
明けましておめでとうございます。今年は長い休みだったので、

家族旅行や買い物などで充実していたことと思います。また年末

年始にも現場に出ていた大勢の方に、お礼申し上げます。私は休

み中に、「ゼロ・グラビティー」を見てきました。評判の映画なので内

容は省略しますが、3Dメガネをかけるとまるで宇宙にいると錯覚す

るような、素晴らしい出来でした。まだの方はぜひ鑑賞をおすすめ

します。 

さて年末の株主総会も無事終わり、決算は利益目標を若干上

回って承認されました。これは採算の悪い工事に区切りをつけた中

での目標達成であり、数字以上の価値があったと評価しています。

更に期初の手持ち工事量は約390億円と昨年比で5.7%多く、粗

利率も2.2ポイント改善されています。自己資本比率は47%に向上

し、資本の回転率も150%と、業界平均を大きく上回っています。受

注も順調に伸びており、今期の業績には大いに期待しています。 

加速度的な人手不足 

このように良好な数字が出ていますが、加速度的に深刻になる

人手不足が気になります。従来からの職人不足による工程遅れに

加えて、最近では技術者不足で受注を断念する物件も増えてき

ました。営業マンがお客様からお声がけ頂いた仕事を断りに行く、

バブルの頃によく見られた光景が繰り返されています。誤解のない

ように付け加えますが、今の状況はバブルではありません。老朽化

したインフラ整備や産業構造の変化に伴う人口移動への対応な

ど、実需による建設業への期待が繁忙の原因で、バブル期に見ら

れた投機的な動きによるものではありません。しかし現象面では、

資材の先高感や工賃の急激な上昇など、似たような動きが見ら

れます。客先においては、案件の前倒し発注も始まっているかもし

れません。ですから今こそバブルの頃を思い出すのは有益で、中

でも重要なのが「バブルはいつか終わる」という事実です。 

バブルが終わったのは1991年～1992年ごろなので、今から20

年以上前でした。あの頃も毎日が忙しく、仕事は永遠に続くように

思えたのではないでしょうか。そんな状態が長く続くと、企業の力

はだんだんと衰えてゆきます。ここで最大の懸念は、仕事をガツガ

ツと取りにゆく営業力が弱まってしまうことです。私が六興に入った

のは1993年だったので、既にバブルは終わっていたはずですが、

現役の営業課長はまだ、「仕事を断るのも大事な仕事だ」と言って

いました。これでは他社との競合を勝ち抜けません。次には惰性、

言い換えれば、モノを考えなくなるということです。とにかく忙しいの

で、「考えるより動け」、となってしまい、最後には「考えないでいい

から動け」となってしまいます。そしてバブルが終わると、悪いことは

すべて環境のせいにされました。また私が入社して数年経った後

でも、会議で都合が悪い話には必ず、「バブルが弾けて…」という

フレーズが枕詞として使われていました。深刻な顔をしてバブル…

と唱えていると考えている気になってしまいますが、実際には何も

考えていません。そこで「バブルを禁句にしよう」、と提案しました

が、冗談としか受け取ってもらえませんでした。そして３つ目が改善

の先送りです。バブルの間は何をやってもうまくゆきます。今うまく

いっているのだから今後もこのままで、というのは人間の自然な感

覚です。しかし後で振り返ると、やっておくべき改善点が、棚晒しの

ままたくさん残っていました。今の忙しさは、いつか終わります。その

時に後悔しないよう、バブルの教訓から学んで下さい。具体的には

なんといっても、お客様を大切にすることです。もちろん、体制も取

れないのに仕事を引き受けたら、お客様に迷惑をかけてしまいま

す。そうではなくて、例えば手持ちの施工戦力を明らかにして、そ

れをどこに使ったら良いかお客様と相談しながら配分する、といっ

た工夫を通じて、六興は確実に工事を終わらせる会社だ、という信

頼を築くチャンスと考えます。惰性を防ぐには、常に考え続ける癖

をつけるしかありません。それこそ、原点ではなくゼロから考える習

慣が重要です。改善の先送りについてはどうでしょう?よく考えてみ

ると、忙しい時はリカバリーの方法もいろいろあるので、思い切った

チャレンジをするチャンスです。だから私は、外国人採用とか部材

の製造など、いろいろ試してみるつもりです。逆に、「とりあえず…」

というのは先送りのサインで、この言葉を口にするようになったら要

注意です。(2012年4月号に詳しく書いています)これから数年は、

忙しい状態が続きます。改善はしてもしなくても、それなりの業績

がでるかもしれません。しかしその間に何をしたかが、次の時代の

結果を左右すると思っています。 

2014年の新しい体制 

 第72期の株主総会をもって、京増常務と小田原常務が役員を

退任しました。京増常務とは、マレーシアの現地法人設立や36シ

リーズの開発で一緒に仕事をしました。また小田原常務には、西日

本における管理部門の要として、東西の違いについて教えていた

だきました。それぞれ10年以上の長きにわたって我が社の根幹を

担っていただいた功績に、深く感謝いたします。今回はまた、鹿久

保工事本部長が取締役専務、坂本管理本部長が取締役常務に

昇任しました。新任役員としては、文倉東京第一支店長が取締役

兼執行役、長江企画推進本部長が執行役常務、佐々木技術本

部長、金子北関東支店長、伊藤茨城支店長が執行役に、さらにエ

ンジニアリング事業部の三浦部長と斉藤横浜支店長が執行役員

に選任されました。ここで特に述べておきたいのが【執行役】です。

我が社は社外取締役によるガバナンスが義務付けられた委員会

設置会社です。そして委員会設置会社で経営上の重要な決定を

下すのが【執行役】で、一般の会社における取締役に相当します。

新しい体制で、ゼロから考えながら今年も乗り切ってゆきたいと、気

を引き締めた新年でした。 

バブルの頃を思い出そう  代表執行役社長 長江 洋一 
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新しい体制で ～新任役員挨拶～ 
更なるレベルアップを 

