

 兼業事業売上原価 118,853  

 売上総利益  4,803,147 

販売費及び一般管理費  2,519,197 

営業利益  2,283,949 

営業外収益  123,472 

営業外費用  66,299 

経常利益  2,341,123 

特別利益  12,426 

特別損失  45,684 

税引前当期純利益  2,307,864 

法人税、住民税及び事業税 856,092  

法人税等調整額 173,366  

法人税等合計  1,029,458 

当期純利益  1,278,406 

自 2009年10月1日 

至 2010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‟ „22,237,134‟  „負債の部‟ „12,807,713‟ 

流動資産 19,689,849 流動負債 11,528,594 

  現金預金 6,182,159   支払手形 427,707 

  受取手形 2,836,391   未払金等 6,715,973 

  完成工事未収入金 6,468,626   未成工事受入金 3,555,821 

  未成工事支出金 3,283,192   その他 38,706 

  繰延税金資産 355,081    賞与引当金 545,386 

  その他 721,397   工事損失引当金 245,000 

  貸倒引当金 ▲157,000 固定負債 1,279,118 

固定資産 2,547,285   退職給付引当金 1,169,468 

 有形固定資産 627,169   その他引当金 109,650 

  建物・構築物 380,489  „純資産の部‟ (9,429,421) 

  機械・運搬具等 91,466 株主資本 9,455,569 

  土地 155,212  資本金 500,000 

 無形固定資産 7,608  資本剰余金 160,680 

  電話加入権 7,608  利益剰余金 8,795,897 

 投資その他の資産 1,912,506   利益準備金 125,000 

  投資有価証券 320,991   その他利益剰余金  

  長期貸付金 814,721    別途積立金 7,367,648 

  繰延税金資産 523,100    繰越利益剰余金 1,303,248 

  その他 279,492  自己株式 ▲1,009 

  貸倒引当金 ▲25,798 評価・換算差額等 ▲26,147 

資産合計 22,237,134 負債・純資産合計 22,237,134 

貸借対照表 

2010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。 

科目 
自 2009年10月1日 

至 2010年9月30日 

自 2008年10月1日 

至 2009年9月30日 

  税金等調整前当期純利益 2,307,864 2,537,516 

1. 営業活動によるキャッシュ・フロー -970,586 1,942,705 

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー -392,039 -156,753 

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー -75,810 -77,196 

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 -1,438,435 1,708,756 

6. 現金及び現金同等物の期首残高 7,620,594 5,911,838 

7. 現金及び現金同等物の期末残高 6,182,159 7,620,594 

キャッシュ・フロー計算書 
(単位:千円) 

私が六興電気に入社して３回目の正月を迎えました。去年は

結婚したこともあり、今年の正月は嫁とゆっくり過ごしました。去

年は第2の人生が始まったこともあり、また一段と気を引き締め

て今年も頑張って行きたいと思っています。 

そんな事もあり今年は大きい目標があります。それは家の購

入です。まだ２５歳になったばかりで早いと感じる人もいると思い

ますが家賃がもったいないので買うことを考えています。マン

ションか一戸建てか迷っているところですが、やはり大金が動く

のでとても慎重に動いています。現時点では一戸建ての設計

プランをお願いしているところですが、金額次第では即購入の

可能性もあります(慎重といいながら)！ 最初から一戸建てが欲しいと思っていたので(ガレージ

が欲しいので)、夢を膨らませながら今年も仕事を頑張っていきます。本年も宜しくお願い致し

ます。 (名古屋支店 高橋 伸治) 

私は“一年の計は元旦にあり”という言葉を信じてお

り、正月はいつも実家でのんびりしています。今年も無

事故無災害で“のんびり”とした1年が過ごせますよう

にとお願いしました。3年前より米軍工事に携わってい

るため、世界平和についても祈りました。が、“のんびり”

という部分に関してはその通りになったことは1度も無

く、毎年年末にその疲れ癒すため、地元の市場へ朝5

時より鮮魚を買いに出かけます。今年も行きました。鰤･

ハマチ･ヤズ･鯛･河豚、スッピンのお姉さん達etc…。とても新鮮でした。朝早いにも拘らず、たく

さんの人がいました。人ゴミは嫌いだけれども、現場とは違う雰囲気･香り･景色等により、とて

も良い気持ちになれました。この気持ちが長く続くようがんばっていきたいと思います。今年も

よろしくお願いします。 (沖縄営業所 波多野 貫司) 

昨年の5月22日に入籍し、初めてのお正月を迎えました。昨

年は新潟から大阪支店へ出向となり、大阪で妻とお腹の中の

子どもと一緒に暮していたのですが、去年の暮から妻が出産の

ために実家へ帰ってしまい寂しい思いをしていました。 

ですが、お正月は1月に出産予定の赤ちゃんの誕生を今か今

かと待ち焦がれながら、妻と名前を考えて過ごすことができま

した。もちろん初詣では、無事に赤ちゃんが産まれるようにとお

祈りしてきました。皆様がこの記事を読む頃には、赤ちゃんが誕

生していると思いますが、今年は家族３人で旅行に行ければい

いなと思います。 „新潟支店 桜井 裕樹‟ 

結婚して初めての正月を迎えました。年越しは毎年

恒例のスノーボードに行って雪山で過ごしました。昨年

の12月初旬は、まとまった雪が降らずゲレンデオープ

ンが延期しており気がかりでしたが、そんな心配を吹き

飛ばすほどの雪に恵まれました。 

スノーボードは夫婦共通の趣味であり、出会った頃か

ら毎年雪山での年越しを楽しみにしていますが、昨年

は結婚式の準備で慌ただしくのんびりできなかったの

で、今年は昨年の分まで満喫してきました。 

まだまだ未熟者ではありますが、今年も気合を入れて頑張りますので、ご指導ご鞭撻の程

よろしくお願いします。 (東京本店 山本 達也)  
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各地の竣工物件 

