
社風とジーンズ採用で克つ 代表執行役社長 長江 洋一 

新刊第67号 [通算152号] 

3月6日にティファナに行き、36バインドの生産開始に立ち会いま

した。ティファナはカリフォルニア州南端サンディエゴから車で1時

間走り、メキシコに入ったところにある町です。ビザを申請して国境

を超えると看板はすべてスペイン語となり、当たり前ですけどほと

んどの住民がメキシコ系の顔立ちに変わります。今回お世話になる

Aoi Techno, Inc.様は日本と同レベルの品質管理下でエアコンや

車の部品を製造しており、安心して生産委託できる工場でした。

式典では私のスピーチ（英語です。残念ながらスペイン語は話せ

ません。）に続いて、約200名の従業員とタコスを食べて生産開始

を祝いました。音楽に合わせて踊りだす人がいるのが、いかにも陽

気なメキシカンです。また今回のパートナーはサンディエゴに本社

を構えているため、米軍関連工事への入札資格も持っています。

これを足がかりに、米軍関連資材の製造やサンディエゴ基地での

工事へ参入できるかもしれません。実は米軍の工事を始めた時、

漠然とした夢がありました。まず全国すべての基地に六興の旗を

立てる。次に日本の基地の延長線上にあるアンダーセン（GUAM）

で仕事をしたい。その次は太平洋艦隊の中心であるハワイ。そして

最後はサンディエゴの海軍まで辿り着けたら、というものでした。で

すから今回のご縁でサンディエゴでの仕事ができたら、六興の夢

がひとつ叶うことになります。まずはメキシコ生産と太陽の家までの

輸送ルート確立に全力を注ぎますが、次のステップとしてぜひ取り

組みたい事案と思っています。  

六興の夢 

ところで【夢】は、【目標】と少し違います。目標には必ず期限があ

りますが、夢にはありません。だから夢はいつまででも取っておくこと

ができます。目標は必ず達成しなければなりませんが、夢は全て

が達成できる訳ではないのでダメ元でもかまいません。それでも

不思議なのは、夢を持ち続けていると少しずつ現実が近づいて来

ることです。これには訳があって、夢を持っていると、目の前にチャ

ンスが現れた時に敏感に気付けるからだと思います。逆に夢をもっ

ていないと、目標に直接関係しない機会は見逃してしまいます。で

すから、夢は問題意識と言い換えても良いかもしれません。 

女性技術職や外国人が自然体で働ける会社、高齢者も働ける

間はずっと働ける仕組み、電気・設備一括施工の確立、各地の社

員が目先の利害を超えて協力できる社風、規模や売り上げでは

なく、社員のレベルや社風で一目置かれる会社になる。これらはい

ずれも、完全とは言えませんがある程度実現されつつある夢です。

一方ではまだこれからという夢もいくつかあります。例えばIoTを活

用した現場の効率化、他社が気付かないニッチな業務分野の発

掘、電気以外の米軍資材を購入して他社に販売するビジネスな

ど。そのほかに会社全体ではなくても、部署や個人での夢もあるは

ずです。これらを大切にしながら、日々の業務に向き合ってゆきた

いものです。  

ジーンズ採用 

さて4月になって連日の最終面接を行っており、採用活動は早く

も佳境に入ってきました。本年度の採用は昨年よりひと月ほど前

倒しになったと言われており、大方の学生は5月から6月に内定先

から進路を選ぶようです。昨年の採用活動においては、内定者の

約4割が当社より規模の大きな同業へ流れてしまいました。です

から今年の最大の課題は入社受諾率の改善で、規模で言えば当

社の倍ぐらいの会社に競り勝たねばなりません。そこで当社と同業

を比較すると、研修施設や保養所といったハード面では全く歯が

立たないし、鉄道や電力といった親会社の知名度も当社にはあり

ません。しかし当社には他社にない強みがあり、例えば実務的な教

育制度、成果配分金、米軍と住宅での圧倒的な実力、勤務地を

選べるので地元で就職できる、といった点があげられます。なかで

も最も大きいのが、社風の違いです。建設業は官庁で育ってきた

経緯から、形式と客観性を過剰に重要視する傾向がある業界で

す。例えば給与や昇進には俸給表とランク付けによる客観評価が

求められ、少額の支出についても部署長の印鑑が必要というよう

に、個人の主観が入り込む余地が非常に少ない仕組みとなってい

ます。しかし当社では客観評価といっても所詮は業績や能力の一

断面にすぎず、将来性やチームワークを有機的にとらえるべきと考

えており、現場を直接預かるリーダーの主観（すなわち判断）と責

任を大切に考えています。これは私が以前勤めていたカリフォルニ

アの会社のスタイルで、当社には俊敏な意思決定と、個人の発想

を大切にする社風が定着しています。そして意味もなく続けていた

儀式も廃止され、入社式ではひな壇の役員が長広舌を垂れる場

面は既になく、参加者がラフな格好で集まってお互いを知り合うイ

ベントになっています。採用面接も4年前からリクルートスーツを禁

止し、普段着でやるようになりました。効果は徐々に表れているよ

うで、今年最初に面接した学生は「雰囲気がいいから」という理由

で、2人ともその日に入社を受諾してくれました。こういった当社の

雰囲気を表す言葉を探していたところ、就活ライターの石渡さんか

ら「ジーンズ採用」というキーワードをいただきました。良いと思ったら

すぐに採用するのが当社で、各部署には早速ジーンズ採用を掲げ

るよう指示してあります。その他にも入社前のアルバイトやカート

レース参戦など、他社にないイベントとあわせて入社受諾率を上

げ、次代の戦力を確保してゆきたいと思います。  

新入生諸君 

ろっこうでは困難に陥ったとき、原点に返るのではなくゼロから考

える習慣が求められます。「原点に返る」というのは、昔うまくいった

から今回もうまく行くはずだ、という連想です。でもほんとにうまく行

くのでしょうか？市場環境、関連法規、お客様の考え方、すべてが

違っているのに、昔と同じことをしてうまくゆく保証はありません。そ

して何より、これは連想であって発想じゃない。自分の頭で考えて

いないのです。ろっこうでは、今の状況を冷静に見つめて、ゼロから

考えて発想することを要求します。そして、こういう発想のなかか

ら、新しいものが生まれてきます。しがらみにとらわれず、変わり続

けることこそ重要なのです。それぞれの企業には、基本的な考え

方があって、それを企業文化と呼んでいますが、これはまさに、ろっ

こうの企業文化です。変わりつづけて、常に時代の半歩先を行く、

そして実質を重んじる。自分で考え自分で動く、そういう会社で

す。新入社員の皆さんは、今日から、こういうユニークな会社の一

員となりました。ぜひ、この文化を自分のものにして、戦力になって

ください。  
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ようこそ！六興電気へ 

( 2 ) 

