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あけましておめでとうございます。年末年始は6連休と短かった

ですが、ゆっくり過ごせたでしょうか？ 年の瀬、私は東北支店から始

まる12部署の忘年会でした。地方支店では二次会のカラオケま

で付き合ったので、少し喉が枯れました。また箱根（横浜支店）や

大洗（茨城支店）では、温泉と宴会、東京では都内の一流ホテル

で社員のかくし芸や豪華な食事で楽しませていただきました。そし

て本社納会では社員の家族も参加して、子どもの歓声が絶えな

い賑やかな会となりました。忙しいなかで企画してくれたスタッフの

皆さん、ご苦労様でした。また年末には、総額20億円の記念配当

を実施しました。額の大きさにびっくりされた株主様も多かったよう

ですが、これは昨今話題に上る過剰な内部留保への対応です。

内部留保とは設立以来の税引き後利益の累計で、企業はその資

金で工場を構えたり材料を買ったりしています。だから企業の内部

に現金が眠っている訳ではなく、報道関係者の知識不足を情けな

く思います。しかしながら当社の財務には余裕があり、株式を公開

した場合にアクティビストの恰好の標的となることがわかりました。

実際には株式公開を中止しましたが、企業の安定性を考えると株

主資本をいったん圧縮すべきとの判断で、今回の記念配当となり

ました。ほかにも株主総会や部署業績表彰式など、慌ただしくも楽

しい1年の締めくくりでした。  

日本人の就労感覚 

さて新年を迎えるにあたりネットの記事を読んでいたところ、

Forbesという経済誌に面白い記事が載っていました。記事によれ

ば65～69歳の就業率は国によって大きな差があり、日本は

42.8%ですが、フランスは6.3%しかありません。この値は日本だけ

が突出している訳ではなく、ニュージーランド42.6%、イスラエル

39.3%、米国や中国も30%を超えています。逆に10%を切る国は

フランス、スペイン、南アフリカでした。日本や米国で就労者がいつ

までも働き続ける理由は、就労を苦役ととらえるヨーロッパの文化

に対して、日本や米国は就労を通じて社会に参加し続けたいと願

う人が多いからではないかと考えます。もう一つ注目したのが大晦

日の日本経済新聞の記事で、「2018年の就労者は統計を取り始

めた1953年以降で最多になるだろう」と紹介されていました。同

記事の推計では今後も就労者は増え続け、2025年にピークを迎

えます。そんなばかな！と思う方もいるでしょうが、統計の出どころ

は総務省およびSMBC日興証券㈱でそれなりに信頼できるもの

です。いつも聞かされている話とだいぶ違いますが、なぜでしょう？ 

理由はいわゆる【生産年齢人口】の定義が時代に合わなくなって

いるからで、統計を取り始めた1950年の平均寿命は59歳だった

のに今は84歳です。なんと25年も伸びている寿命を無視して生産

年齢人口を語ることがそもそも間違いなのです。実際に経験した

笑い話ですが、“これから老人が増えるので若い人は大変だ”とい

う主旨のセミナーに参加しました。話が終わって講師に挨拶したと

ころ私と同い年（65歳）、懇親会参加者の平均年齢はどう見ても

50代後半で年収は最低でも1,000万円以上あろうかと思われる、

つまり税金を納める側の方々ばかりでした。同記事には女性の就

労についても触れていて、15～64歳の女性は68.2%が就労して

いるそうです。15歳の女性が就労する事は少ないと思うので、実

際の就労率はもっと高いでしょう。“高齢者や女性までが就労しな

ければ生活できないのは社会が悪い”などと煽る既存メディアはど

うでも良いのですが、企業の立場からすると、女性や高齢者が働

き続けられるシステム、つまり高齢者や女性の居場所を整備する

競争に勝つことが求められています。 

まず就労の継続です。雇用に期限を設けた理由は、硬直的な序

列運営でした。昔はいったん【部長】になると、会社をやめるまで部

長でした。でもそのまま雇用を続けると若い人が育ちません。だか

ら定年を設けて能力の如何にかかわらず一律に退場してもらうこ

とで、年功序列を維持しました。また就労者も、肩書が外れるぐら

いなら退場するほうがましだ、と考えていました。「組織はだれが

やっても回るように作れ」、と言われたのには、こんな背景がありま

す。しかし仕事の質は担当者によって明らかに異なるため、一番効

率が悪い人を基準としたのでしょう。もう一つの問題は人によって

向き不向き（好きな事と、それほど好きでない事）がある事で、そ

れを一律の序列に押し込んだのでは各人の良いところを殺してし

まいます。いつも競争にさらされている民間企業では、これは大き

な損失です。序列という言葉が象徴するように、日本の組織は上

下関係で組み立てられていました。しかし組織を上下関係ではな

く役割分担のネットワークとして作ったら？ きっと、働ける間は会社

の中に自分の居場所がある組織ができるはずです。ただ課長とか

部長というのはご褒美ではなく役割分担なので、就労者も意識を

変えねばなりません。ここ10年ほど、私はこんな組織を作ろうとし

てきましたが、今の六興では年下の上司や65歳を過ぎて働く方も

珍しくなくなりました。そういう意味で、わが社は一歩先を行ってい

ると思います。 

女性の就労に関しては規程や設備の不備をあげる人が多いの

ですが、それ以上に重要なのは、実情にあった柔軟な運用だと思

います。たとえば子どもを引き取るため定時から30分早く退社しな

ければならない時、半日休暇を許可するのは最善でしょうか？ そ

れとも就業規則を柔軟に運用して、定時の30分前まで働いてもら

う方が得策でしょうか？ これもなかなか難しい問題で、部員と部署

長の両方に就労に対する真摯な態度が求められます。規程の運

用を緩くしすぎると規律が保てないし、就業規則を細かく決めて

も、何が起きるかわからないので対応できません。ですから規程の

柔軟な運用は必要ですが、どうするかは社員を間近で見ている部

署長の見識にかかっています。女性の部下を預かる部署長は、ぜ

ひこの点を意識して部署運営をしてください。 

今年も忙しい1年になりそうですが、チームとして最大の成果が

出せるよう努力してください！  
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更なる成長を目指して 

( 2 ) 

