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あけましておめでとうございます。昨年末は合計16回もの忘年

会に呼んでいただき、各地で社員や協力業者の方々と顔を合わ

せることができました。抽選会やかくし芸大会、さらには超一流ホ

テルでの豪華な食事など、各支店とも趣向を凝らした企画で六興

のパワーを感じさせてくれました。ここでパワーというと「若い社員

の」という枕詞が付きものですが、当社の場合は高齢社員も負け

ずに元気でした。そして自画自賛になってしまいますけど、若手と

ベテランが自然体で働ける良い会社になったと感じています。昨

年は元気な高齢者にこれからも稼いでもらうため、9名の「レジェン

ド」を認定しました。 

レジェンド9名を認定  
レジェンドは、過去の業績への報奨ではありません。これは高齢

者であっても自ら動いて稼ぎ続けている方に与えられる称号で、

職務能力に対する会社の期待を表します。ですから扱いも「受賞」

ではなくて「認定」で、これから稼いでもらうという趣旨から過去の

職位とは無関係で認定されます。対象は60歳以上の工事や営業

等の現場で活躍している方で、年齢に上限なく意欲と体力がある

限り仕事を続けていただきます。認定されると賞与が増額され、業

績査定が行われます。 

同じような施策は、既にいくつかの大企業で導入されています。

しかしその多くはいわゆる高齢者対策で、福利厚生の延長線上で

発想されています。また技術の伝承をキーワードに、後輩の指導に

主眼を置いた制度もよく耳にします。しかしこれらと異なり、当社の

場合は高齢社員の生産性そのものに注目しています。つまり、経

験と知識が豊富な高齢社員に末永く実務に留まってもらい、営業

や施工等で実戦力となってもらうことが目的です。ですからレジェ

ンドの位置づけは担当職務のプロであり、若い人への助言が主た

る業務ではありません。当社には従来から、施設に常駐しお客様と

一緒に活動してきた技術者や、幅広い人脈を活用してこまめな活

動を続けていたベテラン営業マンがいました。レジェンドは、こういっ

た方々の働き方をもとに発想されています。 

この制度のもう一つの狙いは、組織の硬直化対策です。社員の

年齢分布はピラミッド型が理想で、高齢者の割合が増えすぎると

組織が硬直化すると言われてきました。典型的な例が官庁で、組

織の高齢化を防ぐため、階層ごとに一定数の職員を天下り（民間

では「リストラ」と呼びます）させています。当社の場合は平均年齢

が同業他社と比べて3歳ほど若く、分布もピラミッド型になっていま

す。しかし労働力のひっ迫が顕在化する現在、能力のある人材を

外部に放出する余裕はありません。ここでレジェンドの方々に象徴

されるように、生涯現役で自ら稼いで成果を出し、いつまでも報酬

を得続ける、そんな働き方が普通になれば、高齢社員がいくら在

籍しても組織は硬直化しないでしょう。レジェンドは毎年認定される

ので、今回の9名に続いて更に多くの方が認定されることを期待し

ています。 

役員も新旧交代 
昨年末の株主総会では、あらたに執行役（通常の会社では取締

役に相当します）、執行役員が選任されました。役割や抱負は次

ページで語ってもらっているので省略しますが、いずれもこれからの

時代に即した施策を期待します。なお草富支店長は、不手際によ

る降格を経験しています。執行役員就任にあたり、あのときの経験

も糧として活かしてくれるでしょう。また山田部長は当社初の女性

執行役員で、管理本部長として今までにない細やかな感性を発

揮してくれると期待しています。昇格ではありませんが、森口執行

役は新設のE2（イースクエアと呼びます）本部を担当します。E2本

部傘下のENG事業部とEP支店は一般電気工事とは異なる業務

を担当しており、新たな事業領域を目指して、顧客の開拓をお願

いします。いっぽうで菊地、鹿久保、日高、松村の各取締役が退任

し、理事に就任しました。鹿久保理事には引き続き工事本部長を

お願いしますが、あとの3名は新しい上司の下で実務を担当してい

ただきます。退任役員も立場を変えて末永く活躍を続ける、そん

な会社を実現するためのロールモデルを、4名の退任役員に期待

しています。 

今年のチャレンジ 

さて今年のチャレンジですが、まずは採用です。昨年は残念なが

ら、同業他社に競り負ける例が多く見られました。なんとか挽回し

なければならないのですが、昨年末に採用した学生が内定者から

の口コミで応募してきた、という例がヒントになりそうです。中途採

用も課題で、適格な候補者の掘り起こしに知恵を使わねばなりま

せん。元社員も大歓迎なので、カムバックレターも送付してみたい

と思います。次に米軍関連工事ですが、GUAMに海外拠点を設立

して4年目になり、米軍関連施設の施工を実現すべき時期と感じ

ます。営業段階でいくつかの案件があり、今期中に受注～現入を

目指します。米国に設立した資材の調達拠点（HEXEL TECH）

も、実務を軌道に乗せて将来の方向性を示すことが今年の課題

です。マンションに関しては、東京第二支店の電気・設備一括施工

と、東京第一支店で担当する超大型物件、それに地方都市で盛

り上がりつつある需要の取込みが課題です。それぞれ求められる

ものが違いますが、経験者の知識を水平展開し、トラブルを未然に

防ぐ取組みを求めます。社内体制に関しては、静岡支店と名古屋

支店の交流を強化して、共通のお客様からの需要を受け止められ

る体制を模索します。最後に安全ですが、労働災害は今のところ

報告されていません。昨年から続いている安全活動を継続し、災

害ひとケタを実現して下さい。 

今年の年末も昨年同様、賑やかに迎えられるよう、みなさん気を

引き締めて業務にあたってくださるようお願いします。 
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風が吹いている ～新任挨拶～ 

左から釆野支店長・草富支店長・森口本部長・芹川本部長・文倉本部長・奈須支店長・山田本部長・戸塚支店長 

第75期、昇任役員、新任役員、新任執行役員、新任部署長をご紹介いたします。 

( 2 ) 

