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最近読書量が減っていて、未読の書籍が積みあがっています。

それではいけないと思い、書評で評判の「AI vs. 教科書が読めな

い子どもたち」を読了しました。最近はAIが一種のバズワード（流行

り言葉）になっており、近いうちにシンギュラリティ（これもバズワード）

が到来して、人間は機械に置き換えられてしまう、といった話が書

店に溢れています。しかしこの本の著者は、実用化されているAIの

中身は統計処理であって意味を考えている訳ではない、だからシ

ンギュラリティなんて来ない、と主張しています。一般にAIとは、脳

の構造をコンピュータ上に再現して、機械に考えさせる技術と言わ

れています。しかし著者の言うように実態が統計処理だとしたら、

関東の居酒屋チェーン「北海道」と、北海道にある居酒屋の区別

がつかないことになります。そこで試しに「北海道の居酒屋」と「居

酒屋の北海道」をgoogleで検索してみたところ、全く同じ答えが

返ってきました。楽屋裏が見えた感じです。確かにAIは考えていま

せん。しかし著者は、「だからAIは人を代替できない」と楽観してい

ません。というのも、調査によれば若者がことばの意味を理解する

力が低下しており、それでは機械と同じなのでAIに勝てないと危

惧しています。逆にいえば、ことばの意味を理解する力さえあれば

AIに勝てるのです。こちらは私も同感で、説明を受けても問題点を

理解できない人は何故なのか、わかったような気がしました。この

本には理解力をテストする簡単な問題がいくつか載っているので、

試してみるとおもしろいでしょう。漠然とですが、社員教育のヒントと

なったように感じられました。 

仕事の上での心構え 
さて今年も、六興電気に44名の仲間が加わりました。新入社員

の皆さんは今日からチームの一員です。わからないこともたくさん

あるでしょうが、先輩は聞けばなんでも教えてくれます。じっくり腰

を据えて仕事に取り組んでください。そこでこれから社会人生活を

始めるにあたり、新入社員の皆さんにぜひ守ってほしいことがあり

ます。 

1つめは、「問題をうやむやな説明でごまかさない」、「自分だけで

温めておかずすぐに報告する」、という六興の基本ルールです。正

直であれ、と言い換えてもよいでしょう。最近、大手メーカーが規格

外の製品を出荷していた、という事件が何件も起きています。ごま

かしの結果がどうなるかは少し考えればわかることで、彼らがなぜ

こんなことをしたのか不思議です。しかし実社会で人は往々にして

仕事のプレッシャーに負け、目先の利益やきびしい要求を凌ぐため

に安易な取り繕いに走り、「とりあえず」とか「この程度なら」とごまか

しに走る例がたくさんあります。困ったことにごまかしは必ずばれる

とは限らないので、一度取り繕いに手を染めるとまた返すことにな

り、だんだんと感覚が麻痺してゆきます。ごまかしへの誘惑はこの

ぐらい強いものです。そこまでに至らないまでも、仕事をしていると

必ず失敗することがありますが、その報告で事の顛末を微妙に包

み隠した話をする人がいます。しかしそれをされると、聞いている相

手は問題の理解に手間取り、貴重な時間を浪費してしまいます。

ましてや事実を公にせず隠蔽すると、問題は解決されないままど

んどん拡大してしまいます。しかしどんな問題も適切に対処しさえ

すれば、損害は最小限に抑えられるものです。もちろん失敗したら

怒られますけど、それはその場で終わり。次の瞬間からどうやって

失敗をリカバーするかに全員が知恵を出す、それが我々の求める

やり方です。だから六興では失敗は処罰の対象になりませんけど、

隠蔽や取り繕いに対しては厳しい処分が下されます。新入社員の

みなさんもこれから職業人として仕事をしていると、こういう場面に

必ず遭遇します。そのときに「正直であれ」という言葉を思い出し

て、正しい行動をしてください。 

2つめにお願いしたいのが、「誠実」という態度です。正直であれ

というのは問題が発生した時のルールでしたけど、誠実とは日々

どのように過ごすかの心構えです。最初は試行錯誤でやっていた

仕事も、慣れるに従って自然にできるようになります。そんなとき、

この程度でいいだろう、と思ってしまいがちです。しかし仕事という

のは全て少しずつ異なっているもので、安易な思い込みは思わぬ

問題につながります。一例ですけど、材料は通常なら電話で注文

して数日で納入され、同等品であればメーカーの変更もそれほど

難しくはありません。しかし米軍工事で使うアメリカ製の資材は、海

外から船で運ばれて来ます。それを普通の注文と同じと思って計

画したら工事に間に合いません。こんなことにならぬためにも、先輩

がなにか説明してくれる時は誠実な態度で理解に努め、わかった

つもりにならぬよう心掛けてください。「誠実」に関しては、一緒に仕

事をする社外の方やお客様への気持ちもあります。発注者であっ

たり作業をお願いする先であったりと立場は異なりますが、現場で

は全員が共通の目標に向かって働いています。相手の立場を考え

ながら主張すべきことは主張し、直すべき点は直す、という中から

