
プロアマで3位入賞  代表執行役社長 長江 洋一 

新刊第68号 [通算153号] 

さる5月、日本女子プロゴルフトーナメント「ほけんの窓口レディー

ス」が、福岡CCで開催されました。私は本戦前に行われるプロア

マに招待いただき、トーナメント仕様のコースでプレイする機会を得

ました。好天にも恵まれ、ご一緒した藤田光里プロは6バーディー2

ボギーと絶好調。我々アマチュアも手堅いプレイを続けた結果、

チームは11アンダーを記録。そして送られてきた成績表を見ると、

なんとトップと1打差の3位。何回か出たプロアマで初の入賞を果

たしました。  

プロアマはベストボールといって、ホールごとにプレイヤーのなか

で最良のスコアをチームのスコアとする競技です（アマチュアには

全ホールにHCが設定されています）。ですから、全員がパーでもス

コアは伸びませんが、3人がボギーでも1人がバーディーだとアン

ダーが記録されます。わがチームは、プロがボギーを叩いた2ホー

ルでアマがパーをキープし、ショートホールではプロがパーを確保し

たのを受けて、強めのパットでバーディーというように、チームワーク

がかみあっていました。そして気がついたのは、現場の安全も同じ

ことではないのかということです。つまり誰か一人が頑張るのでは

なく、例えば不安全箇所に気が付いた人はそれを他の人のために

是正し、危ない作業を見かけたら一声かける、こういったチームプ

レイが、安全を確保するために必要なことなのだと思います。  

年間一桁を定着させよう 

今年参加した安全大会を数えてみたら、14カ所ありました。私は

挨拶のなかで、先ほどのプロアマを例えに、安全活動におけるチー

ムプレイの重要性をお話しました。また今年は安全講話も内容の

濃いものが多く、なかでも我々が使っている胴ベルト型安全帯は

中吊りになって30分すると生命に危険がある、という発表はとても

参考になりました。ご記憶とは思いますが、我々は昨年、労災件数

を8件に抑え込むことに成功しています。それまでは年間10～15

件があたりまえと皆が思っていただけに、これがいかに素晴らしい

記録か分かっていただけるでしょう。だから今年はとても重要で、も

しも昨年に続いて8件を達成できたら、年間ヒトケタは我々の実力

として定着します。しかし、もしも12件の労災を発生させてしまうと、

昨年の8件は「たまたま達成できただけ」となってしまい、二桁が当

たり前だった３年前に意識が戻ってしまいます。そこで今年ですが、

記事を書いている時点で報告された労災は7件。当初目標（4件）

はすでに超過してしまいましたけれども、昨年以下の件数で終わ

る可能性がまだ残っています。ちなみに昨年は3カ月無災害が2度

ありましたが、今から期末までも3カ月。こう考えると、労災を昨年

以下に抑え込むことは可能なはずです。この記事を読んでくださっ

ている社員および協力業者の方々のチームワークで、年間ヒトケタ

を定着させていただくようお願いいたします。  

バブルの研究 
さて7月になり、期末の業績も見えてきました。中間時点の集計

では、期末の受注高を446億円、経常利益を30億円と見積もって

います。しかしこの数字には後半の営業活動や完成計上のすべて

は反映されていないため、実際の経常利益は32～38億円ほどと

予想され、バブル末期に記録した当社の過去最高益（36億円）を

更新する可能性も出てきました。これは我社に限った話ではなく、

ここ数年建設業各社は軒並み好業績を残しています。しかし一方

では土地や株の上昇などバブル期との類似性も語られ始めてお

り、バブルとともにどんな会社が消えたかが私の最大の関心事と

なっています。そこで出版されている関連書籍を読んでゆくと、二

つの点が気になりました。 

まず困ったのは、資料のほとんどが【なぜバブルが発生したか】

を解説するだけで、私の関心事である【会社が破たんした過程】

について掘り下げた記述があまりありません。また我々がバブル期

のことと思っている事柄の多くが、実はバブル崩壊後の出来事で

した。一例をあげると、バブルの象徴のように言われているジュリア

ナ東京（旧本社の近くにありました）は1991年の開業ですが、バブ

ルは前年の1990年に崩壊しています。それでも丁寧に資料を読

み進めると、派手で軽薄な接待（の経費）で破たんした会社はな

く、問題はバブル期のばか騒ぎ以外のところにありそうでした。そし

て見えてきたのが、破たんした会社に共通するパターンです。第

一はノウハウのない異業種への進出で、サブコンがアパレルやゴル

フ場に進出したのがこれにあたります。商売とは、仕入れに付加価

値をつけてお客様に提供する行為です。しかしノウハウもないまま

進出したこれらの事業は付加価値をつける力が弱く、バブルがど

うなっていたとしても破たんしたでしょう。 

次に共通するのが財務意識の希薄さです。財務諸表には儲け

の内訳を示す損益計算書（PL）と、資産の状況を表す貸借対照

表（BS）があります。バブル期の経営者はおそらく、PLしか読めな

かったのではないでしょうか。だから営業のバーターで会員権や不

動産を購入しては、BSに不良資産を積み上げました。またPLは

過去の結果でしかなく、企業の継続性はBSから【感じなければ】

わかりません。それなのに財テクと称して素人が運用をしたのです

から、うまくゆくはずもありません。 

これら二つの根底にあるのがマスコミや評論家の請け売りで、経

済誌の安っぽい記事をもとに「経営戦略」と称して各社は方針を

作りました。しかし元々が請け売りなので、うまくゆかなくなると修

正できません。また「経費でつぶれた会社はない」と書きましたが、

一方では謙虚さや品性を欠く営業活動からお客様との相互信頼

が生まれず、営業マンが本来持つべき幅広い知識や誠実な態度

が育たなかったと想像します。もしかしたら、これが一番大きいかも

しれません。 

私が六興に入社したのは、バブルの余韻がまだ残る1993年で

した。そのころ社内外では、「仕事を断るのも営業マンの仕事」と

か、「仕事を受けてやった」というような会話が交わされていました。

でも今はいくら忙しくても、こんな思い上がった考えの方はいないで

しょう。また当時は「赤字工事は一件たりとも出さない」が経営ス

ローガンでしたが、その結果は工番流用による隠ぺい体質につな

がりました。こちらも意識はまったく変わり、収益管理体制は有効に

機能するようになりました。経営方針も、業界横並びから差別化と

住み分けに変わっています。一方で人のつながりに金をかけるの

は、今でも間違っていないと思います。今日の記事に結論はありま

せん。しかしこんなことを考え続けることこそ、変わり続けるDNAな

のだと思います。皆さんもぜひ、習慣づけてください。  
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当社の元副会長の岩井毅さんが、当時社