執行役 技術本部長 佐々木 俊二 

 建設工事の環境が変化し仕事量が一段と増えることが予想され、それに伴い管理及び労

務等の人手不足が懸念されます。激変などという言葉では追いつかず急速に社会が変わろ

うとしている中、新たな役職をいただき、現在の仕事に更なるレベルアップを追求しなければ

と強く感じております。 

 代人教育はもちろんのこと、新技術の研究開発ならびに商品化を推進し、皆さまの期待に

応えられるよう今まで以上に気を引き締め、業績が向上するよう業務に邁進する所存です。  

12月20日、第72回定時株主総会及び取締役会が開催されました。新任された役員の挨

拶をご紹介いたします。 

広い視野で 

執行役 茨城支店長 伊藤 光昭 

2020年、東京オリンピック開催が決定し、日本の社会は自民党主導で動き始めておりま

す。今後2～3年は、多岐にわたり「状況の変化」が起きてくるでしょう。このような時期に、執行

役を拝命し、その責務の重要性を痛感しております。執行役という職務は、会社全体の重要

な決定事項に責任を持つということを再認識し、茨城支店内も含め、改善及び強化を推し進

めていく所存です。 

今後は、今まで以上に広い視野で社会を見て、高いアンテナで情報を収集するよう心掛け

てゆきます。そして社会の流れに対し、強い問題意識を持ってじっくり考え、地に足をつけて行

動しよう、と考えております。よろしくお願い致します。 伝統を守りつつ 

取締役兼執行役常務 管理本部長兼グアム支店担当 坂本 孝行 

執行役常務就任にあたり、今考えていることをお伝えします。六興電気の良いところは皆さ

んもご存じの通り、本社よりも現場･支店に権限と責任を預けているところです。これは非常に

こだわってるポイントで、この経営方針が失われたときは、当社の存在意義が無くなると言っ

ても過言ではありません。一方「コンプライアンス」という建設業がどちらかというと苦手な「基

本原理」が企業に求められており、これを踏み外すと外部から会社の存続が遮断される時代

になったのも事実です。 

権限の委譲とコンプライアンスは相反することがありますので、今後は六興の良い伝統を守

りながら、外部からの目を意識した経営が必要だと考えます。それを実行するためには、新し

いことをおそれず前向きに取り組み、自分で考えて決めることができ、性別･国籍などの区別

を感じない、多様性に富んだ社員を採用･育成することが今後の私の仕事の一つかなと感じ

ています。もっと強い会社にしていきましょう。 

支店の経営モデルの構築 

取締役兼執行役 東京第一支店長 文倉 辰夫 

首都東京は、アベノミクス効果で物件が大幅に増え、そこに東京オリンピック決定で、人材

不足、資材不足、機材不足とこれに伴う工期の大幅な遅れが懸念されております。この状況

下で、東京第一支店を預かり二期目となりましたが、前期より進めてきました支店改革も軌

道に乗り、受注とのバランスが取れた、お客様の期待に応える着実な施工体制の確立が取

れつつあります。全社の経営の安定と発展のためには、基幹支店である東京第一支店の安

定経営が欠かせません。取締役として、今後はオリンピック物件を視野に入れ、首都圏の各

支店と一層の連携を取りながら、最終的には、基幹支店として10年先まで通じる全支店の経

営モデルになる支店運営を目指していく所存であります。 

活躍できるステージを 

執行役員 エンジニアリング事業部長 三浦 清志 

私も、入社して32年目になりますが、これまで自己満足のためだけに仕事に取り組んでまい

りました。そんな自己中で我儘な私なので、会社の経営側である、「役員」のお話を頂いた際

に、最初はお断りしようかとも考えました。 

しかし、部員の皆さんが、日頃、精力的かつ献身的に業務に取り組んで頂いた成果(部署業

績)が、今回の推薦につながったとうかがい、執行役員就任のお話を受けさせて頂きました。こ

れからも、このご恩に報いるためにも、部署長業務を最優先とし、皆さんが誇りを持って活躍

できるステージをご用意することに、尽力させて頂きます。ちなみに、役員の心得に、「会社の

営業時間外といえども、一日24時間勤務の精神を持って業務に精励すること」とありました。

その精神に則り精進いたしますので、ご相談、ご提案などありましたら、いつでも遠慮なくお声

掛けください。本当に、ありがとうございました。 

期待以上の働きを 

執行役員 横浜支店長 斉藤 幸也 

当支店は一人ひとりがまだまだ成長段階でありますが、同時にその伸び代が楽しみな支店

でもあります。得意先や協力業者も我々の実力を評価してというより、期待先行でお付き合

い頂いているのかもしれません。期待以上の働きとご評価頂くことがあったり、期待通りではな

かったりを繰り返しながらこれまではどうにか前者が後者を上回り、継続取引を頂いているの

でしょう。自分たちではなかなか期待に応えられているか分からないものですので、知らないう

ちに期待外れが積み重なって取り返しがつかないことがおきないよう気付く感性を養って、ご

期待頂いているうちに支店員一同実力向上に邁進し成長してまいる所存です。 

効率的稼働へ 

取締役兼執行役専務 工事本部長 鹿久保 清 

今期、仕事が増えてくる傾向にある現在、それに相反するように、人の不足(社員、電工共)

またコストの上昇(労務費、材料共)等工事を圧迫する深刻な問題が、東北より始まり、全国

的に拡大してきている今、執行役専務の役職を重く受け止めております。 

工事本部は、問題の対応を進めていく中で、第一歩として、東･西･首都圏、各本部内での

人材の効率的稼動を計画的に進めることから始めてもらい、次の段階で全社的な人材の効

率的稼動へと進めようと考えております。電工さんの問題も同じで、各支部協力会内での連

携強化、次に支部協力会間の連携強化を進めてまいります。コストについては、Ａ材、労務等

の取り決めに更なるスピードアップを実施しなければなりません。問題は山積みしております

が、第73期、職責を全うすべく、精力的に現場へ出向き、この目で問題を把握し、各支店への

支援を実施してまいります。更なるご協力のほどよろしくお願いいたします。 

個性の向上を推進 

執行役 北関東支店長 金子 隆 

首都圏の一翼を担う北関東地区は、都心と東北の間に挟まれ北関東道の開通や圏央道

の延伸に伴い広範囲での活動が可能になってきました。その中で北関東支店は施工力の確

保に追われ、また旧来のお客様の要望にこたえるべく、日々奮闘している毎日です。各自が

フル稼働状態ですが、今期のスローガンのとおり「狙いを絞って、効率を上げる」ことが必須条

件となっています。この度、執行役を拝命し職責の重さを感じています。施工力の向上が業績

に直結する状況の中で、支店員一人ひとりが持てる力を十分に発揮し、更にスキルアップを

図り、各自の個性の向上を推進していくような運営をしていきたいと考えています。支店とし

ての量と質との狭間で難しい局面ですが、支店全員が力を合わせて今期の目標達成に立ち

向かいます。また、さまざまな課題もありますが一つ一つ粘り強く取り組んでまいります。今後と

もご指導を賜りますようお願い申し上げます。 
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若者に期待しています 

理事 監査室長 小田原 守司 

 この度、12月20日の株主総会をもちまして、取締役兼執行役

常務を退任いたしました。 

 お蔭様で46年、光陰矢の如しですが、たくさんの思い出があり

ます。当社は早い時代から全国に拠点展開をしているので各地

へ訪問しました。仕事に加え、趣味の自転車では連休をやり繰

りしながら全国に足を延ばし、日本列島、短くも長い道のりとな

り…仕事と合わせると47都道府県すべての地を歩くことができました。行く先々での協力業

者の皆さまと歓談できたことも振り返ると、今でも感謝の念に絶えません。 

20代の本社勤務時代、仕事はもともと事務系で内勤が主でしたが、先輩の現場代理人の

方々に可愛がってもらい、現場の苦労を知れ!と言われて、休日を返上しながら施工の応援

に呼ばれ、徹夜でボウリング場の幹線ケーブル敷設の作業で汗を流したり、追加見積りの応

援も一週間つきあわされたりで、仕事を終えたあと、現場事務所で遅くまで酒を飲み交わし

ながら、世間話しもたっぷり、充実した毎日だったことを思い起こします。 

新橋のMビルの現場では、仮設電気の保守を一人で夜間作業したことも思い出。今頃の

時代ではできない貴重な体験でした。 

今後も全国に拠点展開して活躍している若い後輩たちの背中を押して応援します。可能性

100%の若者には大いに期待をしております。 

六興電気のゆく年くる年 
本社のゆく年 

12月27日、芝パークホテルで2013年納会が行われました。おいしい食事やお酒を楽しみ、

歓談に花を咲かせつつ、昨年の納会と同様に、有志の方々による出し物大会を行いました。

出し物は5組の参加者がカラオケやダンスを披露してくださいました。トップバッターの東京第

二支店の奈須支店長は、ギターの弾き語りを披露され、会場からは大歓声があがりました。六

進会の金澤電興㈱の金澤会長や六友会の小髙さんはカラオケを披露してくださり、会場が

美声に包まれました。また、華やかな衣装に身をまとった女性社員によるキューティーハニー

のダンスは、一番の盛り上がりを見せました。大トリは長江社長自らカラオケを2曲披露されま

した。納会の最後には恒例の抽選会を行いました。大いに盛り上がった2013年の納会も、参

加者の皆さまに楽しんでいただけたのではないでしょうか。            （経理部 斉藤 大樹） 

 

