
毎年6月、当社は支店単位で安全大会を開催します。この行事

は私にとって、協力業者の方と顔をあわせる数少ない機会です。

そこでできるだけ多くの大会に参加するよう心掛けているのです

が、この大切なイベントを前にして、初めて痛風を発症してしまいま

した。いつも尿酸値が高いといわれていましたが、症状が出ないの

で、「痛風の発症は個人差がある。だから自分は大丈夫だ」と都合

よく解釈して、何も節制をしていませんでした。しかし原因があれ

ば、いつか結果に繋がるものです。今年の安全大会では、この痛風

の体験から話を始めました。 

原因があれば、必ず結果もある 

というのも、この話は安全大会で我々がよく口にする「気の緩み」

そのものと感じたからです。災害報告を読んでいると、たとえば不

安定な場所に立ち馬を設置したというような、安全の基本にそぐ

わない行動をよく見かけます。おそらく、「自分は今までこのやりか

たで問題なかった。だから今度も大丈夫だ」という都合の良い思い

込みによるものと想像します。そしてその思い込みが危険要因を

作り、何回か後に労働災害に繋がります。災害は、「今までこれで

問題なかった」と気が緩んでいるときに起こるものです。ところが

やっかいなことに、気の緩みには自覚症状がありません。個人的な

失敗を後で振り返ると、「あの時は気が緩んでいたな」と思うような

経験は誰にもあるはずです。しかしやっている当時は緩んでいると

思っていなかったでしょう？だとすると、気の緩みをなんとかすれば

労働災害が減るのですが、どうしたら良いでしょうか？ 

気の緩みがないように気をつけろ、と言い続けるのは必要です

が、人間はそんなに長い時間、緊張を持続できません。では、規則

をたくさん作ればよいのでしょうか？ありがちなのは、労働災害が

起きるたびに規則がひとつずつ増えてゆく、というパターンです。災

害が起きるのは規則を守らない作業者が悪い、という論法です

が、鎧が重くて身動きがとれなくなることはないでしょうか。規則は

もちろん重要で、しっかり検証された手順を整備しないといけませ

んが、定まった作業にしか有効ではありません。しかし多くの労働

災害は、普段あまり行わない不定形な作業で発生しています。し

たがって規則でがんじがらめにしても、災害はゼロになりません。ま

た周知会などで、「絶対に事故は起こしてはならない」と叫び続け

るのも、効果はないでしょう。なぜなら、そんなことは誰でもわかって

いるからで、わかっていることをいくら言われても何も変わりません。

事故を起こさないために何をすればよいか、を確認しあう必要があ

ります。 

そんなことを考えながら安全大会に出席していましたが、「安全

意識」という言葉にヒントを感じました。みなさんが道路を横断する

とき、左右の確認は癖になっているはずです。これと同じで安全意

識とは、何かをやるときに一呼吸おいて、次の動作が安全かどうか

想像してから行動する癖だと思います。言うなれば安全習慣です

が、これを身につけたら不定形作業でも災害防止に役立つでしょ

う。こんな角度からも、安全について考えてみては如何でしょうか。 

自律した社員が当社の理想 

ところで話は変わりますが、当社の創業66周年を記念した大運

動会を札幌で開催しました。内容は2～3ページで紹介しているの

で割愛しますが、約700名が出席したので、95%の社員が全国か

ら集まったことになります。競技は玉入れに始まり、大いに盛り上が

りました。とくに最後のリレーはみな必死で応援していたため、社内

報で使う写真がほとんど撮影されていませんでした。その後の懇

親会や、すすきのの2次会は、後々まで語り継がれるイベントになっ

たと感じました。実はこの運動会は、私が言い出したものではあり

ません。 

創業66周年に何かやろうという話は、今でも誰が言い出したの

かよくわかりません。予算にOKを出すと企画チームは自然とでき

あがり、案が示されました。正直なところ、全社員を集めての運動

会という企画を見て、今どき運動会に参加してくれるだろうか？会

場が広すぎて、盛り上がりに欠けるのでは、と心配でした。しかし

チームは全国の支店と連絡をとりあいながら、見事な運営で運動

会を成功に導きました。私が行った唯一のアドバイスは、ドームでの

表彰をやめて運動会に徹しよう、という1点だけです。そんなわけ

で、このイベントの影の主役は若手社員たちでした。 

私は社員の創意によって開催された運動会に、社員が自分で

決めるという当社の大方針が現れているようで、とても意義深いと

感じました。同期会もいくつか開催されましたが、これも社員の自

主企画です。今回の例を挙げるまでもなく、当社では自律、つまり

上から言われないでも自分で決めて自分で進めることを奨励して

います。では自律した社員を育てるには、何が必要でしょう？いろい

ろありますが、まずは職場の雰囲気です。若手が気軽にアイデアを

口にできる雰囲気作りに、何事にも真摯に耳を傾けるトップの存在

が欠かせません。そのうえで、社長が過剰な実務活動をしないこと

もポイントです。社長が営業や技術をグイグイと引っ張ってゆく会

社もありますが、社長の力が強すぎるので、考えるよりも方針に合

わせる社員が多くなってしまいます。そして最後に、任せる文化が

必要です。そのためには失敗したときに叱るのではなく、原因と対

策の検討に本人とトップが対等に関与する習慣が重要です。これ

がないと、「失敗すると叱責されるので、言われたとおりにやってお

けば無難だ」という考え方が広まってしまいます。これからも、自律

できる仲間をたくさん育ててください。 

創業者が亡くなりました 
去る4月3日、当社創業者の長江健太郎が亡くなりました。親し

い方々からのお言葉とともに、在りし日の姿を社内報特別号として

編纂しました。故人を偲んでいただけたら長江健太郎も幸せと存

じます。 

 

自律する組織 代表執行役社長 長江 洋一 
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5月30日、創業66周年を記念して、社内イベン

ト“ＤＵＮＫ”を開催いたしました。開催地には北海

道が選ばれ、当日は全国・海外の拠点から約

700名の社員が集まりました。 

一般的な記念式典ではなく、社員同士の団結

力を高めることを目的に、大型ドームを貸切った

大運動会や、開催地である北海道の特産物を

使ったフードバトルなど、エンターテイメント性の

高いコンテンツを行いました。 
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 一致団結 ～大運動会＆懇親パーティ～ 

SPECIAL THANKS ～運営メンバーより～ 
≪スケジュール≫ 

5月29日 

 ～前夜祭～ 

 札幌の夜に乾杯 

 

5月30日  

 ～メインイベント～ 

 11：00 集合・着替え・食事 

 13：30 運動会 

 19：00 懇親パーティー 

  21：00 終了 

  同期会や二次会へ… 

 