本当のチームワークが生まれます。 

3つめのお願いは、「考える習慣」です。仕事のやり方は、覚えるこ

とが可能と思います。しかしさらに踏み込んで、どうしたら改善でき

るかは、なぜそれが必要なのかを考えないと出てきません。覚える

だけでは不十分なのです。例えば、配線ルートの変更や機器仕様

の最適化でコストを下げることをVEと言いますが、なぜこの仕様が

要求されているか理解したうえで、どう変更したらよいか（できる

か）を考えねばなりません。しかも次々に与えられる問題に臨機応

変に対応する必要があります。複数の問題を同時に解決しなけれ

ばならないことも多いのですが、ほとんどの場合それらは相反する

要素を持っています。また六興では今、全社をあげて労働時間の

短縮を模索していますが、作業の改善では不十分で、やめてよい

仕事を探さねばなりません。このように、仕事上では自分で解を探

さねばならないのですが、いつも「なぜ？」と考える習慣があると短

時間で最適解を見つけられるようになります。固定観念にとらわれ

ない柔軟な発想を大切にしてください。 

社風を大切にしてください 
六興では、規則をあまり細かく定めていません。これは、人はごま

かすものだ、という性悪説に基づいて細かい規則を定めるとチェッ

ク機構が肥大化し、大企業病といわれる硬直的で効率が悪い組

織になってしまうと思っているからです。規程のどこにも書かれてい

ませんが、六興ではお互いに隠さず意見を言い合い、失敗しても

人を責めずに協力して問題解決の方法を考える、という価値観が

最大の規則です。新入社員の皆さんも、ぜひこれを自分のものと

してください。ようこそ、チーム六興へ。 
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東京第一支店 

工事係 

小林 悠人 

自分に厳しく 

他人に優しくすること 

東京第一支店 

工事係 

三輪 健太 

一緒に仕事がしたいと 

思われる人 

東京第一支店 

工事係 

小柳 侑也 

コミュニケーションで 

ナンバーワン 

東京第二支店 

工事係 

福井 悠介 

人としての 

器の大きさ 

東京第二支店 

工事係 

伊藤 咲綾 

笑顔で 

ナンバーワン 

茨城支店 

工事係 

蛭町 直紘 

助けてあげたいと 

思われる新人 

横浜支店 

工事係 

兼尾 竜司 

新卒努力家 

ナンバーワン 

千葉支店 

工事係 

宮尻 宏樹 

周りを引っ張る 

統率力 

東北支店 

工事係 

鈴木 瑛大 

笑顔と明るさで 

ナンバーワン 

東北支店 

工事係 

遠藤 優磨 

夏の色黒さで 

ナンバーワン 

東北支店 

管理係 

松田 悠季 

笑顔と挨拶で 

社内を明るくする 

北関東支店 

工事係 

佐々木 皓煕 

真面目な 

オートバイマニア 

大阪支店 

工事係 

雨宮 洋平 

元気の良さ 

ナンバーワン 

静岡支店 

工事係 

三木 貴広 

みんなからの 

信頼度 

名古屋支店 

工事係 

中里 俊昭 

粘り強く 

頑張ること 

静岡支店 

工事係 

武井 將旭 

笑顔で会社を 

盛り上げる 

グローバルサポート部付 

工事係 

Pitiquen Abednego 
Brenn Carlo Solon 

皆と一緒に 

一所懸命頑張ること 

グローバルサポート部付 

工事係 

San Pedro Erwin 
Jan Lagutin 

電気工事の 

提供でナンバーワン 

東京第二支店 

工事係 

田中 和馬 

ここぞという時に 

頼れる男 

北関東支店 

営業係 

吉田 尚生 

社内外での 

知名度 

一言テーマ 

「私はこれで六興ナンバーワンを目指します！ ！」 

千葉支店 

工事係 

奥富 大貴 

気配りが 

出来る人 

Introduction of New Employees 

先輩社員のみなさん  よろしくお願いします

新しい仲間を迎えて 

3月27日～4月5日の土日を除く9日間、新入社員研修を実施しました。今年は大卒21名、

高専・専門卒5名、フィリピン現地採用2名、高卒16名、合計44名が六興電気の新しい戦力と

して入社しました。 

研修初日こそ学生気分が抜けきらないところもありましたが、自衛隊研修、技術者倫理特

別講義、安全衛生教育などを経て、団結、指揮、規律といった組織の一員としての心構え、

チームワーク、同期との繋がりの大切さなどを学び、研修最終日には初日とは見違えるほど

「六興電気の一員」として成長してくれました。 

新入社員の皆さん、これから配属先でさまざまな体験を積み重ねていくと思いますが、研

修で学んだ通り、体験は未来の自分に活かすことができて初めて「経験」に変わります。新入

社員の皆さんの輝かしい未来に、乾杯！    

（人事部 松田 啓貴） 

この度、御社のご厚意により1年目社員2名・新入社員2名の計4名を自衛隊研修に参加さ

せていただきました。出発初日は、時間ギリギリで集合場所に到着した者、不安そうな表情を