「技術力」・「コミュニケーション力」 名古屋支店長 戸塚 寛介  

この度、名古屋支店長を拝命することになり、責任の重さを痛感し身の引き締まる思いであ

ります。前任の釆野支店長からの教え一つひとつを噛みしめ、支店員全員が言いたいことを

言える雰囲気を壊さず、より一層団結力のある支店にしていきます。 

さて、名古屋地域は現在、仕事はありますが今後に不安が残るものがあります。だからこそ

人材育成を第一に考え、若手の技術力、そしてコミュニケーション力向上に努めます。私がい

うまでもありませんが、我々の業界では自らが高いモチベーションを持ち、関わる全ての方とコ

ミュニケーションを図り、皆で考え工夫し、ムリ・ムダをなくし、良いものを作る、という大前提が

あります。そのなかでも私も含め支店員一丸となりレベルアップを図り、お客様から信用してい

ただき、信頼できる関係を構築することで、支店のスローガンである「自分たちの力で客先を

掴め！ ！」を達成していきたいと思います。 

更なるチャレンジ 執行役員大阪支店長 草富 保博 

私が大阪支店の部署長を拝命してから早3年が経過し、今回このような重責を担うことと

なり、新しいチャレンジの機会をいただいたことに感謝し、更にやりがいを感じると共に、責任の

重大さを痛感しております。この3年で部署内全員参加、協力して結果を残すという体制の土

台作りはできてきていると感じているので、さらに、これからの大阪支店がステップアップして

いくためには何をすべきか、何が自分にできるのかを考えて行動し、「魅力のある大阪支店、

働きがいのある大阪支店」を目指して、入社してからのモットーでもある「明るく楽しくかっこよ

く、六興電気を面白く！」で、引き続きいろいろなことに挑戦していきたいと思っています。 

皆さんと一緒に 執行役員静岡支店長 釆野 邦彦 

第75期の途中ではありますが、静岡支店を任されることになりました。30年弱の勤続で静

岡の地を初めて経験することになります。まだ日も浅く、わからないことばかりですが、まずは

自分自身の目でいろんなことを見聞きして、今支店に必要なことは何かを判断したいと思っ

ています。私1人でできることは微々たることです。支店の皆さんと一緒に良いところは伸ば

し、問題点は焦らず一つひとつ解決できるように決意を新たに取り組みます。また、静岡支店

はカバーエリアの広さが特徴です。磐田・沼津営業所それぞれの得意分野を活かしつつ、更

なる連携を図り、技術力の平準化、情報の早期伝達と共有を推し進めることによって営業力

の強化に取り組みます。また工事営業の手法と心構えを若手社員に定着させ、更なる継続

的な受注と、新規開拓を目指します。これらを柱とし、自分自身で空気を感じるため実際に

足を運び、時々に感じたことを、支店や協力業者の皆さんと一緒に実践していきたいと思って

います。今までの私同様、関東と関西の通過点ではなく、途中下車いただき、是非支店にも

お立ち寄りください。環境を整えお待ちしています。 

相手にフォーカス 執行役員管理本部長兼人事部長 山田 路子 

この度、管理本部を森口本部長から引き継ぐこととなりました。入社以来20年、人事のこと

しか知らない私にとっては「大変なことになってしまった」というのが正直なところですが、これ

もまた「新たなチャレンジ」と考えると楽しみでもあります。改めて管理本部のなかを見回して

みると、本部内にはベテランから若手まで個性的な（誉め言葉です）非常に頼りになるメン

バーが揃っていると感じています。それぞれの個性、各部署のスタイル、部署を超えた縦横の

動きを活かして、社内外の皆様から信頼していただけるサービスを提供することが私たちの

役割だと考えます。また、そこでは人事部内で常に言い続けてきた「相手にフォーカス」という

スローガン、自分達の仕事（サービス）の相手は誰なのか？何のためにするのか？ということを

しっかり考えて動くことが基本だと思っています。特別に何かものすごいことを付け加えるとい

うことではなく、＋αを当たり前のように加え、提供していけるような管理本部を目指します。 

一括受注構築に向けて 執行役東京第二支店長 奈須 孝志 

この度、執行役を命ぜられ、その責任の重さを痛感しております。東京第二支店はご存知の

とおり、㈱長谷工コーポレーション様の仕事を主体で行っており、電気設備工事のみならず空

調衛生工事も行っている特殊な部署です。その特色を活かして現在取り組んでいる電気・空

調衛生工事の一括受注による管理面・施工面・経費面で共に融通を行い省力化を図り、ゆ

くゆくは1人の現場代理人が電気・空調衛生工事を管理できるシステムを構築していくことを

目標としてやっていきます。また㈱長谷工コーポレーション様という巨大な市場のなかで受注

拡大のチャンスがあるなか、東京第二支店だけではこなしきれない案件を首都圏の各支店

と調整を行い、安定した受注の拡大を図っていく所存です。 

新本部に期待してください 執行役E2本部長 森口 彰男 

この度、2016年1月からスタートしますE2（イースクエア）本部の本部長を拝命しました。 

E2本部はENG事業部とEP支店を統括しますが、両部署の事業内容を考えると社員派遣と

出向が本業を支え、またどちらの部署も設立時は六興電気の本業から異色の業務内容であ

るといわれるなど、似かよったところがあります。そんな部署が、お互い協力しあってEの2倍で

なく2乗の効果に期待したい本部です。ENG事業部は設立10年を迎え、当初取り組んだ事業

が一段落し、厳しい部署運営になっています。EP支店も設立30年を超え、先般の震災による

原子力発電所の停止、廃炉など影響を受けています。両部署共に大きな曲がり角に立ち、更

なる変化と充実に取り組まねばならない時期にきていることも事実です。この状況を乗り越え

るために「使えるものは何でも使う」の考えで、「そんな仕事してたんや」と驚かれるような事

業を目指し、大きな目標を持って運営したいと考えています。 

メリットのある提案や施策を 取締役兼執行役常務西日本本部長 芹川 健彦 

建設業界の業績は今のところ好調のようですが、今後の日本経済の行き先は不透明であ

り、建設業界においてもこのままの業績が続いていくとは思えません。我が社の得意分野はマ

ンションと米軍工事ですが、我々が当たり前のようにできていることが他社では難しいのかも

しれません。であるならばさらにその差を圧倒的につけていく方策を考え、実施していかなくて

はなりません。また、マンションや米軍工事の技術は決して簡単なものではないことを考える

と、他の得意分野も我々は構築していけます。そこで重要になるのは、技術力や施工力です。

そのためには営業・工事・工務・管理とが連携し、迅速・正確・誠実といったお客様にとってメ

リットのある提案や施策をやっていくことが必要です。そしてそこには必ず信頼関係ができ、そ

のうえにおいて必ず利益がついてきます。お客様に「六興に仕事を出すべきだ。」と思っていた

だけるようにしていくことこそ、我が社に必要な仕事の確保ができていくと考えるからです。皆

と共にこのようなことが当たり前にできる体質の構築に向けて、職責を果たしてまいります。 

連携を強めて 取締役兼執行役常務首都圏本部長 文倉 辰夫 

首都圏本部を担当し、すでに3カ月が経ちました。その間各支店とそのお客様を訪問した

印象は、東京においては、大型案件が目白押しではありますが、着工初期であったり、着工時

期が延びるなど、約1年前にささやかれていた2015年秋にオリンピック前の第一次施工ピーク

がくるという事象が起きず、まるで嵐の前の静けさのごとく推移しております。東京周辺支店

においては、東京ほどの活況はないものの、圏央道の部分開通などによる流通施設の投資効

果もあり、エリアによる温度差が出ております。こうした状況のなかで、いよいよ今年後半よりオ

リンピック施設をはじめ大型プロジェクトが本格化します。これに対処すべく、首都圏本部各支

店の相互連携を一層強めていきます。さらに今後、東・西・首都圏の各本部の垣根を取り払

い、全社営業会議を2月より開催し、エリア・本部による営業の切れ目をなくし、全社一丸と

なって今後の難局に対処していく所存です。 
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第74期 決算報告 

自 2014年10月1日  至 2015年9月30日 

損益計算書 貸借対照表 
2015年9月30日現在 （単位:千円） 

12月21日の株主総会にて役員・執行役員を退任された皆様よりお言葉をいただきました。豊富なご経験と持ち味を活かされ、今まで以上にエネルギッシュなご活躍を期待しております。 

 