福岡ソノリク生鮮センター„12街区‟ 

契約先 ㈱ＮＩＰＰＯ 

設計監理 ㈱AD建築設計事務所  

工期 2010年6月～2010年10月  

施工場所 佐賀県鳥栖市飯田町  

建築概要 延床面積 5,933㎡ 

 S造、地上2階  

施工部署 九州支店 

協力業者 ㈱良電気 

当物件は、グリーン･ロジスティクス･パーク

鳥栖の倉庫群が連なる場所にあり、九州の中心部九州自動車道鳥栖インターより車で3分

と流通拠点の要所に適した位置にあります。倉庫は主に生鮮野菜の貯蔵で、冷蔵倉庫(３～

15℃)４室、野菜洗浄室2室を備えています。また、トラックヤードはドックシェルター8箇所にト

ラックが接車できる構造になっています。私自身3件目の冷蔵倉庫で、施工上毎回注意して

いることは、断熱パネルの配線や器具取付用の貫通穴の結露対策です。前物件まではシー

ルと発砲ウレタンで処理していましたが、今回は施工時間の短縮と原価を抑えるためにシー

ルとスタイロホームで行いました。実質工期が2ヶ月と短い中、ゼネコンのNIPPO様のスタッフ

の皆さまのご協力と、工事の施工に携わっていただいた協力業者の深夜までの残業のおか

げで無事竣工できました。ありがとうございました。 (九州支店 大山 茂人) 

Bril l ia Tower 神戸元町   

当物件はJR元町駅から徒歩5分の場所に位置

し、兵庫県庁、県警本部に隣接しております。上

階では神戸港が一望できます。今回、発注者3

社、設計事務所3社が担当したため、それぞれの

意向を調整することが大変でした。また、発電機、キュービクルなど重量物が全て屋上設置

であるため、建築さんと何度も搬入計画と工

程打合せをし、ご協力をいただきました。他

の工程も電気設備に配慮され、最後まで良

い雰囲気で工事が進められました。 

長い工期の中で協力業者さんをはじめ、応

援に来てくださった社員の方々のご協力によ

り無事に竣工を迎えることができました。本

当にありがとうございました。  

 (神戸支店 帯刀 浩二)  

契約先 前田建設工業㈱ 

設計監理 ㈱ＩＡＯ竹田設計 

 ㈱カッシーナイクスシー 

 鳳コンサルタント㈱ 

工期 2008年7月～2010年9月 

施工場所 兵庫県神戸市中央区下山手通 

建築概要 延床面積 24,297㎡ 

 ＲＣ造  地下1階 地上35階(195戸) 

施工部署 神戸支店 

協力業者 ㈲森下電気設備 

米軍家族住宅PHASE6改修 

契約先 西松建設㈱ 

設計監理 RIM arch itects 

工期 2006年11月～2010年11月 

施工場所 沖縄県米軍基地 

 (嘉手納･コートニー・ＰＬＡZＡ) 

