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６月を迎えて、私は米軍工事営業所を含む全国12ヵ所の安全

大会に参加しました。一般に安全大会は、主催者挨拶に始まって

優良現場の表彰と安全講話が続き、最後はスローガンの唱和で

締めくくられます。しかしこれだけでは何も印象に残らず、本来の目

的である安全意識の高揚につながりません。そこで当社では、各

支店で独自の工夫を凝らした「出しもの」を用意するのが恒例と

なっています。名古屋支店ではテレビ番組を模したクイズが出題

され、安全規則の思い違いが意外なほど多いことに気づかされま

した。東北支店では、当社が応援している仙台８９ERSからチア

ガールが駆けつけてくれて、華やかな大会となりました。このような

安全大会の初日に、なんと私は雨で濡れた駅の階段で滑り、前の

めりに転落してしまいました。幸いにもとっさの受け身で無事でした

が、うちどころが悪かったら大怪我をするところでした。そこで私は

膝の破れたジーンズを見せながらこの話をして、滑りやすい現場で

鉄板上を歩くことを例に、注意喚起をさせていただきました。また

最も印象に残ったのは、LGS（軽量鉄骨）で鶏肉をスパッと切断す

る北関東支店での実演でした。あまりの切れ味に、最近多発して

いるLGS関連作業の危険性を実感したことと思います（6ページに

記事があります） 。 

さて今年の労災件数ですが、各現場の地道な活動が実を結

び、半期を終わった時点（3月末）で労災は3件にとどまりました。で

すから期末一桁（9件以内）の目標達成は確実だと思っていたとこ

ろ、5月になって立て続けに2件発生し、現状5件となってしまいまし

た。調べてみると、昨年も前半は4件と健闘していたのですが、後

半失速して最終的に10件となり、目標達成は叶いませんでした。

しかも労災は8月に多いという分析結果が安全管理部から発表さ

れ、今年も予断を許さない状況となっています。これから3カ月、各

現場とも気を引き締めて安全活動をお願いします。  

採用活動はまずまず 

6月はまた、大学生の採用活動がピークを迎える時期でもありま

す。学生のレベルも高く、6月末で内定受諾者は20名と期待が持

てる状況となっています。これは大学との地道な関係醸成や会社

説明会およびインターンシップにおける担当者の対応と、応募時に

勤務地を選べる社内制度の結果です。しかし一方で内定辞退者

も17名に達しており、ぜひ来てほしかった学生が同業他社に流れ

る例が相変わらず目につきます。辞退の本当の原因は想像するし

かありませんが、辞退者のほとんどが売上高で当社よりも大きな

会社を選んでいることから、会社四季報に記載されている数値を

比較して、安定を求めたように思われます。逆に六興を選んでくれ

た学生は、自由でカジュアルな会社の雰囲気や、成果配分制度に

代表される仕事と報酬のダイレクト感に惹かれているのでしょう。も

しもこの分析が正しければ、六興に向いた人材が残っていることに

なるので、あまり悲観する必要はありません。 

ただ残念なことに、昨年から模索している女性技術職の採用は、

成果につながっていません。産休制度をはじめとした女性が働き

やすい環境は整っているし、女性管理職の割合も他社に比べて高

いのですが、それでも応募者は多くありません。女性の応募はなぜ

少ないのでしょう？私はアピールポイントが男性の視点で組み立て

られているからではないか、と思い始めています。つまり、女性を採

用しようとする会社の多くは、「男女の別なく処遇します」とか、「女

性でも仕事に支障はありません」と言います。しかしこれは、男性が

やっている仕事を「女性でもできます」と言っているにすぎないので

あって、これを「女性だからできる」に転換しないといけないと思うの

です。そういう目で六興を見ると、マンションの電気工事で最大手、

というアドバンテージがあります。マンションという建物では、コンセン

トやスイッチの位置など細かいところが重要なポイントです。そして

これらは女性の感性が活かせる部分だと思います。生活の場を作

るという仕事内容も、女性にとってやりがいが感じられる部分なの

ではないでしょうか。そういった視点が欠けていたという反省に至っ

て、いま構想を練っているところです。今年は間に合いませんけど、

来年の採用活動では女性に注目されるような企画を考えます。 

外国人、中途採用、奨学金 
外国人採用については、フィリピンからの2期生が順調に育ってお

り、3期生も2名の採用にめどがつきました。現地トップの大学で上

位の成績だった2期生の彼らですが、半年で日本語や漢字をマス

ターするなど、その吸収力にはびっくりさせられます。まだまだ学ぶ

べき事柄は多いですが、必ず戦力になると確信しています。フィリピ

ン以外では台湾の方を中途で採用し、六興は5カ国の社員が働く

会社になりました。 

そんななか中途採用にも動きが出てきており、今期は14名（6月

末時点）を採用しました。「流動化」は、少しずつですが確実に進ん

でおり、人材が流出し続ける会社と集まる会社に二分される気が

してなりません。その点、「プロパー」という言葉を聞くことが全くな

い六興は、有利なポジションにいると思います。 

奨学金の返済負担が重いという問題については、月々の返済を

会社が負担する制度をスタートさせました。奨学金を借りている学

生は、ぜひ当社の制度を研究してください。 

記念式典は4月に 
最後に、毎年5月

に行ってきた創業記

念式典を、来年から

4月にすべく検討を

開始しました。創業

記念式典はOBと現

役社員の交流の場

として重要な行事で

すが、マンネリも感じ

ていました。そこでゼ

ロから考えてみたと

こ ろ、4 月 に は 新 入

社員の入社と半期

の締めがあり、これらと絡めて中身の濃い行事にできないか、と思

い至った次第です。そして今年については式典ではなく「表彰式」

として、会場も六本木ヒルズに変えて実施しました。来年どうする

かはこれから議論・調整を行いますが、OBの方と新入社員が交流

できる場があったり、新入社員に研修の一環として経営会議を見

学する機会を与えたり、各支店長には半期の総括をまとめてもらっ

たりと、いろいろ考えています。六興らしい、カジュアルで楽しい式典

を期待してください。 

仙台８９ERSのチアガールが来てくれました 
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表彰式・受賞祝賀パーティー 
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表彰式・受賞祝賀パーティー 

