
9月24日の最終講義をもって、創針塾Ⅱが終了しました。氾濫す

る情報から有益な本質を見出す能力は、リーダーにとって不可欠

の資質です。そこで次代のリーダー育成をめざし、MBAのケース・

スタディーにヒントを得て創針塾は始まりました。第Ⅰ期は2003年4

月から3年間私が講師を務め、卒塾生28名からは多くの部署長・

役員が輩出されました。そして卒塾生が中心となって2011年から

3年間運用したものが、今回の第 Ⅱ 期です。私はこの活動を通じ

て、有意な情報と意味のないノイズを峻別する訓練ができたと

思っています。合計24名の第Ⅱ期卒塾生の、これからの活躍が楽

しみです。そして数年後に、今回の卒塾生が中心となって第Ⅲ期

を立ち上げてくれたら、六興にまた、新しい伝統が加わります。   

第73期の成果と第74期の期待  

さて、9月末をもって第73期が終了しました。正確な数字はこれ

からまとめますが、売上高380億円、受注高372億円、経常利益

15億円程度で着地できそうです。支店別にみると東北、名古屋、

大阪、横浜、千葉の貢献が目立ち、米軍工事の減少を補うことが

できました。第73期でさらに特筆すべきは、162万時間という無災

害記録の達成です。これは、4月8日から8月4日にわたって3カ月

以上、全社で無災害を続けた結果です。これは社員の皆さんの努

力に加えて、協力会社や資材業者の方々による協力の賜物で、こ

の場をお借りしてお礼申し上げます。 

次に第74期ですが、売上高407億円、受注高410億円、経常利

益に相当する実質利益は13億円を目標としました。この数字は手

持ち工事などから考えると十分に達成可能と思います。とくに首都

圏本部においては、東京と周辺支店の一体運営が軌道に乗って

きたことと、東京第二支店の設備工事の立ち上がり、さらに東京第

一支店で実施してきた諸施策が実り始めたことで、収益力は一層

強化されました。地方支店においても、東北では復興住宅をはじ

めとした案件が多数出件されており、期待が持てます。岩国と沖

縄の米軍案件も今期は動く見込みです。各支店には第74期の運

営スローガンを定めてもらいました。チャンスを確実に成果に繋げ

るためにもスローガンを実践して確実な支店運営をお願いします。  

これから暫くは投資の期間   

事業ですから楽観は禁物ですが、建設業は第74期以降も利益

を確保しやすい事業環境が続きそうです。しかしその後を考える

と、難しい時期が必ずやってきます。その時に慌てないためにも、今

後数年は利益のなかから将来に向けての投資をすべきだと強く感

じます。投資といっても業界紙をにぎわすM&Aのようなものではな

く、もっと地道に始めたいと考えています。身近なものでは、現場の

生産性を高めるためのタブレットの導入や、CAD用パソコンの更

新が思い浮かびます。36シリーズについても、開発効率を上げるた

めのソフトウエアや工作機械導入があげられます。労働環境の改

善に関連しては、新入生を受け入れるための寮新築と、狭くなった

一部支店の移転を行います。評判の良くなかった本社8階受付も

住宅のデザインを取り入れ、ユニークで居心地のよい空間に改修

し、柔らかい発想の手助けとしたいと思っています。こういったインフ

ラ整備に加えて、外部機関を利用した人材開発の支援もおおいに

やるべきで、役員研修や技術の講習会など有効なものがあれば

積極的に参加させます。米軍関連では、資材の調達拠点をカリ

フォルニアに設立できないか検討中です。米軍資材の開発もここ

で行い、できればメキシコで生産できたらという夢を持っています。

この計画に付随して、米軍工事支援センターの名称をGLOBAL 

SUPPORTという大風呂敷を広げたような名称に変更しました。な

お、これらは現段階で思いついた例にすぎません。厳しい時代を生

き抜ける体質を獲得するためには、さらなる発想が必要です。今

後数年間は、将来につながるネタを考え続けてください。  

強みの自覚   

新しい発想をするとき、強みと弱みの自覚が重要です。当社はマ

ンションに強いとか同業の某社は事務所に強いというのは、強みと

弱みから来る結果にすぎません。大事なのは、なぜそうなっている

のかを分析することです。そこで公表されている情報をもとに、わ

が社と他社を比較してみました。まずわが社の平均年齢は37歳

ですが、業界平均が42歳なので5歳ほど若いことになります。役員

は16名いますが、規模を考慮すると少し多いかもしれません。一人

当たりの完工高は約5,000万円で、エンジニアリング事業部とエネ

ルギープラント支店に約90名在籍していることを考慮しても、若干

少なく感じられます。これに伴い一人当たりの経常利益も、他社と

比べると多くはありません。女性社員の割合は11%、勤続年数は

10年で、他社に比べて人数は多く勤務年数も長いと思います。販

管費率の6.3%は、業界平均の9.3%に比べて3ポイントほど低い値

です。不動産などの固定資産が総資産に占める割合は20.1%で

すが、業界平均は34%です。これら指標から浮かび上がるのは、体

制のスリム化が進んでいて業務の内製割合が高く、それを若さで

支えている六興の姿です。一見強みのようですが、業績がリーダー

の能力によって大きく左右されてしまうため、脆弱性とも考えられ

ます。ですから改めて、人材開発の重要性が浮き彫りになります。

知識だけでなく、発想の豊かさをいかにして磨くか、が当社の課題

です。   

エアロバティックとソルトフラッツ    

今年はカレンダー撮影とあわせて、ユタ州のソルトフラッツに行っ

てきました。ここは塩分の多い湖が干上がった塩湖で、見渡す限り

真っ白な塩に覆われています。障害物がなくフラットなので、昔か

ら陸上速度記録の会場として使われてきました。来年のカレン

ダーにはソルトフラッツも登場するので、楽しみにしていてください。

それとリノでは思いがけず、エアロバティックを体験できました。得

難い経験をできたことに、感謝しています。    

次代のリーダー育成を目指した創針塾   代表執行役社長 長江 洋一 
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第74期を迎えるにあたって 

左から 森口本部長・鹿久保本部長・坂本本部長・菊地副社長・長江本部長・長江社長・日高本部長・佐々木本部長・松村本部長 

成長と継続 

副社長 菊地 寛 

東日本各支店の受注環境はまだまだ厳しい状況のなか

「自立再生」に向けスタートした結果、目標を達成できたこと

は、支店長以下全員の力によるものと、協力業者との協力

一致によるものが大きく、「共存共栄」のスタンスで今期も取

り組む。人手不足感は今期も継続し、ものづくりで大事なの

はやはり人であることは変わりなく、大きな課題として今期取

り組むことで成長に繋がるだろう。 

東日本本部長は交代するが、まずは各々が各支店の目

標に向けて取り組むこと。新潟・名古屋支店が移転し、新た

にスタートする。場所も変わり、レイアウトも変わる。そして人

の流れも変わっていくだろう。また、チャンスも生まれ、活性に

繋がる。 

今期北ブロック（北海道・新潟・東北）、東海ブロック（静

岡・名古屋）として営業・工事の情報交換、そして人材の交

流ができるように構成する。そのことで客先の要望に対応し

ていくことが重要だ。本質は本業を自覚し、各支店のさらな

る「成長と継続」を今期の大きな目標とする。東日本担当と

して支店に行く機会を多くすることで一緒に汗を流す。 

( 2 ) 