建築概要 1戸TYPE 10棟 2戸TYPE 6棟 

 4戸TYPE 115棟 44戸ＴＹＰＥ 2棟 

施工部署 沖縄営業所 

当物件は、沖縄県でいう中部地区にあります。沖縄と言えばひめゆりの塔･国際通り･首里

城などがある南部地区か、美ら海水族館がある北部地区が有名ですが、その間の中部地区

にある、嘉手納空軍基地をメインとした米軍基地内の住宅改修工事を行いました。中部地区

は、普天間基地･フォスター･バグナー･喜舎場など軍用地が多く点在する地区です。補足です

が、嘉手納基地は総面積は約19.95km²(東京の品川区にほぼ匹敵する面積)。3,700mの滑

走路2本を有し、200機近くの軍用機が常駐する極東最大の空軍基地です!! 滑走路におい

ては成田国際空港(4,000mと2,500mの2本)や関西国際空港(3,500mと4,000mの2本)と遜

色なく、日本最大級の飛行場の1つということになります。これだけの広さの基地ですので軍

人の数も多く、老朽化の進んでいる建物もかなりの棟数です。今回はその改修工事第６期工

事として、軍人とその家族が住むための建物の改修で、RC造2階建が中心ですが、中にはS

造6階建ての集合住宅タイプや、司令官が住む1階平屋などもありました。 

当社の管理体制としては、当初は二宮･澤田とで施工していましたが、途中から嶋田さん、

木下さん、岡崎さん、平安くんと管理体制を変化させながら施工していきました。施工エリア

が広く、多箇所に分散されているため、基本的には各エリア1人という管理をすることになりま

した。また、施工体制としては棟別で班分けし、6～8班の業者で施工をしていきました。外構

班は1班で各エリアを施工する体制で施工しました。ピーク時には各担当者が約20人～30人

の電工さんを管理する状況も多々あり、各エリアで分かれて施工をしていたので、各班の施

工統一が非常に難しかったです。そんな中で一番苦労したのは、米材の扱いと外構工事でし

た。米材に関しては、図面･仕様書とも英語で書かれていて、専門用語などの解読の難しさ

や、代理店との打ち合わせでも、代理店に技術者がいない状態でしたので、1つのことを確認

するのに時間と労力を要しました。しかし、西松建設㈱の設備担当者の方からいろいろとご教

授いただき、私なりに勉強をしながら、これらの問題を徐々に解決していきました。 

この4年間を振り返ると、いい事･悪い事を

含めいろいろな事があったなと思います。西

松建設㈱の方々、協力業者の方々、本社の

方々と、全ての皆様のご協力があってできた

現場だと改めて感じております。この場をお

借りしてお礼申し上げます。本当にありがとう

ございました。あと少し追加工事が残っており

ますが気を抜かず最後までがんばっていき

ます。 (沖縄営業所 奥山 正純) 

契約先 清水建設㈱ 

設計監理 清水建設㈱一級建築士事務所 

工期 2008年10月～2010年11月 

施工場所 東京都西東京市向台町 

建築概要 延床面積 88,823㎡ 

 ＲＣ造  地上19階(795戸) 

施工部署 東京本店･北海道支店 

ヴィーガーデン ザ・レジデンス  

当物件は、中央線の武蔵境駅から徒歩25

分ほどの場所にあり、関東で住みたい街ナン

バーワンの吉祥寺からバスで20分程度のところにある閑静な住宅街の中にできたマンション

です。このマンションは一番高いところで19階･5棟795戸の建物で、保育施設･キッズルーム

等の施設があり、電気設備概要としては、東電借室3箇所、6面体キュービクル、非常用発電

機、航空障害灯、防災センターが設置されている大型のマンションです。 

今回の現場は、電気設備としては六興電気„471戸〒外構全般‟･牧野電設„324戸‟と2社

の体制で分かれており、東京で初めて現場代理人として入る現場でした。苦労した点は協

力業者が3社5班と分けていましたので施工の共通化を図ること。19階建ての高層で、非常

用発電機･航空障害灯･住戸ユニットケーブルと初めての設備でノウハウが分からなく検討に

時間がかかったこと。敷地の広い現場の外構工事の調整。苦労したことはたくさんあります

が、この現場に携わった職員･職人さんの協力のおかげで特に大きな問題もなく済みました。

こういう事を経験し苦労した分、自分としてはとてもやりがいがあった現場と感じております。 

最後に、この現場に携わった社員･協力業者の皆さまのおかげで、とても素晴らしい建物が

できたと思っています。本当にありがとうございました。 (北海道支店 北島 忠宏)  
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部 
署 

紹 
介 川口寮 

最優秀部門賞 ～千葉支店～ 
 最優秀部門賞 

千葉支店  

優秀部門賞 

・受注業績  (達成率) 

 1位 東京第三支店 (166.2%) 

 2位 EP部  (123.5%) 

 3位 茨城支店 (118.9%) 

・施工業績 

 1位 EP部  (123.7%) 

 2位 大阪支店 (105.7%) 

 3位 東京第三支店 (101.3%) 

・ 受注粗利業績 

 1位 茨城支店 (148.1%) 

 2位 EP部  (129.4%) 

 3位 東京第三支店 (114.0%) 

・施工粗利業績 

 1位 EP部  (160.1%) 

 2位 茨城支店 (133.4%) 

 3位 大阪支店 (131.5%) 

今期の最優秀部門賞は、第68期に引き続き千葉支店が

獲得しました。好業績を継続している千葉支店の取組みに

ついて、文倉支店長のコメントをご紹介します。 

昨年に続き、受賞できたことを大変うれしく思います。 

受賞の要因は、主にリーマンショック前に受注した大型物

件の完成予算残ですが、さらに創意工夫努力賞３件が示し

ますように、その他の物件におきましても確実に利益を出し

てきたことが、２年連続につながったと思っております。この3

件は、いずれもリーマンショック後に受注した厳しい物件であ

りましたが、工事担当及び工事部の正に創意と工夫と努力

の結果であると思います。これは、昨年も申し上げました、業

績と時短という相反する2者をリンクさせようとしてきた結果

が、少しずつ現れてきたものと感じています。時短は単に時

間を短くするということではなく、客先、協力業者、資材業者

それぞれのニーズにタイムリーに答えて行くことが、結果とし

て利益と時短につながるという発想です。この発想の実行

策をそれぞれの工事担当が考え、実行してきたことが、成

果となって現れてきているのだと思います。 

こうした工事部の成果に対して、今年は残念ながら営業

部門において、特に落ち込みの激しい千葉地区を反映して

苦戦しております。今後とも、継続して業績を残せるよう頑

張っていきたいと思います。 (千葉支店 文倉 辰夫) 