～新任役員挨拶～ 

自ら変化を起こし、楽しむ 社外取締役 

アカシアジャパン・デルタポイント㈱ 代表取締役 手納 美枝 

 この度、第76回株主総会で新たに取締役に選任された手納美

枝でございます。何卒よろしくお願いいたします。長江洋一社長

とは、長年、経済同友会にて幹事会、委員会活動などでご一緒

させていただいておりましたが、今回、社外取締役として六興電

気の経営に関わることとなりました。身の引き締まる気持ちと共

に、社員、役員の皆様との協働、企業文化の理解を大変楽しみ

にしております。 

 自己紹介をさせていただきますと、私は兵庫県に生まれ育ち、

米国生活7年程の後、東京にて長らく米資コンサルティングファーム（ATカーニー、デルタポイ

ント）に勤務。当初は貿易促進、産業政策、製造業分野が主でしたが、長期プロジェクト事例

の一つとしては、英国政府のニュータウン開発と対日営業開発に20年以上関わっており、地

域開発と投資促進を通じ、約30社の日本企業の工場誘致、現地立上げ支援があります。欧

米企業への品質管理指導も印象的でしたが、これからは久しぶりにプロジェクト現場などにも

関わることを楽しみにしております。日進月歩の事業・業務最前線を皆様からご教示いただ

きながら、ともに勉強したいと願っております。 

趣味は、美術、クラシック音楽、能楽、文筆、旅行などですが、企画を楽しむ方で、研鑽不足

のため技術はなかなかついてきません。英国への投資企業帰国者との同窓会も、高齢化で

心配ではありますが続けております。ビジネスにおける効率・達成と、即益にはならない文化と

の関わりは、真逆のようでありながら、変化する要素と不変の要素の同じ原理で動いているよ

うで、生身の企業・人間の安定には双方必要と思われます。 

技術革新とライフサイクルの変化により、すべての事業、業務の形、プロセスは進化、変動、

高速化しています。合理化、刷新すべきものと、変化させてはならないものがあるのは当然で

すが、周囲の変化に追い従うだけでなく、自ら風を起こし将来を変化させ、その成果を享受、

達成の満足を自らのものとしてエンジョイできればと思います。  

仕事の隙間（ニッチ）を探す 執行役員東京第三支店長 寺島 俊昭 

 この度、執行役員を拝命いたしました。この大役に身の引き締

まる思いであると共に、支えてくださっている皆様方に改めて感

謝を申し上げます。 

 千葉支店から東京第三支店へ異動して6年、支店長を任され

てから5年が経過しました。当支店はリニューアル工事を中心に、

少額・短期工事にターゲットを絞り、また新たな分野の仕事にも

チャレンジするという特殊性を持った工事部署ですが、千葉支店

時代から工事で培ってきた経験や知識が発揮でき、やりがいを

感じております。また、支店員も経験豊かな人材が多く、これまでの経験や知識を遺憾なく発

揮して業務に邁進しております。 

第72期から第75期までは、首都圏本部に所属する部署でしたが、前期からはE2本部の所

属となりました。EP支店・ENG事業部と共に3部署で構成されております。この3部署は六興

電気のなかでも特殊な業務を担う部署ですが、この部署同士がお互いの得意分野を活か

し、人材の相互融通や情報の共有などを通して協力することで、これまでは見過ごされてい

たかもしれないニッチな業務を発見しています。また、新たな事業分野の開拓も目的として

活動を行っており、徐々に成果が数字に表れてきています。今後、E2本部以外の支店とも同

様に協力関係の輪を広げていくことで会社全体が活性化して、お客様のニーズに応え、より

質の高い業務を提供できれば幸いと考えております。 

8年間の役目を終えて ソフトブレーン㈱ 創業者 宋 文洲 

 「相談したいことがあるので会ってくれないか。」8年前、友人の

長江社長に誘われました。約束の店にいくと彼が考え事をメモ

帳に書いている最中でした。一般的な日本人経営者と違って、

長江さんはやる気や根性などの精神論に頼らず経営の本質を

独自の視点で持っている方です。セミナーや会議での彼の発言

から良く学びました。 

 しかし、会社経営を引退したはずの私が「ぜひ社外役員をやっ

てほしい」と頼まれるとは思いませんでした。他の人なら断ったは

～退任役員挨拶～ 

第74期 決算報告 貸借対照表 
2015年9月30日現在 

 