MS部 岡田 珠代さんのゆく年くる年 

私にとってお正月は一年で最大のイベントです。元旦はニューイヤー駅伝、2日と3日は箱根

駅伝を観戦するのが、恒例行事となっています。学生時代、陸上部でマネージャーをしていた

ので、往路は箱根のゴールまで、復路も箱根湯本の山の中から応援し、大手町のゴールで母

校の校歌を歌い、先輩や後輩に会って、ようやく一年が始ります。走り終わった選手から、「タイ

ム差聞こえました!」とか、「声、聞こえましたよ」と言われるので卒業してだいぶ経った今も、応

援がやめられずにいます。ちなみに、応援の声が届くのは早い時間や、山の中を走る選手だけ

で、復路の後半区間を走った選手などは大歓声の中を走るため、走り終わって数時間は耳

がハウリングして聞こえにくいそうです。大勢の

応援の中を走れる選手は幸せだなと毎年思

います。特に今年は90回記念大会で、世の中

が平和でスポーツが行える環境に感謝をしな

ければいけないと改めて感じました。100回、

200回と続いていくことを新春のお願いにし、

今年も選手からパワーをもらったので一年頑

張りたいと思います。 
毎年応援してます ！ 

第72期の決算は以下のとおりとなりました。 

皆の頑張りにより前号で記載した数値より利益が増えております。 

第72期決算報告 

自 2012年10月1日 

至 2013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） （23,089,026）  （負債の部） （12,067,026） 

流動資産 18,451,330 流動負債 10,816,971 

  現金預金 6,235,653   支払手形 483,236 

  受取手形 3,181,179   未払金等 8,303,631 

  完成工事未収入金 8,156,179   未成工事受入金 1,167,717 

    有価証券 49,047   その他 117,779 

  未成工事支出金 160,793   賞与引当金 388,607 

  繰延税金資産 318,110    工事損失引当金 356,000 

  その他 354,366 固定負債 1,250,054 

  貸倒引当金 ▲4,000   退職給付引当金 1,065,566 

固定資産 4,637,695   その他引当金 184,488 

 有形固定資産 558,574   

  建物・構築物 341,997  （純資産の部） (11,021,999) 

  機械・運搬具等 66,197 株主資本 10,930,017 

  土地 150,380  資本金 500,000 

 無形固定資産 3,146  資本剰余金 160,680 

  電話加入権 3,146  利益剰余金 10,269,388 

 投資その他の資産 4,075,970   利益準備金 125,000 

  投資有価証券 2,141,718   その他利益剰余金  

  長期貸付金 777,000    別途積立金 9,677,648 

  繰延税金資産 394,446    繰越利益剰余金 466,740 

  その他 782,596  自己株式 ▲52 

  貸倒引当金 ▲19,790 評価・換算差額等 91,982 

資産合計 23,089,026 負債・純資産合計 23,089,026 

貸借対照表 2013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 金額 

売上高  35,385,674 

 完成工事高 35,029,692  

 兼業事業売上高 355,982  

売上原価  32,455,971 

 完成工事原価 32,205,678  

 兼業事業売上原価 250,293  

 売上総利益  2,929,703 

販売費及び一般管理費  2,220,850 

営業利益  708,852 

営業外収益  166,642 

営業外費用  15,186 

経常利益  860,308 

特別利益  43,465 

特別損失  6,530 

税引前当期純利益  897,243 

法人税、住民税及び事業税 309,156  

法人税等調整額 148,306  

法人税等合計  457,462 

当期純利益  439,780 

人事部付 石川 久美さんのゆく年くる年 

年末は、卒業15周年を記念して初の中学校全クラス同窓会があり、実家がある岩手県八

幡平市へ帰省しました。クラスの盛り上げ役が集まって余興をしたり、当時力を入れていた合

唱をしたりと、地元を離れてしまった私にとって、友人に会うのも先生に会うのも久しぶりで、懐

かしく楽しい時間を過ごしました。 

毎年年越しは、スキー場でカウントダウン花火を見て新年を迎えていましたが、今年は長女

が生まれたばかりなので、朝目覚めて新年を迎えました。雪がいつもより多く降ったからか辺

り一面銀世界。朝から夫にも手伝ってもらい、実家の雪かきついでに雪だるまを作りました。私

が小学生くらいのときは、よく兄弟で、とても寒

いけど外で雪遊びをしていたのを思い出しまし

た。早く娘とスキーをしたり、かまくらを作ったり

と雪国ならではの体験をして遊びたいです。 

また一年、皆さまにとって素敵な年になりま

すように ! ( そして今年こそは、大掃除が年内に

できますように)      
初めての雪遊び 

北海道支店のくる年 

新年明けましておめでとうございます。北海道支店の新年の恒例行事をご紹介させていた

だきます。新年は初出勤の日に、成田山札幌別院新栄寺にて安全祈願をしております。こち

らの本堂は、当支店で施工しまして、竣工が平成16年となっており、今年で10年お世話に

なっております。安全祈願の後には、皆さんおみくじを引いて一年を占っています。(私も今年こ

そは大吉を ! と思うのですがなかなか思うようにはいきません…) 

 昨年、東京出向から1名戻りまして、今年の

新年は北海道支店全員で迎えることができ、

喜ばしく思うと同時に、支店員一同今年は無

事故･無災害･商売繁昌という気持ちも新たに

目標に向かって邁進したいと思っております。

本年もご指導･ご鞭撻の程よろしくお願いいた

します。               (北海道支店 木浪 早苗) 
支店メンバー全員集合 



各地の竣工物件 

( 4 ) 

