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上本元副社長、逝去 

 さる９月27日、元副社長の上本さんが逝去されました。上本さ

んは関西の重鎮として当社の営業基盤確立に尽力し、業界で

は他社からも一目置かれる存在でした。私にとっても、仕事につ

いてのご指導をいただける、大切な先輩でした。独特の語り口

で社員からも慕われていた上本さん、謹んでご冥福をお祈りし

ます。 

今期の成果配分は20%  

 さて第72期の結果は、受注高374億92百万円、施工高360億

円、経常利益3億円程度となりそうです。昨年との比較では、受注

高で約24億5千万円のプラスとなり、経常利益はマイナスの予測

となります。また受注案件の粗利率は、昨年の4.8%から7%へ約2.2

ポイント改善しました。施工高が360億円ですから、これは7億9千

万円の利益改善に相当します。今期は大型の不採算工事があっ

たため、期首には最悪赤字も覚悟でスタートしましたが、皆さんの

奮闘･努力によりなんとか利益を残すことができました。この場を

借りてお礼申し上げます。 

この六興の強さはどこから来るのでしょうか？私は3つの要因があ

ると思っています。その第一は、自分で決める、という企業文化で

す。私はよく、「決める」と「決まる」は違うと言います。「決まる」とい

うのは、なにかの基準に照らしてこの場合はこうだと確定すること

だったり、自分で判断しないで上の人に判断してもらう習慣です。

これに対して「決める」というのは、自分で判断して自分の責任に

おいて実行する姿勢です。この違いはとても大きく、決める組織は

決定が速いだけでなく、上司は細かい決定に関与しなくて良いの

で本来の仕事に専念でき、より大局的な判断を下すことができま

す。さらに規則をあまり厳密に決めなくても良いので、柔軟で効率

のよい組織運営が可能となります。二番目の要因は、支店がひと

つの会社のように扱われていることです。我が社では、営業方針か

ら受注･採用に至るまで決定は支店に任されており、本社は行き過

ぎがないかのチェックする仕組みとなっています。本社の最終面接

で落とした学生も、支店長の強い要請があれば採用していますし、

年度目標についても指導はあるものの、本社からの強制はありませ

ん。そのかわり支店長は業績や人材育成に責任を持つこととなり、

利益が出なければ部員に成果配分も支給できません。これが責

任というもので、我が社には、「会社から言われたとおりにやったの

だから…」という考え方は馴染みません。そして三番目は、支店間

の協力体制です。各支店は独立会社のように運営されながら、営

業･施工･管理の実務レベルでは情報交換が行われ、社内JVのよ

うな協力が自然に行われています。独自運営を基本としているの

に不思議なのですが、これも間違いなく当社の強みです。そこでこ

れらを強化すべく、今期の成果配分金は実質利益の20%としまし

た。第73期の目標は、受注416億、施工398億、実質利益10億4

千万円です。当社の強みを最大限に活かして、目標達成を目指し

てください。 

第73期の課題と諸施策 

続いて第73期の経営方針ですが、第７２期に行った施策を成熟

させることを第一に考えます。第72期には東京本店を、大手ゼネコ

ンの案件を中心とした東京第一支店と㈱長谷工コーポレーション

様の専任部署としての東京第二支店に分割し、さらに首都圏に展

開する全支店を統括する首都圏本部を設立しました。これは、①

首都圏の支店が営業情報を交換し、安定した受注環境を確立す

る。②ゼネコンごとに最適な施工対応をすることで、品質の向上と

利益の確保を目指す。③首都圏の支店が連携して、工事の受け

入れ余力を確保する。④とくに東京第二支店に関しては、計画的

な運営によって効率を追求し、高い利益率を目指す。といったこと

を狙いました。1年たった現在、組織は概ね予定どおりに機能して

おり、今期はこれらの狙いを実現させる年ととらえています。 

 人材確保については、4年目で一人前の代人になることを目指し

たプログラムが最初の半年を順調に経過し、新入社員はいよいよ

代人業務の習得に入ります。いっぽうで経験者の採用については

十分な成果につながっておらず、採用は19名にとどまりました。我

が社の職級制度や評価制度は中途入社のハンデイがきわめて

少ないのですが、これをいかにアピールするか研究する必要があり

ます。我が社を辞めていった方の出戻りも歓迎です。さらに人材に

関しては、米軍要員として外国人の採用も計画しており、長期的

には国内案件への対応も考えています。高齢者に関しては特に規

程などを作りませんが、技術と経験のある方が長く働けるよう、柔

軟な支店運営を進めます。また支店長に関しては、支店運営のマ

ンネリ化を防ぐために、同じ支店での在任期間を最大10年に制限

しました。既に年限を超えている支店長は数年以内にステップアッ

プを図るとともに、後任の育成も行ってください。なお、京増技術本

部長と小田原東日本本部長は65歳を迎えたため、規程により交

代となります。来期以降も幹部の交代が続くため、上級社員のレ

ベルアップと抜擢を進めます。少々気になるのは資格取得の推進

で、添削などの支援に“やらされている感”があるのでは、と感じる

こともあります。やれと言われたからやったという認識では、成果は

あがりません。なぜ資格が必要なのかを理解して、何回も受験す

ることなく試験にパスするよう、全社で考えてください。 

 米軍資材に関しては、シーリングファンを中国で製造したところ、

品質･価格ともに従来品より良好でした。この結果を受けて他品目

についてもオリジナル製品の製造を検討し、とくに米材で問題とな

る施工性を改善し、品質と施工コストの削減を追求します。物流コ

ストの改善にも取り組みます。 

 財務に関しては100億円の自己資本を達成しましたが、我が社

は不動産や有価証券などに固定化された資産が殆ど無いため資

金効率が高く、余剰資金の運用が課題となります。昨年から始め

たドルの為替ヘッジと合わせて、研究を進めてゆきます。 

オリンピック･パラリンピックに参加しよう  

 最後になりますが、2020年のオリンピックが東京に決まりました。

これから開催に向けていろいろな施設が作られますが、選手村は

基本的に分譲マンションなので我々の得意領域であり、ぜひとも

参画したいと考えています。実際の施工は３～４年先なので、その

頃は現在のサブ代人クラスが責任者となり、今年の新入生あたり

がサブに付く体制となるはずです。支店長の多くも交代しているで

しょう。こう考えると、意外と時間がないのがわかります。今からオリ

ンピックに間に合うよう、社内整備を進めて下さい。  

オリンピックに参加しよう  代表執行役社長 長江 洋一 
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経営会議メンバー勢揃い ！  