キラキラ光る六興電気 

管理本部長 森口 彰男  

第74期よりエネルギープラント部の部署長から管理本部

長を担当することとなりました。今までは「弱小部署を存在

感のある部署にしたい」を目標に、何にでもチャレンジし、仕

事を確保しなければ未来がないとの思いで、ただ1つの部署

だけを考えて業務に取り組んできました。しかし、今後は「会

社全体のサポート役としての立場になるのだ」と思いを強く

していますが、現業を離れ管理本部でどのように行動するか

は暗中模索の状況です。 

これまで管理本部が築き上げた「健全な財務体質と組織

力」を大切と考え、さらに「経営層や社員へいろいろなサービ

スを提供する部署である」の考えをベースに、当社のコンセ

プト「変わり続けるDNA」を忘れず、いかに「キラキラ光る六

興電気」になれるか考え続けようと思います。 

そして、より一層斬新な発想と考えを全社に向けて発信

できる組織へと高めていくことを第一に意欲的に取り組みた

いと思います。 

最後に、管理本部長という大きな看板をいただき、無限の

責任を感じています。皆さん、これからよろしくお願いします。 

災害ゼロを目指して 

工事本部長 鹿久保 清 

前期の災害件数は、15件で終了しました。ここ数年の発

生件数24件を半減しましょうと強く言い続けてきた結果で

す。この結果の実現は、前期に「労務・安全管理書類」の手

引き、「当社の災害記録」、携帯版「自分の身を守るために」

等の安全関係資料を作成し、全社員・協力業者・作業員等

に配布し、各支店・作業所において安全教育の資料として

活用してくれた結果の15件と考えております。 

今期、この数字をさらに半減すべく各支店長へ「災害ゼロ

の彫像」を送りました。この彫像は、支店長の机の上に置い

ていただいていると思います。前期に災害ゼロの支店には

「73期災害ゼロ達成」のメダルがぶら下がっております。災

害を起こした支店は彫像だけが置かれているはずです。

日々安全の重要性を認識していただき、全支店店が災害

ゼロの実現に強い意志で向かっていただくことをお願いいた

します。災害ゼロの彫像に何個のメダルがぶら下がるかが、

各支店の安全成績です。また、今期より毎月労働時間の報

告を全支店へお願いいたしました。毎月集計した無災害労

働時間を経営会議にて報告してまいります。全支店、無事

故・無災害の日々が続くことが当社運営の基礎と考え、行

動してくれることを強くお願いする次第です。 

社員教育については、「3年の軌跡」（新入社員早期育成

計画）もプログラム通り順調に進み、第1期生が半年目効果

研修・1年終了効果研修を修了し、2年目のプログラムへ入

り、各現場で1人の戦力として頑張りはじめております。 

今期も、さらなる災害件数の削減・3年の軌跡による人材

育成・施工検討会・現場巡回等により安全・効率的施工等

の指導・教育を実施してまいります。 

新たなる挑戦 

東日本本部長 坂本 孝行 

私は平成5年の入社以来20年以上にわたり「スタッフ系」

を歩んできましたが、このたび管理本部長を離れ、東日本

本部長として現業に出るチャンスを得ることができました。こ

れは本当に嬉しいことであり、全く違った仕事ができることに

いまからワクワクしています。 

では、張り切って10月以降に備えてあれこれ考えているか

というとそうではありません。引き継ぎでお客さんとお会いし

たときにも「準備で忙しいのでは？」とよく聞かれますが、全く

そんなことはありません。今日現在（9/27）全くのノーアイデ

強固な一体化 

首都圏本部長 松村 茂広 

第74期は首都圏本部創設から3年目を迎えます。この2年

間を振り返りますと、課題でありました首都圏本部所属の「7

支店の一体化」を目指して運営してきましたが、各支店長

及び工事責任者・営業責任者等の協力を得て、徐々に強

固な体制へと成長しつつあります。第73期の首都圏本部7

支店の業績は、全7支店で実質利益目標は達成できました

が、受注では、大型発注物件の延期等で残念ながら2支店

で大幅な受注減となりました。 

今期は、首都圏本部の課題でもあります支店間の連携・

連帯により、各支店が受注支援・施工協力体制等の情報の

交換・共有をすることにより、支店間の結びつきを深め、さら

なる「強固な一体化」に成長するよう努力していきます。今

後予想されます2020年東京オリンピックまでの工事量の増

加に対応する体制の基礎づくりと対応策を実践していきた

いと考えます。 

首都圏7支店の支店長・支店員の奮闘、活躍できる環境

づくりを心掛け、今期は、無事故・無災害を目指し、客先に

高品質の品物を安定供給できるように努めます。 

受注目標：213億  施工目標：209億 

真に利益の出る情報を 

企画推進本部長 長江 純 

円安・株高へ誘導する経済対策の影響が、ある程度定着

し、景気はそれなりに回復基調にある。金融緩和策により大

量の資金が市場に供給され、建設投資に向けられる。過去

の都市基盤インフラの多くが更新期を迎えている。震災復

興、国土強靭化、オリンピック関連施設整備等、しばらくの間

は現在の需要が持続すると思われる。一方で、慢性的な技

能者不足から労務賃金は上昇している。マクロの物価上昇

率をプラスに導くためにも、将来の技能労働者確保のため

にも、労務費の上昇は避けられない。結果、工事原価は大幅

思い切ったチャレンジ 

技術本部長 佐々木 俊二 

建設業界では、労務費の上昇や資材価格の高騰で採算

が悪化し、コスト高の状況は東京五輪まで続くといった厳し

い見方まで出ている昨今です。これを踏まえ、技術本部は

部材開発においては思い切ったチャレンジを行います。 

まず、現状の36シリーズに関して、資材の先高感を懸念し

材料の削減、使い勝手の再検討、金型変更によるコスト対

応、工事受注による36生産予想システムを構築し、繁閑調

整を行います。モノ・仕組み等に対して全く新しい技術や考

え方を取り入れて、新アイテムやシステムの開発をします。 

次に、研修に関して、前期の施工管理技士試験は過去問

からの類似問題の出題が目立ち、しっかりと勉強していれば

十分に合格圏に届くものと思われたが、当社の合格率は低

下しました。これを脱却すべく方策は、より実践的にターゲッ

トを絞った研修プログラムへの見直し・実施を行います。 

最後に、事例発表会で各部署とも満を持していたように、

若手の現場の努力・工夫や失敗の反省等の発表があり、水

平展開により改善推進・再発防止の一助になったと確信し

ています。今期はこれらをさらに進め盛り上げていくとともに、

現場力を高められるよう地道に堅実に活動していきます。 

に上昇する。これらの状況の変化が各社競争関係に影響を

及ぼしている。各社は今までの低収益体質からの脱皮をは

かるため、過当競争を避ける方法を模索している。 

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、過度な競争による

消耗、損失を予防する。真に利益の出る物件情報を収集

し、各部署の受注活動を支援し、業績向上に結び付けたい。 



～部署経営標語～ 

( 3 ) 