1. 経営成績に関する分析 

第76期の決算ですが、受注高454億円

（前期比6.5ポイント増）、売上高421億円

（前期比10.0ポイント増）となりました。受注

については、当社の柱である集合住宅関

連工事を中心に前期並みに受注すること

ができました。売上高については前期から

の繰越工事の増加（前期比46億円増）が

売上高を押し上げました。繰越工事は519

億円（前期比6.6ポイント増）となっていま

す。利益については、各員の創意工夫に

よって営業利益37億円、純利益26億円と

なり、バブル期（1993年）以来の最高益を

更新しました。 

2. 財政状態に関する分析 

第76期末の資産合計は303億円となり、

前期末と比べ62億円増加しました。 

主な要因としては、進行基準適用工事

の増加によって、資産の部では電子記録

債権や完成工事未収入金が増加し、負債

の部では工事未払金等が発生したことに

よって増加しました。 

資本金と過去の利益の蓄積である純資

産は169億円（前期比25億円増）となり、

経営の安定度を示す自己資本比率は

56.0％（前期比3.7％減）となり、引き続き会

社の信用力向上に繋がっています。 

         （経理部 丸山 宏明） 

※第76期アニュアルレポートは、下記よりご

参照ください。 

http://www.6kou.co.jp/pdf/

annual/annualreport76.pdf 

第76期 決算報告 

自 2016年10月1日  至 2017年9月30日 

損益計算書 
（単位:千円） 

貸借対照表 
2017年9月30日現在 （単位:千円） 

 科目 金額 科目 金額 

 （資産の部） （30,311,248）  （負債の部） （13,337,900） 

流動資産 25,994,614 流動負債 12,127,554 

  現金預金 8,293,418   支払手形 320,325 

  受取手形 968,900   未払金 9,167,793 

  電子記録債権 6,882,214   未成工事受入金 1,093,283 

  完成工事未収入金 8,082,836   その他 48,636 

  未成工事支出金 720,058   賞与引当金 1,451,513 

  繰延税金資産 638,083   工事損失引当金 46,000 

  その他 415,790 固定負債 1,210,345 

  貸倒引当金 ▲6,690   退職給付引当金 1,033,024 

固定資産 4,316,634   その他引当金 177,321 

 有形固定資産 1,279,648   

  建物・構築物 723,758  （純資産の部） 16,973,348 

  機械・運搬具等 123,571 株主資本 16,626,941 

  土地 432,317  資本金 500,000 

 無形固定資産 51,210  資本剰余金 160,680 

 投資その他の資産 2,985,774  利益剰余金 15,966,356 

  投資有価証券 1,767,233   利益準備金 125,000 

  長期貸付金 666,000   別途積立金 13,207,648 

  繰延税金資産 174,772   繰越利益剰余金 2,633,707 

  その他 392,567  自己株式 ▲96 

  貸倒引当金 ▲14,798 評価・換算差額等 346,407 

資産合計 30,311,248 負債・純資産合計 30,311,248 

科目 金額 

売上高  42,181,594 

 完成工事高 41,893,427  

 兼業事業売上高 288,166  

売上原価  35,256,457 

 完成工事原価 35,035,747  

 兼業事業売上原価 220,710  

 売上総利益  6,925,136 

販売費及び一般管理費  3,217,001 

  営業利益  3,708,134 

営業外収益  147,840 

営業外費用  12,260 

  経常利益  3,843,714 

特別利益  913 

特別損失  39,487 

  税引前当期純利益  3,805,140 

  法人税、住民税及び事業税 1,281,408  

  法人税等調整額 ▲91,320   

  法人税等合計  1,190,088 

   当期純利益    2,615,051 

ずでした。しかし、なぜか了承してしまいました。あれから8年、私が唯一取締役をやってきた

のは六興電気だけでした。自慢ではないですが、いくつかの大手企業から役員依頼が来まし

たが、つまらないと思って例外なく遠慮させていただきました。 

8年は大変長い期間です。私は自分の会社（ソフトブレーン㈱と言います）を創業して引退

するまで13年間かかりましたが、六興電気とのお付き合いはそれに次ぐ期間でした。この間、

六興電気は利益数億の会社から利益数十億の会社になりました。経営者の才能と努力でこ

れだけ会社が変わることをこの目で確認しました。日本人ならきっと社員の皆さんのお蔭でも

あるというでしょうが、私はそう言いません。社員の皆さんの働きに敬意と感謝を持ちますが、

先代から引き継いだ会社をこれだけ劇的に変えたのは紛れもなく長江さんの個性と力量で

す。社員の皆さんは六興電気でなくても真面目に頑張るはずです。私はすぐ感情的になり社

員を大声で叱ったりしてきましたが、長江さんの根性的な姿を見たことがありません。冷静に

経営の構想を考え、緻密に経営の仕組みを構築してきたからこそ、無理せず今のような実績

を出せるようになったのです。 

六興電気のいろいろな全社大会にも参加しました。長江さん自身はあまり企業文化を語り

ませんが、私は仕事の現場、会議そして企業イベントを通じて、その自由で明るい社風を良く

実感しました。働きやすくて業績が良い。こんな良い会社の役員ができて本当に良かったで

す。今後は六興電気OBとして、もちろん長江さんの友達として六興電気を応援して参りま

す。社員の皆さん、ぜひ六興電気の仕事を通じて幸せになるように心より祈っています。 

ではまたどこかで！ 
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六興電気のゆく年くる年 

Wブ○ゾン with T （東京第一支店） 

昨年の本社納会は、家族を招待させていただき、六友会・六進会の方々を含め総勢約

200人でコンラッド東京にて開催いたしました。 

皆様に楽しんでいただけるよう、テーマを「ろっこう祭り」とし、子ども神輿や屋台といった楽し

いイベントに加え、専売ビル付近の懐かしいお店めぐりのVTRを放映するなど、大人から子ど

もまで楽しい時間を過ごすことができ、1年の締めくくりを笑顔で迎えられました。 

  （東京第一支店 高取 千穂） 

 早いもので六興電気に入社して、2回目の年男に

なりました。気付けば今年で36歳…沖縄営業所の

独身貴族の数も数えるほどに…来年の抱負は結婚

の二文字で！ ！おかえり～ただいま～のできる生活に

憧れます。 （沖縄営業所 二宮 陽介） 

 1歳になる娘がかわいくて仕方がないです。日々、

写真を見てにやけています。いろいろ期待をしてしま

いますが、健康でいてくれるのが一番です。ただ次

の干支を迎えるころには嫌われていると思うと泣き

たくなります。 （沖縄営業所 澤田 陽介） 

 昨年は、自分にとっていろいろ失敗などがあり、考

えさせられる1年でした。今年はそれを踏まえて、同

じ過ちは繰り返さないようにしていきます。現在担当

している現場が今年3月竣工で、ここまで無事故無

災害を維持しているので、最後まで気を引き締めて

仕事に取り組みます。  

 （沖縄営業所 奥山 正純） 奥山さん 

左から二宮さん・田中支店長・澤田さん 

 新年おめでとうございます。千葉支店では仕

事始めの日に妙見本宮千葉神社にて安全祈

願を行っております。凛とした空気の中で受ける

祈祷は、背筋が伸びる思いです。 

 ここでの安全祈願は20数年継続して行ってお

り、千葉支店にとっては欠かせない神様となって

おります。ちなみにですが、こちらの拝殿は当支

店施工物件で、2層立て（2階建て）となり1階と

2階でお参りすることができるという、全国的にも珍しい様式となっております。 

今年も支店が無事故・無災害・商売繁盛と、戌年だけにワンダフルな1年となるように気持

ちも新たに邁進していきたいと思います。引き続きのご指導、ご協力のほどよろしくお願いいた

します。 （千葉支店 髙品 敏子） 

4期連続無災害達成中！5期連続無災害達成目指して頑張ります！ 

各支店の忘年会と本社の納会の様子をご紹介します！ 

 昨年6月26日に入籍しました。この日に決めた理

由は付き合い始めて1年半で区切りが良いと思った

からです。この日を境に結婚生活が始まりましたが、

何が変わったと言えば…家で寝てたりパチンコやス

ロットに通い詰めていた時間が、奥さんといろいろな

場所に出掛ける時間に変わりました。とにかく、一人

の時間だった毎日が二人の時間になりました。 

 この写真は二人で野球観戦に行ったときのもので

す。試合結果は覚えていませんが（笑）元々私は野球をやっており、奥さんもはまってくれて昨

年は月に1回は野球観戦に行っていました。将来、子どもはプロ野球選手にさせるか、なんて

他愛のない話も楽しく、幸せな日々を過ごしています。今後も仕事と家庭を両立させ、充実し

た人生を歩んでいきたいです。 （東北支店 鈴木 英之） 

沖縄営業所の年男3人に今年の抱負をいただきました！  今年もご安全に！ ！ 

おいしい鍋で大盛り上がり （北海道支店） 

ドリルせんのか～い！ （東京第二支店） 

年納めにハイ、チーズ （九州支店） 

十八番熱唱中！？ （横浜支店） 

熱海 ホテル大野屋にて （北関東支店） 

納  会 

年 男 三 人 衆   安全祈願 

                                     MY LIFE ～2017年変化があった方々に振り返っていただきました！～ 

忘  年 会 

 昨年4月より工事部から営業部へ異動となりまし

た。工事現場とは違った職場環境にようやく慣れて

きましたが、はじめは仕事の流れの違いや毎日新し

い物事に直面し、今でも頭を抱えながらやっていま

す。入社当時と雰囲気は違いますが、必死になり覚

えていったことは新入社員と同じです。初心に戻り、

支店の戦力になれるよう一つひとつ物事を身に付

けていき、工事部での経験を活かし技術提案を主

とした営業をしていきたいと思っています。 

私事ですが、昨年1月待望の長女が誕生し、家に帰り子ども3人の顔を見ると癒され仕事へ

の活力とする日々です。これからも仕事・家庭ともに精一杯頑張っていきたいと思います。 

 （神戸支店 木下 幹也） 

初心に戻り、頑張ってます！ 

東京第三支店 新潟支店 九州支店 グアム支店 

東北楽天ゴールデンイーグルスの試合を観戦中 

晴天に恵まれて 



第76回 部署業績表彰式 

( 4 ) 