新しい期を迎えるにあたり、菊地副社長･各本部長の経営方針や各部署長のスローガンをご紹介します。 

支店の一体化 

  首都圏本部長 松村 茂広 
 第73期に向けて首都圏本部は、本部目標受注202億･施

工212億の達成を目指し、首都圏7支店(東京第一･東京第

二･東京第三･茨城･北関東･千葉･横浜)が各々の支店目標

に挑むことになります。 

 首都圏本部は、この一年、垣根を越えた連携･連帯をとりな

がら「首都圏7支店の一体化」を目指して運営をしてきまし

た。本部会議の下に、営業情報の集約･共有のための営業

会議、部署間の施工協力体制強化のための工事責任者会

議、見積りの標準化･積算技術向上のための営業積算会議

等の諸会議において、各支店の責任者が活発な意見交換

や交流を行うことにより、徐々に成果が感じられてきました。 

 そこに、東京オリンピックの招致が決まり、首都圏の仕事量

が一段と増えることが予想されます。 

これからの7年間を考えますと、今期は、情報の集約･共

有、施工体制の協力･強化を進め、「首都圏 7 支店の一体

化」をさらに深めるために、一層の連携･連帯を強めた本部

を作ります。 

首都圏本部 受注目標：202億  施工目標：212億 

縁の下の力持ち 

  技術本部長 佐々木 俊二 
 昨年10月より技術本部に異動し丸一年が経ち、やっと技

術本部の役割も理解できてきたところで、第73期を迎える

ことになりました。今期の方針として、 

1 .研修･通信教育は、技術本部の基本理念「自ら考え、調べ

解決する能力を養う」をテーマに、第68期より行われてきた

社員の育成のテーマは変えず、技能に興味を持ち、調べる

習慣力を養うために研修･教育の微調整、また、各試験の解

説を更に充実させ、教材を電子化し自ら考え反復学習でき

るように発展させ、より実践的な研修プログラムへの見直し

を行います。 

最適化したサービスの提供 

    管理本部長 坂本 孝行  
管理本部は従来からサービス業であることを標榜していま

す。第73期も「管理本部はサービス業」であることを本部員

に徹底させ、経営層･社員に最適化したサービスが提供でき

る組織にします。そのために下記の2点を実施します。 

1 .サービス機能の強化 

言われてから提供するのではなく、今の時代･時期に必要

だと思われることを、管理本部から社員および経営層に提

案できるようにします。ただし「本質を理解しゼロから考える」

クセを付けないと、サービスを提供しようと思ってもせいぜい

改善止まりになってしまうので、「本質を見抜いて、ゼロから

考える」ことを求めます。まずは「前年度の踏襲」はおもしろく

なく、何かしらの改良もしくは廃止を検討することを意識づけ

ます。特に廃止のハードルは高いですが、「新しいサービスを

提供する＝何かしらを廃止」 にしないといたずらに業務が増

えていくだけなので気をつけます。 

２ .社員の育成 

引き続き管理本部内の「塾」･「サービス発表会」を継続し

て、一人一人が渦の中心となって自立できる社員を作って

いきます。各部署内にも社員育成カリキュラムを実践しても

らい、後継者の育成を実施します。また、外部のスクールにも

源泉は現場にあり 

    工事本部長 鹿久保 清 
今期より、総粗利(粗利＋監督費)の考え方を純然たる粗

利のみの考え方に変更しました。それに伴い全ての書類の

見直しを実施し、粗利とは何かを明快にしました。 

また、実行予算書の効率化として、Ａ材(機器類)内訳につ

いて、今までメーカー見積書の内訳を、当社書式内訳書へ

全て転記しておりましたが、今期よりメーカー見積書を内訳

書として利用してよいことにしました。これにより現場担当者

の実行予算書作成の負担が一部軽減され、早めの実行予

算書提出が可能となると思っております。 

今期、工事本部は毎月の「施工ＫＹＫ」(全店３千万以上の

現場進捗状況を把握、確認)に重点を置き、毎月の受注物

件を審査し「管理」「確認」等の指定現場を選別し、管理現

場においては、施工検討会から竣工まで工事本部が正しい

施工で竣工すべく指導、確認を実施してまいります。 

次に社員教育についてです。工事担当者研修も前期 6

回、約 70 名を終了し、今期新たに 3 級職の方たちを加え、

研修場所は「現場」、研修材料は「施工中の仕事」とし、若

手社員の現場力強化に努めてまいります。新入社員早期育

成計画も 6 カ月の現場実務研修を終了し、施工管理の第

一歩を歩き始めます。今期も教育プログラムを着実に実行

し、現場力のある、力強い社員の育成に努めてまいります。 

今期も「全ての源泉は現場にあり」をスローガンとし、全国

の現場を飛びまわってまいります。支店の皆さん、よろしく ！  

飛躍の年      

  西日本本部長 日高 貞芳 
西日本本部の今までの現状は各支店が各自の考え方で

運営されており、統一された考え方や管理手法、運営方法

などはなく、最初は戸惑いましたが、各支店で良い所は取り

入れ、改善すべきは改善した結果、支店間の結束が強まり、

相乗効果を生み、明るく、元気があり、問題点を指摘しあえ

る雰囲気が出てきました。 

第73期はこの雰囲気を末端まで浸透させるべく、支店会

議や現場巡回など若手社員とのコミュニケーションを多く取

り、皆で一丸となって頑張れる西日本本部を目指していきま

す。業績については各支店は目標以上の達成はできると確

信しておりますが、支店内にはまだまだ自分本位で仕事を

し、自分だけ良ければの旧態依然とした考えを持つ者もおり

ます。この者たちをいかに活かせる環境を整えるかが業績Ｕ

Ｐにも直結するため、その方策や組織の再編も早急に検討し

ていかなければなりません。 

西日本本部は第73期を「飛躍の年」と位置づけ、その実

現に向けて微力ながら手助けができればと考えております。 

西日本本部 受注目標：121億 施工目標：128億 

数年後を見据えて 

    企画推進本部 長江 純 
第73期方針は、現状を分析し、近い将来に備えることを第

一とします。円安、株高の影響や各種経済対策への期待感

などから、景気の本格的な持ち直しを予測する見方がある

一方で、技能労働者の高齢化や絶対数の不足による労務

単価上昇等、今まで何度も議論されてきた問題は手つかず

のままであります。 

公共建築工事では、不調、不落が増加し、民間建築工事

でも見積り辞退が頻繁に発生するなど、受注環境は大きな

転換期を迎えています。また、総合評価方式の運用変更、

下請業者の社会保険加入の保障、新労務単価等、推移を

見守る必要がある要素は多くあります。これらの状況をふま

え、少なくとも数年後にどのようになっているかを見据えた対

策が必要です。企画推進本部では、発注元の情報、同業他

社の動向、規制省庁の意向等の情報を集め、分析し、各部

署の受注活動を支援し、業績向上に結びつけていきたいと

思います。 

参加させ、外気に触れることにより自分自身と会社を見つめ

直す機会を設けます。若手社員に関しては、いくつかの部門

での経験が人材開発に役立つと考えており、長期的なスパ

ンで本社と支店との間で人事異動を行っていきます。 

自立再生 

    副社長兼東日本本部担当 菊地 寛 
今期より小田原本部長から引き継ぎ、東日本本部（北海

道･東北･新潟･静岡･名古屋･ENG）の6支店を担当します。

前期「自立再生」を本部としての大きなテーマで取り組んで

おり、受注、粗利の確保が重要とした結果、各支店の認識が

高くなり、各目標クリアに向けて着実に前進しております。 

今期はさらに要求は厳しくなるはずであり、支店に足を運

ぶ回数を増やし、客先、現場を支店員と汗を流すことで問

題点を見いだし、問題点を共有することで本部の知恵を出

していきます。東日本本部の各支店の特色をどう見いだして

活かすことができるかが大きな課題ではありますが、達成に

向けてどんどん踏み込んでいきます。今はデジタル社会全

盛の世の中ではありますが、我々はまだまだアナログ社会の

中で生きており、人が大事なことは言うまでもなく、いかに人

間関係を構築できるかが重要になります。 

今期の東日本本部目標は下記の通りであり、目標を高く

掲げることで、全員前を向き進んでいきます。そのためには

施工力をいかに確保して受注に結びつけるか、「自立再生」

に向けスタートします。 

東日本本部 受注目標：75億  施工目標：75億 
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文系出身者を技術職で採用 
2014年度採用活動を振り返ると、採用環境の変化に伴い当社も大きく変化することができた年だと思います。採用フローの