浮かべている者など、これから3日間無事に過ごせるだろうかと大変心配しました。ところが研

修を終え会社に戻ってきた姿は、疲れてはいたものの、達成感からかどことなく自信のついた

清々しい様子でした。 

全員がこの研修を通して、協調性や規律の大

切さを学び、御社の新入社員の皆さまから多くの

刺激を受けたようです。なにより1年目の社員は、

入社後直ぐに配属先でOJTを開始したため、お

互いを知る機会が殆どありませんでした。しかし、

互いを励まし、助け合ったこの3日間で、同期の

連帯感が深まったことは、弊社にとって非常に嬉

しい成果でした。「なかなかできない経験だった」

と新入社員も申しておりましたが、本当に貴重な

機会を与えていただき、ありがとうございました。

最後になりましたが、今回の研修実施に際しまし

て、山田管理本部長はじめ人事部の皆さまには

大変お世話になりました。この場をお借りいたしま

して御礼申し上げます。  

（宮内建設㈱ 田原 真紀 様） 

名刺交換は相手の目を見て 仲間たちと学ぶ 

2社合同自衛隊研修 
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大阪支店 

工事係 

猪熊 凌雅 

人柄の良さ 

ナンバーワン 

大阪支店 

工事係 

原田 大輝 

誰よりも 

努力をする人 

神戸支店 

工事係 

小國 将仁 

誠実さと 

真面目さ 

神戸支店 

工事係 

夜久 慧太 

資格の取得数で 

ナンバーワン 

㈱坂電工業出向 

電気工事士 

石川 佑太 

元気と笑顔 

手際の良さ 

神戸支店 

管理係 

米田 悠起 

支店を 

管理する能力 

中国支店 

工事係 

中原 啓人 

吸収力で 

ナンバーワン 

金澤電興㈱出向 

電気工事士 

板橋 隼平 

コミュニケーション力 

仕事の丁寧さ 

金澤電興㈱出向 

電気工事士 

藤井 大弥 

職場の 

雰囲気作り 

ホーエイ電設㈱出向 

電気工事士 

伊藤 仁希 

体力で 

ナンバーワン 

㈱坂電工業出向 

電気工事士 

土門 将也 

目配り、気配り 

心配り 

㈱ミトモ電設出向 

電気工事士 

阿蘇 悠茉斗 

集中力で 

ナンバーワン 

㈲エムテック出向 

電気工事士 

猪又 廉也 

コミュニケーションを 

大事にした親しみ易さ 

㈲エムテック出向 

電気工事士 

中村 琉太郎 

時間前、 

期限前行動 

㈲オービット出向 

電気工事士 

阿部 竜典 

気軽に話せて 

気が利く人 

㈲塚田電気工業所出向 

電気工事士 

竹中 周平 

真面目で 

仕事熱心 

㈱植田電気出向 

電気工事士 

髙田 悠暉 

電気工事の 

実力 

㈱NMK.7電設出向  

電気工事士 

塚越 恭平 

誰よりも 

爽やかな挨拶 

㈱NMK.7電設出向  

電気工事士 

村永 啓太 

誰からでも 

話しやすい存在 

㈲塚田電気工業所出向 

電気工事士 

田中 優人 

優しさで 

ナンバーワン 

㈲三協電設出向 

電気工事士 

濱田 聡真 

誰よりも速くて 

丁寧な工事 

㈱NMK.7電設出向  

電気工事士 

酒井 晴都 

目標達成のための 

チームワーク 

エネルギープラント支店 

工事係 

亀山 紅葉 

仕事に対する 

情熱 

  よろしくお願いします 

チーム「ろっこう」 

 ～入社式～ 

4月6日、東京プリンスホテルにて入社式を行いました。当社では3年前から、いわゆる式

典形式の入社式を廃止し、「入社式は歓迎のメッセージを伝える場」と位置づけ、立食の

懇親会形式を入社式としています。中でも、新入社員へ向けた「配属部署からの歓迎メッ

セージビデオ」は特徴的で、新入社員も嬉しそうな表情で観ている姿が印象的でした。 

当日の様子を写真にてご紹介いたします。  

特別講義をしていただきました ～技術者倫理～ 

新入社員の皆さんは、数年後には街の中に環境として残る建物をたくさん作っていくことに

なります。その仕事のなかで、価値観の違いから倫理的な判断を下さなければならない場面

が建物の数以上にたくさん出てくるはずです。そのような場面では、技術者として何を優先し

て仕事をすべきかしっかりとした考えを持ち、自分の意思を仕事の仲間に適切に伝える必要

があります。 

この研修では、身近に起こる事例を題材に、問題解決のために周りとどのようにコミュニケー

ションを図るのかを考えてもらいました。短い時間の中で忙しいワークになりましたが、意見交

換を通じて色々なコミュニケーションの方法があることを感じてもらえたと思います。皆さんは

これから仕事にかかわるさまざまなスキルを学んでいくことになりますが、この研修が高い倫

理観を持った技術者として成長してもらうためのきっかけになればと切望しています。 

（学校法人福岡工業大学 高原 健爾 様） 

決意宣言！ 技術者として考えるべきこと 



各地の竣工物件 
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プラウド綱島SST 契約先 鹿島建設㈱ 