内コミュニケーションの場として行っていた岩

井BARをイメージしたスペースを用意しまし

た。卓上には、自由にお酒が飲めるよう岩井

さんがお好きであったウィスキーや焼酎を用

意しました。 

式典中は、当時のアルバムや映像を見な

がら想い出話をする場となっていました。  お酒を楽しむOBの安成さん 

六興電気を永世に伝える 

25年永年勤続者を表彰 

自由な社風も魅力の一つ EP支店 大西 浩二 

25年の表彰者の層々たる顔ぶれを差し置いて、当日私がスピーチをするのは、正直「何で

やね～ん」と思いましたが、「非常に貴重で光栄なお話をいただいたな」と思い直すと同時に

「さすが六興電気！こんなところも他社とは一味違うな」とも思いました。自由な社風というか、

面白さというか、25年永きにわたり勤続できたのは、こういうところにも魅力を感じていたので

はないかと改めて感じました。 

入社後、神戸支店へ配属になり、当時の山本支店長は、強面でドスの利いた声で、口癖は

「あほか」「しばくぞ」と非常に口が悪いのですが、目は笑っていて、大変愛嬌とユーモアのある

方でした。また担当現場は、藤原前支店長が職長をされていた三田フラワータウンというマン

ションでした。真夏に外構を任され、屋外作業のため真っ黒に日焼けし、ヘルメットのあご紐の

部分だけが綺麗に白く残ったことを笑われたこともあり、今では懐かしい思い出です。 

もう一つエピソードとして、おそらく当時「六興電気の西日本あるある」だと思いますが、西日

本会議に参加される幹部の方々が、会場周辺に停車した車から続々と降りてこられ、前述の

山本支店長をはじめ、当時の重村支店長と村上支店長たちが颯爽と歩く姿は、まさに反社

会的勢力の会合と見間違えるくらいの迫力があったことを記憶しています。当時私と同じよう

に感じた、若手社員は多かったのではないでしょうか。 

社長をはじめ本社の方々、支店の皆さんからのご指導ご鞭撻、また協力を頂戴しながら、

やってこられたことは間違いのない事実であり、感謝をしております。今後より一層の努力を

し、恩返しができるよう、努めていく所存でございます。 

25年永年勤続者の方からコメントをいただきました。 
監査室 神田 信子 

東京第二支店 遊佐 幸 

 吉田 友亮 

北関東支店 菊地 健司 

東北支店 中島 孝之 

 三浦 吾郎 

名古屋支店 戸塚 寛介 

中国支店 西川 雅司 

九州支店 田中 文憲 

 楮山 哲哉 

沖縄営業所 嶋田 和洋 

EP支店 大西 浩二 

左から 遊佐さん、中島さん、大西さん、楮山さん、三浦さん、西川さん、神田さん、田中さん、戸塚さん、嶋田さん 

懐かしの「岩井BAR」 

想い出話に花を咲かせた展示コーナー 

6月3日、創業68周年記念式典を東京プリンスホテルで開催しました。今回、改めて創業

記念式典の目的は何か見直し、「これまでの六興電気を創ってきた・支えてきた人々と、今を

支え、これからを創っていく人々と共に創業を祝うこと」としました。 

25年永年勤続者とルーキー賞の表彰とスピーチ、入社10年社員の集合写真撮影を行いま

した。歓談の時間では、交流も盛んに行われ、皆様楽しまれている様子でした。 

これまでの六興電気を思い返していただくコンテンツとして、当時のアルバムや過去に発

行された社内報などを自由に手にとって閲覧できるように展示しました。他にも入社当時

の写真を年代ごとに分けた年表形式のコンテンツも用意しました。 

当時を知る社員はもちろんのこと、六友会の方々もアルバムや社内報を1ページ1ページ

ゆっくりとめくり、皆さんで昔を懐かしみながら楽しまれていました。 

懐かしの写真発見！？ 諸先輩方のあの頃 

当日は当社OB・OGである六友会や協力会社の方々、役員・幹部社員、レジェンド認定者、

入社10年・25年目社員、ルーキー賞受賞者、総勢101名が参加してくださいました。  
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～橋本 進一 工事課長から一言～ 