新たな仲間とともに 

経理部 

係 

藤尾 有輝子 

ディズニーのショーは

最前列で見ること 

グローバルサポート部付 

工事係 

ヤンボット ラファエル 

マルテ ペレズ 

フィリピン語より英語の

ほうが話せること 

 
東京第一支店 

工事係 

花井 翼 

誕生日を聞いたら 

忘れないこと 

 

 

東京第一支店 

工事係 

藤本 大輝 

ＳＳＡのステージで 

パフォーマンスしたこと 

 

東京第一支店 

工事係 

渡辺 智哉 

食べることが好き 

だけど、太らないこと 

 
東京第二支店 

工事係 

樫原 元智 

ママチャリで九州一周

を制覇したこと 

 

東京第二支店 

工事係 

河合 秀俊 

物事に対して粘り強く

頑張れること 

 

東京第二支店 

工事係 

髙橋 豊 

天然水の味が一発で

当てられること 

 

茨城支店 

工事係 

黒澤 公 

こち亀のキャラクター

がほぼ分かること 

 

東京第二支店 

工事係 

松田 大輝 

バイクに乗って 

走ることが好き 

 

千葉支店 

工事係 

松本 慎之介 

選択を迫られた時の

判断が早いこと 

 

北関東支店 

工事係 

坂本 航 

自動車整備が 

得意なこと 

 

横浜支店 

工事係 

山本 雄太 

飲んだことのある日本

酒を当てられること 

 

北海道支店 

工事係 

岡本 佳明 

高校時代クライミング

で北海道代表 

 
北海道支店 

工事係 

本田 恭平 

骨は折れても 

心は折れません！！ 

 

東北支店 

工事係 

金野 拳也 

ベンチプレス125㎏を

持ち上げられる 

 
新潟支店 

工事係 

佐藤 宏崇 

クリスタルカイザーの

味を当てられること 

 

新潟支店 

工事係 

髙倉 龍 

少年ジャンプが5年分

あること。お譲りします 

 
名古屋支店 

工事係 

鵜飼 悠作 

車でサーキットを 

走行すること 

 
名古屋支店 

工事係 

尾藤 燿 

ルービックキューブの

最高記録1分30秒 

 

おなかに力を入れて腕立て伏せ 

グループ内の意見のまとめ方も勉強の一つ 朝焼けを背中にラジオ体操 

六興電気のロゴマークを表現しました 

新 入 社 員 43 名 

新入社員に聞きました！！ 「一番の特技・自慢」は何ですか？ 

東京第二支店 

工事係 

古賀 秀人 

若年者ものづくり競技

大会にて敢闘賞受賞 

 

学生から社会人へ ～新入社員研修①～ 

研修最初の2日間は挨拶などの基本行動・管理本部長

講話・社長講話などの恒例のメニューに加え、今年は外

部講師をお招きしコミュニケーションに関するワークショップ

も行いました。新入社員たちは、コミュニケーションというも

のが簡単そうに思えて、意外にも難しいものであることを

改めて感じていました。 

その後の3日間は職種ごとに分かれた研修となりまし

た。自衛隊研修では、今年は第32普通科連隊の重迫撃砲中隊の方々にお世話になりまし

た。実際の迫撃砲や軽装甲機動車など見せていただく時間も一部ありましたが、それ以外は

体力練成や匍匐前進などの障害走などに取り組み、時間管理や協力し合うことの大切さ、そ

して体力のみならず気力が養われました。電気工事士となる社員は、六進会各社社長との

顔合わせや低圧・酸欠の特別講習を行い、電気工事士としての自覚や就業後すぐに必要と

なる知識を身に付けました。  

敬礼！女性も頑張りました 

相手の考えに耳を傾けて 

3月27日から4月6日までの10日間（日曜休み）、IPC生産性国際交流センターおよび横須

賀リサーチパークにて新入社員研修を実施しました。残念ながら、研修前に怪我をしてしまい

参加できなかった新入社員が1名おりましたが、総勢43名の個性的なメンバーが六興電気

の新しい仲間として加わってくれました。新入社員の内訳は、大卒23名、高専卒1名、専門卒

2名、フィリピン現地採用1名、高卒16名の計43名となっています。 

研修では基本的なマナーや現場で働くための基礎知識を学びました。またグループワーク

や自衛隊での体験入隊を通して、同期同士が団結するきっかけができたのではと思います。 

これから配属先の部署で経験を積むわけですが、きっと大変なことや悩むことがあるかと思

います。そんな時こそ、是非同期の繋がりを大切にして、みんなで切磋琢磨してもらいたいと

思います。みなさんの活躍を期待しています。これからも一緒に頑張りましょう ！  

 （人事部 池田 照浩） 
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～入社式～ 

4月1日、東京都目黒のホテル雅叙園東京にて入社式を開催しました。「歓迎の気持ち

を伝える」をテーマとし、参加者同士の会話を大切にした立食形式が当社の特徴です。 

今年も笑顔いっぱいの写真が撮れましたので、当日の様子をご紹介します。  

桃色：本社       ／ 紫色：首都圏本部 

水色：東日本本部 ／ 緑色：西日本本部 

橙枠：E2本部     ／ 黄色：人事部付 

名古屋支店 

工事係 

平井 拓 

長距離運転が得意で

どこへでも行けること 

 
大阪支店 

工事係 

阪本 直樹 

大食い挑戦で800ｇの

パスタを食べたこと 

 

大阪支店 

工事係 

山下 哲也 

ほとんどのスポーツの 

上達が早いこと 

 

大阪支店 

工事係 

山谷 洋貴 

空手道初段、弓道参

段、居合道弐段 

 
神戸支店 

工事係 

林 陽介 

学生の頃から握力

66㎏あること 

 