 金賞（3件） 

  EP支店 畑中 浩佑 

   日本原燃㈱再処理工場 設備点検・技術者派遣・照明 

   LED化工事他 

  EP支店 丸谷 大樹 

   電動機･計器・機器他点検（2016年度） 

  EP支店 宮本 康之 

   三菱高砂諸工事他 

銀賞（1件） 

  EP支店 大西 浩二 

   関電プラント高浜原子力定検修繕工事他 

銅賞（1件） 

  EP支店 扇下 確 

   関電プラント大飯原子力定検修繕工事他 

 

 金賞（14件） 

   大阪支店 平野 慎太郎 

     大阪市港区福崎3丁目新築電気設備工事 

   大阪支店 井上 琢磨 

     豊中市上新田1丁目計画新築電気設備工事 

   大阪支店 日熊 正樹 

     村上学園東大阪敬愛高校インフラ工事 

   大阪支店 滝内 健太郎 

     村上学園柏原高校インフラ工事 

   大阪支店 平野 慎太郎 

     大阪靭本町ビル・コンバージョン計画 

   大阪支店 合田 秀信 

     城東区野江1丁目計画新築工事 

   大阪支店 辻井 一晃 

     夕陽ヶ丘リバーガーデン新築電気設備工事 

   大阪支店 南田 優 

     福島区吉野4丁目新築電気設備工事 

   大阪支店 平野 慎太郎 

     シンコー㈱本社改修工事 

   神戸支店 迫 慎一郎 

     サンシティタワー神戸新築工事 

   神戸支店 福林 克也 

       MRJダブルコンタースキンＷ棟低圧電気設備工事他3件 

   神戸支店 辻本 好範 

     尼崎・武庫之荘5丁目計画新築工事 

   九州支店 片平 進人 

     MJR六本松新築工事（電気設備） 

   九州支店 横井 圭佑 

     西新五丁目計画新築工事（電気設備） 

 銀賞（7件） 

   大阪支店 橋本 耕次 

     宝塚湯本町計画新築工事 

   大阪支店 太田 聖巳 

     アパホテルなんば東新築工事 

    神戸支店 冨永 英博 

          シャリエ神戸学園都市計画新築工事 

    中国支店 能野 秀一 

       ㈱大阪合成有機化学研究所柵原工場インフラ整備と 

       API製品化設備の能力増強工事 

  

   九州支店 波多野 貫司 

     KADENA MIDDLE SCHOOL改修電気設備工事 

   九州支店 原田 龍治 

     住吉商業複合型賃貸マンション新築工事（電気設備） 

   九州支店 日小田 正徳 

        佐世保米軍BIG-MACC-14-001クリニック1529改修工事 

       （電気設備） 

 銅賞（7件） 

   大阪支店 中嶋 純平 

     京都市上京区上生洲町計画 

   大阪支店 中嶋 拓人 

     京都市左京区・一乗寺谷田町計画 

   中国支店 神本 啓 

     Whole House Revitalization Midrise656 

   中国支店 空山 和弘 

     岩国飛行場（H26）立体駐車場（B）（下士官宿舎）新設 

     建築その他工事 

   中国支店 西浦 修平 

     ラルウェンディ岩国駅前新築工事 

   中国支店 船田 謙二 

     岩国飛行場（H27）愛宕山（運動施設地区）塁球場新設 

     土木その他工事（その1） 

   中国支店 能野 秀一 

     アルビオガーデン門田屋敷新築工事 

 本部長賞（2件） 

   大阪支店 西内 啓太郎 

     後藤レディースクリニック内装電気設備工事 

   神戸支店 三宗 健太郎 

     神戸市中央区相生町1丁目計画 

 優秀グループ賞（2件） 

   大阪支店 井上 和英 

     部署営業力 バックアップ＆レベルアップ 

   中国支店 進矢 浩之 

     広島駅南口Cブロック第一種市街地再開発事業（住宅棟） 

 優秀個人賞（1件） 

   中国支店 青木 邦夫 

     岩国飛行場ホットウォーターシステム改修工事 

技術向上・チーム力・若手育成 

千葉支店として最優秀部門賞の受賞は第73期以来で、私が支店長になってからは初受賞のた

め、大変嬉しく思います。前期、受注面では大型マンション2件を柱として目標を達成でき、また施

工面ではマンション・病院・介護老人保健施設と千葉支店の得意とする施設が竣工を迎えまし

た。各現場での工夫や熱意による利益改善、工事本部の施工検討や精神的サポート、それと内

勤者の現場支援等々あり、受賞に結びついたのだと思います。ここ数年で千葉支店はベテラン世

代の安定、中堅世代の成熟、若手世代の台頭と着実に力を付けてきており、また工事・営業・積

算・管理室のチームワークの良さはどこの支店にも引けをとりません。「伸ばそう個人力、高めよう

組織力、育てよう若い力！」を第77期のスローガンとして掲げ、各々の技術向上、そしてチームとし

て現場に取り組む姿勢、それらを繋げていくための若手の育成を実践し、安定的に利益の出せる

仕組みを構築していきたいと思います。そして連覇を目指します！ （千葉支店 清水 光茂） 

最優秀部門賞 

最優秀部門賞   千葉支店 

優秀部門賞 

・受注業績  （達成率） 

 1位 東京第三支店 （118.6％） 

 2位 九州支店 （115.2％） 

 3位 北海道支店 （113.4％） 

・施工業績  

 1位 EP支店 （111.1％） 

 2位 東京第三支店 （108.4％） 

 3位 ENG事業部 （107.4％） 

・受注粗利業績 

    1位 神戸支店 （312.9％） 

 2位 新潟支店 （289.2％） 

 3位 名古屋支店 （210.3％） 

・施工粗利業績 

 1位 千葉支店 （186.4％） 

 2位 大阪支店 （169.1％） 

 3位 北海道支店 （161.3％） 

新潟支店  樋口 隆さん 

県庁舎受変電設備更新工事 

胸を張って堂々と歩く受賞者 

九州支店  片平 進人さん 

ＭＪＲ六本松新築工事（電気設備） 

EP支店  畑中 浩佑さん 

日本原燃㈱再処理工場  設備点検・技術者派遣・照明ＬＥＤ化工事他 

              西日本本部 

3期ぶりの最優秀部門賞 

              E2本部 



( 5 ) 

 