第74期の決算は以下のとおりとなりました。 

経営の安定度を示す自己資本比率が54.9％になりました。 

第74期 決算報告 

自 2014年10月1日  至 2015年9月30日 

損益計算書 
（単位:千円） 

貸借対照表 
2015年9月30日現在 （単位:千円） 

 科目 金額 科目 金額 

 （資産の部） （24,030,167）  （負債の部） （10,816,443） 

流動資産流動資産流動資産流動資産    19,462,040 流動負債流動負債流動負債流動負債    9,646,418 

  現金預金 6,236,131   支払手形 274,402 

  受取手形 5,427,449   未払金 7,193,844 

  完成工事未収入金 6,457,366   未成工事受入金 691,948 

  未成工事支出金 243,993   その他 83,997 

  繰延税金資産 621,643   賞与引当金 1,292,225 

  その他 482,846   工事損失引当金 110,000 

  貸倒引当金 ▲7,390 固定負債固定負債固定負債固定負債    1,170,024 

固定資産固定資産固定資産固定資産    4,568,127   退職給付引当金 963,825 

 有形固定資産 1,286,442   その他引当金 206,199 

  建物・構築物 382,490  （純資産の部） 13,213,724 

  機械・運搬具等 116,344 株主資本株主資本株主資本株主資本    12,949,013 

  土地 449,808  資本金 500,000 

  建設仮勘定 337,800  資本剰余金 160,680 

 投資その他の資産 3,281,684  利益剰余金 12,288,530 

  投資有価証券 1,942,805   利益準備金 125,000 

  長期貸付金 732,000   別途積立金 10,607,648 

  繰延税金資産 211,933   繰越利益剰余金 1,555,881 

  その他 402,766  自己株式 ▲197 

  貸倒引当金 ▲7,820 評価評価評価評価・・・・換算差額等換算差額等換算差額等換算差額等 264,710 

資産合計資産合計資産合計資産合計    24,030,167 負債負債負債負債・・・・純資産合計純資産合計純資産合計純資産合計    24,030,167 

科目 金額 

売上高  39,464,839 

 完成工事高 39,224,308  

 兼業事業売上高 240,531  

売上原価  34,097,047 

 完成工事原価 33,903,314  

 兼業事業売上原価 193,733  

 売上総利益  5,367,792 

販売費及び一般管理費  2,732,095 

  営業利益  2,635,696 

営業外収益  157,141 

営業外費用  17,235 

  経常利益  2,775,602 

特別利益  272 

特別損失  46,105 

  税引前当期純利益  2,729,769 

  法人税、住民税及び事業税 1,306,391  

  法人税等調整額 ▲93,753   

  法人税等合計  1,212,638 

            当期純利益  当期純利益  当期純利益  当期純利益    1,517,131 

置かれた場所で咲く 理事・首都圏本部営業担当 松村 茂広 

役員退任、新たに理事拝命にあたり、以前に読みました、渡辺 

和子さんの本、「置かれた場所で咲きなさい」の文章の一節を思

い出しました。“時間の使い方は、そのまま、いのちの使い方なので

すよ。置かれたところで咲いていてください。” 

