
質的な成長を目指そう 代表執行役社長 長江 洋一 

新刊第69号 [通算154号] 

今年もエアレースの写真撮影で、ネバダ州リノまで行ってきまし

た。ネバダと聞くと砂漠のイメージですが、すぐ近くのスコーバレー

は1960年にオリンピックが開かれたスキーリゾートで、冬は大雪が

降ります。内陸で標高が高いことから秋は極端に短く、今日は30

度を超す暑さなのに明日は雪ということもよくあります。しかもこの

境目はレースウィークと重なる場合があって、今年もレースが終

わった翌週の火曜は吹雪となりました。ただレース中は好天に恵ま

れ、良い写真が撮れたと思います。今回で15作目を迎える飛行機

のカレンダーですが、これもお客様からの「今年も〇部お願いしま

す」という声援に支えられてのことです。11月半ばには完成するの

で、担当営業にお声がけください。  

第77期が始まりました  
さていよいよ、第77期が始まりました。心配していた労災件数は、

9件で終わりました。第75期の8件に一歩及びませんでしたが、2

年連続の好成績で1桁定着に向けて前進したと感じています。残

業に関しては前期より、時間数の管理を見なしから実数に変更し

ました。昨今問題となりつつある長時間労働を是正する取組みの

一環で、まずは実態を把握したうえで効果を見極めながら対策を

実施します。なお時短という目標は全社共通ですが、地域によって

現場の規模や物件の内容は異なるため、手段は一つではありませ

ん。ですから全社一律の対策ではなく、まずは支店単位で方策を

考えます。その上で各支店での取組みを共有してゆけば、実効性

のある対策が浮かび上がってくるはずです。東京第一支店は約

100名の部員を擁して10億を超える大型案件を手がけています。

その特性から分業が可能と判断し、工務のスタッフを充実させて

現場負担を支店内に吸収し、合理化と現場の時短をめざします。

そしてより本質的には、社員のレベルアップではないかと思ってい

ます。つまり仕事の理解が浅いために時間を浪費しているのなら、

技術的なレベルアップも時間短縮に大いに寄与するはずです。そ

のため部署横断的な工事部会や、事例発表会による情報共有も

進めます。業界紙には働き方改革の記事がよく出ますが、「そんな

綺麗ごと言ったって、実際にはできっこない」という声も聞かれま

す。しかし人手不足は建設業に限った話ではなく、このままでは他

業種に人材が流れてしまって産業として成り立たなくなる可能性

もあります。そこまでいかなくても、対応できずに人が集まらず淘汰

される同業は出てくるでしょう。時短について私をはじめ各本部長

は、このぐらいの危機感を持っています。なかなか変わらないという

イメージの建設業界ですが、いったん流れができるとじわじわと変

わってゆくのも建設業界です。見方を変えれば、「変わり続ける」こ

とが唯一のポリシーである当社にとって、他社の先をゆくチャンス

であり、じっくり取り組みたいと思います。   

質的な成長とは  
第77期の目標は、受注430億円（前期実績見込み454億円）、

施工422億円（同430億円）、経常利益に相当する実質利益は32

億円（同50億円）としました。これらは施工戦力が限られるなか

で、合理的に決めた数値だと思います。しかし私は仕事量がある

程度読める今こそ、質的な成長を求める時期だと考えています。

企業には、①人、②組織、③財務、の3つの質があります。これらが

揃ってはじめて、良い工事によってお客様に満足していただき、利

益の確保も可能となります。③に関しての前期実質見込みは、自

己資本比率が60％ある上に流動比率も240％と高く、これ以上の

資本の積上げは当面必要ないところまできました。①と②につい

ても他社と比べて遜色ありませんが、成長の余地も無限にあると

言えます。  

私の思う質の高い会社とは、「自律した社員で構成された組織

により、先取りではなく独自の価値観で判断できる集団」です。要

するに自分で考えて決めるという話で六興では当たり前のことで

すが、それができる実力と経験が求められるのは言うまでもありま

せん。ですから新しく入社してくる仲間を1年でも早くこのレベルま

でもっていくシステムが重要で、3年の軌跡プログラムの更なる進

化と、4年目以降をフォローする仕組みが必要です。六進会も六興

の重要な財産です。この制度は高卒社員を協力業者に預かって

いただき、3年半ののち協力業者に残るか六興に戻って現場代理

人をやるか選択させる制度です。前期までは対象が首都圏の支

店に限られていましたが、今期から新潟でも同様の試みを始める

ことになり、高校生の採用人数も16名と近年で最高となりました。

さらに多くの支店で同様の制度を広げてゆきたいと考えます。フィ

リピンからの採用も4年目を迎え、現地での採用～日本語教育～

支店配属までの流れはできました。しかし次の段階で電気工事士

や施工管理技士の資格を取らねばならず、教育・支援体制の整

備が必要です。六興での業務に支障がない範囲に限りますが、副

業についても解禁しました。現状でこの制度を活用できる社員は

ごく限られていると思いますが、禁止事項が一つ少なくなる点が重

要です。米軍関連工事に関しては、所轄範囲外の支店もJVで参

画する制度を拡充し、神戸支店と東京第三支店に続いて新潟支

店も社内JVで参加します。そのほかの支店についても、オリンピッ

ク後の柱の一つである米軍工事に参入できるよう計画します。  

もうすぐ70周年   
再来年、六興は70周年を迎えます。50周年の熱海、60周年の

ディズニーランド、66周年の運動会と続けてきた社内イベントで

す。実は自律した社員を育てる一環と思い、私はイベントの検討に

参加しません。社員・若手が主体でどんなアイデアを持ってくる

か、今からワクワクしています。70周年を素晴らしい業績で迎えて

皆で楽しむチャレンジは、今日から始まります。  
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左上より 坂本本部長、文倉本部長、森口本部長、 左下より 芹川本部長、長江社長、山田本部長、鹿久保本部長 