金賞（11件） 

東京第一支店 草薙 宏和 他 津田沼29街区プロジェクト 

 今野 敏郎 他 晴海三丁目西地区市街地再開発事業計画 

 荒川 浩行  山脇学園施設整備事業 既存校舎改修 

東京第二支店 藤村 浩一  立川曙町Ⅱ計画（設備） 

千葉支店 森野 隆 他 千葉大学（医病）みなみ棟改修その他 

北海道支店 横山 智郁 他 井門札幌ビル受変電設備その他改修 

東北支店 高橋 誠二 他 石巻市中央三丁目1番地区第一種市街地 

   再開発ビル 

新潟支店 村上 健志 他 白根健生病院 

 永島 義彦 他 魚沼市新病院 

神戸支店 山下 尊弘 他 ワコーレ浜辺通PJ 

中国支店 赤井 悠耶 他 専門学校岡山ビューティーモード移転改修 

銀賞（8件） 

千葉支店 小林 誠 他 丸善石油化学㈱宮前寮 

横浜支店 小寺 八向 他 JAあつぎ本所 

名古屋支店 足立 亘 他 ライオンズ上小田井計画 

名古屋支店 高橋 伸治 他 八事富士見Ⅱ計画 

大阪支店 滝内 健太郎 他 なんばセントラルプラザリバーガーデン 

 平野 慎太郎  邦和病院新病院 

 井上 琢磨  ジオ洛西口サウスレジデンス 

神戸支店 帯刀 浩二 他 神戸市西区竹の台計画 

銅賞（5件） 

北関東支店 熊澤 亨一  ヨネックス㈱東京工場新第三工場 

名古屋支店 稲場 孝幸 他 第二岩倉一期一会荘 

大阪支店 細田 雄一  悲田院計画 

神戸支店 辻本 好範  芦屋市平田町計画 

中国支店 松田 哲 他 岩国飛行場（H25）駐機場（A）舗装 

優秀個人賞 
名古屋支店 山本 達也  富士重工業㈱半田工場他  

優秀グループ賞 
大阪支店 髙橋 義隆 他  城東区複合施設建設 

（左上から）永島 義彦さん・藤村 浩一さん・高橋 誠二さん・今野 敏郎さん・荒川 浩行さん・山下 尊弘さん 

（左下から）村上 健志さん・森野 隆さん・長江社長・赤井 悠耶さん・横山 智郁さん・草薙 宏和さん・林田 知之さん 

 金賞を受賞された方のなかから、6名の方にアンケートに答えていただきました。 

  ①苦労した点 ②創意工夫を働かせた点 ③今回の受賞で一番アピールしたいこと ④喜びを誰に伝えたいですか？ 

神戸支店 山下 尊弘  

①戸数が多く、変更やオプション工事が多

数あったこと、現場を掛け持ちしながら、図

面作成等を行ったこと 

②前現場の方と一緒の現場であったため、

情報交換やVE提案を積極的に行い、円滑

に現場を進められたこと 

③前現場に引き続き、約450戸の大型物件

で苦労したが、2現場続けて受賞できたこと 

④検査やチェックなどで応援にきてくれた

神戸支店の仲間 

中国支店 赤井 悠耶  

①既設配管調査や移転前の使用状況等ヒ

アリングに時間がかかったこと、変更が多く

柔軟な対応が必要だったこと 

②照明器具の見直しや既存盤や既設配管

の再利用を提案・実施し費用削減を図った

こと、先行して打合せや施工を心掛け現場

を円滑に進めたこと 

③当現場と同じ施主・ゼネコンの新規案件

において、一番に声をかけていただいたこと 

④協力してくださった協力会社の皆さん 

北海道支店 横山 智郁  

①稼働中のテナントビルのため、お客様の

業務に支障が出ないよう調整を行い、停電

作業を短縮したこと  

②幹線サイズの見直しや将来増設用の変

更提案などVEを積極的に行ったこと、作業

調整をすることで管理費を抑えたこと 

③建物の状況を見極め、設備増設、変更

工事を提案したことにより、大規模な電気

改修工事受注に至ったこと 

④協力してくれた同じ支店のみんな 

新潟支店 村上 健志  

①法律や機器の仕様、使い勝手など、各医

用機器メーカーの資料等を参考に勉強しな

がら施工したこと 

②今までのマンションの施工方法を基に施

工を簡略化したこと、関係者に相談し耐火

被覆前に先行配線を行ったこと 

③着工前に金賞受賞を宣言していたこと、

良好な人間関係を築けたことで、今後の受

注に期待できること 

④現場管理に協力してくれた皆さんと遅く

ても待っていてくれた家族 

東京第一支店 今野 敏郎 

①地下に主要な機械室等があり、面積も広

く、階高が高く、施工に1年近く要したため

工期遅延が生じたことと、発電機の冠水に

より工程上の問題が発生したこと  

②先行して、必要資材の拾出しを行い、躯

体の段階で間仕切り時の資材まで荷揚げ

ができたこと  

③資材、製作物の準備を行えたことと、無

駄を最小限に抑えられたこと  

④職場の仲間と協力会社の皆様と陰で支

えてくれた家族 

千葉支店 森野 隆 

①稼働中エリアがある現場のため、関係者

との作業手順やスケジュール調整に細心の

注意を払い進めたこと 

②作業量軽減及び第三者災害リスクの低

減を図る作業計画を立て実施したこと、施

設関係者の要望を汲み取り、追加工事を

受注できたこと 

③施設関係者や協力会社の皆さんの協力

を得て、無事に竣工を迎えたこと 

④今までお世話になった諸先輩の皆さん 

5月7日、表彰式・受賞祝賀パーティーを六本木ヒルズクラブで開催しまし

た。当日は天候にも恵まれ、会場がある51階からの展望は素晴らしいものでし

た。東京に住んでいても、六本木ヒルズに訪れたのは初めてという方も多く、

楽しそうに写真を撮る様子が微笑ましかった

です。 

 受賞者38名を、役員・部署長、OB・OG の先

輩方が祝福する盛大で晴れやかなパーティー

となりました。受賞者インタビューでは、支えて

くれた奥様やお子様へのメッセージがあった

り、部署のメンバーがステージに上がって応援

したりと心温まる場面がたくさんありました。 

明るく開放感のある会場でした 

パーティーでインタビュー 

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～ 

創意工夫努力賞 金賞を表彰 
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今回、表彰制度が新設されました。その名も「ルーキー賞」。この賞は、若手社員向けの表