役員退任、即引退ではなく、新たな職務の拝命を受け、残り人

生の時間の使い方を、考えさせられました。 

思えば、役員就任中は、部署運営・本部運営と共に営業活動に

精を出し、多くのお客様に「六興電気ブランドの認知」に邁進して

きたつもりです。 

今後は、営業新人時代の数多くの稚拙な経験を活かし、若い仲間たちと新たな気持ちで

営業業務に邁進していきたいと考えます。 

桜を肴にちょっと一杯 

次世代を育成 理事・東日本本部顧問 日高 貞芳 

 1969年直営工事部の電工として入社し、以来46年間もの長い

間、思い出せばいろいろなことがありました。なかでも入社4年目で

初めての現場代理人の仕事がボーリング場で、突貫工事のなか

ゼネコンさんの休憩所に毎日3時間ぐらいの仮眠で6カ月間、死に

物狂いで働いたことは今でも鮮明に覚えており、懐かしい思い出

でもあります。1992年に横浜支店に転勤し、2004年から首都圏本

部、東日本本部、2012年から西日本本部を担当させていただきま

した。基本的には強い支店をつくるための組織力ＵＰを目的に各支

店を訪問し、なかには厳しい指摘もしましたが、全般では皆様のご

協力のお蔭で、目標はある程度達成できたのではないかと自負しております。 

今後は東日本本部の顧問として、現在の支店長の次の世代の人材の発掘と育成を、本部

長から託されました。一番難しく成果の見えない仕事ですが、それだけにやりがいもあり、可能

性豊かな若い人たちが大きく育ってくれるのを楽しみに、できる限りのことはしていきたいと

思っております。 

大盛り上がりの社員旅行にて 

現場巡回を重点的に 理事・茨城支店工務担当 伊藤 光昭 

入社以来37年間、思い起こせばほんとうに一瞬の道のりであっ

たと感じております。 

入社時、最初の現場でぬかるんだ田んぼの状況の下、長靴をは

いてアース工事の手伝いをしたこと、虎ノ門界隈をリヤカーを引い

て電線管を運んだこと、今にして思えば楽しい思い出です。現場

代理人となり、いろいろな人と出会い、お酒を酌み交わしたこと、自

分自身が大人へと成長していく上で、非常に有意義であったと感

じております。 

今後は、茨城支店工務担当として、安全、工事品質、社員の能

力等が向上するよう、現場巡廻を重点的に実施していきたいと思います。また積算に対して

は、今まで外注依存率が高かった状況を打破し、精度を上げていこうと考えています。 

新幹線で金沢へ 

無災害・教育・原価改善の一翼を 理事・工事本部長 鹿久保 清 

 役員退任後、「第75期も引き続き工事本部長として職務を遂行

してください。」との命を受け、今までと同じように今期も変わりなく

仕事をさせていただくこととなりました。 

 工事本部は、受注から竣工までの工事に関する決裁・規程・指

導・教育等、工事全般について全店の指導・支援を全国飛び回っ

て実施して来た部署です。  

 前期、労働災害は、10件で終了しました。今期、最終目標は、「災

害0」ですが、当面の目標は、ひと桁の件数で終了することにしま

す。各支店が期の初めに掲げてくれた「災害0を達成するために」、

支店は具体的な方法で目標を達成すると宣言していただきましたので、工事本部は、各支

店の具体的施策がどのように実施、実行されているか、現場に出向き確認してまいります。目

標達成のため、支店と共に、智恵を出し、汗を流してまいります。 

次に、施工面です。前期、原価超過申請（赤字工事）は、1件で終了しております。全店で大

きな工事の失敗がなかったということです。当社は年間、約500件の現場を竣工させておりま

す。そのなかで1件の原価超過申請とは、上出来の結果と思っております。各支店の施工管

理に対する努力の結果と感謝しております。 

教育については、今年の春に早期育成計画「3年の軌跡」の第1期生が節目、節目の研修

を経て、最終研修を終了し、現場を担当する社員が、計画通り出てくると思います。こうした

社員の支援を工事本部としてフォローしてまいります。 

次に購買です。購買部は、全店のＡ材（機器類）の買付けをしております。全店集中購買を

することにより、年計での目標を達成しております。購買部が目標達成ということは各支店へ

の原価改善に寄与しているということです。今期も、支店原価改善の一翼を担うべく結果を

出していきます。 

前期、全ての面で、満足のいく結果で終了することができました。前期の進め方が間違って

いなかったことの証と考え、今期は、さらに磨きをかけて支店と共に良い結果を出すべく、全国

の現場に出向き、安全・施工・技術等の指導・教育を根気よく実施してまいります。 

関西のゴルフ場にて 

現場に足を運んで  理事・グローバルサポート部担当 菊地 寛 

 役員退任にあたり、お客様、協力業者の方々そして社員の皆様

には多大なるご支援、協力を賜り感謝申し上げます。この場借りて

御礼申し上げます。 

 これからはGS部の手助けとなるようにいろいろな角度から意見の

発信、現場に出向き問題の抽出、解決策を探るべく足を運ぶこと

になります。とかく新しい取組みやシステムは、問題が比較的多く

発生するため、いかに早く発見し、解決することが重要です。その

仕組みをどのように構築していくかは今後の課題と考えています。

守備範囲は米軍の各基地、三沢から沖縄そしてグアム…。グアム

は開設して3年が経過しているので、何とか六興ブランドを定着すべく足を運ぶことになりま

す。英語は「？」ですが、何とかパフォーマンスで乗り切ろうと思っています。そして、米軍工事に

おける受注から完成まで微力ながら行動することで何かを見つけ、新しい取組みにチャレン

ジしていきたいと思っています。 

また、今まで工事本部長と取り組んできた、早期育成計画「3年の軌跡」で、いよいよ第1期

生が卒業します。これが我々にとって1番の楽しみです。デビュー現場で活躍する姿を確認す

ること、現場代理人として何が重要なのかを、全支店に出向き、彼らに伝えることが私の役目

だと思っております。同時に工事安全衛生協力会のメンバーとも意見交換をすることで、安全

意識の高揚、施工への取組みについて話し合い、現場が良い方向へといくように現場パトロー

ルを実施していきます。 

シンガポールにて現地調査 

あの頃の思い出 



新しい取組みへ 

( 4 ) 

オシャレな寮ができました ～新川崎寮～ 

首都圏の採用数増加に伴い、既存の独身寮だけでは部

屋数が不足することが予想されます。そのため、福利厚生

等の充実をはかり、50名収容の独身寮を神奈川県川崎市

に建設しました。 

ドミトリータイプの独身寮となっており、常駐でお世話をして

くれる寮管理人がいることで、手作りの家庭料理と寮生と親

密な関係をつくり、いつ帰ってきても安心できる環境になって

います。また、寮生同士のコミュニケーション活性化のため、

共同スペースの食堂には特にこだわり、過ごしやすいと感じ

るようカフェをイメージした、オシャレな空間をデザインいたし

ました。 （MS室 濱田 拓麿） 

管理人の髙野 淳さん・ひかるさんより 

 当社社員が講師となって

行っている電気工事士技能

競技大会に向けた実地訓

練や社内研修など、さまざま

な用途で活用できる部屋と

なっています。 資材を駐車場から直接搬入できます 

 

食堂には3つの特徴があります。1つ目はメインテーブルで

ある特注のオーバルテーブルです。1度に12名が食卓を囲

めるだけではなく、会議や打合せがあるときにはテーブルを

分割して利用することができます。2つ目は窓際のカウンター

席です。外の景色を楽しみながら読書やPC作業などができ

ます。3つ目はソファスペースです。壁面にはデザインタイル

を使用し、落ち着いたオシャレな空間を演出しています。 

また、食堂に隣接するインナーテラスは、3面ガラス張りと

なっており、主に喫煙スペースとして利用しますが、折戸を開

けることで、食堂と一体の空間を作ることもできます。 

ココがイイ③ ～食堂～ 

木目調のフローリングや居

室の扉は白味のある色合い

になっており、窓から差し込

む光によって、明るく清潔感

のある空間になるようデザイ

ンしています。 

ココがイイ② ～多目的室 ～ 

今の土地を探してくれた育児休業中の関口さん、工事の

ことが何もわからない我々を支えてくれた東京第二支店の

山岸部長、そして私たちの強いこだわりに最後まで応えてく

ださった大和ハウス工業㈱の林所

長、柿沼主任をはじめ、多くの方

の力があったからこそ、新川崎寮

は完成することができました。これ

からは寮生と一緒に、活気ある寮

を目指したいと思います。（MS室） 

 

足掛け3年、待望の寮が完成 

ココがイイ① ～寮生の部屋～ 

寮生活の魅力はたくさん仲間がいることです。疲れて帰っ

ても誘われれば飲みに行き、先輩

や同期と熱く語り合ってしまいま

す。一人暮らし（大学時代）から集

団生活になって、個人の時間がな

くなるのではと思いましたが、今で

はとても楽しく過ごしています。 新しい寮も快適です 

 

川口寮の管理人として、試行錯誤の日々を続けて早4年。

楽しい思い出をたくさん作れたこ

と、寮生他、皆さんには本当に感

謝しています。新川崎寮では立派

な建物に負けないくらい、ぎっしりと

中身の詰まった会社自慢の寮に

していけるように頑張ります！ 川口寮から新川崎寮に異動 

 

東京第一支店 逸見 達也さんの寮暮らしをのぞき見 

建設に携わった担当者からひとこと 

 

左から経理をお手伝いしていただいている新垣さん、伊東さん、佐竹さん、 

エスターさん、研修生の小竹さんと、一緒にオフィスの前でニッコリ！ ！ 

封印していた趣味（オタク）&スポーツが全開 

 これまでは、米軍工事のサプライ

ヤーとしてお手伝いしてきました

が、10月よりHexel の製品開発・

技術業務責任者として関わってい

ます。念願の六興電気の仲間に入

れていただき、社員一同張り切っ

ているところです。 

 事業内容は、主に米軍プロジェク

ト向け資材調達です。新規サプライチェーンの開拓、物流シ

ステムの効率化、グローバルリソースの活用等を進めて、調

達資材や物流のコストダウン、納期の短縮、品質の確保等

が当面の課題です。更なるコストダウンや施工性の改善の

ために、自社製品の開発も同時に計画しています。将来は、

電材以外の建設関係の資材調達や他社への販売も視野に

入れて、大きく成長する会社になります。 

Hexel  Tech  Engineeringは、「距離感を感じさせない

サービス」をモットーとして、六興電気に貢献したいと思って

います。是非よろしくお願いします。本社、支店にお邪魔する

こともあると思いますが、気楽に声をかけて下さい。 

 （Vice Pres i dent 高田 紳一） 

ガーデニングとDIYがマイブームです 

Hexelでは管理業務責任者として関わってます。名前は

中国系アメリカ人ですが、実は日本語堪能な日本育ちで

 

電気オタクの高田です！ 

オフィス近辺は素敵なところがたくさん！ 

レトロな路面電車も走ってます 

ゴールデン・ゲート・ブリッジ 

とってもアットホームな職場です 

人気のスーパー、Trader Joe’s 

なんちゃって日本食レストラン“友達” 

社    名 HEXEL TECH ENGINEERING Corp. 

住    所 3583 I nvestment Blvd., Suite #5 Hayward CA 94545 U.S.A. 