5月31日 

 ～後夜祭～ 

 ほっかいどうはでっかいどう 

 各自で北海道観光 

Let’s Jump！大縄跳び 

ほぼ全員が学生以来であろう大縄跳びに

チャレンジ！みんなの気持ちをひとつにして、息

を合わせてジャンプジャンプ！15回連続で跳ん

だ、ICE・グリーンモンスター’sが見事勝利しま

した。一番大変だったのは各チームの縄を回し

てくれた皆様、お疲れさまでした。 

力の対決！綱引きトーナメント 

25年永年勤続者と役員・執行役員に

よるエキシビジョンマッチの後、熱い戦い

が幕を開けました。解説者である坂本本

部長からの戦術アドバイスを参考に、ス

タートの合図が聞こえると一心不乱に綱

を引き合いました。応援者からの掛け声

が響き渡り、熱気で砂埃が舞うなか、むら

さき純情小町☆が勝利しました。 

北海道フードバトル in 札幌パークホテル 

ホテルに会場を移し、最終決戦！北海道フー

ドバトル！北海道の名産や超特盛豚丼等を、厳

しい審判のジャッジのもと、素早くそして一粒残

らず美味しくいただきました。勝者は、北の大地

で、一致団結！情熱の赤組。チームワークもさる

ことながら、大阪支店 五味さんの活躍により勝

利を勝ち取りました。 

クイズの最終問題はじゃんけんの勝利者 

≪プログラム≫ 

第1競技 全員参加！段違い玉入れ競争 

第2競技 Let’s Jump ！大縄跳び 

第3競技 “六興オリジナル”障害物リレー 

第4競技 力の対決！綱引きトーナメント 

第5競技 つどーむ縦断ウルトラクイズ 

第6競技 The FINAL リレー in つどーむ 

最終決戦 北海道フードバトル in 札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ 

“DUNK”は開催の1年前から企画を始め、開催場所の選

定や何をやるのか0から作り上げる形となりました。当部以

外にも北海道支店 木浪さん、東京第一支店 鈴里さん、大

阪支店 大矢さん、沖縄営業所 奥山さんにもPJメンバーとし

て、立案、障害物競走の予行に力を借りました。また㈱ＪＴＢ

コーポレートセールス霞ヶ関第四事業部の皆様には、あらゆ

る企画をいただき、手配

等全てにおいて大変お世

話になりました。皆様のご

協力により、この大きなイ

ベントを無事に終えること

ができました。心から御

礼申し上げます。 

（マネジメントサポート部 

  岡田 珠代）  濱田さん・岡田さん・宮崎さん・榎本さん  

厳選された2択クイズでどんどん減っていく参加者 

ブラックサンダーズは1人も残りませんでした… 

運動会会場つどーむに設置した 

メインスクリーン 

懇親パーティ会場 

札幌パークホテル 

童心に返って時間いっぱいまで投げ続けました 

総合優勝はモモロクZ（モモロクゼェ－－－－ット） 

どの競技でも常に上位を獲得していたモモロクZ。なんといっても仮装のクオリ

ティがすごかった！ではなく、チームの団結力が素晴らしかったです。優勝賞品と

して全員に夕張メロンが贈られました。 

The FINAL リレー in つどーむ 

第一走者は60代限定での30メートル。短いと思いきや

カーブがあったため選手同士の接触があり大混乱のス

タートでした。その後各チームの精鋭たちがバトンを繋ぎ

大激走！この人こんなに速く走れるの…！？と意外な発見あ

り、気持ちの盛り上がりに体がついていかず、転倒する者あ

り…結果ふたを開けてみれば、モモロクZの圧勝でした。 

気合を入れて！ ！ 

2015年度新入社員によるNext六興メッセージ 次回の開催を決意して 

SPECIAL GUEST 

北海学園大学全学応援団

チアリーディング部BERRIES

が応援に来てくださいました！ 

全ての競技において全力

で応援いただき、競技者は熱

く燃え上がりました。花を添え

ていただき、ありがとうござい

ました！ 

つどーむ縦断ウルトラクイズ 

全員参加！段違い玉入れ競争 

“六興オリジナル”障害物リレー 

“DUNK” 

  ～創業66周年記念イベント～ 

≪番外編≫“ＤＵＮＫ”仮装大賞！？ 

 当日、会場には自ら率先して多くのサプライズゲスト

（！？）が来てくださいました！ 

エル子とアナ美 大矢ルフィ 

飲み過ぎ戦隊アフターファイブ 

グレープサトル 

モモロクファイター 
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キレンジャーリーダー 

芹川支店長 

ほっかいどうはでっかいどう ～後夜祭～ 

チーム紹介＆総合順位発表 

札幌の夜に乾杯 ～前夜祭～ 

 お疲れさまでした！ ～社内表彰のご紹介～ 

創意工夫努力賞 ～頑張った現場の表彰～ 

金賞 

東京第一支店 大滝 亮太  芝浦4丁目計画 

東京第二支店 安味 俊幸 他 オリンピック吉祥寺ビル耐震改修 

千葉支店 和田 昌美 他 千葉大学（医病）基幹整備（電気設備屋外配線） 

北海道支店 黒川 公博 他 真駒内（23）札幌病院新設受変電設備 

東北支店 佐藤 貴章 他 みやぎ生活協同組合太子堂店 

大阪支店 南田 優  大阪市中央区徳井町2丁目計画 

銀賞 

東京第一支店 新谷 勝巳 他 江東区南砂二丁目計画 

茨城支店 石川 輝和 他 つくばみらい市みらい平共同住宅Ⅱ・Ⅲ 

北関東支店 猪熊 一仁 他 越谷市南越谷4丁目計画 

北関東支店 熊澤 亨一 他 特別養護老人ホームこもれびの丘 

北海道支店 浅野 雅光  特別養護老人ホーム仁慈苑 

北海道支店 工藤 貴浩 他 ホーマックスーパーデポ恵庭店 

静岡支店 伊藤 正美 他 相模米軍（H24）野積場（0017）新設電気他 

名古屋支店 宮下 隆 他 ヨシヅヤ豊山店 

大阪支店 廣田 孝信 他 京都市西京区桂御所町計画 

中国支店 得平 衡 他 ベルズ岩国ブルーテラス 

中国支店 酒井 史彦 他 ㈱山田養蜂場本社新工場 

銅賞 

東京第二支店 植西 章弘  横浜市鶴見区元宮第二計画 

東京第二支店 土屋 英明 他 アデニウム川崎都町 

北関東支店 髙木 末次  曙ブレーキ工業㈱関連工事 

大阪支店 田中 和洋  医療法人仁康会小泉病院耐震化施設整備 

神戸支店 迫 慎一郎 他 ジオタワー高槻ミューズガーデン 

優秀グループ賞 
東京第二支店 藤野 勝浩 他 平塚袖ヶ浜計画/茅ヶ崎中海岸計画 

   茅ヶ崎市浜見平計画  

25年永年勤続者 
経理部 丸山 宏明  東京第一支店 齋藤 幹郎 

東京第二支店 田村 英二  北関東支店 篠原 貞昭 

千葉支店 今関 浩一  北海道支店 蜂谷 秀世・横山 智郁 

東北支店 小野 寧親・早坂 和孝 新潟支店 高沢 毅 

名古屋支店 稲場 孝幸  大阪支店 辻井 一晃 

ＥＰ支店 二宮 剛 

沖縄営業所は小樽に行きました エンジニアリング事業部は旭山動物園へ 西日本メンバーはサッポロビール園でジンギスカン祭り 

グローバルサポート部はガラスのコップを作りました 

 ≪総合順位≫ 

1位 モモロクZ（モモロクゼェーーーーット） ：東京第二支店・エンジニアリング事業部 

2位 北の大地で、一致団結！情熱の赤組：北海道支店・静岡支店・大阪支店 

3位 むらさき純情小町☆ ：東京第一支店・首都圏本部 

4位 ブルーインパルス ：横浜支店・東北支店・中国支店・グアム支店・東日本本部 

5位 ICE・グリーンモンスター’s ：茨城支店・千葉支店・エネルギープラント支店 

6位 チームキレンジャー ：北関東支店・新潟支店・九州支店 

7位 ブラックサンダーズ ：本社 

8位 66%濃縮還元オーレンジャーーース ：東京第三支店・名古屋支店・神戸支店・西日本本部 

モモロクＺリーダー 

奈須支店長 
むらさき純情小町☆リーダー 

文倉支店長 

グリーンモンスター’ｓリーダー 

岡本支店長 
オーレンジャーーースリーダー 

藤原支店長 

ブルーインパルスリーダー 

斉藤支店長 

北海道開催を記念して、

夕張市の「幸福の黄色いハ

ンカチ基金」に賛同し寄付を

申し出たところ、夕張市長 

鈴木 直道様より感謝状を

いただきました。 

翌日は自由行動。エクスカーションに参加したり、グループで計画を立てて観光したり、各自

で北海道を満喫しました。 

前日に移動した社員も多く、懇親を深めたり、メインイベントへのワクワク感が高まりました。 

ブラックサンダーズリーダー 

森口本部長 

全国・海外から社員が集まりました 

情熱の赤組リーダー 

草富支店長 

みんな知ってたかい？  

“DUNK”っていうのは 

Da i  UN do Ka i  

って意味らしいぜ！ 



各地の竣工物件 
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としまエコミューゼタウン（Bril l ia Tower 池袋） 