 金賞（6件） 

   北海道支店 北島 忠宏 

     コマツグループ統合旭川プロジェクト 

   東北支店 河野 佑斗 

     レーベン仙台梅田町新築工事 

   新潟支店 樋口 隆 

     県庁舎受変電設備更新工事 

   静岡支店 高野 誠 

     静岡中央郵便局模様替電気設備工事 

   静岡支店 更谷 孝 

     JT東海工場G2工程能力アップに伴う電気設備工事 

     （2期）他16件 

   名古屋支店 稲場 孝幸 

     興安寺及び納骨堂建設計画 

 銀賞（6件） 

   北海道支店 永森 淳一 

     ブランズタワーアイム札幌大通公園新築工事 

   北海道支店 荒谷 学 

     南1条西7丁目計画 

   北海道支店 横山 智郁 

     M2N1新築工事 

   

  名古屋支店 稲場 孝幸 

    中部トラック総合研修センター建設工事 

  名古屋支店 渡邊 浩昭 

    富士重工業㈱半田工場 新管理棟・食堂棟増改築工事 

  名古屋支店 北野 裕也 

    アパホテル名古屋栄東新築工事 

銅賞（2件） 

  名古屋支店 高橋 伸治 

    藤が丘Ⅲ期新築工事 

  名古屋支店 甲斐 大祐 

    東区茶屋ヶ坂計画Ⅰ期新築工事 Ⅰ工区 

本部長賞（1件） 

  名古屋支店 伊藤 高秋 

    マルサンアイ㈱味噌製品工場改修工事 

    マルサンアイ㈱本社工場1受電化工事 

優秀個人賞（2件） 

  新潟支店 前田 伸樹 

    県庁舎受変電設備更新工事 

  静岡支店 深見 知加 

    目立ちませんが 

 金賞（14件） 

   東京第一支店 江畑 剛雄 

     勝どき5丁目地区再開発事業（東住戸）新築工事 

   東京第一支店 堀ノ内 裕二 

     タツノ芝浦ビル新築工事 

   東京第一支店  石塚 直樹 

     明神プロジェクト 

   東京第一支店 今野 敏郎 

     FY15ADD ALTER HANGAR1 AND RENOVATE  

     HANGAR102, YOKOTA AIR BASE JAPAN 

   東京第一支店 粕谷 憲史 

     日吉5丁目計画 

   東京第一支店 石橋 英敏 

     恵比寿南1丁目計画新築工事 

   東京第二支店 岩淵 睦 

     レーベン守谷松並A計画新築工事（設備工事） 

   東京第二支店 中村 賢一 

     NTT流山C140街区共同住宅新築工事（設備工事） 

   北関東支店 渡辺 博 

     ㈱LIXIL野田事業所 耐震補強及びその他工事 

   千葉支店 酒井 甫 

     船橋・サ－ビス付き高齢者向け住宅計画新築工事 

   千葉支店 漆間 幸雄 

     千葉みなと病院新築工事 

   千葉支店 小林 誠 

     浦安東野二丁目ホテル新築工事 

   横浜支店 相澤 一真 

     プラウド宮崎台Ⅱ 新築工事 

   横浜支店 葛西 貴志 

     綱島東5丁目計画 

 銀賞（15件） 

   東京第一支店 三井 裕子 

     東京都生活協同組合連合会会館新築工事 

   東京第一支店 伊藤 元晴 

     初富保健病院ロイヤル館改修工事 

   東京第二支店 遠島 正治 

     美浜区磯辺5丁目計画新築工事 

     

     

    東京第二支店 中野 健司 

      八王子高尾計画新築工事 

    東京第二支店 山本 隆夫 

      つくば吾妻Ⅱ計画新築工事（設備工事） 

    東京第二支店 土屋 英明 

      品川区勝島1丁目計画新築工事 

    東京第二支店 川口 祐太朗 

      八王子市八日町計画新築工事（設備工事） 

    東京第二支店 藤谷 正央 

      港区海岸3丁目計画新築工事（設備工事） 

    北関東支店 猪熊 一仁 

      さいたま市浦和区仲町1丁目計画 

    北関東支店 伊藤 喜一 

      ハスクバーナ・ゼノア社川越工場再編整備工事 

    千葉支店 岡崎 祐司 

      柏の葉キャンパス148街区住宅計画 

    千葉支店 森野 隆 

      千葉大学（医病）にし棟等改修その他電気設備工事 

    横浜支店 大野 誠 

      綱島東6丁目計画 

    横浜支店 久保田 修 

      学校法人昭和薬科大学受変電設備更新工事 

    横浜支店 津田 裕治 

      ユーコープ横浜東部センター新築工事 

 銅賞（5件） 

    東京第二支店 菅藤 俊範 

      相模原市中央区淵野辺計画新築工事 

    東京第二支店 倉内 健弥 

      大田区西六郷（東敷地）計画新築工事（設備工事） 

    東京第二支店 中村 賢一 

      座間市東原4丁目計画新築工事（設備工事） 

    茨城支店  鈴木 三雄 

      ㈱日立物流土浦センターⅡ期建設工事 

    北関東支店 矢野 哲也 

      北区赤羽西計画新築工事 

本部長賞（2件） 

  ENG事業部 小林 道夫 

   携帯電話建設業務における品質管理に関する業務支援他 

   ENG事業部 堀川 勝之 

   SB_1.7GHz建物基地局の机上調査 

優秀個人賞（3件） 

  EP支店 根城 典悦 

   日本原燃PLC更新工事 

  ENG事業部 小原 幹大 

   公益社団法人移動通信基盤整備協会における 

   固定資産管理、認定業者管理等 

  ENG事業部 青山 大樹 

   富士電機㈱における水力発電設備関連の設計 

   支援業務 

千葉支店  酒井 甫さん 

船橋・サ－ビス付き高齢者向け住宅計画新築工事 

受賞部門（創意工夫努力賞） 

  支店名 代表者 

  工事件名 

              首都圏本部 

              東日本本部 



各地の竣工物件 

( 6 ) 