学校法人湘南学院校舎移転計画 

当物件は、JR横須賀線北久里浜駅から徒歩10分の場所に位置し、日産久里浜工場跡地

に移転･新築された私立高等学校です。湘南学院高校は運動部が盛んであり、特に女子

サッカー部は全国レベルの強豪校で、なでしこジャパンにも数名輩出しています。当支店とし

ては、2004年に竣工総面積約6万㎡の総合グランド整備工事に先行工事として携わってお

り、待ちに待った新校舎移転･新築工事となりました。 

当現場は着工からとても忙しかった記憶があります。現入すると次週から地中梁が始まる

工程となっており、諸先輩方から昔の笑い話として聞いた話を、現実に自分が経験することに

なりました。今振り返れば笑い話ですが、その当時は、入社してからかなり上位に食い込む必

死度だったと思います。そしてスリーブ検討の最中に空調がEHPからGHPに変更となり、受変

電･幹線･動力の変更見積、変更図面とすべきことが満載でした。GHPへの変更でかなりの減

額となりましたが、当支店の歴代工事部長が常々言っておられる、施工改善とは「やめる･変

える･複合する･分解する」の「複合する」を実践し、2つあった変電を1つに集約することに成功

し、粗利の改善を行うことができました。そしてこの現場で1番困難を極めたのが、総合図の

打合せでした。高校側に取りまとめる人がおらず、実に15科の教員と直接打合せを行うという

流れでした。クラスルームは比較的早い段階で固まりましたが、特別教室関係は承認までに

半年もの時間を費やしました。多いときには週の半分は旧校舎での打合せや既存備品の調

査を行い、不整合の部分をクリアにしていき、各科の希望する教室へと仕上げていきました。

じっくりと時間をかけた甲斐があって、引渡し後のクレーム等は一切なく完了することができま

した。これには本当にホッとしています。 

最後になりますが、無事竣工できたのは協力業者の方々、津田君、谷森君の頑張りや協力

あってのお蔭だと思っています。本当にありがとうございました。 （横浜支店 髙橋 和）  

契約先 ㈱フジタ  

設計 ㈱フジタ  

監理 ㈱小川建築事務所 

工期 2012年3月～2013年8月  

施工場所 神奈川県横須賀市佐原2丁目  

建築概要 延床面積 15,889㎡ 

 クラスルーム棟･特別棟他 

施工部署 横浜支店  

協力業者 ㈱新栄電設工業･㈱テクノ電工  

MarkS city 大橋新築工事  

当物件は、福岡市の南部に位置し、博多駅から10ｋｍ圏、西鉄大橋駅から徒歩10分という 

立地条件の良い、戸建てとマンションが立ち並ぶ住宅地に建設され、マンションのそばには那

珂川が流れる清閑なマンションとして建設されました。九州では数多くのマンション事業を

行っているJRと西鉄のJVということで、お客様の反応はとても良く、躯体打ち上がりには全て

完売となりました。物件の特徴として、まず1号棟～5号棟に分かれており、1階共用廊下以外

は繋がっていないので、マンション5物件をやっているようなもので、電工も各棟＋外構で計6

班の構成で行いました。 

特に注意した点は、施工のフローチャート及び使用材料、施工品質の統一です。おおかた

知り合い同士の電工及びマンション工事に慣れている方々が多かったのが良かったのです

が、なかには当社の工事が初めての方もいらっしゃったので、先行ルームにて作業員全員に

て熟知していただき、おおむね施工品質を守ることができました。次の特徴として、共用部全

般で照明に関しては有名デザイナーによるこってりとした照明プランが追加要素として、盛り

込まれていました。1つの照明器具に対して、光の出し方、スポット・庭園灯の位置・高さに至

るまで、事細かく決められていましたので、竣工検査時には心配要素が多かったのですが、

特に問題もなく、追加予算通り終えることができました。 

最後にゼネコンの皆さまをはじめ、協力業者のご協力のお蔭により、喜んでいただける施工

ができたことをうれしく思います。関係者の皆さまお疲れさまでした。 (九州支店 橋本 進一) 

契約先 ㈱銭高組  

設計監理 ㈱醇建築まちづくり研究所  

工期 2012年1月～2013年7月  

施工場所 福岡県福岡市  

建築概要 延床面積 24,309㎡  

 218戸 ＲＣ造14階建（一部） 

施工部署 九州支店  

協力業者 親栄電業㈱  

SDG5盛岡南店 

盛岡市の盛南開発地域として整備された地区に建設されたこの建物は、㈱アルペンが全

国に展開するスポーツ用品全般を取り扱うスポーツデポとゴルフ用品を専門に取り扱うゴル

フ5が合わさった複合店舗です。 

最初の打合せで、アルペンの担当者様より「ウチの店舗は電気屋さんが主役だから」と言わ

れた通り、天井伏図にはレースウェイ・ケーブルラックなど電気の機器が所狭しと並んでいま

した。工事期間も4月･5月の2カ月でしたので、図面を作成した時には施工できるのか不安で

した。 

この建物の特徴でもある屋上には、巨大な看板があります。この看板を照らす照明器具の

取り付けと角度調整に大変苦労しました。特に角度調整は1面12台を4面、計48台を1台ず

つ行い、ちょっとした角度の違いで見え方が変わってしまうため、夜な夜な何度も調整を行い

ました。ゴルフ5には試打席3打席を設置し、最新鋭デジタルカメラ3カメ測定器が設置されて

います。当社のゴルフ好きの方は是非ご来店を ! 

ほとんどが高所作業で突貫工事だったにも関わらず、無事に事故･怪我もなく竣工を迎えら

れたのも、協力業者の㈱創建電気の皆さまをはじめ、この現場に関わった皆さまのお蔭だと

思います。この場を借りてお礼致します。ありがとうございました。 (東北支店 三浦 貴裕) 

契約先 日本建設㈱  

設計監理 ㈱ INA新建築研究所  

工期 2013年2月～2013年6月 

施工場所 岩手県盛岡市 

建築概要 延床面積 5,309㎡ 

 S造 地上1階 

施工部署 東北支店 

協力業者 ㈱創建電気 

当物件は、佐倉市の「ユ－カリが丘」というネ－ミングもよく、成田空港にもほど近く、かつ都

心に出るにも時間帯によっては電車1本で行ける通勤圏内の発展中の新興住宅エリアで、京

成ユ－カリが丘駅から雨に濡れずに通勤できます。当支店もこのユ－カリが丘地区は、25年以

上前から工事に携わっており、以来、事業主である山万㈱様より特命で工事の依頼を頂いて

いまして「千年優都 ユ－カリが丘」の街づくりに協力させてもらっています。 

当現場の特徴としまして、現状超高層タワ－が5件目となりましたが、今回は初めて免震構

造となっています。この免震層が1階共用部と2階住宅部の中間層にあり、地下工事がなく通

常の基礎工事で工期の短縮化も図っています。施工はゼネコンの現場所長、副所長様の柔

軟なる考えと多大なご理解とご協力がありまして、

内装工事のサイクル工程も当社の意見を取り入れ

ていただき、スム－ズな工程が組め施工することが

できました。施工に関しての1番のポイントは、高層

につき搬入荷揚げ作業及び計画に尽きます。何度

も打合せや計画見直しを行いましたが、自社だけの

工程では計画通りいかず、途中何度も何度も計画

変更し、なんとかやった感で満足はいきませんでし

た。結局、電工さんや他業者との譲り合いや協力が

あってなんとかなったかな?といったところでした。こ

の現場で得たノウハウを協力会社と次現場で流用

活用して、もっともっと新工法や施工方法を見直し

ていきたいと思っています。施工途中、さまざまな方

や関係者の方からのご協力、アドバイスがあり大変

助かりました。感謝申し上げます。  

                     (千葉支店 田中 千春) 

ユ－カリが丘 スカイプラザ･ミライアタワ－ 

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 2012年4月～2013年10月 

施工場所 千葉県佐倉市ユ－カリが丘 

建築概要 延床面積 52,028㎡ 

 411戸 RC造 31階  

施工部署 千葉支店 

協力業者 ㈲明成電気･㈲共栄電設 

 ㈱ＮＶＴ･㈲イシデン工業 



創意工夫努力賞一覧 

金賞 

東京第一支店 荒河 実己 他計4名 美竹ビルマンション建替新築工事 

横浜支店 久保田 修 他計4名 厚木物流センター新築工事 

横浜支店 髙橋 和 他計3名 学校法人湘南学院校舎移転計画 

東北支店 三浦 貴裕 他計3名 SDG5盛岡南店新築工事 

東北支店 丹野 一也 他計5名 青葉山トンネル配電線路工事 

静岡支店 星 真人  特別養護老人ホームいこい新築工事 

静岡支店 更谷 孝  JT東海喫煙環境整備(Ⅱ期) 他5件 

静岡支店 吉田 豊  ヤマハ発動機㈱9号館 他12件 

九州支店 萩原 賢一  針尾地区タウンハウス改修工事 

九州支店 波多野 貫司 他計3名 米軍家族住宅PHASE7改修工事 

銀賞 

東京第一支店 草薙 宏和 他計2名 津田沼区画整理31街区プロジェクト 

東京第一支店 秋本 隆司 他計3名 初富保健病院改修･修繕工事 

東京第二支店 細野 貴史 他計2名 葛飾区青戸7丁目プロジェクト新築工事 

北関東支店 田中 卓見 他計3名 小山市城山町三丁目第一地区市街地再

開発事業 

北関東支店 森定 祐二 他計2名 埼玉成恵会病院増改築工事 

横浜支店 川畑 貴之  REPLACE FAN COIL UNITS WITH PIP-

ING BLDG.4807 

横浜支店 相澤 一真 他計4名 SAKURA TOWER BLDG.3802 

静岡支店 朝倉 繁幸 他計2名 国産電機㈱調達棟新築電気設備工事 

静岡支店 鍋田 廣美 他計2名 富士(23)構内外線整備工事 

大阪支店 合田 秀信  八尾北本町2丁目計画 

中国支店 空山 和弘  岩国飛行場(21)訓練施設(948)新設工事 

銅賞 

東京第一支店 高橋 智則 他計2名 さいたま市南区南浦和3丁目計画 

東京第二支店 藤谷 正央  港南区大久保2丁目計画新築工事(設備) 