寮の担当兼寮生 人事管理室 大熊 惇志 

ろっこう新聞をご覧の皆様、お疲れ様です。入社2年目の大

熊と申します。 

私は寮の担当兼寮生で不思議な立場にあります。東京本

店営業部から異動してくるとすぐに寮の修繕工事を行うこと

が決まり、これが人事管理室での初仕事となりました。業者

の方と打合せをしていくと様々な問題が起き、9月中に完成

させるための最終的なOKを出すのがギリギリになってしまっ

たのが一番焦りましたが、何とか無事に終わらせることができ

たので良かったです。塗装工事は竣工以来初めて行ったの

で、黒ずんでいた外壁や内壁が白く綺麗になり、以前は暗

かった寮の外観が明るくなりました。 

寮長 東京本店 市川 直樹 

寮長をしております、入社5年目の市川と申します。 

現在、川口寮には17人の寮生がいます。南は沖縄、北は青

森まで様々な地域のいろんな性格の人間が一緒に生活をし

ています。現場代理人･電気工事士･営業･事務など職種も

様々で、通う場所も帰る時間も違いますが、食堂やお風呂で

顔を合せれば趣味の話や相談、たまには愚痴を言ってみた

り、休み前には麻雀をしたりと楽しく賑やかに暮らしています。 

私は寮の広い湯船で一日の疲れをとりながら、ダラダラと

仲間同士でおしゃべりをしている時が一番幸せです! (長話

に付き合ってもらっている同僚や後輩には申し訳ないと思っ

ていますが…) 

そして寮には、毎日私たちの生活を支えてくれている寮の

おばちゃん(鳴海カツ子さん)がいます。曲がったことが大嫌い

で、時には厳しく、時には優しく、たまに怒鳴られたりもします

が、悩みや相談があれば休みでも夜遅くでも親身になって聞

いてくれます。そんなおばちゃんや寮の仲間たちは本物の家

族のような繋がりがあります。 

集団生活なので様々な問題も起こります。問題がおこれば

寮会議を開催し、皆で意見を出し合い全員で解決を目指し

ます。その他にも年に2回の寮大掃除や歓迎会･送別会など、

集団生活ならではのイベントもたくさんあり、職場以外での先

輩･後輩の繋がりができることが寮生活の最大のメリットだと

思います。 

簡単ではございますが、このような感じで和気あいあいと過

ごしております。寮の皆様、これからも宜しくお願いします。 

～番外編 川口寮生がよく行くスポットをご紹介～ 

①あおい書店 南浦和西口店 

 知的な(?)川口寮生が通う本屋で

す。電気に関する本はもちろん、マン

ガの品揃えまで充実しています！ 

 

②興兵衛 

 寮から駅へ向かう途中にあるラー

メン店。チャーシューがとにかく大きく

て、とても食べごたえがあります。 

 

③ゴリラ公園 

 地元では有名な「ゴリラ公園」に

は、その名の通り巨大なゴリラ像が

立っています。また、この公園には本

格的なモトクロスのコースがあり、子

供から大人まで楽しめます。 

南浦和駅 

●川口寮 

興兵衛 ②     

ゴリラ公園 

③ 

小谷場公園 

● 

●マルエツ     

●餃子の王将     

● くら寿司     

① 

あおい 書店     

川口寮の様子をご紹介！！ 

受注業績1位の東京第三支店 

最優秀部門賞は千葉支店が獲得！ 

施工業績1位のＥＰ部 
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ろっこうニュース 

第43回電気工事士技能競技大会が10月19日(火)、東京

武道館において、32社53名参加で開催されました。今年は

2009年入社の阿部君･今君が選抜され、川口寮訓練室で

パイプ曲げ加工から練習に取り組みました。課題概要は電

灯コンセント設備で電灯･露出コンセントを3路スイッチによる

点滅、埋込コンセントは常時通電の回路を左右対称形に施

工し、施工性･経済性を比較する接続方法で3路スイッチの

左回路は5本、右回路は4本配線の特徴ある接続方法でし

た。阿部君は5位となる「(社)日本電気協会関東電気協会

会長賞」、今君は技能賞を受賞しました。この経験を今後の

仕事に活かしてもらいたいと思います。指導･応援してくれた

六進会の皆様、技術本部、東京本店の皆様、ありがとうござ

いました。 (東京本店 小西 正基) 

„社‟日本電気協会関東電気協会会長賞 受賞 

佐藤さんや小西さん、協力会社の社長の皆さまのアドバイ

スや指導のおかげで、5位に入賞することができました。一

番難しかったのは金属管を曲げることで、ちょっとの加減で

曲がりが大きくなったり、小さくなったりします。体が覚えるま

で、1日何十本も練習しました。大会当日は緊張のせいか、

練習以上の成果を出すことができず、表彰式の時不安で

いっぱいでしたが、名前を呼ばれた時には正直驚きました。

今回学んだことを、今の現場の仕事で活かせるよう仕事を

頑張ります。 (人事管理室付 阿部 睦司)  

技能賞 受賞 

練習を始めて一番苦労したのは、パイプ曲げです。現場

で少し練習をしてから寮での練習に臨んだのですがそれで

もうまく曲げられず、お盆を過ぎた頃からは他の練習もしな

いといけないため、寮母さんにお願いをして20時頃まで練習

させていただきました。本番では大きな会場の雰囲気に緊

張してしまい、作業が思い通り進まず焦りましたが、配管だ

けはきれいにできたので安心しました。今回教えていただい

た技術は、現場で役立つものばかりなので今後の仕事に生

かしていきたいと思います。 (人事管理室付 今 良介) 

技能を極める 

その他の創意工夫努力賞 受賞者リスト 

東京本店 金賞 鈴里 英正 他 計6名 二子玉川東地区再開発(Ⅲ街区)B棟 (施工) 

 金賞 高橋 智則 (仮称)新木場物流センター建設工事(電気設備) 