神戸支店 

工事係 

林 瞭佑 

朝ごはんを 

めっちゃめちゃ食べる 

 
神戸支店 

工事係 

室井 健太郎 

ノリと勢いの良さだけ

は負けません 

 

九州支店 

工事係 

内野 達也 

ストイックに自分を 

追い込んでること 

 
エネルギープラント支店 

工事係 

津内口 貴大 

ホールの散歩をよくし

ていること 

 
金澤電興㈱出向 

電気工事士 

大内 尚人 

ちょっとしたトランプ 

マジックができる 

 

金澤電興㈱出向 

電気工事士 

川元 希一 

人よりもほっぺたが 

柔らかいと言われる 

 

㈲三協電設出向 

電気工事士 

中平 類 

学生時代に吹奏楽部

の大会で金賞受賞 

 
㈱エムテック出向 

電気工事士 

田口 佳暉 

ＴＰＳのゲームが 

けっこう強いこと 

 

㈲エムテック出向 

電気工事士 

前田 明生 

電気工事士第一種と

第二種を持ってること 

 

㈲塚田電気工業所出向 

電気工事士 

菅原 尚彦 

スケッチが特技！ 

30秒で描けること 

 

㈲塚田電気工業所出向 

電気工事士 

丹藤 航 

学生時代に資格取得

を頑張ったこと 

 
㈱植田電気出向 

電気工事士 

平石 翔人 

資格をたくさん 

持っていること 

 
㈱NMK.7電設出向 

電気工事士 

金 侑介 

学生時代から 

やっているソフトテニス 

 
㈱NMK.7電設出向 

電気工事士 

藤田 大洋 

犬に追いかけられると

犬より早く逃げられる 

 

ホーエイ電設㈱出向 

電気工事士 

木内 蓮 

学生時代に野球で一

度エースになったこと 

 
ホーエイ電設㈱出向 

電気工事士 

和智 大輔 

高校時代にたくさん 

資格を取得したこと 

 

㈲オービット出向 

電気工事士 

髙橋 佑児 

音楽を聞くのは好き 

だけど歌うのは嫌い 

 

学生から社会人へ ～新入社員研修②～ 

名刺交換は社会人への第一歩 

Let’s study English ! 

言葉の使い方にひと苦労 天気にも恵まれました 

紹 介 

入社式後の後半戦は、桜の花もだいぶ増えてき

た4月3日から横須賀リサーチパークにて再開しま

した。名刺交換や電話などのビジネスマナー・現

場の安全・3年の軌跡研修など実践的なメニュー

中心の研修を行いました。 

3月の研修開始時に比べると、言動や顔つきに

変化が見られ、社会人らしい雰囲気を身にまとい、

同期同士の絆もできた様子でした。  同じ釜の飯を食う 



各地の竣工物件 

( 4 ) 