居住者の声に応えて 

当物件は天神・赤坂にあり福岡市の中心街に位置

しています。隣が地下鉄の入口ということもあり、通行

量が非常に多い場所でもあります。 

全住戸オーダーメイドで設計可能な高級物件のマンションになります。立地条件も良いの

で、ほぼ即完売でした。そのためオプション変更依頼が次々と殺到し、見積り作成・施工図作

成などタイムリーな対応が求められました。ハイグレードなオプションの内容も多く、今まで使

用したことのない器具などもあり施工要領・取扱いを確認しながら施工していきました。 

免震構造のタワーマンションは初めての経験だったので、分からないことが多々ありました

が、建築・設計と施工要領を検討したことで知識向上にも繋がり、大変良い経験をさせてい

ただきました。工程も非常に厳しいなか、3年目の柏村君と2人体制での現場管理でしたが、

専有部施工図オプション変更（151戸分）も含め全て柏村君が作成してくれたことや、協力

業者さんの助けもあり、大きな問題もなく無事に無事故で竣工できたことを嬉しく思います。

構造関係・工程・人員配置・後輩指導など、今の自分に足りない具体的な反省点が見えて

きて次に繋げられる良い経験ができました。 （九州支店 石谷 圭太） 

inside story 

当現場近くで開催される6,000発の西日本大濠花火大会を屋上から観覧できたことが

とても印象に残っています。高さ約90ｍから見る花火は初体験で、胸を躍らせていたのです

が…花火全体が綺麗に見えたものの想像より迫力に欠けており、やはり花火は下から見上

げてなんぼかなと思いました。それでもちょっと得した感じでいい思い出になりました。 

ＭＪＲ赤坂タワー 

契約先 ㈱大林組 

設計監理 ㈱梓設計 

工期 2015年9月～2017年10月  

施工場所 福岡県福岡市中央区赤坂 

建築概要 延床面積 21,213㎡、RC造 

 地下1階、地上25階、173戸 

施工部署 九州支店 

協力業者 親栄電業㈱ 

リビンコートプライム津島 

10年ぶりのマンション 

昨年中国支店では、岡山県と広島県から集った10名で「6時間リレーマラソン」に出場しま

した。1周約1.3ｋｍをたすきで繋ぎ、周回数を競う大会です（結果776位中232位）。当物件

は、その会場となった岡山県総合グラウンド陸上競技場の近くに位置します。 

岡山県では大型マンションと呼ばれるであろう126戸を、10年ぶりにマンションに携わる私と

2年目の石津君で担当しました。10年ぶりのマンションは住戸玄関がカードキーによる電気錠

になっていたり、一括受電方式になっていたりと目新しくはありましたが、悩まされることもなく

勉強になりました。施工についても外構や電気室を先行するなどの基本を押さえ無理、無駄

のない工程で進められたと思います。現場は㈱荒木組様主導のもと整理整頓が行き届いて

おり、パトロールでも毎回褒めていただき嬉しく感じていました。工期も1年半と長いものでした

が無事に無事故で終えることができました。1年目からこの現場に入り、最後までやり遂げた

石津君にはとても勉強になる現場だったのではないかと思います。また協力業者さんからさま

ざまなことを吸収し、成長した石津君の裏話をご紹介します。 （中国支店 赤井 悠耶） 

inside story 

昨年の8月に建築によるインターンシップが行われ、私の母校の学生も来るとのことで、卒

業生として対談をすることに。母校の学生が来たこともあり、時間を忘れて対談をしてしま

いました（お蔭でその日の講習会に遅刻しそうになりました（笑））。学生との対談は自分に

とっても良い刺激になり、学生だったころのフレッシュな気持ちを思い出すことができ、とても

良い経験となりました。       （中国支店 石津 優） 

契約先 ㈱荒木組 

設計監理 ㈱アーキスコープ 

工期 2015年5月～2017年10月  

施工場所 岡山県岡山市北区津島西坂 

建築概要 延床面積 12,810㎡、RC造 

 地上15階、126戸 

施工部署 中国支店 

協力業者 五和電機工業㈲ 

笑顔あふれる快適空間を 

 当物件は、都市生活の利便性を享受

でき、住宅環境にも優れた人気の新潟駅南エリアに位置しています。ショッピング施設、医療

機関の充実はもちろんのこと、アクセス環境も大変優れています。さらに新潟市立笹口小学

校をはじめ教育施設も徒歩圏内で、家族みんなが暮らしやすい環境が魅力の建物です。  

現場は、田園を埋立てするところより始まり約3年で竣工を迎えました。高層階14階・各5

戸 計67戸 （エントランス含） 、低層階3階・各5戸 計15戸で職人さんを分けたこと、住戸

内配線、配管をそれぞれ切磋琢磨させたことにより、全体レベルが上がり作業スピードが速く

なり各材料減にも繋がりました。定例打合せでは、施主・設計監理者さんを良く知っていたの

でコミュニケーションが良くとれ、工程管理・品質管理もスムーズに進行して良かったです。 

一つ不安だった点は、電力供給が借室だったため、借室電気室と盤室との収まり検討に時

間がかかり、盤の手配が遅れてしまったことです。現場の進捗としては、建築・電気・設備と打

合せができ、比較的スムーズに工事ができたと思います。また六興ルールにて立馬、脚立作

業の実施により無災害で竣工することができました。 （新潟支店 渡辺 良幸） 

アーバンプレイス南笹口 

契約先 ㈱本間組 

設計監理 ㈱ワシズ設計 

工期 2016年7月～2017年12月  

施工場所 新潟県新潟市中央区南笹口 

建築概要 延床面積 6,511㎡、RC造 

 地上14階、82戸 

施工部署 新潟支店 

協力業者 ㈲カメデン、㈱ミトモ電設 

inside story 

現場で気になったことは、建築さん・設備さんのそれぞれに女性の現場代理人がいたこと

です。3Kと敬遠されがちなこの業界ですが、一生懸命に作業を行っていました。やっぱり現

場に女性がいると和やかになりますし、シャキッとなりますね。電気関係にも女性が増えると

いいのですが…。 

ザ・パークハウス西新宿タワー60 

契約先 ㈱フジタ 

設計監理 ㈱フジタ 

工期 2013年10月～2017年10月  

施工場所 東京都新宿区西新宿 

建築概要 延床面積 105,488㎡、RC造 

 地下2階、地上60階、953戸 

施工部署 東京第一支店 

協力業者 ㈱Riche、ホーエイ電設㈱、㈲SHINDEN、㈱早電、    

 ㈲青葉電設、中村電気工業㈱、㈱エムテック、 

 東神電気工業㈲ 

inside story 

 私が鹿児島県出身のため、九州料理のお店「おいど

ん」によく通いました。名物「生親子丼」は、毎回ほぼ皆

が発注するほどおいしい！と評判でした。 

 小さい丼しかなかったので、大盛を作れないか相談し

たところ、お店の御好意で提供していただくことになった

のですが、最近になり通称「荒河丼」と呼ばれていると

知りました。大盛を食べているのは若手軍団なのに…。 

若手とともに！日本一のマンション 

 当物件は新宿高層ビル群の端・東京都庁より徒歩約10

分のところにあります。この物件は日本一の階数・60階を有するマンションとして大々的に売り

出しており、「日本一のマンション」として新聞、テレビなどでも報道されていました。 