彰制度であり、「3年の軌跡」修了後、3年間（今回はまだ対象者がいないため、入社6年目ま

での間）に、現場代理人として現場を竣工させたことがあり、かつ、目覚ましい活躍のあった社

員を表彰するものです。選考にあたっては協力業者などの関係先にもアンケートにご協力い

ただき、面接や審査委員会により厳選な審査が行われました。見事、初回ルーキーに輝かれ

た皆さん、受賞おめでとうございます！今後の活躍を期待しています！  

ゴールドルーキー  茨城支店 飯山 徹 

 この度、初回「ゴールドルーキー」に選ばれ、大変光栄に思っ

ています。私は入社5年目ですが、今までに5つの現場を経験

しました。そのなかで多くの先輩方と関わりを持ち、たくさんの

ご指導といろいろな仕事のやり方を見てきたことが自分の成

長に大きく影響していると思います。特に現場代理人になって

からは苦労したことが多くありましたが、そうした経験をもとに

自分なりのやり方を考え、取り組んできました。 

 今回、表彰していただいたことを糧にさらに精進していき、創

意工夫努力賞でも表彰されるよう頑張ってまいります。そして今年、茨城支店に入社した2名

の新入社員の良い手本となるよう、気を引き締めていきたいと思います。 

ゴールドの貫録 

岡本支店長より一言 

飯山君は入社して2年経たないうちに現場代理人として現場を担当し、その分苦労も多

かったと思います。ですが、それを乗り越えたことで着実に成長し、今回の受賞に繋がったと

思います。ただ、ルーキー賞はあくまで1つの通過点に過ぎません。飯山君にはこれからまだ

まだ成長してもらい、将来の六興電気を担う人材になってくれることを期待します。 

シルバールーキー 東京第一支店 長谷川 祐太 

現場代理人を経験して良かったことは、今までにない経験を

たくさん積めたことです。協力業者や諸官庁との打合わせ、予

算管理と見積りの作成などを経験し、今まで何も知らないまま

現場にいたのだと感じました。しかし、この仕事は誰もが経験

する道だと思い、私なりの理想像を思い描き、取り組みました。 

振り返えると、今までの経験だけで物事を判断して失敗した

ことが印象に残っています。今までと全く同じことは起こらない

と十分に理解し、よく考えて行動できるようにしたいと思いま

す。まだ現場代理人としてデビューしていない方も挑戦することは失敗することよりも得られる

もののほうが多いと思うので、是非挑戦してみてください。  

磨けば光る原石 

川上支店長より一言 

 長谷川君の第一印象は真面目で寡黙な若者でした。デビュー前に大型マンション（600

戸）を一担当者として経験したことで自分なりの現場代理人像が見え、上司からの後押し

もあって現場代理人デビューを果たしました。責任感の強い、ガッツある長谷川君です。もっ

ともっと自分を磨き、ゴールドの光に負けない活躍を期待しています。 

シルバールーキー 東北支店 鈴木 英之 

 今回の受賞した現場は初めて任された現場でした。今まで

図面をイチから作成したこともなければ、定例に出席したこと

もありませんでした。もっと言えばマンションの現場に入るのは

検査対応ぐらいでした。分からないことだらけのなかスタート

し、先輩・上司に聞く、調べるの毎日でした。 

 苦労したことをあげればキリがありませんが、まずは建築・設

備・職人さんと常にコミュニケーションを取っていこうという気持

ちで臨んでいました。その結果、周りの方たちと良い関係を築

き上げ、取り合いがあってもしっかり打合せができたため、無事に現場を納められたのかなと

思います。今後もより良い関係を築きながら現場を納めていきたいです。 

頼もしい男 

小野支店長より一言 

喋りが下手で物静か。現場代理人としてやれるか不安であった。入社1年目の冬、ある現

場が火を噴き社員の大半が現場に集合した時、彼は腰道具をぶら下げ登場（さまになって

る♡）ガキの頃から父親の電工を手伝い身につけたことは本物で、頼もしくさえ見えた。その

時私は彼の乗った脚立の足を押さえこう思った。「この子はできる！」。3年目には自分で現

場を納め今回見事ルーキー賞！私の目に狂いはなかった。今後の活躍にも大きく期待した

いが、喋りを何とかしてほしい。頑張れ！ 

六友会の方や支店の方など、一堂に会しました ～パーティー～ 

あっという間の25年 中国支店 得平 衡 

25年間を振り返ると、マンションだけではなく、いろいろな現場をさせてもらったなと感じま

す。当時は辛かったことや、きつかったこともありましたが、今では良い思い出です。3年生でお

城の形の博物館、4年生でホテルの弱電、毎月東京の森ビルで巨大なジオラマを前に定例

会議があり、まるでテレビドラマの世界だと感動したのがそんなに遠い昔に感じません。そして

米軍施設の工事、戦闘機を整備しているところでの作業や米軍関係者とのバーベキューなど

家族ぐるみで付き合いをさせていただきました。とても充実した25年間だったと思います。 

そのなかで、同期の仲間も私も成長させていただき、家庭を持ったり、父親となったり、趣味

を極めた人もいます。25年仕事を続けてきたからこそ、各々が自己実現を成し得ているのだ

と思います。後半戦も今までお世話になった方々に恩返しできるように頑張っていきます。 

頑張りを表彰するために 

当社は5月で創業67周年を迎えました。昨年の創業66周年の際は、当社の社名でもあ

る「六」を記念し、北海道にて盛大な社内イベントを行いましたが、例年開催している創業

記念式典には実は毎年何かしっくりこない感覚がありました。改めて本来の内容を考えた

ところ、主は表彰式であり、創業記念の意味合いは薄れていました。今はなぜそのことに気

が付かなかったのかと思いますが、恥ずかしながら疑問もなく、何となく毎年行っていまし

た。このようなことから、今年は内容のとおり

「表彰式・受賞祝賀パーティー」として開催し

ました。 

直前に企画変更したため、十分な検討時

間をとれませんでしたが、受賞者により素敵

な晴れ舞台を用意すべく、次回の開催に向

けてただいま企画中です。 

                 （MS室 宮崎 知美） オフショット ！表彰式に向けて、段取り中 

新設！ルーキー賞を表彰 

25年永年勤続者の方からコメントをいただきました。 
 

（左上から） 

新潟支店 志賀 啓介 

北海道支店 黒川 公博 

東京第二支店 中村 賢一 

技術部 川上 貴司 

北関東支店 水野 満 

（左下から） 

新潟支店 小林 敏範 

北海道支店 中村 繁 

設計部 加納 学 

中国支店 得平 衡 

25年永年勤続者を表彰 
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inside story 

現場付近には、おいしいものがいっぱい！有名なサントリーウイスキー知多蒸留所や㈱ミツ

カン本社がありますが、名古屋特有のあんかけスパやハヤシライスがある「喫茶ビラ！」が特

にお勧めです。なかでも日替わり丼に稀に出てくるカツ丼は、カツがとても厚くジューシーで

最高においしく、定番メニューにして欲しい！半田に来る機会があれば一度お試しください。 

グランフォセットいわきリバーサイド 

全戸、居住者の要望に応えて 

当物件は、東北の方では割と温暖な気候に位置し、冬場でもほとんど雪が降らないところ

です。JR常磐線特急電車で首都圏まで2時間弱、一昨年全線開通した高速自動車道の常

磐道で仙台まで2時間弱と、交通においても不便と思う部分がありません。入居する方のな

かには、震災関連で元の地を離れなければならない方も居ると伺っています。基礎工事中に

全戸完売となり、いわき地域の住宅事情が切迫している状況を反映しているなと思いました。 