①常に若手の先頭に立ち、自分に与えられている現場の業務以外

に若手会の幹事等も行い、連携を密にしています。 

②どのような仕事でも競争心が旺盛なので、結果を出すまでは貪

欲に働き続け、結果を出すまで諦めないことです。 

③現場数をこなしていき、更に施工技術を高めてください。若手活動を活発に行い、常

に若手の先頭に立ち、行動してください。 

④ルーキー賞受賞おめでとう。日々の仕事を見ていると、当然のことだと思います。若

い力を集結して自分は勿論、各若手にルーキー賞、創意工夫努力賞金賞をいただけ

るように、更なる技術の向上を行い、常に先頭に立って進んでいってください。 

ルーキー賞を表彰 

女性も現場できます！  東京第二支店 須田 明奈 

 今回、受賞いただいた物件は、「女性で建物を完

成させる」ことが最大の特徴でした。建築スタッフは

所長含め5名の所員、図面スタッフ、事務員さんが

いましたが、全て女性です。また現場作業員も各業

者1名以上の女性職方さんが働き、現場に関わっ

た女性の割合は3％となりました。当社は、インター

ホン工事の職方さんが女性でした。 

注目されていた物件での初現場代理人は、不安しかありませんでした。初めて参加する打

合せ、初めて描く図面、初めて聞く用語と、とにかく初めてだらけでした。また、後半は職長会

会長に任命していただき、会長として活動することもできました。最後までバタバタでしたが、

上司や先輩、後輩、外注スタッフ、職人さん等、非常に多くの方にサポートしていただき、無事

に竣工を迎えることができました。今回の失敗と成功を活かして、これからも現場に関わって

いきたいと思います。最後に…女性でも建物は完成することができました！ 

現場を通じて感じたこと  九州支店 原田 龍治 

 今回の現場はグリーンサイトを使用した施工管理

体制で突発的な応援が対応しづらく、竣工前の人

員の増加をなるべく抑えたい思いから、労務量の

分散化を目標にブランチケーブルを低層階と高層

階に分けて計画しました。これにより低層階ブラン

チケーブル工事を前倒しすることができ、労務量の

分散化ができました。また竣工前の作業を電気主

導かつ作業日時を確定できるよう、建築に提案し工程を組んでもらいました。これにより作業

員が多数必要な作業のタイミングを事前に把握することで、協力業者さんも応援の手配が

容易になり、私もグリーンサイトなどの作業員新規入場の準備が余裕をもってできました。 

今回、現場で求められる仕事には、安全・品質・工程全てにおいて「作業員が安全で仕事

をしやすい環境を作ること」がいかに重要であるか分かりました。まだ実力不足な点が多々あ

るので、少しでも早く一人前の現場代理人になれるように日々努力したいと思います。 

現場代理人デビュー  千葉支店 勝山 哲義 

私は、現場代理人として業務を行う

なかで、気を付けていたことが2つあります。 

1つ目は予算管理の方法です。安全管理や品質

管理、工程管理といったものは、前現場で担当者と

して経験してきましたが、予算がどうなっているかは

把握していませんでした。今回は、原価設定や実行

予算書の作成を行ったことで取決めの内容を把握

し、増減項目は常に把握するように心掛けました。 

そして、2つ目は現場運営の方法です。安全・品質・工程について、よく協力業者の方と話し

合うことで、より良い現場づくりを目指しました。初めての現場代理人ということで、今振り返る

ともっと上手くやれたところもあったとは思いますが、協力業者の方のお蔭もあり、無事現場を

終えることができました。 

現在、千葉支店は私より後輩の社員が6名います。3年の軌跡が修了し、これからデビューし

ていく後輩社員の見本となれるようこれからも精進して参りたいと思います。 

3年の軌跡を活かして  東京第二支店 北村 明彦 

 現場代理人を務めてみて、現場担

当者の頃とは違い、初めての仕事が多く、わからな

いことだらけで悩みが尽きなかったように感じます。

入社して3つ目の現場で、知識や経験不足というこ

ともあり、上司や先輩方、過去に一緒に仕事をした

協力業者の方々、現場の職方さんにアドバイスをい

ただき、皆様には大変感謝しています。 

今回の現場では、新しい専門知識なども習得でき、成長できたように思います。ゼネコンの

所長や協力業者の長と打合せする機会がたくさん増え、時には叱られることもありました。

日々、経験を重ねて人間的にも成長できたのではないかと感じています。工事面において

は、成功も失敗もあった現場ですが、怪我や事故もなく無事に竣工まで辿り着き、またルー

キー賞を受賞できたことを嬉しく思います。3年の軌跡で学んださまざまなことが精一杯発揮

できた現場になったと思います。 

～上司から一言～ 

○○さんは… ①どんな存在？ 

 ②強みは？ 

 ③これから期待することは？ 

 ④メッセージ 

～田中 千春 工事課長から一言～ 

①イ・ケ・メ・ン！後輩から慕われる支店内の若手筆頭者です。 

②真面目で人前では「沈着冷静」を装い、落ち着いた雰囲気を醸し

出し相手を信用させてしまうことができるところです。 

③当然ながら後輩の目標となる頼れる先輩となり、次世代のリーダー的存在となって

ほしいです。 

④社会人としてまだまだ始まったばかりであり、貴方にとってはこの受賞も一つの通過

点に過ぎないでしょう。これからも公私共々出会っていく人たちに「貴方と出会えてよ

かった」と想わせる人物となることを期待しています。 

～藤野 勝浩 工事所長から一言～ 

①少し天然が入ってますが、明るく親しみやすいです。 

②決まったことや分かる範囲のことについては、確実に対応するとこ

ろ、どんなに辛くてもやり通す根性があるところ。 

③持ち前の根性と明るさで、楽しく現場の運営ができるようになってほしい。 

④今回の現場については、いろいろな人のサポートのお蔭で、終わらせることができま

した。そのなかで、自分自身に足りないものが、はっきりしたと思います。もう一度、ス

タートに立ち戻って、再度、基本的なことを勉強し直してください。 

～田中 祥貴 工事主任から一言～ 

①東京第二支店を背負っていく存在。現場では先頭に立ち作業員を引っ張っている。 

②弱音を吐かないところ。現場代理人としての自覚があるところ。 

③電気以外の業種の仕事も覚えて電気の知識と絡め作業予定を組立ててほしい。 

④いろいろな現場を経験していくなかで、失敗や挫折があると思い

ますが、君の長所は後ろを振り返らないところです。現場代理人は

人より常に前を見ていなければなりません。その気持ちを胸に今後

も頑張ってください。 

ブランシエラ浦和駒場   （工期：2015年10月～2017年3月） 

契約先・設計監理：㈱長谷工コーポレーション / 建築概要：延床面積11,438㎡、RC造、地上7階、

146戸 / 協力業者：㈱エムテック、㈱共電工 

今年で2年目となる「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（今回も対象者が少ないため、入社6年目まで含む）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。今回見事、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 

シルバー 

RJRプレシア博多   （工期：2015年5月～2017年2月） 

契約先：鹿島建設㈱ / 設計監理：㈱Gデザインアソシエイツ / 建築概要：延床面積14,196㎡、 

RC造、地上13階、218戸 / 協力業者：藤田デンキ㈱ 

N-STAGE 下総中山   （工期：2016年5月～2017年2月） 

契約先：㈱トヨダ工業 / 設計監理：㈱都市環境設計事務所 / 建築概要：延床面積2,303㎡、 

RC造、地上5階、70戸 / 協力業者：㈱NVT 

ザ・ヒルトップヴィラ ルネ追浜   （工期：2015年10月～2017年2月） 

契約先・設計監理：㈱長谷工コーポレーション / 建築概要：延床面積9,005㎡、RC造、地上7階、

107戸 / 協力業者：㈱タカサン、菅野電気㈱、相模電気工事㈱ 

シルバー 

ゴールド 



各地の竣工物件 
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MJR六本松 ブランズタワーアイム札幌大通公園 