現場を知っているからこその変更案で良いこと尽くし 

当物件は、東京メトロ有楽町線東池袋駅と地下通路で直結している、日本初の区本庁舎

一体型超高層マンションです。また、大地震などの災害が起こった場合には、自分の住む建

物が地域の防災拠点になるという点も大きな魅力のひとつです。外観は「エコヴェール」と呼

ばれるガラス、太陽光パネル、壁面緑化、木目調ルーバーなどの各種パネルに覆われ、近く

で見上げるととても迫力があります。内部構成は、地下が主に機械室と駐車場、1・2階が事

務所と店舗、3～9階が豊島区役所、10階が中間免震階、11階が住宅共用施設、12～49階

が住戸、屋上階が居住者専用のスカイテラスとなっています。 

当社の施工範囲は住宅エリアでした。住宅エリアといっても地下3階の電気室・受水槽室、

地下2階の地下鉄直結エントランス、1階のメインエントランスから屋上の機械室、ホバリング

照明、航空障害灯までほぼ建物全域にわたる広さです。複合施設のため管理区分が細かく

分かれているうえに、それぞれの管理エリアが入り組んでおり、電源供給区分整理に苦労しま

した。配線ルート検討時も管理エリアの違いから一部大

きなルート変更を余儀なくされ、とても気をつかいました。 

特に工夫したことは、原設計でオール電化住宅だった

ものをガス併用化に変更した際、東電借室の統合を行っ

たことです。原設計では地下3階借室から12～20階住

戸へ、30階借室から21～49階住戸へ供給となっていま

したが、全体容量が下がったため東京電力と協議し地

下3階借室を取りやめました。地下3～11階まで素通し

ていた約80mのバスダクトの無駄が省けたこと、収まりが

大変厳しかった地下3階電気室のスペースを捻出できた

こと、住戸幹線の中間免震通過がなくなったことなど、良

いこと尽くしの変更案となりました。 

                    （東京第一支店 宮崎 主税） 

契約先 大成建設㈱  

設計監理 ㈱日本設計  

工期 2012年6月～2015年3月  

施工場所 東京都豊島区南池袋 

建築概要 延床面積 94,681㎡  

 SRC・RC・S造 

 地下3階・地上49階・塔屋2階  

 共同住宅432戸・庁舎他 

施工部署 東京第一支店 

協力業者 ㈲青葉電設・㈲共栄電業社 

 ホーエイ電設㈱ 

ジオタワー高槻ミューズガーデン 

先行工事・先行搬入の大切さ 

当物件は、大阪府高槻市のJR高槻駅北側に位置

し、工場跡地の開発事業の一環でした。周りには、病院

や大学、商業施設、集合住宅が4棟建ち、そのうち3棟

がタワーマンションになっています。高槻市内を一望で

き、距離はありますが新幹線で新大阪～京都間の車

窓から見ることができます。駅の改札階からデッキ（渡

り廊下）にて直結しており、駅や周辺の商業施設に渡れるようになっています。 

施工では、先行工事・先行搬入に力を入れて考えました。建物外部の埋設配管について

は、建築の協力もあり、1階の土間を施工した時点で埋設配管の工程を組んでもらい、先行し

て9割近くを先に終わらせることができました。建物内部の施工は、ピット内のケーブルラック

をピットのマス毎に本数を拾いだし、1階のスラブの型枠を施工する前にクレーンで先行して

搬入し養生をしました。そうすることにより、施工できる段階になると既に材料が現地にあり、

すぐに施工にかかれ、1本1本手でピット内に降ろす手間が省けました。 

住戸の資材については、クレーンで吊れるカゴをリースして、そのなかにユニットケーブルや

ボックス類、MB内の木板・メーター板、アングル支持材に至るまで、また水平ブランチケーブ

ル、共用のケーブルラック、スラブ打ち込み用のスリーブなど、施工階までクレーンで荷揚げ

し、工事用EVでの搬入が少なくなりました。 

自主検査では、1フロア12～13戸あり、高層なため繰り返しチェック作業が多くあります。ア

イデア募集でも応募した、開口の高さのチェック棒や、天井のボックス位置のチェック棒など

を作成し、繰り返し作業の手間を少なくするように工夫しました。流れに乗るまでの調整は大

変苦労しましたが、結果的に大変メリットがありました。 （神戸支店 迫 慎一郎） 

契約先 ㈱鴻池組 

設計監理 ㈱鴻池組  

工期 2012年5月～2014年12月  

施工場所 大阪府高槻市白梅町 

建築概要 延床面積 61,249㎡、ＲＣ造 

 地上42階・搭屋2階建、477戸 

施工部署 神戸支店 

協力業者 藤井電気工事㈱ 

特別養護老人ホームこもれびの丘 

工事の先読み、コミュニケーションの大切さ 

当現場は、埼玉県さいたま市の南端に位置し、浦和駅・東浦和駅から車で10分位の場所

にあります。周囲には、高層の建物がないため360度見通しがよく、運がよければ富士山や東

京スカイツリーも見えることがあります。  

施主の社会福祉法人 潤青会さんは、今回の老人ホームで4件目の物件ということでした

ので、高品質・無事故無災害を目標にして施工しました。また、近隣が住宅街ということもあ

り、風散物や不用意な騒音にも注意しました。 

施設の事業内容は、特別養護老人ホーム120床、ショートステイ20床、デイサービス、地域

交流スペースとなります。着工時の工程表では、受電後から引渡しまでの工程が短く、苦労

することが予想されたため、終盤に施工する予定だった外構工事の大部分を先行で工事を

行いました。内装工事では、電工・各業者とのコミュニケーションのとりやすい現場づくりをした

ので、工事の遅れや手戻り作業がなく施工することができました。施工途中でレイアウト変更

などもありましたが、建築・設備と協力し合ってスムーズに対応できました。 

現場は、夏場にスラブ配管、冬場に仕上工事となりましたが、無事故無災害で、無事竣工

を迎えることができました。 （北関東支店  熊澤 亨一） 

契約先 前田建設工業㈱  

設計監理 ㈱楠山設計一級建築士事務所 

工期 2014年3月～2015年2月  

施工場所 埼玉県さいたま市南区広ヶ谷戸  

建築概要 延床面積 6,123㎡  

 ＲＣ造 4階建 140床  

施工部署 北関東支店 

協力業者 ㈱割田電設工事 

㈱山田養蜂場本社新工場 

既存の工場を参考に 

当物件は、日本さくらの名所100選の鶴山公園、B級グルメ「ホルモンうどん」で有名な岡山

県北部の津山市西部に位置し、中国道からの交通の便も良く、緑豊かな産業流通センター

内にあります。車で10分ぐらいのところに、既存の本社工場がありますが、新しい生産機器の

導入や生産・出荷能力向上のために新工場の建設になりました。 

工場棟は、1階が蜂蜜を加工し、健康食品・自然食品・化粧品を製造するエリア、2階が生

産ラインの見学用の通路、3階が出荷及び品質管理エリアです。工場棟の中央には天井高さ

25mの自動倉庫があります。厚生棟は、1階が食堂及び来客スペース、3階が催し物もできる

プレゼンルームです。別途工事ですが、約1メガの太陽光設備もあります。また、今回建設す

る場所は、雷が多い地域のため、重要な機器にはSPD盤を設置しました。 

初めての工場の現場で、わからないことばかりでしたが、まずはどのような作業をしているの

か、既存の工場を見学させてもらいました。生産工程の流れや衛生面、生産機器のレイアウ

ト、電気容量等を確認し、プロット図を施主・設備担当者と1カ所ずつ確認しました。施工は工

場ということもあって天井も高く、ほとんどの作業に高所作業車が必要でした。繁忙期には建

築・電気・設備合わせて80台近くの高所作業車が稼動していましたが、4社の協力会社の職

長さんをはじめ、作業員さんも安全作業に心がけて無事故で完成させることができました。 

また、受電し各設備へ送電し仕上工事が終わると、4つのエリアに分けて各種の生産機器

メーカーが設置工事にかかりました。配線及び電源供給は、各メーカーと決めた送電日を遅ら

せないように電工さんと打合せをしながら行いました。各種送電も終わり、生産ラインの試運

転が無事終わると、ほっと一息つきました。 （中国支店 酒井 史彦） 

契約先 大成建設㈱ 

設計監理 大成建設㈱ 

工期 2013年12月～2014年12月  

施工場所 岡山県津山市上田邑 

建築概要 延床面積 25,844㎡  

 S造 3階建  

施工部署 中国支店 

協力業者 せのお電気㈱・㈲ミナミ 

 阿部電気・西日本電業㈱ 
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ろっこうニュース 
品質向上と利益UPを目指して 