効率化や説明会のプログラム改善に取り組むことで、採用活動期間が短期化しているにもかかわらず、大卒30名/高卒10名

へ内定を出すことができました。 

今年の大きな成果としては、文系大学出身者を技術職として採用できたことです。当社は2014年度採用から新しい試みと

して、文系出身からの技術職採用にも取り組んでいます。電設業界へのイメージを全く持っていない文系学生に対し、当社の

魅力を伝え、入社後の姿をイメージしてもらうことには苦労しましたが、「施工管理職＝現場のマネジメント」というところに魅力

を感じる学生は多く、文系出身技術職採用にも見込みがあると感じています。 

また、就活が多様化する今だからこそ、より学校との連携を強めた採用活動が必要だと考えています。インターンシップやゼ

ミ単位の会社説明会等、学生と出会い直接お話しできる機会が採用に繋がりますので、今後も積極的に参加していく予定で

す。すでに2015年度採用に向けて動き出していますが、今後ともご協力よろしくお願いいたします。      （人事部 池田 照浩） 

入社まであと半年 
10月1日、芝パークホテルにて2014年度入社内定式が開催されました。大卒の内定者のみの参加でしたが30名全員が出

席し、人事部長からの内定辞令交付の際には緊張と喜びの面持ちで辞令を受け取っていました。 

今回の内定式では、首都圏の工事部長にも参加していただき内定者との懇

親の場を設けました。将来の上司を目の前に緊張している方もいましたが、実

際の現場や部署の雰囲気等の話を聞き入社後をイメージしていたようです。

短い時間ではありましたが、内定者の皆さんにとって有意義な時間となったの

ではないでしょうか。 

式典終了後は内定者同士で飲みに行ったようですが、くれぐれも遊びすぎ

ないよう残りの学生生活を楽しんでもらいたいと思います。来年の春、また全員

が笑顔で集まれることを楽しみにしています。             (人事部 河上 美幸) 

株式会社NMK.7電設設立 
期待を込めて 

まずは故武藤裕一氏に哀悼の意を表します。 

当社の大事な協力会社の社長である武藤裕一社長が逝去された際に、懸念したのは㈲武藤電工の行く末でした。そ

の後、㈲武藤電工は解散の方向で動いていると知ったとき、若く優秀な社員が離散してしまうことだけは避けなければと

思いました。電気工事業界の未来は若手にかかっていると言っても過言ではなく、その未来のために何か会社としてでき

ることはないかと模索しました。㈲武藤電工の社員であった中村和幸君と打ち合わせを重ねることにより、彼の意欲と将

来に対する考え方に共感し、エンジェル(＝起業支援)ではないですが彼の将来に資金を拠出することにより、電気工事

業界の未来に貢献することとしました。 

その際に社内で決定した大事な方針は「経営に関しては一切口を出さない」ことです。他社では子会社を作るというこ

とはそこからの収益を目的としているため、取締役や財務担当者を本社から派遣することが通例です。ですが今回の

ケースは業界の継続･発展のためであり当社が子会社から利益を得ることは一切考えていませんし、当社以外への営業

活動にも一切制限をかけていません。ただし、会社経営としてまだまだ未熟な㈱ＮＭＫ .7電設 がいきなり離陸できるはず

もありませんので、営業面およびバックオフィス面でのサポートはしばらく続けていきます。このような将来性のある若者へ

の起業支援は当社の重要な責務だと位置づけ、今後もチャンスがあれば是非継続したいと考えます。 

㈱ＮＭＫ .7電設 が近い将来に実力をつけ、全員の力で晴れて当社から独立してくれるならばこんなうれしいことがあり

ません。中村社長以下、皆の力に期待してます。          (管理本部 坂本 孝行) 

一丸となって頑張ります 

 今回、勤めていた㈲武藤電工の武藤裕一社長が、60歳の若さで急逝し、私たち社員一同が驚きと戸惑いの中で、私

たちはどうすればいいのか？どうやっていけば良いのか？いろいろ考え、動いた結果、新しく会社を設立することになりまし

た。会社名は「株式会社Ｎ Ｍ Ｋ . 7電設」(エヌエムケイナナデンセツ)。社名の由来ですが、自分(中村)をはじめ、社員のイ

ニシャルをとった、バランスの良い名前にしました。そして

数字の7は、立ち上げた社員の人数を意味しています。

設立に際し、六興電気㈱より御支援を頂き、長江社長

をはじめ、六進会の会員皆さまには、この場をお借りし

て、社員一同深く感謝申し上げます。 

 これからは、この会社と社員を大切に、育てていきま

す。ごらんの通り 30 代の若手中心の会社となっていま

す。これからの抱負は、六興電気㈱みたいに、大きな会

社にしていきたいです。絶対にします。㈱ＮＭＫ .7電設を

温かく厳しく見守ってください。それから、武藤社長、いま

まで、大変お世話になりました。言葉では言い表せない

ことがいっぱいあります…。ありがとうございました。僕た

ちを見守っていてください。 (㈱ＮＭＫ .7電設 中村 和幸) 

～部署経営標語～ 

東京第一支店 

若手社員をレベルアップし、 

   確立しよう 60億円の施工体制！！ 

東京第二支店 

誰にも負けない努力をする 

東京第三支店 

「100回やっても安全」「10,000回やっても安全」 

   仕事に慣れるな！ 

茨城支店 

  支店内 全ての情報を共有化し、 

   スムーズな連帯を推進しよう 

北関東支店 

  狙いを絞って効率を上げよう！  

千葉支店 

  すばやい行動と強い執着心で利益をつかもう 

横浜支店 

  共有から共感へ 

北海道支店 

社会の「変化」に対応 

   笑顔で活気溢れる支店に「成長」 

東北支店 

話してみよう！声をかけよう！  

   会話が成功への第一歩！  

新潟支店 

時は今、あきらめない！  

静岡支店 

技術と工夫では負けない！  

   価値を創造して進化しよう 

名古屋支店 

的確に(判断)迅速に(行動)確実に(やり通す) 

エンジニアリング事業部 

熱意と信念と誇りを持って 

   顧客に最高のサービスを提供する 

大阪支店 

規律を守って行動し 工事･営業･管理室  

     一丸協力体制･チーム力UPで目標達成へ！  

神戸支店 

心を一つに 改革への再挑戦 

エネルギープラント部 

部署の存亡を掛け「知恵」と「行動力」で 

   客先に存在をアピールする73期 

中国支店 

先手必勝 小さな火種も見逃すな  

 部員全員で部署運営 一人一人が責任者 

九州支店 

客先からの期待に応えよう 

グアム支店 

Even if there is few, there is work. 
左から神さん・山本さん・三島さん・中村社長・松村さん・阿部さん 

2 .部材開発(36シリーズ等)において、新開発部材の他、現在

販売中の全15種類について使用勝手など、現場での検証、

問題点等を意見聴取し、見直して進化改良を行います。 

3 .クレーム処理事例は報告をタイムリーに収集して事例改

善案を各部署に伝達、水平展開し、同様なクレームを少しで

も削減できるよう年2回収集とします。 

４ .各部署の協力を仰ぎ、現場での努力･工夫や失敗例の反

省を発表し、水平展開する事例発表会は題材を身近なもの

に限定し、技術力向上維持のため継続します。 

 技術本部は「縁の下の力持ちグループ」として、地道に、堅

実に活動し、技術･技能両面において支援の役割を果たして

いきます。 

2014新卒採用総括 



各地の竣工物件 

( 4 ) 