明るく活気あふれる支店 

西日本本部長 日高 貞芳 

前期は、神戸支店を基盤に各支店が自立して支店運営

ができるようサポートするべく、組織、運営方法、支店長の考

え方、また各セクションのレベルUPを重点に協議、指導しま

した。支店運営にかかる考え方や利益優先の取り組みなど

は、周知できたと思っています。利益目標についても、都度

指導した結果、西日本本部全体の目標数値を2倍に置き換

え、目標以上の結果が残せました。  

今期は、2年間の総仕上げとして、将来に向けて各支店と

も盤石な基盤を築くための布石の年にしたいと思います。ま

た、次世代の人材発掘に注視していきたいと考えています。 

具体的には、下記をベースに支店毎にその支店に見合っ

た最善の方策を立て、実践に関与していきます。 

・支店長のリーダーシップ、ぶれない信念  

・工事責任者の責務の重要性と支店運営への積極的関与 

・各セクション（積算・設計・工務）責任者の能力UP  

西日本本部の方針としては、「第75期につながる受注の

確保」「明るく活気あふれる支店」です。  

利益目標は各支店とも達成できるものと確信しております

ので数値は挙げません。 

～新任部署長挨拶～ 

向かい風に負けない体制づくり 

エネルギープラント支店長 三田村 洋一 

 この度、エネルギープラント支

店長を命ぜられ、与えられた責

務の重大さに身が引き締まる思

いです。ご存じの通り、東北地方

太平洋沖地震の津波による福

島第1原発の事故により当部署

の環境は著しく変化いたしまし

た。ベースとなる定期的な工事

が減少し、新たな事業も模索しながら皆で力を合わせ一人

ひとりが営業マンとなり工事受注に励んでおります。 

新体制となる第74期からも継続して各ポジションの責任

者と共に日々アンテナを張り巡らせ、スピードある対応を行

い、客先からの信頼を得ることを目標に「チームワーク・信

頼・信用・客先との連携」をスローガンとして、支店員一丸と

なり目標達成に向かう所存です。 

初代部署長に連れられ、社長のもとで面接を受けたとき、

「元気がないな」と一喝されたことを昨日のように感じ、晴れ

て六興マンとなり早いもので28年が経ちました。今後、歴代

部署長から学んだことを継承し、5代目部署長として向かい

風に負けない体質に進化させたいと思います。 

また、新体制に伴い部より支店として、業務上30年余りお

世話になりました神戸支店から完全に独立することになりま

した。いたらない部分も出てくると思いますが、ご支援、ご協

力をよろしくお願いいたします。 

アです。私は六興的「あれこれ考えて備えない」を貫いてま

すので、実際肌で感じないと何も分からないことを知ってい

ます。ですから、10月からゆっくり自分の役割を作りあげてい

きたいと考えています。 

私は今までの本部長と違い、皆さんに対して施術的アドバ

イスはできませんが、スタッフ系を経験して得た人事・経理

財務・総務の分野からのサポートは可能です。ですから、今

期は支店、現場を何度も訪問し、できるだけたくさんの方（も

ちろんお客様・協力会社様もです）とお話しして考えを吸収

するとともに、皆さんの使い勝手が良い本部長を目指してい

きます。これからよろしくお願いします。  

受注目標：70億  施工目標：75億 

攻めの採用活動 

ジョエルさん、現場研修中 

2015新卒採用 

2015年度入社内定式が10月1日に芝パークホテルにて

執り行われました。実際に辞令を渡され、六興電気の一員

になるという自覚が芽生えたのか、懇親会では首都圏の

工事部長たちと積極的に会話をして、入社後のイメージを

膨らませているようでした。 

2015新卒採用では、大卒23名（男性22名・女性1名）、

高卒13名（男性12名・女性1名）、計36名の入社が内定し

ました。今年も文系技術職の採用に力を入れ内定を出す

までに至りましたが、残念ながら辞退されてしまいました。 

一方で、昨年より、早期に学生と接点をもつことが重要と

考え、各部署にご協力いただきインターンシップの受け入

れ人数や現場見学会の回数を増やしました。その結果、イ

ンターンシップ参加者から3名とその口コミから1名、現場見

学会参加者より4名の内定に繋げることができました。 

2016新卒採用においても各企業の求人数増加や採用

活動の後倒し等により苦戦が見込まれますが、引き続き積

極的に採用活動を行ってまいりますので、今後ともご協力

よろしくお願いいたします。  

外国人採用 

第73期の外国人採用では、電気工事経験のあるフィリピ

ン人2名を採用しました。1名は8月、もう1名は10月に入国

し、諸手続きを済ませた後、現場での研修に入りました。 

実際に採用に至るまでには、人材紹介のエージェントや

当社の考える日本語教育を施してくれる学校を探し、選

考試験などをするため何度も現地に赴きました。 

また、フィリピンには独自の海外雇用に関する法律があ

り、多数の書類のやりとりだけでなく長江社長との面談を要

求されるなど、全てが初めてのことで苦労もありました。そ

の分、採用した2名が無事に入国できたことは大変嬉しく

思います。 

ですが、彼らが日本の仕事に慣れて定着するまでは、こ

の採用が成功したとは言えません。各部署の皆様にもご協

力いただきながら、成功するようサポートしていきたいと

思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  （人事部 河上 美幸） 

東京第一支店 

一人ひとりがレベルアップと、 

 固いきずなで、目指そう70億体制 ！ ！ 

東京第二支店 

マルチプレーヤーを育て 

 施工管理の効率化、受注の拡大を図る 

東京第三支店 

若手が育つ環境作りで、目指す施工18億体制 

茨城支店 

支店内コミュニケーションを推進し、 

 情報伝達をスピーディーにしよう 

北関東支店 

選択肢を増やそう 

千葉支店 

よく考える ！すぐにやる ！あきらめない ！ 

横浜支店 

目指そう技術と 

 そして何よりも心で頼りにされる電気屋さん  

北海道支店 

忙しい「今を楽しもう」 

 忙しいからこそ「今考え行動しよう」 

東北支店 

現状に満足せず周りをよく見よう ！周りを気にかけよう ！ 

  今一度、震災時の一体感を思い出して ！ ！ 

新潟支店 

先手必勝、必ず成し遂げる ！ 

静岡支店 

互いが喜ぶ提案で、次につながる技術力 

名古屋支店 

自身で考え・自身で行動掴み取れ客先の満足と信頼 

エンジニアリング事業部 

One  for  A l l ,A l l  for  Win 

大阪支店 

工事・営業・管理室 一致協力 

 働く魅力UPで「次のステップへ ！」  

神戸支店 

改革から進化へ 明るく前進あるのみ 

エネルギープラント支店 

チームワーク・信頼・信用・客先との連携 

中国支店 

1人が3つ 常に次の手を持つ 

  早期の対応で 利益改善 

九州支店 

将来に向けてさらなるレベルアップを計ろう 

グアム支店 

Win by an inch.  

開発営業部 

六興電気を永世に伝えるために 

グローバルサポート部 

Open M ind, Hear Voice, WE Support for Everyone ! ! !   

内定式にて 



各地の竣工物件 
 幕張ベイタウン グリーナ 

当現場は、千葉県企業庁が「住宅で街を作る」というコンセプトで、それぞれの街区に個性

的で色鮮やかなデザイン、創意を凝らし、趣のある世界観を感じることができる街並みづくり

の計画のなかに位置しています。もともと中学校予定地であり、高層階の建物は建たないとい

う街区でしたが、19年前に平成24年度には企業庁解散が決まっていたなどの事情で、解散

期限に合わせた土地の利用が民間でのマンション建設となったようです。 

この現場で苦労した点としては、電気室の配置にありました。建物がコの字に配置されてお

り、電気室が一番端の共用棟内にあり、最大契約容量も大きいことから、幹線の本数やサイ

ズを抑えることが難しいため、各棟へ最短で向かう埋設配管や施工方法、配線工程時期の

確保、機械を使っての配線方法の検討でした。また、長距離の幹線布設と、真夏でのピット内

作業が重なり、作業者の体力も限界へ達していたと思われます。 

そして、住戸タイプ数も多く、作図や日々の管理・工程内での作業に職員、作業者ともに厳

しい時期もありました。 

消防検査前には、大雪が降るなどの障

害も多数あり工程も切迫していましたが、

協力業者の方々にご協力いただいたお蔭

で、無事に無事故で竣工を迎えることが

できました。また、社内からも検査等でたく

さんの方が応援に来ていただき大変助か

りました。この場を借りて各関係者の皆様

に感謝申し上げます。 

            （千葉支店 小山 雅史） 

契約先 前田建設工業㈱  

設計監理 ㈱三菱地所設計  

工期 2012年7月～2014年3月  

施工場所 千葉県美浜区打瀬  

建築概要 延床面積 62,805㎡ 

 RC・S造 14階 3棟他 450戸 

 立体駐車場・共用棟他 

施工部署 千葉支店 

協力業者 ㈲花田電設・高率電設㈱  

 ㈲塚田電気工業所 

( 4 ) 

オーシャンテラス須磨海浜公園 

当物件は、JR神戸線の須磨海浜公園か

ら徒歩10分の場所にあり、付近には海水浴

場と水族園があります。バルコニーからは

神戸須磨海岸が一望でき、夏の季節はと

てもにぎわう街でもあります。 

当初、現場の躯体工事は順調に進みま

したが、内装工事着手時には建築工事側

の人員不足でなかなか前に進まず、完成前の工程が圧縮されていました。そのなかで先行

できる工事を見つけ、建築職員の方と相談しながら工事を進めていきました。 

また、販売開始後には即完売しましたが、購入者個別の要望・追加・プラン変更の件数が

8割ほどあり、その都度図面と資材発注の変更がありました。実際に作業する協力業者の

方々は把握することが大変なので、毎日の作業前の打合せはとても重要でした。急な変更も

ありましたが、柔軟に対応でき、内覧会も無事に終了することができました。 

工程圧縮と変更が多いなかで、協力業者の方々をはじめ、応援していただいた社員の皆さ

ん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 ㈱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 2012年11月～2014年3月  