設計監理 鹿島建設㈱ 

工期 2015年6月～2018年1月  

施工場所 愛知県名古屋市中区栄 

建築概要 延床面積 56,129㎡、RC造 

 地下1階、地上40階、304戸 

施工部署 名古屋支店 

協力業者 ㈱福岡電工、森井電気、 

 ㈲外山電設、㈲岡本電気、 

 ㈲稲垣電気工事 

グランドメゾン御園座タワー 

検討と打合せの大切さ 

当物件は、三宮駅前の主要道路フラワーロードから新神戸駅へつながる中間地点に建てら

れたホテルです。北野異人館街や神戸布引ロープウェイなどが徒歩圏内にあり、ビジネスと

観光の拠点として便利な場所となっています。そのため、当現場近辺は、平日でも観光客の

人通りが多いだけでなく、三宮の中心街ということもあって敷地も狭く、施工時には道路沿い

敷地外からの機器搬入ということで、外部にはとても気をつかいました。このような搬入できる

敷地がない中心街での現場は初めてでしたので、機器の搬入計画と発注がスムーズに進む

ように心掛けました。 

当現場は工期も短く、本格的に配線作業を行えたのは7月頃からでしたので、それまでの

期間に建築・設計・設備打合せと、同様な他の物件を参考に検討をできたことが良かったと

思います。苦労したことは、客室内の配線器具が家具内に納まらないといけなかったので、建

築図・家具図をみながら、現場での建築業者との細かい調整、チェック、修正が大変でした。 

また、外部のフラワーロード側に取付けたアッパーライトの調整も、お客様のこだわりがあり、

寒い夜に何度も照明の角度や照り方を調整する作業があったことが大変苦労しましたが、無

災害で終わることができて良かったです。さまざまな問題はありましたが、この経験を活かし

てこれからも頑張っていきたいと思います。 （神戸支店 池端 秀紀） 

inside story 

新入社員の室井君が10月から配属され、一番忙しい時期からの配属にもかかわらず、最

後まで一生懸命に頑張ってくれたことが印象的でした。竣工前には現場関係者と、とても

良い関係になっており、現場内で活躍してくれました。 

ユニゾイン神戸三宮 

契約先 ㈱熊谷組 

設計監理 ㈱大建設計 

工期 2016年11月～2017年12月  

施工場所 兵庫県神戸市中央区布引町 

建築概要 延床面積 3,919㎡、S造 

 地上11階、199戸 

施工部署 神戸支店 

協力業者 ㈲増原電気、㈱EXST TEC 

春江町さくらの杜 

工期の短縮化 

当物件は、東京都江戸川区にあり、環状七号線や首都高速道路など幹線道路が近く交通

の便が良い地域です。ちなみに、小松菜は江戸川区が発祥の地として知られ、現在の江戸

川区小松川で将軍の徳川吉宗が鷹狩の際、名がなかった菜が入った味噌汁を食し、「小松

菜」と命名したことに由来していると言われています。（福）春和会様の、さくらの杜系列の老

人ホームは現在10件以上のシリーズ物件ということでしたので、高品質を目標に施工をしま

した。また、近隣が住宅街ということもあり、風散物や不用意な騒音にも注意しました。 

施設の事業内容は、特別養護老人ホームで、居室の他に地域交流スペースも備えていま

す。着工時の工程表では受電後から引渡しまでの工程が短く、苦労することが予想されたた

め、終盤に施工予定であった外構工事の大部分を先行で行い、内装工事では居室内をユ

ニットケーブルに変更して工期短縮化を図りました。また、電工・各業者とのコミュニケーション

のとりやすい現場づくりにも力を入れ、工事の遅れや手戻り作業がなく施工することができま

した。施工途中でレイアウト変更などもありましたが、建築・設備と協力してスムーズに対応で

きました。現場は、夏場にスラブ配管、冬場に仕上工事となりましたが、工期短縮化を図り、高

品質な物件を提供でき、無事竣工を迎えました。 （北関東支店 熊澤 亨一） 

inside story 

通勤が困難なため、宿舎を借りての業務でしたが、建築所長がゴルフ好きということも

あって平日夜間ゴルフスクールに通い、リフレッシュしながら仕事をしました。少しは上達で

きたかなと…。現場近くの焼き鳥屋さんもいつの間にか顔なじみになっていました。また、週

末しか家に帰れませんでしたが、第2子も授かり全てにおいて充実できました。 

契約先 ㈱トヨダ工業  

設計監理 ㈱NC設計 

工期 2017年2月～2018年1月 

施工場所 東京都江戸川区春江町 

建築概要 延床面積 5,832㎡、S造 

 地上4階、152床 

施工部署 北関東支店 

協力業者 金澤電興㈱ 

注目の物件 

当物件は、名古屋駅と繁華街の栄との中間にある一世紀

以上に渡る劇場経営の歴史を持つ御園座の旧劇場跡地に

位置します。建物は劇場と店舗、分譲マンションを併せた複合施設となっており、当社はマン

ション部分を施工しました。工事期間中は毎月現場見学などがあり、周囲から注目された建

物でした。住戸は7～19階（142戸）がセレクト、オプション対応、20～29階（98戸）がセミオー

ダー（水廻り以外変更可）、30～40階（64戸）はフルオーダー（水廻り、外部サッシも変更可）

のため、変更依頼が日々送られてきて、見積作成、機器の確認、納まり検討、図面作成に追

われました。そのため、同じ住戸は1つもなく、304戸分のプロット図、施工図を作成しました。 

外観や共用部の仕上げは、施工途中から隈研吾氏の監修により、設計図の意匠から比べ

ると別物になり、天井内の納まりや器具の取付方法を再検討し、図面での検討やモックアッ

プを作成して何度も確認してもらうなど決定するまでに時間がかかりました。特に、光の色や

角度を気にされていたため、点灯時は細かなチェックをもらい、調整するのに苦労しました。建

物が完成した時は、通行人が立止まり写真を撮ったり、地元テレビ局や新聞社の取材が来た

りして、周囲から注目されていたことを改めて感じました。 （名古屋支店 江口 裕明） 

inside story 

鹿島建設㈱様の改善事例発表会に当現場（建築、設備各1チーム）からも参加すること

になり、劇場設備チームと住宅設備チームの4社合同で行い、1位と最下位にならないこと

を目標にしました（笑）。結果、設備の中部支社代表になってしまい本社で発表することに

なりましたが、発表時期が竣工検査と重なり、代表で住宅の設備業者の担当者のみ東京

に行ってもらいました。全国大会の結果は優秀賞（＝参加賞）でした。 

弱電の勉強になりました 

当物件は、野村不動産㈱様が主導している次世代都市型

スマートシティ「綱島SST（サスティナブル・スマートタウン）」

のプロジェクトの一環で、敷地内には大型商業施設や国際学

生寮、水素ステーション、技術開発センターなどがあり、当社

は集合住宅を担当しました。スマートマンションということで電力の見える化をはじめ、専有部

内は電気錠やAISEGによるエアコンやエコキュート、インターホンの来客応答、照明制御がタ

ブレット一つで操作可能な仕様となっており、他にも電動カーテン用電源や掃除ロボット待機

場がイニシャルである非常に特徴的なマンションとなっています。 

施工面では、弱電の配線量が通常のマンションの2倍はあるのではないかと思うくらい多く、

とても複雑でした。また、メーターボックスが外廊下の手すり側にあることも他の物件と違い、

施工するにあたり安全面や作業効率、施工方法の事前検討に時間を費やしました。 

本現場は私と同期で入社し、今は㈱植田電気さんにいる小田君に職長をお願いしました。

「こんなことも分からないのか！」「こんな図面じゃできない！」などと言われないように気が引き

締まる毎日でしたが、そのお陰で3年目の藤原君の現場チェックがしっかり機能し、手直し工

事はなく、工程も常に先行して進めることができました。お客様からの評価も良く、無事故で

竣工できたことも良かったです。 （横浜支店 北野 健二） 

契約先 三井住友建設㈱ 

設計監理 三井住友建設㈱ 

工期 2016年11月～2018年3月  

施工場所 神奈川県横浜市港北区綱島東 

建築概要 延床面積 8,315㎡、RC造 

 地上10階、94戸＋保育室 

施工部署 横浜支店 

協力業者 ㈱植田電気 

inside story 

私と藤原君の2名体制の現場で、翌週から専有部の配線がスタートするというときに2人と

も同じタイミングでインフルエンザにかかってしまいました。前の日、2人とも少し体調が良く

なかったのですが、居酒屋に「アルコール消毒をしに行くか！」と。これがよくありませんでした。

1週間、現場対応をしてくださった葛西さん、谷森さん、中村さんありがとうございました！ 
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北関東支店 ～移転しました～ 