国産電機㈱調達棟新築工事 

当物件は産業用電装品、小型モーター等の生産を行っている工場の開発･試作･実験部門

の拡充を図るために建設されました。工事は1期、2期と分かれており、2期の敷地には既設の

工場がありました。工事の流れは、1期において、空き地に工場の半分を建設してそこに既設

の工場の機能を移設する。2期は既設工場を解体して残り半分の工場を建設して1期の工

場と繋げて1つの建物として完成するというものでした。 

東レ建設㈱、工場共に今回が初めての仕事であり、特に慎重に綿密に計画を進めました。

既設の工場敷地内での工事ということもあり、現地調査を行うと当初の計画にない問題点が

いろいろ判明しました。既設の埋設物、架空ケーブル等があり、まずは調査を行い、影響の出

る設備、範囲を明確にして切廻しを行いました。また、電力供給方法は1期工事用の幹線

ケーブルは最終的には2期工場内を敷設するのですが、1期工事完了時点では建物の外に

仮設電柱を建てて架空でケーブルを敷設する計画でしたが、現地は樹木が生い茂っており

電柱を立てることができません。そこで地上に敷設する方法に計画変更をしましたが、工場

及び工場の動線と干渉しない敷設エリアの調整が発生しました。 

このように既設敷地内の工事であるが故のいろいろな問題が発生しましたが、それを逆手

にとって工事全体がうまく流れるように計画変更を行いました。既設配線の切廻しでは本工

事用、追加工事用配線の先行配線、切替工事の集約を行い、また1期工事用の幹線ケーブ

ルは2期工事での切替工事が短縮できるルートを計画して、実際に2期工事での切替工事

の短縮が実現できました。問題が発覚してもそれをマイナスとしてとらえるのでなく臨機応変

にプラスに転じるように対応する。その点が無事竣工につながったと思います。関係者の皆さ

まお疲れ様でした。                  (静岡支店 朝倉 繁幸） 

契約先 東レ建設㈱ 

設計監理 ㈱日立建設設計 

工期 2012年7月～2013年6月 

施工場所 静岡県沼津市大岡 

建築概要 延床面積 3,992.3㎡ 

 Ｓ造 地上2階 

施工部署 静岡支店 

協力業者 ㈲原電気工業 

ＪＲ高槻北東地区開発事業 複合棟A 

当物件はJR高槻駅の北側に位置し、高槻駅からは

デッキで直結しており非常に利便性がある設計になっています。この現場は商業棟と住宅棟

に分かれており、商業棟は昨年の8月に部分竣工しました。 

私は昨年の4月に入社し、この現場に配属され住宅棟を担当しました。まずは職長さんと一

緒に作業するところから始め、いろいろと仕事内容を教えていただきました。夏場の非常に暑

い時期の作業においては体力的にも苦労を感じました。また、CADを使い始めたころは操作

方法をよく理解していなかったため、1枚の図面を作成するのにもかなりの時間を要しました。

初めて描いた施工図は墨出し用のインサート図でしたが、丸1日も時間をかけてしまいまし

た。描き上げた図面で墨出しをしてみるのですが、寸法の追い出し位置が分かりにくく、とても

墨を出せるようなものではありませんでした。そこで図面と現場を一つ一つ照合していき、どこ

から寸法を出せばわかりやすいのかを電工さんに確認しながら図面を描いていくように心がけ

ました。住戸内の施工図については先輩が作成した基本タイプがありましたので、それを参

考に作成しました。住戸内については上階にいくにつれて当然壁は痩せていき部屋は広く

なっていく仕様になっています。それに伴いシーリングの位置も少しずつずれていくのですが、

それを現場へ反映させるのはとても苦労しました。資材の発注については作業工程が予定

通りに進まず、配線器具や照明器具などの手配のタイミングが難しく、間違ってかなり早めに

納品させてしまったのが苦い経験となりました。 

この現場は工程が非常に厳しかったため、協力業者の皆さんも大変苦労されたと思いま

す。忙しい中、新入社員の私にさまざまなことを教えていただいたことに感謝致します。色々と

ご協力いただき本当にありがとうございました。この現場が無事竣工することができたのは、

協力業者の皆さまのお蔭だと思っております。私にとって初めての現場ということもあり、非常

に印象深く残っております。今回の経験を糧としてこれからも精進していきたいと思います。                                             

            (大阪支店 自見 槙人)  

契約先 ㈱フジタ  

設計 ㈱フジタ･日本設計㈱ 

 設計共同企業体  

監理 ㈱フジタ 

工期 2011年9月～2013年5月 

施工場所 大阪府高槻市 

建築概要 住宅棟 16階 172戸 

 商業棟 5階 

施工部署 大阪支店 

協力業者 ㈲東興電設、藤井電気工事㈱ 

ザ･パークハウス青砥 

当物件は、東京大手町10ｋｍ圏、京成線青砥駅より徒歩約15分という立地条件に建設さ

れ、マンションのすぐ横を中川が流れ、敷地に隣接して広大な提供公園があり、都内では自

然環境に恵まれた20階建ての共同住宅です。 

当現場で一番印象に残っているのは、全業種の職長同士のコミュニケーションが非常に良

かったことでした。我社も多くの協力業者が携わり、各職長がメインになり安全の推進、施工

の統一、工程遵守等を推し進め、完成に向けて邁進してまいりました。優秀な職長たちのお

かげで、自分としては何の苦労もなく竣工した現場のように思われます。 

ただ１つ苦労したことは、中庭の各棟に至る高圧配管、強電幹線･弱電幹線の埋設管路施

工において、配管ルートが搬入路を横断するため、最終仕上げにはいった各業者の搬入作業

を止めてまでも工事をしなければならなく、各

業者との工程の調整が大変でした。それも各

職長の最大限の協力により、遅れもなく完了

させることができました。 

 ゼネコンの皆さまをはじめ、協力業者、支店

の皆さまのご協力のお蔭で無事故無災害で

完成することができ、誠に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。 (東京第二支店 細野 貴史） 

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3月～2013年8月 

施工場所 東京都葛飾区青戸 

建築概要 共同住宅 ＲＣ造 地上20階 

 528戸 

施工部署 東京第二支店 

協力業者 早電工業㈱、三井電気、㈱エ ム

 テック、㈱ＮＶＴ、㈱シャチホコ 

特別養護老人ホーム 風の笛 

当物件は、新潟市の信濃川と阿賀野川の間の三角デルタに位置し、付近には木戸病院、

新潟臨港病院をはじめ医療関係が充実した場所に建てられました。 

建築は3社ＪＶで、地元のゼネコンさんでした。現場は建築･電気･設備合わせて10人前後

の少数にて、コミュニケーションも良く、現場内外のトラブル等も比較的少なく、スムーズに進

めていくことができました。 

物件の特徴としては、特別養護老人ホームで、ベット数が1４０床、内４０床がホームステイに

なっています。特に大変だったことは、実質工期が2月中旬～6月中旬までの4カ月と超突貫

工事だったので、機器の承諾、物の発注が間に合うかどうかハラハラでした。 

私が経験した中で一番の工期の短さでした。現場が事故なく無事に終わったのは、支店の

皆さんの協力があったこと、工事本部より足を運んでいただいたこと、それにも増して協力会

社の皆さんより、いろいろな面でサポートしてもらい感謝、感謝です。 現場のダメだったこと、

良かったことを糧として、これからの現場に活かしていきたいと思います。 

                                                     (新潟支店 渡辺 良幸) 