六興らしさを大切に 
 管理本部長 山田 路子 

管理本部はサービス提供という目に見えない利益を追求

する会社組織には不可欠な部門です。サービスを提供する

相手は「会社（経営者・各部署・社員）」であることを認識し、

常に相手は誰か？何のために必要か？を考えて提案をする

部隊であることが必要です。また、コンプライアンスや法令規

律に反することがないよう目を配ることも当本部の大事な役

割ですが、杓子定規に法令を盾にするのではなく、これまで

3年後を見据えて 
 首都圏本部長 文倉 辰夫 

首都圏本部の前期受注は、全社受注の1/3を占める東京

エリアが好調なことから計画通り100％で終わることができ

ました。今期は、今後3年スパンの中期受注・施工計画を鑑

み、受注量を調整していきたいと思います。地方支店の事務

所移転の懸案事項は、前期から計画・実施し、茨城支店、

横浜支店が完了しました。今期は、北関東支店を計画して

おり、当本部最後の事務所移転となる予定です。 

昨今、人材不足が叫ばれるなかで、建設業界においても

働き方改革の推進が待ったなしの状況です。当本部では、

クラウドを利用した施工図、各種資料等、支店の壁を越えた

統合管理・利用の推進による省力化を行っていきます。ま

た、各支店に工事支援センター設置や工務部の拡充により

現場のルーティンワークを支店内製化し、現場担当者の残

業削減等を、工事部門だけで行うのではなく、支店全体で

省力化を目指す仕組みへの転換を進めていきます。 

最後に予想通りこなかった施工の大波は、オリンピック関

連工事の完成工期までおよそ2年となり、徐々に現実のもの

となってくるでしょう。今期はこの波を敏感に捉えながら、首

都圏6支店を一体的に管理運営指導していく所存です。 

もがきながら前進するE2本部 
 E2本部長 森口 彰男 

前期からスタートしましたE2本部は、はじめも暗中模索、

今でも暗中模索ですが、当本部の目標は「新規取組みと意

外性」です。そう簡単に新規案件があるはずもなく、兎に角、

各支店で取扱うのが難しい小さな案件、お付合いが薄くなっ

ている客先、メーカーからの紹介商品、人の派遣、出向案件

等々、いろいろと商売になりそうな案件があり、何でも引受け

売込みたいとの思いで活動しています。 

営業トークは、「驚くほどの少額」・「お困りのことはご相談

を」が決まり文句です。こんな姿は客先でも意外な表情で

受け止められ、そんな表情が励みになり、また楽しみになっ

てきました。しかし、商売は思うように進まず、少し進んでは

壁があり、少し進んでは…の状況です。最近は、お付合いの

薄かったメーカーとの関係も多少成果も出せていると思いま

すが、新規メーカーへの参入が将来の大きな課題でありま

す。今は「牛歩の歩み」ですが、各部署の人脈をお借りしな

がら売込みに歩きまわり、ご迷惑をお掛けしながらものにして

いきたいと思います。 

より強い風土に 
 東日本本部長兼海外管掌 坂本 孝行 

東日本本部に赴任し4年目を迎えますが、これも各支店

がとても個性的でたくましいお蔭だと感謝しています。いつも

 
部署経営標語 ～首都圏本部～ 

東京第一支店 

全員が技術と感性働かせ 

先を見据えた堅実営業・クレームゼロの品質確保 

東京第二支店 

協力一致して 新しい施行体系を 構築しよう 

茨城支店 

がんばっぺ！ ねばり強く 最後まで！ 

北関東支店 

個の能力・技術を共有し 組織の力で儲けよう 

千葉支店 

伸ばそう個人力、高めよう組織力、育てよう若い力！ 

横浜支店 

一人ひとりが経営視線で凡時徹底 

 
部署経営標語 ～東日本本部・グアム支店～ 

北海道支店 

「教え学ぶ心と楽しむ心」 皆で取組む技術と人間力ＵＰ ！ 

東北支店 

六興ブランド・プライドを持ち 一人一人が会社の顔 仕事の 

精度と人間力を高め みんなに喜ばれる仕事をしよう 

新潟支店 

個々の力を結集し、常に変化を感じ取る 

未来の扉を自分で開く！ 

静岡支店 

全員営業・全員工事・全員管理室をより定着させよう 

名古屋支店 

志を高く持ち、技術力を向上させ チームの力を高めよう！ 

グアム支店 

砂中の金 

 
部署経営標語 ～西日本本部～ 

大阪支店 

現場営業力の継続と継承で 

働きがいがあり 魅力ある大阪支店へ！ 

神戸支店 

挨拶、行動、思いやりの神戸支店 

中国支店 

捲土重来 一人ひとりが勝つための布石を打ち 

目標を唱えるのでなく叶えよう、必ず！ 

九州支店 

現状に満足する事無く 更にステップアップしよう！ ！ 

各本部長より、期初のお言葉をいただきました。 

支店長をはじめ支店員の皆さんから教えてもらい、力になっ

てもらっているので、私も今まで思いつかなかった新たなこと

を考えることができます。 

今期は当社にとって画期的なことですが、東日本・西日本

本部の工事系社員の融和を目的とした会議を発足させま

す。現在、芹川本部長・釆野支店長・草富支店長と仕組み

を検討中で、来年2月に第1回東西工事責任者会議（仮

称）を行う予定です。他部署の特色や技術力を知ることだけ

ではなく、交流を重ねることで信頼関係が構築され、結果営

業協力・施工協力に繋がると考えます。将来的には裾野を

広げて、工事系社員同士が本部の垣根を越え、互いに気軽

に現場を訪ねることができる風土を形成していきます。今期

も支店員全員が各分野で、毎日頭を捻りながら考えて行動

していけば、自然と目標は達成することを確信しています。 

 
部署経営標語 ～E2本部～ 

東京第三支店 

チーム⼒の発揮！ ニッチを制して、リッチになろう！ 

エネルギープラント支店 

先を考え、客先との距離を狭め 

信頼関係を強化し 無駄を無くす 

エンジニアリング事業部 

互いの生活が向上するよう 

和の心を持って協力一致しよう！ ！  

「六興電気しかない」と思っていただける一歩踏み込んだ提

案力、相手の意図をくみ取り、期待以上の対応を行うなど、

日々の業務で構築していける力のことです。このことは皆さ

ん理解されているとは思いますが、今後さらに、会社の根幹

を成すのは本業の技術力であることを認識し、一つひとつの

施策を積み重ねていってください。 

また今後、米軍工事は各基地、グアムで多くの出件が見

込まれています。ＧＳ部では、これらの工事に対し各支店がス

ムーズに参画できるようサポートしていきますので、この機に

皆さんも是非米軍工事の施工に携わってください。 

第77期を迎えるにあたって 

会社の力の構築 
 西日本本部長兼GS部管掌 芹川 健彦 

前期の西日本本部は、残念ながら中国支店が利益目標

に達しませんでしたが、全体としてはまずまずの結果でし

た。今後を考えるにあたり、今はオリンピック、再開発などが

あり、景気がいいと言われていますが、地方を取巻く状況は

必ずしも景気が良いとは言えないのではないでしょうか。 

こういう時こそ、会社本来が持っている力を発揮させてい

かなくてはなりません。その力とは、技術力、施工力を背景と

してお客様に認めていただく力、継続していく力です。革新

的技術の開発力などではなく、お客様、協力会社の方々に
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労働災害ゼロを目指して 
 工事本部長 鹿久保 清 