海の見える病院 

当物件は50年以上前から千葉市中

央区で診察を続けている病院で、今回

建物の老朽化にあたり新設・移転することになりました。移転先はJR京葉線の千葉みなと駅

から徒歩15分程のところにあり、また病院名の通り建物の目の前には海が広がり病室の約半

分はオーシャンビューと治療・療養するには最適な環境となっております。 

現場としては海が近いこともあり、月に2回は台風並みの風が吹き、クレーン作業が中止に

なるなど、たびたび作業に支障をきたしました。当社の作業でも屋上へのキュービクル搬入、

避雷針の建て方など風に左右される作業があり、前日の夜は風が強くならないかドキドキしま

したが、日頃の行いが良いお蔭か、どの作業においてもほぼ無風状態で行うことができまし

た。また、作業の終わった夕方に現場を眺めていたら、1匹のにゃんこが迷い込んできてしま

い、建築職員とあっちに行った、こっちに行ったと追い掛け回る…なんてこともありました。 

病院の施工は経験がありませんでしたが、設計・建築と密に打合せを行い、設計変更の早

期の回答、極力先行工事ができる工程を組んでもらい、また支店内の病院経験者のアドバイ

スもあり、ゆとりをもって無事故で竣工することができました。 

 （千葉支店 漆間 幸雄） 

inside story 

小学生の時から広島カープファンの私は、昨年8月～9月は試合経過が気になり仕事も

疎かに…はしませんでしたが、勝った、負けたを1人で一喜一憂していました。夏にマツダス

タジアムへ観戦しに行き、勝利を喜び（2年前行った時は雨天中止だったので)、最後に優

勝と嬉しいシーズンとなりました。カープの快進撃も仕事のモチベーションになりました。 

千葉みなと病院 

契約先 高松建設㈱ 

設計監理 ㈱持永設計 

工期 2015年12月～2017年2月  

施工場所 千葉県千葉市中央区中央港 

建築概要 延床面積 4,975㎡、RC造 

 地上5階、96床 

施工部署 千葉支店 

協力業者 東亜電設工業㈱ 

レーベン長岡寺島町 

早期 計画・実行 

当物件は、長岡まつり大花火大会で有名な新潟県長岡市にあり、打上げ会場まで現場か

らおよそ徒歩5分で行ける距離にあります。上階のバルコニーからは花火が一望でき、また屋

上には花火観覧ができるテラスがあるのが特徴です。 

施主は㈱タカラレーベン様で、今回の物件が新潟県初進出となりました。初進出のシリーズ

マンションということもあり、まずは仕様確認のため、東北支店で施工中の同シリーズの現場を

見学しに行きました。その際に、仕様についてのさまざまな情報をいただき、それを現場に上

手く反映できたお蔭で、中間・竣工検査ともに大きな指摘もなく竣工することができました。 

現場を振り返ってポイントとなった点といえば、電気室、キュービクル廻りの外構工事を先行

して施工できたこと（ハンドホールの布設、電力柱の建柱）と、提案した照明の設計変更案

（エントランスDLのランプ交換型への提案）が承諾されたことではないかと思います。やはり、

何事も先行して、計画・実行することが重要だと改めて感じることができました。 

 （新潟支店 永島 義彦） 

inside story 

現場の目の前のインドカレー屋に、家族でランチメニューを食べに行きました。子ども用に

甘口もあって、子どもたちも美味しく食べられ、家族みんなで完食でした。1枚がとても大き

いナンがおかわり自由（ランチ限定）で、ついおかわりをしてしまいました。今、我が家では、イ

ンドカレーがブームです。 

契約先 ㈱加賀田組 

設計監理 ㈱設計室京 

工期 2016年1月～2017年3月 

施工場所 新潟県長岡市寺島町 

建築概要 延床面積 11,535㎡、RC造 

 地上12階、131戸 

施工部署 新潟支店 

協力業者 ㈱宮下電設 

通箱を活用して 

 当物件は、札幌市営地下鉄東西線の西11丁目駅より

徒歩4分のところにあります。南側には大通公園、北側に

は北海道大学植物園を見渡せ、札幌の都心で自然にも

恵まれている立地になっています。 

 施工としては、地下階の大型機器の搬入スペースがドラ

イエリアしかなく、仮設ELVを設置する前に搬入しておか

ないとかなり施工が遅れる状況でした。キュービクル（別

途工事）の調整を早めに行い、ELV設置前に搬入を行い

ました。これにより、建築仕上げ工事・ポンプ等も搬入で

き、設備工事も進み電工も1～2名で機械室・電気室の

工事を進められ、結果的には労務を抑えられたと思いま

す。住宅部分に関しては、北海道支店としては初めて通箱を採用し、照明器具の梱包払しの

手間を削減でき、職人さんには大変好評でした。 

工期は1年半ほどありましたが、ほぼ工程表通り進み、無事故で竣工することができました。 

 （北海道支店 永森 淳一） 

契約先 佐藤工業㈱ 

設計監理 佐藤工業㈱ 

           ㈱企画設計事務所オルト 

工期 2015年8月～2017年3月  

施工場所 北海道札幌市中央区北 

建築概要 延床面積 9,582㎡、RC造 

 地上26階、96戸 

施工部署 北海道支店 

協力業者 札管電工㈱、㈲八幡電設 

inside story 

現場所長が大変お酒好きなこともあり、頻繁に飲み会がありました。職長会では若手の

建築所員が、恋ダンスやソーラン節を披露して大変盛り上がっていました。ただ、事務所の

横の会議室で夜な夜な練習していたので、騒がしかったなあ。 

フルオプションは大変だ 

六本松は、福岡城主が城へ帰る目印

として6本の松を植えた由来がある地です。福岡市地下鉄七隈線の六本松駅やバス路線の

一大中継点のため、福岡都心エリアへのアクセスが良く、また10分ほど歩いた場所に都心部

最大とも言われている西日本大濠花火大会が見られる大濠公園があります。 

主な現場概要としては、マンション3棟の他、自走式駐車場（293台）、店舗棟（テナント13

店舗）、共用部は、ライブラリーラウンジ、キッズルーム、フィットネスルーム、ガーデンラウンジが