さらに基盤を強固に  

提案事項にもひと工夫 

 今回、横須賀米軍基地のタウンハ

ウス（低層住宅）で実際にあった成

功及び失敗したことを発表しまし

た。他の基地でもタウンハウスやタ

ワーといった基地内住宅の改修工

事で共有し合える情報だと考えた

からです。しかし、各基地でそれぞれ仕様や施工基準は多

少異なっているので、全ての情報を共有できるとは限りませ

ん。いろいろな事例を情報交換することにより、今後の工事

の進め方に選択肢が増え、より品質向上することができると

思います。また、どんな工事でもVE・CD等の提案事項があり

ますが、相手先にどんなメリットがあるのかを分かりやすく伝

え、提案事項に興味を持っていただくことで承認を得られる

ことができたことを、発表のまとめといたしました。 

他の基地でもそれぞれの施工に工夫をしていて、真似し

たいと思う発表が多々ありましたので、今後の工事で活かし

たいと思います。 （横浜支店 川畑 貴之） 

1．経営成績に関する分析  

第74期の中間仮決算ですが、売上高は20,550百万円

（前年同期比5.3％増）となりました。これは、第73期からの

繰越工事が第72期と比べ2,000百万円増加したことによ

り、3月末の実質完成工事と進行基準の出来高が前年同

期と比べ1,400百万円増加したためです。 

利益は手持工事の粗利率が第73期と比べて1.8％上昇

し7.4％となったことで、営業利益は1,485百万円（前年同

期比4.10ポイント増）、経常利益は1,552百万円（前年同

期比4.14ポイント増）、当期純利益は744百万円（前年同

期比1.97ポイント増）なりました。 

期末の業績ですが、売上高41,580百万円、営業利益

（注）損益計算書・貸借対照表の金額は千円未満の 

端数を切り捨てて表示しています。 

1,663百万円、当期純利益819百万円を見込んでおりま

す。また、今期は、受注目標及び粗利目標ともに達成する

見通しであり、来期の決算は今期並みになると予想してい

ます。  

2．財政状態に関する分析 

資産・負債の状況ですが、手持工事の増加により、受取

手形等の売上債権と協力業者等に支払う債務が増加し

たことで、前期より455百万円増加しました。また資本金と

過去の利益の蓄積である純資産は12,402百万円（前期

末比718百万円増）となり、経営の安定度を示す自己資本

比率は48.91％（前期末比1.99％増）となり会社の信用力

向上につながっています。  （経理部 丸山 宏明） 

今年度より従業員及び協力会社の方々に情報に関する

安全意識を高める目的で、当社安全大会にて「情報セキュ

リティ講習会」を新たに設けました。 

内容は、他社で発生した情報漏えいの経緯や漏えい情

報、リスクの事例を紹介することで、事故が起きてしまうとど

んな損害が発生するのかなどを説明しました。また、近年利

用者が増えているスマートフォン・タブレット等の紛失、盗難

情報セキュリティの意識を高めましょう 

東京第三支店は、当社が建設業許可の建築・内装・鋼構

造物の分野を取得するにあたり、支店に建築担当者も配置

して、小規模な改修工事を「建・電・管一括で施工できる体

制」を整えてまいります。 

当社の得意とするマンション工事においては「電力一括購

入化工事」、「インターホン更新工事」などを業務の柱として

いますが、今後はエントランスや居室の模様替えの内装工

事等をはじめ、マンション以外でもあらゆる分野で、建築・設

備の劣化診断やメンテナンスなど、トータルなサービスを提

供しながらニーズに細かく対応していくことで、お客様に身

近で、そして気楽に永く付き合える、「頼れるまちの工務店」

として、業務を展開していきたいと考えております。  

 （東京第三支店  寺島 俊昭） 

建・電・管一括で施工できる体制づくり 

情報の水平展開 

6月5日、全国の米軍工事関係者39名が出席し、第4回米

軍工事品質事例発表会を開催しました。社長から「景気の

良い今が差別化のチャンス」と「米国の安全の違い」のお話

しの後、全国6基地からの発表がありました。 

今年の特徴は、発表者の世代交代。発表者6人中4人が

今回の発表会が初めてでしたが、みんな度胸が良く、発表

と発表後の質疑応答も落ち着いた様子でこなしていました。 

この発表会は、米軍工事の品質向上と利益UPを目的に4

年前にスタートした米軍工事品質事例委員会の活動の一

環として毎年行っています。米軍工事の情報を共有し、効率

的に社員のレベルアップを図り、異部署間のネットワークも作

ろうと、各基地1人の委員で構成する委員会を年5回程度

開催しています。発表会後に行われた懇親会でも大きく盛り

上がり、人間ネットワークも広げることができました。 

 （グローバルサポート部 福嶋 宏一） 

当社は交通事故が少なく、フリート保険は優良割引を受け

ています。しかし、ここ2、3年の事故数は増えていないもの

の、事故の規模が大型化しています。事故は9割がヒューマ

安全運転を心がけましょう 

＜発表内容＞   

居ながら作業の注意事項  （三沢）  東北支店 

若本 茂邦  

JED管理による施工品質管理  （横田）  東京第一支店 

高山 勝也  

タウンハウスの失敗と成功  （横須賀）  横浜支店 

川畑 貴之  

米海軍・海兵隊工事における指摘事

項及び改善 ～構内弱電施工編～ 

（岩国）  中国支店 

牧山 隆嗣  

設計時の問題点  （佐世保）  九州支店 

萩原 賢一  

瑞慶覧小学校 

照明制御システム  

（キャンプ

フォスター）  
沖縄営業所 

大石 慎吾  

リスク、ウイルス対策についても説明を行いました。 

当社で行っているセキュリティ対策を協力業者・関連会社

様にも理解いただき、安全な環境で仕事に臨んでいただけ

ればと思います。まだ行っていないセキュリティ対策などあり

ましたら、対策をお願いいたします。 （システム開発室） 

ンエラーによるもので、ちょっと意識するだけで減らすことが

できます。安全運転を心がけてもらうために、以下の事故削

減対策を行いました。 

①2月に、車を利用する全社員対象に、あいおいニッセイ

同和損保㈱が行っている安全運転テストを実施しました。

個人の運転特性に合わせたアドバイスが記載されています

ので、今後の運転に役立ててください。 

②4月23日に、過去3年間に事故を起こした社員を対象

に、本社で安全運転講習会を実施しました。当社の事故特

性分析やそれに合わせた対策等を、事故事例を元にした内

容で行いました。  （マネジメントサポート部 鳥居 広明） 

安全な環境を構築していきます 

事故ゼロを目指して 

損益計算書 

科目 金額 

売上高 20,550,825 

売上原価 17,838,399 

 売上総利益 2,712,426 

販売費及び一般管理費 1,226,965 

営業利益 1,485,460 

営業外収益 76,073 

営業外費用 9,346 

経常利益 1,552,187 

特別利益 12,017 

特別損失 42,146 

税引前当期純利益 1,522,057 

法人税等合計 777,712 

当期純利益 744,345 

自2014年10月1日 

至2015年 3月31日 （単位：千円） 

貸借対照表 2015年3月31日現在 
（単位：千円） 

科目 金額 科目 金額 

 （資産の部） （25,358,669）  （負債の部） （12,956,083） 

流動資産 20,424,079 流動負債 11,842,412 

  現金預金 6,820,992   支払手形 616,559 

  受取手形 3,795,502   未払金等 10,488,466 

  電子記録債権 2,236,760   未成工事受入金 329,841 

  完成工事未収入金 6,701,127   その他 34,575 

  未成工事支出金 250,108   賞与引当金 269,970 

  繰延税金資産 394,748    工事損失引当金 103,000 

  その他 228,838 固定負債 1,113,670 

  貸倒引当金 ▲4,000   退職給付引当金 920,486 

固定資産 4,934,589   その他引当金 193,184 

 有形固定資産 901,740  （純資産の部） (12,402,585) 

 投資その他の資産 4,032,845 株主資本 12,176,320 

  投資有価証券 2,271,137  資本金 500,000 

  長期貸付金 750,000  資本剰余金 160,680 

  繰延税金資産 236,958  利益剰余金 11,515,743 

  その他 782,570   自己株式 ▲104 

  貸倒引当金 ▲7,820 評価・換算差額等 226,265 

資産合計 25,358,669 負債・純資産合計 25,358,669 
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   Magandang Araw ！ - 3ｒd 

（初めてのゴールデンウィークは、沖縄営業所のメンバーとビーチパーティをしました） 

A memorable Golden Week 

 It's a Golden Week… ！ ！ ！ The most awaited week of everyone, 

a week for the family…！！！ time to go to vacation…！！！ It's a bond-

ing moment…！！！ Okinawa Branch's member went to a beach par-

ty together with thei r family. Thei r chi ldren went swimming, 

others played on the beach. We cooked various kind of del icious 

okinawan food. While the other's were busy on thei r own affai rs, 

I walked along the shore and col lected shel ls and corals with 

interesting figures. 