施工場所 兵庫県神戸市須磨区行幸町  

建築概要 延床面積 13,116㎡ 

 ＲＣ造 地上15階 139戸  

施工部署 神戸支店 

協力業者 増田電気工事・ケイテック㈱  

パークアクシス東陽町・親水公園  

当物件は、最寄りの南砂駅より12分で大手町駅まで出ることができ、都心へ非常に近い場

所に建設されています。周辺には商店街や複数の大型商業施設が建ち並び、当物件以外に

も次々と新しい建物が建設され、今後さらに発展していくことが考えられる地域でもあります。 

この建物は、敷地奥の悩ましい位置に発電機が配置されており、搬入ルートや搬入方法に

は非常に悩みました。建築と打合せを行い、搬入計画の変更を何度も行いながら試行錯誤し

た結果、何事もなく無事に搬入を行うことができました。 

工程に遅れないで施工していくために、数カ月先のスケジュールについて協力業者さんと細

かく打合せを行い、施工できる箇所があればできるだけ先行して施工を行うよう心掛けまし

た。竣工3カ月前からは非常に忙しくなりましたが、いろいろなことにご協力いただいたお蔭で

竣工検査に間に合わせることができ、また無事に通過することもできました。また、前田建設

工業㈱の方々は、電気工事に対して協力的な対応をしてくださり、相談もしやすく、施工が行

いやすい環境でした。工程管理も厳しく行っていただいたお蔭で、当社の施工も予定が立て

やすい現場でした。 

トラブルもなく、事故もなく、無事に建物を引き渡すことができたのも、支店の方々や現場担

当社員、協力業者の方々、多くの人に支えられできたことだと思っております。厚く御礼申し

上げます。 （東京第一支店 新谷 勝巳） 

契約先 前田建設工業㈱  

設計監理 前田建設工業㈱  

工期 2013年4月～2014年8月  

施工場所 東京都江東区南砂  

建築概要 延床面積 9,764㎡ 

 ＲＣ造 地上14階 190戸   

施工部署 東京第一支店  

協力業者 早電工業㈱・㈲ユーアテクス 

 菅野電気㈱  

東京フード本社工場 

当物件は、つくば市の郊外に位置するチョコレート工場です。筑波山ふもとの豊かな自然と

つくば研究学園都市との間に立地しており、とても恵まれた周辺環境のなかにあります。工場

の主な製品は、板状チョコレートのほか、製菓、製パンで使用するチョコレートクリーム、トッピン

グ用のチョコチップなど、業務用で使用するチョコレート素材がメインです。また、つくばで有名

な洋菓子屋さん「コート・ダジュール」とのコラボレーションで、地元の食材を使ったチョコを開

発し販売するなど、地元民には身近な存在でもあります。 

敷地内は工場棟、事務研究棟、福利厚生棟などの施設に分かれており、茨城支店では

2013年のローリー棟新築工事に続き、今回の工場棟増築工事を施工することになりました。 

苦労した点は、稼働中の食品工場ということで、既設改修のため調査等で工場内に入場

する場合、頭にヘアーキャップ、そして作業服の上に工場内入場専用の衣服を着用しなけれ

ばならないという規則があったことです。ほかにも、筆記用具はボールペンのみ可能で、芯が

折れるシャープペンは持ち込み禁止です。書類関係をとじこむホチキス止めも禁止で、針な

しのとじこみでないと持ち込みができないなど、徹底したルールがありました。文具や何気な

い書類ひとつにも気を使う場面が多くありました。 

 最終的に短い工程での施工となり、苦労した現場で

はありましたが、お客様からも高い評価をいただくこと

ができ、品質の良い施工ができたと思います。施主

様、ゼネコン担当者様、協力会社の皆様のご協力のお

蔭で無事に竣工することができました。この場をお借り

してお礼申し上げます。 （茨城支店 録田 利男） 

契約先 五洋建設㈱  

設計監理 五洋建設㈱  

工期 2013年7月～2014年5月  

施工場所 茨城県つくば市上大島   

建築概要 延床面積 6,013㎡ 

 S造 地上7階  

施工部署 茨城支店 

協力業者 ㈲まつでん・㈱誠光電気 

 赤澤電気㈲ 

コラボ商品「つくばの石っころ」 



“ろっこうろっこうろっこうろっこう””””がががが選選選選ぶぶぶぶ優秀安全標語優秀安全標語優秀安全標語優秀安全標語     

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。 

「災害は慣れと油断と気の緩み 

   抜くな点検 省くな手順」 

 （九州支店 石谷 圭太） 

 慣れた作業は安全意識が緩み

がちになります。作業当初は行って

いた点検や作業手順を省き、作業

効率のみを考慮しようとします。油

断と気の緩みが生じると、安全に

対しての意識が薄れ、慣れた作業で思わぬ災害が起き

やすくなると思います。忙しい中で常に安全意識をもち、

作業することはそう簡単なことではありませんが、安全・

健康あっての仕事ですから、安全第一を筆頭に作業に

取り組んでいただきたく、この標語を作成しました。 

( 5 ) 