受注から竣工までの工事に関する指導、教育、許可、決裁

等の全てを仕事とする工事本部は、今期、何においても「労

働災害0」を目標とし、前期以上の成績で1年が終了するこ

とが重要課題です。 

目標達成の第一として「六興ルール」徹底を全支店で実

行していただきます。また今期より5ｍ以上の作業は、フル

ハーネス2丁掛けをルールに加えます。次に品質では、前期

は数件の不具合を周知報告しましたが、今期はトラブル「0」

を目指し、施工検討会、現場巡回等で現場に即した指導・

教育を実施してまいります。トラブルがなければ、必然的にコ

ストは削減できます。こうして今期も原価超過「0」を目標と

いたします。最後に教育では、2013年より進めております新

入社員早期育成計画「3年の軌跡」も卒業生が現場代理

人として活躍しており、彼らの成長に合せて巡回等で指導・

教育を実施し、更なる成長に寄与していく考えです。 

今期も安全、品質、コスト、教育の全てについて前期を上

回る結果を出すべく、工事本部は全国へ出向いて参ります。 

 横浜支店 ～移転しました～ 
新住所： 〒231-0005 

 神奈川県横浜市中区本町4-40横浜第一ビル4階 

  電話番号：045-264-4388 / FAX：045-264-4389 

 9月11日に、みなとみらい線馬

車道駅より徒歩1分の場所に移

転しました。 

 1990年5月から約27年間、住

み慣れた事務所から今回移転

した理由として、事務所内の壁

や床、備品など、さまざまな箇所

が経年劣化してきたことと、社

員数も増え事務所内の窮屈感などがありました。 

移転にあたり大変だったのが書物の廃棄です。毎年年末

に産廃業者を利用して廃棄を行ってまいりましたが、やはり

捨てきれない物が多数あり、移転を機に保存期間を超えて

いるものは、躊躇なく廃棄しました。 

新事務所の特徴としましては、机と会議室です。机は、一

般の机と違い一言で表すと「お洒落な机」です。それと会議

室は、全支店の事務所のなかで多分一番広いと思います。 

横浜に来た際には、爽やかな海風が少し感じられる！？新

事務所に、気軽に立ち寄ってください。   

 （横浜支店 出口 宏） 

● 海がちかくにある支店 

事務所開きを行いました 

10月2日、2018年度内定式をザ・プリンス パークタワー

東京にて実施し、内定者28名（理系23名・文系3名・海外

採用2名）と配属予定部署の工事責任者等が顔を合わせ

ました。 

第一部では、管理本部長の講話や人事部長から内定辞

令を交付され、内定者の皆さんのキリッとした表情が印象

的でした。第二部の立食懇親会では、ガラッと雰囲気が変

わり、ワイワイと楽しい時間を過ごしている様子がうかがえ

ました。配属予定部署の社員と直接会話ができたことで、

少しは入社への不安を取り除けたのではと思っています。 

内定者の皆さん、入社まで残り半年となりましたが、ぜひ

充実した学生生活を送れるよう精一杯楽しんでください！ 

また来年3月の新入社員研修でお会いできることを楽し

みにしていますので、よろしくお願いします！  

 （人事部 池田 照浩） 

内定者が集まりました 

 

今回で3期目となりま

したGlobal Recruitment

は、今年もフィリピン大学

より2名の採用が決定し

ました。 エルウィン（左）とブリコ（右） 

日本語の勉強を 

       はじめています 

会社が培ってきた「六興電気の風土」を失うことがないよう

バランスを大事にし会社を支えて参ります。目先の問題に対

する対症療法で終わらせるのではなく、根本的な原因やそ

の先も含めた広い視野で考えることが大事です。 

世間で話題の働き方改革や女性活躍も、国の方針という

理由で制度や仕組みを変えるのと、会社として有用性を見

出した施策とでは雲泥の差があります。常に「六興電気が」

「この目的のために」と基本を外すことがないように当本部

全員で今期も取り組んでまいります。 

NEW ！お洒落な横浜支店を見せちゃいます！ 

 