新潟六進会  

  ～発足しました～ 

建設業界を取り巻く大きな課題である、優秀な人材の確保を協力会新潟支部の皆さまと

相互協力できる仕組みを考え導き出した答えが、「新潟六進会」の発足です。 

すでに首都圏では実績があり、新潟地区でも運用したいとの声があり、㈱坂電工業・坂爪

社長、㈱ミトモ電設・三母社長にお願いしたところ快諾をいただき、スタートを切る運びとなり

ました。仕事の本質を身に着けることが、一人前になる一番の近道だと思います。 

人は宝、今後の成長に大きく期待しています。当社と協力業者さまの双方がさらに大きく飛

躍できると確信しています。      (新潟支店 志賀 啓介） 

創業 1979年4月 

従業員  13名 

代表者  代表取締役 三母 英二 

住所  新潟県新発田市新富町3-8-19 

仕事に責任・誇りを持ち一人ひとりが営業を心に留め業務する 

六興電気とは1986年頃・二王子温泉病院新築工事が最初の出会いで、30年余りのお付

き合いになります。当社は常にお客様の視点に立ち、意識を高め、技術を磨き、地域とお客様

に信頼され愛される企業として社会に貢献することを理念に努めております。ベテラン社員が

多く、技術力に長けた人材が揃っています。マンション、商業施設、工場などの民間施設から

学校、病院などの公共施設まで幅広く柔軟に対応し、お客様から信頼を受けていると自負し

てます。 

―今後の展望 

当社も世代交代の時代であり、新入社員や若手社員に積極的に資格取得、経験を積み、

先輩より技術を受け継いでほしいと思います。そのために極力、若手社員に職長を担ってもら

い、ベテラン社員は補佐の形をとるようにしています。 

今年度、初めて六興電気の新入社員を研修出向で受入を予定しています。指導すること

で挨拶・安全・技術の基本を皆で再確認でき、当社にとりましてもプラスとなり、また良い風を

入れてくださると期待しております。   （㈱ミトモ電設 三母 英二 様） 

創業  1976年1月 

従業員  44名 

代表者  代表取締役 坂爪 裕介 

住所  新潟県新潟市秋葉区 

 あおば通り2-1-28 

地域に根ざした土台になろう 

当社は「地域に根ざした土台になろう」を合言葉に、生活基盤の構築、電気の安定供給を

図るなか、一つひとつの業務において一人ひとりが誇りを持ち、安心・安全・快適な生活空間

を提供できるよう努めています。 

その一環として、秋葉区内の大学と連携し「甘酒プロジェクト」に参加いたしました。今後もさ

まざまなプロジェクトに参加し、地域の活性化に貢献していきます。 

20代から各年代で10人程度ずつ在籍しており、さまざまな世代のさまざまな感性が存在

し、それが良い効果として機能しています。 

―六興電気との思い 

六興電気とは新潟県庁・新潟アリーナなど、新

潟県内の公共施設の建設及び更新工事に関

わっており、今後も一緒に地域の皆さまのお役に

立てればと思います。 

 （㈱坂電工業 坂爪 裕介 様） 研修旅行にて 

株式会社坂電工業 株式会社ミトモ電設 

気軽に立ち寄れる開かれた支店に 

 2月26日に、JRさいたま新都心駅から徒歩1分の

場所に移転しました。開所祈願は、社長・本部長・協

力業者さんを含め約80名の方で執り行い、近隣の

ホテルで開所記念パーティーも開催しました。大勢

の参加者に恵まれ、記憶に残る初日となりました。  

 移転を決めた理由は、立地の良さです。以前の事

務所は大宮駅から徒歩約20分と、少々遠くにありま

した。かねてから求めていた物件が見つかったことを

きっかけに、今回の移転を決めました。 

 新事務所は広さが約1.7倍になり、木目調をベース

にcafé＆barのイメージとなっております。 24年間お

世話になった事務所に別れを告げ、新たな事務所

で支店員一同、心機一転頑張ります。 

 （北関東支店 水野 満） 

開所式の様子 

盛大な開所記念パーティーが開催 

まさに新事務所の象徴！café＆barをイメージして作られた素敵なエントランス＆応接室 

くつろぎすぎて時間を忘れてしまうかも 

シックでおしゃれな応接室 

エントランス 

応接室 

受付 執務室 会議室兼打合せスペース 

新しい北関東支店、このような感じになりました！ 

夜になると…？ 

夜景も一望！？おしゃれなバーに大変身 

北関東支店の皆さん 

 

気軽にお立ち寄りください！ 

お待ちしております♪ 

新住所: 〒330-0843 

 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-261-1 キャピタルビル 6階 

 電話番号：048-711-8500 / FAX番号：048-711-8503 
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安全優良協力会社賞を受賞しました 