ろっこうニュース 

新・英語教育プログラム スタート 

9月より受講者24名を対象に新しい英語教育プログラム

がスタートしました。何が新しいかというと「やりたい社員がや

りたいものをやる」という点です。前回は、会社で選抜した対

象者向けに同じ教材で学習してもらいましたが、会社主導

で進めると、催促する側とイヤイヤやる・言われたからやる

グアム支店、移転しました 

 8月、グアム支店

立ち上げ当初から

使用していた事務

所を後にし、新しい

事務所兼倉庫に

移転をしました。

新しい支店は倉庫

をリースし、その中にオフィスを建てることで事務所と倉庫を

兼ねています。船便などで資材を搬入し、現場に置くことが

難しい場合には、この倉庫に仮置きすることになります。ま

た、グアムでは頻発する現場での盗難被害を防ぐためにも

倉庫は有効であると考えています。 

当初はもう少し早い時期の引越しを計画していたのです

が、そこはグアムタイム。倉庫内の事務所建設にたどり着くま

でに予定よりも時間がかかりました。また、低コストに抑える

ために地元の建築会社と交渉や設備変更などの調整をし、

なんとか予算内で事務所を建てることができました。移転

当日は、依頼した業者と一緒に我々社員も汗を流して作業

を行い、心配されていたスコールの影響もなく無事に移転を

完了することができました。 

移転によりグアム支店も徐々に規模を大きくしていくことに

なります。これからは現地スタッフも増やしてにぎやかな支店

になるように頑張っていきます ！ （グアム支店 佐藤 雅之） 

それ、いいね！アワード2014 結果発表 

スタッフ部門アイデア大賞、それ、いいね！アワード2014は、

4月よりアイデアの募集を開始し、8月の総選挙後、審査委

員にて審査を行いました。 

<表彰一覧〉 

Best of それ、いいね！ 

社名入りオリジナル安全ポスターの製作 

 （大阪支店 草富 保博） 

金賞 

社内メールシステムarmsの改良 

 （中国支店 中山 憲也） 

銀賞 

バースデー休暇制定 （人事部 鈴木 香理） 

銅賞 

作業時間の有効活用 

 （グローバルサポート部 根尾 賢蔵） 

書類作成の労力を減らすアイデア 

 （東京第一支店 海老原 寿佳） 

社内教育制度のWeb化 （東北支店 佐藤 博信） 

 （エンジニアリング事業部 正岡 久幸） 

ピカイチ賞  ※総選挙の投票数による表彰 

連続休暇制度 （北関東支店 水野 満）  

受賞した各賞の

アイデアは登録い

ただいたコメントを

参考に、さっそく現

実化に向け動 き

出します。残念な

がら賞に選ばれな

かったアイデアで

も、発想力に優れた、とても優秀なアイデアがたくさんありま

した。それらのアイデアも現実化に向け動いていく予定です。 

各賞のアイデアには褒賞金が授与され、またアイデアをご

応募いただいた全ての方に、参加賞としてオリジナルクオ

カードをお送りします。ご参加いただいた皆さん、ありがとうご

ざいました。 （人事部 鈴木 香理） 

造船工事施工中 

スタッフ系社員、育成しています 

8 月 22、23 日 に

IPC生産性国際

交流センターでス

タッフ系研修を実

施しました。この研

修は全2回の計画

で今回が完結編

で す。受 講 者 は、

昨年から引き続いてのメンバーがほとんどです。 

はじめは、前回の研修から1年経過した今（現状）、学んだ

ことをどう活かしてきたかを振り返りました。しっかりと実践で

きている方や改めて再認識する方もおり、私は皆さんの話を

聞いて総じて昨年の研修で学んだことが根底にあるのでは

と感じ、少し安心いたしました。 

今回のテーマは「仕事を任される（必要とされる）人材にな

る」でグループ討議が中心の研修でした。昨年の「自らが動

く」というテーマから繋がる内容の討議となっていました。そ

んななか我々運営側が想定していたより、内容も各々の考

えも確実にレベルアップしており、急遽、運営側も認識を改

める必要が発生し、若干の戸惑いがありました。しかし、お蔭

で内容の濃い研修ができたのではと感じております。 

今回の研修の最後には、受講者の皆さんにこれからの六

興電気社員としての決意表明を発表していただきました。

それぞれ具体的な行動目標を掲げ約束をしましたので、

きっとより良い六興電気になることだろうと期待感を抱かせ

て終了となりました。皆さんも是非これからの六興電気に期

待していてください。 （名古屋支店 森脇 仁）  

三菱重工業㈱

が世界最大のク

ルーズ客船会社

カー二バル社の欧

州法人であるコス

タグループ傘下の

アイーダクルーズ

から受注した2隻

のうち、1番船電気工事の一部（盤内配線・結線）を当社が

施工しています。三菱重工業㈱としては、先進の環境技術

を多数搭載し、燃費においても従来より7％向上を目指して

おり、今後の大型客船の受注を有利に進めるため、総力を

あげて取り組んでいます。 

夏の現場は、船内が40℃を超える場所もあり、特に当社の

施工区分は盤内配線と結線工事なので、盤前作業では風

の流通がなく、小型扇風機・水分補給用の水筒等を設置

し、熱中症にならないように努めました。 

電気工事の一部と書きましたが、客船は全長300ｍ・幅

37.6m、客室1,643室・乗客約3,300人と大きさは戦艦大和

よりも大きく、ケーブル布設だけでも数万本あり、1社や2社

で施工できる量ではありませんが、2015年3月の引渡しに

向けて一丸となって頑張っていきたいと思います。 

 （エネルギープラント支店 二宮 剛） 

班ごとにディベート中 

オリジナルクオカード デザイン 

側の構図になることがあり、お互いが不幸で担当者としては

悩みの種でした。今回より、学習を希望する社員が好きな

教材に取り組むとしたことで悩みは解消されました。また、当

初希望者は5名集まればよいと考えていましたが、最終的に

は24名も集まり英語に関心をもっている社員が多くいたこと

に驚かされました。 

教材は忙しい現場の方でも隙間時間を使って気軽にでき

るようにWeb教材等をメインにそろえ、全部で7つ用意し、組

み合わせて選んでいただきました。教材選定のヒアリングで

は、英語の図面は読めるが会話力を高めて打合せができる

ようになりたい等、具体的な希望がでてきて、とても楽しい打

合せでした。もちろん厳しい面もあり、3カ月の学習状況確認

で実施状況が悪いと判断されれば受講中断となります。 

来年9月に実施予定のR-1グランプリでは、副賞としてグア

ム旅行も用意していますので、励みに頑張っていただきたい

です。受講に関わらず、英語に興味がある方は気軽にお問

い合わせください。 （MS部 宮崎 知美） 

完成予想図 

36ＳＣ（ソケットキャップ）、発売開始 

 この度、新製品と

して36SC（ソケット

キャップ）の販売を

開始しました。 

 こ の製品は、現

場から要望が多く

あった IH用や将来

用等、未使用コン

セントのトラッキング防止のために取り付けるキャップです。 

将来用等の125V15Aコンセントには、そのままの形状で使

用しますが、 Ｉ Ｈ用の250V30A露出コンセントに取り付ける場

合は、本体を半分に割って使用します。強度を保ちつつ、カッ

ターを使わず簡単に手で割れる構造が今回の開発の一番

のポイントになっています。 

また、用途表示のため、「食洗機用」・「 IH用」・「コンベック

用」・「将来用」の印字済みタイプも用意しました。現場での

左から「食洗機用」「IH用」「コンベック用」 

テプラ作成、貼り付け作業が不要になりますので、作業の効

率化に少しでも役に立てれば幸いです。 

これからも現場の声を取り入れた六興電気オリジナルの

部材開発・改良を行ってまいりますので、ご意見ご要望等お

聞かせください。 （技術本部 川上 貴司） 



実践に基づいた現場改善事例発表会 
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英語力を活かせた？グアム旅行 