プラウドタワー明石 

契約先 三井住友建設㈱ 

設計監理 三井住友建設㈱ 

工期 2015年10月～2016年12月  

施工場所 神奈川県相模原市緑区長竹 

建築概要 延床面積 31,550㎡、S造 

 地上4階 

施工部署 横浜支店 

協力業者 ㈲オービット、㈲川﨑電工 

三井食品物流センター 

現場代理人としての第一歩 

岩国は年間300万人の観光客が訪れる町で、当

物件はその岩国市の中心地、岩国駅から徒歩3分に

位置する分譲マンションです。非常に目立つ場所に

建つため、さまざまなプレッシャーを感じながらスター

トしました。私自身現場代理人デビューの現場でした

ので常に先行工事を心掛けようと思っていましたが、

外構工事の工程が短いなど苦労した点はいくつかありました。 

なかでも大変だったのが、電気室へのキュービクル搬入です。仮設足場で搬入ルートが塞

がれていること、部屋の開口が狭いこと、電気室が狭く保有距離がとれないことなど問題が

山積みでした。また隣家との距離が近いため、レッカーのサイズ、配置にも何度も悩まされまし

た。設計事務所・現場所長との打合わせでは、上司や職長さんにアドバイスをいただきながら

行いました。詳細図を描くだけでなく、模型を作りさまざまな視点から搬入のシミュレーション

をしました。仮設足場の解体を早めていただくなどゼネコンさんのご協力もあり、電気室に納

め、無事に受電でき、工程を遅らせることなく完了しました。無災害で終われたので良かった

です。岩国に来られた際は、ぜひご覧ください。 （中国支店 西浦 修平） 

inside story 

とにかくイベントが多い現場でした。親睦会、夏季ビアガーデン大会、ゴルフコンペだけで

なく誕生日会などもあり他業者の方と交流を深める機会の多い現場でした。サプライズで

急遽大勢の前で1分間スピーチをさせられたのは、メンタルを鍛えられた気がするので、今

となっては良い経験をさせていただいたことに感謝してます。 

ラルウェンディ岩国駅前 

契約先 広成建設㈱ 

設計 ㈱アートライフ 

監理 ㈱合人社計画研究所 

工期 2015年10月～2017年2月  

施工場所 山口県岩国市麻里布町 

建築概要 延床面積 7,730㎡、RC造、地上15階 84戸 

施工部署 中国支店 

協力業者 ㈱輝電装 

ニトリ梅島店 

スピーディーな変更対応 

当物件は、東京都23区の北東部に位置する足立区にあり、国道4号・環七や首都高など幹

線道路が近く交通の便が良い地域です。ニトリとしては初のヨーカドーとの複合商業施設を開

設しました。工期自体は9カ月でしたが、実質の電気工事自体が竣工まで2カ月しかないとい

う現場でした。限られた時間の中で如何に工期を遵守するかが課題でした。 

まず意識したのはとにかく先行工事をすることです。またゼネコンさんとのコミュニケーション

も密に行い、齟齬が生じないようにしました。商業施設ということもあり施工途中で什器レイア

ウト変更が多々あり照明器具の配置変更や配線ダクト追加など急を要する仕事が出たり、図

面化しても変更が多く、図面の修正・差替えが多く苦労しましたが、変更時は見積を提出し

て、お施主さんから承認をもらいできる限り手戻り作業を減らしました。幹線道路に面してお

り、搬入などでも制約が多く苦労しましたが、何とか遅滞することなく竣工を迎えることができ

ました。 （北関東支店  熊澤 亨一） 

inside story 

当現場は、建築所長が作業環境を良くしようということで、野球大会からのしゃぶしゃぶや

中華料理店での懇親会などが結構ありました。野球大会では、建築所長も含めおじさん連

中は、ボールよりもよく転がっていました（笑）。そんなことから各業者と仲良くなり現場内で

の声の掛け合いが増え仕事面・安全面など円滑に作業ができるようになりました。 

契約先 ㈱奥村組 

設計監理 ㈱T&N北海道設計事務所 

工期 2016年2月～2016年11月  

施工場所 東京都足立区梅島 

建築概要 延床面積 25,571㎡、S造 

 地上5階 

施工部署 北関東支店 

協力業者 ㈱動電舎 

とにかく先行工事を 

今回施工した物件は、三井食品㈱様のなかでも最大規模を誇る物流倉庫で工事の内容

も濃く大変なものでした。まず私たちは、テーマでもある「とにかく先行工事」を念頭に各階

10,000㎡近くあるフロアに満遍なく設計された金属配管工事を打込み配管に変更すること

から始めました。早い時期より入手していた資料をもとに器具のVEも行った図面を提出し、工

程短縮を推した説明を行い、了承を得ました。 

さらに打込み配管の中に強電・弱電のケーブルも実装し打設直後より器具付けが可能で

はないか？と考え、作業が可能な高所作業車や材料を探しました。結果、上階では躯体工事

の最中に、下階では照明・自火報・スピーカ―といった器具付けが完了でき、工程短縮に大

きく寄与できました。また幹線設備のケーブル工事を倉庫といった施設系では珍しいシャフト

スターを採用したことで、ラック工事・幹線敷設工事も減り、受電前後の慌ただしい時期も大

きな問題もなく乗り越えることができました。工程短縮と合わせ、乗り込み当初から最終引き

渡しの時期まで常に労務が平準化された状態で引き渡すことができました。 

 （横浜支店 本間 友彦） 

inside story 

当現場を施工中に長女からせがまれてフェレットのシナモンを家族に迎え入れることにな

りました。最初は噛み癖があり、手を焼いていましたが、我が家にも徐々に慣れてきて、今で

はすっかり家族になついています。仕事で疲れて帰ってもシナモンと遊んでいると心が癒さ

れます。気がついたら娘より私の方がシナモンを可愛がるようになってしまいました。 

明石のシンボルタワー 

当物件は、ＪＲ明石駅・山陽明石駅の南側の再開

発工事として、施設棟、住宅棟、駅前広場工事が同

時に行われました。当社は、住宅棟（プラウドタワー明

石）と、駅前広場工事を担当しました。この住宅棟は

明石市で一番高い建物となり、マンションの南側には

瀬戸内海が広がり、屋上からは明石海峡大橋と淡

路島が一望できます。そのためか、販売開始日には購入希望者の列ができたほど人気でし

た。また、明石駅から当物件への直通の連絡デッキ、さらに明石市の名物である「魚の棚商

店街」への連絡歩道も同時に完成し、商店街の活性化にも大きな期待が寄せられています。 

当現場での思い出としては、明石で一番高い建物に関われたことです。付近には高い建物

がないため遠くからでも目立ちます。また、マンションだけでなく駅前広場の工事も同時に施

工したため、夜間工事や車両規制しての工事など普通のマン

ション工事では経験できないことがたくさんあり、今後に活かして

いきたいです。  

 （神戸支店 澤 高志） 

契約先 ㈱大林組 

設計監理 ㈱大林組 

工期 2014年06月～2017年3月  

施工場所 兵庫県明石市大明町 

建築概要 延床面積 28,000㎡、RC造 

 地下1階、地上34階、216戸 

施工部署 神戸支店 

協力業者 コマイエコダクツ、㈲広神電機 

inside story 

 当現場では明石市主催の小学生対象の現場見学会が行わ

れました。小学生を現場の職長さんが運転する高所作業車に

乗せ、子どもの指示で作業車を動かしながら、天井から吊るし

た景品を取るというようなイベントも行われ、楽しい見学会でし

た。他にも、大学生や明石市の一般の方、建築関係の方など

を対象とした見学会がとても多い現場でした。 



ろっこうニュース 

 E2本部 ～他部署との連携～ 
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 中国支店 ～移転しました～ 
徒歩5分圏内にお引越し 

