
６月は、全国で安全大会が開催されました。現場の安全に加え

て協力業者の方々と情報交換する貴重な場でもあり、私は横浜

からスタートして、計10支部の大会に出席しました。その際、今期に

発生した現場の災害を確認したところ、あれほど多かったカッター

ナイフによる切創と、立馬からの転落が1件も発生していないこと

を知りました。これは、多少コストはかかっても安全を優先し、カッ

ターによるPF管の加工を廃止したことや、立馬の端部にモールを

取り付けて危険を感知する取り組みの結果です。しかし代わりに増

えているのが躓きによる災害で、凍った路面で滑ったというような、

対策と言われても注意する以外ないようなものが発生していま

す。まだ梅雨が続いているので、現場の濡れた鉄板で滑ったりする

ことのないよう、意識して作業してください。 

６月は採用活動も終盤に近づき、多くの学生を面接しました。最

終面接の目的は、入社後に有用な人材に育てられるかどうかを判

定することです。決して、学力や教養を試しているわけではありま

せん。ところがたまに、何を聞いても当たり障りのない話に終始し

て、自分を語らない学生がいます。このような学生は会話から伝

わってくるものがないので、どう育てたら良いかイメージがわきませ

ん。面接は口頭試問ではないので、訊かれたことに正しく答える必

要はぜんぜんなく、普段の自分をどれだけさらけ出してくれたかが

重要です。ですから反対に、特に目立った学生生活をしていたわ

けではないのに、自分の日常を自分の言葉で語ってくれる学生

は、入社後の育成方針もたてやすく好感がもてます。学生にとって

面接は初めての経験ですから、基本的な作法は教えてもらう必要

があるでしょう。でも、それ以上の練習は避けたほうが、良い結果に

繋がるのではないでしょうか。また学業ではつねに正解を求められ

ますが、仕事の場面では絶対的な正解なんてありません。正しい

答えを暗記して自分を失ってしまうより、普段の自分をありのまま

に語ってください。もしもこれから六興を志望する学生がいたら、ぜ

ひこの点を理解して欲しいと思います。 

淘汰と集約の時代 
ところでここ数年、建設業の仕事の流れが変わりはじめたように

感じます。最初にあれっ？と思ったのが工程の遅れでした。大きな

現場でしたがタイル職人が一人しか現入しておらず、工期をかな

りオーバーしました。ほどなくして、官庁案件で不調が散見されるよ

うになります。最近はこの傾向がさらに進み、応札者のない大型の

官庁案件が続出しているとの報道もあります。営業活動において

も、一頃のような泥沼の体力勝負は影を潜め、今年のゼネコンの

決算書には、「選択受注」という言葉が頻繁に登場するようになり

ました。震災復興事業やメガソーラーも多数出件されていますが、

千載一遇のチャンスなどと言ってはしゃぐような話も聞こえてきま

せん。業績はというと、ゼネコン･サブコンともに規模の大きな会社

は利益を伸ばしているのに対して、中小の業者は厳しい経営を続

けています。これら一連の現象はバラバラに起きているのではな

く、人手不足を起点として施工力のある業者に仕事が集中し、施

工力のない業者は淘汰されるという、どの業界も経験したことのな

い時代に建設業は移行しつつあると感じます。そして我々にはこの

状況への【対応】だけではなく、チャンスに変えてゆく【発想】が求

められています。 

女性、高齢者、起業支援 
 人手不足への対応というと、施工戦力の囲い込みがまず頭に浮

かびます。優秀な経験者を即戦力として中途採用するのも有効で

す。ただこれらはどこの会社でもやっている事柄で、現状をチャンス

に変えるまでには至りません。そうなると、ポイントは高齢者と女

性、さらには再編成に絞られてきます。 

女性の採用について資料があったのですが、新卒採用に占める

女性の割合は、業界平均で9.0%でした（電設協調べ）。当社の場

合は2.0%なので、他社はかなり多くの女性を採用しています。とこ

ろが在籍者でみると、業界平均が7.2%なのにたいして、当社は

10.5%です。甚だ乱暴な分析ですが、他社は補助職として大量の

女性を採用し、出産などを契機に退職する、当社は戦力として女

性を採用し、出産後も復帰して長く勤める、ということと思います。

産休を自然に取れるとか、チームの一員として主要な仕事を任さ

れるというのが要因かと感じますが、この流れを更に補強するた

め、営業職や技術職として、女性が働きやすい制度や環境をこれ

から考えていく必要があります。 

次に高齢者です。人手不足の時代、経験や知識の豊富な高齢

者にも働いてもらわねばなりません。しかしそれを阻害していたの

は、「自分は○○だった」という、肩書きに対するプライドだったよう

に思います。それ故に一般に語られる高齢者対策は、「スムースに

終わること」を主眼としています。しかしもしも、仕事そのものへの興

味をモチベーションとするよう意識転換ができれば、高齢者はもっ

と長く働き続けられるはずです。この点については、六興は進んで

いる方で、元取締役であるにもかかわらず、今も現役の営業マンと

して成果をあげている方がいたり、リニューアル工事の担当者でお

客様の懐に入り込み、６２歳を過ぎても仕事をしている社員がいま

す。このようなことが普通にできる流れができれば、高齢者は定年

とは無関係に、いつまででも仕事を続けられるはずですし、部署運

営の自由度はおおきく広がります。 

そして起業支援。６月に、当社の有力な協力業者が廃業しまし

た。残ったメンバーは本心、すぐに自分たちの会社を作って独立し

たかったのだと思います。しかしひとくちに会社の設立と言っても、

事務所や工具を揃えたりするだけで、あっという間に資金が出てい

きます。新しい会社は担保もないので、銀行から運転資金を借りる

のも容易ではありません。また、建設業を営む会社を設立する場

合、５年以上の役員経験者を雇用する義務があるので、そのぶん

費用もかかります。優秀な職人を多数抱える業者だったので対応

に苦慮したのですが、当社で子会社を設立して受け皿とし、５年後

を目処に六興から分離独立できるよう、支援していくことにしまし

た。やる気のある職人の独立を支援することは、当社にとっても大

きなメリットがあります。これから淘汰の時代を迎えるにあたって、こ

のような施策やM&Aも進めていきたいと思っています。 

変化の時代の心構え 
マズローという方が、こんな言葉をのこしています。「問題に対し

て【外】に原因を求め、不平を言いながら一生を送るもよし。反対

に、状況が悪くても【責任ある態度】を取り、誰が悪かったかと責め

るかわりに、この問題を最大限に生かすにはどうすれば良いか、と

問う姿勢の生き方もある」 いい言葉ですね。みなさんも、こういう

態度で毎日をすごしてください。 

構造転換の節目にたつ建設業 代表執行役社長 長江 洋一 
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創業64周年記念式典 

( 2 ) 