電話番号 +1（510）623-7777 FAX番号 +1（510）887-7772 

事業内容 ①米国製の電気設備機器・材料他、建設工事において使用・提供する製品の購買・調達 ②電気機器・材料の開発・販売 

 

住み心地最高です！ 

・アメリカの子会社を紹介します 

・新川崎駅に独身寮を建設しました 

現地スタッフ紹介します す。皆様どうぞお気軽に米材に

関してお問い合わせください。 

週末は大好きな自宅で愛犬

2匹（チワワとハスキー）＋旦那と

マッタリ過ごすのがお気に入り

です。 （Manager Esther Chang） 

旅行・ジャズ・ハイキングを楽しんでいます 

米軍の仕事に携わり、早6年目となりました。今でも日本と

の違い（例えば誤納品、紛失、破損は当たり前）に悪戦苦闘

しております。こちらの生活も随分と長くなりましたが、日本の

四季と温泉は未だに恋しくなります。  （佐竹 映絵） 

食べてる時が一番シアワセ 

照明器具関係の調達を主に行っております。輸出入業務

の経験を活かし、日々、業務改善を意識しながら、会社の売

上に貢献できるよう、邁進いたします。  

 （伊東 君恵） 

色もサイズも性格も対照的な2匹 

 

真剣にお仕事中！ クリスマス会（忘年会）はイタリアンで！ 

オフィスは、カリフォルニア州シリコンバレーで、サンフランシ

スコから車で小一時間です。ITやバイオ等の先端ビジネスが

盛んな場所で、技術屋として刺激的な場所です。 

プライベートは、日本より生活を楽しんでいる人が多く、趣

味や教養も多様で興味は尽きません。こちらへ来られること

がありましたら、エスニック体験してみてください。  

明るい空間で自然と人が集まります 



 inside story 

広島県広島市佐伯区五日市港は港町ということで、海の幸がおいしい場所であり、学区

も良く住みやすい印象のある町並みでした。休日は、山と海が近いので山で登山を楽しめ

たり、海で釣りや海水浴を楽しめました。  

( 5 ) 

各地の竣工物件 

JAあつぎ本所 

見て見ぬ振りしない施工管理 

当現場は神奈川県厚木市の中心部に位置し農業の拠点となっています。工事内容は、現

在使用しているJAあつぎ本所の駐車場部分に新築の本所を立て替える工事です。第1期工

事では、建物を先に竣工させ引渡しをし、第2期工事で外構工事を施工しました。建物には、

一般の事務所ビルと変わりありませんが、弱電配線に苦労しました。本所内には、いろいろな

部署があり、金融機関なども入っているため、入退出管理や監視カメラなどが各居室ごとに

ついています。 

特に苦労したのは、LAN配線で情報通信の種類が20種類以上あり、ケーブルの色分けを

指定されたり、情報通信の種類別に電源確保したりと、施主との打合せが日々ありました。ま

た、事務所内のレイアウト変更が多くあり、OAフロア内配線の手直し等かなり時間を費やしま

した。第1期工事が竣工し、9月のシルバーウィークには新築の本所に情報通信機器の引越し

がありました。休み明けから営業スタート予定でしたので、「情報通信が無事立ち上がるか？」

と、施主に脅されながら引越しの立ち会いを行いました。ひやひやしましたが、無事問題なく

全ての情報通信が立ち上がった時は、ほっとしました。苦労もありましたが、現場内は所長が

決めたスローガン「見て見ぬ振りしない施工管理」を作業員一丸となり、みんなで声を掛け合

い、いい建物ができたと思います。 （横浜支店 小寺 八向） 

契約先 ㈱安藤・間 

設計監理 ㈱創和加藤設計  

工期 2014年7月～2015年12月  

施工場所 神奈川県厚木市水引 

建築概要 延床面積 5,843㎡、Ｓ造 

 地上4階 

施工部署 横浜支店 

協力業者 ㈲前田電設 

ライオンズ上小田井オアシスプレイス 

打合せの重要性を実感 

当現場は、市営地下鉄鶴舞線・名鉄犬山線の上小田井駅まで徒歩6分ほどで、上小田井

駅から名古屋駅まで8分（快速急行利用）という立地になっています。 

住戸内の仕様については一般的なもので、前回携わった物件と同様な部分が多かったの

で、同じ苦労をしないよう検討し施工を進めていました。また住戸内の追加変更が途中から

ありましたが、機器の仕様や設置位置などの不明瞭な部分があった際には、打合せを行い工

事が遅れないようにしました。 

外構工事は、平面駐車場も広く照明やEV充電BOX、建物から離れたところにチェーンゲー

ト、ゴミ置場等があります。また引込柱から電気室までのハンドホール・埋設配管があるなど、

各所で必要な作業があったので、建築・設備業者と随時打合せし、他設備と干渉しないよう

遅滞なく無理がないように進めていきました。 

特に苦労したことは、電気室に引込開閉器盤を設置する際、将来用受変電設備スペース

の確保や浸水防止のため、基礎50㎝が必要になるため、設置可能なスペースが狭かったこ

とです。配線スペースを確保し、また搬入・設置可能にするためブレーカーの位置やサイズを

検討することで、盤の面数を減らし納まるようにしました。要所で打合せを密にしていくことで、

遅滞することなく無事故・無災害で竣工を迎えることできました。 （名古屋支店 足立 亘） 

パークホームズ流山おおたかの森ザ レジデンス 

オオタカが生息する森に 

当物件は、千葉県流山市の流山おおたかの森駅の近くに建てられた共同住宅です。流山

おおたかの森駅から秋葉原駅までは、つくばエクスプレスで最速24分という都心へのアクセ

スが快適な場所にあります。駅名の由来はオオタカが生息する森が駅周辺に広がっているこ

とと、市内に緑が多く残されていることです。ちなみに私はオオタカを見ていません…。 

現場は、つくばエクスプレスの線路沿いにあるため、工事中は線路への飛散物に特に注意

して現場を進めました。電気設備の特徴は、施主（三井不動産レジデンシャル㈱）の仕様で、

ベルボーイシステムというセキュリティシステムになっているところです。専有部のインターホン

システム、共用部の宅配ロッカー、電気錠、共用設備警報等を一括で管理することができる

システムです。原設計からノンタッチキーシステム等の変更があり、3棟連動させるために各業

者を集め、系統図を修正しました。その後、すでに配線しているケーブル等の整理をして配線

を引き直す場面もありました。受電後にシステムを立ち上げ、一部連動しない箇所等がありま

したが、少々の手直しですみました。連動試験ですべて連動した後はほっとしました。 

工期の後半はやや遅れぎみの工程となりましたが、建築や各業者と打合せを密に行い、無

事故・無災害で現場を竣工することができました。 （東京第二支店 乘田 拓磨） 

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 2014年2月～2015年11月  

施工場所 千葉県流山市 

建築概要 延床面積 21,958㎡、ＲＣ造 

 地上11階、257戸 

施工部署 東京第二支店 

協力業者 アドバンス㈱・㈲イシデン工業 

 三井電気・㈲テイクエンジニアリング 

大友運送㈱広島五日市ロジスティックスセンター 

工期の先読み・資材手配の大切さ 

当物件は広島市佐伯区にある輸入貨物の約5割を占める一大輸入拠点の広島港内に位

置しています。広島港は中国から豪華客船が来ることでも有名です。今回の物件は事務所・

倉庫の新築工事でした。掘削から地中梁、外構、鉄骨、電気・設備工事、内装という内容で

現場が進んでいきました。 

倉庫のため工期が短く、鉄骨がある程度進んだら配線工事・照明器具の取付けを先行で

行いました。外構では、キュービクルの設置・建柱・装柱を早い段階で作業を行いました。先

行で取付けた照明器具を仮設照明として使うことで、暗いなかでの作業をなくし安全面に気

をつけました。施工検討会で抽出した問題を建築と早い段階で打合せを行うことができて、

忙しい時期でもいつも通りに作業を進めることができました。倉庫の天井高が10ｍあり、高所

作業車を使用しての作業となるので作業範囲をカラーコーンで区画を行い、安全帯使用を

徹底させ、安全面で気をつけたことで無事故・無災害で竣工を迎えることができました。今回

倉庫が2回目ということで前回の教訓を活かし外構の作業を早く行い、資材・機器類の手配

も早く行うことで余裕を持って現場に臨むことができました。 （中国支店 谷口 明） 

契約先 ㈱ＮＩＰＰＯ 

設計監理 ㈱Ｎ ＩＰＰＯ  

工期 2015年6月～2015年10月  

施工場所 広島県広島市佐伯区五日市港 

建築概要 延床面積 8,771㎡、S造 

 地上2階 

施工部署 中国支店 

協力業者 栄伸電設㈱ 

 