 当初、旧事務所の別階に会議室スペースを借りる計画で進

めていましたが、昨年10月の九州支店の移転と想像以上のデ

ザインに刺激され、中国支店も移転を決断しました。 

 まず物件探しですが、別で借りていた駐車場と倉庫は利便性

が良いので、そこを中心に探しました。希望よりは少し広めです

が、北側の窓からは平和大通りと氏神様の白神社が見渡せる

こともあり、10月中旬に物件を決めました。 

 大変なのはここからですが、社内稟議・レイアウト・引越しの段

取り等で、引越しを2月初めと決め、それぞれの工程を考えて

いたところ…九州支店の辻管理室長から移転に関する資料と書類をいただき、更にデザイン

会社まで紹介してもらえ、移転業務の時間短縮により工程通りに進めることができて非常に

助かりました（約4カ月の工程で一からのスタートでは厳しかったと思います）。 

1階にはコンビニがあって便利 

立派な神棚 ようこそ、中国支店へ 白を基調とした中に真っ赤なカープ色の椅子！！ 

お披露目会を終えて 

2月4日に無事引越しも完

了し、2月7日の大安に長江

社長、芹川本部長に出席い

ただき、入居祭を執り行い

ました。神主さんからは「神

棚の後ろに白神社が見え

てとても良い場所に移られ

ましたね」と言ってくださいま

した。夕方には協力業者の

皆様を招待し、お披露目会

を行いました。皆さんから「すごいね～」と言われるたびに、引越しの疲れが消えていきました。 

最後になりましたが、新事務所のデザイン、各工事、引越し等にご協力いただきました方々

に感謝申し上げます。 （中国支店 西川 雅司） 

モノトーンのエントランスで落ち着いた雰囲気に 

お気に入りは応接室 

新事務所のデザインで特にお気に入りはエントランスです。入口からスタッフルームに向か

う斜めの通路とガラス張りの応接室です。是非、中国支店へ来て応接室でお茶してください。 

～追伸～ 

 もう少し契約が早ければ昨年11月5日の広島東洋カープセリーグ優勝パレード

を事務所から見ることができたのですが…残念です。今年は日本一の優勝パ

レードを見られるよう皆さん応援よろしくお願いします。（中国支店カープ女子より）  
応接室で談笑中！？ 

今後とも、社員一同新たな気持ちで業務に一層精励いたします 

新住所：〒730-0041 

 広島県広島市中区小町3番19号ＭＧ広島小町ビル2階 

 電話番号：082-243-3578 / FAX：082-249-5375 （変更なし） 

現状 

連携し成果になりつつある主な案件は、福島第一原子力発電所、他本部との交流により他

支店への出向などがあげられます。 

まず福島第一原子力発電所は、本来EP支店が受

注し担当する案件です。しかし、東京第三支店が受注

し、原子力発電所での施工経験があるENG事業部の

部員が、東京第三支店に出向し施工管理にあたってい

ます。目標は、現地作業所を定着させることです。 

また中国支店へは、ENG事業部の部員がプラント計

装工事の施工管理者として出向し、工事施工管理の

サポートを行っています。 福島第一原子力発電所の事務所前にて 

関西電力美浜発電所PR館を訪問 E2本部会議を開催しました 

水晶浜から美浜原発を臨む 

第75期よりEP支店、ENG事業部の頭文字Ｅから始まる2部署の体制でE2（イースクエア）

本部が発足しました。第76期からは東京第三支店が加わり、3部署がそれぞれの特徴を活

かし、連携しながら本部運営をしています。 

今回は新たな事業に取組むＥ2本部や他部署との連携について、ご紹介します。 

これからのE2本部のありかた 

E2本部の活動は第75期の立ち上り当初、どのようにして「Eの二乗にするべきか？」「相互

作用でE2本部を運営するためには？」など、目標達成に向けた運営をどのようにしたら良いか

分からず先が見えませんでした。しかし、第76期から東京第三支店が加入したことにより案

件に柔軟に対応できるようになり、本部としての形ができてきたように感じています。 

さらに型にはまらない新しい事業展開、新しい案件を探し、取り組みたいと考えています。そ

して周囲が「あっ！ ！ 」と驚くような本部を目指します。 

しかし、E2本部だけでは難しく、各支店、各本部の情報や、ご協力がなくては展開できない

ことも理解しています。引き続き、皆様のご協力、お力添えをいただけたら幸いです。 

 （E2本部 森口 彰男） 

米軍工事の規模を拡大するための第一歩 

 今後の取組みのひとつで、E2本部の目標である「短

期少額の米軍工事へ参入」を見据え、ENG事業部の

社員が勉強に行くことになりました。狙いは、大型工事

で手一杯の米軍工事、これまで支店が忙しくて取り込

むことができなかった短期少額（少額といえる金額か

どうか？）を受注することを目標としています。 

 将来は首都圏近郊の米軍基地での活動を目指し、

東京第三支店と協力し合い、米軍工事の枠を広げ、さ

らに他支店への米軍工事の新しい取組みに協力できればと考えています。 

Ｅ2本部会議を開催しました 

3月9日、10日で福井県丹生郡越前町でキックオフミーティングを行いました。今後は3部

署に加え、各本部長、各支店長にもご参加いただき、連携を図っていきたいと思います。 

4月から赴任しています 
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電気学会教育フロンティア研究会の紹介 

36バインド4Gついにメキシコで生産開始 

従業員全員とランチセレモニー 

 昨年の夏から検討を開始し

た36シリーズ海外生産です

が、ついにメキシコにて開始す

ることができました。 

 3月6日、Aoi Techno, Inc.