契約先 ㈱加賀田組  

設計監理 ㈱Ｋ・Ｒ建築研究所  

工期 2013年2月～2013年6月 

施工場所 新潟県新潟市東区下木戸 

建築概要 延床面積 6,841㎡ 

 ＳＲＣ造 4階  

施工部署 新潟支店 

協力業者 ㈲佐々木電気、㈱ミトモ電設、 

 ㈱電通社 



 頑張れ！挫けるな、新入社員 
 4月より工事系社員の早期育成計画がスタートしました。東京第一支店の山野辺さんを通

して研修内容のご紹介をいたします。 

目      標 4年目で（100戸以内、1億以内）現場担当できる人材を育てる 

方      針 現場を「進める」「納める」を第一と考え、現場実務の実践教育を計画する 

教育計画  1年目は「現場を知る」「流れを覚える」 

     2年目は「現場を動かす」「流れを作る」 

     3年目は「現場を管理する」「流れを制御する」 

第72期よりスタートした早期育成計画  

山野辺さんの一日 

これからの活躍を期待して  

6カ月の現場実践教育で電気工事の仕事を学び、さまざまな業種があることも知り、その

中で実際に自分の仕事となる電気施工管理の役割を垣間見ることができたと思います。   

職長さんと共に行動し、現場代理人や他業者とのやり取りの中で代理人はこうすべき、こう

あるべき、と思うところがあったかと思います。これから現場代理人として仕事をしていく中で、

この半年間の経験を活かし、現場代理人としての考え方、手法の正解を見つけ、いずれはだ

れにでも信頼される現場代理人として活躍することを期待します。お世話になった協力業者

の皆さま、ありがとうございました。来年もまたよろしくお願いします。       

      (東京第一支店 川上 康弘) 

職長さん、ありがとうございました  

Q1.山野辺さんの第一印象は？半年後、印象は変わりましたか？ 

 高卒は何人も見てきましたが、高卒より大卒のほうが挨拶や仕事に対する姿勢がしっかりし

ているなぁと思いました。あと、やっぱり最初はみんな腰道具が似合わないなぁと思いました。 

 半年後の印象は、全然変わらないです。高卒が真面目なら、山野辺は超真面目ですね。た

だ、メガネを取った時は別人かと思いました。 

Q2.現場代理人として大切なのはどんなことだと思いますか？ 

 コミュ二ケーションだと思います。現場内では、下請け業者はもちろんですが、ゼネコンや他

業者と上手くコミュ二ケーションを取りやすい環境を作っていくことが大切だと思います。 

Q3.山野辺さんに期待することは？ 

 自信を持って仕事ができるようになってほしいです。そのためには経験を多く積み、自分の

考えを持って行動することが必要だと思います。これからも新しい経験ばかりだと思うので好

奇心を持ってやってもらいたいです。そして偉くなったら、僕をおいしい焼肉屋さんに連れて

行ってください。        (㈲三協電設 永野 甲太) 

学んだことを活かして 

Q1.入社前の現場（仕事）に対する印象（イメージ）は？

半年経ってその印象は変わりましたか？ 

 現場のイメージは汗や土などで汚れ、男の人だらけで、

事故など危険が多くあり、ハードな作業が行われている

場所で、正直、良い印象はありませんでした。 

 半年経って、実際に想像していた通りのことが多く、あ

まり印象の変化はありませんでしたが、想像していたより

も多くの業者さんがいて、思っていたよりも全然業者さん同士の繋がりがあり、ハードながらも

やりがいのある作業が行われており、入社前の印象よりもずっと魅力のある場所でした。  

Q2.一番大変だったこと、嬉しかったことは？ 

 現場にある物は見たことのないものばかりで、道具や材料の名前を覚えるのが大変でした。

本当に名称が分からず、職人さんからネコが通るから避けろと言われ「猫ですか!?」と返し、周

りの職人さんに爆笑されたこともあります。嬉しかったことは、簡単な配線作業でしたがその作

業を任せてもらえたことです。 

Q3.今後の目標は？ 

この半年の間に職人さんたちのもとで学んだことを忘れずに、これから始まる代理人として

の仕事に活かし、代理人と職人さんがもっとより良い関係を築ける現場をつくれる代理人にな

ることです。そのために今はまず施工方法や一つ一つの作業の意味をしっかりと理解して、代

理人としての能力を身につけていきます。          (東京第一支店 山野辺 大) 

３年間で現場を進める基礎を習得し、４年目で現場担当者として独立してもらいます。 

この計画の1年目「現場を知る」「流れを覚える」のプログラムの始めとして、新入社員の皆

さんは配属現場協力業者職長さんの手元として６カ月配属され、色々なことを体験したこと

と思います。「スラブ配管って、鉄筋の中に施工するんだー」「全てジョイントされたユニットケー

ブル、こんな便利な物すごいな!」「鉄筋屋さんに怒られたけど、なんで怒られたのかなぁー？」

「こんなでっかいケーブルどうやって施工するのかなぁー？」などなど。こうした実体験から施工

方法、施工手順、施工材料、事前打合せ等を体全体、五感で感じ、学んでほしいと考えてい

ます。体力的、精神的にもスタート時は苦しかったと思いますが、苦しければ苦しいほど乗り越

えた時の充実感は、特別な気持ちを感じたことと思います。 

こうした経験が次のステップの糧となり、次への挑戦の源泉となります。これからも乗り越え

るハードルは次から次へと現れてきます。一つ一つ乗り越えるごとに成長していく皆さんの姿

を期待して3年後を楽しみにしております。      (工事本部 鹿久保 清)  

管内で引っかか

りなかなか通らな

いケーブルを二人

で 息 を 合 わ せ て

引っ張ります。  

作業終了後は作

業 日 記 を 書 き ま

す。反省しなけれ

ばならないことが

いっぱいです。  

声を合わせて安

全確認。最初は恥

ずかしかったです

が今ではそんなこ

とはありません。  

8:30 KYミーティング 

休憩時間は、作

業状況や、昨日の

野球の話をしたり

と話し声や笑い声

が絶えません。  

10 :00 休憩時間 

8:45 打合せ 14:00 通線作業 

職長さんとの連

携も息が合うよう

に な り、作 業 が ス

ムーズになってき

ました 。 

9:00 機器の取付け 17:30 ふりかえり 

職長さんとこれ

から行う外構の照

明の取付け作業

の設置場所の確

認をしています。  

コミュニケーションばっちり 

山野辺さんの夏休み 

福島に帰省し、大学で所属していた部活の練習にお邪魔

し、運動してリフレッシュしました。後輩たちと楽しく練習をする

はずでしたが…体力が落ちていて、笑顔で練習をする後輩た

ちのなか、私だけが引きつった笑顔になっていました(笑)後輩

たちは手加減してくれず練習はツラかったですが、久々に後

輩たちに会え、楽しい休暇を過ごすことができました。  

新入社員ミーティング 

 東京第一支店では、月に1回、支店長、部長、課長等と新入社員が集まり、現場研修のふり

かえりや、現場で疑問に感じたこと等の話し合いと、懇親の機会を設けています。 

ミーティング(いつも時間が足りません…) 懇親会(日本一社員が入りたい支店を目指します!) 