計画から竣工まで25年の歳月がかかっており、ちょうど私が六興電気に入社した頃からの

案件と聞いて、大型の再開発事業は時間がかかるものだなと驚いたのを覚えています。 

4年前この物件を担当することとなった時、東京第一支店は若手が多い状況でしたので、

「若手（私を除く）だけで60階の日本一を作ろう」を目標としました。現在の年齢になります

が、次席を29歳（安達君）別棟担当を29歳（小林諭君）、入工当時は新入社員だった27歳

（秋山君、小林峻君）途中から27歳（戸谷君）、22歳（佐竹君）他にも数名いましたが…総じ

て25歳以下の人員で日本一のマンションを完成させることができました。現場管理手法・施

工図など1から覚えてもらい、非常に濃い4年間となったことでしょう。また4年間を通し無事故

無災害で竣工を迎えられたのも良かったです。 （東京第一支店 荒河 実己） 

支店の忘年会で再集合 
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ろっこうニュース 

「管理職としての信念」を書きました 

5級職新任者研修は10月に5級職に昇級した方が対象と

なり行われる研修です。今回は、㈱マイナビ様を講師にお招

きして、「管理職として何をするべきか」をテーマとし、管理職

が取るべき基本行動を映像や疑似体験を通して学べるも

のでした。この疑似体験は、自分が主人公（営業課の課長）

として課の問題点を抽出し、その課題に対してどのような取

組みを行うかを体験するものでした。問題点の抽出には情

報収集が重要ということ、その問題点に取り組む優先順位

づけを行うことを学び、特に取り組むべき課題を見つけるの

が難しく参加者が苦労していたようでした。最後に、管理職

とは「チームの成果とメンバーの成長に責任を取る人」と学

びました。 

学んだことを活かして 

 ホーエイ電設㈱ 小山 晃空 

今回技能大会で、時間配分と

作業手順をしっかりとすることを学

びました。現場での作業も、作業

手順と時間配分がしっかりしてい

れば作業効率が上がるので、今

後はそういった点も意識しながら

作業していきたいと思います。 

練習期間に入る前は3カ月が長

く思えたのですが、いざ練習が始まると短く感じ、焦りや不安

がありました。3カ月のなかでいろいろ覚えなければならず、

川口寮内の狭い空間での練習は正直言って大変でした。 

そんな時頼りになったのが寮母さんでした。いろいろ話を

聞いてくれたり相談に乗ってくれたので、心の支えとなりすご

く感謝しています。 

大会での順位は残念な結果に終わってしまいましたが、3

カ月通して学んだことが多いのでそれを今後に活かしてい

きたいと思います。 

疑似体験から学ぶ 

昨年11月7日に東京武道館にて、第50回電気工事士技

能競技大会が46名の選手の参加で開催され、当社からは、

浪川君と小山君（現：ホーエイ電設㈱）が参加しました。 

結果は浪川君が技能賞（11位）、小山君が惜しくも技能

賞からは外れましたが21位と健闘しました。両君の健闘はも

とより参加にあたりお手伝いをいただいた皆様、また六進会

の皆様にこの場を借りてお礼を申し上げます。 

 （工事本部 田中 康弘） 

奮闘！技能競技大会 

大会に出場した2名のコメントをご紹介します。 

憧れの大会に出場して 

 人事部付（㈲塚田電気工業所出向） 浪川 将也 

 前回の技能大会を見学した時

に、自分も是非このような経験を

したいと思い、参加いたしました。

今回は第50回の節目の年で、競

技課題の形が数字の50という形

になっています。配管の曲げる大

きさが大会当日に抽選で決まりま

すので、例年よりも配管曲げの練

習をしなければならず、配管加工が最も重要と言われてい

たので納得するまで何度も反復練習を行いました。 

大会当日は自信を持って挑みましたが、11位という不甲

斐ない結果になってしまいました。しかしこの3カ月間でして

きたことは現場ではなかなか機会のない経験なので、まだ

知識の浅い私にとってはとても良い勉強になり、成長したと

思います。 

技能賞を受賞しました 

2019年度新卒採用スタート 

昨年12月1日より新卒採用ホー

ムページをオープン＆エントリー機能

を始動させ、2019年度の採用活動

をスタートしました。パンフレットはタ

イトルを「自分ブランドの作り方」と

刷新し、入社後のステップアップが

イメージしやすく六興での将来像を

描けるような内容にしました。その

他、履歴書もデータで提出できるよ

うに変更し、書式の既定枠も取り払いましたので、これまでよ

りも応募者の個性を感じられるのではと期待しています。 

2019年度の採用予定数は昨年よりも多く約40名を計画

しています。人事部では採用担当者を1名増員（8ページで

紹介）し体制強化を図りました。より支店の方々と協力をし

合いながら採用活動を行っていきたいと思います。 

 （人事部 河上 美幸） 

※パンフレットは下記よりご覧いただけます！ 

http://rokkou.hartech.co.jp/2019/

pamphlet.pdf 

新パンフレットの表紙 

 この度「三田ＮＮビル改

修工事」にて鹿島建設㈱

様より安全優秀功労者

に選ばれました。この物

件は竣工して22年のテ

ナントビルで、六興電気

の先輩方が入居工事や

その他改修工事などを

多く行ってきました。私が担当になったのは昨年5月からで、

現在までに数件の改修工事を行いました。  

テナント改修工事は経験不足ではありましたが、今まで同

物件で工事をしてきた職人の皆様や先輩のフォローもあり、

無事故無災害にて竣工できたことが今回の選出理由であ

ると考えています。 

今後も改修工事が続く物件ですので、今回の表彰で気を

抜かず、安全に関する施工やチェック方法をより良いものに

していきたいと思います。 （東京第三支店 臣永 卓洋） 

安全優秀功労者賞を受賞しました 今後は長江社長の講話にあった「5級職は名実ともに会社

の中心」の立場になるので、この研修で考え、話し合った経

験を活かしていきたいと思います。  

 （東北支店 林 健太郎） 

アットホームな中国支店 

 昨年8月20日、広島在住の中国支店員で開催したバーベ

キュー大会に家族で参加しました。アウトドア大好き、お酒大

好きな私。この日を楽しみに待っていました。 

 久しぶりに会う社員やそのご家族と、お肉を食べながらさま

ざまな話が弾みました。また初めてお会いする若い社員の

方とその彼女ともお話ができて良かったです。 

子どもたちもシャボン玉をしたり、輪投げをして景品をも

らったりと大満足！お父さんの会社って楽しいという印象にな

りました。仕事をしているお父さんはなかなか見られないけ

れど、このように社員の方々と集まることで、何か感じるもの

があったように思えました。また、次回があれば是非参加し

たいです。      （畝 恵理さん（中国支店 畝 太生の妻）） 

輪投げで大盛り上がり！ 

今回私は㈱トライアンフ様と（一社）Good Try JAPAN様

の主催する研修に参加させていただきました。社外研修自

体 が 初 め て で し た が、Microsoft CorporationやGoogle 