 5月11日、創業64周年記念式典が芝パークホテ

ルで開催されました。役員･幹部社員と表彰者、入

社２年･10年目の社員、OB組織である六友会、協

力会社の方々、総勢169名が参加されました。初め

に、長江社長より次のような挨拶がありました。 

 「六興電気は官庁工事が主力で始まりました。現

在では官庁工事は工事全体の5%くらいになり、住

宅工事が我が社の主力となっています。つい10年

ほど前までは“量を稼ぐためのものであって、仕事じゃない”と思われていた分野です。また、

エンジニアリング事業部の仕事は、「施工しない」という仕事のやり方で、他社では実現し難い

ものだと思います。初めは批判や後ろ向きな意見があったかもしれませんが、その壁を乗り越

えてきたからこそ、今の六興電気に繋がっています。私は常々“変わっていこう”あるいは“原

点に帰るのではなくゼロから考えていこう”と言っています。どうしたら良いか考えるとき、自分

で自分に制約をかけるのではなく、大きな発想で仕事に取り組んでください。そうすることで

六興電気を永世に伝えることができると思います。この後に表彰者よりどんな発想で取り組

んだのかスピーチがあります。今日の日を65周年に向けてのステップと考えてください。」 

その後、各賞の表彰、代表者のスピーチ、懇親会が行われました。短い時間でしたが、いろ

いろな方とお話する機会があり、貴重な時間を過ごせたのではないかと思います。今回ご参加

いただけなかった皆さまには、ぜひ来年の式典にご参加いただきたいと思います。                                                        

              (MS部 鳥居 広明)       

＜表彰者リスト＞ 

創意工夫努力賞 

金賞 

・北関東支店 渡辺 博  シーエックスカーゴ桶川物流センターTC棟発電機導入計画 

  シーエックスカーゴ桶川物流センターDC棟発電機導入計画 

  関東物流センター高圧受変電設備交換工事 

・千葉支店 漆間 幸雄 他 船堀三丁目計画 

・千葉支店 酒井 甫  北区赤羽南1丁目計画 

・横浜支店 二杉 知宏  

  RESTOR SARPAND PREVENTIVE MEDICINE,BLDG.E22 

・東北支店 林 健太郎 他 あすと長町1街区9画地プロジェクト 

・東北支店 岩間 裕明 他 日産宮城サービスセンター㈱震災復旧 

・静岡支店 伊藤 正美 他 

  ㈱ヤクルト本社富士裾野医薬品工場非常用発電機設備 

・ENG事業部 佐藤 博信 他 移動通信基盤整備事業におけるコスト管理業務 

・EP部   杉原 隆次 他 六ヶ所再処理設備点検 

銀賞 

・横浜支店 北野 健二 他 港南区計画 

銅賞 

・東京第一支店 今野 敏郎 他 東雲2丁目計画 

優秀個人賞 
・茨城支店 金子 定光  ライオンズ水戸駅前、腰の塚独身寮 

・茨城支店 塚田 浩二  介護付有料老人ホーム筑西 

・千葉支店 森野 隆  木更津特養計画 

・新潟支店 永島 義彦  特別養護老人ホーム白山やすらぎ 

・ENG事業部 竹田 有里  UQプロジェクト、LLJ-FPプロジェクト 

    SBM-NSNプロジェクト 

優秀グループ賞 
・北関東支店 猪熊 一仁 他 東葛西有料老人ホーム計画 

    特別養護老人ホームグループホームしずか荘 

・北関東支店 菊地 健司 他 積算業務 

・北海道支店 荒谷 学 他  東根室西浜店８丁目複合店舗計画 

・中国支店 酒井 史彦 他 衛生研究所耐震改修 

25年永年勤続者 
・東京第二支店 村木 義男  ・千葉支店 田中 千春  

・千葉支店 安藤 かおり ・静岡支店 永井 敏晴 

・名古屋支店 江口 裕明  ・大阪支店 草富 保博 

・EP部 中川 武志 、 吉見 和博 、 西村 伸一 

創意工夫努力賞 北関東支店 渡辺 博さん  

この現場は、生協製品の関東地区拠点となる物流センターであ

ると共に、緊急物資の保管及び震災時等における物資の配送セン

ターでもあります。二棟からなる建物は延べ面積50,000㎡、年間稼

働日365日、1日の稼働時間20時間という眠らない建物です。工事

の概要は、緊急物資配送センターの更なる確立を実施するための

保管エリア、情報機器関連の非常時電源対応を発電機2台により

バックアップを行うと共に、老朽化した変電設備の更新と余剰電力

対策を目的とした場内に設置してある6カ所の変電所(屋外キュービクル)の全面交換を日本

生活協同組合より受注、施工した物件です。難題は、工期が発電機関連4カ月、受変電設備

交換工事については省エネ補助金の認可が遅れたこともあり、正式契約後3カ月という厳し

い状況下であったことと、休みの無いセンターでいかに有効にかつ安全に行うかでした。結果

として、実働約50日間で1日6時間の停電を8回行う協議を客先の協力を得て実施でき、既

存45面のキュービクルを更新後27面及びトランス容量約2800KVA削減でき、無事故で工事

を完成することができました。難題工事でしたが、六興魂を見せられたと思います。 

優秀個人賞 千葉支店 森野 隆さん  

 今回担当した現場の概要は、千葉県木更津市でRC造2階建、延

べ床面積が約4,000㎡、請負金額が約1億円でベッド数が90床の

老人福祉施設でした。請負額が約1億円という規模の物件に現場

代理人として携わるのがはじめてだったため、苦労したことを挙げ

ればキリが無いくらいありますが、特に苦労した点として、老人福祉

施設ということで、施主からの要望事項に対しての、変更に伴う説

明資料、変更見積書等の作成、施工図修正等、工事を進めていく

中での対応が大変でした。その対応が間に合わず現場に迷惑をかけてしまったこともありま

した。今回このような賞を頂き大変嬉しく、ありがたく思っておりますが、この賞はいろいろな苦

労や努力をくんでいただけたのかと思っております。実際、現場を振り返り、経験不足や力不

足もありまだまだ改善可能な点はあったと思います。今回の経験を活かし今後の業務を頑

張っていきたいと思います。ありがとうございます。 

25年永年勤続者 大阪支店  草富 保博さん  

私は昭和63年に入社し、現中国支店の髙橋支店長の現場に配属されました。当時はCAD

などなく、ドラフターで施工図を描いていたので、「線の太さを均一にすると線が光って見えて

くる」と言われ、ドラフターに向かってひたすら線を引く練習をしたことを覚えています。その当

時、「明るく楽しくかっこよく、六興電気を面白く」というキャッチフレーズのもと、「明るく楽しく

賞」というのがあり、その表彰式で髙橋支店長から「明るく楽しく賞はイロモンの賞やから表彰

式で前に出た時に一芸をせなあかん。」と冗談を言われ、ドキドキしながら表彰台に上ったこと

を覚えています。今ではこの言葉はそのまま私のモットーになりました。いろいろな現場を担当

しましたが、特に兵庫県伊丹市で所長として担当した大型の高齢者住宅の現場では、海外

のデザインチームとの打合せや、支給品特注照明の取付けなど苦労しましたが、近山君をは

じめ5人のメンバーにはいろいろな意味で助けら

れ本当に感謝しています。 

  私たちが諸先輩方から継承したものを後輩に

引き継ぎ、誇りを持って六興電気を永世に残し

ていくことも重要な役割と考え、努力を惜しむこ

となく頑張っていきたいと思います。 

優秀グループ賞 北関東支店 猪熊 一仁さん  

私の携わった現場は100床と48床の老人ホームでした。工期の半分近く過ぎてから、工期

が1カ月短縮することが決まったり、また、官庁検査がお盆中となり、電材等の手配ができな

いために、検査前には手配の仕方と最悪の場合の対応の準備を念入りに行わなければなら

なかったことなどは苦労した点でした。また、住宅密集地の土地柄、重量機器搬入に大きな

レッカーを搬入することができず、しかも一方通行などで道路使用許可が取れないということ

が難題でしたが、打ち合わせを何度もしつこいくらいさせてもらい外部足場を抜けるように組

み立ててもらうことで、隣地20㎝くらいの所へなんとかレッカーを配

置することができました。この工事をスムーズに進めることができた

のは、安全面、施工面、工程面、全てにおいていかに先読みして行

動を起こせたかに尽きると思います。 

今回本当に頼もしい仲間達と仕事ができて良かったと感じており

ます。また一緒にやる機会があれば成長した姿をお見せできるよう

にこれからも勉強してまいります。 



( 3 ) 