1月26日に、当支店の重要

顧客であります㈱長谷工

コーポレーション様と東京安

全協力会合同の「2018年安

全大会」において、当社は安

全管理に対して非常に優秀

であり、他社の模範となると

の理由から「安全優良協力

会社賞」をいただきました。         

同社からの表彰は初めてであり、非常に名誉なことです。 

当日は壇上で表彰状と記念品を代表取締役大栗会長と

佐藤東京安全協力会会長より受領しました。今後はこの賞

に恥じないように、より一層の努力をしてまいりたいと思いま

す。社員はもとより、協力会社の皆さまのご協力をお願いい

たします。 （東京第二支店 奈須 孝志） 

丁寧でわかりやすい講習  

 ㈱エムテック 木原 理 様 

今回、六興電気主催の実地試験の事前講習を受けて試

験に臨んだ結果、無事合格できました。以前、独学で受験し

た時は、筆記合格、実地不合格、翌年の実地不合格という

結果でした。正直、実地試験を軽く考えていましたが、不合

格になり、どういった対策をすればいいか悩んでいました。そ

こで今回の事前講習を受けられる機会があったので、参加

させていただきました。講習の数週間前から、レポートや課題

の提出があり驚きましたが、受講者を合格させようという姿

勢を感じました。ですから私も仕事の合間や、業務終了後に

課題に取り組みました。 

そのお蔭で、実際の講習では講師の方の説明がとても理

解しやすかったです。講習内容も重要なポイントを丁寧に説

明していただいたので、その後の自習勉強でもとても役立ち

ました。これから資格取得を目指している方にもおすすめし

たい講習です。丁寧な講習をありがとうございました。 

フィリピン大学 就職フェアに参加 

 2月8日 ～10日 の3

日間、フィリピン大学

（University of the 

Philippines）の就職

フェアに参加してきま

した。 

 今年で4年目となる

フィリピンでの採用活

動ですが、嬉しいことに学生の間で少しずつ当社の認知度

が上がってきており、昨年から当社に関心があったと言って

説明会に参加してくださったり、当社に入社した先輩から話

を聞いて興味を持ったという学生さんも増えてきました。 

また、学生さんのなかにはアニメやマンガの影響で日本に

平成29年度 1級電気工事施工管理技術検定試験の合

格発表が2月3日にあり、24名の方々が合格されました。取

得された資格を活かして、これからさらに大きな舞台で活躍

されることを期待しています。  

 今回の試験成績を分析すると、学科試験の合格率では

全国受験者の合格率を大きく上回る結果を残しています

が、実地試験では全国受験者の合格率を若干下回るという

結果に終わりました。この結果を踏まえて実地試験の合格

率を上げるために通信教育や講習会の内容についてさらに

検討を加えていく予定です。  

 昨年9月に実施された実地試験受験準備講習会では協

力会社である㈱エムテック様から3 名の方々が受講され、2

名が合格されるという好成績を収められました。協力会社の

受験予定の社員の方々が当社の受験準備講習会を受講

されることを歓迎しますので、積極的に活用していただきた

いと思います。 （工事本部 矢野 尚志） 

事前講習会の拡充 

現場代理人デビューを目指して 

GR Project では外国人従業員に対しても日本人と同様

に日本の電気の資格並びに米国の電気の資格(FE/PE)の

取得を目指して支援をしております。まず最初は第二種電

気工事士、そして第一種電気工事士、いずれは一級電気

工事施工管理技士の資格取得を目指します。 

そのなかで、彼らにとって問題になるのは日本語です。この

点についても、日本語検定の資格取得を推奨するなどして

フォローしております。1日でも早く外国人従業員も現場代理

人デビューをしてほしいと思います。  

 （グローバルサポート部 信氏 美紀） 

昨 年12月 に、第 二 種

電気工事士の資格を取

得しました。この資格は

必須とされていません

が、電気工事の専門知

識があることで、職人さ

んと仕事をするときに、

言葉に説得力が出ると

思い受験しました。 

専門用語が多く、大学の勉強との違いや、難易度の高さ

から、最初は試験に合格するのは厳しいと思っていましたが、

上司や先輩の応援やアドバイスのお蔭で、頑張ることができ

ました。辞書を片手に教科書と問題集で勉強し、実地試験

対策においてはインターネットの動画を見て学習しました。

仕事をしながら試験勉強をするのは大変でした。分からない

ことが多かったので、勉強に長時間かかりましたが、ポジティ

ブ精神を貫き、仕事が終わってから深夜まで勉強しました。 

この他に米軍工事に携わっているため、今年3月に米国の

FEを受験し、合格しました。次は米国のPE、日本の第一種

電気工事士と電気工事施工管理技士の取得を目指してい

ます。 （沖縄営業所 Acuna Mentor Gyver Lopez） 

 

※今回の第二種電気工事士資格取得に関する記事が、

【建設通信新聞 2018年3月29日】に掲載されました！ 

3月1日に採用広報活動が解禁となり、いよいよ来年度入

社に向けた採用活動が本格稼働しています。 

2019採用のテーマは、「逆ドラ採用」としました。逆ドラと

は、逆ドラフト＝逆指名(プロ野球のドラフト会議で、ドラフト上

位選手が希望球団を指名できる制度)を基にした造語であ

り、会社が学生を選ぶ(会社目線)ということではなく、学生が

会社を選ぶ(学生目線)・学生に選ばれる会社という視点で

の採用活動をアピールすることが目的です。学生の皆さまか

らも、「社風が伝わってくる」「同じ目線で選考を受けられる

のは嬉しい」と好評です。 

採用市場は昨年同様の売り手市場が続き、苦戦を強いら

れることもありますが、そんな時こそ「六興らしさ」を前面に押

し出し、将来有望な仲間探しに邁進していきます。   

 （人事部 松田 啓貴） 

2019採用本格化！   

立派な時計もいただきました 

第1回東西工事責任者交流会議 

2月15日～16日に第1回東西工事責任者交流会議が開

催されました。東日本・西日本ではそれぞれ工事責任者会

議を実施していますが、今回初めて東西での工事責任者に

よる交流会議でした。目的は定期的な人的交流による各本

部、部署を超えた相互の協力体制の構築です。初日は趣

旨説明の後、懇親会。2日目は山田管理本部長のLIFOによ

る自己診断から始まり、午後からは議題でもある「六興電気

を永続させるために残すべき強みと、その残し方」の議論で

した。難しい議題で具体的な答えには至りませんでしたが、

会社を永続させるためには「人を育てる」という共通事項に

至りました。 

当社は工事会社です。会社存続には客先からの受注が

必要です。さまざまな競争相手がいるなかで客先に選ばれ

る六興電気になるためには「選ばれる人財」が必要です。結

果、議論を進めるなかで最終的に「人」にたどり着きました。

そういった「人財」をいかに育てるかは、今後も課題です。 

最後なりますが管理者はお金を稼いでいない、実際に稼

いでいるのは現場社員です。また、管理者はサービス業であ

り提供先は現場社員です。このことを肝に命じ、今後に繋げ

ていこうと思います。 （中国支店 畝 太生） 

白熱した議論の様子 

興味を持っている方も多く、こちらが英語で挨拶すると、「こ

んにちは」と日本語で返事をしてくれることもあります（笑）。 

今回の結果として、説明会には昨年を大きく上回る70名

近くの方に参加していただき、かなりの手応えを得ることが

出来ました。現在、筆記試験・面接と選考を進めている段階

ですが、今年はどんな方が当社に仲間入りするのか楽しみ

です。 (茨城支店 藤野 広実) 

たくさんの方に参加していただきました 

今回初の試みとして、協力会社である㈱エムテック様に本

講習をご受講いただきました。 

試験に合格された方よりコメントをいただきましたので、ご

紹介します。  昨年受験した日本語検定

試験の2級に合格いたしまし

た。2級は難しいと聞いてお

りましたので、合格と聞いた

時は非常に嬉しかったです。

普段は仕事で必要な日本

語を優先して勉強しており

ましたが、それが試験にも役

立ったのだと思います。仕事

中に先輩方が私の日本語の訂正をしてくださり、アドバイス

をくださったお蔭だと思います。 

しかし、2級に合格することができても、日本の文化や作

法、礼儀などを完全に理解できたわけではないと思います。

言葉自体が理解できてもニュアンスや言葉の裏にある意味

を理解できないと仕事をする上で同僚や先輩方に迷惑をか

けてしまいます。言葉だけでなく、日本文化も含めて理解す

ることが今後の目標です。 

 (東北支店 Yambot Rafael Marte Perez）      

今回資格を取得した2名のコメントをご紹介します。 
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約20年ぶりの社員旅行 