東北地方でのさまざまな復興事業の関係で、工期は2年弱と普通より長く、2年前に言われ

ていたことを忘れていた時などがあり、かなり焦った場面がありました。住戸部分の施工につい

ては、エンドユーザーの変更を全戸受付けていたので、図面が125戸分必要でした。プロット・

配線支持材・強電図・弱電図をＡ3で2つ折りにし、さらに製本を2部してから現場に渡してい

ました。多少、似たタイプの部屋がありましたが、現場の混乱をまねきかねないと思い、全て部

屋専用といたしました。製本した施工図は廃棄するのが忍びなく、管理人に断り電気室にメン

テナンス用に保管しましたが、不具合等で、お客さんに呼ばれないことをいつも祈っています。 

 （東北支店 三浦 吾郎） 

契約先 金田建設㈱ 

設計監理 ㈱創建設計  

工期 2014年5月～2016年5月  

施工場所 福島県いわき市平字上川原 

建築概要 延床面積 12,214㎡ 

 地上15階 125戸 

施工部署 東北支店 

協力業者 三浦電気工事㈱ 

ジオ西神中央 

現場着工時の検討の大切さ 

当現場は、市営地下鉄西神中央駅より徒歩4分のところに建てられた共同住宅です。西区

の丘陵地帯に住宅と産業を中心とする複合機能団地として計画されたニュータウン内にあり

ます。学校や施設が多く、神戸の中心部である三ノ宮へアクセスする地下鉄の始発駅のた

め、当物件以外にも大型マンションや工場が多く施工されていました。 

現場の設備は、日本の共同住宅で初めて採用されたエネファームをはじめ、コージェネ・太

陽光・ｉｃシステム、施設で保育所があります。別途工事も多くあり、繁忙期に毎週異なる打合

せをしていて資料・議事録・図面等を整理し、図面化しても変更が多く、図面の修正・差替え

が多かったことが一番苦労しました。また、施主仕様で専有部は開口検査とプロット検査が

あるのですが、承認図の機器寸法誤差が壁面で5㎜、天井面では10㎜以内の確認を全タイ

プ（メニュー、オーダーはまた別に検査あり）行うため、そこでも時間や人を多くとられました。 

そんななかでも、協力会社はじめ、多くの方々のご協力のもと、無事故無災害で竣工でき

ました。 （神戸支店 木下 雅由） 

プライムメゾン白金台タワー 

ITツールを使用した最先端管理 

当物件は、JR山手線目黒駅より徒歩5分という利便性

が高い立地でした。近くには、附属自然教育園があるた

め都心にいると思えないほどの美しい緑を感じることがで

きます。また白金方面に高層物件がないため、距離はありますが東京タワー、スカイツリーが

一望できます。夜景はとても美しいです。 

ITツールのモデル現場となっていたため、i Padを使用して自主検査や現場管理を行いまし

た。最初は操作方法に戸惑いながらも徐々に慣れていくと、在来工法より時間短縮ができた

と感じます。実践した管理の一例は、ホームページを使用した工事進捗管理です。リアルタイ

ムに現場の状況が確認できたため、職人さんや業者さんとの打合せが容易にできました。 

施工としては、2階のひと部屋を除いて2階から16階が1R・1Kタイプの178戸、2階のひと部

屋と17階から23階が1LDK・2LDKの42戸で、計220戸でした。住戸幹線はバスダクトのため

納めるEPSがものすごく狭く、どのように納めるかが現入時からの課題でした。まずは系統を

見直すことによりバスダクトの大きさを縮小することができました。また工場加工品の架台を

使用することで狭いスペースながら、共用幹線の配線スペースを確保することができました。

当初、共用幹線は屋外にワイヤリングダクトを設けての配線ルートだったため、施工効率よく、

安全に施工することができました。 （東京第一支店 野口 裕司） 

契約先 ㈱竹中工務店 

設計監理 ㈱竹中工務店 

工期 2014年12月～2016年7月 

施工場所 東京都品川区上大崎 

建築概要 延床面積 9,129㎡、ＲＣ造 

 地上23階・塔屋1階、220戸 

施工部署 東京第一支店 

協力業者 ホーエイ電設㈱、㈱ラインテック 

富士重工業㈱半田工場 53棟・キットセンター 

富士重半田の三大激烈！！ 「Ｔｆａｓ」「工期」「大空間」 

当物件は、愛知県知多半島の北に位置する工業地域の一画に約59,000㎡の広大な既設

敷地に3つ目の工場「53棟」と4つ目の倉庫「キットセンター」が建設されました。南西に特高受

変電所（別途工事）を建設し、受電します。 

＜三大激烈①＞この現場ではＢＩＭを活用し鉄骨・歩廊・躯体・ダクト・設備配管・ケーブル

ラック等と施主側の搬送機器、クレーンの干渉を事前に回避することが主な目的です。当支

店はAutoCADが主流のため、Ｂ ＩＭを活用するとCADをTfasに変更しなければなりません。18

年以上もAutoCADを使用してきたので上手く扱えず徹夜することもしばしあり激烈でした。 

＜三大激烈②＞工期は11カ月とありますが、実質職人さんが常時作業しはじめたのは53

棟は4カ月、キットセンターは3カ月と短い工期で、毎日が戦争のように激烈な日々でした。 

＜三大激烈③＞大空間（縦144m横39ｍ高さ20ｍの作業場）に激烈でした。照明等各機

器の取付け、各生産・空調設備へのケーブルラックや配管を支持するために鉄骨製作時に

ピースの検討依頼が重要です。また仮設足場・歩廊は、高所作業車を使いますが、この高さ

に慣れることができませんでした。怖すぎます。山本君は駄々をこねていました（笑） 

これが富士重半田三大激烈です。最後に挫けそうな若手社員へ、激烈困難を乗り越える

と必ず良いことが待っています。 （名古屋支店 菱田 祐一郎） 

契約先 ㈱フジタ 

設計監理 ㈱フジタ、㈱Ｙｏｕ＆Ｙｏｕ建築設計  

工期 2015年6月～2016年4月  

施工場所 愛知県半田市潮干町 

建築概要 

（53棟） 延床面積 15,407㎡、S造、地上4階 

（キットセンター） 延床面積  5,147㎡、S造、地上2階 

施工部署 名古屋支店 

協力業者 ㈱ホクエー電工、㈱味美電設 

 三共電氣工業㈱、㈲岡本電気 

 ㈱上田電気工事、森井電気 

inside story 

施主は東日本大震災後に復興の手助けをしたいという志のもと発足した会社です。第一

弾のプロジェクトは、宮城県石巻市で私が担当しました。当物件は市内で最大規模の分譲

マンションです。その他に現在市内で3件目の物件と白河市でも施工を行っています。 

inside story 

施主とゼネコンの設備担当者の方があだ名をつけるのが好きでした。例えば、ガス工事

担当者には今回採用されたエネファームからいろいろと名付けられていました。大体はピン

とくるものでしたが、検査時に窓の開閉をした様子から「オープン」「クローズ」と外注番頭の

方が呼ばれていた時はさすがにピンときませんでした（笑） 

inside story 

1カ月に1度職人さんと懇親会の場を設けました。同じお店を利用していたので、今ではメ

ニューを見なくても注文できます。このお店の一番のおすすめは、カラオケ付きの個室です。

会を重ねるごとに日ごろ現場では見せることのないノリノリな姿をさらしたことで職人さんと

の距離が縮まったことを今でも覚えています。ちなみに私の合いの手は神輿乗りです。 

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  

設計 ㈱D&D建築設計事務所 

工期 2014年11月～2016年3月  

施工場所 神戸市西区竹の台 

建築概要 延床面積 18,955㎡、ＲＣ造 

 地上11階、205戸 

施工部署 神戸支店 

協力業者 ケイテック㈱、香山電気工業 

 ㈲日新電気工業 

キットセンター 
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ろっこうニュース 

 