協力業者さんも呼んで、お披露目会をしました 

横浜支店では、電話で応

対する受付ではなく、事務

所内にある受付にて、応対

いたします。お越しいただい

た方へのおもてなしを大事

にしました。 

広さは、全社一！？写真の2倍の広さがあり、目的や人数に

合わせて利用することができます。 

机の天板や収納棚の色が落ち着いているので、上質感が

あり、みなとみらいの高級地にあるお洒落なオフィス風！？にな

りました。長い一枚板に4人掛けと存在感のある机は、仕切り

がないため、お隣さんとの連携もバッチリ！ ！ 

ちょっとした個人作業をす

ることができます。移動式の

テレビもあり、ちょっとした休

息の場所としても利用でき

ます。 

重厚感のある家具で、お

客様にリラックスしていただ

けるような空間にしました。

実は、三角形の変わった間

取りになっています。 

 内定式を行いました 

● 受付 

● カウンターエリア ● 応接室 

● 執務室 ● 会議室 

● 横浜支店ってこんな支店！   

夜の夜景が素敵な 

みなとみらい よ 
小洒落た街並み 

横浜元町 こ 

浜スタ近くで 

終業後に野球観戦 は 
毎日を楽しく充実に 

健康第一！ ！ ま 

お互いの距離が縮まった日になりました 

内定式の様子 

自己紹介をしました 懇親会にて 

内定辞令を交付しました 



各地の竣工物件 
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プラウドシティ大田六郷プラザ街区 

一味も二味も違う高級マンション 

京都はお寺や紅葉、桜や祇園祭りなど

で知られていて観光地のイメージが強く

あると思います。当物件はその上京区に位置し、東側には鴨川が流れ、西側には京都御所が

あり、東側の棟からは五山の送り火の大文字が眺望できる場所で京都のいいところがいくつ

も盛り込まれた立地です。現場に携わるようになってからテレビなどで、京都の高級マンション

が人気と見かけることがありました。この物件も何度か紹介されていたらしいのですが、高級

マンションとしてテレビなどで紹介されるだけあって、何をするにも手間がかかった印象が残っ

ています。 

電気室から最遠住戸は、配電盤から単独で横引き250sqでした。全住戸オーダーメイドで、

その内容を毎週打合せ、検討、見積、作図の繰返しでした。また設計者が東京におられ、共

用照明は照明デザイナーが手がけられ、メールや質疑書などで物決めが大半でした。苦労し

ましたが、その分随分勉強にもなりました。支店や家から遠いため、事務所で生活していたの

で1人の時間が多くありました。もちろん仕事をしていたのですが…家族のことや支店、会社

のこと、仕事のことなど考える時間がありました。今年で入社10年目に入り、自分を考えるい

い時間になったと思います。 

最後に竣工後、支店に来られた工事本部の島理事が、当物件の記事を印刷して「純平

ちゃん見たで」と仰ってくださった時は鳥肌が立つほど嬉しかったです。 

 （大阪支店 中嶋 純平） 

契約先 ㈱熊谷組 

設計監理 ㈱三菱地所設計 

工期 2015年5月～2017年6月  

施工場所 京都府京都市上京区上生洲町 

建築概要 延床面積 12,546㎡、RC造 

 地上5階・地下1階、85戸 

施工部署 大阪支店 

協力業者 江尻電気 

ザ・パークハウス京都鴨川御所東 

二度と経験できないのでは？ 

 当物件は、ＨＡＴ神戸と言われる、神戸市の東部新都

心として開発された地区にあります。その開放的なベイ

エリアの中心に、高齢者の皆様に質の高い安心をお約

束する住まいとして完成しました。介護付有料老人ホー

ムとしてお元気な方の居室（483室）の住居棟、その他

介護居室（95床）棟やエントランス棟、ホール棟、駐車

場棟の計5棟からなり当社は、そのなかの住居棟の工事を担当しました。 

高級高齢者向けマンションとして、共用部分の細部においても、大変グレードの高い建物で

す。1、34、35階の共用部分は、天井高も高く、特殊な照明もあり普通のマンションでは経験で

きないことがたくさんありました。意匠設計は、海外の設計事務所であり、ゼネコンさんの設備

担当の方が英語で打合せをしていました。特殊な照明の仕様書は英語で書かれており、取

付要領なども不明で納品された照明器具の実物を見て、取付方法を確認していくなど施工

に大変苦労しました。しかし、そのような苦労を乗り越えて最終的にできあがったものは、大変

素晴らしく、今後二度と経験できないだろう、と思えるぐらいの建物となりました。 

 （神戸支店 迫 慎一郎） 

inside story 

竣工引渡し後、施主様主催サンクスパーティーに現場関係者（職長・職人含む）をお招き

いただき、数百名規模のパーティーが開催されました。出席者全員の会社名と氏名を呼ん

でいただき、感謝のお言葉もいただきました。また、本工事に関わった担当者・職長の氏名

を載せた銘板が当マンションの外壁に取付けられ、一生の思い出となる建物になりました。 

サンシティタワー神戸 

契約先 鹿島建設㈱ 

設計監理 浅井謙建築研究所㈱ 

工期 2014年6月～2017年5月 

施工場所 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通 

建築概要 延床面積 57,967㎡、RC造（一部S造） 

 地上35階、483室 

施工部署 神戸支店 

協力業者 藤井電気工事㈱、㈱ハンデン 

高萩市本庁舎（再建） 

inside story 

ゴルフが大好きな現場の所長、主任の音頭により、2カ月に1回ゴルフコンペ、また毎月飲

み会が開催されるなど、全員のコミュニケーションが取れて、事務所の雰囲気は最高でし

た。一つ残念に思っていることは、高萩市郊外のロケ地に度々来ていた有村架純さん、木

村佳乃さん、沢村一樹さんなどを一度も見られなかったことです。会いたかったなぁ…。  

復興のシンボルとして 

当現場の高萩市は茨城県北部に位置し、9月まで放映されていた有村架純主演のNHK

朝ドラ「ひよっこ」の舞台となった架空の「北茨城村」のロケ地でもあります。  

当物件は、東日本大震災で甚大な被害を受けた旧庁舎の建替え工事で、旧庁舎跡地に

復興のシンボルとして再建されました。建物は、コンパクト・スタイルをコンセプトに免震構造

で、72時間対応の非常用発電機、20KVAの太陽光発電設備などを備えて、災害時の防災

拠点の役割とともに、今後のまちづくり拠点として市民から大きな期待が寄せられています。 

工事期間中、市のご担当者、設計事務所、建築・電気・設備との打合せが、午後から夜ま

でかかることも度々ありました。けれども、全員が「より良い庁舎を造る」という強い気持ちを

もっており、時間が経つのもあっという間な気がしました。 無事故無災害で竣工を迎えられよ

かったです。 （茨城支店 有島 浩志） 

契約先 株木建設㈱ 

設計監理 ㈱日立建設設計 

工期 2015年12月～2017年7月 

施工場所 茨城県高萩市 

建築概要 延床面積 6,416㎡、RC造 

 地上4階 

施工部署 茨城支店 

協力業者 ㈱久工、㈲サクラ電設 

 妙法電気工事㈱ 

inside story 

京都で仕事をしていた3年間、数件の物件に携わりました。その間、兄弟下2人が結婚し、

仕事好きの私（長男）は、昨年末に離婚しました（笑）。離婚後、車をとりに大阪の家に行くま

での2カ月間、3現場が受電し、約200戸の住戸に送電しました。一方、久々に帰宅した家の

電気は、料金滞納により止められ、公共料金は引落しの方がいいと学びました。 

自分が描いた施工図が形に 

当物件は、京急線六郷土手駅と雑色駅の中間、徒歩10～15分程のところにあり、閑静な

住宅街に位置しています。現場代理人としてマンションをやるのは初めてのなか、事業主は

野村不動産㈱様でプラウド仕様ということもあり、品質にはかなり厳しく、システムも複雑で打

合せをしても理解するのが大変でした。また、敷地のすぐ脇にJRが走っているため、電車を止

めないように細心の注意が必要でした。 

躯体工事中は検査が多く、立会いするにも人員が少ないので特に苦労しました。もう一つ

苦労したことは、道路を挟んで隣に先行敷地があるのですが、そこが完売しないと当敷地は

売り出さないという販売上の戦略もあり、パンフレットがない状態で工事を進めなくてはならな

かったことです。そのため何をするにも自分が描いた施工図が基準になってしまうので、間違

いがないよう細心の注意を払いました。 

当現場は、新入社員（当時）の菊地くんと私の2人で管理しました。自分も初めての現場で

いっぱいいっぱいのなか、菊地くんがよく動いてくれたのでとても助かりました。工期が2年あり

ましたが、なにより無事故で竣工できたのがよかったです。 （東京第二支店 安味 俊幸） 

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 2015年5月～2017年8月  

施工場所 東京都大田区西六郷 

建築概要 延床面積 14,903㎡ 

 RC造、地上15階、166戸 

施工部署 東京第二支店 

協力業者 メルビック電工㈱ 

 板谷電設、㈲大振電設 

inside story 

当現場の所長は、見た目は怖いのですがとてもユニークな方で、自分をモチーフにした

キャラクターのポスターやステッカーを作成し配ったり、オリジナル語録を作ったり、安全にと

ても留意する人でした。朝礼では必ず小話をするのですが、毎回すべっていたのが記憶に

残ります。そんな所長だったので現場の雰囲気も良く、明るく仕事ができてよかったです。 
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ろっこうニュース 