約20年ぶりの集合写真！？ 

創業70周年、盛り上げていきます！ 

2019年に当社は創業70周年を迎えます。これもひとえに

お客様、協力業者の皆さま、従業員、従業員を支えてくだ

さっているご家族、多くの皆さまのお蔭です。 

つきましては、2019年6月1日に記念イベントを開催いたし

ます。イベントの内容は、70周年プロジェクトメンバー（各本

部より選出した9名）が中心となり検討しています。現在決

定していることは、①東京（お台場）で開催すること、②全従

業員とご家族をお招きすることです。たくさんのご家族に参

加いただき、楽しい一日を過ごしたいと思っています。 

今後、ろっこう新聞では70周年プロジェクトと連動して、イ

ベントに関する情報をPRするなど、イベントを盛り上げてまい

りますので、ご期待ください。 （E2本部 岡田 珠代） 

楽しいイベントを企画中！ 

1月13日～14日にかけて、北海道支店員で長崎県に行っ

てきました。暖かい長崎に出発したのですが、寒波に当たっ

てしまい、寒い思いをしたのは良い思い出になりました。到着

後、まず長崎名物皿うどんを堪能しました。ソースをかけて

食べるのがオススメと店員に言われ、実食すると味が濃く、

甘みもでて意外と美味しかったです。ソースと同様醤油も甘

く、普段とは違う味が堪能できました。その後は支店員全員

で長崎市内を観光し、思い出を写真に収めました。 

夜は卓袱（しっぽく）料理を堪能しました。さらに若手社員

主催による余興も行いました。簡単なゲームをし、普段見る

ことのできない姿が見られ、大いに盛り上がりました。 

翌日はフェリーに乗船し、世界遺産である軍艦島に行きま

した。遠目から見るとその姿はまさに軍艦の形をしていまし

た。小学校などの跡地が40年の月日を経た形で残ってお

り、迫力を感じました。建物は全てRC造で、気候の影響を受

けやすい場所にありながらそのままの形で残っており、コンク

リートの構造物は耐久性があると改めて思いました。お土産

にカステラなどの長崎名物を購入し、普段経験できない良

い時間を過ごせました。 （北海道支店 小澤 聖太） 

 

応援しています！ 

 当社では、ヘンプヒル恵さん

及び彼女が所属する中央大

学女子陸上競技部の活動を

支援しています。ご縁をいただ

いてから今日まであっという間

で、ヘンプヒルさんも4年生と

なりました。振り返ると、七種競

技は日本選手権と関東インカ

レ3連覇。インカレでは七種競

技に加え、個人種目で100mハードル、走高跳や走幅跳、や

り投、リレーまで出場され、大活躍。昨年はアジア選手権で2

位、ロンドン世界選手権にあと一歩でしたが、その後ケガをさ

れ、これまでの競技人生で一番長く走れない日々があった

とのこと。現在はリハビリ中で快方へ向かっているようです。 

5月の関東インカレが復帰戦となれば、6月の日本選手権

で優勝し、8月にインドネシアで開催されるアジア競技大会

の出場権を獲得され、9月の日本インカレで再び女王の座

に返り咲いてほしいと思います。学生最後となる今シーズン

はヘンプヒルさんの笑顔あふれる一年になることを心から期

待しています。 （E2本部 岡田 珠代） 

入社式に来ていただきました 

 

お祝い旅行 

2月に、母の還暦祝いを兼ねて、両親・私・夫・妹夫婦・

弟の7人で栃木県の那須にあり、会社で法人会員になっ

ているラフォーレ那須を利用し、温泉とレジャーを満喫し

てきました。 

私は、夫と弟たちと一緒に、ラフォーレ近くのスキー場

で、15年ぶりにスキーをしてきました。久々のスキーのた

め怪我のないように恐る恐る臨みました。はじめこそふら

ついたものの、すぐに勘を取り戻し、楽しく滑ることができ

ました。両親と妹はゆっくりとアウトレットでショッピングを楽

しみ、ホテルで合流。温泉で疲れた体を癒し、夕飯は那

須の地元の食材を使ったお祝膳をいただきました。 

翌日は、殺生石とビール工場を見学し、昼間から気持ち

よく酔っ払いに…。一泊二日があっという間の充実した旅

になりました。  （茨城支店 益子 久瑠美） 

  家族の絆 

家族で過ごす素敵なひと時 

長江社長が理事を務める(公社)日本近代五種協会のス

ポンサーとして、ナショナルチームが着用するウィンドブレー

カー、Tシャツ、競技中はフェンシングのユニフォームに当社ロ

ゴ（ワッペン）が採用されることになりました。  

 （人事部付 石川 久美） 

近代五種競技ナショナルチーム 

 The past three weeks 

of working in Japan has 

been an enriching ex-

perience. Being able to 

work with a sound tech-

nical team, improve my 

knowledge as well as 

getting better clarifica-

tions on my work, iden-

tifying further skills and 

competencies that I can 

develop in order to enable and prepare myself to 

undertake higher roles and responsibilities, and  

work towards taking our company to greater 

heights. This training has also thrown light on the 

practical work conducted onsite. It has helped me 

get a realistic feeling of what is happening there; 

the US military base. It has also been useful in 

knowing what exactly the onsite requirements are 

and now I understand their needs and specifica-

tions better after getting a glimpse of the reality.  

It has helped me realize what exactly the site 

expects from us and now I can cater exactly as 

per their needs. The training has also facilitated 

in reading and understanding specifications and 

drawing more accurately which in turn reflects 

high efficiency of procuring materials for the fu-

ture needs of the company. It was indeed a very 

good opportunity that I got to meet everyone at 

Rokko,(HQ).  

It is my first visit to Japan. I gave my first glance 

at Tokyo city and I was awestruck .The city is just 

glistening with such lustrous culture and people 

ever ready to dedicate and sacrifice anything to 

keep up the beauty and reputation of their home 

land. Every commodity that I came across be it 

food, or decorative articles is made to perfection 

with utmost care and dedication. 