油断せずに！確実に… 
1．経営成績に関する分析  

第75期の中間仮決算ですが、売上高は18,235百万円

（前年同期比11.2％減）となりました。これは、3月実質完成

工事が前年同期と比べ2,689百万円減少したためです。 

利益は、手持工事の粗利率が2.9ポイント上昇した結果、

営業利益は1,570百万円（前年同期比1.4ポイント増）、経

常利益は1,643百万円（前年同期比1.5ポイント増）、当期

純利益は889百万円（前年同期比1.3ポイント増）となりま

した。 

期末の業績ですが、売上高は39,796百万円、営業利益

2,026百万円、経常利益2,143百万円、当期純利益は

（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。 

1,147百万円を見込んでいます。今期は受注額及び粗利

額は年間目標を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おります。 

2．財政状態に関する分析 

 資産・負債の状況ですが、各種引当金の減少に伴い負

債が減少した結果、前期末より268百万円減少しました。

また、資本金と過去の利益の蓄積である純資産は13,853

百万円（前期末比639百万円増）となり、経営の安定度を

示す自己資本比率は58.3％（前期末比3.4％増）となり、会

社の信用力向上に繋がっています。 

 （経理部 丸山 宏明） 

損益計算書 

科目 金額 

売上高 18,235,822 

売上原価 15,298,538 

 売上総利益 2,912,792 

販売費及び一般管理費 1,366,857 

営業利益 1,570,428 

営業外収益 86,920 

営業外費用 13,803 

経常利益 1,643,545 

特別利益 28,074 

特別損失 10,941 

税引前当期純利益 1,660,679 

法人税等合計 771,412 

当期純利益 889,266 

自2015年10月1日 

至2016年 3月31日 （単位：千円） 

貸借対照表 2016年3月31日現在 
（単位：千円） 

科目 金額 科目 金額 

 （資産の部） （23,761,412）  （負債の部） （9,908,201） 

流動資産 19,172,893 流動負債 8,843,809 

  現金預金 5,073,520   支払手形 312,451 

  受取手形 1,349,904   未払金等 6,839,134 

  電子記録債権 4,710,495   未成工事受入金 1,342,838 

  完成工事未収入金 6,552,955   その他 61,697 

  未成工事支出金 810,865   賞与引当金 259,285 

  繰延税金資産 539,397    工事損失引当金 28,400 

  その他 142,984 固定負債 1,064,391 

  貸倒引当金 ▲7,230   退職給付引当金 905,902 

固定資産 4,588,519   その他引当金 158,489 

 有形固定資産 1,298,134   

 無形固定資産 3,195  （純資産の部） （13,853,211） 

 投資その他の資産 3,287,186 株主資本 13,638,405 

  投資有価証券 1,975,005  資本金 500,000 

  長期貸付金 732,000  資本準備金 160,680 

  繰延税金資産 185,716  利益剰余金 12,977,835 

  その他 402,285   自己株式 ▲111 

  貸倒引当金 ▲7,820 評価・換算差額等 214,805 

資産合計 23,761,412 負債・純資産合計 23,761,412 

英語に親しむために 

5月19日に入社2年目社員34名を対象に新川崎寮で英

語研修を行いました。「苦手」で「怖い」と感じる英語に親し

む機会になるよう、ネイティブの外国人講師らに加え、フィリ

ピン人新入社員とインドネシア在住の大学生インターンシッ

プ生も参加し、大変グローバルな研修となりました。後半の

English onlyのPizza Partyでは趣味や好きな食べ物の話

を身ぶり・手ぶりを交え、一生懸命伝えようとしていました。

伝わった時の嬉しそうな顔が印象的でした。  

 （ＭＳ室 宮崎 知美） 

研修した方よりコメントをいただきました。 

コミュニケーションは言葉だけじゃない 

最近、日常生活でも英語に触れる機会が多くなり、お店の

名前や商品など数多くの英語を見かけます。しかし、会話の

流れや文法などは、このような研修や実際に会話をしないと

体験できません。 

今回の研修では、人と人とのコミュ二ケーションは言葉だ

けではないことに気付かされました。言葉の他にも体を使っ

たジェスチャー、声の大きさ・抑揚、顔の表情など多くの情報

から相手に自分の意志を伝えることができます。英語ができ

ないからといって逃げず、積極的に参加し、自分が持ってい

る手段を精一杯使うことで、相手に思いを伝えることができ

ると学びました。 

私たちの仕事は、多くの人との関係のうえで成り立ってい

ます。「目は口ほどに物を言う」といったことわざにあるように、

今回学んだことを実践していきます。  

 （大阪支店 宮元 裕暉） 

Let’s enjoy Eng l i s h conversation ! 

これからの活躍に期待！ 

第72期よりスタートしました早期育成計画「3年の軌跡」の

第1期生（2013年入社新入社員）を対象に、先日3年目修

了研修が行われました。この計画の目標は、入社4年目で

100戸程度の集合住宅を自力で管理監督できる人材に育

てることをです。修了研修を終え、現場を「進める」「納める」

基礎を習得した方は、これから現場代理人としてデビューし

ていきます。これからの活躍を楽しみにしています。 

研修した方よりコメントをいただきました。 

3年の軌跡を終えて 

 「3年の軌跡」を通して、1

年目では、現場で実際に

作業する協業さんの元で

作業し、現場の流れや苦労

を肌で体験をしました。2年

目、3年目では現場を管理

する立場になり担当者とし

て管理の基本的な仕事を

勉強してきました。 

そして、現在、8階建の事務所ビルの現場を現場代理人と

して任されています。現場担当者では経験できない仕事や

初めての仕事が多く、分からないことだらけで悩んでしまう

時もあります。しかし、上司や先輩に相談をしてアドバイスを

もらうことで悩みも消えて、順調に仕事と現場を進めること

ができています。 

これからは、担当者ではなく現場代理人、六興電気の代

表として現場で仕事をしなくてはいけません。プレッシャーは

ありますがこの「3年の軌跡」で学んだこと、初心を忘れずに

まずは今の現場を無事に終わらせたいと思います。  

 （東京第一支店 萩田 紘貴） 

今まで、そして、これからの軌跡 

入社当初、私は「3年の軌跡」の目標である、4年目で100

戸程度の集合住宅の責任者を務めることを目標にやる気に

満ち溢れていました。職長さんの手元として材料の名前を

覚えることから始まり、仕事内容を理解することが、1年目の

私の仕事でした。そのなかでも、休憩中に電材カタログで勉

強したり、職長さんと行動を共にするなかで現場の流れを把

握することができました。次の現場では、担当者として、工程

表作成、施工図作成及びさまざまな業者との打合せも経験

し、少しずつステップアップしてきました。 

現在、84戸の集合住宅の現場代理人を務めています。学

んできた知識を活用し、経験不足の部分は職長さんおよび

先輩方のアドバイスのお蔭でここまで現場を進めることがで

きています。 

これから現場代理人デ

ビューする同期が増えるな

かで、常に対抗意識を持ち

互いが成長できるよう切磋

琢磨していきたいと思いま

す。今後ともご指導の程、よ

ろしくお願いいたします。 

 （中国支店 西浦 修平） 計画的に進めていきます 

一つひとつ丁寧に行います 

日本の大学生や高校生のインターンシップについては毎

年受け入れをしている六興電気ですが、今年は初めて海外

からの学生を受け入れました。受入れ前は言語や文化の違

いの点で不安も大きかったのですが、実際に会ってみたらそ

んな不安も吹き飛び、受け入れた私たちにとって勉強になる

ことや刺激になることがたくさんありました。 

Welcome to I nternsh i p Student ! 