 Even the time was short for this event, I enjoyed this moment 

and I relaxed my mind…！！！ It's a memorable Golden Week ！  

 （By: Engr. Joel C. Baladad） 

ROKKOイズムはベトナムでも通じます 

異文化交流 

「一心塾New ！ 」はじめました 

一心塾とは、坂本前管理本部長が若手スタッフ系社員の

ために開催されていたもので、毎月メンバーで討議をしなが

ら自分とは違う意見や考え方を学んでいく塾です。その一心

塾を4月から、グローバルサポート部の信氏部長と私が引継

ぎ「一心塾New ！ 」として新たにスタートしました。 

今回の受講生は入社3年目までの社員。担当する職務も

さまざまで、日々の業務では大きな開きや違いがあります。

そんな「違い」から生まれる素朴な疑問や気づきを拾うため

にも、メンバーには是非ともアンテナを高く広げてほしいと思

います。また毎回懇親会も開催しますので（六興ですから）、

お酒で滑らかになった会話も含めて刺激し合って楽しんで

いきましょう ！ （人事部 山田 路子） 

お父さん、いつもありがとう！ 

 5月11日に仙台

89ERS主催の「ス

ポ ン サ ー 感 謝 の

集い」に坂本本部

長にご同行いただ

き、参加しました。

2014-2015シーズ

ンは残念ながらプ

レイオフ1回戦で

敗退しましたが、

37勝15敗の歴代

シーズン最 高勝

率を記録しました。また、仙台89ERSの選手として初めてケ

ジュアン・ジョンソン選手がローソンPONTAシーズンMVP＆

6月17日に清水

建設㈱様の安全

衛生推進大会が

開催され、そのな

かで安全優良賞

をいただきました。 

該当現場である

幸福の科学大学

建 築 工 事 は、入

社2年目の昨年5

月に入場し、翌年

1月の竣工まで携

わり、初めての経験ばかりでした。自分なりに現場を一所懸

命まとめようと尽力しましたが、このような賞をいただけた背

景には清水建設㈱様の職員の方々をはじめ、作業員の

方々、さらに他職の方々の協力があってこそ、このような結

果になったのだと思います。現場の施工や作業調整につい

て、安全に現場を進めるためのいろいろなアドバイスをいた

だけたことをとても感謝しています。 

この賞をいただいて、現場というものは作業員の方々はも

ちろん、他職の方々の全員が協力することで回るものなの

だと実感しました。これから先、多くの現場を経験し多くの

方々と出会うなかで、良い関係を築けるようにこれからも頑

張っていこうと思います。 （千葉支店 安部 祐策） 

4月13日、ベトナム計画投資省の方々10名が研修旅行の

一貫として当社にいらっしゃいました。訪問主旨は、「日本企

業はなぜ大企業になっても統率がとれているのか？」でした。 

このテーマに対して、長江社長自らが、当社の経営方針で

ある「変わり続けるDNA」や「責任と権限は各支店。本社は

そのサポート機関である。したがって利益配分はその業績に

応じて配分する。そうすることで仕事へのモチベーションも上

がり、結果的に帰属意識＝統率も生まれる」と説明しました。

御一行からは、多くの質疑があり、当社独自の経営方針に

非常に興味をもっていただきました。 

さらにプレゼンテーション後には、社内見学も行いました。こ

こでも「安全標語」や「神棚」、「トップとの席が近い机配置」

等、一つひとつに非常に感銘を受け、「ベトナムに戻って同様

に実践する！」と言っていただいたほどでした。私自身は、

ROKKOの会社精神・姿勢は「ベトナムでも通じる！」と実感

した日でした。 （グローバルサポート部 信氏 美紀） 

親孝行しました 

結婚記念日と家族イベントをGWに合わせ、“アニバで有

休”を取得して静岡県磐田市に住む母を誘い、夫と3人で

伊東と河口湖にあるリゾートホテルに宿泊してきました。母

が86歳で高齢なこともあり、元気に動けるうちに一緒に旅行

をしたかったので親孝行ができました。 

お天気にも恵まれ、美味しい料理と緑いっぱいの景色で母

も喜んでくれたと思います。帰りには実家に寄り、姪たちにも

久しぶりに会えて充実したお休みを過ごし楽しい記念日に

なりました。 （神戸支店 森 信江） 

家族水入らず 

父の日企画「お父さん似顔絵コンテスト」を開催いたしまし

た。募集期間が短いなか、47名もの社員のお子様から応募

いただきました。どの作品もお父さんへの思いがあふれる素

アニバで有休レポート 

安全優良賞をいただきました 

協力いただいた方々に感謝 

ナイナーズの活躍に期待！ 

リーグ2位の長身を誇るジェラル選手と一緒に 

大賞を受賞した神本 菜花さん（中国支店 神本 啓さんのお子様） 

敵な似顔絵ばかり。ほっこりした気分にさせてもらえました。 

この素敵な似顔絵を多くの方に見ていただきたくて、その

なかの厳選12作品を来年10月からの1年間、安全ポスター

にすることになりました。毎月お配りしますので、お楽しみに！ 

来年のコンテストは、お孫さんへも募集枠を広げていく予

定です。おじいちゃん、ご期待ください！  

 （マネジメントサポート部 宮崎 知美） 

仕事を楽しんで取り組み、自ら考えて動けるようになろう ！ 

ベスト5を受賞し、記録に残るシーズンとなりました。 

集いは、中村代表の「来年秋開幕の新リーグでは、1部で

スタートできるよう頑張ります」との力強い挨拶で始まり、金

子主将からのシーズン終了の挨拶、豪華景品が当たる抽選

会などが行われ、選手とのひと時を楽しみました。 

来年1月に予定されるオールスターゲームは当社施工の

ゼビオアリーナ仙台での開催が決定しており、最高の設備の

なかで最高のパフォーマンスを期待したいと思います。また、

来年は“bjリーグ”最後のシーズンとなるため、リーグ優勝を

果たし、有終の美を飾っていただきたいと思います。 

 （東北支店  小野 寧親） 
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 協力会社紹介 

       ～六進会～ 

 

＜有限会社協栄電設＞ 

概要    

創業 1971年10月26日 

住所 東京都練馬区東大泉4-13-1  

従業員 9名 

代表者 代表取締役 福井 明 

六興電気との関係性 

取引年数 45年 

現場のエリア 東京都、埼玉県 

転籍者 7名（在職：1名） 

現在施工中の現場 勝どき5丁目地区再開発東住戸 

関係のある支店 東京第一支店・ 東京第二支店 

“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なか

から、新聞委員会で最優秀作品を選びました。 

「安全は 一人 ひとりが責任者 

 頼らず 任せず 自分から」 

 （北海道支店 永森 淳一） 

 現場では、安全に関して「やらさ

れている」、「ルールを守らされてい

る」と考えている方がいるように感

じます。ですが、安全に作業するた

めには、他人任せでなく、自分から

災害や事故が起こらないように考え、自分から動くこと

が大切だと思います。一人ひとりが安全に関する責任

者と考えて現場に入場していただきたいと思います。   

たけのこ ニョッキッキ！ 

4月19日、改修工事等でお世話になっている東京都市大

学横浜キャンパス様の敷地内にて、たけのこ堀りを体験させ

ていただきました。当社社員とそのご家族、ご友人含め計25

名が参加しました。 

たけのこは、小さいほうがやわらかくて美味しいそうです。

小さな芽を見つけるべく足の裏の神経を集中させ、みんな

真剣に探しました（足で踏んづけても全然大丈夫なので

す）。そして掘る作業はなかなかの力仕事！ちびっこ達が一

生懸命掘っている姿に癒されつつ、男性陣に頼りつつ、私は

応援係に徹しました（笑） 

たくさん収穫した後は刺し身や焼きタケノコ等、BBQもさせ

ていただき、にぎやかで盛りだくさんな1日になりました。 

 （開発営業部 松井 麻恵） 

学生アルバイト大歓迎 

昨年から新しい試みとして、首都圏を中心に大学の第二

部（夜間コース）在学中の学生（全学年）を中心にアルバイト

を募集しています。ご応募いただいている方の多くは、将来

建設業への就職を目指している方です。建設業や現場のこ

とを、学生のうちに学ぶことができるチャンスですし、是非職

業選択のきっかけとしてご活用いただければと思います。 

仕事内容は、主に現場で補助作業等を行っていただきま

す。出勤日・時間・勤務地については、ご都合に合わせて対

応いたします。もちろん、二部学生に限らずご興味のある方

は大歓迎ですので、少しでもご興味のある方は是非一度お

問合せください。一緒に働きましょう！  

【連絡先】 人事部 池田 

TEL: 03‐5404‐6711 / mai l : recruit@6kou.co.j p 

初の個人戦！全員にグアム旅行のチャンス 

～経営指針～ 

新築から改修工事メンテナンス等、幅広い分野に技術

力を持って対応できる、会社経営を目指します。 

～会社の雰囲気～ 

社員一人ひとりの個性は強いですが、全員がひとつにま

とまり、現場を完成させる力のある会社だと思います。 

～六興電気の印象～ 

時代の流れに即応できる、フットワークの良い会社だと思

います。 

～六興電気に伝えたいこと～ 社長よりメッセージ 

自分が二代目として会社を受け継ぎ18年、社員の入れ

替わり等、多々ありましたが、六進会のお蔭で社員の平均

年齢も下がりました。今後も協力会社として努力いたしま

すので、よろしくお願いいたします。 

昨年9月にスタートした新・英語学習プログラムが終盤に

入りました。これまで自発的に英検を受験したり、英語しか

使ってはいけないパーティを開いたり、LINEのグループを

使って英語を使う機会を設けたりと、積極的に英語と向き

合ってきました。 

その集大成として、9月26日に「第3回R-1グランプリ」を開

催します！前2回は、基地対抗の団体戦でしたが、今回は個

人戦となります。己の力だけを頼りに、日頃の成果を存分に

発揮していただきたいと思います。学習開始時のTOE ICの

スコアからの伸び率を競います。今回も副賞として、グアム語

学研修旅行を予定しています。基準を越えることができれ

ば、グアム行きの切符が手に入ります。是非、参加者の皆さ

んには、全員がグアムに行けることを目標に頑張っていただ

きたいと思います。 

さて、10月より第2期英語学習プログラムをスタートします。

教材を一部入れ替えて、より学習希望者のニーズに合うも

のを選んでいただけるよう準備しております。ただいま希望

者を募集しておりますので、興味のある方はお気軽にお問い

合わせください。  （マネジメントサポート部 木内 久瑠美） 

子どもと一緒にＢＢＱ 

焼き奉行トリオ 

5月16日、素晴らしい快晴の日に明石大蔵海岸で神戸支

店恒例の親睦バーベキュー会を行いました。今回も当社社

員と家族、協力業者と家族、合わせて100名以上が参加し

ました。脂ののった美味しいお肉とビールを堪能しつつ、ビン

ゴや抽選会で大いに盛り上がりました。 

毎年子ども向けの遊び道具を準備しているのですが、今

回は新しく輪投げゲームと景品を準備したところ、列ができ

るくらいの大人気でした。妖怪ウォッチの人気、未だ衰え

ず…！社員同士、協力業者との親睦をより深めることがで

き、また家族サービスもたっぷりできた充実した1日でした。  

 （神戸支店 内山 彩那） 

意外に重労働でした 

お肉よりゲーム！？ 

おっきいタケノコにびっくり 

倉庫にて 事務所にて 

4月21日の大安に、現在建設中の新川崎寮地鎮祭が行

われました。実施前日の夜には雨が降っており、天候に不安

がありましたが、当日は雨が上がり、滞りなく式典を執り行う

ことができました。 

式典には、大和ハウス工業㈱の堀常務をはじめ、工事関

係者12名が出席し、工事着手を祝うとともに、工事期間中

の無事故・無災害を祈願いたしました。神事では、鎌入れを

堀常務、鋤入れを長江社長がそれぞれ行いました。式典

後、長江社長から「寮の完成を楽しみにしている」と期待を

感じる言葉をいただくことができました。 

今年12月22日の竣工に向け、寮生にとって居心地の良い

空間を作れるよう、今後も粛々と進めてまいります。  

 （マネジメントサポート部 濱田 拓麿） 

新川崎寮着工しました ～地鎮祭～  

安全を祈願して 
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 *** おしらせ *** 

「平成26年度防衛施設建設技術資料」に掲載！ 

前年度に中国四国防衛局長感謝状の贈呈をいただい

た「岩国飛行場（H22）設備格納庫新設電気工事」が地方

防衛局長感謝状事案として紹介されました。 

「電気と工事」8月号の表紙に注目！ 

7月15日に発売された「電気と工事」8月号（オーム社） 

にて、東京第二支店 須田 明奈さんが表紙を飾りました。

是非、ご覧ください。 

それ、いいね！アワード アイデア実施報告 

ご応募いただいたアイデアのなかで、実施したものを報

告します。今後も随時報告していきます。 

・“アニバで有休” 