多くの方にご参加いただきました 

第二部の懇親会では六友会27名、協力業者17名を含む165名に方々に出席いただきま

した。今回の懇親会では食事が取りやすくなるようテーブルの配置を考慮したり、欠席者の

方々から届いたメッセージを纏めてテーブル上に置くなど、多岐にわたって工夫を取り入れて

みました。メッセージを手に取り読みながら談笑する姿や久しぶりにお会いするOBの方たちと

の記念撮影など、いろいろな輪ができるのを見ることができました。 

楽しい時間はあっという間に過ぎてしまい、懇親会の中締めは当社OBで協力会社でもある

金澤電興㈱金澤会長のお言葉でお開きとなりました。一人でも多くの方が参加していただけ

るよう、運用側として新しい催しを考えていきたいと思います。           (ＭＳ部 榎本 聡) 

 

日頃の積み重ねが評価されました 

全国米軍基地にて品質安全に気をつけています 

㈱N I PPO関東建築支店春季安全大会において、米軍基地管内で、品質・安全に関する

厳しい基地ルールを的確に理解、実行し、大規模改修工事を無事故・無災害で竣工したこ

とが評価され、安全表彰を受賞しました。 

いただきました！ 

6月3日、㈱安藤・間様本部の全国安全推進大会が開催されました。その中で、全支店に

おいて数期にわたる無災害延労働時間数の合計が累計50万時間を超え、現在も継続中

であることから「優良協力会社賞」という名誉ある賞を受賞しました。建築部門では、当社1

社のみの受賞であり、大会後の懇親会では、「六興電気は土木

工事も請負っているのか」と冗談を言われました。これだけの長

い時間、無事故無災害を続けられてきたことは、諸先輩方から

受け継いできた「安全はすべてに優先する」という、安全に対す

る強い意識を社員全員が持っていたからだと思います。これに

満足せず、「安全の六興電気」と言われるよう、みんなでもう一

度、気を引き締め、日々努めてまいりましょう。  

                         (東京第一支店 郡 英之) 

優秀個人賞受賞しました 

西松建設㈱東北支店安全大会において、東北支店 佐々木 大樹さんが災害防止協議

会本部長賞を受賞しました。三沢米軍家族住宅改修工事第2期・第3期の現場において、

安全に対する意識の高さを評価していただきました。 

無災害延労働50万時間達成しました 

㈱安藤・間本部全国安全推進大会において、優良協力会社賞を受賞しました。 

東京第一支店 郡さんにコメントをいただきましたのでご紹介いたします。 

安全を心がけています 

6月5日、工事安全衛生協力会千葉支部と千葉支店の共催による安全大会が京葉銀

行文化プラザにて開催されました。今年は、協力会員、社員の総勢60名の参加となりまし

た。開会挨拶から始まり、塚田支部長、岡本支店長の挨拶に続いて、長江社長、金澤電興

㈱金澤会長からご挨拶を頂戴しました。続いて安全表彰では、5名の方が受賞され、工事

安全管理部山田部長の安全講話に移り、2012年度の労働災害を振り返って、最も多かっ

た墜落・転落事故の原因についてや、注意力に頼らない安全対策についてのお話がありま

した。次に、小林工事所長より安全活動報告が行われ、「とっさの処置が、作業員を守る」と

題し、万が一事故を起こしてしまった場合、その後の被害を最小限にとどめるための骨折・

出血・打撲・熱中症の応急処置方法について、実演も交えて紹介がありました。また、協力

業者の方にも前に出て、実践していただきました。起こさないに越したことはない事故です

が、今回紹介した応急処置がとっさの時に役に立てばと期待しています。最後に、大会宣

言を行い、参加者一同、安全に対する意識を高め、災害のない安全な職場を築くことを誓

い、大会を終了しました。 

大会終了後の懇親会は立食形式で行われ、新入社員の自己紹介をしたりと、終始和や

かな雰囲気で協力業者さんとの交流を深めることができました。(千葉支店 安藤 かおり) 

安全大会が各支店で行われました ～千葉支店～ 

大会宣言 応急処置実演中 

経営成績に関する分析 

第72期の中間仮決算ですが、売上高は18,075百万円（前年同期比▲10.5％）となりまし

た。これは、第71期よりの繰越工事が第70期と比べ600百万円減少したことと3月末完成工

事が前期と比べ2,300百万円減少となったためです。また兼業事業は派遣需要が好調のた

め、前年同期と比べ倍増の190百万円の完工高となりました。 

利益は、前期において仕事量の確保に重点をおいた施策の影響によって前期からの繰越

工事は600百万円減少したにもかかわらず、繰越原価は同年前期と比べ400百万円増加の

50,500百万円となりました。また前期に受注した工事の見積りが甘く今期に入って受注修正

を行ったことで、本来ならば工事損失引当金が前期末より300百万円の戻し益が発生すると

ころ、逆に5百万円増加しました。その結果営業利益で49百万円(前期比▲91.5％）、経常利

益は85百万円(前期比▲86.4％)、当期純利益で22百万円(前期比▲90.9％)となりました。 

期末の業績ですが、売上高35,868百万円、営業利益は▲347百万円を見込んでいます。

これは、前期の繰越工事が600百万円減少していることと前期受注物件の工事原価見直し

によって労務費支払が増加したことによっ

て原価率が上昇したことが要因です。今

期は受注目標及び粗利目標とも100％の

達成が見込めるため、来期の決算は良く

なると予測しています。 
 

財政状態に関する分析 

進行基準適用に伴い、完成工事の減少

と進行基準適用工事の増加が進んでい

ます。そのため、完成工事未収入金及び

未成工事支出金の減少した結果、総資

産が前期と比べ600百万円減の23,205

百万円となりました。現預金は季節性要

因として立て替えによる先行支出があっ

た た め、6,548 百 万 円（前 年 同 月 比 ▲

9.7％）になり、自己資本率は45.5％（前年

同期比4.7％増）となっています。 

                       (経理部 丸山 宏明) 

前期の反省を活かして 

会計期間 2012年10月1日～2013年3月31日 

損益計算書 

(単位:千円) 