Churning out the most incredible, innovative 

ideas and technical advancements, my stay at 

Japan was truly a rich learning experience, a 

journey par excellence and a beautiful memory 

that will stay close to my heart and will always be 

cherished. 

(HEXEL TECH ENGINEERING Corp.   

 Arjun Muraleedharan） 

 

（3週間の日本での出張を通じて、より大きな役割を

担えるような知識やスキル等を磨くことができました。

日本は文化的にも優れており、人々がその美しさや

ネームバリューを保つために全てを賭していると感じま

した。） 

伏見稲荷大社にて 

出張のため3週間日本に滞在したArjun Muraleedharanさん（HEXEL TECH ENGINEERING Corp.） による日本滞

在レポートを皆さまにお届けします！ 

Treasure Every Encounter, for it might never recur. 

当社ロゴが採用されました！ 
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 *** おしらせ *** 

経営事項審査 結果 

第76期 の 経 営 事 項 審 査 結 果 は、電 気1,602点、管

1,183点、通信939点でした。完工高が増加したことによ

り、経審の評点が上がりました。今後の更なる評点ＵＰに

は、元請完工高の増加が必要です。 

会社案内の刷新 

約6年振りに会社案内を刷新いたしました。併せて、お客

様へのご紹介ツールとして、新たにE2本部、米軍工事の

案内冊子も作成しております。お渡しするお客様やシーン

に合わせ、ご活用ください。 

テニスクラブのサービスを受けられます！ 

大正セントラルテニスクラブ（東京都新宿区）にて社員

特典でサービスを受けられます。 

①毎週日曜日コート1面を2時間無料で利用可能 

②テニススクールレッスン参加無料 

詳細はポータルサイトをご覧ください。 

沼津営業所が移転しました 

〒410-0056 静岡県沼津市高島町10-14  

  センチュリースペース沼津駅北口3階 

電話:055-924-0479 / FAX:055-924-0613 (変更なし） 

1月～3月の採用 

東京第一支店 積算担当 吉永 健人 

東京第二支店 工事担当 稲葉 拓也 

大阪支店 工事主任 榎本 直紀 

神戸支店 工事担当 大辻 和彦 

九州支店 技術担当 石松 和哉 

受注！ 

・浦和競馬場2号スタンド 北関東支店 

・Landport東習志野  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 6日 
 6日：入社式 

19日～20日：2015-3年目修了研修 
 

5月 7日 
15日:協力会本部賛助会 

16日～18日：2017-1年目修了研修 
 

6月 1日 

人事考課 

支店安全大会 

 1日：創業69周年記念式典 

 

我が家の愛犬 

 我が家の愛犬は、柴犬のエイト1歳

です。名前の由来は8月生まれでエ

イトです。息子たちの強い要望により

我が家に迎え入れました。エイトは

息子のことが大好きで、姿が見える

と後ろ足で立ってピョンピョン跳ねて

喜び、まるで前足を「おいでおいで」

しているかのように動かすのです。ついたあだ名は「ピョン

吉」。遊んでもらいたいアピールは本当にかわいいです。 

私がかまってやろうと近づいても、息子を探しています。お

やつを持っていないと見向きもしない…（涙）。息子依存症の

かわいい我が家の愛犬です。 （新潟支店 小林 敏範） 

我が家のペットをご紹介 

“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。 

「隠れた危険そこかしこ みんなで摘もう危険な芽 」 

         （大阪支店 浅野 誠） 

 私は根っから広島東洋カープの

ファンです。昨年は2年連続でぶっ

ちぎりの優勝をしたのですが、クラ

イマックスシリーズでまさかの敗

退。今年こそは日本一にと思って

いたファンとしてはショックな出来

事でしたが、これは日々の作業環境に活かせると思いこ

の標語を作りました。万全を期していても隠れた危険は

たくさんあります。いろいろなところに目を光らせて事故

を起こさないように心がけてください。 

美味しいお店         

アニバでユニバ 

少し早いですが「勤続5年記念」と称し、2月9日にアニバ

で有休を取得しました。今回は、人事部の椎屋さん、東京第

二支店の下田さんと3人でUSJに行ってきました。 

当日は天候にも恵まれ、冬の寒さも感じず、快適に過ごす

ことができました。旅にはハプニングがつきもの！と言います

が、平和で喧嘩することなく、十二分に楽しみました。日常で

お昼を食べたり飲みに行ったりしていますが、やっぱり女子は

会話のネタが尽きませんね。非日常の優越感に浸りながら、

休暇を存分に満喫しました。 

ここで、村田流USJの楽しみ方をお伝えしたいと思います。

まずは、USJパートナーホテルへの宿泊をお勧めします。

パークオープン15分前に入場ができたり、水に濡れるアトラ

クション対策にカッパをくれたり、特典がいっぱいあります。ま

たアトラクションの待ち時間を短縮できる「エクスプレス・パ

ス」がお勧めです。少々値段が張りますが、並ぶのが苦手な

方にはぴったりのチケットです。最後に、三半規管が弱い方

は酔い止めを飲むことをお勧めします。ぜひご参考に！ 

 （東京第一支店 村田 惠美）  

大好きなミニオンと 

アニバで有休レポート 

 千葉三大ラーメンとは、「竹岡式ラーメン」「勝浦タンタンメン」「アリランラーメン」の3つのラーメ

ンです。竹岡式ラーメンと勝浦タンタンメンは有名ですが、アリランラーメンは千葉県民でも知ら

ない人が多いと思います。また、アリランラーメンは全国でも有数の訪問が難しいラーメン屋さん

として有名です。かなり山奥にあり、ここにラーメン屋が本当にあるのか不安になるぐらいです。ア

リランラーメンは、ニンニクがかなり効いていてスタミナのつきそうな一杯です！麺は中細くらいの

ストレート麺でスープとの相性は最高です！ 

 今回私が食べたのは普通のアリランラーメンでしたが、個人的に一番おすすめのメニューはアリ

ランチャーシューが一番おいしいです。千葉県に来た際はちょっと遠出して食べてみてはいかが

でしょうか！           （千葉支店 加藤 和直） 知る人ぞ知る！？アリランラーメン 