設けられています。 

当物件で苦労したことは、フルオプションです。水回り以外は変更可能で、コーディネーター

とユーザー様とのオプション打合せの後、オプション指示図が配布されます。その後、総合プ

ロット図を作成し承認を得てから、オプションに対応したユニットケーブルの手配、オプションを

含む資材の手配を行いました。住戸内オプションの漏れ、是正を最小限に抑えるために、建

築、設備業者、コーディネーターによるボード開口完了時のオプション確認、仕上時のチェック

を繰り返し行い、351タイプの住戸が完成し、無事故、無災害で良い建物を引渡すことができ

たと思います。 （九州支店 片平 進人） 

契約先 西松建設㈱ 

設計監理 ㈱フレームワークス 

工期 2015年3月～2017年2月  

施工場所 福岡県福岡市中央区六本松 

建築概要 延床面積 43,647㎡、RC造 

 地上14階、351戸 

施工部署 九州支店 

協力業者 親栄電業㈱、古田電機㈱ 

 msttec㈱ 

inside story 

現場近くの「漁師茶屋 桜島」（私の出身地は鹿児島（笑））のネーミングに惹かれ入った

店に、月1は通うことになりました。キャサリン（年齢不詳）と呼ばれる女性店員が常連さんと

一緒に飲んでばかりでお店の仕事をしないので、常連さんが接客していました。お店の雰

囲気が良く、生簀から新鮮なイカ、魚の刺身が絶品でちょっと変わった居酒屋でした。 
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ろっこうニュース 

～各支店の安全大会の様子～ 

 安全に対する取組み  

 茨城支店 ～移転しました～ 
新住所： 〒300-0033 

 茨城県土浦市川口1-1-26 アーバンスクエア土浦ビル7階 

  電話番号：029-835-6266 / FAX：029-824-0513 （変更なし） 

自分の身は自分で守る意識をもって 

工事現場には、災害のリスクはつきものですが、現場に従事する作業員と職長さん、当社の

現場代理人の安全への取組み方次第で防げる災害はあると思います。 

「事故は起こさん」からとか、「すぐ終わる作業」だからとか、過信するのではなく、妥協するこ

となく絶対に安全対策を行うことを、工事会議や安全パトロール時に指導しています。また、

「自分の身を守るために」を使用したKY活動を定着させるために、安全パトロールは朝礼から

参加しています。その時の作業に応じた危険リスクを排除する意識付けの要因になっている

と思います。それと、毎月工事安全管理部から配信される「過去の災害発生カレンダー」にあ

る、その月に起きた災害事例を使って同じような災害を起こさ

ないために、現場毎に作業員全員で周知会を行っています。 

 災害を起こさない秘訣は「自分の身は自分で守る」ことだと考

えます。今期も4枚目の「災害0達成メダル」を獲得できるよう

支店全体で安全意識を高めていきます。  

 （九州支店 大山 茂人） 

災害周知会で災害の情報共有 

気軽に立ち寄っていただける支店に  

茨城支店は、5月29日に土浦駅から徒歩7分のオフィスビルに移転しました。旧事務所は、

車での移動には便利な立地でしたが駅からは離れており、公共交通機関を利用するには不

便でした。また建物が2階建てで、会議室は敷地内に設置したプレハブという不便さもあり、こ

れらを解消することが今回の移転の目的でした。 

移転して、土浦駅から徒歩圏内の広々としたワンフロアに支店の機能が全て収まり、大変

便利になりました。特に自慢な場所は、受付です。「公園」をテーマにデザインした受付は、

木々をイメージさせる木目を基調とした空間に植

物を配置し、床は芝生をイメージさせる緑色を取

り入れました。また、カウンターを設置してちょっとし

たカフェのような空間にもなっています。誰もが気

軽に立ち寄ってくつろいでいただけるような事務

所を目指し、一瞬、オフィスとは思えないような仕

上がりになりました。    （茨城支店 藤野 広実） 

内装、観葉植物の配置など、支店長のこだわりがそこかしこに見られる新事務所 

気分はノマドワーカー 打合せもリラックスムード 

新しい事務所で心機

一転がんばります！ 

近くにお越しの際は、

ぜひお立ち寄り下さ

い！ ！ 

7月1日から7日の全国安全週間に伴い、各支店では安全大会が開催されました。安全意

識の再確認や安全意識を高めるため、各支店さまざまな取組みをしています。 

そこで今回、2012年9月より連続無災害を継続している九州支店の無災害であり続けるた

めの取組みや活動をご紹介いたします。 

支店長が選んだコーヒーマシンが設置さ

れたカフェスペースは、憩いの空間になっ

ています。 

カウンターにはコンセントが設置されてい

ますので、ノートPCを持っていけば、そこで

仕事もできちゃいます。 

受付 

カフェスペース 

事務所開きを執り行いました 

応接室 8階建ての7階がオフィス 

新事務所、全て見せます！ 

執務室 

元気いっぱい茨城支店 

無災害の秘訣 

無災害を継続するにあたり特別なことは行って

おりませんが、大事なことは現場代理人が安全

意識を持ち、職人さんにきちんと指導ができるか

です。毎日KY活動をやるにしても、やらされてい

るのでは意味がありません。九州支店では、安全

意識を持つことの重要さを各現場代理人に理解

させています。日頃の小さなことの積み重ねが今

の無災害に繋がっていると思います。 

安全パトロールの様子 

「自分の身を守るために」でKY活動 

第76期 労働災害7件 （2017年6月末時点） 

残り3カ月、無事故・無災害で乗り切ろう！ 

情報の水平展開（静岡支店） 

船の上で安全宣言（EP支店） 

安全帯で宙づり状態を再現し、危険を再認識（横浜支店） 

懇親会ではこんなひとコマも（中国支店） 
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支店主体の採用活動 