( 5 ) 

上段 左から 安部・勝山・佐々木・戸谷  下段 左から 松浦・山下・稲垣・北野・濱田 

黄金世代の仲間たち  



ろっこうニュース 

Hafa Adai ! –8ｔｈ 

 グアムといえば青い海と青い空！ということで、今回は海のアクティビ

ティのお話です。グアムではビーチ遊びはもちろん、シュノーケル、バナ

ナボート、ジェットスキー、アクアウォーク、イルカウォッチング、パラセイリ

ング、さらには潜水艇乗船などさまざまなことを楽しめます。そんな中

でも私が最近始めたのがスキューバダイビングです。 

 ダイビングは背中にタンクを背負ってホースで息を吸いながら水中を

泳ぎます。ウェットスーツを着て、ジャケットをつけ、マスクをかけ…、映

画の「海猿」を見たことがある人はあんな姿を想像しましょう。とは言っ

ても我々は海上保安官ではありませんので、壮絶なドラマの中で人命救助をするわけではありません。ただ潜り、

泳ぎながら色とりどりの魚たちや迫力のある海底を眺めます。グアムの海は透明度が高いので、海中を本当に綺麗

に見ることができます。また、沖の方まで行かなくても色々な生き物を見ることができます。私は今まで15本ほど潜

りましたが、カメ、マンタ、サメなど(もちろん野生ですよ！)も実際に見ることができました。ダイビングは敷居が高そう

に思われるかも知れませんが、一日限りの体験ダイブもありますので、グアムへご旅行の際にはぜひ！    Ｂｙ Masa 

グアムで有名なポイント“ブルーホール”で 

( 6 ) 

36バインド3 ,000万個達成 太陽の家とスポーツ 

2020年の夏季オリンピックの東京招致が決まりましたが、

太陽の家の理事長である中村 太郎先生(医療法人社団恵

愛会 大分中村病院長)は、障がい者スポーツにも力を入

れ、今回の招致活動でもプレゼンテーションの資料作成等

にご尽力されました。また、太陽の家の創設者である故中村

裕先生は、今から４９年前、東京オリンピックの時に行われた

第２回パラリンピックの選手団長を務め、その後、大分国際

車いすマラソン大会の開催にも尽力されました。36シリーズ

の樹脂成型を行っている太陽の家の共同出資会社「ホンダ

太陽株式会社」では、Ｆ1技術を活かし競技用車いすを制作

し、好成績を収めています。なお今年の大分国際車いすマラ

ソンは10月27日に第33回大会として開催されます。 

              (技術本部 川上 貴司) 

優良工事表彰いただきました  

実りある現場改善事例発表会  

7月5日、現場改善事例発表会が浦安ブライトンホテルに

て行われました。発表も回数を重ねるごとにデータの作り込

みが巧妙となり、見ごたえのあるものが多く、内容も斬新なも

のが出てよく考えられていました。今後、ますます完成度が

上がり、聞きごたえ･見ごたえのある発表の創作、活発な発

表会となることを期待しています。 

今回は発表会の開始前･休憩中の時間を利用して、３６バ

インドの製作過程をビデオで紹介しました。普段目に触れる

機会の少ない作業者が1つずつ作るのにどれだけ手間をか

けて製作しているか、また、射出成型の36部材製作機械の

動き等、興味を持っていただける内容であったと思います。

      (技術本部 大竹 健氏)                  

どの発表も創意工夫がいっぱい 

 2010 年 9 月 に 2,000 万

個納品を達成した３６バイ

ンドが 2013年8月に納品

数3,000万個を突破しまし

た。これを祝って、記念式

典が製作を依頼している

社会福祉法人太陽の家

(大分県別府市)で開催さ

れました。 

 始めに３６シリーズの製作

が行われている別府事業

本部第2 作業棟の電材科作業所で記念撮影を行い、会場

を移し、懇親食事会となりました。 

懇親食事会は、長江社長の製作へのお礼の挨拶に続き、

早田事務局長より「今回の 3,000万個の製品を並べると、

六興電気本社のある浜松町駅から大分県杵築駅まで達す

るというお話を聞き、今度は月まで到達できるように頑張り

たいと思います。私たちは、品質･納期･コストに留意し、一生

懸命良い製品を作っていきますので、どうか末永くお仕事を

いただければと思います。」とのお言葉をいただき、乾杯の音

頭で会は始まりました。社長が作業者の方々のテーブルを

回ると、握手や記念撮影を求められていました。最後は作業

者を代表して電材科の宇佐様より「電材科の約半数が片

手麻痺や重度の障がい者です。３６バインドはビニタイを通

してねじるというシンプルな工程のバッチ作業であり、ライン

作業とは違うためスピードに追われることなく一人ひとりの

ペースに合わせてできるので、作業しやすい製品の1つで

す。また、３６バインド以外のアイテムも発注をいただき、途切

れることなく作業ができることは、作業量確保の上で大変助

かっております。」とのお言葉と、4,000万個への意気込みを

いただき、楽しく会は終了となりました。  

みんなで「おめでとうー！」 

<現場改善事例発表 タイトル一覧> 

最優秀賞･審査員特別賞 

 「大規模病院に於ける施工改善事例について」 

 (中国支店 赤井 悠耶 他) 

優秀賞 「マンション工事におけるデベロッパー別比較検討」

 (名古屋支店 菱田 祐一郎、高橋 伸治、 

 實田 貴幸、足立 亘) 

優良賞 「水のトラブル ～失敗から学ぶ対応策～」 

 (千葉支店 酒井 甫、森野 隆、中野 雄一郎) 

優良賞 「ケーブルの盗難防止」  (九州支店 田口 雄三) 

･「特別養護老人ホームにおけるＶＥ･ＣＤの実施及び36シリー           

 ズの活用」                  (新潟支店 永島 義彦) 

･「回転器振動診断について」 

 (エネルギープラント部 濱田 佑作) 

･「地域再開発事業複合施設工事施工について」 

 (茨城支店 鈴木 三雄 他) 

･「雨樋配管における改善事例」 

 (東京第二支店 藤村 浩一 他) 

優秀賞 

優秀賞を頂き誠にありがとうございます。このような賞を頂

けたのも名古屋支店の発表者以外のアドバイスがあったか

らだと思います。私たちは、事例発表会に初めて参加しまし

た。人前で喋ることが苦手な私たちにとっては、超大イベント

です。内容はもちろんのこと、審査員の方々に解りやすく「な

るほど」と思ってもらえるように悪戦苦闘しました。発表時間

オーバーしたのが残念です。今後も六興電気名古屋仕様を

マンションデベロッパーや設計事務所･ゼネコンにアピールし

「さすが六興電気！」と思われるように努力していきたいと思

います。                (名古屋支店 菱田 祐一郎) 