インドネシア バンドン工科大学 ハリール・ムスタワ さん 

5月16日から26日まで、

六興電気のインターンシッ

プに参加しました。GS部と

管理本部の人事部、経理

部、システム開発部、MS室

の計5つの部署で勉強し、

日本の会社の雰囲気を味

わいました。 

ビジネスマナー、仕事の

理由と意味、英語研修への参加、ある会社を信じるべきかど

うかという与信管理、六興電気のシステムとネットワーク、訪

問先の調査、議事録の作り方、英語研修の提案、稟議書の

確認、国際採用プロモーションの発表などを学びました。 

さらに会社の温かい雰囲気を知り、明るい人たちと触れ合

い、とても居心地のいい会社だと感じました。これからもたく

さん学び、ここでの経験を将来に活かしていこうと思います。 

夢は日本で就職すること！ 

今回来てくれたバンドン工科大学（インドネシアの工業系

大学では一番レベルが高い）のムスタさん（愛称）に記事を

執筆してもらいましたのでご紹介します。 

 （人事部 河上 美幸） 
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昨年10月に、東京第一支店、東京第二支店、東京第三支

店、茨城支店、北関東支店、千葉支店、横浜支店、グアム支

店と本社の若手社員で、「首都圏若手会」を発足しました。

この若手会は、支店・部署を越えて交流し、次の2つの目的

で発足しました。 

①「気軽に相談できる」「趣味を共に楽しむ」仲間を作ろう！ 

②若手が生き生き働けて、入社してよかったと誇れる六興

電気にしよう！ 

そして、5月27日に記念すべき第一回首都圏若手会を開

催しました。当日は首都圏各地から110名の方が参加してく

れて、盛大な若手会を開催することができました。 

初回で至らないところも多々あったとは思いますが、「とて

もよかった」「また開催して欲しい」という声をたくさんいただ

きました。今後も首都圏若手会を開催し、若手社員の活気

付けをしていきたいと思います。 

そして六興電気を若手で盛り上げていきたいと思います。 

 （東京第一支店 山本 達也） 

若手会、首都圏へ拡大！ 

横の繋がりが深まりました 

米国グローバル企業視察ツアーに参加 

当社では5回目の参加となる本ツアーに今回は私が参加

しました。世界最先端の企業集積地であるシリコンバレーと、

眠らない街とも呼ばれるニューヨークを訪問しました。米国と

日本の人事制度についてどのような違いがあるのかなどを

期待して現地に向かいました。 

シリコンバレーは、当社子会社のHEXEL TECH ENGI-

NEERING Corp.があるサンフランシスコ州のとある一帯を

指します。ＩＴ系の企業が集まっていることで有名ですが、人

工知能の研究開発拠点としてオフィスを構えるメーカーもあ

り、日本の自動車メーカーも進出しています。Google Inc.や

Apple Inc.が自動車開発をしているのには驚きです。場所を

移動して、ニューヨークの企業は意外と日本と似ている点が

あります。新卒で採用して人材育成し、長期雇用するスタイ

ルです。服装は金融機関が多いからでしょうか、スーツにネ

クタイという姿をよく見かけました。 

本ツアーにていくつかヒントを得ましたので、当社の施策に

活かしていきたいと考えています。とても刺激を受けた1週

間でした。 （人事部 上野 武俊） 

カラフルで明るい受付 

設計図、施工図、竣工図等の作図技術向上・効率化を図

ることを目的とし、工事系及び技術系社員を対象とした

AutoCAD、IJCADに関する「技術者講習会（勉強会）CAD-

2」を実施しました。 

受講者17名には「電気図作成に必要なCAD操作の講

習・高度なCAD機能の活用」と題し、普段当たり前のように

使っているCADソフトの「初期設定とは何か？」、「設定値を

変更すると何が変わるのか？」など基礎的なことから入力効

率を高める機能紹介、直接コマンド入力する方法、高度な

機能の活用まで個々のパソコンで実際の操作方法を学ん

でもらいました。 

技術向上を目指して 

Spectrum2の運用開始 

当社協力会正会員は、4月末をもって社会保険に100％加

入となりましたが、最終ゴールは実際に現場で作業している

二次、三次の方たちの100％加入です。このゴールを1日で

も早く達成するためには、どのようにしたら良いのだろうかと

考えた結果が、「社会保険・解説の手引き」の作成となりま

した。 

この手引書は、当社全社員、当社の仕事をしていただいて

いる全業者（二次、三次、・・・次下請）全ての方たちに配布

いたします。本手引書は、はじめに社会保険未加入問題に

ついて解説し、この問題をきちんと理解したうえで、建設業

特有の問題について解説しております。社員全員がこの問

題を理解し、協力業者の方たちと一緒に未加入業者の説

明にあたれば加入スピードは早まるだろうと考えた結果、協

力会社全ての方たちへ配布といたしました。 

二次、三次、末端下請業者まで、全ての業者が加入を実

現し、日本全国の現場で100％加入の電工で仕事をしてい

る六興電気といわれる日を1日でも早く作り上げてください。

 （工事本部 鹿久保 清） 

社会保険制度の理解を深めるために 

7月の全国安全週間実施に伴い、各支店では安全大

会が開催されました。安全に対する理解度を高めるた

め、趣向を凝らした取組みを各支店行いました。 

今回は北関東支店と神戸支店を紹介します。 

ＬＧＳは紛れもなく刃物です！ 

今回の実演を行おうと思ったのは、事故報告周知会の時

に若手社員が言った「ＬＧＳが危険なのは分かるけど、実際

そんなに切れるものなんですか？」がきっかけでした。 

当初は実験結果の資料を基に危険性を説明しようと思い

ましたが、検証段階であまりにも切れ味が良いので実際に

会場で実演することにしました。懇親会の時に熟年の職人さ

んからも「ＬＧＳの危険性は分かっていたけど、あんなに切れ

味がいいとは思わなかった」との感想を多くいただきました。 

実験動画と資料は、どこでもキャビネット内（安全‐資料＞

北関東支部）にありますので、是非みなさんも動画を見てＬ

ＧＳの危険性を改めて感じ、現場の職人さんなどに周知して

いただけたら幸いです。 （北関東支店 伊藤 喜一） 

工夫された安全大会 

安全大会に自作ビデオ上映  

 今年は神戸支店が担当で、大阪支店・神戸支店合同の

安全大会を開催しました。会場は、以前当社が施工をした

ホテル北野プラザ六甲壮です。 

例年より早く手配が進んでおりましたが、「例年の内容に

工夫を」との要望をうけ、事前にビデオ撮影をして当日上映

する案を思いつき、小林工事部長と早速内容を検討しまし