・育児短時間勤務対象者拡大 

・ARTSに技術本部の問題を追加 

・ドライブレコーダーの設置 

それ、いいね！アワード2015総選挙開催 

6月末をもちまして、アイデアの募集を終了いたしました。

たくさんのご応募ありがとうございました。今回も総選挙を

開催いたしますので、投票（1人1票）をお願いいたします。 

4月～6月の採用 

東京第三支店 技術担当  薄衣 忠夫 

茨城支店  技術担当  久松 真弓 

東京第一支店 工事主任  門司 貴志 

東京第二支店 図面作成担当 山岸 憲一 

東京第二支店 工事係  沼田 穂一 

沖縄営業所 工事担当  金城 徹 

受注！ 

・赤坂九丁目北地区第一種市街地再開発 東京第一支店 

・南相馬市立総合病院脳卒中センター 東北支店 

・ＭＪＲ六本松新築 九州支店 

  家族の絆 

接戦の先に 

好球必打 

4～6月の採用 

入社された方より一言いただきました。 

東京第一支店 工事主任 門司 貴志 

新入社員の「モンジです！ ！ 」 

 「ん？門司？」と思った方もいる

かと思いますが、私は以前、電

工を12年間、東京第一支店と

東京第二支店の外注代人とし

て7年間、現場の管理をしてい

ました。そこでは、いろんな人と

出会い、「新たな発見」、「仕事

の楽しさ」、「自信」を得ることができました。今後は、未知の

業務を習得し、管理の歩幅を広げていきたいと思います。 

茨城支店 技術担当 久松 真弓 

働く母ちゃんです！   

私を採用していただきまして

ありがとうございます。とにかく

建設現場が大好きなので、毎

日楽しく勤務しています。現時

点では戦力には程遠いのです

が、元来の負けず嫌いな性格を

活かし、1日も早くわかりやすく

て丁寧な図面を描けるよう、笑顔を忘れず、現場が明るく活

気づくよう、私自身が達成感を味わえるように日々前進して

いきますので、どうぞよろしくお願いします。やんちゃ坊主の

子育てにも奮闘中の働く母ちゃん、頑張ります！  

4月30日に、東京電業協会の野球大会が明治神宮外苑

軟式球場で開催されました。今年は天候に恵まれ、快適な

環境で試合をすることができました。 

1回戦の試合相手の浅海電気㈱さんは、皆さん動きがと

ても良く、普段から練習している雰囲気を感じました。そんな

強敵に、六興の選手も負けていませんでした。投手をはじ

め、全員が華麗な守備を見せていました。打撃でも、相手の

投手の隙を突いて点をとり、試合結果は2対2の同点で終

了。じゃんけん勝負へ持ちこみ、まさかの勝利！  

そのまま2回戦へ進み、相手は㈱中電工さんでした。試合

では打線が爆発し、大量24得点を取り、24対2で勝利でき

ました。しかし、翌日の準々決勝は出場選手の人数がそろ

わず、残念ながら棄権となりました。 

去年に続きベスト8まで進めたのも、業務のお忙しいなか、

応援に駆けつけてくださった大勢の皆様のお蔭だと思ってお

ります。これからも応援よろしくお願いします。 

 （東京第一支店 三浦 篤史） 

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 4日 

10日：夏季賞与支給 

10日～11日:営業特プロ研修 

16日～18日：2013-2年目修了研修 

25日：任用測定試験（3級チャレンジ） 

 

8月 1日 21日～22日：スタッフ系研修 
夏季休暇 

12日~14日 

9月 5日 本決算期  

これから始まる家族の絆 

4月4日に結婚式を挙げました。その日に挙げた理由は“大安”であり、4

月4日が「4（し）と4（し）」の合わさる日として「幸せの日」と言われている

ため、とっても幸せになれると思い、決めました。 

当日は雨予報だったのですが、式が始まってからは奇跡的に降りませ

んでした。早速幸せの恩恵を受けたのかなと思っています（晴れ男で有

名な人事部の池田さんが出席してくれたからという説もあります（笑））。 

結婚式を挙げて思ったことは、いろんな人に言われたとおり「あっという

間に終わった」ことと、皆への「感謝の気持ち」でした。 

感謝の気持ちは準備の段階から強く感じていて、例えば生い立ちビデオを製作する際に自分が生まれた時からの写真を

見たのですが、いろいろな所に連れていってくれて、いろいろな経験をさせてもらったことを思い出し、今の自分があるんだな

と家族に感謝の気持ちでいっぱいになりました。また、受付・二次会の幹事・スピーチなどを引き受けてくれた方々、ご出席

いただいた方々をはじめ、多くの人たちに支えられているんだなと感じました。感謝の気持ちでいっぱいです。家族の絆につ

いては、新しい家族として今後長い時間をかけて深めていけたらと思っています。 （システム開発室 井上 万太朗） 

幸せいっぱい、夢いっぱい 
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川北電気工業株式会社 

 代表取締役会長 

 牛嶋 教雄 様 

村松 貫一 様 

金澤電興株式会社 

 代表取締役会長 金澤 忠 様 

ミツワ電機株式会社 

 代表取締役名誉会長 

 堀井 英子 様 

新福 道雄 様 

重村 恭史 様 

熊谷 信弘 様 

吉倉 肇  様 

安田 昌輔 様 

望月 良金 様 

赤坂金龍 秋葉 冨佐江 様 

 秋葉 陽子  様 

お言葉をいただきました 

去る4月3日、当社創業者である父・長江健太郎（享年91

歳）は永眠いたしました。六興電気㈱との合同葬は、1,500

名もの多数の方に参列および献花いただき、生前における

父の活動の広さを今更ながら思い起こさせてくれました。

よってここに、一言ご挨拶申し上げさせていただきます。 

 