科目 金額 

売上高  18,075,176 

 完成工事高 17,879,858  

 兼業事業売上高 195,317  

売上原価  16,904,887 

 完成工事原価 16,765,701  

 兼業事業売上原価 139,185  

 売上総利益  1,170,289 

販売費及び一般管理費  1,120,654 

営業利益  49,635 

営業外収益  47,978 

営業外費用  12,023 

経常利益  85,590 

特別利益  34 

特別損失  582 

税引前当期純利益  85,041 

法人税、住民税及び事業税 46,685  

法人税等調整額 16,027  

法人税等合計  62,712 

当期純利益  22,328 



各地の竣工物件 

ザ・レジデンス水戸 

当現場はＪＲ常磐線水戸駅から徒歩約15分の水戸市大工町にあり、水戸市大工町1丁目

地区第一種市街地再開発事業の建築物として新築されました。ホテル、テナントビル、駐車

場、共同住宅の4棟で構成され目下には日本3大庭園の偕楽園や千波湖が広がります。物

件特徴はオール電化マンション、インターネットは光、セキュリティーは施主仕様となります。 

苦労した点として補助金事業なので書類や検査が多かったこと、ゼネコン仕様と施主仕様

が混在しており、すべてにおいて確認が必要だったことです。施工要領書の修正と再提出を

何度も行い施工をしました。 

当現場は購入者希望による占有部の設計変更も対応しました。変更の締切りを過ぎても

購入者の承諾待ちでユニットケーブルの発注が危ういときもありましたが、代理店やメーカー

の迅速な対応により製作・搬入・施工の流れが予定通りに進みました。 

最後になりますが、無事故無災害で現場を完成させてくださった協力業者の皆さまや検査

協力をしてくれた支店の皆さまに感謝致します。ありがとうございました。  

           （茨城支店 岡里 英男） 

契約先 ㈱長谷工コーポレーション  
設計監理 ㈱長谷工コーポレーション  
工期 2011年9月～2013年4月 

施工場所 茨城県水戸市大工町  
建築概要 地下1階 地上15階 100戸 

施工部署 茨城支店 

協力業者 赤澤電気㈲ 

( 4 ) 

シティタワー神戸三宮 

当物件は、神戸市の三宮駅前・東側にあたる旭通4

丁目地区の再開発工事ということで、住宅棟と商業

施設棟、駐車場棟の３棟からなる物件でした。六興電気としては、住宅棟と当敷地の外構工

事全般を施工しました。この住宅棟は、地上約190ｍ、54階建てということで、神戸市で一番

高い建物となりました。今では神戸市の条例でこれ以上高い建物は建てられないそうです。

私自身、マンションの施工が多かったのですが、これだけの規模のマンションは初めてで６３８

戸というのは気の遠くなる数でしたし、工期も約３年とかなり長くいろいろと不安もありました。 

実際に始まってみると、掘削工事で半年近くかかり、免震階、地下1階と地上へ上がってく

るまでにも時間がかかりましたが、基準階に入るとＰＣ工法のため、6日ピッチぐらいで1フロア

が上がっていきました。こうなると毎日が繰り返し作業になり現場としては落ち着いてきます

が、このピッチは決して楽なものではなく、日々工程に追われる感じでした。ただ、協力業者の

方がマンションの施工に慣れた方たちでしたので、なんとか工程にあわせてやっていけまし

た。そして、最上階のヘリポートまで来た時にはそこからの景色に感動しながらようやくここま

できたと喜んだのを覚えています。また、各住戸の自主検査、ゼネコンの検査、設計・監理の

検査、施主の検査と毎日毎日が検査で、６３８戸すべてを検査するのに今までに経験のない

日数と時間がかかったことは忘れられません。検査記録もかなりの枚数になり、整理や管理

が大変でした。 

最後になりましたが、建築をはじめすべての業種・業者の方が協力的で助け合い、とてもい

い雰囲気の中仕事ができたことが、この現場が無事に終わった一番の理由だと思います。社

内からも検査や書類作成の応援をしていただき大変助かりました。㈱大林組の担当者の方

をはじめ、協力業者の皆さま、社内の皆さま、さまざまなご協力をいただきありがとうございま

した。この場を借りて、各関係者の皆さまに感謝申し上げます。      （神戸支店 澤 高志） 

契約先 ㈱大林組   
設計監理 環境再開発研究所・東急設計コンサルタ

 ント・織本構造設計共同企業体   

工期 2010年5月～2013年3月 

施工場所 兵庫県神戸市中央区   
建築概要 (住宅棟)RC造 地下1階 地上54階 

 PH3階 638戸  
施工部署 神戸支店 

協力業者 ㈲増原電気、㈲森下電気設備  

岩国飛行場(21)訓練施設(948)新設設備工事 

当物件は基地のほぼ中央に位置し、車両の出入りが多い消防署横にあり、制御棟からコン

ピューター制御で訓練棟に実火炎や模擬煙を発生させ、消火訓練及び救出訓練を監視する

施設です。ロープレスキュー用の多数のフックやバルコニー、高さ１ｍ未満の訓練室など、さま

ざまな訓練が可能な建屋となっており、こうした施設は珍しく、もちろん県内にないため今後、

地元消防本部をはじめ県外の消防組織からも訓練場として使用する建物になる予定です。 

当工事の発注形態は建築土木業者、特殊機械業者、設備業者の元請3社施工で当社は

設計業務を含む電気、機械、通信の設備工事を請け負いました。ところが、設計段階で特殊

機械業者と米軍調整に不具合があり、約一年の工事中止となり、着工も遅れ、実質3年4カ

月という長い工期ですが厳しい工程でした。また、工事期間中には震災による資材調達の不

具合、オスプレイ陸揚げ問題、民間空港工事規制などの問題もありました。特に現場で苦労

した点は、現場と消防署が隣接するため、掘削や重量搬入、停電工事等の日程調整が必要

で時間がかかり、何度も工程調整をしました。また、未経験で知識のない既存の高圧、通信

ケーブルの切廻工事に関しては、何度も調査と打合せを念入りに行って、慎重な細かい施工

が要求されたので大変苦労しました。今後、今回のさまざまな反省点を課題とし、習得した貴

重な経験を活かしていこうと思います。 

最後に協力会社の皆さま、工事関係者及び米軍関係者の皆さまのご協力で厳しい工程の

なか、無事竣工することができました。ありがとうございました。         (中国支店 空山 和弘) 

契約先 中国四国防衛局   

設計監理 ㈱総合設備コンサルタント   

工期 2009年12月～2013年3月 

施工場所 山口県岩国市三角町    

建築概要 訓練棟 延床面積 471㎡ 

  ＲＣ造 6階 

      制御棟  延床面積 130㎡ 

  Ｓ造 2階 

施工部署 中国支店 

協力業者 ㈱エイムエンジニアリング  

テラス渋谷美竹 

 当物件は若者の街渋谷、さらにはＪ Ｒ渋谷 駅徒 歩2

分と都心の好立地にあり、全国的にも有名な「ヒカリ

エ」もすぐ近くにそびえ立っています。また、建替工事なのですが、六興電気ＯＢさんも建替組

合員に名を連ねているとのことで、いつも以上に気合の入った物件でもありました。 

物件概要としては、地下3階に電気室、発電機室、地下2階に駐車場、1階には店舗、2階3

階は事務所、4階から17階が住宅、屋上には庭園と太陽光発電設備がある複合用途の物件

です。現入当初から地下3階の電気室から免震階までの幹線ルートが構造上設計図通り

ルート形成できず、横引きルートとＥＰＳ配置を再構成することから始まり、専有部は販売プラ

ンと権利者プランが同じタイプでも別々のプランに変更する等、非常に設計変更の多い物件

でした。特に思い出深いのが、地下3階への受変電設備機器と非常用発電機、保安用発電

機の搬入計画と実施でした。1階から地下3階までの約15ｍをどうやって搬入するか、当初の

計画は全て分解し、搬入後現地組み立てでしたが、建築のダメ穴計画を変更してもらい、発

電機については一発搬入に変更しました。非常発電機は約10ｔ、保安用発電機は約5ｔ。これ

らを1階で横引きし、竪穴を15ｍ電動チェーンで降ろし反転させて据付し、その後すぐにダメ

穴開口を塞ぐ。建築さんとかなりの取り合いをし、無事に工事を完了することができました。 

ここには書ききれない設計変更、その他問題に対し、無事竣工できたのは、協力業者の

方々、永森君、野口君、小野田君、現場で作業していただいた皆さまの協力あっての賜物だ

と思います。ありがとうございました。   (東京第一支店 荒河 実己) 