この度、紙面の一部を借りて、当社の採用活動の取組み

をご紹介しようと思います。 

当社は以前から「支店主体の採用活動」に力を入れてお

り、今では全国的にすっかり定着してきていると感じていま

す。その採用活動の一環として、支店内での会社説明会や

現場見学会、同じ支店に配属予定の内々定承諾者を集め

た懇親会などを各地で企画して開催しています。 

最近の取組みでは、首都圏在住の内々定承諾者を集め

たBBQを開催しました。内々定承諾者20名（6月30日現在）

のうち、10名の学生が参加しました。ほぼ初対面同士で、初

めは緊張していたようですが、時間が経つにつれてすっかり

意気投合した様子で、皆さんに楽しんでいただけたようでよ

かったです。 

 各々の支店らしさが

伝わるイベントも随時

開催していますので、

今後もご紹介していき

たいと思っています。

ぜひお楽しみに！ 

（人事部 池田 照浩） ホタテ争奪じゃんけん！ 

優良技能者を受賞しました 

 この度、2月24日に行われ

た西松建設㈱様の「平成29

年Ｎ-NET北日本支部東北分

会総会」で優良技能者とを

受賞いたしました。優良技能

者制度は西松建設㈱様の協

力会（Ｎ -NET）に加盟してい

る協力会社の職長や技能者

の育成と地位向上を図るた

め2011年度から導入している制度です。電気・設備のサブ

コンで表彰されることは非常に少ないそうなので、大変嬉し

く思っております。 

私は、三沢米軍基地家族住宅改修工事（2009年)から今

日に至るまで約8年間、西松建設㈱様の下で米軍工事を施

工してきました。当初は、米軍工事というものがよく分から

ず、ご迷惑をお掛けしましたが（今でも継続中）、その度に一

緒に問題を解決していただいたり、いろいろとご指導をいた

だき、私の成長へと繋げてくれましたことを心より感謝してお

ります。最後に、推薦していただいた堀江所長、ならびに西松

建設㈱現場関係者の皆様に改めて厚く御礼申し上げます。 

 （東北支店 佐々木 大樹） 

素敵な休暇をご紹介ください！  

Y５運動促進の一環として「6KOU私の休暇自慢」を開催

いたします。「こんな休暇を過ごしたよ！」と社内の皆さんに自

慢しませんか？休暇（有給休暇・振替休暇）を取得した際に

撮影した、素敵な写真とエピソードを是非お見せください。写

真の被写体は、休暇を有意義に過ごしたことや、満喫したこ

とが伝わってくる内容であれば、自由です。 

全社員による投票で大賞を決定し、見事選ばれた方には

旅行券を進呈いたします。また参加賞として、応募いただい

た方全員にクオカードをお渡ししますので、ふるってご参加く

ださい。 

応募は1人につき1件。第1回の募集締切りは10月31日ま

でです。4月～9月の間に撮影した写真でご応募ください。

応募フォームは特設サイトからダウンロードできます。 

たくさんのご応募お待ちしております！ 

 （人事部 椎屋 未来） 

仕事を楽しもう！「達磨倶楽部」発足！ 

この度、一心塾Ⅳを終了することとなりました。メンバーは

人事部 稲富さん、経理部 坪田さん、東京第三支店 高澤

さんです。総括合宿は、前メンバーの人事部 椎屋さん、東

 

一人ひとりの力を積み重ねて 
1．経営成績に関する分析  

 第76期の中間仮決算ですが、売上高は20,472百万円

（前年同期比2,237百万円増）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1,782百万円増加したため

です。 

 利益は、売上高の増加及び粗利率の上昇により、営業利

益2,529百万円（前年同期比958百万円増）、経常利益

2,590百万円（前年同期比946百万円増）、当期純利益

1,517百万円（前年同期比628百万円増）となりました。 

 期末の業績ですが、売上高42,299百万円、営業利益

2,911百万円、経常利益3,020百万円、当期純利益1,743

百万円を見込んでいます。 

（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。 

今期は受注額及び粗利額の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、総資産の残高は26,096百万

円（前年末比2,000百万円増）になりました。これは売上高

の増加に伴い売上債権及び仕入債務の残高が増えたた

めです。 

また、資本金と過去の利益の蓄積である純資産は

15,775百万円（前期末比1,390百万円増）となり、経営の

安定度を示す自己資本比率は60.5％（前期末比0.6％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 20,472,894 

売上原価 16,505,104 

 売上総利益 3,967,789 

販売費及び一般管理費 1,438,440 

営業利益 2,529,348 

営業外収益 66,307 

営業外費用 5,277 

経常利益 2,590,378 

特別利益 0 

特別損失 15,474 

税引前当期純利益 2,574,903 

法人税等合計 1,057,466 

当期純利益 1,517,437 

自2016年10月 1日 

至2017年 3月31日 （単位：千円） 

貸借対照表 2017年3月31日現在 
（単位：千円） 

科目 金額 科目 金額 

 （資産の部） （26,096,436）  （負債の部） （10,321,063） 

流動資産 22,070,709 流動負債 9,213,154 

  現金預金 5,505,428   支払手形 388,843 

  受取手形 404,671   未払金等 7,530,752 

  電子記録債権 6,463,022   未成工事受入金 845,415 

  完成工事未収入金 8,228,082   その他 155,893 

  未成工事支出金 507,139   賞与引当金 283,948 

  繰延税金資産 518,970    工事損失引当金 8,300 

  その他 450,264   

  貸倒引当金 ▲6,870 固定負債 1,107,908 

固定資産 4,025,726   退職給付引当金 944,591 

 有形固定資産 1,231,531   その他引当金 163,317 

 無形固定資産 49,275   

 投資その他の資産 2,744,914  （純資産の部） （15,775,373） 

  投資有価証券 1,512,573 株主資本 15,529,226 

  長期貸付金 666,000  資本金 500,000 

  繰延税金資産 193,827  資本準備金 160,680 

  その他 429,334  利益剰余金 14,868,741 

  貸倒引当金 ▲7,820   自己株式 ▲196 

  投資損失引当金 ▲49,000 評価・換算差額等 246,146 

資産合計 26,096,436 負債・純資産合計 26,096,436 

ナイトBBQ日和でした 

京第一支店 村田さん、東京第二支店 下田さん、斉藤さん

も参加し、「問題解決のためのトレーニング」を行いました。 

最初は硬かった頭も、2日目には柔らかくなり、最後の業務

改革改善発表では、みんなの笑顔と達成感が見られまし

た。我々の仕事は、知らずのうちにどうしてもルーティン化し

て、慣れで進めてしまいがちになります。しかし、そのなかで

も一つひとつの業務には意味があります。そこを自らが見つ

けて楽しむことで成長に繋がります。是非「問題発見と解

決」を日頃から意識して、毎日楽しく仕事をしていってほしい

と思います。  

そして、この度、同卒業メンバーからのリクエストで新たに

「達磨倶楽部（だるまくらぶ）」を発足いたしました。名前の由

来は3つあります。1に、「達＝目的や目標に行きつく、物事に

通じる」「磨＝練磨や切磋琢磨といった向上心をあらわす」、

２に、一人ひとりが「互いに自己を磨き、高め合い、共に高い

目標へ向かって進もう」、３に、達磨のように「何度も起き上が

る」という不屈の精神を持つという意味が込められています。 

この倶楽部は3カ月に一度集まり、「仕事を楽しむための

勉強会」をしていきたいと思っています。ご興味のある方はお

気軽にご見学ください。お待ちしております ! 