父は大正13年7月30日、東京の本郷に生を受けました。

東京電気高専を卒業し、戦時中は通信兵として出征しまし

た。復員後はこの時の経験を活かして、電気設備を製造す

る会社で技術者として勤務し、仕事の傍らで労働組合の代

表も務めました。会社では労使ともに信頼が厚かったそう

で、独立して会社を興そうという段になると、自然発生的に6

人の仲間が行動を共にしました。そこで社名を六人で興し

たという意味で“六興電気”と定めたのですが、ここには和を

重んじて力をあわせてやってゆこう、という気持ちも込められ

ていました。 

以来父は寝食を忘れて、六興電気㈱の発展にまい進しま

した。戦後の復興期でもあり会社は急成長しましたが、オイ

ルショックやバブルの崩壊のような困難にも遭遇しました。そ

のたびに父はひるむことなく、試練を持ち前のバイタリティー

とアイデアで切り抜けてきました。オイルショックで資材が不

足し電線が高騰するなかで、「こんな状態はいつまでも続く

はずはない」、と状況を読み切って仕事を取りまくったという

エピソードは、今でも語り草になっています。父はただ勇まし

いだけでなく、アイデアも豊富でした。一例をあげると、当時

父が発案した直営工事部や月次損益計算制度は、形を変

えながら今でも六興電気㈱で生きています。こうして父は、

六興電気㈱を準大手の一角にまで押し上げました。 

父は業界活動でも重要な役割を担いました。(一社)日本

電設工業協会では副会長・政策委員長として活躍し、分離

発注の推進や施工管理技士制度の創設などに尽力しまし

た。これらもまた、アイデア豊富な父ならではの足跡と感じま

す。そんなわけで父は同業大手からも一目置かれる存在

で、恐れられるも慕われる存在だったと、強く感じます。 

私生活においては、麻雀とゴルフが大好きでした。とくに麻

雀は自宅に電動卓を用意して、いろんな方をお呼びしては

勝負をしていました。電動卓は赤坂の料亭にも購入させ、業

界の交渉相手と打牌していたそうです。私が大学を卒業し

た頃ですから父は50代前半の頃と思いますが、一緒に朝ま

で徹マンをしたこともありました。一方ゴルフはというと、「ゴ

ルフは血筋だ」、というのが口癖で、腕のほうは正直言って今

ひとつでした。ベストのHCは確か、18だったと思います。ただ

腕は道具でカバーできるという持論があり、川口の練習場に

行くたびにクラブを買ってきました。ところが買ったばかりのク

ラブを曲げたり切ったりして改造してしまうので、いらなくなっ

ても誰も使ってくれません。そんなわけで、一時は家に、50

セット以上のゴルフクラブがありました。夏の那須ゴルフクラ

ブが好きで、家族で泊まりに行ったのも楽しい思い出です。 

そんな父ですが、階段から落ちて骨折した影響で、約3年

前に施設へ入らざるを得なくなりました。それでもたまに面

会に行くと、話題の半分は会社のことでした。そんなとき私

が、「みんながんばってこのぐらい利益が出て、成果配分も

配れたよ」、と報告すると、「そうか！」と満面の笑みで喜んで

くれました。亡くなった4月3日もちょうど入社式が終わったと

ころで、まるで会社の混乱を最小限にとどめようと考えたよ

うなタイミングでした。父は、死ぬまで会社のことを思ってい

たのだと思います。 

亡くなった日、父は元気に昼食を食べたあと、20分もしない

うちに眠るように息を引き取りました。施設の庭には満開の

桜が咲く、穏やかで気持ちの良い日でした。死因は虚血性

心不全なので、おそらく苦しむことはなかったと思います。こ

れから父は、新たなステージに旅立ちます。きっと、あの世で

昔の仲間と合流するのを楽しみにしていると思います。どん

なことを始めるのか想像もできませんが、父のことですから

きっと、なにかユニークなことを考えているのでしょう。そして

残された私たちは、こんな父が残してくれた会社を、これから

も盛り立ててゆくことが、大きな責務だと痛感しています。 

今思うと、父にとっては、1949年生まれの六興が長男で、

1952年生まれの私が次男でした。それぐらい、六興を愛して

いました。父は生前、六興電気㈱を創設し、南山会を作り、

大勢の人たちと交流し、世界中を旅して人の何倍も生き、悔

いはない人生だった、とよく話していました。これは偽らざる

気持ちだと思います。そして、父がそのように感じられたの

も、皆様のご支援があってのことと、承知していました。 

親父、六興電気㈱は任せてください。誇りをもって、永遠に

伝えてゆきます。安心して、旅立ってください。 

お忙しい中、合同葬にお集まりいただいた大勢の皆様にお

きましても、父の思い出を胸に、いっそうのご指導・ご鞭撻の

ほど、よろしくお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

        葬儀委員長 
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訃報の知らせを受けた時、1つの時代が終わったな…。と感慨深い侘しさが奔りました。