契約先   ㈱熊谷組 

設計監理   ㈱ UG都市建築  

工期 2011年2月～2013年1月 

施工場所 東京都渋谷区渋谷  
建築概要 延床面積 26,719.37㎡  ＲＣ造 

 地下３階 地上17階 ＰＨ1階  

 事務所、店舗、住宅1９６戸 

施工部署 東京第一支店 

協力業者 ㈱Ｒｉｃｈｅ、㈲SH INDEN、㈱シャチホコ  



 大阪支店 ～移転します！～ P 
介 

紹 
J 
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社内報「ろっこう」ができるまで Ｐ 
介 

紹 
Ｊ 

バトンタッチ!!  

メンバーを一新しました  

まさかこの日がくるとは思ってもいませんでした。読者だっ

た時の気持ちを忘れずに、魅力的な新聞になるよう頑張り

ます。皆さまのご協力よろしくお願いいたします。 

        （人事部 鈴木 香理）  

3年間、新聞委員として多くの社員の方と話ができたこと

は、大変嬉しかったです。心残りは記事の内容が定番になっ

てきましたので、社員の方からどしどし記事を載せて欲しい

と問い合わせがくるような仕組み(目安箱？)を作りたかったこ

とです。社内報「ろっこう」は社員の皆さまとの絆です。今後

とも新聞委員への御支援お願い致します。 

                 (東京第一支店 村上 勝則) 

この度、新聞委員を卒業することになりました。2007年10

月号から約5年半にわたりろっこう新聞の記事レイアウトを担

当させていただきました。卒業するのはなんとなく寂しい気

持ちもありますが、今後は一社員としてろっこう新聞を支え

ていきたいと思います。これまでご協力くださった皆さま、どう

もありがとうございました。新メンバーの皆さん、これから頑

張ってください！！       (人事部 河上 美幸) 

私が社長に就任してから13年間、毎年4回欠かさず発行

してきたのが社内報「ろっこう」です。外部ライターを使わず、

編集はDTPを使ってすべて社内で行なっています。手作り感

覚を大事にした誌面をめざしているので、身の回りの出来事

など、ぜひ投稿してください。採用の場合は薄謝を差し上げ

ます。      (総合指揮 長江 洋一) 

入社して4カ月の私が新聞委員なんて…不安ですが、こ

れを機に社員の皆さんとの交流を広げていきたいなと思い

ます。皆さんと一緒に良い新聞を作っていきたいと思います。

       (米軍工事支援センター 村田 惠美） 

わずか3号だけという短い期間でしたが、新聞委員に参加

し、さまざまな経験をしました。各支店の方々、メンバーにご

迷惑をおかけしました。新聞プロジェクトでの経験を活かし、

さらなる成長をしていきたいと思います。 (MS部 鳥居 広明) 

先輩方が築いてきたものを引き継いでいくとともに、メン

バーと協力し、よりよいものがお届けできるようがんばります。

よろしくお願いいたします。   （東京第二支店 山岸 真弓）  
 

作成の様子 

②取材・依頼 

③レイアウト作成 ④てにをはチェック 

①企画会議 

⑤完成 

載せたいネタを選出 

原稿や写真を構成 誤字、脱字のチェック 

みなさんの手元に！ 

約3カ月の時を経てでき

あがります。新聞作成に関

する知識が特にあるわけで

はなく、毎号手探り状態で

すが、皆さんに楽しんでいた

だけるようメンバーが一致

団結して作成しております。

次号もお楽しみに！  

さまざまな人に依頼 

チームワーク抜群 

プロジェクトメンバー 

移転プロジェクトを立ち上げ、草富支店長を筆頭に、管理

室の東出、女性代表で近山さん、工事部の土橋課長、営業

部の加藤課長の5名がメインとなり、客先･協力業者の方に

も気軽に立ち寄れる事務所になるようにガヤガヤ相談しな

がら計画しております。 

プロジェクトメンバーの中で紅一点の近山さんは秘書役と

して、各業者とのすべての打合せに出席し、移転を経験して

いる神戸支店に伺い、その時のことを参考にしながら工程表

を作成し、それを目標に各項目の打合せを進めています。    

使いやすい事務所になるように各項目とも安くてベストな

方法で行おうとプロジェクトメンバー一同日常業務をこなし

ながら奮闘しております。現在、レイアウトの最終検討段階。

引越・廃棄処分品の検討についてもまだありますが、チーム

ワーク良く進めています。    (大阪支店 東出 博美) 

大阪支店の愉快なメンバー 

営業部 大矢 賢幸 

 子供が生まれて7カ月。成長していく

姿に日々感動させられていると同時に

「自分も日々成長せなあかん」と思わ

せられている今日この頃でございます。 

工事部 南田 優 

 趣味は乗馬です。なかなかできる所

も少ないですが、意外と楽しいです。皆

さんも乗馬を始めませんか。 

管理室 笹木 美希 

 釈 迦 ヶ岳 に 登 っ て き ま し た。標 高

1,800メートルで日本200名山のひとつ

です。山頂にはお釈迦様がいて、そこ

から見る景色はとても感動しました。  

5月の日曜日にバーベキューを行いました。悪天候にもか

かわらず、楽しい時間を過ごすことができました。 

こんなこともやってます！ 

 大阪支店は社員51名、派

遣社員を含めて総勢60名

の大所帯です。現在は、大

阪天満宮の近くに位置して

いる1964年（昭和39年）竣

工の4階建ての自社ビルで、

古くなった所をその都度改

修しながら今日に至っていま

すが、今秋を目処にワンフロ

アの事務所に移転します。移

転先のビルは賃料、使いやすさ、立地条件を考慮し、若杉セ

ンタービル本館（大阪市北区東天満２丁目９番１号）に決め、

6階ワンフロア全部を当支店のみで入居することになりまし

た。他物件も検討しましたが、やはり長年居ました大阪天満

宮の近くに落ち着きました。この秋の移転完了後には、皆さ

んに是非とも立ち寄っていただきたく支店一同お待ちしてお

ります。 

JＲ・地下鉄の出入口とコンビニが併設  玄関は回転ドアです 

移転プロジェクト 

若杉センタービル本館 

厄を払って頑張っていきます! 