最優秀賞・審査員特別賞 

 今回の発表内容は、完成したばかりの岡山労災病院新棟

の施工事例を紹介しました。パワーポイントを使ったプレゼン

というのは初めての経験だったので苦労しました。しかし、3

回目の挑戦となる中山所長と協力し、最優秀賞を頂くこと

ができ、うれしく思います。これも工事中ご協力頂いた大阪

支店や北関東支店、協力会社の皆さんのお蔭だと思ってい

ます。ありがとうございました。       (中国支店 赤井 悠耶） 

昨年11月竣工の青葉山トンネル配電線路工事の施工

において、発注者である国土交通省東北地方整備局仙

台河川国道事務所長より優良工事表彰をいただきまし

た。この賞は成績が優秀で卓越した技術や創意工夫が

あり、困難な条件も克服したなどの点について、仙台河川

国道事務所管内全工事の中から選ばれたものです。 

施工場所は山形から仙台に向かう国道４８号線仙台西

道路の全長２ .２㎞の青葉山トンネルです。今回は２本ある

トンネルのうち、片側の上り車線側で老朽化したケーブル

およびケーブルトラフの更新が主な工事でした。社内ＪＶ

体制で、新潟支店より高沢さん、山田さんに来てもらい、

高沢さんにおいては現場代理人として発注者側との折

衝、施工指導等にご尽力していただきました。夜間工事

を伴う1年４カ月の間、無事故で完成し、しかも表彰まで

貰えたのは、㈱創建電気、日東通信㈱他、全ての協力業

者さまのおかげであり、なにより安全意識の高さがこの結

果に結びついたと思います。ありがとうございました。 

      (東北支店 三浦 吾郎) 

3,000万個目を受け取った實田さん 



 *** おしらせ *** 

「電業経営」10月号、11月号に掲載されます 

「電業経営」10月号、「コミュニティ・プラザ」欄に企画推

進本部 長江本部長の記事、11月号、「業界で働く女性た

ちの職場最前線」欄に設計部 緑川さんの記事が掲載さ

れます。是非ご覧ください。 

1級電気施工管理技士 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、46名が受験し、21名が合格しました。初受検者

は16名でそのうち9名が合格しました。10月の実地試験は

30名がチャレンジします。全員合格 !期待しています。 

任用測定結果 

 今年の任用測定試験は対象者47名中41名が合格しま

した。チュートリアルの実施により 3 級チャレンジ試験の常

識問題の平均点に大幅な上昇が見られました。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。  

インフルエンザ予防接種補助金制度 

 福利厚生の一環として、インフルエンザの予防接種費用

補助制度が制定されました。1人につき、1回上限2,000円

の補助金を1シーズン2回まで受けることができます。10月

中旬頃から病院での予防接種が開始されますので、これ

を機に是非ご検討ください。 

非常食を備蓄しています 

 予期せぬ災害に備え、各部署で非常食･飲料の備蓄をし

ております。一例として、管理本部ではカップラーメンを常

備しております。商品入れ替えのために社員に購入を斡旋

しているのですが好評で、社員の常用食としても活用して

おります。  

7月～9月の採用 

東京第一支店   工務主任   四戸 俊昭 

東京第二支店   工事主任   三浦 正昭 

名古屋支店   管理担当   服部 恵未 

北海道支店   工事担当   堺谷 大輔 

受注！ 

・桜上水団地建替計画 (東京第一支店) 

・オーネスト波の花 (名古屋支店) 

・城東区複合施設建設 (大阪支店) 

・山口県JAビル本館 (中国支店) 

10月～12月のスケジュール 

 

月 

 

 

経営会議 

 

 

行事等 

 

特別休暇 

10月 5日 
18～19日:新入社員半年目研修 

19日: 本社清掃･ボランティア活動 
 

11月 2日 
21日:安全協力会定期総会 

22～23日:5級新任研修 
 

12月 7日 

年末年始役員安全パトロール 

7日:部署業績表彰式 

9日:成果配分金支給式 

13日:冬季賞与支給 

27日:仕事納め 

年末休暇 

28～31日 

年始休暇 

1～5日 
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インターンシップ生、受け入れてます  

TOEICいつやるの?今でしょ!!  

昨年11月に開催した第1回から早1年。チーム対抗で

TOEICテストの点を競う「第2回R(ROKKO)-1グランプリ」を

今年も開催いたします。今年は、昨年度からの成績の延び

が順位を左右しますので、前回優勝したチームも油断は出

来ません ! !前回上位に入れなかったチームも、入賞のチャン

スです !チーム一丸となって、成績向上に励んでください。 

        (ＭＳ部 木内 久瑠美) 

今年も8月末から9月にかけてインターンシップ研修生を受

け入れ、15名の方が六興電気に来てくれました。参加してく

れた学生さんの体験談をご紹介します。 

猛暑の中、元気よく特プロ開催  

今回の営業特プロ研修は、クロス・ウェーブ府中研修所で

7月12日、13日に全国の営業マン29名が参加し開催しまし

た。前回に引き続き、ソフトブレーン・サービス㈱様より講師を

お迎えし、講義をしていただきました。今回は、5グループに

分かれ、「成果の出せる仕事の手順書」の作成を通して、商

談プロセスを理解し、利益重視の営業プロセスマネジメント

について考えました。営業はまず、どのような成果にするのか

決めてから仕事をしなければなりません。成果とは、利益の

上がる案件の受注です。成果を満たすには、どのくらいの案

件の情報収集が必要なのか逆算方式で並行して考えま

す。今回の本題は、仕事の手順書作りです。 

いつもやり慣れた仕事を細かく分解するのは、頭で理解し

ていてもなかなか表現できません。分解されたポイントの中

にこそ隠された課題があり、その課題を追究しなければ成果

は得られません。成果を得るには一発逆転ホームランはない

のです。細かい業務の積み重ね。そのプロセスを見える化

し、標準化する。しっかりプロセスを理解し、課題をクリアして

いくことで成果を得られることを確認しました。   

                       (開発営業部 佐々木 直芳) 

「支店長の同一支店での任期を最大10年」とする支店長

任用規程が制定されましたので、その趣旨を説明します。 

当社はこれから世代交代が急速に進みますので、経営幹

部･若手の育成が喫緊の経営課題です。ですから支店長の

中から次の経営層を発掘する必要があります。支店長の同

一支店での任期の上限を定めることで、ある支店で成果を

出した支店長に、さらに大きい支店を経験してもらうことがで

きるようになります。その結果多種の経験を積むことによっ

て、より支店長のマネジメント能力が磨かれることとなりま

す。また、支店長の赴任サイクルが早くなることにより、次の

支店経営層の育成も必要となりますので、その結果として

若手社員の可能性が広がることとなります。 

      (管理本部 坂本 孝行） 

支店長任用規程が制定されました  

“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。 

 「危険予知 思ったその時 小さな改善 

 やらずに後悔 大きな災害」 

     （沖縄営業所 大石 慎吾） 

 誰もが見ても重大災害につなが

る危険に対しては、その場で改善

を行うと思います。しかし、小さな

危険に対しては、「大丈夫だろう」

もしくは「後でやろう」という考えを

持ったことがあると思います。その小さな危険が原因で

重大災害につながる可能性もあると思います。その可

能性をゼロにするためにも、その場で危険を改善してい

けば、現場での災害はゼロに近づいていくと思います。  

東京電機大学 名取 敏史さん 

 この度は、インターンシップ体

験をご用意いただき、ありがと

うございました。私は約160戸

あるマンションを建築中の上

鶴間の現場に配属されまし

た。10日間の中で、部屋ごとの

照明やコンセント、スイッチの

個数確認、CADを用いた図面

作成を体験させていただきました。朝礼や安全･品質パト

ロールにも参加させていただき、その際の奈須支店長や代

理人の菅藤さんからの直々の説明はとても分かりやすかっ

たです。これらの体験から、仕事をする上での順序立てや、

コミュニケーション能力が非常に重要であることを、身をもっ

て実感することができました。学生の内に、このような貴重な

体験をさせていただき、本当にありがとうございました。 

初めての現場 

明治大学 白水 奈波さん 

 8月26日から9月6日の10日

間、インターンシップに参加さ

せていただくことができました。

マナー研修から始まり、人事

部、経理部、営業部、MS部さら

には財務諸表分析や長江社

長との座談会など、就活でた

めになることだけでなく、社会

人になっても役に立つ知識や人の在り方などを教えていた

だきました。また御社の雰囲気がとても柔らかく安心して課

題をこなしていくことができ、いざ働く時に一番重要視する

所はどこなのかということも深く考えさせていただくことがで

きました。インターンシップで教わった知識や社会人の立ち

振る舞い方、在り方を糧に、これからも努力を重ねていこうと

思います。本当にありがとうございました。  

社会人への第一歩 
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8月24日から3週に渡り、電設健保の野球大会が行われ