 

 

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 2014年4月～2015年10月  

施工場所 愛知県名古屋市西区山木 

建築概要 延床面積 15,610㎡、ＲＣ造 

 地上10階、162戸 

施工部署 名古屋支店 

協力業者 ㈲岡本電気・森井電気 

 ㈱ホクエー電工 

inside story 

現場所長、設備業者の若手社員、当社若手社員が偶然同じ大学出身だったこともあ

り、所長が若手社員にまで気にかけてくれました。頻繁に「打合せ」という名目で飲み会が

開かれ、建築の社員とのコミュニケーションもスムーズにとれるようになったと思います。 

inside story 

仕事での一番のストレス解消方法は、入社1年目から始めたドライブです。週末になると

もっぱら愛車のRX-8とともに山道を走っていました。運転に疲れたときは途中の道の駅で

一息つきます。自然豊かな山中の空気が日頃の疲れを癒してくれます。現場竣工後は、

自分へのご褒美として新車を購入してしまいました。これからもドライブでも現場でも安全

第一、無事故・無災害で走り抜けていけたらと思います。  

inside story 

当現場の所長は、かなり熱い方でした。仕事面・安全面・遊び、それぞれ熱く、特に作業

環境を良くしようと、バーベキュー大会、昼食てんぷら大会（全てみんなで作りました）、職

長会懇親会などもありました。作業員みんなで行う行事は、いろんな業者と仲良くなり現

場内での声の掛け合いが増えることにより、仕事面、安全面の向上が図れると思いまし

た。いい雰囲気で仕事ができてよかったと思います。 
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第74期は茨城支店 ～部署業績表彰～ 

結びついた結果 

 第74期のスタートは、繰

越工事額が8億円強と、

小さな支店のわりには多

く、施工目標「13億円」を

達成するには充分な数字

でした。 

 ただしその反面、受注は

工事スタッフ不足が原因

で低迷いたしました。 

 そんな状況のなか、「土

浦市新庁舎整備」が8月

に無事竣工し、多大な利益を支店にもたらしました。これは、営業が全面改修工事に対するリ

スク金額を100％オンし受注に結びつけ、工事がそのリスクを最小限に抑え大幅な予算残に

結びつけたことが、最大の要因でした。また、他現場のスタッフも孤軍奮闘の状況のもと、頑

張って利益改善してくれました。結果、この度の受賞に結びついたと思います。 

今後も、支店員各個人の力を結集し、連携を図りつつ、安全面、施工品質面で更なる向上

を目指して行動しようと考えております。 （茨城支店 伊藤 光昭） 

最優秀部門賞   茨城支店 

優秀部門賞 

・受注業績  （達成率） ・受注粗利業績 （達成率） 

 1位 新潟支店 （155.2％）  1位 新潟支店 （384.9％） 

 2位 東京第二支店 （143.0％）  2位 東京第二支店 （276.0％） 

 3位 東北支店 （135.8％）  3位 横浜支店 （270.0％） 

・施工業績    ・施工粗利業績   

 1位 静岡支店 （128.1％）  1位 茨城支店 （309.7％） 

 2位 東京第二支店 （120.1％）  2位 新潟支店 （248.5％） 

 3位 EP支店 （112.0％）  3位 静岡支店 （248.3％） 

茨城支店のメンバー 

最優秀部門賞 

  