た。「脚立作業」の安全を再確認する内容として、神戸支店

を撮影場所（三興商事なる架空の会社）としました。出演者

には社員3名、協力業者2名、カメラを私が担当し、1週間程

度で編集し完成しました。 

上映7分程度の作品ですが、もう少し時間をかけて「シナリ

オ・撮影場所・出演者」の検討ができておれば良かったと反

省しております。撮影に協力してくれた皆さんありがとうござ

いました。 （神戸支店 国森 恵次） 

LGSを包丁のように使って鶏肉を切りました 

人事部付の石川 久美さんが、長江社長が理事を務めら

れている「公益社団法人日本近代五種協会」へ出向しま

す。近代五種は1人の選手が1日に、射撃、フェンシング、水

泳、馬術、ランニングから構成される競技に挑戦し、総合点

を競います。日本ではあまり知られていませんが、ヨーロッパ

では非常に人気

のあるオリンピック

競技種目です。 

 石川さんには、

協会の内部管理

体制強化を目的

として、活躍して

いただきます。 
近代五種のリオデジャネイロ五輪日本代表と一緒に 

左から三口智也選手・朝長なつ美選手・岩元勝平選手 

日本近代五種協会へ出向  

脚立作業の再確認・再認識をしました 

当社が開発した積算ソフトSpectrum（以下SP1）を作り

直し、Spectrum2（以下SP2）として運用を開始しました。改

良ではなく、全面的に刷新しました。理由としては、SP1は

Windowsのバージョンに合わせ改良を行ってきましたが、開

発から20年を経過しており、プログラム開発環境も現時点の

Windowsでは対応ができなくなったからです。 

今回開発したSP2はSP1を基盤とした画面構成や運用フ

ローを取り入れたので、今までSP1を利用してきた方も違和

感なく利用できます。拾いから見積書作成まで、今まで以上

に効率よく作業が行えます。SP1は外販する目的も含み開

発を行いましたが、SP2は当社仕様に特化したソフトを一体

化したため、販売をすることができなくなりました。 

まだまだ改良点はあるかと思いますが、SP1同様に末永く

使っていただけるよう努めてまいります。 

 （システム開発部 井上 万太朗） 

受講者の理解度を図るために参加アンケートを実施した

結果、より深く理解できたとの回答も交え、理解度は8割を

超える結果となりました。今回学んだことを実践しながら部

署内でも水平展開してもらい、社員の技術向上に繋げて欲

しいと考えています。 

次回は10月にCAD初心者を対象とした技術者講習会

（勉強会）CAD-1を開催予定です。 （設計部  加納 学） 
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“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。 

「安全は任せず頼らず自分から 

 指差し声だし安全確認」 

 （九州支店 原田 龍治） 

 現在の現場では4月入社の新入

社員も職人さんと一緒に作業をし

ています。そんななかで現場1年

目からベテランまで全員が「自分

が先頭に立って無事故・無災害で

竣工する」という意識で作業してもらいたく、この標語に

しました。事故は慣れと油断によって起こることが多いと

思います。私をはじめ全員が一つひとつの作業に対して

現地ＫＹを行って無事故・無災害で竣工を迎えたいと思

います。 

 ENG事業部はプロジェクトチームと

して発足以来10年になります。節目

の記念行事を有意義で記憶に残る

イベントにするため、東北復興支援・

ボランティアツアーと題し5月28日、

29日に宮城県へ行ってきました。 

 初日は「10万本の木を1万人で植

えよう！」を合言葉に千年希望の丘

植樹祭2016に参加しました。目標の1万人を突破した1万2

千人で、全長約1.7㎞にもおよぶ防潮堤にさまざまな苗木を

植えた光景は壮観でした。真夏日のような炎天下のなか、

参加者一同大いに汗をかきながら慣れない手つきで1本1

本大切に植えていきました。その姿に、きっと将来大きく育ち

豊かな希望の丘になると確信しました。 

2日目は気仙沼の魚市場・復興シアター・水産関連産業

見学です。元漁師のガイドからの被災当日の実体験や復興

過程等をご説明される言葉一つひとつに胸が熱くなりまし

た。本当の復興にはまだまだ時間がかかります。 

明るい未来に向けて前向な気持ちで望む姿勢は、当部署

も同じだなと思いを重ねつつ心のなかで叫びました「がん

ばっぺＥＮＧ！」 （ENG事業部 正岡 久幸） 

【千年希望の丘植樹祭2016レポート】 

 http://morinoproject.com/activit ies#sec03 

大きくなってね 

 

ENG事業部11年目もがんばっぺ 

地域の人たちを見守り続ける森づくりに貢献 

 協力会社紹介 

       ～六進会～ 

＜有限会社塚田電気工業所＞ 

概要    

創業 1976年7月 

住所 千葉県市川市塩焼5-12-23 

従業員 17名 

代表者 代表取締役 塚田 洋吉 

平均年齢 42歳 

六興電気との関係性 

取引年数 16年 

現場のエリア 千葉県、東京都 

現在施工中の現場 市川塩浜ロジステック 

 神田松下町PJ 

関係のある支店 東京第一支店・東京第三支店 

 千葉支店 

～経営指針～ 

完成したものを見てやってきて良かったとお互いに喜び

を分かち合えるようにする。  

～会社の雰囲気～ 

先輩、後輩、年齢に関係なく意見を言い合える会社で

す。休憩中などは笑顔もありますが、いざ仕事になっても笑

顔？で真剣に取り組んでいます。  

～六興電気の印象～ 

フレンドリーな方が多く、こちらからの意見もしっかり聞き入

れてくれ、仕事もしやすいです。  

～ウチの自慢～ 

①入社してからの在職率が高く、そのため皆、責任感が

強いです。②各現場の職長は若手が担当し、先輩社員が

各現場を回りサポートしながらやっているため、現場も数多

くこなせます。③ここぞという時の機動力・爆発力？では他

社には負けない自信があります。  

～社内イベント紹介～ 

いろいろありますが、やはり一番は毎年恒例の社員旅行

です。昨年は早速北陸新幹線に乗り金沢に行きました。 

社員だけでなく協力会社、その他関係各社の方にも参

加していただき、30名程度の規模になります。かなり賑やか

な旅行です。そして毎年なにかしら「伝説」が生まれていま

す（笑）  

～最後に伝えたいこと～ 

御社からの仕事をいただいて16年、これからも社員一

同、お 預 か り し

て い る 新人 社

員 と も に、一 つ

の現場、一つひ

とつの作業を確

実に、大切にこ

なしていきたい

と思います。  

 