東京第二支店 土屋 英明 他計2名 矢向1丁目新築工事 

東京第二支店 松廣 徹 他計2名 金沢区富岡東計画新築工事 

大阪支店 滝内 健太郎  吹田清水計画新築電気設備工事 

大阪支店 林 学 他計2名 インテリジェントシステムズ本社移転PJ 

大阪支店 廣田 孝信  ㈱メタルカラー三和工場新築工事 

大阪支店 木元 正樹 他計2名 JR高槻駅北東地区再開発事業複合棟A 

九州支店 橋本 進一 他計3名 MarkS city大橋新築工事 

本部長賞 

技術本部 川上 貴司 他計4名 36バインド及びビスタイ出荷個数 

ENG事業部 今井 真一 他計6名 携帯電話ネットワーク構築関連、 

   企画管理業務 他 

大阪支店 辻井 一晃  リバーガーデン伊丹高台新築工事 

   平野加美正覚寺計画新築電気設備工事 

大阪支店 山下 隆之  イーグルコート御池高瀬川新築工事 

   三条油小路マンション新築工事 

大阪支店 中嶋 純平  デュオ正雀新築工事 

   茨田大宮２丁目計画新築工事 

部署長賞 

東京第二支店 山本 隆夫  つくばみらい市みらい平共同住宅(設備) 

千葉支店 小林 誠  ND校舎建設工事(道灌山学園2号館) 

新潟支店 樋口 隆  関越トンネル照明交換工事 

最優秀部門賞   九州支店 

優秀部門賞 

・受注業績 (達成率) ・受注総粗利業績 (達成率) 

1位  横浜支店 (132.0％)  1位 大阪支店 (186.1％) 

2位  大阪支店 (129.2％)  2位 東京第二支店 (150.6％) 

3位  東京第二支店 (123.3％)  3位 横浜支店 (142.6％) 

・施工業績    ・施工総粗利業績   

1位 東京第二支店 (111.1％)  1位 ENG事業部 (147.8％) 

2位  新潟支店 (108.2％)  2位 横浜支店 (144.0％) 

3位  千葉支店 (107.1％)  3位 九州支店 (135.5％) 

部署業績表彰 
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最優秀部門賞 ～九州支店～ 

 最優秀部門賞を受賞でき、大変うれしく思い

ます。私が支店長になった時分は、「どうして他

の支店は、あのような利益が出せるのだろうか」

と思ったものでした。そして今回、九州支店がこ

の賞を受賞できたのですが、その要因は米軍

工事とマンション工事によるものです。 

 米軍工事は当初、何の実績も技術もありませ

んでしたが、営業、積算、工事、それに米軍資

材管理を行っている管理室まで九州支店の全

員が、初めてすること、分からないこと、失敗したことなど、ひとつずつ解決し、その実力を蓄え

てきたことで客先からの信用を得られたことが大きいと思います。 

 また、マンション工事においても、九州においては全国デベや大型の工事に関してはゼネコン

より声がかかります。これも当社のマンション工事に関しての実力の高さが評価されているも

のだと思います。そうした意味で、技術力というものがいかに大切かを感じます。 

 九州支店はこれからもその技術力のさらなる積み重ねをやっていきます。それにより、今後も

少しでも会社に貢献できるように頑張っていきたいと考えています。 (九州支店 芹川 健彦) 

本部長賞 ENG事業部 今井 真一 他計6名  

「携帯電話ネットワーク構築関連、企画管理業務 他」 

 「エンジニアリング事業部ってどんなことをやってるの?」私が

本社勤務をしている時期に他部署の方から、幾度となくそう

聞かれました。そこで、この度本部長賞を受賞することとなっ

た業務内容の概要を紹介します。 

･「企画営業」 携帯電話基地局(以下基地局)建設プロジェク

トの計画段階で、携帯通信事業者への価格提案や技術提案

等の取り纏めを行っています。 

･「情報セキュリティ管理」 基地局建設に関わるさまざまな機密情報(書類、図面等)の漏洩

事故を防止するため、ガイドラインの策定や情報セキュリティの管理等を行っています。 

･「ネットワークセンター改変の監理」 通信ネットワークを安定的に運用するため、全国のネット

ワークセンターに設置されている情報設備のメンテナンス等を行っています。携帯電話設備

の心臓部での重要な業務です。 

･「ドキュメント類精査」 協力会社の作成する、設計図や竣工図書など、ドキュメント類の精査

を行っています。 

･「サプライ担当」 建設する基地局に合わせた無線機や、工事会社へ支給する材料の調達

を行っています。また物品不足の際には、代用品が問題無く使用できるかの確認、調整など

も行います。 

 以上さまざまな立場で、各メンバーが業務に目的意識を持って真摯に取り組んできたこと

が顧客からの信頼に繋がり、本部長賞を受賞することができたのでは、と思っております。今

後も部署のスローガンである「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」

を実践し、更なる部署業績の向上に繋げるべく努力してまいります。 

創意工夫努力賞 

金賞 静岡支店 星 真人  

「特別養護老人ホームいこい新築工事」 

 今回の現場は、設計を六興電気で行ったという経緯と、アッ

プルズ総合計画さんと関わり深い設計事務所ということで、失

敗することはできないプレッシャーの中での工事でした。また、

乗込み後すぐの地中障害問題による工事の中断、工期延長

の要望よりも2カ月短い竣工スケジュールでの施工とかなり無

理のある中での工事でした。苦労したことは、山の中の現場な

のに駐車場がないため職人さんの送り迎えを1.2㎞ほど下った

駐車場まで行ったこと、分電盤の手配完了後エアコンの送電方式が変更となり分電盤を新

設せざるを得なかったこと、上水がきていないために手洗いうがいが一切できなかったことな

どです。 

 工夫した点としては、「各階のユニット分電盤の幹線をブランチタイプへ変更」・「各部屋の

配線にユニットケーブルの採用」・「配管材の変更及びケーブルラック中止」・「外構埋設配

管のルート変更による電気の単独掘削工事の削減」・「屋上QB配置の変更によるラック及び

配管工事の削減」です。 

 早い段階でゼネコン、設計事務所と打合せたことにより今回の創意工夫努力賞受賞に繋

がったと思います。そして、一人でこの結果を残せたのではなく、この現場の施工検討会にて

いろいろ知恵を絞ってくれた支店員の方々に感謝しております。   
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特別賞受賞！ 

11月19日、抜けるような秋の青空のもと、熱気が渦巻く東

京武道館にて、第46回電気工事士技能競技大会が行われ

ました。大会当日、早朝から作業機材搬入車が入口にひし

めき、会場内へと運ぶ姿を目の当たりにし、大会の盛り上が

りをひしひしと感じました。今回はいつもの年より1カ月遅い

開催となりました。開始のホイッスルと同時に競技各選手は

自分なりの進め方で作業を始め、2時間を経過したところ

で、早くも終了選手が現れ拍手が起こり、このころから多くの

選手は佳境に入り追い込みが始まりました。 

当社の代表選手である武笠君は今までの最短時間(2時

間40分)で終了しました。出来栄え･自信の程を聞きながら、

昼食のお弁当を食べ、審査が自分の作品になると目を逸ら

す場面もあり、終わった安堵感と結果発表までの不安感が

入り混じっている様子でした。結果については、技能賞で7位

に入賞し、特別賞一般社団法人東京都電設協会会長賞を

受賞することがでました。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。         (技術本部 大竹 健氏) 

やったー! 