Inc.などへ訪問できるということで即参加を決めました。半

年間という長きに渡る研修のなかで「デザイン思考」という

考え方を学びました。デザイン思考とはユーザー目線に立

ち、ユーザーに共感すると共にそのユーザーの抱える問題を

クリアしていくというものです。昨今世界の名だたる企業が集

まるシリコンバレーでは主流の考え方で、分野は違えど共感

できるものがありました。実際の企業訪問ではそのデザイン

思考を用いたビジネスモデルを見て感銘を受けたのを覚え

ています。 

また今回の研修を経て、素晴らしい仲間たちにも出会えま

した。しかし研修最終日に仲間と思い出話に花を咲かせす

ぎて、妻に大目玉を食らってしまいました。そのことに関して

は深く反省しております…。 （名古屋支店 山本 達也） 

半年間の研修を通して得たもの 

課題にグループの仲間と挑戦中 

大会の様子 

“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。 

「 一人ひとりが責任者 自分の身を守るため  

        仲間の安全守るため」 

     （名古屋支店 渡邊 浩昭） 

 現場の朝礼や訓話などで、「安

全は一人ひとりが責任者」という

言葉を聞いたことがあります。この

責任者には2つの意味があると思

います。1つ目は自分の身を守るこ

と。当社では事故・災害が多い危

険作業をカードにまとめ活用しています。2つ目は仲間の

安全を守ること。同じ会社・現場の仲間が危険な行動

や作業をしていないかを気に掛けています。 

この意識があれば災害が減ると思い、標語を作りまし

た。皆様も自分、そして仲間の安全を意識してみてくだ

さい。 
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 *** おしらせ *** 
Legend認定者決定（対象期間2018年1～12月） 

Legendは、60歳定年を迎えた後も実績が著しく素晴ら

しい社員を称える制度です。今回は12名の方が認定され

ました。今後も益々のご活躍を期待しています。  

10月～12月の採用 

人事部  主任  松田 啓貴 

工事本部 顧問  大貫 勝壽 

東京第二支店 工事係  田中 和馬 

東京第二支店 工事担当  生田目 潤 

北関東支店 営業係  吉田 尚生 

沖縄営業所 技術担当  田場 宣裕 

受注！ 

・大船駅前第二市街地再開発（住宅棟） 東京第一支店 

・ライオンズ瓢箪山駅前計画  名古屋支店 

活躍する六興OB 

1月～3月のスケジュール 

月 経営会議 行事等 特別休暇 

1月 6日 4日：仕事始め  

2月 2日   

3月 2日 
中間決算期 

26日～4月6日：新入社員研修 
 

10～12月の採用 

卒業＆新メンバーの紹介 

この度、新聞委員を卒業することになりました。入社して間

もなくメンバー入りし、あっという間の4年半でした。ネタ探し、

記事の依頼収集やレイアウト編集、時には取材に行ったりと

たくさん経験させていただきました。また社員の皆さんとも交

流を深められ、楽しく制作できました。ご協力いただきました

皆さん、新聞委員の皆さん、ありがとうございました。 

 （東京第一支店 村田 惠美） 

新年号から新聞委員の一員となりました。制作に携わって

みて感じたのは、ろっこう新聞は記事を書いてくれる方はもち

ろん、支店の皆様と私たちの橋

渡しとなってくださる管理室の

皆様をはじめ、たくさんの方のご

協力があって創り上げられてい

るのだということです。楽しいろっ

こう新聞をお届けできるよう精

一杯頑張ります。よろしくお願い

いたします。  

 （東京第二支店 下田 紀恵） 

購買部 理事・購買担当 吉原 健一 

GS部   技術担当 福嶋 宏一 

首都圏本部 工務担当 佐藤 仁 

東京第一支店 技術担当 大竹 健氏 

東京第二支店 工事担当 細野 貴史 

北関東支店 工事担当 髙木 末次 

北関東支店      工事担当  佐藤 友彦 

東北支店 工事担当 佐藤 芳夫 

新潟支店 工事担当 樋口 隆 

中国支店        工事部長 上野 愼司 

東京第三支店 工事担当 鈴木 文雄 

東京第三支店 工事担当 梅山 修幸 

人事部  松田 啓貴 

不易流行 

 はじめまして。昨年11月21日

より人事部にてお世話になって

おります松田啓貴（まつだひろ

き）と申します。社会人生活20

年弱のなかで、そのほとんどを

人事・採用の担当として過ごし

て参りました。 

自らの経験を活かしながらもその経験にとらわれることな

く、新しい気持ちで新卒の学生、中途採用の候補者に六興

電気のファンになっていただけるよう、全力で業務に取り組

んで参ります。皆様のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い

申し上げます。 

入社された方より一言いただきました。 

Legend認定証授与式にて 

社員の皆様から休暇取得

時に撮影した、思い出の写

真とエピソードを応募いただ

きました。締切り後に全社員

による投票を行い、大賞には

東京第一支店の村田さんが

選ばれました！ 

 今回は17作品が寄せられ、

どれも綺麗な風景や家族・

友達とのひと時が写ってい

て、何に投票するか迷った方

もいたかと思います。次の休暇の過ごし方の参考や、社員同

士のコミュニケーションの一つとして活かしていただけたら幸

いです。 

 大賞の賞品は旅行券、また応募いただいた全ての方へは

オリジナルクオカードを進呈いたします。参加してくださった

皆様、ありがとうございました。 

 そして第2回の応募を受け付けております！募集締切りは4

月27日、2017年10月～2018年3月の間に撮影された写真

でご応募ください。詳しくは特設サイトでご覧いただけます。

引き続きたくさんの応募をお待ちしております！ 

       （人事部 椎屋 未来） 

第1回 6KOU私の休暇自慢 結果発表 

#彼女と台湾デートなうに使っていいよ 

嶋田  建弘さん（嶋田電気管理事務所）  

元取締役千葉支店長~1965年入社1999年退職~  

 六興電気を退職後、友

人に誘われ、体力維持と

ボケ防止をかねて電気

保安管理業務の事務所

を開設し、千葉県内で40

カ所の事業所と外部委託

管理業務を締結して保

安管理業務を行い15年

になります。 

 こ の 度、加 入 し て い る

（公社）日本電気技術者

協会の関東支部よりご推

薦いただき、永年の安全成績（52年間無事故・39年間法令

無違反）や、電気設備保守について、同協会千葉地区技術

者や所員等に対する定期的な研修会や交流会等による技

術力の向上・人材育成等が評価され、電気安全関東委員

会委員長表彰 電気主任技術者を受賞しました。 

少子高齢化社会に突入し若い世代の厄介にならないよう

に少しでも社会に貢献できるように仕事を続けています。 

※Facebookに、先祖・仁科盛信公 武田家旧温会ブログ

が掲載されています。武田家旧温会 嶋田建弘で検索でき

ます。ぜひご覧ください！ 

表彰の様子 