ました。結果は12年ぶりの二部優勝でした。1回戦は㈱千代

田組さんとの試合でした。うまく打線がつながり、毎回得点

を取り大量リードで試合が進みました。最終回に点差を縮め

られましたが、11-7で勝利しました。翌日の2回戦、㈱大谷

工業鹿沼工場さんとの試合は参加メンバーがなかなか集め

ることができない中での試合でしたが、一致団結し、10-5で

勝利しました。翌週の準々決勝、㈱弘電社さんとの試合は、

勝てば一部昇格ということもあり、チーム内に活気が出てい

たように感じました。その結果、3-0で勝利し、一部昇格が決

定しました。その翌週、準決勝の相手の山洋電気㈱上田事

業所さんが棄権したため、そのまま決勝戦の海光電業㈱さ

んとの試合になりました。２本のホームランが出るといったパ

ワーを感じさせる打撃と投手を中心にしたリズムの良い守備

で終始優勢に試合を進め、6-0で勝利しました。応援してい

ただいた方に応えられたことを嬉しく思います。来年からは

一部での試合になります。一部で勝ち上がることができるよ

うにチーム一同頑張っていきたいと思います。これからも応

援、よろしくお願いします。           (千葉支店 安部 祐策) 

祝！優勝！一部昇格決定！  お世話になりました 

小池 千年 

 1968年に入社して45年になります。

入社当時、高校の電気科を卒業した

にもかかわらず電気工事に関係する資

格が一つもなく、現場に配属されてか

ら勉強を始めたわけです。しかしながら

現場は勤務時間が不規則で休暇もま

まならず、積算部への配転を願い出て資格取得に励みまし

た。お蔭で電験三種や施工管理技士などの資格を得ること

ができました。居心地が良かったのかその後も25年間積算

部に在籍しましたが、ある日突然購買担当を命ぜられ、これ

は困ったと思いました。しかし3年間の現場と積算業務の経

験を活かし、購買担当として17年間勤務できたことは、私に

とって誠に光栄なことと感じております。社員の皆さん、代理

店、メーカー各位のご協力のお蔭で無事に職責を全うするこ

とができました。この紙面をお借りして感謝申し上げます。 

真剣勝負！？ 

Beach Party 

 沖縄営業所では、7月

4日の安全大会後の懇

親会として、ビーチパー

ティを北谷町サンセット

ビーチにて行いました。

ビーチパーティとはその

名の通りビーチで行うパーティ(バーベキュー)のことで、沖縄

ではメジャーなイベントです。当日は協力業者さん、当社社

員合わせて50名以上が集まり、夏空の下、焼肉とビールを

片手に、各現場が意気込みを発表し合ったり、ビンゴ大会で

盛り上がったり、しばし現場での緊張を忘れ、楽しいひと時を

過ごすことができました。懇親会でビーチパーティを行うのは

初めての試みでしたが、同じ現場で働く方々と結束を深め、

夏に向けて気合いを入れることができた1日でした。これか

らも沖縄の暑さに負けないぐらい「熱く」、皆で一丸となって

頑張ります! !                 (沖縄営業所 藤野 広実) 

気温も話もヒートアップ 

ミリメシとはイタリア料理をイタメシと言うように戦闘糧食の

事を言います。米軍ではＭＲＥ（Meal Ready-to-Eat：食べる

準備ができている食事）の略名で呼ばれています。ベトナム

戦争時の映画では兵士が缶詰をつついているシーンなどが

ありますが、最近は携帯性やゴミの処理を考えレトルトパック

式に姿を変えました。味についても「血なまぐさい戦場でも食

事ぐらいはおいしい物を」と研究がされおいしくなっています。 

今回、元軍属の方から頂いたＭＲＥを試食してみました。Ｍ

ＲＥのメニューは12種類あり、米軍ということもあり肉料理が

多いです。完全防水のラミネートパックで包装されています

が素手で開封できるようになっています。中身は主食、副

食、デザート、間食のフルコースが入っており、1食1,2００キロ

カロリーとボリューム満点です。さらに特徴として火を使わず

に温めることができるヒーターパックが入っています。ヒーター

パックは水を入れると手で持てなくなるほど加熱し、メイン

ディッシュのラビオリを10分程度で温めることができました。 

驚きは、粉末ジュースを作ると、見た目が青色の入浴剤の

ようですが、味はアップルジュースだったことです。 

食べてみた感想として、「結構いける」という感じです。ＭＲ

Ｅは常温保存で５年持つので非常食として代用できるもの

ですが、一般に購入できないのが残念です。ネットとかで販

売されている物もありますがあくまでもコレクター商品として

の賞味期限切れの物なので注意してください。   

 (米軍工事支援センター 根尾 賢蔵) 

美味しいもの紹介 (番外編)        

結構いけます 青色のドリンク 

食欲の秋！食べ物がお

いしい季節になりました。

私は、料理が大好きで

す。いろいろな料理を作

りますが、なかでもお好

み焼きは、大好きです。

私の母が昔お好み焼き

屋を営んでいたのがきっ

かけです。関西風や広

島風がありますが私が作るのは、菱田風(自称)です。今

回は、菱田風お好み焼きを紹介したいと思います。 

まず始めにキャベツは、みじん切りにせず千切りにしま

す。水は、ほとんど使いません。キャベツを洗った水気だけ

です。そこにマルちゃんだしの素とお好み焼き粉(少量)を

混ぜます。それを丸く厚めに焼きます。そこに天カス・豚バ

ラ・焼きそばをのせ最後に玉子！蓋を閉めて火が通るの

を待ち、仕上げにオタフクソース･マヨネーズ･青のり･鰹節

を振りかけ完成！！お好みで七味をかけても美味しいです。 

HISHIDA’Sポイント！①お好み焼き粉を３回に分け少量

づつ入れること。②キャベツとお好み焼き粉を混ぜすぎな

いこと。③焼きそばに下味にオタフクソースをつけておくこ

とです。お好み焼きは、簡単で誰でも作れる料理です。具

材を変えてチーズやお餅を入れても美味しいです。一度

試してみて下さい。 

次回は、大阪支店の近山 真珠さん。姉さんの広島風お

好み焼きは、めっちゃ美味いです。 

          (名古屋支店 菱田 祐一郎)  

リレートーク 

 

 

 

 

 

お試しあれ 

ー 訃報 －  上本 仁志さん  

元代表取締役副社長の上本仁志さん(享年79歳)が

9月27日逝去されました。上本さんは昭和32年に入社

以来、関西における事業の総元締めとして活躍され、

当社の営業基盤確立に大きな役割を果たしました。謹

んでご冥福をお祈りします。  