 銀賞 宮川 亙 他 計3名 (仮称)MM21‐28街区計画新築工事 

 銀賞 山本 達也 他 計3名 (仮称)ケーユー中古車ショールーム新築工事 

 銅賞 秋本 隆司 他 計3名 (仮称)金町Ⅱプロジェクト新築工事 

 銅賞 乘田 拓磨 他 計2名 (仮称)東上野ホテル計画新築工事 

 銅賞 草薙 宏和 他 計2名 ユアサ商事㈱本社別館新築工事 

千葉支店 銀賞 田中 千春 (仮称)パティオス19番街新築工事 

 銀賞 岡崎 祐司 平和台病院新棟(増床)計画 

横浜支店 銀賞 小寺 八向 他 計３名 新川崎駅前北„Ｂ街区‟計画 

大阪支店 金賞 日熊 正樹 (仮称)グランスイート藤井寺春日丘新築工事 

 金賞 滝内 健太郎 (仮称)ライオンズマンション俊徳道新築電気設備工事 

中国支店 銀賞 畝 太生 岡山県Ⅱ地区雇用促進住宅テレビ共同受信設備改修その他工事 

 銀賞 進矢 浩之 広島県Ⅱ地区雇用促進住宅テレビ共同受信設備改修その他工事 

 銀賞 大西 良司 (仮称)ホームセンターコーナン綾川店新築電気設備工事 

会社に貢献、１９グループ！ 

昨年の12月4日に創意工夫努力賞の授賞式が行われ、19のグループが金賞･銀賞･銅賞を受賞しました。今回はその中か

ら金賞を受賞した支店の代表者にコメントをいただきました。 

金賞  大阪支店 木元 正樹 他 計4名 

奈良少年刑務所庁舎等改修電気設備工事 

この現場は奈良少年刑務所内での改修電気設備工事で

した。建築が下請けという珍しい現場で、現場事務所･詰所

の設置･電気･水道の引込･駐車場の整備･加工場の整備等

から始まりました。未経験なことが多く、いろいろ指導を受け

ながら、現場を進めて行きました。 

一番気を使ったのが、受刑者との接触でした。社員･職人

さんにも細心の注意を払ってもらいながらの作業だったの

で、肉体的だけでなく、精神的な疲労もかなりあったと思い

ます。現場が100年前の建物のため、建物と図面データの相

違を毎日のように現場調査へ行き、細部まで実寸したおか

げで、刑務所内での施工時間短縮･不要資材の削減･工期

短縮につながりました。 

こんなにつらい現場があるのかと思う時もありましたが、お

かげで大変勉強になり、思い出に残る現場になりました。現

場に携わった協力業者･代理店･社員とのチームワークが

あったからこそ無事故で竣工できたのだと思います。心より

お礼申し上げます。  

金賞  中国支店 中山 憲也さん 他 計4名 

高速2号線・3号線Ⅱ期道路照明設備その他工事 

当現場は、広島市内2区間約9.0Kmの道路照明工事を市

内業者の池久保電工さんとのJV工事でした。現場内で苦

労した点として、工期が約10ヶ月と非常に短く広島高速関

連業者(約30社)や橋脚下部を管理„国道･県道･市道･河

川‟している国道事務所、警察、海上保安庁との協議･調整

に労力を費やしました。また夜間作業や真冬の照度測定

は、非常に大変でした。 

照明アンカーボルト約520本(別途工事)を全数調査及び

ボルトを調整し、工場でのベース加工を取止め、作業手順

や工程の見直しの結果により工事車輌の機種及び期間の

短縮、ケーブルダクトのメーカ〓変更などでコストダウンに成

功、また神戸支店からの担当者の応援や、企画推進部の入

札時の技術提案、購買部の資材購入及び工事安全管理

部の安全パトロールなどのおかげで予想以上の成果が残せ

たため賞に選ばれたと思います。 

賞金の使い道は、支店全員の協力で工事受注と竣工が

できたと思いますので、支店のために使いたいと思います。 

金賞  東京本店 北澤 邦明さん 他 計2名 

二子玉川東地区再開発(Ⅲ街区)B棟 (受注) 