8月から9月上旬に1Dayも含め、総勢20名（理系17名・文

系3名）のインターンシップ生を受け入れ、施工管理職・ス

タッフ職・営業職の仕事を体験していただきました。早速で

すが、実際に就業体験をした学生の皆様を代表して、3名の

方に感想をいただきましたのでご紹介いたします。 

また、この記事をご覧の学生の皆様、今後も随時インター

ンシップを実施しますので、ご興味のある方は当社ホーム

ページやリクナビからお気軽にお申込みください。ご連絡を心

よりお待ちしています！ （人事部 池田 照浩） 

インターンシップを終えて 

インドネシア パジャジャラン大学 リズキさん 

私は初めて日本に来まし

た。日本に来る前は日本人

はすごく働き者だと聞いてい

たので、自分はついていける

のか不安でしたが、六興電

気の皆様が温かく迎えてくれ

たので、想像していたよりもリ

ラックスして仕事に取り組むことができました。 

実際に働いてみて、日本人はやはり働き者だなと感じまし

た。さまざまな部署で親切にしていただいたので、どの仕事

も楽しくすることができました。特にGS部が楽しかったです。

なぜなら、もともと営業に興味があり、会社訪問の機会が

あったからです。母国の営業方法とは異なる手法を学ぶこと

ができました。日本の企業がどういうものなのかを実際に現

場で感じることができて本当に良かったです。 

明星大学 理工学部 阿部 拓哉さん 

 初めに気付いたことは、施

工図に緻密に書き込まれた

高さや幅などの情報量の多

さや複雑さです。 

 そのなかで分かったことは、

現場の進み具合や周りの状

況などで自分のやるべきこと

が逐一変わってしまうということです。この仕事はさまざまな

人たちとのコミュニケーションが大事だと分かりました。皆と

足並みを揃えるため、積極的に提案したり、時には自分が一

歩引いて相手の案を聞き入れたり、そういった柔軟性が大

事なのだと感じました。 

今回のインターンシップで施工管理という仕事がどのよう

なものかを学べたと同時に、社会人としての在り方や心得が

分かった良い機会となりました。 

参加者から感想をいただきました。 

日本大学 生産工学部 岩本 健太さん 

 今回のインターンシップで

は、流山おおたかの森駅周

辺の施工現場で、主に現場

見学やCADを用いた作業を

体験させていただきました。 

 ものづくりの施工は、いかに

正確に早く施工図を完成さ

せるかということが重要であると思っていましたが、実際にお

仕事を見学させていただくと、PCや図面に向かっている時間

と同じくらい人とコミュニケーションをとり、上司や部下の方や

職人さん、資材業者さんなどさまざまな方と連携して施工を

することが重要なのだと学びました。また明るく気さくな方が

多く、聞きたいことなどなんでも教えてくださいました。 

今回のインターンシップで学んだことをもとに自分のビジョ

ンを作り、今後に活かしていきたいと思います。 

7月21日、障がい者の就労支援および自社開発の電路材

（36バインドなど）の生産性向上のため、別府作業所を開設

しました。現地では、電路材の共同開発を行っている社会福

祉法人太陽の家様から宇佐真一さんが転籍し、第1号の社

員として既に業務を開始しています。当社では、以前から障

がい者雇用率の向上を考えていたところ、「是非、協力した

い」と太陽の家の山下副理事長からの申し入れがあり、それ

を機に別府作業所を作ることが決定し、今回の作業所開設

に至りました。 

現在、22のアイテム・年間500万個を超える商品を出荷し

ておりますが、今春より36シリーズの海外生産が始まり、今

後は更に出荷数の増加を見込んでいるため、作業所と上手

く連携を取りながら、進めてまります。 

 （システム開発部 川上 貴司） 

別府作業所を開設しました 

六興の一員になりました 

システム開発部 

             宇佐 真一さん 

はじめまして。7月よりシステム

開発部の所属になりました宇佐

です。六興電気の皆さんは生き

生きと働いていると聞き、六興

電気の一員になれたことを大変

嬉しく思っています。私はこれまで、36シリーズの製品に携

わってきました。これまでの知識、経験を活かしつつ、周りの

方々へ協力を仰ぎながら、笑顔を忘れず、楽しく働いていき

ます。また、自分自身が少しでも成長できるよう努力し、頑

張っていきたいと思っています。  

第75期8件の労働災害の結果から、第76期は何としても8

件以下で終わりたいという願いも空しく、7月に2件の熱中症

が発生し、第75期を越えて9件となってしまいました。安全

指導の基幹部署である、工事安全管理部のショックは大き

く、このままではまた、2桁台になってしまう、何としても1桁で

終了したい、しなければ、の思いは社長、経営陣も同じで、8

月度経営会議のなかで、何度となく、1桁で終了しようとのコ

メントが聞かれました。「あれっ！この雰囲気前にあったな？そ

うだ！第75期の後半、このままだと期末、1桁で終了するか

も？六興電気新記録樹立かも？」そうなんです、第75期と同

じ熱気が感じられたのです。 

こうした全社一丸で「労働災害0」を実現しようという姿勢

こそが1桁で労働災害で終了した結果と考えております。工

事本部工事安全管理部は、第77期精力的に全国の現場を

巡回してまいります。第77期こそ、第76期に達成できなかっ

た前期労働災害件数ゼロを実現しようではありませんか！

 （工事本部 鹿久保 清） 

1桁で終わるも、目標達成ならず 

社員の副業奨励します！ 

10月から「パラレルキャリア制度」がスタートしました。これ

は、近年、目まぐるしく環境が変化する世の中で六興電気

がさらに発展していくために、多様な経験や価値観を持った

社員に活躍してほしいという思いから新設した制度です。従

来副業は就業規則で禁止されていましたが、パラレルキャリ

ア制度スタートに伴い解禁となります。 

解禁と言っても制度内では禁止されている副業（例えば

反社会的勢力と関係がある企業での就業）も当然あります

が、裏を返せば制度で禁止されている副業に該当しなけれ

ば就業が認められるということです。是非、多くの方に新たな

“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。 

「違う目線で危険予知  

互いに声掛け合い 安全作業」 

       （東北支店 髙階 孝幸） 

 現場は常に変化するものなので

危険箇所も変わってきます。同じ

作業でも一人ひとり危険について

気付く点はさまざまだと思います。

そのなかで自分の気付いたことを

話し合うことでお互い危険意識が高まり、より安全に作

業を行うことができるはずです。実際に私が携わった現

場では休憩の時など、そういった会話がとても多かった

と感じます。互いに声掛けがある現場を目標にと思い、

今回このような目標にしました。 

経営者になりきって 

私は、昨年10月に工事から営業に変わり初めての営業特

プロ研修でした。研修の参加メンバーは、各支店の営業マン

30名です。 

研修内容は、「アレキサンダー」という会社経営ゲームでし

た。自身が経営者になり意思決定し、会社を運営します。最

初の意思決定は、会社名を決定することで「㈱菱電」にしま

した。次に商品の仕入→納入→販売を行います。ポイント

は、従業員を採用、教育することで各部門の能力を上げる

こと、設備投資を行い価格競争力を上げることで、入札時に

有利になります。全4期、期毎に決算処理をし経常利益を確

認してから来期計画を練ります。最初は、ルールや書類にあ

たふたしつつも、和やかな雰囲気で進めていたのですが、入

札となると一変し、目の色を変えて必死になっていました。 

研修を通じて、やはり人が重要だ！と改めて感じました。人

は、教育や経験に時間・費用も掛かるし性格や育ち方によっ

ても変わります。そして能力・魅力が高い人材がいることに

よって会社の力は、決まると思います。 

まだまだ営業として至らないところがありますが誰もが認

める営業責任者になれるよう、尽力いたします。  

 （名古屋支店 菱田 祐一郎） 

能力・魅力の高い人材に 

可能性を広げるためにこの制度を利用してほしい というの

が、制度設計をしたプロジェクトメンバー（経理部：宮崎・濱

田、人事部：稲富、システム開発部：井上）一同の願いです。 

社員の皆様には積極的にこの制度を利用していただき、

創業100周年目指して六興電気を盛り立てていきましょう。

 （管理本部 山田 路子） 

別府作業所の社員を紹介します。 
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バージョンアップした工事改善事例発表会 