昨年のR-1グランプリ

の覇者である三沢チー

ムでグアムへ行ってま

いりました。 

「グアムへ出発 ！」と

意気込み、三沢から羽

田まで飛行機で移動

しようとしたところ、三

沢名物「濃霧」の影響

で欠航となり、新幹線

で移動するという幸先不安で旅がスタート。 

グアム国際空港に着陸するときも、機体が風にあおられ激

しく揺れ、乗客全員悲鳴を上げながら常夏の島へ着陸。期

待していた晴天の空はなく、我々の気持ちを表したかのよう

な曇天。そしてグアム支店の佐藤さんと合流して支店を訪

明治大学 政治経済学部 守屋 可南子  

8月25日から2週間お世話になりました。人事部やMS部、

経理部、営業部での業務体験のほか、内々定者懇親会や

長江社長との座談会にも参加させていただきました。社員

の皆さんが優しく指導してくださったお蔭で楽しく研修に取り

組むことができ、毎日が充実していました。具体的な仕事内

容はもちろん、社会人としての心構えやマナーなど多くのこ

とを学びました。また、社員の皆さんや営業先の企業の方、

来年度の内々定者の方

等、インターンシップに参

加していなければなかっ

た出会いも大きな収穫で

す。この経験を今後の生

活や就職活動に活かして

いきたいと思います。 

インターンシップ生、受け入れています 

この夏、総勢23名（理系20名・文系3名）のインターンシッ

プ生を受け入れ、施工管理やスタッフの仕事を体験してい

ただきました。現場見学や社長座談会を通して、少しでも当

社の仕事や雰囲気が伝われば幸いです。ご参加いただいた

皆さん、大変お疲れ様でした。  （人事部 池田 照浩） 

サレジオ工業高等専門学校 電気工学科 原 拓也  

私は稲城の現場で2週間お世話になりました。実際の図

面を持って現場見学へ行ったり、CADによる施工図面の製

作の練習、図面の見方、朝礼、幹線の計算などを体験しまし

た。なかでも、幹線の計算は難しく理解に時間がかかりまし

たが、現場の皆さんがとても優しくいちから詳しく教えてくだ

さり、幹線の計算を身につけることができました。学生のうち

に現場を見学し、体験することができる機会はなかなかあり

ません。この貴重な体験

を残りわずかの学生生活

や就職後に活かしていこ

うと思いました。 

体験中、良くしていただ

いた稲城の皆様ありがと

うございました。 

使い勝手がよくなります 

2015年2月の支払分より、ファクタリング・支払手形のサイ

トを60日に短縮いたします（従来は120日）。 

変更理由は、決済日が銀行休日等の場合、支払日から決

済日まで120日を超える場合もあります。支払サイトの短縮

によって、取引業者様の資金流動性の向上や資金繰りの改

善が望めることから、社内で協議してきた結果、今回の変更

を行うことになりました。それに伴い、支払日・請求書締め日

等を変更するものではありません。 

また、当社にとっても仕入債務が減少するため、負債の圧

縮となり財務内容の改善に繋がります。 

 （経理部 丸山 宏明） 

現場にて作業中 

創針塾Ⅲに期待します！ 

2011年10月から始まった創針塾Ⅱが、9月24日に社長最

終講義にてファイナルを迎えました。創針塾Ⅱは、2003年～

2006年で開催された創針塾Ⅰの卒塾生がファシリテーターと

なり行いました。当初はファシリテーターが不慣れなこともあ

り、スムーズにいかないこともありましたが、塾生の頑張りのお

蔭で無事に終了を迎えました。 

講義は「さまざまな情報から本質を見抜く」ことに徹してお

り、塾生は回を重ねるごとに考えを述べることができるように

なり、ファシリテーターも本懐を遂げることができました。 

最終講義後の懇親会では、社長から「数年後に創針塾Ⅱ

の卒塾生が自発的に創針塾Ⅲを主催してくれることを期待

します」との話があり、次世代の六興に思いを馳せました。卒

塾生24名の皆さん、本当にお疲れさまでした。そして次回に

期待しています ！ （東日本本部 坂本 孝行） 

社長と一緒にハイ、チーズ 

 猛暑が続く8月

1日、現場改善事

例発表会 は、全

国より約120名の

社員が集まり、芝

パークホテルに

て開催しました。 

 今回の発表内

容は、特に若手社員が初めて現場を担当し失敗したこと、

悩み苦しんだことに対して改善したことを教訓とし、いかに

今後に活かすかと例年とは趣の異なる発表が多く、大変

聞き応えのある内容となりました。また、特別賞は上位受

賞部署と重なることが例年多いため、今回から審査基準

を変更し、惜しくも実力を発揮できなかった部署に対して、

来年度の特別枠参加権に支度金をつけて贈りました。 

その後の懇親会では、各受賞者からの喜びのスピーチを

聞きつつ、他部署との交流も図れ、楽しく閉会しました。 

 （技術本部） 

受賞者から感想をいただきました。 

最優秀賞 

発表の旨を伝えられた時、正直面倒くさいと思いました。

パワーポイントを使うのは10年ぶりで、横浜支店の葛西君

と夜な夜な1週間かけ今回の資料が完成しました。作成時

は、だんだん楽しくなってしまいキャラクターを組込みました

が、発表会では失笑で終わってしまったことが残念でした。 

今回賞をいただけましたのは、現場施工中に来ていただ

きました東京第一支店 川上副支店長（当時横浜支店工

事部長）、横浜支店・工事本部の方々、㈲オービット、㈱テ

クノ電工の方々のいろいろなアドバイスのお蔭です。ありが

とうございました。 (横浜支店 久保田 修） 

発表資料の一例 

特別賞 

今回の発表会は、まずテーマを絞り発表内容を決めるこ

とが一番大変でした。資料の作成は、見やすく解りやすくと

心掛けましたが、スクリーンでは上手く表せなかったのが残

念でした。 

しかし、受賞できたことは嬉しく思います。また来年の出

場枠までいただき光栄？に思います。これも支店の皆さん

の協力のお蔭だと思っております。 

 （北関東支店 長澤 佳宏） 

<表彰一覧及び発表内容> 

最優秀賞 

物流倉庫における先行工事 

 (横浜支店  久保田 修 他) 

優秀賞 

若手代理人デビューによる現場改善事例  

 (東京第一支店 野口 裕司 他) 

優良賞 

安全ブックの作成 (北海道支店 永森 淳一 他) 

計算書作成による現場の進め方 

 (大阪支店 平野 慎太郎 他) 

特別賞 

本当にいいのその器具で・本当にいいのその配線で 

 (北関東支店 長澤 佳宏 他) 

・神戸支店の現場VE事例と失敗事例 

 (神戸支店 三原 賢一 他) 

・効率的な社内検査の方法について 

 (東北支店 若本 茂邦 他) 

・私の大成功・大失敗 (静岡支店 榎本 剛始 他) 

購買・物流プロジェクト Next Stageへ 

前期よりスタートしたPJを今月で解散することにいたしまし

た。このPJを通じて、下記のような取り組みを行いました。 

・米軍工事資材の購買管理スタート 

・米軍資材サプライヤーとの契約書を策定 

・アメリカ下請業者との契約書を策定 

・米軍案件見積時の積算マニュアルの作成 

・米軍物流の透明化 

・保険の適正化 

これらはPJメンバー及び米軍工事関係者、また各面に

おいてアドバイスをくださった古藤田顧問他、多くの方々

と検証を進めてきました。とはいえ、これからが正念場です。

いよいよ、これらをそれぞれ実践・実行に移すときです。当月

より各支店・営業所の方々に概要説明に回ります。 

是非、今後も当社の柱のひとつである米軍工事を盛り上

げていければと思っておりますのでご協力のほどお願いいた

します。 （グローバルサポート部 信氏 美紀） 

問。支店の近くの電柱から「ジジジッ ジジッ」と漏電している

ではないか？と思わせる音が辺りに鳴り響いていましたが、

「普通です」と佐藤さん。なんともたくましい一言。その後、ホ

テルへ行きチェックイン。5年培った英語力を発揮するべく英

語でスタッフに話しかけたところ「日本人のスタッフをお呼び

します」と一蹴。ネイティブすぎたかしら？ 

その後、滞在中は熱中症対策？として麦サイダーで水分

補給をしながら、雨にも負けずグアムを堪能しました。 

街中ではカタコトの英語でも伝わり、日本語もある程度伝

わったので、三沢チームの英語力にはとてもちょうど良い経

験でした。 （東北支店 佐々木 大樹） 

グアムの美女と一緒に 

実務、体験中 



 *** おしらせ *** 

部署名が変わりました 

第74期より部署名を「米軍工事支援センター」から「グ

ローバルサポート部」に改名しました。今まで同様、米軍工

事支援も行いますが、それだけでなく各支店の海外関係

の支援もしていきますので、よろしくお願いいたします ！ 

任用測定 試験結果 

今年の任用測定試験は、対象者47名中42名の方が合

格しました。今年の3級は専門試験と常識問題の得点配

分が7：3に変更になり、専門試験に比重が置かれた試験

となりました。見事合格された方は、10月よりクラス給、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 ！  

7月～9月の採用 

管理本部付 工事係 ジョエル バラダッド 

管理本部付 工事係 マーク タブランテ 

グローバルサポート部 業務担当 町田 均 

沖縄営業所 技術担当 金城 孝仁 

神戸支店 営業係 井田 拓也 

人事部 事務担当 開地 京子 

受注！ 

・広島駅南口市街地再開発事業 （中国支店） 

・阪急洛西口駅区画整理事業（南敷地） （大阪支店） 

・白根健生病院移転新築工事 （新潟支店） 

10月～12月のスケジュール 

月月月月    経営会議経営会議経営会議経営会議    行事等行事等行事等行事等    特別休暇特別休暇特別休暇特別休暇    

10月 4日 
17～18日：2014-半年目修了研修 

25日：本社清掃・ボランティア活動 
    

11月 1日 
14～15日：5級・新任研修 

20日：安全協力会定期総会 
    

12月 6日 

年末年始役員安全パトロール 

 6日：部署業績表彰式 

 8日：成果配分金支給式 

12日：冬季賞与支給 

26日：仕事納め 

年末休暇 

27～31日 

年始休暇 

1月1～4日 

長女とデート  

 夏休み子どもの思い出づく

りに毎年苦慮するのですが、

今年はご先祖様のお墓参り

へ石川県に出かけました。訳

あって長女との旅行になって

しまいましたが…。 

 石川県はご存知の通り観光

資源に恵まれており、兼六

園、和倉温泉、輪島塗、蟹、鰤と私は大好きな土地です

が、長女は2歳頃に訪れてから6年ぶりになります。8歳の

娘が退屈しないようにと、多少イベントのあるお墓参りす

るため、輪島塗の体験をしてきました。 

あらかじめ用意された塗り箸に、先がとがったボールペ

ンのようなもので好きな文字や模様を彫っていきます。彫

り終わったら沈金です。箸に漆を塗り、金粉を彫った文字

や模様に埋め込んでいきます。金粉を定着させるには、

漆が相性がいいそうです。 

できあがった輪島塗の箸にご満悦の長女に、帰りの電

車の中で寝てくれるのを期待していたのですが、ビールを

飲んでうたた寝をしている私の口にじゃがりこを突っ込ん

だりして私を寝かせてくれません。家に着くまで一睡もし

なかった私の娘の「くみっきー」の話に付き合い、デート終

了となりました。「くみっきー」はモデルということまでは理

解できました…。 （東京第二支店 林 孝宏） 

次回からは、新コーナー「家族の絆」です。お楽しみに ！  

リレートークリレートークリレートークリレートーク    
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お天気に恵まれたカートレース 