本件は当社ＯＢの比企氏の支援を受け、施主とゼネコンへ

営業展開して参りました。当社のマンション工事の実績を評

価いただき、大成建設㈱の設備担当の方から是非とのお話

をいただきました。先方の予算は非常に厳しい状況でした

が、VE及び技術提案が認められ、なんとか受注することが

できました。工事期間中も大変良い評価をいただき、その他

の工事の受注にも至っております。本件では電気･設備工

事、8社のJV工事の中で、当社の現場管理が一番良いとゼ

ネコンの担当者よりお褒めいただき、11月には新規物件のマ

ンションに二子玉川の工事担当者を是非付けて欲しいとの

要望があり、受注することができました。今後は、今回の営

業経験を活かし、若手営業マンの育成と客先の継承により

努力いたします。賞金は、熱海での東京本店忘年会に転用

させていただきました。 

金賞  千葉支店 酒井 甫さん 

(仮称)松戸市新松戸三丁目新築工事 

この現場は7F建て４５戸のマンションで、初めて最初から竣

工までを一人で体験した現場です。苦労したことはいろいろ

とありますが、その中でも実行予算の組み方や電工さん･材

料屋さんとの値段交渉でした。そんな悩みも先輩に相談に

のっていただきながら一つ一つクリアしていき、無事竣工まで

辿り着くことができました。 

今回このような賞をいただけた理由としては、現場で一緒に

働いている電工さんをはじめ、各材料屋さん、弱電業者さん

の協力があって、無駄のない施工ができたらこそと思い、感

謝しています。賞金の使い道はまだ考えていませんが、今後

のために有効に使っていきたいと思います。 

“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。 

「脚立作業 足元確認 気を抜くな」       

      „北海道支店 浅野 雅光‟ 

ここ2～3年の間に、脚立から落

ちてケガをする事故が多発してい

ます。慣れなども手伝って意外と

踏み外すことが多いのだと思いま

す。ひと呼吸おいて、足元を再確

認すると共に、一段･一足高い所に

上がったら気を抜かないことが大切だと思います。自分

もヒヤリとしたり、二段分一気に下りてしまった事もあるた

め、充分注意が必要だと思い、この標語を作成しまし

た。 
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本社の氏神様 

表紙の写真は、本社がある東京都港区芝大門の氏神様

である芝大神宮で撮影をしました。会社から200メートルほ

どのところにあり、本社移転の際は宮司さんにお祓いに来て

いただき当社の発展を祈念してくださいました。 

芝大神宮は、伊勢神宮の御祭神、天照大御神(内宮)、豊

受大神(外宮)の二柱を主祭神としてお祀りしています。御鎮

座は遠く平安時代、寛弘2年(1005年)一条天皇の御代に創

建され、平成17年(2005年)9月16日に、御鎮座一千年を迎

えた由緒あるお社です。「関東のお伊勢様」と呼ばれ最近で

は、縁結びの神様としても有名です。鳥居から神殿に向かう

おしらせ 

六興テクノサービス建設業許可 

2010年10月、子会社の六興テクノサービスが建設業許可

を取得しました。許可内容は下記の通りです。 

許可番号：福井県知事許可„般〓２２‟第１０２５７号 

建設業の種類：電気工事業・消防施設工事業 

中途採用ＷＥＢ更新 

この度、キャリア採用サイトの内容を更新しました。新たに

「求める人材像」「当社の風土」についてのページを追加し、

より深く当社の考え方について理解していただける内容にな

りました。社員の皆様もぜひ一度ご覧下さい。 

URL：http://www.6kou.co.jp/recruit/index.html 

ＮＢＦタワー消防訓練 

11月9日に実施された芝Ｎ

ＢＦタワー全館消防訓練に、

約５０名が参加しました。当日

は避難訓練のほか、起震車

による地震体験なども実施さ

れました。今後も積極的に参

加していく予定です。 

受注！ 

･目黒区下目黒二丁目計画 (東京本店) 

･横田基地PH6改修 (東京第三支店) 

･国立駿河療養所受変電設備棟 (静岡支店) 

･藤が丘新築 (名古屋支店) 

･福島3丁目計画 (大阪支店) 

･岡山労災病院新築棟  (中国支店) 

･針尾地区タウンハウス改修  (九州支店) 

１月～３月のスケジュール 

自衛消防隊が活躍!! 

長江社長 母校で講義 

長江社長が、母校である成

蹊大学で「失敗から学ぶエンジ

ニアリング。この飛行機はなぜ

飛べなかったのか?」をテーマに

週1回、連続3回講義をされまし

た。この講義は理工学部の学

生を対象に、社会の第一線で

活躍している卒業生4人を講師

に迎え、企業や大学での最先

端科学技術に関する知識を深めようとする狙いで、2～4年

生の必修科目だそうです。講義の内容は、失敗した軍用機

を例にそもそも何が問題だったのかを検討し、プロジェクトの

構想をするときに見据えなければならないポイントを学ぶも

ので、講義を通じて、「技術ではなく技術の使い方」を学び、

エンジニアとして必要な発想を持ってもらうのがテーマでし

た。講義は動画付のパワーポイントで作成され、学生の集中

力が途切れないような工夫がされており、具体的な話を基

に講義が進められていくので文系出身の私でもわかりやす

く、学生たちも講義後に質問に来たりと「長江先生」の講義

は好評のようでした。なお、講義は今年も他大学で行われる

とのことです。 (開発営業部 岡田 珠代) 

写真提供:日刊建設通信新聞社 

階段が長く、圧倒されてしまうほどです。港区とは思えない

ほど境内は厳かな雰囲気で、気分が落ち着きます。本社へ

お立ち寄りの方は是非、お参り下さい。 

 (開発営業部 岡田 珠代) 