早期育成プログラム ～半年を終えて～ 

第72期よりスタートした新入社員早期育成プログラムによ

り、2013年度新入社員を対象とした半年目研修を10月に

行いました。 

このプログラムでは年次ごとに目標設定されており、この

研修では1年目に設定している「現場を知る」･「流れを覚え

る」が、どこまで理解できているかを知ることを目的とし、内

容は主に、作業手順書の作成と電材･工具の名称をクイズ

形式で当てる問題を出題しました。作業手順書を作成した

ことがなく、最初は戸惑いもあったようですが、実務経験を

活かし時間内にまとめることができていました。また、電材･

工具の名称も理解度が高く、全問正解でした。やはり、実務

経験を通して作業のイメージができていることが、よい結果

となっているように感じました。 

この育成プログラムはまだ始まったばかりですが、みんな

が4年目で「現場代理人」になれるよう、早期育成プロジェク

トメンバーも全力で取り組んでいます。新入社員のみなさん

も、個々のレベルアップ(日々の勉強)をするように努めてくだ

さい。今後も成長を楽しみにしています。頑張ってください。 

 (東京第一支店 進藤 浩永) 

移転しました 

大阪支店はおかげさまで11月18日より大きなトラブルも

なく新事務所に移転しております。業務開始の18日の朝に

大阪天満宮の宮司さんに来ていただき清祓を執り行いまし

た。安全祈願･起工式での神事は経験しておりましたが、切

麻(きりぬさ 紙吹雪状のもの)を事務所の四隅に撒かれてお

祓いをしていただくなど違ったことがあり改めて身の引きしま

る思いをしました。11月1日より事務所内の間仕切工事･什

器備品搬入･電話ＬＡＮ工事を行いましたので毎日新事務

所の様子を確認する日々が続きましたが、16日で引越と電

話の切替えを予定通りすることができました。移転プロジェ

クトを春から立ち上げ無事に移転することができ、これも関

係者の協力の賜だと思っております。 

これからまた新しい大阪支店の歴史を支店員一同で作っ

ていきますので、皆さまのご支援をお願い申し上げます。近く

にお越しの際は是非ともお立ち寄り下さい。 

新住所：〒530-0044 

 大阪府大阪市北区東天満2丁目9番1号 
            若杉センタービル本館６階 

 (大阪支店 東出 博美) 

安全祈願･起工式にて 

米軍工事品質確保のために 

 10月22日から24日の

3日間、佐世保米国海

軍基地内でCQM認定

講習会が行われ、全国

から25名、当社からは5

名が参加し修了証をい

ただきました。 

 CQM(Construction 

Quality Management)とは、米軍工事の品質管理を軍と協

力して行う育成制度です。従来、軍は契約上の権利で手直

しを行い品質確保してきましたが、これでは狙った品質が確

保できないばかりかコストも大幅に増え、誰も喜べない結果

でした。CQMは工事が契約図面･仕様に従い期日通りに、定

められた予算と安全な作業で進行させることが主旨です。 

みっちり3日間、講師の声がかれるくらいの熱の入った講義

で、我々受講者側も必死でした。また、最終日にはテストが

あり、例年1割ほど落ちるとの噂。テキストを見てよい等救済

策も無くガチだったからです。久しぶりの緊張でしたが無事

全員合格。これで私はCQMとSSHO(安全)の資格を取ること

ができました。契約社会の工事に日本人の繊細さを加えて

品質と安全を武器にすれば必ず信用と対価の結果は出る

と信じ米軍工事をもっと盛り上げていきたいと思います。 

         (東京第一支店 高山 勝也) 

ろっこうニュース 

見事、全員合格! 

力を全て出し切りました！ 

 7月22日から約4カ月、最

初は配管加工を重点的に

練習し、徐々に盤結線やＰＦ

配管、Fケーブル配線等課

題全般の作業に推移してい

きました。9月からは通しの

訓練となり、時間計測も始

まりました。初めは多くの時

間がかかりましたが、慣れて

くると時間短縮が目標とな

りました。しかしながら、1週

間前からは緊張のため記録に波が出てしまいました。 

大会前日は不安からか気持ちが落ち着きませんでした

が、当日は時間が迫ってくると集中力を高めることができ、

訓練時の記録を5分ほど上回って作業を終えることができ

ました。終わってからも終始落ち着きませんでしたが、他の

選手の作品を見て、「これならいけるかもしれない」と思える

ようになりました。 

結果発表が始まり、審査員から講評に引き続き受賞発表

がありました。緊張をしながら技能賞の発表に耳を傾ける

と、自分のゼッケン番号と名前が読み上げられ、内心「やっ

たー!」と叫びそうになりました。次に特別賞の表彰があり、自

分が東京都電設協会会長賞を受賞することができました。

これも、力をすべて出し切った結果であったと思います。 

大会を終え、日々の練習は決して裏切らないことを実感し

ました。練習をしていて苛立ちや面倒くさいと思ったこともあ

りましたが、本番では練習の成果がきちんと出ました。来年

度にこの大会に出場する人には一日一日の積み重ねを大

事にして頑張ってほしいと思います。 

                     （人事部付 武笠 健太） 

真剣な面持ちで 

今年は「かんがり」 

今年本社は、毎年恒例のゴミ拾いに加え、「かんがり」とい

うボランティア活動を行いました。「かんがり」は港区が主催

しており、一人暮らしの高齢者の方に年賀状を送る活動で

す。当日は、少し肌寒く今にも雨の降りそうな、空模様の中、

ゴミ拾いからスタートしました。本社周辺はオフィス街です

が、東京タワーも近く観光客の方もいるので、ゴミ拾いをしな

がら、道を尋ねられることも多く、道案内のボランティアも同

時に行いながら、あっという間に、持っていた袋がゴミでいっ

ぱいになりました。 

本社に戻ると、おにぎりを食べてパワーを回復し、次はかん

がり ！思い思いの年賀状を大人も子供も作成しました。普

段、パソコンなどで印刷をすることが多くなった年賀状も、ペ

ンやシールで飾り、オリジナリティ溢れる素敵な年賀状がで

きると、みんな大はしゃぎでした。我が家の子供たちは、「お

じいちゃんおばあちゃんが喜んでくれるね！」と満面の笑みを

浮かべていました。帰りは、空模様とは反対に、達成感いっぱ

いの楽しい気持ちで帰

宅しました。これからは、

本社のボランティアに

参加するだけでなく、地

域の活動にも親子そ

ろって参加しようと思い

ます。 

  （MS部 高取 千穂) 