お疲れ様でした 



ろっこうニュース 
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英文会社案内リニューアル 

グアム支店設立にあたり、英文会社案内をリニューアルい

たしました。英文会社案内は、多くのステークホルダーが読

者の対象となるため、特徴や強みをわかりやすく簡潔に説明

し、同業他社との差別化を図りました。また、チャートを利用

しデザインもシンプルにすることで、直感的に六興電気の魅

力を感じてもらい、読

者の記憶に残る会社

案内を目指し、作成さ

せていただきました。

皆様、是非ご活用下

さい。   

（ＭＳ部 高取 千穂) 

絵本作りでボランティア  

4月13日、本社にてボランティア活動を行いました。今回の

ボランティアは、恵まれないアジアの子供たちに、日本の絵

本を贈ろう！といった企画で、日本語で書かれた絵本の文章

の上に、カンボジアのクメール語や、ミャンマーのカレン語の

シールを切り取り貼っていくといったものです。内容だけを聞

くと単純な作業…と思っていましたが、実際に始めてみると

これが意外と大変。初めてみる異国語の文字に悪戦苦闘、

文字の上下が分らず、さらに想定外なことに、はさみを持つ

手が震えてしまいました。 

しかし、子供たちの笑顔のために、一生懸命がんばりまし

た。絵本の最後にクメール語、カレン語でそれぞれ名前を書

いて完成。私は不器用なためシールを斜めに貼ってしまった

りと少し味のある絵本を作成してしまいましたが、がんばって

作成した絵本にとても愛着が湧いてしまい、名前を書くだけ

ではもの足りず顔写真を貼りたくなるほどに！ ！ (笑) 

日頃接することが少ない部員の方々とも共同で作業を行

い、普段とは異なる一面も見ることができ、親睦を深める貴

重な機会になりました。皆さま、お疲れ様でした。 

                       （ENG事業部 宮崎 貴誠行） 

子どもたちの笑顔のために 

2013年の任用測定から新しい試みを始めました。ＡＲＭＳに

チュートリアル機能を追加し、3級チャレンジ常識問題を解答

することができるようになりました。現在100問を公開してい

ますが、この中から50問を7月の本試験で出題します。間

違った問題やチェックした問題を抽出して繰り返し解くこと

ができますので、対象者は高得点がとれるよう本番に備え

てください。また、問題の内容も見直しています。従来は、一

般常識（時事ニュース等）の問題が約半数を占めていまし

たが、今回から社内常識問題を中心とした構成にしていま

す。ろっこう新聞やアニュアルレポート、社内規程からの出題

社内常識を学ぼう  

を多くしていますので、受験対象者だけではなく、社員の皆

さんが解答できる内容となっています。自分自身がどこまで

会社の経営方針や規程のことを理解しているかを試す良い

機会だと思いますので、必ず一度は解いてみてください。 

今後も問題数を増やし充実させていく予定です。任用測

定は当社の人材開発の大きなウエイトを占めるものですの

で、これからも皆さんとともにより良いものを構築できればと

考えています。           （人事部 上野 武俊） 

36ＣＧ(コーナーガード )発売開始 

新製品として、３６ＣＧ(コーナーガード)「梁や段差スラブ部に

ケーブルを配線する際、ケーブルが直接コンクリートに触れ

ないようにする保護具」の販売を開始しました。 

この製品は、事故撲滅の一助となるよう、「伸び馬や脚立

を使用しない」、「カッターを使用しない」をテーマに開発にあ

たりました。取付けは３６バインド同様ビニルパイプを使用す

る形状にし、３６バインドと同時期に施工できるようにしまし

た。また、ケーブル本数に合わせ、幅の変更ができるように、

手で簡単に半分に切断できるように工夫をしました。３６ＣＧ

の使用により事故の減少、工事品質の向上に少しでも貢献

できればと願っています。 

また、本製品も他の３６シリーズ同様、樹脂成型をホンダ太

陽㈱様、梱包及び出荷作業を社会福祉法人太陽の家様に

協力いただき、みなさんの現場へと納品されます。 

      (技術本部 川上 貴司) 

“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。 

 「安全は 適度な緊張保ちつつ いつも心で危険予知」 

       （東京第一支店 川上 康弘） 

 第72期も半分が終わり、東京第一

支店では不休ではありますが4件も

の事故が発生しました。どれも原因

は設備的要因ではなく本人の油

断・不注意から起きています。 

 慣れた作業の中には、油断・不注

意・横着による危険が潜んでいま

す。少なくとも残り半期でそんな事故を起こさないため

にも現場では常に一定の緊張感を持って仕事にあたっ

てほしくこのような標語にしました。  

工事担当者研修「源泉は現場にあり」 

昨年より始めました工事担当者研修も5回目となり、約60

名が研修を終了しました。技術的なことの前に、現場の正し

い施工を覚えてもらうことを目的とし、研修場所は「現場」、

研修材料は「施工中の仕事」とし、一切の研修資料はありま

せん。研修生全員がデジカメを持ち現場を巡回し、各自が

感じた施工箇所をカメラに収めてくることで第1段階の研修

は終了です。次に撮ってきた写真を1グループ３名のグルー

プにより「良い施工」「悪い施工」「疑問な施工」に分類し、ま

とめて第２段階終了です。第３段階は各グループの発表で

す。発表での意見のキャッチボールがこの研修のメインイベ

ントで、研修生、現場担当者、コメンテーター（菊地副社長、

鹿久保）が1 枚の写真で５～1０分の意見のやり取りが行わ

れます。「どこがどう悪いのか」「どこがどう良いのか」「どこが

疑問な箇所なのか」研修グループから発表される都度、現

場担当者が一生懸命答えていきます。またコメンテーターか

ら指摘した研修グループへ、「悪い施工と思うなら、正しい施

工方法を聞かせてください」とか、現場担当者に対しては、

「どうしてこのような施工になったのか？正しい施工の根拠を

調べること」がグループの宿題になったり等、1枚の施工写真

で熱い意見が飛び交い、１グループが発表を終了するのに３

０～４０分の時間が掛かり、4グループが終了するのに約3時

間くらいかかるのが毎回の研修です。 

この研修方法で学んでほしい点は、正しい施工方法、施

工手順、悪い施工方法がどうして起こるのか、事前にどうし

ておけば正しい施工になるのかという点であり、疑問な施工

が自分の知らなかった新しい施工方法の発見につながるな

ど、この研修で知りえたことを自分の現場で直ぐに実践して

くれることがこの研修の最大の目的です。 

この研修を終了した支店（神戸、大阪、名古屋、東京第

二、千葉）においては支店内の若手社員の研修方法として

利用してくれればと考えております。また、この研修で集まっ

た写真が約８００枚になっており、あと残り2回の写真が加わ

ると1,０００枚ほどになります。この写真をどのような切り口で

まとめるか現在検討中ですが、各支店に活用していただけ

る施工資料としてまとめる予定です。 

施工の結果が会社の質を決めていきます。この工事担当

者研修、今年から始めた新入社員早期育成計画、共に現

場主義に立った、「正しい施工で現場を完成させる」を目的

として今後も進めてまいります。   （工事本部 鹿久保 清） 

熱気あふれる一日  

4月6日、六進会ボウリング大会が開催されました。雨が降

り少し肌寒さの残る土曜日の夕方、7名の新入社員を仲間

に迎えた総勢48名が集合し、東京ポートボウルの受付には

熱気があふれていました。 

長江社長による始球式があり、2ゲームの熱戦が繰り広げ

られました。金澤会長は体調不良のためゲームには参戦で

きませんでしたが、ギャラリーとして熱烈な応援をされていま

した。昔取った杵柄でしょうか、50代後半の力強さが随所で

窺え、年配者と若年者が和気あいあいと応援したり慰めたり

と気持ちの良い時間を過ごしていました。 

ゲーム終了後、会場を移して懇親会となり、普段から一緒

に仕事をしている人、久しぶりに会った人、協力会社の社長

さんや先輩、各部署の工事責任者と身近に話ができるよい

機会となりました。お酒も入り、食事が進むにつれて、新入社

員の電気工事士も打ち解け、緊張がほぐれたように感じまし

た。成績発表では場内の盛り上がりは最高潮となり、会員会

社からの商品はジャンケン勝負で受賞者を決めることとな

り、大変盛り上がりました。今年のイベントも盛会のうちに終

了し、安堵して土砂降りの中、帰路となりました。             

                            (技術本部 大竹 健氏) 