 （管理本部 山田 路子・GS部 信氏 美紀） 

達磨とともに 
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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。 

「意識しようよ安全ルール  

 ルール守れば職場も安全」 

 （横浜支店 相澤 一真） 

 いくら安全のルールや環境が

整っていたとしても、それを守ろう

とする個々の意識がなければ事

故を完全になくすことはできませ

ん。ＫＹ活動ではルール遵守はもち

ろんのこと、安全に対して意識することを特に呼びかけ

るよう心掛けています。建設現場をより安全な職場環境

にするために、まずは私たちや作業員全員がしっかりと

安全の意識を持ち、事故をなくすためにはどうすればよ

いかを考えていくことが大切ではないかと思います。  

社内報「ろっこう」が展示されます 

㈱帝国データバンク 帝国データバンク史料館が企画す

る「社内報展（仮）」に、当社の社内報が展示されます。経緯

は、3年前より参加している社内報アワードの審査員の方よ

り、心が伝わる社内報とのことでご推薦いただきました。 

我が国における社内報のあゆみを振り返り、各企業の社

内報の特色とあゆみを展示します。お時間ある方は是非、お

立ち寄りください。 

開催期間： 2017年9月5日～10月31日（予定） 

開催場所： 帝国データバンク史料館 9階常設展示室 

 

 協力会社紹介 

 ～六進会～ 

 今回は、NMK.7電設の中村

社長へインタビューさせていた

だきました。 

―まずは会社の誕生の経緯を

教えてください。 

 六興電気の協力会社であっ

た㈲武藤電工が前身です。武藤社長が若くして逝去され

た時、社員や六興電気の方と相談し会社を継続することと

し、社員のイニシャルと立ち上げた人数から今の社名にし

ました。会社のロゴも7と電設のDが元になっています。 

―社長として心掛けていることはなんですか。 

人の育成を一番意識しています。六興電気からの出向

社員の若い子たちに残ってもらうために、楽しく、優しくを心

掛けています。フットサルや社員旅行を定期的に行い、楽し

い空気を作るようにしています。普段の指導では、ふざけな

がらも真面目に、を意識しています。怒られるだけで伸びる

人はいないので、褒めることを前提に指導しています。 

―NMK.7電設の強みを教えてください。 

弊社の仕事は共用部の仕事が中心であり、大型現場や

800sqもある特高のケーブルの幹線引きでも、他業種と折

り合いをつけながらこなせる社員たちの技術と機材、応援

で呼べる外注人員の多さなどが強みだと思っています。 

―六興電気で思い出深い現場や人物を教えてください。 

北関東支店の支店長を務める村木さんと20年位前に一

緒にやった合同庁舎が一番印象に残っています。合同庁

舎内の引越しによる間仕切りなどがメインだったので、2人

でずっと作業をして、そのなかで村木さんにはいろいろな仕

事を任せてもらいました。 

―最後に、今後の展望を教えてください。 

何かその街や時代の象徴となるような大きな現場をやり

たいです。経営面では再来年には六興電気から独立する

という目標を達成できるように頑張ります。 

仕事は楽しくがモットーです 

＜株式会社NMK.7電設＞ 

概要   

創業 2013年 

住所 神奈川県川崎市川崎区殿町2-15-10 

従業員 13名 (役員、出向社員含む) 