町をきれいに 

気持ちを込めて 



 *** おしらせ *** 

「車両及び運転管理規則」改訂しました 

 10月1日より「車両及び運転管理規則」が一部改訂され

ました。内容につきましては、個人所有車を使用する際は、

任意保険の使用目的を業務目的として加入及び変更す

ることです。理由としては使用目的がレジャーの場合、勤務

中の事故では保険金が出ないためです。個人所有の車両

を使用する社員は、ご協力の程よろしくお願いいたします。

また、業務中に運転する社員の方々は安全運転を心掛け

ましょう。 

支店長の年齢上限を62歳にしました 

 マネジメント層の育成が当社の経営課題の一つであるこ

とは、以前からお話ししていますが、このたび支店長の年齢

上限を現在の60歳から62歳に延長しました。 

 これは前回の支店長の同一支店での最大任用年数を

10年に設定したことに続く施策で、働き盛りの支店長にもっ

と頑張ってもらいたいのと、次の支店長の育成期間を延ば

すのが目的です。あくまでも上限なので定年とは意味合い

が違いますが、いくつかの制度を複合して運用することによ

り、マネジメント層の育成をより図りたいと考えます。これに

伴い、執行役･執行役員の年齢上限も62歳にしました。 

10月～12月の採用 

東京第二支店 品質管理担当部長  山岸 一雄 

ENG事業部 エンジニア  柳沢 信広 

東京第二支店 工事係   倉知 良嗣 

東京第一支店 工務主任   堤 克明 

受注！ 

・西新宿五丁目中央区北地区再開発 (東京第一支店) 

・神戸市中央区元町通６丁目計画 (神戸支店) 

・クリオ新杉田駅前計画 (横浜支店) 

・昭和区高峯町計画 (名古屋支店) 

1月～3月のスケジュール 

月 経営会議 行事等 特別休暇 

1月 11日 6日:仕事始め  

2月 1日   

3月 1日 
中間決算期 

25日～4月2日:新入社員研修 
 

Hafa Adai ! –9ｔｈ 

 今回はグアムで毎年開催されている「日本人会秋祭り」を紹介した

いと思います。毎年11月頃に開催されるこのお祭りは、在住邦人で運

営されているグアム日本人会の主催で行われます。昼夜かけて開催

され、飲食の販売･日本のおもちゃの販売･金魚すくいや輪投げ等の遊

びブース、そして盆踊り、神輿も登場します。グアムの在留日本人は4

千人ほどですが、地元ローカルのチャモロ人やフィリピン人、さまざまな

国の観光客も来場し、毎年の来場者は３万人にもなりグアム最大のイ

ベントとも言われています。(ちなみにグアムの人口は16万人ほどで

す。)六興電気は法人会員としてこの祭りに参加。ドリンクブースを担当し汗を流しました。特に白人を中心に日本酒

が飛ぶように売れ、夜の時間帯は大忙しとなりました。日本人会秋祭りはグアム内でも有名で、翌日の地元紙でも

大きく取り上げられました。その記事の中で日本人学校の子供達による子供神輿の大きな写真が載っていたので

すが、なんとその写真の中心にはK支店長のご息女の姿が！思わぬ記念になりました。日本の文化を地元の人た

ちに知ってもらう素晴らしいお祭りです。グアム旅行とタイミングが合えば訪れてみてください。        Ｂｙ Masa 

わっしょい！ 
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大番狂わせ！  

参加者の皆さま、第2回R-1グランプリお疲れ様でした。去

年の第1回では、他を寄せ付けず断トツの最下位…。今年も

最後まで三沢チームが残り、まさかの1位か？やっぱり最下位

か？と去年と同じ展開となり諦めかけていました。 

しかし、さすがは三沢チーム! !まさかの番狂わせで見事、優

勝致しました ! !今回の順位は第1回のスコアからの伸び率に

よる順位でしたので、他の基地に比べれば有利な条件でし

た。しかしR -1グランプリの本来の開催目的としては英語力

向上です。その成果が1番出たチームということで大変嬉し

く思います。 

元々、英語拒絶反応を示す人が多い三沢チームですが

米軍工事という特殊な仕事上、普段の仕事でも英語を見な

い日はあり得ない環境ですので、これからも苦手意識を克

服しながら英語力を向上していきたいと思います。 

さて、第3回目はどの基地が王者に輝くのか…？ Let's do 

our best again next time. (東北支店 佐々木 大樹) 

〈R-1グランプリ結果〉  

  優勝  Miss Veedo l    東北支店 

   2位  PACIFIC 5 グアム支店･本社 

   2位  南関東ラインの結束 東京第一･横浜支店 

〈MVP〉 

   Team Okinawa＆Sasebo   奥山 正純 

 PACIFIC 5   村田 惠美 

 What a comeback !        小野 圭輔 

 PACIFIC 5        木村 宏太郎 

 Miss Veedo l          佐々木 大樹 

スタッフ系社員、育成してます 

9月20、21日に逗子の I PC生産性国際交流センターにて

スタッフ系研修が開催されました。この研修は2年前までス

タッフ系責任者研修として開催しておりましたが、昨年より

次世代のスタッフ系社員の育成を目的として開催され、今

回で2回目になります。企画推進メンバーは人事部 山田部

長、経理部 榎本課長、名古屋支店 森脇室長、そして私の4

名で、4月より準備に取りかかりました。 

この研修は2カ年計画の大きな研修全体のテーマを設け

ており、第1回目として「自ら動こう」をテーマとし、他企業の

ケースを題材としてグループ討論、発表を行いました。 

今回の研修には総勢15名が参加しましたが、厳しい指摘

を受けながらもめげずに討議を繰り返し、より現実的な結論

を導き出そうと頑張っている姿を見ると、とても頼もしく思え、

また、私自身も非常に刺激になりました。 

最後に、2カ年計画ということで次回も基本的には今回の

参加メンバーとなります。また、企画推進メンバーも引き続き

の4名に、人事部 上野課長を加え5名体制で臨みます。さら

に準備期間を設け、年明けより準備に取りかかります。この

研修を通して次世代のスタッフ系社員の皆さんが更なるス

テップアップができるように、さらによりよい研修にすべく努力

致します。          (九州支店 辻 卓郎) 

“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。 

「今期こそ みんなで目指すぞ！ ゼロ災害！」  

                 （神戸支店 迫 慎一郎） 

 現場に出ていると、いろいろな災

害報告や災害事例を耳にするこ

とがあると思います。それが身近

で起きたことでないので、どうして

も他人事に考えてしまいがちにな

ると思います。それがもし自分の

身に起きたことだとしたら、と考え

てみて下さい。そうすると、日々の作業で同じような危険

場所があるのでは、と見えてきます。それをもう一度み

んなで見直し、ＫＹ活動や現地ＫＹで、同じような災害が

起こる可能性はないか考え、同じような災害が起きない

よう、みなさんで目指しましょう ！  

ゴミ(廃棄物）について復習しておきましょう 

新築工事(直受工事)では、当たり前に実施されているゴミ

(廃棄物)処理ですが、近頃、改修･修繕工事等での少額工

事が多くなってきており、こうした、改修･修繕工事等は、金

額が小さいため、客先より直発注のケースが大多数を占め

ております。直発注ですので、金額の大小に関わらず、当社

が元請けとなります。そこでもう一度、ゴミ(廃棄物)について、

復習しておきましょう。 

工事本部では、「産業廃棄物を適正に処理するために」と

いう小冊子を作成し、今月、1月中に関係者全員に配布いた

します。若い担当者でも理解できるように、ポイントのみを抜

粋し、ダイジェスト版になっております。工事責任者、担当者

はもちろんですが、管理室の皆さんも理解し、ゴミ(廃棄物)