7月26日、第三回企業対抗カートレースを開催しました。過

去2回はお天気に恵まれませんでしたが、3度目の正直の今

年は好天に恵まれ7社17チーム、100名の方に参加いただ

1部残留！来年は入賞目指して 

切手でボランティア 

 毎年恒例のボラ

ンティア活動の担

当が私の番に回っ

てきて早数カ月、

何をしようかと考

え、出した答えは

「よし、今まで行っ

た 活 動 を も う 一

度！」でした。そこで、千代田区西神田にある、ちよだボラン

ティアセンターにて切手整理サロンを行いました。作業は、切

手の仕分けや整理です。切手の周りを5ｍｍ程残し、はさみ

で切りとる簡単な作業です。日本の切手と外国の切手を使

用済・未使用に仕分けする作業もあります。 

切手に触れる機会がそう多くはないせいか、「こんな形の

切手があるよ！」「どこの国の切手だろう？」などの会話で弾み

ながら参加者20数名皆楽しく活動し、あっという間の2時間

でした。整理された切手は業者にて換金され、千代田区の

地域福祉事業の資金として活用されるそうです。 

この後、東京湾サンセットクルーズ・スカイツリー展望のバ

スツアーへ行ったのですが、それはまた別のお話…。 

切手整理サロン （興味のある方はご参考ください） 

http://www.ch iyoda-vc.com/volunteer/1025 

 （エンジニアリング事業部 藤嶋 陽樹） 

秋・冬ユニフォーム決定しました 

8月からユニクロのポロシャツで始まったユニフォームは、

10月からYシャツに決定しました。色はブルー、同系色で

「ROKKO ！」の刺繍が入った爽やかなイメージのシャツです。 

デザインの検討は、ポロシャツ着用が決まった時には既に

スタートし、現場でも着心地が良さそうなシャツを集めてイ

メージを広げていきました。なかでも1番シンプルなこのシャ

ツを採用しました。刺繍もいろいろな文字フォントやサイズ、

色を変えて何パターンも試作してやっとできたものです。皆

さんに気に入って

着ていただけると

大変嬉しいです。 

ROKKO ！の感嘆

符の意味は皆さん

でお考えください。

（MS部 

   宮崎 知美） 

9月6日、電設健

保主催の野球大

会が大宮けんぽ

グラウンドにて開

催さ れ ま し た。前

日まで雨の予報

でしたが、当日は

見事な秋晴れの

なかでの試合となりました。 

トーナメント本戦の1回戦の相手は、八洲電機㈱で5回ま

で0‐3と善戦しましたが、6回にピッチャーの疲れと守備のミ

スが重なり、0‐7で負けてしまいました。その後の1部残留戦

では、三工社㈱と戦い、3本のホームランを含め毎回得点

し、9‐0と圧勝し、1部に残留をすることができました。 

昨年1部へ昇格しましたが、今回レベルの高さを思い知ら

されました。来年も1部での試合となりますが、1部に定着し

上位入賞できるように今後とも頑張っていきたいと思いま

す。たくさんの応援ありがとうございました。 

 （東京第一支店 家本 省吾） 

秋晴れの暑さに負けない熱い試合 

大型独身寮 新築します 

首都圏の採用数増加に伴い、独身寮の部屋数が不足し

てきています。また、横浜寮は老朽化が目立ち、近い将来改

修や建替え等、何らかの対策を講じなければなりません。こ

れらの状況から横浜寮は売却し、別の土地で新たに大型の

各国の切手で世界旅行気分 

寮のイメージイラスト 

き、盛大な大会となりました。結果は、わが社が1位・3位に

入賞いたしました。来年も開催を予定しており、お昼のBBQ

や初心者体験の時間もありますので、興味のある方は是非

ご参加ください。 （MS部 岡田 珠代） 

3位に入賞「Team 3rd Party」から一言いただきました。 

 今回は何とか表

彰台に上がること

を目標にチーム編

成・戦略を練りレー

スに挑みました。 

 戦略は、最速ドラ

イバーを最初と最

後にしたこと、タイ

ムロスとなるスピンの防止策としてコーナー手前で減速する

こと、ドライバー交代はタイミングを指示し、速やかに交代で

きるように待機したことです。 

レース展開は、予選により8位スタートと出遅れましたが、

最終走者にバトンを渡したときには2位まで浮上、そのまま

逃げ切りチェッカーを受けました（女性ドライバーがいるチー

ムは5周のアドバンテージを受けたことで、結果は3位）。 

来年は、東京第三支店として2チーム編成し、より多くの人

にサーキット走行の面白さと真夏の耐久レースの過酷さを体

験してもらいたいと思います。 （東京第三支店 中村 勝浩） 

灼熱のデットヒート 

爽やかなYシャツができあがりました 

独身寮を建築することにいたしました。 

方針が決まればまずは土地探しということで、多くの業者

様よりたくさんの物件情報をご紹介いただきましたが、なか

なか希望の物件に巡り合えず…条件の良い土地が見つ

かっても他社との価格争いに負けるなど、上手くいかないこ

との連続でした。段々と意気消沈し苦節の8カ月！ようやく希

望の土地を購入できました。場所は川崎市で横須賀線「新

川崎」駅から徒歩15分の住宅街一画262坪の土地です。 

御協力くださった皆様、ありがとうございました。完成は来

年10月予定です。入居者の皆様に喜んでもらえるような素

敵な寮を完成させたいと思います。 （MS部 櫻井 香織） 
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  お世話になりました   