8月4日第10回目となる第76期工事改善事例発表会

が、品川プリンスホテルにて開催されました。今期より各

本部での熱い予選会を経て出場部署が決定されるシス

テムとなりました。首都圏本部3部署、東日本本部3部署

（急遽1部署追加）、西日本本部2部署、E2本部1部署の

計9部署の発表となりました。発表内容も予選会を経て

の出場ということもあり、検討に検討を重ねた結果なのか

過去の事例発表に比べ意外なところに着目をして改善

を行った事例もありました。 

また、Ustreamを介してのライブネット配信を行い、会場

に来られない社員にもライブで視聴できるようにしました。

今回より開催要領を変更し、新たな計画で工事改善事

例発表会を開催しましたが、まだまだ発表会の進め方に

ついても改善項目がありますので次回に向けて更にバー

ジョンアップをしていきたいと思います。   

   （工事本部 田中 康弘） 

最優秀賞 

 今回、スポットの当たりにくい、

弱電設備に焦点を当て、改善

事例の発表をしました。結果が

出るまでは、この発表で伝えき

ることができたのか不安でした

が、審査員の方々から、分かり

<表彰一覧及び発表内容> 

最優秀賞 

弱電設備でひと工夫  （東京第一支店 粕谷 憲史） 

優秀賞 

物流倉庫における改善事例 （横浜支店 本間 友彦） 

優良賞 

富士重工業半田工場53棟・キットセンター 

 新築工事における改善事例 

  （名古屋支店 山本 達也） 

県庁舎受変電設備更新工事における改善事例 

  （新潟支店 前田 伸樹） 

受賞者から感想をいただきました。 

予選を勝ち抜いて 優秀賞 

今回の発表内容は、一昨年

に三井住友建設㈱主催の改

善事例発表において最優秀を

いただいた題材の「労務の平

準化」を元に行った改善です。

物流倉庫などの施設では決まって工期が厳しく、繁忙期

にもなれば職方を多く必要とし管理とは名ばかりの状態

に陥ることもあるため、阻止すべく施設では稀な屋内専

用バスダクトのシャフトスターを採用し、かつ躯体工事中

に照明器具も先行で取付けました。ただ、今回の工事は

全て初めての試みで苦労も多く、これに賛同し協力して

いただいた㈲オービット・㈲川﨑電工の方々には大変感

謝しています。 （横浜支店 本間 友彦） 

やすかったと講評をいただき、やってきたことが間違いで

はないと、報われる思いでした。全体を把握しつつ、視点

を少し変えてみることが、改善への第一歩であり、学んだ

ことです。現場で経験してきたこと、パワーポイントでの資

料作り、発表を含め、今後につながるよい経験が積め、東

京第一支店の悲願であった最優秀賞まで勝ち取ること

ができ、自分の財産になったと思います。 

 （東京第一支店 粕谷 憲史） 

9月7日、8日にクロス・ウェーブ幕張にて、スタッフ系研修を

実施しました。この研修は若手スタッフ系社員を対象として

おり、昨年のメンバーを多少入れ替えた14名で行いました。 

「次世代リーダーを目指す」をテーマに、イレギュラーで発

生する各課題に対し、どのような対応を行うかを討議・発表

してもらいました。参加者の皆さんにとっては未経験のことば

かりで、戸惑いもあったとは思いますが、内容の濃い討議・発

表となり、企画推進メンバーが用意していなかった回答も出

てくるなど、感心させられる場面がしばしばありました。 

また今年は例年にはなかった「LIFO」（詳しくはWebで）を

山田管理本部長に実施していただきました。各質問に答え

た結果で平常時とストレス時における自分の行動スタイル

がわかり、基本的な特徴や各種状況別の特徴が診断として

出ます。自分では気付づいていなかった行動スタイルや特

徴を理解することができ、とても興味深いものでした。 

今の若手スタッフ系の皆さんは、昔のスタッフ系の諸先輩

と比べると、大人し

いイメージがありま

したが、実は熱いも

のを内に秘めてお

り、とても頼もしく感

じることができた研

修でした。  

（東京第一支店 

    大下 千代治） 

次世代リーダーを目指して 

ケーススタディ形式で学びました 

母校で「電気工事講習会」 

8月3日、東海大学湘南キャンパスにて、電気工事講習会

を行いました。この試みは、電気工学科の庄教授よりご提案

いただいたことがきっかけで実現しました。卒業生として東

京第一支店 進藤統括部長と吉岡さん、東京第二支店 須

田さん、横浜支店 和合さんにご協力いただき、資料作りから

当日の講習実施まで吉岡さん・須田さん・和合さんを中心

に進めてもらいました。 

参加した学生11名の皆さんには、業界・電気工事の説明

をした後に第二種電気工事士の実技問題にチャレンジして

もらいました。緊張のせいか説明時は大人しい印象でした

が、実際に工具を持って手を動かし始めると、初めて触る工

具や材料に戸惑いながらも楽しそうに取り組んでくれ、予定

より時間がかかったものの全員が課題をクリアすることがで

きました。採用担当としては、この体験をきっかけに電気設

備業界へ興味を持ってくれればいいなと思う次第です。 

一方で講師を担当してくれた若手社員3名も、学生の視

点でわかりやすく説明・指導しており、とても頼もしく感じられ

ました。先生方へも成長した姿を見せることができたと思い

ます。ぜひ来年もというお話をいただいていますので、より良

い講習会ができるよう備えたいと思います。 

※東海大学様のHPにも講習会の様子が紹介されました。 

URL…http://www.u-tokai.ac.jp/academics/

undergraduate/engineering/news/detail/post_226.html 

 （人事部 河上 美幸） 

電気工事士の実技問題にチャレンジ！ 

優秀論文発表賞を受賞 

2017年 春 号 で も

紹 介 が あ り ま し た

が、当社は電気学会 

基礎・材料・共通部

門（Ａ部門）の「教育

フロンティア研究会」

に参加させていただ

いております。 

工学系の教育全

般に関する事例や取組みを発表し情報共有する場なので

すが、当社は「新入社員早期育成計画『3年の軌跡』」につ

いて2014年9月に山田管理本部長が「紹介」を、2016年9

月に私が「効果」の論文を執筆し発表させていただいており

ました。 

その「効果」についての論文が優秀論文発表賞に選出さ

れ、9月19日に室蘭工業大学で行われたＡ部門大会内の

表彰式に参加してきました。この賞は「35歳以下」の方の発

表が対象となるため、先生だけではなく学生の方々も表彰

されていました。当時は表彰の存在も何も知らずに発表して

いたのですが、今回の表彰で改めて論文発表の重みを感じ

ました。 

もうすぐ表彰の対象外の年齢になってしまいますが、機会

があればチャレンジしてみたいと思います。 

 （人事部 河上 美幸） 

でんせつ式部が始動して、ちょうど5カ月目の8月10日「わ

たしの住むまちをデザインする仕事」という㈱日刊建設通信

新聞社と日本大学理工学部の共催で行われたイベントに

参加しました。 

女子中高生を対象に、建設産業が生活のなかでどのよう

に関わっているのかを知ってもらおうというもので、六興電気

は電気設備と空調・衛生設備のコンテンツを出展しました。 

学生がどのようなものに疑問をもっているのか、興味があ