熱戦展開中 商品は誰の手に 



７月～９月のスケジュール 

月 経営会議 行事等 特別休暇 

7月 6日 

12日:賞与支給 

12日～13日：営業特プロ研修 

27日：任用測定試験 

     （3級チャレンジ筆記） 

 

8月 3日  
夏季休暇 

14日～16日 

9月 7日 
本決算期 

20日～21日:スタッフ系研修 
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米軍工事 ～ハイレベルを目指して～ 

この度、米軍工事向け米国資材購入を再検証するために

購買・物流ＰＪを発足いたしました。購買検討リーダーに、田

中所長、メンバーに根尾主任、藤野室長、物流検討リーダー

に、木村支店長、メンバーに高山所長、MS部山本さん、PJ

リーダーを私、信氏がつとめます。このPJを通じて、機器の大

半を占める米材購入に関するコスト削減を目指し、各現場

の工事利益を生み出すお手伝いをできたらと思っておりま

す。検証・実証の際には、各米軍関連営業所の方々にご協

力いただくこともあるかと思いますのでご協力の程よろしくお

願いいたします。      (米軍工事支援センター 信氏 美紀) 

購買・物流プロジェクト発足 

東北支店 佐々木 大樹 

  米国製器具は、メーカーごと

に品質が異なります。そのた

め、施工効率を上げるには「米

材の品質」の検討が必要であ

ると思い、このテーマを選びまし

た。社内検査の指摘事項の約

50％は、製品不良によるもので

す。不良器具の交換・メンテナンスなど、検査後の無駄な労

務や時間の改善には、製品品質の良いメーカーの選定が重

要です。製品不良事故は、日本であまり起こりえない事故の

ため、不測の事態が起こる可能性があります。また、施工説

明書に詳細な取り付け方法や使い方などが記載されていな

いため、取り付け後の不具合も多々見られます。したがって、

製品取り付け前後に実物で検討確認する必要があります。

そのためには、事故事例や情報を全国で水平展開し、共有

していくことが一番大切だと思っています。 

情報の水平展開 真剣な面持ち 

疲れた後の一杯 かんぱ～い 

ＴＯＥＩＣスコアアップを目指して 

TOE ICのテストではスコアがあまり伸びず、参加者のほとん

どがほぼ前年と変わりませんでした。会社としても何らかの

テコ入れが必要と考え、抜本的な対応策として基礎の部分

から学ばせ、学力向上を目指すこととしました。今回は学び

やすさを考慮し、「 i K now ！ 」を選択しました。選択した理由

は、学習したデータがクラウド側で管理され、パソコン、スマー

トフォン、タブレットなど場所を選ばず勉強することができ、や

る気次第で英語学習ができるツールとなっていることです。

今までと違って英語学校へ通うという手間もなくなり、管理

者は受講者の学習状況を把握することも可能となっていま

す。ぜひこのツールを利用してTOEICのスコアアップを目指

しましょう！        (MS部 榎本 聡) 

2008年にスタートした英語教育ですが、受講者を年々変

更し、英語に接する機会を増やしてきました。しかしながら

 *** おしらせ *** 
「電気と工事」5月号に掲載されました 

 「電気と工事」5月号に千葉支店 清水部長の記事「幹

線ケーブル延線工事のポイント」が掲載されました。是非

ご覧ください。 

お詫びと訂正 

前号掲載した内容につきまして、下記の誤りがありまし

た。この場をお借りしてお詫び申し上げます。 

＜3ページ 新たな原動力を求めて＞ 

「人を大切にしている会社」の執筆者名が抜けておりまし

た。執筆者は、人事部 上野 武俊さんです。 

＜6ページ 各地の竣工物件＞ 

「米軍家族住宅PHASE7改修電気設備工事」の執筆者

名に誤りがありました。正しくは、沖縄営業所 波多野 貫司

さんです。 

＜7ページ アイデアは現場にある＞ 

「医用アース付リーラーコンセント」の図が間違っていまし

た。正しい図は、下記となります。また、執筆者名に誤りがあ

りました。正しくは、千葉支店 竹内 真規子さんです。 

 

４月～６月の採用 

米軍工事支援センター 業務担当 

ユーディナンタ ヤノアルティ 

沖縄営業所 技術担当  サラモニ 南苗 

沖縄営業所 工事主任 比嘉 啓樹 

東京第一支店 工事主任     荒川 浩行 

大阪支店 工事所長     橋本 耕次 

受注！ 

・新潟市民病院新病棟 (新潟支店) 

・ライオンズ甲陽園若江町 (神戸支店) 

・双葉運輸㈱西風新都物流センター (中国支店) 

・博多駅前3丁目賃貸マンション (九州支店) 

5月31日に2回目になる米軍工事品質事例発表会が行

われ、米軍工事関係者の計31名が参加しました。 

長江社長から当社にとっての「米軍工事の変化」と他社と

の「差別化のチャンス」という挨拶の後、全国6基地の発表

が行われました。今年の特徴は、最近増加傾向のDB（設計

施工）、UFC（国防総省の統一設計基準）やANS I /TIA規格

等の米国基準、米国製品の不良率データや施工のより高

度な工夫など、内容がさらにハイレベルになったことです。 

発表後、信氏センター長から新たに発足した購買･物流PJ

の説明、菊地副社長から「米軍工事では米国の常識が大

切で、情報共有のため支援センターに情報を集めて他社と

の差別化を図り、利益につなげるように。」と閉会の挨拶があ

りました。昨年と比べ大きな進化を感じさせる発表内容で盛

況のうちに終わりました。  

各基地の発表内容 

・米材の品質               (三沢基地 佐々木 大樹) 

・高圧切替工事における注意点   (横田基地 高山 勝也) 

・デザインビルドにおけるUFCの注意点 

                           (横須賀基地 相澤 一真) 

・テレコミ配管のボンドアースについて 

                     (岩国基地 神本 哲、柿本 佳範) 

・佐世保のローカルルール     (佐世保基地 弘中 精一) 

・米軍工事施工事例報告        (嘉手納基地 澤田 陽介) 