様のメキシコ工場では、成形

機の前にテープが用意され

ており、小林社長、工場長の

Juan Carlos氏、長江社長の

3人でテープカットを行い、長江社長が成形機のスタートボタ

ンを押し生産が開始されました。 

そのあとは、敷地内に用意された会場にて、生産開始を祝

して総勢200名あまりで大ランチパーティーを行いました。会

場には大きなテントとオープンキッチンが用意されており、そ

の場で焼いたトルティーヤを使ったタコスや新鮮なサラダを

いただきました。本当は本場メキシコのコロナビールを振舞い

たかったのですが、皆様まだ仕事があるとのことなので、今

回はコーラやフルーツジュースで乾杯となりました。陽気なメ

キシコ音楽が流れるなか、時間はアッという間に過ぎていき、

最後は工場の皆様と一緒に記念撮影をしてパーティーは終

了しました。そんな楽しい時間を過ごした後、我々は今話題

の国境を歩いて渡り、アメリカに戻りました。 

Aoi Techno, Inc.様は樹脂成形だけでなく、金属プレスや

塗装ライン、組立作業も行えるとのことなので、それらを利

用した新しいアイテムに挑戦したいと思います。 

 （システム開発部 川上 貴司） 

生産スタート！ 

真剣に話を聞いてくれました 

秀な人材を求めて採用活動を行っていました。 

そのなかで、知名度のない当社は地道なチラシ配りでア

ピールを行い、結果として会社説明会には2日間で50名以

上の方に参加いただきました。学生の方にとっては未知の会

社でしょうから、説明会は仕事内容等の固い話だけでなく、

日本についての紹介やフィリピン大学卒の先輩社員からのビ

デオメッセージなど、和やかなムードになるよう心掛けました。 

私は今年からフィリピンでの採用活動に参加したのです

が、英語力の問題などさまざまハードルはありながらも、多く

の方に当社の仕事や日本で働くことに興味を持っていただく

ことができ、手応えを感じられました。 

現在は筆記試験・面接を行っている段階ですが、どんな

方が当社に仲間入りするのか、今から楽しみです。  

 （茨城支店 藤野 広実） 

社風を伝える新たな動画を制作 

近年、さまざまなアピール方法・選考方法を用いて新卒採

用活動がなされています。そんななか、当社も学生の皆さん

の興味をひき、魅力を伝えられるツールの制作を検討して

いました。六興電気の良いところの一つに「社風」があると思

うのですが、それを写真と言葉で語っても伝えきれない…。

それなら当社の年間イベントを撮影し一つの動画にまとめて

しまおう！ということになりました。 

撮影を開始したのは2016年7月で、最初は企業対抗の

カートレースでした。それから内定式やボランティア活動、社

員インタビュー等も含め、ひとまず12月までの5カ月をまとめ

た動画を2018年新卒採用の会社説明会で使用していま

す。当社のアットホームな雰囲気が溢れ出ていますので、社

員の皆さまにもぜひ見ていただきたいと思います。 

最後に、撮影にご協力いただきまし

た皆様にこの場をお借りしてお礼申

し上げます。 

          （人事部 河上 美幸） 

URL:https://www.youtube.com/

watch?v=knXtkYzJ-K8&t 

2月15日、16日の2日間で、フィリピン大学（University of 

Philippines）の就職フェアに参加してきました。フィリピンで

の新卒の採用活動は今年で3年目になります。フィリピン大

学はフィリピン随一の国立大学で、今年の就職フェアでも、

国内企業だけでなく世界的な化学・電機メーカーなどが優

今年で3年目！ Job Fairに参加 

平成28年度の1級施工管理技術検定の学科試験では53

名が受験し37名が合格しました。実地試験では学科試験

の合格者37名と前年度実地試験で不合格となった16名の

計53名が受験しました。その結果、35名と多くの方が合格

の栄冠を手にしました。 

学科試験の合格率が74％となり、全国受験者平均の46％

を大きく上回ったことが、実地試験で大量の合格者を生み

出す原動力になったと推定されます。工事本部では受験準

備通信教育と受験準備講習会を学科試験、実地試験のそ

れぞれについて実施しており、受講者の合格率は非受講者

に比べて高くなっています。学科通信教育では、記述式の実

地試験に備えるため、4肢択一式とせず記述式で出題して

います。実地通信教育では、合否に大きく影響する施工体

験記述とネットワーク工程表の問題に重点をおいて出題し

ています。 

来年度受験される方々が平素より受験準備を積み重ね、

今年度に劣らない優秀な成績を収められることを期待して

います。 （工事本部 矢野 尚志） 

直前講習で合格率UP 

3月10日より、理系・工業系出身の女性の応募者を増や

すことを目的とした「女性技術職の採用プロジェクト」が始動

しました。期間は1年間で、目標は5名の女性技術職の応募

が集まることです。プロジェクト名は「でんせつ式部」、イメー

ジカラーはすみれ色に決まりました。メンバーは、東京第一支

店三井主任、東京第二支店緑川主任、須田さん、山田管理

本部長、人事部河上主任と私を含めて6名です。 

今後の取組みとしては、①六興電気を知ってもらうこと②

六興電気はどんな会社でどんな仕事をしているのかを知っ

てもらう こ と ③六興電気に興味をもってもらうことです。理

系・工業系を専攻している女子学生の皆さんへのアピール

方法を考えていきます。メンバー以外の方にもご協力をお願

いすることがあると思います。その時は是非ともお力をお貸し

ください。あっ！あと、今、でんせつ式部のロゴを作成中です。 

 （千葉支店 竹内 真規子） 

でんせつ式部が始動しました 

2016年1月より、当社では休暇取得促進運動としてY5

（ワイファイ）運動を行いました。Y5とは、「休もう、5日」の意

味で、国の年5日の休暇取得の義務化方針を先取りして実

施いたしました。1年間の取組みの結果、休暇取得率上位

の4部署が表彰されました。オリンピックに向けて、何かと忙

しくなってくる建設業界ではありますが、環境の変化にいち

早く適応し、家族との時間や趣味のために積極的に休暇を

取得いただければと思います。 

2017年は、4月から新入社員も対象に入れてY5運動を開

始いたします。人事部でも、更なる休暇取得促進の取組み

を検討しています。 

 「ア ニ バ で 有 給」や「リ フ

レッシュ休暇」、部署独自の

取組みなどをどんどん取入

れ、全社一丸となって取得

率のアップを目指していき

ましょう。  

 （人事部 稲富 光平） 

取得率アップを目指して 

研究会の様子 

電気学会教育フロンティア技術委員会 

相知 政司（千葉工業大学） 

「教育フロンティア研究会」は電気学会教育フロンティア技

術委員会が主催する研究会です。近年、世の中の変化がま

すます速くなっていくなかで、高等教育に関しても変化に対

応して改革すべき多くの課題が出てきています。そのような

技術者教育全般に関する課題に対し、教育フロンティア研

究会では発表や討論を通じて、高等教育の新しい事例や試

みの情報共有や情報発信をし、各種問題解決に資すること

を目的として活動しています。 