名誉会長は、私が3歳の頃会社を興し会社経営、そして業界運営とその発展に奔走され

ました。私とは世代が離れており直接薫陶を受けることはあまりありませんでしたが、40年

もおりましたのでいろいろな想いがこみあげてきます。 

まずは入社まもなくの頃、「今日は無礼講なので言いたいことを言いなさい！」と言われ

ひと通り聞かれた後、「君は電気屋を辞めて弁士になりなさい！」と言われ、目が点になっ

たことから始まり、経営会議終了後「岩井バー」でグラスを片手に若い頃の経験談を聞か

せていただいたこと。大阪支店長時代に人事配置で悩んでいたとき、心温まる便箋5枚に

わたる助言、20数年前の「飼い犬に頭を咬まれた！」と言われた大騒動の後、その説明に

大阪の業界に来られ、心配そうな私の顔を見て「心配するな！俺も長年これをやってきた

んだ！」と握りこぶしを突き出しながら「落としどころは分かっている！」とニヤリと笑い部屋に

入られ、その2時間程後、よほど悔しい思いをされたのか憮然

たる表情で出てこられたことなどが想い出されます。 

 想い出は尽きませんが、卒寿のお祝いも済まされ会社も順風

満帆、遣り残したことはなかったでしょう。素晴らしい男の人生

を全うされたと思います。 

 今は、会社からも解放され、先に往かれた朋友の方々と大好

きなマージャン、そしてゴルフをされていることでしょう。本当に

長い間ありがとうございました。 

人の出会いとは不思議なものです。会長との巡り会わ

せもまた同じでした。1947年秋、会長が静岡の田舎に昔

の友人を訪ねた時、私の東京行きが決まり翌年春3月に

高田馬場の会長の自宅を訪問し、3カ月の下宿生活か

ら、強運の会長の下と多くの人に助けられ今日がありま

した。そして会長との67年も誰よりも長いお付き合いでし

た。今自分の人生を振り返ってみて会長は「我が人生を

決めた 運命の人」でした。育ての大恩人に感謝の一言

です。長い間誠にありがとうございました。 

会長は会社を創立以来、この業界は会社を「デカク」しないと信用も実績も認められな

いとの経営理念から、拡大政策で北海道から九州まで事業所を設置して営業を展開し

た。少し乱暴なところもあったが、六興の野武士的な社風と事業所の責任者の奮闘のお

蔭で他社には見られない発展と業績を収めることができました。そして今年は創業以来

66年の輝かしい歴史を残すこともできました。同慶の至りです。これも偏に長江会長の功

績のお蔭です。 私は会長の霊に向かって合掌。 

重村 恭史 様 

村松 貫一 様 

会長の突然の他界という思いがけない悲報に接しただ呆然とするばかりです。 

会長と出会ったのは1961年、六興電気㈱に入社、13年目に独立を考え、会長に相談し

心よく独立を認めてくれました。本当に思いやりある会長でした。 

 電設経営研究会では、アリゾナに行き、会長のご指導のもと

で勉強会を開き思い出の1つであります。昨年、お見舞に伺っ

た時嬉しそうに、「良く来てくれた。」と手をとって喜んでくれまし

たね。帰る時、「忠さん一緒に私も帰るよ」と言った言葉も今思

いだされます。 

 会長が一番心配しておったことは、会長が立ち上げた六進会

だと思います。心配しないで下さい。六進会も今は各会社も協

力し頑張っております。 

 赤のフェルトサインペンで、長江名誉会長実筆指示文

は、実に素晴らしい。それは新聞紙に折り込まれた広告

宣伝チラシの白裏面を利用して書き込まれ、時期を得

た文章で感銘すべきものだった。1998年12月（当時、専

売ビル）、会社の応接室で会長と奥友昭総務部長の面

接を受けた私に「新聞に掲載されていない記事、テレビ

で放映されない情報を報告しなさい」と。会長の鋭い眼

光に、この人の魅力を感じて入社した。 

 織田信長の父、織田信秀の菩提寺として600余年の

歴史をもつ、名古屋の萬松寺、伊藤治雄住職を紹介し

たところ意気投合され、しばしば名古屋にお供して新幹

線の車中にて人生哲学を学

ばさせていただいた。 

 長江名誉会長主催の「営

業推進本部会議」が、経験

豊富な顧問団から話をお聞

かせいただき、私の営業活動

原点となりました。感謝にた

えない。 

新福 道雄 様 

長江健太郎様は、私が(一社)日本電設工業協会の役員会に出席できるようになりまし

てから本年までの永きにわたり、電設業界のこと、電気工事会社の経営のこと等々、こと

ある毎に丁寧にご教導をいただきました。その後、長江様のご推薦もあって(一社)日本電

設工業協会の運営委員会の末席に加えていただきました。それからより多くのご謦咳に

接する機会を得ることができました。 

「電設業界の発展なくして、会社の発展は望めない」との強い信念をお持ちで、業界の

団結とともに諸官公庁へは高度な専門知識、技術、技能が必要な電設業界が建設業の

なかでは、その地位があまりにも低く扱われていると「士・農・工・商」の例をあげて電設業

界の地位をもっと向上させていかねばならないと陳情、要請しておられました。その第一

歩として官公庁工事においては、建築一括発注でなく電設工事の分離発注を要請し、そ

の運動は現在においても引き継がれており、電設工事業の分離発注は当業界の大勢と

なっております。電設業界を取り巻く環境が年々厳しくなっていくなかでも、長江様は「困

難なことのなかにも我々の知恵と努力で必ず道が開ける」とのお話をされておられまし

た。常に物事に前向きにとらえて、その解決に取り組まれるお姿に常々畏敬の念を持って

おりました。スポーツの面でも先生であり、運営委員の親睦ゴルフの折には、毎回最新型

のドライバーをご披露され「年と共に衰える体力をカバーするのが道具である」とお話しし

ておられました。 

長江様は、事業の経営面でもスポーツの面でも他の

人と異なる独自の切り口で問題解決に取り組んでおら

れ、その才能、気迫を今は懐かしく偲んでおります。 

「巨星墜つ」電設業界の勇者としての長江健太郎様

の生き様は、幽明境と異にした今も私の心の中に生き続

けております。「新たな困難も、すべて変化もチャンスとし

て前向きにとらえて取り組め」、「電設業界の発展の中に

会社の事業の発展がある」等々の教えを守って誠実に

一歩一歩努力を積み重ね、世のため、人のために貢献

できる事業経営に一層の精進をしてまいる覚悟であり

ます。ご鴻恩に深く感謝申し上げます。 

長江健太郎様の訃報に接し、とても寂しい気持ちでいっぱい

でございます。何故、突然逝ってしまったのでしょうか。久しくお

目に掛かっていないので、気になっておりましたところ、先週末

娘から、六興電気㈱様にご挨拶に伺うということを聞き、「会長

様はお元気かしら、よろしくお伝えしてね。」と話しておりました。

虫の知らせでしょうか。4月3日にお亡くなりになっていたとは存

ぜず、その時は長江様のことを懐かしく思い出していました。 

長江様とすでに故人となられていらっしゃいます押本様と主

人はとても仲が良く、柳橋でお酒を飲み、楽しい時間を過ごしていたようでした。今ごろは

主人がきっと、「おー、君もこちらへ来たのか。」と出迎えてくれていることでしょうね。そして

天国で仲良く酒を飲み交わしていると思います。 

長江名誉会長の築かれた礎のうえに、今は立派なご子息様がしっかり会社を引き継い

でいらっしゃいます。六興電気㈱様がますます発展を続けられるであろうことを確信いたし

ております。また、私どももできる限りのご協力を惜しまない所存でございます。長江名誉

会長、長い間本当にお疲れ様でした。 

ミツワ電機株式会社 代表取締役名誉会長 堀井 英子 様 川北電気工業株式会社 代表取締役会長 牛嶋 教雄 様 

長江名誉会長を偲んで 
お世話になった方々よりお言葉をいただきました 

金澤電興株式会社 代表取締役会長 金澤 忠 様 



顧みますれば、長江様と私の出会いは1968年であり爾来半世紀に近いお付き合いをさ

せていただきました。 

当時、長江様は若く熱い技術集団を携え業容の拡充を目指し、昼夜を分かたぬ努力を

されていられました。一方私は、商社の建築の技術者として新企画の担当であり、そこで

御縁ができたものです。私にとって当初より長江様の、ご自身で決めたことには、如何なる

場合もぶれず、妥協を許さぬ姿に心酔し、公私ともに人生の師として、また経営者のお手

本として、まさに心の拠りどころでございました。 

特に長江様にとってゴルフをことのほか愛し、その知識と技量は大変なものでありまし

た。折に触れ「僕の夢は自分のゴルフ場の隣に自宅を作るこ

と」と言われておりました。国内の時代の変遷により、意欲も薄

れ実現しませんでしたが、海外では私が手掛けたアメリカアリ

ゾナ州フェニックス市、コロラド州デンバー市のゴルフ場にご夫

妻でその出来栄えをご視察いただき、その折、生涯最良スコア

ができたと喜んでくださったこと、懐かしく思い出として残ってお

ります。今後はご子息はじめ、社員の皆様がそのご意志を継が

れ社業のさらなる発展を目指して邁進されることと存じます。 

会長との思い出は、1997年会長ご夫妻と西イリアンジャヤ（西パプア）の北のビアック島

を訪れたことです。当時私は、長江洋一現社長が海外事業部長で私が副部長と東京第

4支店長を兼務していました。 

長江会長が防空壕の前で、奥様と私は外で待てと言われて壕の中へお一人で入られ

かなり長時間戻ってきませんでした。実際の時間は30分位だったと思いますが、目を赤く

し、明らかに壕の中では涙を流した顔で戻ってこられました。 

ホテルへ戻ってからお聞きした話で状況が理解できました。輸送船が撃沈され、甲板に

いた自分は投げ出され九死に一生、泳ぎ着いたのがインドネシアのビアック島でした。何

隻か撃沈を免れ、直接上陸した輸送船の戦友約4,000人が壕

の中で戦死されたところだったのでした。この歳になって何度も

来られるところではないので、海外支店の激励のおり、心にとめ

ていた戦友に手を合わせたいとおっしゃっていました。念願が

叶ってほっとされたのか、インドネシアのブンガワンソロの曲を聴

きながらお酒を飲んでいました。 

 会長の大事な人生のひとコマにお供させていただき、私自身

忘れられない思い出になりました。 

熊谷 信弘 様 

安田 昌輔 様 

秋葉 陽子 様 

思い出のエピソードをお話しさせていただきますと、長江様は私の挨拶の仕方や、歩き方

を注意して下さりやり直させられました。見本を見せていただいたので、その女らしさ？に皆

で大笑いいたしました。 

ゴルフはせっかちで、人の打つのを待てずにすぐに打ってしまうお方でした。とってもお洒

落で夏には麻のシャツなどお召しでした。会社へお邪魔した時、いつもはひょうきんでダ

ジャレばっかりおっしゃっている方かと思ったら、怖そうなお顔をしていらしたので、本当は厳

しいおじ様ではないかと思ったことがあります。 

私たちの前ではいつも優しい方でした。奥様とご一緒にゴルフの名門霞ヶ関へ連れて

行っていただいたり、美味しい物をいっぱいいただいて、いっぱいお酒も飲んで楽しい思い

出ばかりです。ありがとうございました。 

1964年入社以来たくさんの叱咤激励また楽しい麻雀（勝ったときの笑顔）が走馬灯の

ように駆け巡ります。 

さて、私事ですが「社長（当時）命令」で私の人生を大きく変えたことを語ってみたいと

思います。1984年末、私は名古屋支店に勤務しておりました。支店内でトラブルが発生、

社長より本社へ出頭命令！退社することを覚悟で出社いたしました。社長室に通され、開

口一番に言われたことは「お前は使いものになる人材だから、俺は君に別の場所での活

躍を期待して決意した！お前も黙って言うことを聞け！」それは新潟支店への旅立ちの宣

言でした。初代支店長が28年大切に育て成長させてきた支店を体調不良のため、将来

的に交代する人材を水面下で進められていたのでした。 

不安多きなかで私を指名してくださいました。私は「1日だけ時間をください」と答え、「理

由は何だ！」と激怒されました。私も社長のお気持ちを拝命する以上、家族の理解なしで

単身は考えられない旨を答えた時に笑みを見せてくださり、「俺の目に狂いはない。明朝

必ず良い返事をするように…。」と新潟の第一歩が始まった次第です。 

支店長が退院したら一緒に業界、得意先への挨拶等、一緒に行動する予定で私も楽し

みにしておりましたが、残念なことに退院間近にして急逝されてしまい、経験したことのな

い社葬が最初の大きな仕事になってしまいました。その席で得意先、業界関係の皆様全

員にご挨拶させていただきました。 

それからが右も左も分からない若輩者で、もがき苦しみましたが「ホテル泉慶」の営業

に力添えをくださる方々にご縁をいただき、泉慶の女将にご理解をいただき、会長のご挨

拶で依り以上進行し、私の営業以上に貢献いただきました。 

 振り返って見ますと着任から25年が経ち、地図や歴史に残る

ような数々の実績を残せ会長との約束の新潟支店の灯りも次

代へ受け継がれたことを自負しております。もう一度現場巡り

をして泉慶・華鳳の温泉に入って麻雀がしたかったです。悔し

いです。私はお蔭様で大勢の友人知人に支えられ新潟県人と

して第二の人生を送らせていただいております。本当にありが

とうございました。感謝感謝感謝です。 

赤坂 金龍 

望月 良金 様 

1963年春、新入社員の説明会で、初めて会長（当時専務）に会いました。 

営業系採用で入社後の挨拶時、会長から「工事会社ゆえ、現場経験が大事、実務体

験後に営業へ」との指示、以来2現場で約5年常駐勤務のため、会長に面会する機会は

僅かでした。 

その後支店勤務となり、1人で現場管理した物件で問題（電線盗難事故）を起こし、そ

の始末報告で、会長と初めて2人で長時間対話する機会がありました。 

現場管理体制の不備等で一喝された後、別話として、何故入社後即現場勤務を命じ

たか、から始まり、今後営業職に携わる時の心構え等、時間を掛け説明され、特に今後業

界大手として参入し生き残るため、他社ではやれない営業仕法を考えること等、本来の

訪問目的とは思えぬ内容の話をされました。この日の出来事で会長の会社に対する熱い

思いを肌で感じ、少しでも貢献できるよう、努力しようと思った、記念すべき1日でした。 

その後営業職として本格的活動期、困難なテーマが提示される都度、当時のことを思

い出し営業原点として行動してきました。 

昨年秋、退社報告に伺い、半世紀無事勤務できたこと等、

感謝の気持ちを伝え、創設期からの思い出話や、老後の生き

方まで指南され、楽しい時間を過ごし再会を約束して帰りまし

た。今思うと、その時の言葉が最後の教えだったかと、胸が熱

くなり残念です。 

人生の師として学ぶことが多く、私自身ここまで成長できた

ことに深く感謝すると同時に会長の理念が永世に伝わること

を願っております。  

吉倉 肇 様 

秋葉 冨佐江 様 

初めてお会いしたのは、(一社)日本電設工業協会の副会長としてお店にいらしたのが

きっかけでした。仲の良かった方と一緒に「美味しいものを食べる会」を作って、娘と4人で

いろんなところにご一緒させていただきました。 

一番の思い出は、岡山まで「寿司食いに行こう」って。新幹線の座席が空かないように考

えて総勢6人で、朝7時くらいの電車に乗って、12時に着いて、2時間くらいしか滞在しませ

んでした。駅からまっすぐ4、5分くらい歩いたところかな？そこでお寿司を食べました。瀬戸

大橋ができたばっかりの頃だったので、連れて行ってくれるのかなと思っていたら、「冗談

じゃないすぐ（新幹線に）乗るんだ」と言われ、結局行けま

せんでした。あれにはびっくりしました。 

長江様はすごくお友達に気遣かわれる方で、お店ではお

仕事の話はなかったけれど、ぶすっとしてる時もあって、今

日は何かあったのかなって感じるけれど、そういうのはここ

に流していただいて奥様に笑顔で接していただければいい

かなと思っていました。「奥がなぁ…」とよくおっしゃっており、

気遣っていらっしゃいました。常にすごく優しい方でした。 

( 3 ) 



( 4 ) 

ありがとうございました 

Guamにて 

神戸震災 

合気道をやっていました 

美土代町 

上本氏と 

Arizonaでゴルフ 

麻雀 村松氏と 

PIER 39（San Francisco）にて 

叙勲式典 

那須ゴルフ倶楽部にて 

孫に囲まれて 

お祝い会にて 

ソ連東欧視察団 