るのか悩みましたが、電気は建物の配線がどのように繋がっ

ているのかと、ブレーカが落ちる仕組みを体験するゲームを

用意し、空調・衛生はエアコンから冷たい風が出る仕組み、

高層階でも水道から勢いよく水が出る仕組みをパネルで説

明することにしました。 

イベント自体が今回初めての開催で全てが手探り状態で

不安でいっぱいでしたが、でんせつ式部メンバー以外の人た

ちにも協力してもら

い、無事に終えること

ができました。イベン

トを通じて少しでも

電気や設備に興味

を持ってくれた学生

がいたら嬉しいです。 

（でんせつ式部  

 緑川 純子） 

夏のリコチャレ2017に参加しました  

皆さん積極的に参加してくれました 

貴重な経験になりました 
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お天気にも恵まれました 

今年も暑い夏にカートレースを開催いたしました。昨年から

ノービスクラス、エキスパートクラスと階級を分け、初心者の

方から経験者の方まで幅広く楽しんでいただけるようになり

ました。ノービスは来春入社予定の内定者6名も参加し総勢

88名、エキスパートは総勢78名、その他応援や観戦の方も

含め約200名の方にご参加いただきました。 

ノービスとエキスパートは使用するマシンが異なります。ノー

ビスのマシンは、70㎞/時、エキスパートのマシンは90㎞/時

と、スピードの違いも歴然です。今年の結果は、エキスパート

は第一回から参加いただいているインフォサイエンス㈱チー

ムが、ノービスは初参加の㈲青葉電設チームが優勝されま

した。両クラスとも大接戦で、来年も更なる混戦が期待され

ます。レース以外にも、各社持寄りのランチが恒例となり、直

火焼きハンバーガーや流しそうめん、スイカ、冷凍フルーツ

等、趣向を凝らしてお持ちいただけるのも楽しい一コマです。 

来年も大勢の方にお越しいただけるよう、安全面には最大

限の配慮をもって開催したいと考えております。来年も多く

の方のご参加、お待ちしております！  

                  （E2本部 岡田 珠代） 

※当日の写真はQRコード、URLで見られます。 

URL…https://youtu.be/f3zRnCr57fY 

今年の優勝チームは… 

6kouキッズ2017を開催して 

          ＊HEXELだより＊ -3rd 

9月16日・17日、社長が毎年カレンダーの写真撮影に

行かれている、リノのエアレース観戦へArjunと一緒に行っ

てきました。リノはラスベガスに次ぐネバダ州第2の都市

で、ロサンゼルス空港から飛行機で1時間40分ほどのリノ

タホ空港まで行き、そこからレンタカーを借り30分ほどで

会場に到着しました。 

会場はとても広く、ピットゾーン（レース出場の機体など

が駐機している場所）、観覧席ゾーン、ミリタリーゾーン

（戦闘機などが展示されている場所）に分かれておりま

す。また標高約1,500ｍで非常に乾燥しており、唇はガサ

ガサ、周りが砂漠で囲まれていて砂漠気候なので日差し

も強烈で肌は丸焦げ、会場を端から端まで歩くだけで一

苦労でした。 

エアレースは今回初めて観戦したのですが、想像して

いた以上に低空でかなり近いところで飛行機が抜きつ抜

かれつのレースを繰り広げ迫力満点で、機体が通過する

際の音が近づいてきて過ぎ去っていくあの感覚は本当に

感動しました。レース以外もさまざまな飛行機をピットゾー

ンやミリタリーゾーンで身近に見られたり、航空ショーが

あったりと2日間みっ

ちり満喫した時間を

過ごすことができま

した。 

来年も是非参加し

ようと思っております

ので、興味がある方

は一緒に行きましょ

う！ （By: Kazuki Y.） 観覧席ゾーンから観戦 

惜しい当たりも… 

8月26日、毎年恒例の電設健保野球大会に参加しまし

た。例年暑さとの戦いですが、今年の夏は雲や雨の降る日

が多く、この日も涼しく気持ちのいい野球日和となりました。 

昨年2部で準優勝という結果を残せたので今年は2年ぶり

に1部に復帰です。復帰戦となった初戦は三和テッキ㈱様。

投手戦の試合となり、スコアボードに0が並んでいきます。ピン

チの場面でも投手が踏ん張り、相手に点を与えません。打

撃の方は相手投手の投球術に翻弄され、なかなか走者が

出ません。お互いに0行進のため試合は順調すぎるくらいに

進み、1時間で最終回まできました。最終回になんとか1点

を取りたいと粘りの攻撃を見せますが、相手の好守に阻ま

れ、得点できません。延長戦に持ち込みたい裏の守りで、投

手の疲労と守備の乱れからピンチを招き、最終打者にサヨナ

ラ安打を打たれ、0対1でゲームセット。1部復帰戦を勝利で

飾ることができませんでした。 

来年も1部で試合ができるので、来年こそは1部1勝を目

指して頑張りたいと思います。たくさんの応援ありがとうござ

いました。 （東京第一支店 都筑 悠太） 

善戦及ばず 

昨年に引き続き、夏休みキッズ職場見学ツアーを8月1日

に開催しました。子どもたち（小学生）の夏休みを利用して、

家族の職場がどんなところで、何をしているかを学んでもら

い六興電気を身近に感じてもらうこと、また工作や昼食など

楽しい時間を家族と過ごし、楽しい夏休みの思い出の1ペー

ジにしてもらうことを目的としています。 

今回は、本社近郊の各支店に募集範囲を広げ、18名のお

子様、お孫様が参加してくれました。今年はもっと六興電気

を知ってもらえるように、36シリーズ等の自社開発製品（電

路材）の紹介、子会社のHEXEL TECH ENGINEERING 

Corp.の社員とテレビ会議体験などをしてもらいました。 

日常とは違う異空間に最初は緊張気味の子どもたちも、

だんだんと好奇の眼差しでJOB体験や工作をしてくれまし

た。お父さんお母さんおじいさんが働いている会社がどんな

ところかを少しだけ感じてくれたら嬉しいです。 

「社長と名刺交換できて嬉しかった」、「ママの会社で働き

たくなりました」、「また来年も来たいです」等、感想もイベント

開催者として冥利に尽きるものばかりでした。未来の六興電

気を担う（?）子どもたち、また遊びに来てくださいね！            

            （東京第三支店 吉田 茂樹） 

※当日の写真はQRコード、URLで見られます。 

URL…https://youtu.be/-SfUacZsgXw 

社長と一緒にハイ、チーズ 

 7月22日に娘が産まれ

た後、妻と娘は1カ月ほど

実家に里帰りしていまし

た。8月下旬、妻と娘がい

よいよ自宅に戻ってくると

いうことで、それに合わせ

て9日間の育児休業を取

得することにしました。 ドキドキしながら沐浴中 

二度とない瞬間を経験～育休取得～ 

「それ、いいね！アワード2017」結果発表 

本年もスタッフ系のアイデア募集企画「それ、いいね！ア

ワード2017」を開催しました。今年の応募総数は188件で、

重複を整理した120件で総選挙・審査を行いました。審査

委員会は、管理本部長・管理室長・実行委員によって行わ

れ、全社的に実現可能か、業務のレベルアップにつながる

か、といった観点から入賞アイデアを決定しました。残念なが

ら入賞を逃してしまったアイデア

についても、皆さんからいただい

たコメントを参考に実現化を目

指していきます。 

入賞者には褒賞金と賞状が授