代表者 代表取締役 中村 和幸 

全員集合 

当たるも八卦… 

5月2日にアニバで有休を取得し、友人と鎌倉へツーリング

に行きました。スピードのでないバイクのため下道で行く予定

でしたが、道を間違え高速道路の入り口に着いてしまい、乗

らざるを得ない状況になりました。しかも逆方面です。初めて

の高速道路で普段スピードを出さないバイクは悲鳴をあげ

ていたような気がします。 

道が混んでいたのと逆方面を走ったことで、1時間遅刻し

してしまいましたが、友人は温かく迎えてくれました。鶴岡八

幡宮に到着し、おみくじを引いたところ自分は大吉、友人は

凶で、「何もないといいね」と話していました。生しらすなどを

食べ満喫した帰路で、友人がバイクでスリップし転倒してし

まいました。怪我はありませんでしたが、バイクが破損しまし

た。これが凶の実力です。今となってはこれらのトラブルもま

た良いものかなと思えます。 

プライベートと仕事に線を引き、これからも休日を有意義に

過ごし仕事を頑張っていきます。そして、お金を貯めて性能

の良いバイクを購入しようと思います。 

 （設計部 阿部 翔悟） 

湘南海岸の景色は絶景です 

アニバで有休レポート 

HEXEL TECH ENGINEERING Corp.は4月に曇天

の多いサンフランシスコから、明るい日差しで海が輝い

ているロサンゼルスに拠点を移しました。拠点を移した

のは、ロングビーチという良港がロサンゼルスには存在し

船便が多いため、また多くのサプライヤーが拠点を構え

ているためです。 

また、General Managerとして元沖縄営業所の山本

管理室長が就任しました。今後は現場の皆さんとの距

離が近く、より使い勝手の良いHEXEL TECHを目指し

ていきますので、ご協力のほどよろしくお願いします。 

 (海外管掌 坂本 孝行） 

心機一転、新たな気持ちで 

HEXELのGeneral 

Manager（現 地 責

任者）の山本と申

し ま す。今 後 も

HEXELのいろいろ

な情報を発信して

いき、もっと皆様に

HEXELのことを身

近に感じていただければと思いますので、よろしくお願い

いたします。  

今回は4月に移転したHEXELの事務所の紹介をさせ

ていただきます。現在HEXELはカリフォルニア州のロサン

ゼルスにあるトーランスという町に事務所を構えていま

す。トーランスはトヨタ自動車㈱や本田技研工業㈱などの

日系企業のアメリカ本社が置かれており、日系のスー

パーやレストランも数多くあり、日本人の数が北米一多い

都市となっています（今年トヨタ自動車㈱はテキサス州に

移動してしまいます…）。 

事務所は写真のように仕事スペースと会議スペースに

分かれています。仕事スペースは人が増えても大丈夫な

ように机を多めに用意しております。全て埋まってもっと活

気づくように頑張っていきたいと思います。 

また事務所の向かいにはカフェがあり、サンドウィッチや

お菓子や飲み物を売っているのですが、サンドウィッチが

約＄6.00と少し金額はお高めに設定されております。値段

に見合っているかどうかはわからないのですが、美味しい

ので、お越しの際は是非ご賞味ください！  

 （By: Kazuki Y.） 

Mr. Yamamoto and Mr. Arjun 

＊HEXELだより＊ -2nd 
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 *** おしらせ *** 

お詫び 

前号掲載いたしました「お世話になりました」記事にて、

神戸支店の森 信江さんの名前記載に誤りがありました。

関係者各位にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び

申し上げます。 

企業対抗カートレースのお知らせ 

今年も下記の日程で開催します。カートを体験できる時

間や昼食をご用意しております。ご家族での参加も大歓

迎です。ご興味ある方、ご参加をお待ちしております。 

日時：2017年7月29日（土） 

場所：新東京サーキット（千葉県市原市)  

4月～6月の採用 

GS部    業務担当  小竹 由子 

大阪支店        工事係  村山 健太 

ENG事業部 主任  細川 洋 

ENG事業部 主任  岡本 修治 

受注！ 

・ライオンズ平野町北  中国支店 

・高麗橋2丁目計画   大阪支店 

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 1日 

7日～8日：営業特プロ研修 

11日：夏季賞与支給 

12日～14日：2015-2年目修了研修 

28日：任用測定試験（3級チャレンジ） 

 

8月 5日 4日：工事改善事例発表会 
夏季休暇 

14日～16日 

9月 2日 
本決算期 

7日～8日：スタッフ系研修 
 

 
  家族の絆 

親戚一同集まりました 

年に一度の里帰り   

GWに実家のある鹿児島へ子ども2人を連れて帰省しました。沖縄と鹿

児島は隣県ではありますが、近いようで海を越えるためなかなか気軽に

は帰れず、1年に一度のGWにいつも帰省しています。私の実家は「指宿

市」というところで、鹿児島県のなかでも薩摩半島の南端に位置するた

め、鹿児島空港から車で2時間ほどかかります。沖縄の家を出てから6時

間以上かけての帰省です。夜遅くの便で到着したにも関わらず長い道の

りを迎えに来てくれる父に感謝です。 

実家の庭には父の手作りのブランコがあり、子どもたちは大喜びで遊び

ます。私も小さいころから父の手作りの遊具で遊んだ記憶があるので、その光景を微笑ましく、懐かしく見ていました。 

また、指宿市には開聞岳という山があるのですが、別名薩摩富士と呼ばれる立派な形の山で、そのふもとでお弁当を食

べたりゴーカートに乗って遊んだりしたことがとても楽しかったです。昔はよく遊びに行っていた所なのですが、大人になって

から行くと更なる魅力に気付くことも多いです。 

子どものころに行っていた場所に自分の子どもを連れて行くことがちょっと不思議で何とも言えない気持ちになります。ま

た来年も楽しみにしています。 （沖縄営業所 待鳥 紀子） 

卒業＆新メンバーの紹介 

バトンタッチ！ 

この度、新聞委員を卒業することになりました。実は私の卒

業は2回目です。最初のメンバー入りは2005年7月号、1回

目の卒業は2010年7月号、2013年1月号から復活。なんと

トータルで9年もやっていました…。そして、この度若手への

バトンタッチをすることとなりました。 

いざ、離れるとなるといささか寂しい気持ちもございます

が、これからはいちファンとして拝読させていただきます！今ま

でご協力いただきました各部署の皆様、本当にありがとうご

ざいました。 （GS部 信氏 美紀） 

2016年7月号で産休のため卒業いたしましたが、復職と

同時に新聞委員も再任されました。信氏さんが卒業され心

細いですが、皆様に発行を楽しみにしていただけるよう、全

力を尽くします。今後ともご協力の程、よろしくお願いいたし

ます。 （人事部 鈴木 香理） 

来年こそは… 

夏の試合も頑張ります！ 

4月30日に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。対戦相手は㈱四電

工さんです。天気も良く、夏のような暑さのなか新たな戦力

も加わり、若手中心の活気ある試合になりました。 

序盤は両チームともミスもなく丁寧な守備で緊迫した状

況で試合は進んだものの、終盤に先制されてしまいました。

徐々に良い当たりが出始め得点も入りチーム全体が盛り上

がり、これから最終回の攻撃という時に時間オーバー。あと一

歩及ばず1-3で負けてしまいました。 

休日の暑いなか、応援に来ていただきありがとうございまし

た。来年こそは応援に応えられる試合をできるように頑張り

たいと思います。これからも応援よろしくお願いいたします。 

これから一段と暑くなりますが熱中症と怪我に気を付けて

いきましょう 。 （東京第一支店 家本 省吾） 

 

ヘンプヒル恵選手、活躍中！   

 当社が応援しているヘンプヒル恵選手（中央大学3年）が、６月11日と

12日に開催された第101回日本陸上競技選手権大会 混成競技にお

いて見事3連覇を達成されました。日本記録（5,962点）更新は惜しくも

なりませんでしたが、5,907点で自身の持つ日本歴代2位、日本学生記

録を更新しました。今後は、7月にインドで行われるアジア大陸競技選

手権大会に出場予定です。この大会で優勝すると8月にロンドンで開催

される世界陸上に出場する資格が得られます。ヘンプヒル選手の更な

る活躍に期待が高まります。            （E2本部 岡田 珠代） 