研究会は年に3回開催していますが、技術者教育への取

り組みに関する発表や質疑応答で白熱して、時間が足りな

くなることも多々ございます。さらに研究会の発表や討論と

は別に、もう一つ大事な活動として研究会終了後に開催し

ている懇親会があります。この懇親会ではお酒も交えなが

ら、ざっくばらんな会話で盛り上がることが恒例となっており、

参加される皆様からは「本来の研究会以上に有意義」といっ

た声も上がっています。 

「電気学会」や「研究会」と言うと、敷居が高いと感じられる

方もおられるかもしれませんが、次回は9月に東京での開催

を予定しておりますので、ご興味を持たれた方はあまり構え

ることなくご参加ください。 

当社は、2014年9月5日に「早期育成プログラム『3年の軌

跡』の紹介」をテーマに研修事例を発表したことをきっかけ

に、教育フロンティア研究会に参加をさせていただいていま

す。今回は、教育フロンティア研究会について、相知様より、

ご紹介いただきました。 
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無災害で夏を乗り切ろう 

毎年熱中症になる人が現れるが、なぜ空調服を着ないの

か？空調服は高価で簡単には購入できません。それでは安

く作る方法を考えればいいじゃないか！そんな会話があった

かどうかはわかりませんが、システム開発部が空調服の開

発に着手しました。「何よりも安く」をテーマに市販の空調服

からコストダウンできるところはないか検討しました。 

まずはじめにファンですが、これを一から作るとかなり高額

になってしまうので、ファンはそのまま市販品を使用すること

にしました。次にバッテリーは、思いのほか高価だったので、

市販のモバイルバッテリーに置き換えることにしました。バッ

テリーとファンを繋ぐケーブルはバッテリーの変更により市販

品が使用できないので、新規に製作することにしました。最

後に作業服については、当社の夏用作業服は通気性を重

視しているので空気が抜けてしまい空調服としては使用で

きないので、安価なウィン

ドブレーカで代用してみ

ました。 

本当は風量調整も行

いたいところですが、それ

は次回の宿題として、ま

ずはこの空調服で今年

の夏を乗り切りっていた

だければ思います。 

（システム開発部  

         川上 貴司） 試作中 

“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。 

「あせる気持ちにひと呼吸 基本に忠実 安全作業 」 

       （東北支店 黒坂 亮太） 

 現場では、常に安全を意識して

いますが、繁忙期や何かアクシデ

ントが起こった際には、気持ちが

焦ってしまい、安全への意識が疎

かに、作業は雑になる可能性があ

ります。そういった時にこそ事故は

発生しやすいため、焦った時こそ1度深呼吸をして落ち

つき、気持ちに余裕を持つことで、安全に作業に取り組

もうという目的で作成しました。 

Thanks Letterが届きました 

 

 協力会社紹介 

 ～六進会～ 

 今回は、ホーエイ電設㈱の金子

社長へインタビューさせていただ

きました。 

―まずは会社の誕生から現在の

歴史を教えてください。 

 最初は仲間3人と電気工事を

行っていました。仲間が増えてきたこともあり、1975年に金

子電気を設立、1988年にはホーエイ電設㈱として法人化

しました。「ホーエイ」は、当時お世話になっていた船宿の名

前をいただきました。1995年頃、同業から福生のマンション

工事の紹介を受けた現場で、六興電気と一緒になったこと

が直接お付合いするきっかけでした。その後、当時の多摩

支店からモノレールの仕事などをいただき、今に至ります。 

―社長として心掛けていることはなんですか。 

道具や工法などの技術は進歩していますが、臨機応変

に対応できる職人が減っていると思います。電気工事の枠

を超えた技術を持つ職人集団であり続けられるように何事

にも積極的に取り組んでいくよう心掛けています。 

―ホーエイ電設の強みを教えてください。 

共同溝や変電所など幹線、受変電関係の仕事で技術を

磨いてきました。時代の流れでマンションの依頼が増えて

も他業種との関わりが多く、難しい共用部を如何に納める

かということに皆プライドを持って仕事をしています。 

―六興電気で思い出深い現場や人物を教えてください。 

多摩平でお世話になった小岩さん（東京第一支店）で

す。冬の寒い日暮れ頃、うちの作業員が防寒着も着ない

で、外構工事をしていたら防寒着を支給させて欲しいと連

絡がありました、弊社にも防寒着はありましたが、すぐに作

業員たちに支給してくださり、なんて思いやりのある人だろ

うと暖かな気持ちになりました。 

―最後に、今後の展望を教えてください。 

高い技術力を持ち続けるために、さまざまな工夫を求め

られる工場などの仕事を積極的に取り組みたいです。そう

して育った応用力のある社員一同で六興電気を盛り上げ

ていけたらと思います。 

イベントでは笑顔が絶えません 

＜ホーエイ電設株式会社＞ 

概要   

創業 1975年 

住所 東京都福生市福生947-8  

従業員 12名  

代表者 金子 茂行 

ゴルフ場にて慰労会 

 *** おしらせ *** 

経審事項審査 結果 

第75期 の 経 営 事 項 審 査 結 果 は、電 気1,544点、管

1,117点、通信886点でした。完成工事高が減少したこと

により、前期よりも評点が下がっています。評点を上げるた

めには、元請完成工事高の増加が必要です。 

それ、いいね！アワード2017 

それ、いいね！アワード2017を開催します。今年も参加賞

としてアイデア1件につき500円のクオカードと、優秀アイデ

アには賞金最大10万円を差し上げます。思わずいいね！と

言いたくなる素敵なアイデアをお待ちしています！ 

活躍しています！ヘンプヒル恵さん 

当社が応援している中央大学3年ヘンプヒル恵さんです

が、昨年は日本選手権大会七種競技で5882点の自己新

記録で2連覇し、またフランスのマルセイユで開催されたデ

カネーション（国別対抗陸上競技大会）に日本代表として

走り幅跳びに出場するなど、

活躍のフィールドを広げていま

す。今年は、学生のためのオリ

ンピック、ユニバーシアードが台

湾にて開催されます。さらなる

記録の更新と日本代表として

の活躍を期待しています。 

1月～3月の採用 

北海道支店 工務係  小澤 聖太 

静岡支店  積算担当  森 麻衣子 

神戸支店         設計担当         南 純子 

九州支店         工事担当         本村 達矢 

沖縄営業所 管理担当  粟國 久美子 

ENG事業部 主任  柴田 卓也 

受注！ 

・仲よし幼稚園跡地活用計画  東京第一支店 

・幕張新都心若葉住宅地区計画 千葉支店 

4月～6月のスケジュール 

月 経営会議 行事等 特別休暇 

4月 1日 
1日：入社式 

20日～21日：2014-3年目修了研修 
 

5月  1日 18日～19日：2016-1年目修了研修他  

6月 3日 

人事考課 

支店安全大会 

3日：創業68周年記念式典 

 