与され、ご応募いただいたすべて

の方に、参加賞としてオリジナル

クオカードをお送りいたします。ご

応募いただいた皆様、ありがとう

ございました。 （それ、いいね！アワード実行委員） 

<表彰一覧> 

Best of それ、いいね！ 

介護費用貸付金制度の創設 （経理部 榎本 紀之） 

金賞 

少額募金の実施 （システム開発部 川上 貴司） 

銀賞 

健康優良社員 表彰制度 （東京第一支店 大下 千代治） 

銅賞 

20才成人式を祝う （人事部 開地 京子） 

シャッフル週間（となりの支店はどんなだ？） 

 （名古屋支店 森脇 仁） 

謹賀新年用の名刺封筒の一部をクリア化 

 （EP支店 三田村 洋一） 

ピカイチ賞 

住居手当の支給 （東北支店 高田 聖子） 

Best of それ、いいね！を受賞 

育児休業中はとにかく子育てに奮闘。抱っこ、オムツ替え、

沐浴、初めはどれも不慣れでしたが、9日間の特訓でかなり

自信がついたと思います。また、新生児という二度とない瞬

間に娘とじっくり向き合えた経験は貴重でしたし、子育てを

する妻の大変さも良く分かりました。 

快く育児休業に理解をして頂いた部署の方々にはとても

感謝しています。男性の育児休業はまだまだ浸透していま

せんが、より取得しやすい環境が整い、今後多くの方に広

がっていけばと思います。 （茨城支店 藤野 広実） 



 *** おしらせ *** 

任用測定 試験結果 

今年の任用測定試験は、87名中76名の方が合格しまし

た。試験内容について、3級チャレンジは筆記試験やプレゼ

ンテーション、5級チャレンジ・6級昇級は面接を行いまし

た。見事合格された方は、10月よりクラス給、賞与基準額、

退職金基準額、残業単価がアップします。残念な結果と

なった方は、来年こそは合格を目指して頑張ってください。

合格された皆さん、おめでとうございます。 

育児・介護休業等規程改定 

10月の法改正に先立ち、8月より育児休業の延長が最

長2歳まで可能になりました。また、子の看護休暇が30分

時間単位で取得可能になりました。これは実際に働く社員

の声がヒントとなり改定に至りました。今後もより柔軟に働

ける環境づくりを推進していきます。 

本採用おめでとう 

2017年4月入社の新入社員が6カ月間の試用期間を終

え、10月1日付で本採用になりました。工事職の皆さんは

早期育成計画「3年の軌跡」の電工研修が終了し、施工管

理職の研修に移ります。今年度の新入社員も個性豊かで

す。今後の活躍を期待しています。 

7月～9月の採用 

システム開発部       業務担当          宇佐 真一 

東京第一支店     営業係 池上 伸宏 

ENG事業部     主任              高橋 貴友 

受注！ 

・海老名マンションⅠ期  横浜支店 

・ロジクロス名古屋笠寺開発計画 名古屋支店 

・神戸市中央区中山手通計画  神戸支店 

10月～12月のスケジュール 

月 経営会議 行事等 特別休暇 

10月 6日 
12日～13日：2017-半年目修了研修 

13日：2017-半年目修了時英語研修 
 

11月  2日 
16日：安全協力会定期総会 

17日～18日：5級・新任研修 
 

12月  1日 

年末年始役員安全パトロール 

 1日：部署業績表彰式 

 4日：成果配分金支給式 

 8日：賞与支給 

28日：仕事納め 

年末休暇 

29日～31日 

年始休暇 

1月1日～3日 
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東京第一支店 営業部 池上 伸宏 

水から電気   

はじめまして。9月より入社し

た池上伸宏と申します。前職は

給排水衛生設備の資材メー

カーの営業をしておりました。 

同じ設備業界ですが電気設

備とはあまり関わりがございま

せんでしたので、新しい環境で

知識を得ることができる毎日がとても新鮮で充実しておりま

す。不慣れな部分が多く、ご迷惑をお掛けすることがあると

思いますが、1日でも早く周囲の方々から六興電気の営業

マンとして認めてもらえるよう、また貢献できるように頑張り

たいと思います。 

金子 隆さん 

 9月末をもって、退社いたしまし

た。1977年に入社し、40年間勤

めさせていただきました。在職

中に皆様方からいただいたご厚

情をまずもって感謝いたします。 

 入社年は営業見習いから始ま

り、積算部を経て工事部に移り、

その後長い間工事に携わりまし

た。終盤は、支店経営に関わらせていただき、とても密度の

濃い生活を送ることができたと思っています。 

40年間の思い出はたくさんあり過ぎて、その一つひとつを

書くことはできませんが、振り返ると、現場や会社からさまざ

まなことを教えていただいたことを感謝するとともに、良い会

社で働くことができました。また、素晴らしい方々と交流する

ことができた幸運を嬉しく思っています。苦しいときにご協力

いただいた協力業者の皆様、材料業者の皆様にもこの場を

お借りしてお礼申し上げます。 

最後になりましたが、六興電気の更なるご発展と、社員皆

様がご健康で益々ご活躍されることを祈念申し上げます。

長い間ありがとうございました。  

経歴 

1977年入社 第一営業統括部→工事1部→北関東支店→北

関東支店長→執行役員北関東支店長→執行役北関東支店長

→執行役員北関東支店長→理事 

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 

 この度、㈱長谷工コーポレーション様から、東京建栄会会員

に日頃の感謝のしるしとして、グループ会社の㈱長谷工あ

んしんデリが生産したお米130ｋｇをいただきました。お米は

新川崎と川口の寮でおいしくいただきました。 

美味しいごはん「たなかみ米」 

 
  家族の絆 

水上スキーと出会って30年  

結婚前に始めた水上スキー。結婚後も県内外の大会に

出かけ選手生活を送った日々。次男出産後、引退し子ど

もたちをスキー選手にしようと、毎週のように海へ出かけ

た。3歳から始めた子どもたちは、中学になると部活動が

忙しくなりスキーをやめてしまった。 

21歳と17歳に成長した子どもたちに「母ちゃんね、会社

の社内報に記事載せるんだけど久しぶりスキー滑らな

い？」と声をかけた。「子ども用の板ではなく、本当の板に

挑戦したい！」と10年ぶりに滑る長男。お互いが上手くな

ると張り合うように楽しそうに滑っていた。肝心の私は、6

年ぶりに板を履いた。歳をとり体力も衰え力不足、正直不

安だった。1回目、水面に上がることなくハンドルから手が

離れる。2回目、2本板からスタートし何とか滑れるように

なった。体力は限界に近い。しかし、ここで諦めきれなかっ

た、あの頃の私を思い出し3回目の挑戦、今度は1本板で

スタート。「やったー！母ちゃんすごいよ」と子どもたちの拍

手と声が響いた。 

今も現役の主人、また一緒に大会へ出ようかなと思え

た夏休みだった（水

上 ス キ ー は、ス ラ

ローム1本板・トリック

1本板・ジャンプ2本

板 の3種 目 が あ り、

主人は3種目、私は

スラロームのみ）。 

（静岡支店 

  金原 和美） 
7～9月の採用 

お米っておいしいなぁ！ 

ホームコース浜名湖舘山寺にて 