1年間の集大成！ 

いつもと違う視点で考える 

一心塾Ⅲ は「仕事を楽しんで取り組もう！自ら考えて動け

るようになろう！」をテーマに、仕事に向き合う姿勢や態度、モ

チベーション等のマインドセットや、情報に惑わされず自らの

頭で考えることなどについて1年間研修を行ってきました。そ

の総まとめとして研修合宿を4月22日、23日に行いました。 

合宿では、日常に潜む見落としてしまっている問題に気付

くためにはどうすれば良いかや、問題に対して他人事とせず

自分事として捉えるためには何が必要かについてメンバー

で意見を交わしました。そして、研修の最後には、上記に対

して一人ひとりが今後行っていく具体的なアクションプランを

宣言しました。 

一心塾を通して学んだことを「わかる」から「できる」状態に

し、自ら宣言したアクションプランを実行していくとともに、周り

を巻き込み良い影響を与えられるよう邁進いたします。これ

からの一心塾メンバーの活躍を楽しみにしていてください！

 （MS室 濱田 拓麿） 

2016年1月よりスタートしたY5（ワイファイ「休む5日」から

命名）運動は、年5日（以上）の休暇取得の年度計画表（マ

イプラン）を作成し、計画的に休暇を取得することを促進す

る運動です。 

「仕事が忙しいから休みは取れない」とはじめから無理だと

思ってしまっていては何も始まりません。まずは計画を立てる

ことで休む意識づけから始めていこうとするものです。決して

休むこと自体が目的なのではなく、「仕事を休むためにはど

うすればよいか？」の発想から、仕事の効率化や労働時間の

削減をねらいとしております。 

また、休みの日に何をするかも重要です。ただ目的がなく

寝て過ごすのではなく、家族と出かける・ボランティアに参加

する・やりたかったことに挑戦するなど、自分なりの充実した

有意義な時間としていただきたいと思います。「計画的に休

む」ことと、「充実した休み」にすること。この両方があって初

めて、このY5運動の意義が成り立つと考えています。 

現在Y5運動で休暇を取得された方は社員の半数を超え

ました。100％を目指して運動を促進していきます。 

 （人事部 鈴木 香理） 

Y5運動実施中！ 

Y5運動ポスター！ 

休暇取得100％を目指して 

運動を促進中 

粘り強く戦うも 

4月30日、明治神宮外苑軟式野球場にて東京電業協会

主催による野球大会が行われました。  

初参加でとても緊張しましたが、他の社員の方々が明るく

迎えてくれたので緊張がとけました。相手チームの栗原工

業㈱さんは手強く、キビキビとして選手一人ひとりが雰囲気

をもっていました。チーム一丸となって粘り強く戦いましたが、

相手の猛打を浴び15対4で負けという残念な結果に終わり

ました。 

 残念ながら試合には敗

れてしまいましたが、とて

も良い経験になりました。 

 休日の試合にもかかわ

らず応援に来ていただい

た皆さん、ありがとうござ

います。来年はベスト8を

目指して頑張っていきた

いと思いますので、これ

からも応援よろしくお願

いします。  

（東京第二支店 

  中澤 圭吾） 絶好球を待つ中澤くん 
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結婚記念日のお祝い 

歴史好きな主人と韓国料理が好きな私は、ゴールデンウ

イークの少し前に、アニバで有休とＹ5を利用して韓国に行く

ことにしました。旅行の目的は、釜山、ソウル、世界遺産とし

て登録されているBuyeo（プヨ）という歴史のある古都を観光

することと韓国の屋台を楽しむことです。 

Buyeoに行くには、ソウルから電車とバスに乗り、さらに30分

歩き、3時間ぐらいかかります。1400年前から存在している石

塔、歴史的な場所やミュージアム、また美しい川の風景が

Buyeoの魅力です。穏やかな古都でした。韓国の屋台も楽し

めました。釜山のFish Marketで、高価な海鮮が日本の半

分の値段でたくさん食べられて、大満足でした。 

 帰りは一度乗ってみたかった

ボーイングジェットエンジンを搭

載 し て い る「Beet l e」と い う

Hyd rofo i l で、ビールを楽しみ

ながら釜山から博多の海を渡り

ました。 （GS部 ユーディナンタ） 貝を焼くイケメンのお兄さん 

昌徳宮にて 

アニバで有休レポート 

 *** おしらせ *** 

6月1日付で岩国営業所が移転しました 

〒740-0004 山口県岩国市昭和町3丁目4-10 

電話番号：0827-22-7014 （変更なし） 

FAX番号：0827-22-7015 （変更なし） 

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。 

・ワークフローの活用 

・稟議決裁基準の見直し 

4月～6月の採用 

GS部      購買主任  郭   宇珩 

東京第三支店 工事主任  西村 卓 

茨城支店 工事係  村田 香織 

東北支店 営業係  川田 尚人 

東北支店 管理係  角石 エリ 

中国支店 工事担当  船田 謙二 

沖縄営業所 工事担当  永留 隆雄 

受注！ 

・船橋・サービス付き高齢者住宅 千葉支店 

・横須賀米軍（27）工場（295）他 横浜支店 

・済生会豊浦病院   中国支店 

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 2日 

 8日：夏季賞与支給 

15日～17日：2014-2年目修了研修 

22日：任用測定試験（3級チャレンジ） 

 

8月 6日 26日～27日：スタッフ系研修 
夏季休暇 

15日~17日 

9月 3日 本決算期  

4～6月の採用 

入社された方より一言いただきました。 

東京第三支店  西村 卓  

休日はイクメンです  

ビル管理会社、薬品会社で働

き、縁があって六興電気で働く

ことになりました。配属された東

京第三支店では、支店長をはじ

め皆さんが声を掛けてくれてと

ても助かります。 

前職の管理会社では、キュー

ビクル・設備全般を点検する業務に就いていましたが、現場

に行くと皆さんの知識の豊富さに驚きます。日々勉強しなが

ら精進していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

卒業&新メンバーのご紹介 

産休のため新聞委員を交代することになりました。原稿や

写真など制作にご協力いただく皆様のお蔭で、ろっこう新聞

ができていると感じた3年間でした。ありがとうございました。

これからは読者として毎号の発行を楽しみにしたいと思いま

す。メンバーの皆様、これからも頑張ってください！！ 

 （人事部 鈴木 香理） 

この度、新聞委員になりましたMS室の濱田です。まだまだ

分からないことばかりですが、新聞委員のメンバーと協力し

ながら、より良い社内報を皆様にお届けできるよう尽力いた

します。今後、原稿の作成などをご依頼させていただくことも

あるかと思います。その際は、ご協力のほどどうぞよろしくお

願いいたします。 （MS室 濱田 拓麿） 

大きなマシュマロでバトンターッチ！ 

ー 訃報 － 

山本 勝一さん 

私が入社した時、山本さんは工事課長で大型商業施設引渡後の現場事務所におられました。見学に行った時、ドラフ

ターに貼っていた図面に肘をついて怒られたことを今も思い出します。雑談するとユーモアに溢れ、駄洒落を交えながら

話をして周囲を和ませた心温かい方でした。 

よく話に出ていた言葉は「目配り・気配り」で、山本さんが不在時に来訪された協力会社の名刺が机の上に置いてある

と、必ずその人に連絡してお礼や用件を聞いておられました。「工事部社員は8時から朝礼をしているのに、自分がそれ

より遅く来ることはできない」と支店に一番に出社し、神棚の水替えや安全祈願、掃除をして席についていました。その気

持ちに感銘を受け、私は今も続けております。先駆者から継承し、支店長として15年間も貢献されたことは大変なことだ

と痛感しております。 

私の仲人でもあり、公私共にお世話になり心から感謝申し上げます。早く逝かれ心が痛みますが、天国で上司の上本

さんに会えましたでしょうか？大好きな釣りをされているのでしょうか？ご冥福を心よりお祈り申し上げます。  

 （神戸支店 藤原 信也） 

GS部  郭 宇珩 

グローバルに働きます   

 GS部の購買業務を担当する

ことになった、郭 宇珩（クー ユ

ヘン）といいます。出身は台湾の

台北です。英国への留学経験

があり、前職は日本の企業でし

た。中国語、英語、日本語を駆

使してグローバルに働きたいと

思っています。 

スポーツ観戦や海外のスポーツニュースが好きでよく見て

います。また体を動かすことも好きで、特にバスケットボール

が好きです。今まで得た知識と経験、語学を最大限活かせ

るよう頑張りますのでよろしくお願いします。 