寄藤 鉄男 

 入社当時、本社は千代田区神田

美土代町にあり、1年後、港区三田

に移転、その後現在の港区芝大門

に移転しました。 

 振り返ると、10代は当時最先端の

防衛システムECCMレーダーシステ

ムの改修を、南は九州の鹿児島県甑島（こしきじま）から北

は北海道の奥尻・稚内など全国12カ所を1年かけて行い、

仕事は電気工事ではなく鳶と防水工事でした。20代は、長

崎県沖の松島火力発電所（50万kw 2基1981年営業開

始）の本館の照明、火報等の工事で約3年を単身で出張

し、全国を飛び回りました。後に東京で定着得意先の森ビル

㈱の改修工事を中心に従事し、現在に至ります。 

49年6カ月もの長きにわたって在籍させていただいたこと

に深く感謝するとともに、六興電気の益々の繁栄・発展をお

祈り申し上げます。 

高沢 敏晴 

 まさか、1972年入社後、六興電気

一筋42年間勤めあげるとは入社当

時思いもよりませんでした。これもひ

とえに上司、同僚他皆様のお蔭と

感謝、感謝であります。また家族に

も大変感謝しております。 

思い起こせば入社前、長江専務（現名誉会長）との面接

のなかで、学生運動や労働組合活動の話で盛りあがり1時

間くらい議論したことが思い出されます。入社後は、経理部

へ配属になり、工事経理部発足に伴い工事原価関係の係

数作成に携わり、また現在の「月次損益計算書」の基礎とな

る資料作りにかかり、数字のもつ意味・重要性を痛感しまし

た。1977年に東海支店（現静岡支店）に転属し、大型工事

の日本専売公社（現日本たばこ産業）新東海工場で初め

てJV工事の幹事会社の原価管理を現場所長から叱咤され

ながら、JV工事の仕組みや管理方法を覚えました。 

その後、1981年に支店が静岡市に移転し、静岡支店と改

称され営業的にも官庁案件が増加し、提出書類の作成や

発注者との打合せなど営業業務もこの頃に指導され、その

後の管理業務に大変役に立ちました。また、同一支店におい

て5人の支店長の下、それぞれ個性豊かな人達ばかりで、

時には意見の違いで「口角泡を飛ばす」ごとく議論しました

ことは今では貴重な勉強の場となり感謝しております。 

六興電気で最も強く教えられたことは、社内外の人間関

係の大切さと常に感謝の気持ちで接することでした。これか

らの生き方もかくあるべきと実践していきたいと思います。 

アッ ！第2幕の開演のベルが鳴っていますので、この辺で失

礼させていただきます。ごきげんよう、さようなら、そして本当

にありがとうございました。 

青池 勉 

 1966年4月六興電気施工部に同

期100名で入社し、初任給は確か

16,500円でした。ほとんどの人が各

地方から入寮し、自分も1期生とし

て横浜寮に入寮しました。2年目か

ら千葉の現場にいくよう指示があ

り、千葉にある先輩の家の空いている部屋で下宿生活をし

ながら中学校の現場を担当しました。竣工後は、「千葉で現

場代人が不足しているので代人として千葉に来るか？」と言

われ、当時の千葉出張所に異動しました。出張所は、塩・

酒・煙草など乾物店の一角を間借りし、社員は鈴木所長の

ほか4名ほどでビックリでしたが、今は故人となられた先輩に

親切に仕事から生活面までよく教育・指導されました。 

担当した現場は、4～5年間で銚子のボウリング場1号店を

施工しました。その後、ボウリングブームとなり、続けさまに5

件施工しました。その間に出張所は営業所として移転し、官

庁物件を多く受注していました。担当した仕事も市庁舎、

県・市立文化会館（3件）、大学附属病院、県立病院市民セ

ンター、市民体育館、大型店舗等を経験し、営業所も支店

へ昇格し移転しました。その間にオイルショックやバブル期

を経験し、仕事は老人ホーム・マンション・ホテル・物流倉庫

など民間物件が主流となり、現在は大型マンションが多くな

りました。 

入社以来48年6カ月が経過しましたが、47年間を千葉ひ

と筋に過ごさせていただき、ここまで来られたのは諸先輩を

はじめ、支店員、協力業者、各社の方々のご支援ご協力の

賜物と感謝申し上げます。長い間大変お世話になりました。

今後は各社協力業者様と六興電気の益々のご発展を影な

がら祈念してまいります。 

岡本 芳則 

 1967年、工業高校を卒業と同時

に入社し、施工部という職人集団が

いる部署に配属され3年間電工の

経験をしました。当時は高度経済

成長期で忙しく住宅公団（現都市

整備機構）の仕事も多くありました

が、担当現場の仕事が終わり、徹夜作業の打ち込み配管の

応援のため六興マーク入りのバックにヘルメット安全帯、腰

道具一式を入れ、よく歩いたものです。 

神田のビル工事では、丸太の足場の解体中、頭に丸太が

当たり電撃を受けたかと思いましたが、ちょうど頭の真上だっ

たのでヘルメットのへこみと1週間ほどの首の痛みですみま

した。現在のように安全も十分ではなく、丸太が少しでもず

れていたらと思うと、ヘルメットの大切さを身を持って経験し

ました。4年目には、社内JVで業平専売のタバコ工場で現場

管理業務をはじめました。以降、現場管理を担当し、イトー

ヨーカ堂船橋店、半田病院、シャトーテル赤根崎など応援・

後始末・現場代人と多くの経験をし、関係した大手同業者

の方々からも教わり（盗んで）仕事を覚えました。 

北関東支店に異動後、当時の比留間支店長に「今後は

工務の仕事が重要」と言われ積算・設計を担当し、DOS-V

で眠っていた「スペクトラム」を立ち上げたことは忘れられま

せん。現在のようにマニュアルがそろっている時代ではな

かったので、積算、設計関係も多くは独学でした。 

その後、多摩でモノレール各駅の後始末、多摩支店の閉

鎖、東京で工務部、設備工事部を担当し、工事本部では現

場監査や安全、協力会事務局など多くの起伏ある経験をさ

せてもらいました。ここ数年工事監査の担当で現場を含め

吉倉 肇 

 1963年4月、入社以来半世紀以

上にわたる在職中、公私にわたり皆

様方から格別のご厚情を賜り、心か

ら感謝しお礼申し上げます。 

 実は入社以前より縁あって学生ア

ルバイトとして勤務し、当時の東京

支店内（桝山支店長）の方々とも親しく対話ができるように

なり、仕事にも興味を感じ、また周りからの勧めもあり、先に

内定していた就職先を断り、ここから一生涯の六興人生が

はじまりました。 

営業系での採用入社でしたが、当時若手の営業部員な

ど少なく、工事会社であるゆえ、施工経験をもつことが絶対

必要と感じ、半年後に資材部配属を志願しました。電気部

品の用途など覚えた後、当時の大型現場（大正製薬大宮

工場）でリポビタンＤ2号棟など担当、約2年後には多摩支店

へ転勤となり、当社での大型現場（ホンダ技研狭山工場小

型4輪トラック工場）など2現場で約5年間弱の間に体験した

ことは、貴重なことであり、社会人としての第一歩を踏み出

す時期として良き体験でした。 

配属の多摩支店の発祥は、米軍立川基地内の工事に従

事していた日本人責任者（遠山支店長）と、その協力業社

（栄電設工業）が独立しできた支店ゆえ、横田基地も含め

た米軍工事、また当社の株主でもある日本電子昭島工場

やブリヂストン東京工場、官庁工事で三多摩の各市庁舎な

ど、営業、工事ともに参画し、多忙な毎日でしたが充実した

日々でした。 

組織変更や異動、職種変更が多い時期に、横浜（工事）、

本社（支店）、六興設備（営業）、本社（開発）など、時に応じ

て、さまざまな人との出会いができ、感激あり、苦悩ありで数

多く経験ができました。その1つに、得意先の方から福沢諭

吉の名言にある「世の中で一番楽しく、立派な事は一生涯

を貫く仕事を持つと言う事」これを実行して、できるよう努力

したら…と励ましの言葉をいただき、それ以後人生の目標と

して、今日を迎えることができ満足に思っております。永い間

お世話になり、ありがとうございました。六興電気のさらなる

発展と、皆様方の活躍を心より願っております。  

島田 正治 

 1973年、電気工事とは縁のない

製造業界より当時の上司の勧めで

入社して41年間、工事現場で無事

故で勤めさせていただきました。 

 入社後は、電気担当として資格の

取得（電気工事施工管理技士・計

装士等）により、庁舎・道路トンネル・病院・工場・工場プラン

トほか現場を完成させました。なかでも新日鉄名古屋工場

高炉改修計装工事での完成式では、関係者による乾杯の

時、設備自体に御神酒を捧げなかったせいか、単独である

設備電源が全てダウンしたことがあり、するべきことを怠ると

支障が生じると肝に銘じました。 

ひと現場が完成するには、協力業者の方々、メーカー代理

店の方々、諸先輩、皆々様のご協力により引き渡せることが

できたと思います。ご指導とご支援のお蔭と心から感謝し、こ

の場を借りてお礼申し上げます。 

最後に、六興電気のさらなる発展と皆様のご活躍、ご検討

を心よりお祈りし申し上げます。本当に長い間お世話になり、

ありがとうございました。 

各支店・営業所に伺ってきました。厳しい指摘もあったと思い

ますが、会社を良くするための行動・言動と思っていただけ

れば幸いです。 

振り返ってみれば、18歳の田舎育ちが厳しくも楽しい仕事

と多くの人に恵まれ、手助けしてもらいながら経験、成長させ

てもらいました。47年半、お世話になった方々にこの場をお

借りし、御礼申し上げます。 