当社役員が所属している経済同友会では、「IPPO IPPO 

NIPPON プロジェクト」を通じて東日本大震災、熊本地震の

復興支援を行っています。当社もこのプロジェクトに賛同し寄

付を行いました。熊本支援の第1期活動では全国167社・

20個人が参加し、熊本県内で大きな被害を受けた熊本工

業高校（蛍光X線分析装置及び電子顕微鏡一式、電子計

算組織一式）等へ実習機材を寄贈したところ、生徒の方か

らお礼のお手紙を頂戴しましたので、一部を紹介します。 

 （E2本部 岡田 珠代） 

2016年4月の熊本地震で、パソコンは半数以上が破損

し、パソコン室の天井の梁には亀裂が入り、立入禁止とな

りました。それまでパソコン室はプログラミングの実習、ＣＡ

Ｄによる製図など電気科、電子科、定時制の電気科の三

科が、毎日使用しており、授業に大きな影響が出ました。 

5月中旬には別の実習室で限られた内容の中、授業が

再開されましたが、夏は、エアコンがない実習室でパソコ

ンが誤作動したり、プリンターは全て破損したため、プリン

トアウトができず、外部メモリーにデータを保存し、職員室

でプリントアウトするなどかなりの時間と手間を費やしてい

ました。電子計算組織一式をいただき、こんなに早くこれ

までと同様の実習ができるようになるとは思いもよりませ

んでした。更に3Ｄプリンターを使ったものづくりも実現でい

ることを知り、新しいことができると大変喜んでいます。

 （熊本県立熊本工業高等学校） 
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  家族の絆 

静岡支店 積算 森 麻衣子 

新たな分野にチャレンジ   

 前職ではアパレル業に勤め

ており、特別な経験等もないこ

の私が六興電気に興味を持っ

たきっかけは、社内報「ろっこ

う」が始まりでした。何よりも働

いている皆様が楽しそうに仕

事をしている姿やユーモア溢

れる内容が魅力的でした。 

未経験で不慣れな私を、静岡支店の皆様は歓迎してく

ださり、人の温かみを常々感じております。入社して約3カ

月半経ちましたが、自分にしかない強みを見つけていきた

いと思います。どうぞよろしくお願いします。 

ENG事業部 主任 柴田 卓也 

挑戦を楽しむ！  

はじめまて。1月よりENG事

業部に所属しております柴田

です。前職では、携帯電話基

地局でインテグレーションをし

ておりました。 

この度は新たな業種に挑む

こととなり、新鮮な発見と挑戦

の日々を送っております。私自

身、不器用な点もありますが、周りの方々の温かいご指導、

ご協力もいただき、一歩一歩、前に進んでいることを実感し

ています。未知のことに挑む喜びを味わい、楽しみつつ、業

務に精通できるよう頑張ってまいります。 

ネパールで年越し  

夫の会社はネパール地震で被災した小学校の建設事業を行っています。夫が年末年始

に渡航することになったので、家族も同行させてもらいました（1歳の娘は実家でお留守

番）。夫婦間で「モノよりコトに投資」との思いがあり、東京育ちの子供たちの感性を豊かにす

る絶好の機会だと思いました。 

年越しと言ってもネパールは4月がお正月なので、祝賀モードはほぼありません。街はデコ

ボコで砂埃が酷く、ゴミだらけで臭い。震災の復興もまだまだです。でも明るいネパール人。

のんびり軒先でお喋りをし、日が暮れたら帰る。ここにいると豊さって何だろうって考えさせら

れます。日本では考えられないようなことばかりで、全てが刺激的でした。夫が現場にいる

間、子供たちは現場横の教室に飛び入り参加。放課後はみんなでグラウンドに出てサッカー

やかけっこなどで遊びます。言葉は通じないけどそんなことは問題ありませんでした。私は現

場の手伝いをしようと作業着を持参するも、出番なし。授業参観と炊事係りです。 

天気にも恵まれ、ヒマラヤ山脈が良く見えました。夫の仕事を通じ、家族で今回の体験が

できた事に感謝し、今後も夫が仕事に貢献できるようサポートしていきたいと思いました。 

                                               （東京第二支店 米田 富子） 

入社された方より一言いただきました。 

 
 お世話になりました 

 入社してからの思い出を2つ

お話いたします。 

 1つ目は入社のきっかけになっ

たプレンティの現場です。当時

神戸支店としては超大型の現

場で事務要員としてご縁があ

り働かせていただきました。この

現場は4社JVで、なぜか単身

赴任・独身者の方が多く、当社からも若き頃の現小林支店

長を始め4名の方が配属されていました。現場の周辺は開

発前の土地だったため飲食店がほとんどなく、一升炊きの

炊飯器を持ち込み、毎日ご飯を炊いておにぎりを作り現場

の方たちに食べていただいたのを思い出します。 

 2つ目は阪神淡路大震災のときです。震度7という大きな

地震で大変でしたが、交通手段がないためフレックスタイ

ムとして、7時出勤・16時退勤でした。当時私は明石市に住

んでいため通勤路は渋滞で、片道2、3時間かけて会社に

来ていました。会社では仕事ができる状況ではなく、社員と

協力業者の食事の準備のため、女性社員交代で買出しと

調理がほとんどの日課でした。ここでも一升炊きの炊飯器

が役に立ち、ゆで卵・おでんを作ったりとしました。 

 今となってはいろいろなことが私にとっての思い出であり、

懐かしさを感じます。 

 現場・積算部で23年、その後管理室と合計勤続28年6カ

月10日、いままでお世話になった社員・協力業者・資材業

者の方たちにお礼申し上げます。ありがとうございました。 

経歴 1989年入社 神戸支店積算係→管理担当 森 信江さん 

妻に日頃の感謝を 

日々、孫5人の世話に追われる妻に日頃の感謝と3月の

誕生祝を兼ね、大好きなハワイ旅行をプレゼントしました。今

回は5回目のハワイということもあり、のんびり過ごすことをメ

インにしました。まずは、ハワイ名物シーフード料理で有名な

「Crackin’Kitchen（クラッキンキッチン）」へ。手袋をはめて

手づかみで食べるのですが、とても珍味でした。 

その後、ブラブラと町を歩きカメハメハ大王像を横目に、

ビーチ方面へ。2人で夕日が沈むまで、どれくらいの時間海

を眺めていたか？雲が多かったけれど隙間から漏れる太陽

の光は、とても綺麗で日頃の疲れを癒してくれました。 

またハワイ最大のショッピングモールであるアラモアナ

ショッピングセンターは沢山のアロハシャツや飾りが並び南

国らしくカラフルで、造りも開放的で妻と一緒にウィンドウ

ショッピングしてつい長居をしてしまいました。 

この時期のハワイは、冬の雨季で朝晩は冷え込み日中も

エアコンいらずで空気がさわやかでした。4泊6日で十分に英

気を養い、帰路に着きましたが飛行機から富士山を見た

時、やっぱり日本がいいな～と。今までに見たなかで、一番

綺麗な「Mount Fuji」でした。 （静岡支店 和田 広文） 

特製のスパイシーソースで味付けしたケイジャン料理 

アニバで有休レポート 

カトマンズはチベット仏教の中心地 

 

1～3月の採用 