の不適正処理を出さないように「転ばぬ、先の杖」として熟

読のほどよろしくお願いいたします。 

    (工事本部 鹿久保 清) 
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お世話になりました 

京増 照男 

 「ちゃんとするから2月から出社してく

れ」、1970年1月22日本社(三田)に呼び

出され、告げられた。「そんな出鱈目な」

と反対する亡父の言に、「求められてい

るなら」と翌日OKの返事をし、2月2日朝

JR内房線五井駅から、迎えの車で姉ヶ

崎の石油化学工場の現場事務所に赴き、私の六興マン生

活は始まった。最初の仕事は危険物倉庫の避雷針設備の

竣工図作成だった。「施工図持って、現場で実測して」の指

示で、スケールと脚立を持ち現場に行き、実測、作図した。2

週間後の17日から7月17日まで愛媛県新居浜市で新設工

場の設計業務に従事、滞在中の3月31日帰京しての卒業

式を終え、卒業証書を手に「入社式に出たい」旨を告げる

と、「仕事を覚えるのと入社式出席、どちらが大事だと思う」

との言。万博見物客で賑わう新大阪駅を経て、新居浜への

途中、夕暮れの宇高連絡線宇野港で食べたあの時の「かや

く饂飩」の味は…。  

その後、横浜、神戸、御殿場、浜松、飯田、都内、KL、マラッ

カ、仙台、半田、大宮、ジャカルタ、ジョホールバル、千葉、名

古屋とさまざまな場所で多くの人と出会い、助けていただい

た。ここ10数年は、配線支持部材開発製作で障がい者施設

との関係窓口を務めた。7施設8作業所を訪問する度に、懸

命に汗して製作に励んでくれる人々から、「…パンのみ

で…」の先人の言もあるが、「働くこと、糧を得ること」につい

て考えさせられ、自分の内の何かが変わってきていることを

実感させられた。そのような体験や、大学2年からの協力会

社でのアルバイト時代を含め電気屋生活約47年は、総じて

恵まれ、楽しいことが多かった。これは関係した社内外の

人々によるところが大きく、お一人ずつお名前を挙げて礼を

述べたいが、鬼籍に入られた方も多く、彼方で「それはいい

よ」と笑顔を見せてくれているような気もするので、今は心よ

り「ありがとうございました」と申し上げたい。 

6年前、資格取得日が「昭和45年2月1日」と記載された

年金関係書類を目にし、「ちゃんとする」の意味が判った。健

康保険証も、失業保険証も同日だった。昨今の年金問題報

道を目にし、亡父の懸念も当時の会社規模から、この辺に

あったのかもと思い出される。六興マン生活を終える今、さま

ざまなことが、昔が、バックミラーに映る景色のように流れゆ

き、忘れてしまった青春が確かにここにあったのだと実感して

いる。これからは幸齢者として、家内共々、心豊な誉生を楽

しめるように努めていきたい。永い間お世話になりました。本

当にありがとうございました。 

ー 訃報 ー  石川 光治さん  

石川さんとの思い出は多数ありますが特に印象に残る

のは、国内外の旅行です。海外旅行では添乗員に負け

ないほど現地資料を熟知し案内してくれ、また添乗員も

後日見習ってたほどで、ツアーで一緒になった仲間たち

も感心するほどの配慮(機内にどのように持ち込んだの

か不明ですが大型の洗浄液で手洗いし食事時に役

立っていました)。国内旅行の時は同室の人を気遣い

バックの半分ほど占める酸素マスク(鼾防止用)を持ち

込むほどの気遣いをしていました。また皆のために進ん

で美味の会、納涼船、BBQ、潮干狩り等々を計画し、お

客様、協力会社様、メーカー及び代理店様、OBの方、会

社の同僚及びその家族との交流を深めておりました。自

分にとっては会社の友人というより竹馬の友という感じ

であり本当に残念です。まだ若くこれからという時に天に

召されてしまいましたが皆のために、より以上の楽しみを

計画して待っていることでしょう。本当にお世話になりま

した。また天国で会えることを楽しみにしています。合掌

        (北関東支店 古川 幸男) 

安永 一則 

私は中途採用ではありましたが、1984

年に入社し、29年間勤めてまいりました。

振り返れば多くの現場をやってきました。

オーシャンドーム、農協会館、松浦火力、

航空局それに米軍工事など現場第一

での会社人生でした。また、数多くの突

貫現場などの応援に駆りだされたことも思い出します。社会

はこれからどのようになってゆくのかわかりませんが、その中

で六興電気がますます発展していくことを願っております。そ

れと皆さまがますますご活躍されることも願っております。本

当に長い間ありがとうございました。 

 

 

 

 

 私の最近の出来事で

す。秋も夜長になって長風

呂に入りながらテレビより

も本を読む機会が増えま

した。これまでに手に取る

ことがなかった作家との

作品がとても印象的だっ

たのでお伝えしたいと思

います。 

その作家は高村 薫です。映画になっている作品も多く

名前は知ってましたがこれまでに作品を読んだことはあり

ませんでした。友人に勧められて手に取ったのが「リヴィエ

ラを撃て」でした。日本と外国と交互に舞台が変わってい

く構成ですが、最初の節で登場する主役となる人物の生

き様を描いていく作品です。 

その主役は日本で息絶えますが、そのことを念頭に入

れながら幼少期から生きてきた道のりを読みほどくと、と

ても長く暗く、そして凝縮された人生だったと読み終えて

感傷的な気分になり、感情移入している自分に気がつき

ます。主役はスパイとして生きスパイとして人生を終えま

すが、これまでに知っている私のスパイの姿は映画でよく

あるような洗練され、常にロマンスがつきまとうようなイ

メージでした。しかしこの作品のスパイは、そんな綺麗な

華々しい世界とは全く違った、現実味を帯びた切なく、悲

しい運命ともいえる刹那的な儚い人生でした。主役の残

した形を育み続ける残された人々のラストシーンもとても

心に残ります。 

広島のお好み焼きの話はまたの機会に…。次は西日本

本部の田邊部長です。       (大阪支店 近山 真珠) 

リレートーク 

 

 

 

 

 

一読の価値あり 

フィリピンへの支援 

11月にTyphoon Hai-

yanがフィリピンのレイ

テ島を襲ったのを覚え

てますか？建物の耐久

性が低いフィリピンの被

害は甚大で、その惨状

をテレビで確認したと

き、私はあることを思い出しました。それは私は東日本大震

災直後に日本のフィリピン大使館を訪問した際の出来事で、

大使館内が貧しいはずのフィリピンの人々から、日本への支

援物資で一杯だったことです。何か直接できることはない

か。直ちにフィリピンで人材紹介会社と日本語学校を経営す

るクリスティーナに連絡したところ、自力で援助チームを結成

して被災地の一つであるサマール島で支援することが分

かったので、会社として10万ペソの支援を申し出ました。彼

女からの報告によると、当社の援助で300人分の支援物資

が準備できたそうです。支援活動の状況はYouTubeにも

アップされていますので是非確認してください。当社の名前

が出てきます。(http://www.youtube.com/watch?v=LlkG0 

mPl2B8もしくは"TAKE ADVANCE TECHNOLOGY FOUN-

DATION"でYouTube検索)     (管理本部 坂本 孝行) 

To: ROKKO DENKI 
 We  would  like  to 
extend  our  endless 
gratitude  for  your 
kindness and gener-
osity of helping our 
"mission" successfully 
by  delivering  emer-
gency  needs  such 

food,  clothing  and  sleeping  Matt  in  helping  4,000 
people in the Visayan Region. An author once said; 
"You cannot live a perfect day without doing some-
thing for someone who will never be able to repay 
you!" We salute in your compassion in Helping Peo-
ple. God bless you and your company!  May God rich-
ly reward you with his blessings! Thank you very 
much and More Power. 

From: Christina Dela Cruz / President-CEO / Char-
treuse Prime Recruitment Specialists, Inc .  