創意工夫努力賞 ～頑張った現場の表彰～ 

金賞 

東京第一支店 小岩 伸也 他 北品川五丁目第一地区第一種市街地再開発 

 山本 達也 他 有明北2-2-A街区計画 

 宮崎 主税 他 南池袋二丁目A地区第一種市街地再開発 

東京第三支店 鎌田 貴男 他 霊波之光礼拝堂 

 鈴木 文雄  ホテル法華イン浅草改修 

茨城支店 塚田 浩二 他 土浦市新庁舎整備 

 飯山 徹 他 S・tecフーズ㈱つくばファクトリー2期 

横浜支店 髙橋 和 他 センター南・光ビル 

 相澤 一真 他 K2プロジェクトC棟 

 久保田 修 他 桜木町計画 

 岩本 茂 他 ㈱グリーンメッセージ大和事業所 

 津田 裕治  川崎区宮本町計画 

 大村 茂  ユーコープ阿久和南配送センター 

北海道支店 北島 忠宏 他 プレミスト札幌ターミナルタワー 

東北支店 佐々木 大樹 他 IMPROVE  MILITARY  FAMILY   HOUSING 

INSTALL AC PHASE2 

新潟支店 樋口 隆  特別養護老人ホーム妙高縁 

 高沢 毅 他 日生不動産㈱太陽光発電所 

静岡支店 白石 雅紀 他 JT東海工場原加関連改修 

 朝倉 繁幸 他 シモンズ㈱富士小山工場物流センター 

 吉田 豊 他 ヤマハ発動機㈱本社西工場高圧ケーブル更新他 

名古屋支店 山本 達也 他 ポレスターセントラルシティ名西参番館 

大阪支店 木元 正樹 他 新千里北町第2団地建替事業 

 合田 秀信 他 淀川区西宮原2丁目計画 

 佐藤 敬 他 吹田市立千里丘北小学校 

 村上 治輝 他 関西大学耐震改修（第3学舎1号館他） 

 太田 聖巳  枚方ロジスティクスセンター 

 中嶋 純平  京都市中京区柳八幡計画 

神戸支店 辻本 好範  神戸市中央区脇浜町3丁目計画 

EP支店 大西 浩二 他 高浜3,4号機スプリンクラー消火装置配管他設置 

中国支店 赤井 悠耶  カイタック㈱本社増築 

 能野 秀一  KSG生産 

銀賞 

東京第一支店 宮川 亙 他 新子安1丁目18番地計画 

 高山 勝也  横田自動倉庫 

東京第二支店 土屋 英明 他 港区高輪3丁目計画 

 桑原 佑太 他 都筑区川和町計画 

東京第二支店 藤村 浩一 他 小平市小川1丁目計画（設備） 

 高橋 良弥  八王子明神町計画 

 川口 祐太朗  練馬大泉5丁目計画（設備） 

千葉支店 今関 浩一 他 千葉労災病院新棟 

 小林 誠  道灌山学園校舎建替（第二期） 

横浜支店 大野 誠 他 クリオ新杉田駅前計画 

 二杉 知宏 他 川崎市幸区下平間計画 

 川畑 貴之  WHOLE HOUSE REVITALIZATION TOWN-

HOUSE PHASE1 YOKOSUKA 

北海道支店 永森 淳一 他 医療法人豊和会札幌病院 

新潟支店 山田 文雄  ㈱新越ワークス本社工場新築・既存改修 

静岡支店 伊藤 正美 他 静岡県立静岡がんセンター電話交換機更新 

 榎本 剛始 他 函南運動公園整備事業照明整備事業 

名古屋支店 高橋 伸治 他 昭和区高峯町計画 

 渡邊 浩昭  昭和区楽園町Ⅱ計画 

 宮下 隆 他 今仙電機製作所開発・研修センター 

大阪支店 辻井 一晃 他 リバーガーデン千里中央あかり絵のみち 

 今津 真一  北区中津3丁目計画 

 菅原 哲也  大阪府営竹見台住宅プロジェクトⅡ工区 

 日熊 正樹  野村不動産住吉区帝塚山中計画 

神戸支店 帯刀 浩二 他 神戸市西区井吹台西町計画 

 木下 雅由  ライオンズ甲陽園若江町 

EP支店 畑中 浩佑 他 再処理本体施設設備点検他 

中国支店 空山 和弘 他 岩国飛行場（H25）一般倉庫等 

銅賞 

東京第二支店 水戸 幸広 他 二子1丁目マンション計画 

 菅藤 俊範 他 大和市下鶴間2丁目計画 

 森 和明  リーフィアレジデンス愛甲石田計画 

九州支店 木下 育由 他 新宮中央駅前計画 

本部長賞 

東京第二支店 遊佐 幸 他 サンシティ町田壱・弐番館・鶴川さくら病院改修 

千葉支店 今関 浩一 他 多機能施設・除雪車両庫（建築・設備） 

東北支店 鈴木 英之 他 ライオンズ上杉5丁目 

神戸支店 三原 賢一  西宮市松原町PRJ 

 河野 拓史  ハーバーランドPJ 

 福林 克也  伊丹中央3丁目計画 

グアム支店 佐藤 雅之  グアム支店立ち上げへの貢献 

部署長賞 

東北支店 引地 義信  南相馬市立総合病院脳卒中センター 

Legend認定者のみなさん 今後も活躍に期待しています ますますの繁栄を目指し、語り合いました 

お疲れさまでした！ ～社内表彰のご紹介～ 
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““““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なか