米軍工事品質事例発表会 

Hafa Adai ! –７ｔｈ 

 今回はグアムの道路交通事情について紹介しようと思います。グアム

は米国領ですので、米国の交通ルールが適用されます。日本とは逆

の右側通行ですが、基本的な交通ルールは日本とあまり変わりませ

ん。しかし「赤信号でも右折は可」といった日本に無いルールもありま

す。スクールバスの停車・乗降時には両方向車線の車が一斉に停止

して子供たちの乗り降りを待つことになっており、交差点でもない場所

で片側3車線・6車線の車が全て停止している光景は日本で見られる

ものではありませんね。 

 走っているのはト○タを筆頭とした日本車やフォ○ド、シ○レー、ヒュン

○イといったあたりの車両が多いです。ただし、左ハンドルでウィンカーとワイパーのレバーが逆になっているので、日

本での運転に慣れている人は右左折する毎にフロントガラスが綺麗になっていくことでしょう。日本ではほとんどのド

ライバーが教習所で長い時間練習をしてから免許を取りますが、グアムではそんなことはないので「この人大丈夫

か？？」と思えるヨタヨタ運転をしている車もいます。周りの車の動きには日本以上に注意が必要です。 

グアムには電車がありませんので、観光の際にはバス・タクシー利用かレンタカーということになります。自分で運

転する時には逆走しないように注意しましょう！            Ｂｙ Masa 

逆走注意！  



お世話になりました 
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雨宮 吉克 

 41年間無事勤務できたことは、ひと

えに皆さまのご指導とご支援のお蔭

と、心から感謝し、この場をお借りして

改めて御礼を申し上げます。 

 思い起こせば、やはり現場担当時代、

多くの現場経験の中でも箱根町湯本

保養所、群馬県高崎駅前ビルの出張現場での忙しい環境

の中、周辺地域を妻と温泉めぐりをしたこと、素晴らしい現

場仲間との出会いにより仕事ができたことが心に一番残っ

ております。 

現在、新天地におきましても、皆さまのご指導で培いました

経験を活かし微力ながら全力を注ぎ心機一転健康に留意

し頑張っております。 

最後に六興電気の更なる発展と皆さまのご活躍を心より

お祈り申し上げます。本当に長い間ありがとうございました。 

小川 繁春 

 千葉支店に34年、工事本部に1年

半、静岡支店に6年お世話になりまし

た。印象に残る現場は2つあります。 

 1つ目は、初めて一人で担当した女子

寮で、建築工程についていけず建築所

長に怒られました。千葉支店長時代、

その所長も某ゼネコンの千葉支店副支店長になっておられ

大変お世話になり、あの時もう少し協力しておけば良かった

と思っています。2つ目は、療養施設で工期が7カ月、道路は

1本(迂回路無し)、幅4ｍ、掘削時片側2ｍ確保、掘削距離

2.5kmの現場です。最初の1カ月は施工準備にてこずり施主

より非難され、暮れの挨拶では相手にされませんでした。ま

た、工期内の竣工の目処が立たず、施主からの「社長呼び

出し」が頭をよぎりましたが、12月初旬より応援で来てくれ

た他支店の社員の対応が良く、正月挨拶時では職員に詳

しく施工説明して貰い、大変助かりました。2カ月余りで

キュービクルと発電機の設置ができるのか疑問でありました

が、優秀なる社員6名のお蔭で無事竣工させることができま

した。振り返れば社内外とも「人に恵まれ」42年間無事勤務

することができました。感謝いたします。 

まさか！？ 

4月30日、待ちに待っていた東京電業協会主催の野球大

会が明治神宮外苑軟式球場にて行われました。対戦相手

は、㈱関電工さん。人数が多く、アップからノックまでしっかり

と準備のするチームでした。初回、六興電気の攻撃は相手

投手の乱調の影響もあり、一挙4点を先制し「まさか!？」と全

員に期待がよぎりました。しかし、相手は少しも動じず、どん

どん点差を詰められ、ついには逆転されてしまいました。相手

の投手交代にも六興打線はほとんど抵抗できず、結果終

わってみると、4 -8と逆転負けでした。 

惜しかったこともあり、すごく悔しい思いをしましたが、普段

あまり交流のできない方と野球を通じて交流ができ、充実し

た一日になりました。平日にも関わらず長江社長をはじめ、

たくさんの方が応援にかけつけてくださいました。参加できな

かった方もまた秋に大会がありますので皆さんのご参加お

待ちしております。ご声援ありがとうございました。                                                                                 

                  (東京第一支店 藤澤 浩行) 

タッチアウト ！ ！  

 私 の 趣 味 は 旅 行 と ス

キューバダイビングです。

また水中写真の撮影にも

ハマっています。国内、海

外といろいろな場所を旅し

てきましたが、ここ数年と

ても気に入っている島で、多い時は年に3～4度も訪れて

いる西表島についてお話しさせてもらいたいと思います。

私が住んでいる広島から西表島までは、朝一番の飛行

機に乗っても到着は夕方。近場の海外に行くほうが断然

時間がかからないくらいですが、それでも何度も訪れてし

まいたくなる魅力のある島です。とにかくノンビリとした場

所で、島の人たちの優しさ、空気感、そして海（海の透明

度は素晴らしすぎます！）すべてがホッコリと癒されます。ま

た、島内に信号機が二機しかなく、島の小学校の前に取

り付けられているのですが、それは、島の子供たちが島外

に出たときに（島には高校がなく、中学卒業と同時に親元

を離れることになります。）信号機や横断歩道の使い方で

困惑せず事故にあわないようにするために設置されてお

り、あまり車も走っていないのどか～な所なのです。 

今では、すっかり島の友人知人も増え「ただいま～」とい

いながら帰島してしまう第二の実家感覚です。ぜひ皆さ

まも機会がありましたら八重山諸島の島々、そして西表

島に訪れてみてください。きっと虜になるはず(笑)西表島

ファンが増えるのを楽しみにしています。 

次回は、名古屋支店の菱田祐一郎さんです。                             

     (中国支店 中本 佳子) 

リレートーク 

 

 

 

 

三位一体となって  

4月27日、東京第一支店のゴルフコンペ「六一会」が開催

されました。GWの初日、家族の視線が背中に刺さり、家から

若干出づらい日でしたが、長江社長、松村本部長をゲストに

迎え、社員24名、協力業者、資材業者様32名、総勢14組

56名の大コンペでした。支店として初めてのゴルフコンペで

したが、工事部の若手社員の多数の参加もあり、ありがちな

｢おっさん集団｣ではなく、春らしくパステルカラーな若手集団

に見えました(笑) 

プレー終了後は、表彰式が行われました。栄えある優勝は

㈱タカサンの神田社長でした。ちなみに最多安打？は、工事

部の野口君で、156の安打を叩きだしました。(よく数えれま

したね…)表彰式では東芝ライテック㈱様、ミツワ電機㈱様

をはじめ、多くの皆様から副賞の賞品をご提供いただき、本

当にありがとうございました。パーティの終盤では、優勝する

気満々だった18位の文倉支店長から秋のコンペ開催日の

発表があり、閉会となりました。こうした会を通じて、協力業

者、資材業者と我々が固く結びつき、三位一体となって業

務に邁進できるように、今後も会を育てていきたいと思いま

す。                    (東京第一支店 海老原 寿佳) 

若手集団？？ 

荘司 英雄 

 5月に退職した雨宮さんとは同期入

社で、お互い今後の健闘を誓い合いま

した。昭和47年に入社、現場代理人と

して配属され、東京都庁を含めいろい

ろな役所関係の現場を経験させてい

ただきました。45歳の時に腎不全により

透析をする運命になりました。それから、東京第三支店でリ

ニューアル工事をし、最後の部署は、東京本店、東京第一

支店と積算業務の仕事をさせていただきました。あともう少

し仕事して、東京第一支店の積算に貢献したかったのです

が、体調のこともあり、このたび、退職することになりました。 

子供達も家庭を持ち、孫もできました。これも六興電気で

働かせていただいたお蔭だと、本当に感謝しています。これ

からも皆様にお世話になったことを忘れずに歩んでいきたい

と思います。皆様の益々のご活躍とご健勝を祈念して、退職

のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 