プラ封筒を作成しました 

ろっこう新聞送付用として新たにプラ封筒を作成致しまし

た。コーポレートカラーの一色であるネイビーを基調としたデ

ザインに、ロゴマークと「変わり続けるＤＮＡ」を配し、封入物が

内勤者の研修～グロービスで学ぶ～ 

10月から、事務系社員を対象に「グロービス･マネジメント･

スクール」で学ぶ社外研修制度がスタートしました。この制

度は社内研修では学ぶことができない「考え方」を学ぶこと

を目的としています。実際に研修に参加した人事管理室の

山田室長から、受講しての感想をいただきましたので、ご紹

介します。 

人事管理室 山田 路子さん 

グロービスでは「ヒト系･モノ系･カネ系･思考系」のどの講座

もグループやクラス全体での討議が中心で、予習をしてい

ないと当日のクラスでまったく発言ができません。実際に私

も「ヒト系」のクラスを３ヶ月間受講したのですが、事前の予

習だけで毎回７時間～10時間くらいかかってしまう状態で、

私にとっては残業よりもハードだったかもしれません。 

それでもクラスで学んだ新たな視点や意見、人脈は非常

に貴重なもので、このような機会を研修として与えてくれる

六興電気に感謝です。これからグロービスにチャレンジする

方には、討議も懇親会も積極的に飛び込んでいくことをおス

スメします。  

迫力のある白い鳥居 

社内報であることが分かりやすいように背面は透明になって

おります。 

併せて、送付状の印刷･封入･発送作業も外注に切り替

え、社内で行うのは毎回のデータメンテナンスのみとなりま

した。宛名は送付状に印刷するためラベルシールが不要に

なり、外注先から発送することにより送料にボリュームディス

カウントが利き、コストを圧縮することもできました。 

この封筒は今後、採用活動

などにも活用していく計画で

す。各部署にて利用の希望

がありましたら人事管理室ま

でご連絡ください。 

(人事管理室 小出 由佳)  

テレビ会議システムを導入 

昨年末より、プレイス

テーション3を利用した

テレビ会議システムの

構築を開始しました。こ

のシステムの目的は、

本支店間や各現場と

の 情 報 伝 達 を よ り ス

ピーディに行えるようにすることです。 

米軍工事は、沖縄･佐世保･岩国･横田･三沢の各営業所、

工事事務所が遠隔地にあり、今までのプロジェクト会議等は

本社に一斉に集まり実施していました。それがテレビ会議シ

ステムを活用することで、各地に居ながらにして他の現場や

本社との連絡が可能になります。会議に出席するためのス

ケジュール調整や出張の手間を省くことができるだけでな

く、本社からの情報伝達や、現場間での成功･失敗事例を水

平展開でき、情報共有をよりスピーディに行うことができるよ

うになります。また、このシステムはプレイステーション3を使

用していることも大きな特長で、低コストで各拠点に導入で

きるというメリットもあります。 

実際の運用としては、1月4日に本社での社長年頭挨拶を

全支店ネットで放映しました。これから受注審査会をはじ

め、順次会議や情報伝達に活用していきます。将来的には、

支店と各現場をテレビ会議システムで結び、情報伝達に活

用できるかも検討予定です。 „菊地 寛‟  

全支店で社長の年頭挨拶が放映されました 

当社所有マンション売ります!  