から、新聞委員会で最優秀作品を選びました。 

「日々のチェックの積み重ね 

 みんなの努力でゼロ災害 」 

  （横浜支店 坂田 雄大） 

 「現場は生き物」という言葉を聞

いたことがある方は多くいらっしゃる

はずです。現場の状況は1日毎、最

盛期には午前と午後や1日4工程

なんて状況も少なくないかも知れ

ません。生き物がゆえ、机上での予定・予測では到底的

な状況把握などできません。各工事を行う前にその都

度作業場の状況を確かめ危険予知をすることが最善

の安全対策だと思います。「14階まで階段か…」なんて

こともあるかもしれませんが、これも安全最優先のため、

頑張って昇りましょう！ ！ 

ろっこうニュース 

厚生労働大臣表彰をいただきました 

10月28日、厚生労働省において表彰式が執り行われ、塩

崎恭久大臣より表彰状を授与いたしました。 

この表彰は、障がい者就労施設等が供給する物品や仕

事について積極的に発注を行い、その功績が顕著であり、そ

の取組みが他社の模範となる企業に対する表彰となりま

す。第1回目の本年度は、当社をはじめとする10社が選定さ

れました。選定内容については、年間の発注額や発注期間、

障がい者雇用状況等の審査がありましたが、その条件をす

べて満たし今回の表彰となりました。 

今回の表彰につきましては、大分県別府市にある社会福

祉法人太陽の家様がご推薦してくださいました。太陽の家

様とは、2002年の36バインド製作委託から始まり、10年以上

にわたり36シリーズの製作を行っていただいております。今回

の表彰を一つの励みとして、微力ではありますがこれからも

社会福祉への貢献を続けていきたいと思います。 

また、こうした当社の取組みにご理解、ご協力くださった関

係各社の皆様へ、この場を借りてお礼申し上げます。 

36シリーズの活動は、厚生労働大臣表彰のほか、下記の

感謝状もいただきました。 

「社会福祉法人太陽の家」より感謝状をいただきました 

10月4日に社会福祉法人太陽の家 創立50周年式典が、

天皇・皇后両陛下ご臨席のもと、大分県別府市にて執り行

われました。式典では、長年の36シリーズ製作委託に対し

て、社会福祉法人太陽の家 立石会長より感謝状を授与い

たしました。 

「世田谷区障害者雇用促進協議会」より 

感謝状をいただきました 

11月6日に行われた「世田谷区障害者雇用促進フォーラ

ム2015」にて授産活動の支援への貢献度が高い企業とし

て、ビスタイ製作を委託している社会福祉法人泉会 泉の

家様からのご推薦により、感謝状を授与いたしました。 

 （技術本部 川上 貴司） 

今後も活動を継続していきます 

写真提供：社会福祉法人太陽の家 

7位、14位に入賞しました 

入社2年目社員が現場を担当 

明るいオフィスになりました  

昨年9月の連休に北海道支店をリニューアルしました。壁

や天井を白に塗り替え、照明を全てLEDに交換しました。改

修した場所の注目は、受付です。六興電気のカラーである

青色を基調とし、ガラス張りにしたことで、若い方でも気軽に

入れる明るい受付になりました。 

今回は担当者として全ての段取りを任され、業者の方や

職人さんとの打合せを先輩方の助言を受けて進めました。

しかし、実際工事が始まると予想していなかった事態が起き

たりして、戸惑う部分も多く、今後の仕事に繋がる良い経験

となりました。 

北海道に来られることがあれば、是非支店へお立ち寄りく

ださい。お待ちしています。  （北海道支店 笹掛 愼） 

10月20日に東京武道館にて第48回電気工事士技能競

技大会が行われました。結果は柾家さんが7位(一社)東京

都電設協会会長賞を、佐竹さんが14位技能賞を受賞する

ことができました。 

出場した2名のコメントをご紹介します。 

気持ちの切替えが功を奏す 人事部付 柾家 凌  

技能大会の練習を始める前は、正直なところ課題に対し

舐めてかかっていました。現場で金属管を曲げた経験もあ

るし、本番に向けて練習もするのだから入賞は簡単だろうと

考えていました。 

しかし、いざ練習を始めるとなかなか上達せず、途中で飽

きてしまったり投げ出したくなったことが何度かありました。そ

のせいで指導・応援をしてくれた方々から、「やる気がないか

ら今年はダメだな」と思われていたようです。その後は気持

ちを切替え練習に励みましたが、今年の課題は難しく、納得

のいく作品ができないまま本番を向かえてしまいました。 

本番当日は、「何を言ってもやるしかない！」と開き直り、あ

まり緊張することなく臨みまし

た。この開き直りが良かったよ

うで、お蔭さまで入賞すること

ができました。このような経験

はなかなかできるものではな

いので、とても勉強になりまし

た。これからは技能競技大会

で学んだ知識、技術を現場で

活かしていきたいです。 

今年もダブル受賞 

本番終了後にホッと一息 

目指せトップリーグ優勝！ 

当社が応援しているヤマハ発動機ジュビロは、1984年「ヤ

マハ発動機ラグビー部」として創設、2005年4月に現在の

チーム名に変更しました。昨年、2014-2015年シーズンでトッ

プリーグ4位、そして8年ぶりに出場したプレーオフでは惜しく

も決勝でパナソニック ワイルドナイツに敗れてしまいました

が、第52回日本選手権大会では初優勝を飾りました。 

2015-2016年の今年は、昨年9月にワールドカップが開催

され、ヤマハ発動機ジュビロの五郎丸 歩選手、マレ・サウ選

手の2名が日本代表として大活躍し、ラグビーへの関心が全

国的に広まりました。 

毎年、ヤマハスタジアム（磐田）で試合を観戦しています

が、迫力は凄いです。自陣、敵陣での攻防、またスクラムや

キックの際は、手に汗を握ります。五郎丸 歩選手、マレ・サウ

選手の活躍で、益々スタジアムは熱気に包まれることでしょ

う。是非、スタジアムで生の迫力を体験してください。 

また、最近はCS放送でも生中継をしていますので、どうか、

ご覧ください。そして、1月9日からプレーオフが始まりました。

ヤマハ発動機ジュビロへの御声援をお願いします。 

 （静岡支店 吉田 豊） 

悔しさが残りました 人事部付 佐竹 大樹 

技能大会に向けての最初の

練習は、金属管加工でした。

経験のない作業だったため、

上手く曲げることができず苦

労しました。金属管加工が少

しずつ形になりはじめた頃、

シーケンスと平行して練習す

るようになりました。最初の通

し練習では制限時間にも届か

ず、出来栄えも入賞には程遠い状態で、本当に入賞なんて

できるのかと思ったこともありました。それからは、作業手順

を検討して作業の効率化を図り、より早く出来栄えの良いも

のを目指して練習を重ねていきました。 

本番では練習の成果を発揮できず、とても納得のいく内

容ではありませんでした。応援に来てくださった方には大変

心配をかけてしまい、申し訳なく思っています。技能賞を受

賞したことは嬉しいですが、自分ならもっと上を狙うこともで

きたのではないかと、悔しく思います。技能競技大会で自分

の実力を試す場を設けていただき、とても貴重な体験をす

ることができました。 

力を出し切れず 



 

 *** おしらせ *** 

港区役所庁舎大規模改修工事を受注 

1987年に当社が施工した港区役所庁舎の大規模改

修工事を受注しました。全体請負金額約70億円のうち電

気請負金額約23.6億円にて落札。㈱竹中工務店・六興

電気㈱・㈱テクノ菱和の異業種JVとして2019年3月まで

の工期で庁舎内全面改修工事を行います。 

Legend認定者決定 

60歳定年を迎えた後も実績が著しく素晴らしい社員を

称える、Legend認定制度。認定者9名を紹介いたします。

今後も益々のご活躍を期待しています。 

Y5（ワイファイ）運動開始 

社員各自が年5日以上の休暇取得の年度計画を作成

し、休暇取得を目指すY5（ワイファイ）運動が開始されま

した。「アニバで有休」も含め、計画的に休暇を取得してい

きましょう。Y5の名前の由来は、「やすむ5日」です。 

R-1グランプリ2015 結果発表 

今回の受賞者は、東京第一支店 長谷川 祐太さんと

橋本 貴夫さんです。副賞はグアム語学研修旅行です。 

株主配当金のお知らせ 

第74期、期末配当金は1株につき20,000円とさせてい

ただきました。 

10月～12月の採用 

東京第二支店 工事主任 嶋田 昌続 

北海道支店 工事主任 山本 裕二 

名古屋支店 工事主任 中山 茂 

九州支店 工事担当 柏村 駿 

受注！ 

・土浦駅前北地区第一種市街地再開発 茨城支店 

・横浜市戸塚区品濃町880計画新築 横浜支店 

・シャリエ長泉中土狩EAST・WEST新築 静岡支店 

1月～3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    

1月 9日 4日：仕事始め     

2月 6日      

3月 5日 
中間決算期 

26日～4月4日：新入社員研修 
 

お世話になりました 

 入社した年は、会社の創業18

周年記念の運動会開催の年

で、昨年は会社の創業66周年

“DUNK”の大イベントと、25周

年・30周年と合わせて4度の記

念運動会を経験でき、ちょうど

計算しやすい勤続48年となり

ました。 

若い頃から、仕事大好き人間として自負してきましたが、

休暇を必死に捻り出しては、好きな自転車で全国各地へ

出掛けた想い出などが、今でも脳裏に再現されてきます。

親友たちと居酒屋で飲みながら山岳ツーリングの打合せ、

全行程の時間や距離の計算に長時間かけた楽しい場面が

今でもよみがえります。 

入社当時の本社勤務時代はテニス部で、毎週休日には

港区の有栖川宮記念公園で汗を流し、日々のストレスを解

消していたこと。自転車では、東京～大阪を3日で走破を、

大阪への転勤願望の気持ちを大きく胸に秘めて実現した

こと。大阪万博では、当社はOECD館を施工し、現場巡回

をしながら全施設を巡ることもできた当時の感動も、胸に刻

まれています。期せずして、今まで全支店への訪問ができ

たのも、自分の意志として必然の理かもしれません。唯一、

妻と子どもたちを口説き、将来への希望を伝えることには苦

労をしてきました。 

近年は、事務処理の機械化によるスピードで、より多くの

情報を得ながら、余暇を享受できるようになって、生活の多

様性も堪能できるほど便利になったと思います。勤務日以

外は虎視眈々と休暇を計画してきました。友人や家族旅

行が実現できたのも、会社や先輩、同僚の皆様のお蔭と感

謝しております。長い間ありがとうございました。  
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入社された方より一言いただきました。 

いつの間にかもう10年 東京第二支店 嶋田 昌続 

 六興さんの仕事を外注として

携わり、ちょうど10年がたちまし

た。何年か前に一緒に仕事をさ

せていただいた当時の若手社

員は、いつの間にか独り立ちして

立派な？現場代理人さんに。 

 今回、ありがたくも50歳になっ

たおじさんにお話をいただき、社

員となりました。急に社員になったといわれてもまだ実感が

湧きませんが、これから若手社員には追い抜かれないよう

に、また若手社員が早く独り立ちできるように協力させてい

ただきたいと思います。 

一つひとつ身につけていきます 九州支店 柏村 駿 

これまで異業種ではあります

が、現場作業員として働いてい

ました。業種の違いで苦労する

こともたくさんあると思うので、い

ろんな方の考えなどを取り入

れ、一つひとつ身につけていきた

いと思います。 

そのなかで、これまでの経験

も活かしつつ、日々成長できるよう頑張りますので、よろしく

お願いします。 

今号は、「Magandang Araw ！」はお休みです。 

略歴 1967年入社 経理部→大阪支店→神戸支店→九州支店長→執行役員西日本事業本部副本部長→取締役兼執行役 

 管理本部長→取締役兼執行役常務西日本本部長→取締役兼執行役常務東日本本部長→理事・監査室長 
小田原 守司さん 

 

        家族家族家族家族のののの絆絆絆絆    

縁を感じる人生  

妻と結婚して早38年になり、奈良に居を構えて37年を迎

えようとしております。2人の姉妹を授かりましたが、すでに

嫁ぎました。娘2人とも縁あって、大阪に本社を構える会社

で社内結婚しました。 

両家族ともに、間もなく子どもに恵まれましたが、時を同

じくして夫が海外赴任（台北と上海に勤務）となりました。

子どもがまだ小さいので家族同伴での赴任をあきらめて、

単身赴任となりました。その間、私の家での生活が始まり、

思ってもみなかった楽しく・騒がしい生活を数年間過ごしま

した。そして現在は、昨年の3月と11月にそれぞれ任が解

け帰国して、私の住まいより50mと2㎞離れたところに住居

を構えることとなりました。 

娘2人を嫁に出したら寂しくなると思っておりましたが、皆

さんに「うらやましがられる」楽しい毎日を送っております。

家内と2人で「あとしばらくは頑張ろう」と思っております。 

 （神戸支店 国森 恵次） 

購買部 理事・購買担当 吉原 健一 

首都圏本部 工務担当 佐藤 仁 

東京第一支店 技術担当 大竹 健氏 

東京第二支店 工事担当 細野 貴史 

東京第三支店 工事担当 松橋 寛 

東京第三支店 工事担当 鈴木 文雄 

北関東支店 工事担当 髙木 末次 

東北支店 工事担当 佐藤 芳夫 

新潟支店 工事担当 樋口 隆 
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