当社が所有するマンション

「コアクレスト北綾瀬」を売却

することになりました。本物件

は、当社が22年前に購入し

たワンルームマンションです。

現状、賃貸保証契約にて毎

月収入を得ています。場所は東京の北側に位置し、近隣に

は西友„24時間営業 徒歩1分‟、野球場公園„徒歩1分‟な

どがあります。室内はシンプルで外観もタイル張りと年数の

割には綺麗です。物件の概要は下記のとおりです。興味のあ

る方は経理部までご連絡くださ

い。 „経理部 出口 宏‟ 

物件名:コアクレスト北綾瀬 

          302号室 

面  積:18㎡ 

場  所:東京都足立区東和   

         5-13-9 

最寄駅:東京メトロ千代田線 

        北綾瀬駅 徒歩8分  

月 経営会議 行事等 特別休暇 

1月 8日 4日：仕事始め 
1日～3日 

年始休暇 

2月 5日   

3月 5日 
中間決算期 

26日～31日：新入社員研修 
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比留間 勝さん 

昭和３９年東京オリンピッ

ク開催の年、世間一般は

好景気に沸きたっていた

が、私は未だ人生の目標

も定まらず今でいうフリー

ターのような生活をしてい

ました。貯えが少なくなったこともあり新たな職場を探してい

たところ、自宅から近いとの理由で畑違いの六興電気に入

社しました。全く未知の電気工事会社では当然のことなが

ら、ずぶの素人ができることなど殆ど有りませんでした。人の

縁や仕事の運、会社の勢いなどに恵まれ、腰かけ程度の気

持ちで入社した会社に４６年間もお世話になるとはと感慨深

く振り返っています。入社当時の六興電気は急成長の発展

途上でしたが、強力な営業力に対応できない施工力の改

善が急務で、会社を挙げて社員教育や改善運動に力を入

れていました。そのような雰囲気なので学ぶことへの環境に

は恵まれ、各種の資格を取得でき自信が得られたことを覚

えています。また経営方針としての実力主義により、若年･経

験不足でしたが大きな機会を与えられ、遣り甲斐や生き甲

斐を感じて今日までこられたことを感謝しています。 

思い出に残る仕事は多々ありますが、施工管理では東名

海老名サービスエリア、千葉大付属病院、筑波研究学園都

市の畜産試験場など、各時代の代表的な施設を多く手が

けました。組織経営については北関東支店の創設後に本社

に戻り、首都圏事業部の運営、集中購買の立ち上げ等々数

多くの経験をしました。思い返すと至らぬことの連続であり、

皆さんに支えられ、あるいは迷惑をかけながら何とか目的を

達成してきましたが気持ちが残ることも多々あります。社員

の皆様ばかりでなく六興電気を通じてお世話になったお客

様はじめとした外部の皆々様にも篤く感謝申し上げます。 

お世話になりました 

同郷の小寺さんから

まわってきたリレートー

ク。青森県人連合とも

なれば、もう私達の田

舎を紹介するしかない

です。私の田舎である、

青森県五所川原市に

は立佞武多(たちねぶた)という祭りがあります。高さは２０

mを超えており開催当初は町中の架空電線を取っ払って

しまったというエピソードがあります。平成8年頃に約80年

ぶりに復活した立佞武多は毎年8月に開催されていま

す。一見の価値はあると思うので、近くへ来た際は是非、

立ち寄ってください(もれなく吉 幾三も付いてきます)。 

もう一つ、紹介するとすれば、津軽富士と呼ばれている

岩木山です。津軽平野のほぼど真ん中に位置し、360度

どこからでも見えます。標高1,625mですが、まわりに何も

ないので結構大きく見えます。地域によって山の姿が全

然違って見えるのですが、五所川原市から見る岩木山が

一番美しいです。8合目まで車で行くことができ、9合目ま

ではリフトもあるので徒歩40分程度で山頂へ行けます。

子供でも楽ちんですが、岩が多く、急斜面もあり油断する

と大変なことになります。晴れた日の山頂からの眺めは最

高です。夏も涼しく気持ちいいですよ。次回は北海道支

店・横山 智郁さん、よろしく。 „千葉支店 今関 浩一‟ 

リレートーク 

 

 

 

 

 

2010年夏･岩木山にて 

はいさ～い＼(^o^)／沖縄–１０ 
はいさ～い。皆さんちゃーがんじゅーですか。 

今回は、沖縄の伝統工芸品をご紹介いたします。沖縄に来られたことがある方はご存知だとは思いますが、沖縄

の工芸品として有名なのが「琉球ガラス」です。本島のお土産屋や各地に琉球ガラス体験コーナーがあります。青

色、緑色といろいろな種類がありますが、元々は、戦後の物資不足の時に、米軍が捨てるビール瓶やコーラ瓶を溶か

して再利用していたため、色も同じでは無く、また、再利用の過程で発生する気泡が独特の美を作り出していまし

た。今では、再利用ではなく専用に作られ、気泡もわざと入れているそうです。 

そしてもう一つの伝統工芸品として、悪霊を追い払う「シーサー」があります。沖縄では各家庭の玄関や屋根に当

たり前のように鎮座しております。もちろん沖縄営業所の玄関にも鎮座していただ

いております。シーサーは本土の狛犬同様「阿吽」の対となっておりますが、元々は

単体で置かれてたものが、本土の狛犬の風習に習って阿吽の対になったそうで

す。琉球文化と本土文化のコラボレーションということですね。このシーサー作りも

各地でできますので、是非オリジナルのシーサーを作って皆さんの家に飾ってくだ

さい。それではちばりよ～！ by関西系うちなんちゅ 

沖縄営業所のシーサー 

清交会＆忘年会だより ～九州支店～ 

去る12月18日、福岡と沖縄の合同で忘年会を兼ねて地獄めぐりで有名な大分の別府温

泉へ行ってきました。沖縄と合同でこのようなイベントを行うのは、約3年ぶりとなります。ここ

近年九州支店も人が入れ替わり人によっては初めて会う方もいたのですが、会話も盛り上

がり、途中ビンゴゲームやジャンケン大会で場もさらに盛り上がり、懇親を深めることができま

した。その後の2次会では、カラオケで大盛り上がりしました。丸林さんは宴会終了後も酔い

も手伝って各部屋へ訪問し、なかなか寝かしてもらえず大変でした。又、田中所長の大きな

笑い声がとても印象的でした。翌日は有名な湯布院へ立ち寄り、町の散策、日帰り温泉の

入浴などを楽しみ、帰りの途中には日田のサッポロビール工場に立ち寄り、工場見学及び出来たてのビールの試飲をしました。 

今回の忘年会を通して福岡と沖縄でよりいっそうの懇親が深まったと思います。これを機に九州支店一丸となってやってい

ければと思います。今回は九州だったので、次回は沖縄で開催を考えています。来年も開催できるようにこの1年頑張っていき

たいと思います。 (九州支店 辻 卓郎) 

宴の前の支店長挨拶 

活躍する六興OB ＊＊安部克美さん＊＊ 

六興電気から2006年11

月に出向して2年、2008年

定年退職後2年過ぎ、室

町ビルサービス㈱という会

社にお世話になり4年が経

過しました。 

六興へ昭和４２年に入社

し約４０年在職しましたが、振り返ると色々なことが思い出さ

れます。特に思い出があるのは、稚内郵便局新築工事で

す。当時は私1人で出張しており、12月末から3月末まで積

雪のため工事が中断するので、3月に結婚式のため帰京し、

式の翌日に2人で北海道へ戻るというある意味新婚旅行を

兼ねた感じでした。 

現在の会社での仕事は銀行の内装･改修工事が主で、六

興電気に在職していた時からの仕事を担当していることもあ

り違和感なく仕事をしていますが、電気だけでなく建築、設

備も合わせて総合監理をしています。工事は銀行業務終了

後に始めるため夜間･土日の仕事がほとんどですが、平日に

振替休暇を取ることができるので妻と一緒に出掛けていま

す。なんとなく新婚時代を思うことがあります。まだ実現して

いませんが、３０年前新婚７ヶ月過ごした稚内がどのように変

わっているか夫婦で見に行きたいと思っています。 

最後に在職中お世話になりましたことを深く感謝申し上げ

るとともに、六興電気の繁栄と皆様のご健勝をお祈り致しま

す。 (室町ビルサービス㈱建築事業部 次長 安部 克美)  


