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Nagae/リノエアレース会場 

おかげ様で優勝しました  代表執行役社長 長江 洋一 

今年も猛暑の中、企業対抗カートレースを開催しました。このイベ

ントは7年前に取引先と始めたもので、サーキットを借り切って2時

間の耐久レースを戦います。私のThe PRESIDENTSは必勝を期

してベストメンバーを組みましたが、予想に反してたいへんな接戦

となってしまいました。予選はまさかの5位、決勝でもレース終了ま

で10分の時点で首位から2周遅れの2位。しかも8秒差の3位の

チームが1周1秒のペースで迫ってきていて、最終ラップで抜かれ

る計算でした。しかし残り5分、トップを走る#11（日本コムシス㈱

様）がメカニカルトラブルでピットイン。これでトップに上がります。で

も後ろを走る#7（インフォサイエンス㈱様）とは3秒差。ところが#7

が来ません。どこかでスピンしたらしく、ギャップは40秒に広がりまし

た。無線がないので、ドライバーはトップに立ったのも後ろが来ない

のも知りません。私は心の中で「流せ！」と叫びながら無理してスピ

ンしないことを願いつつ、遂に優勝ゴールの瞬間を迎えました！  

カートを降りた益子君に「優勝だ」と声をかけると、一瞬戸惑った表

情を見せながらすぐに状況を理解し、チームは歓喜に包まれまし

た。  

第78期を迎えての組織変更  
さていよいよ第78期が始まりましたが、事業環境の変化に対応

していくつか組織変更を行いました。まずエンジニアリング事業部

を解散しました。この部署は技術そのものを売るという考え方のも

と、携帯電話の基地局管理など特色ある仕事をしています。しかし

表面的な事業形態が人材派遣なため、偽装請負に端を発した規

制強化で事業の継続がだんだんと難しくなってきました。その傍ら

で同じE2本部の東京第三支店は、米軍の短期工事をはじめとし

て多種多様な特殊工事を中期目標としています。そこで派遣事

業から撤退して技術者を東京第三支店に合流させることで、電気

工事に限定されない特殊工事への取り組みを目論みます。すでに

貫通部の処理材や床材などの工事が見えてきていますが、エンジ

ニアリング事業部の経験を活かせる業務と期待しています。 

つぎにグローバルサポート部(GS)を、米軍工事サポート部とグ

ローバル・マネージメント部(GM)とに分割しました。GSは米軍工事

で避けて通れない英文技術資料の翻訳と、通常とは異なる営業

ルートの情報を集約するために設立されました。その後に海外から

の人材採用、米材の調達、さらには工事の支援も業務に加わり、さ

らに米国法人HEXEL TECH ENGINEERING Corp. (HTE)の

統括まで業務が拡大しています。一方で各支店では米軍工事の

経験者が育ってきており、米軍工事はもはや特別なものではなく

なりました。そこでGSの業務を支店に密着して現場の支援を行う

「米軍工事サポート部」と、外国人採用や資材の外販など戦略的

な施策を管理するGMに分割して役割を明確化しました。米国法

人は今後、同業他社やゼネコンに対する資材販売も目標として、

業務体制を拡大してゆく方針です。 

組織変更ではありませんが、工事本部長も交代となりました。工

事本部という名称の組織は私が入社した当時からありましたが、

鹿久保（元）本部長の時代に業務内容が大きく見直され、収益性

や工程に潜在的なリスクがあると判断された現場の指導や、事例

発表会による施工ノウハウの水平展開を中心に、全社の業績改善

に大きな役割を果たすまでになりました。工事本部を引き継ぐ釆

野本部長には前任者が築いた業務に加えて、合理化につながる

ITシステムの普及や、時短に向けての新しい仕事の仕方の提案を

期待します。また第77期の災害件数は12件と、残念ながら一桁を

死守することができませんでした。改めて災害件数を抑え込むた

めの施策も考えてもらいたいと考えています。 

人手不足時代の組織編成  
ところで先日、「人材マッチングによる地方活性化」という演題の

セミナーに参加しました。冒頭で組織の作り方について述べてい

て、①企業のビジョンから戦略を立案し、②それをもとに組織構造

を決め、③最後にそこへ最適な人材を充当する、という順序で考

えると話されたのですが、何故かしっくり来ません。そこで理由を考

えてみたのですが、これは必要な人材を自由に補充できる“人余

り時代の発想”ではないか、と気が付きました。就職氷河期と言わ

れた頃を思い出せばわかりますが、企業は必要なレベルの人材を

必要なだけ確保できました。人材の充当に心配がないので、まっさ

きに組織構造を決めてから人を当てはめる経営が可能でした。し

かし現在のように深刻な人手不足の状況では、いくら素晴らしいビ

ジョンを掲げて組織構造を作っても、ポストを埋められなければ絵

に描いた餅になってしまいます。ではどうしたら良いか？ 私は人材

をスタート地点にして、組織構造を後から決めればよいと思ってい

ます。つまり、①どんな人材が社内にいるか＋外部からどんな人材

が手に入るかをスタート地点として、②その人たちでどんな仕事を

組み立てられるか考えます。そして事業化できそうなアイデアが浮

かんだら、③資金を投入して事業化してみる。④うまくゆかなかっ

たら、また別の組み合わせを考える。これを繰り返していれば、必

ずなにか新しいネタに出会えます。またこのアプローチは各人の

もっている特性が出発点ですから、型にはめて個性をつぶす必要

がありません。人手不足の時代、人材にフォーカスしたこのアプロー

チのほうが合理的ではないでしょうか。ただ条件があって、立ち上

げた事業や部署が採算にあわない時に柔軟に変われる企業体質

がないと、この考え方は成り立ちません。だからこそ、「変わり続ける

DNA」なのです。実は、六興の組織編成には一貫した基準が希薄

で、従来から人に合わせて組織を作り変えることが多くありました。

六興に個性的な社員が多いのも、こんなところに理由があったの

かもしれません。皆さんも、個性豊かなろっこうマンを目指してくだ

さい。 

もうすぐカレンダーが完成します 
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各本部長および新任部署長より、期初のお言葉をいただきました。 

首都圏本部長 文倉 辰夫 

首都圏本部の前期業績は、好調な東京地区を背景に、受

注、施工、とも対目標110%、利益は首都圏本部体制となっ

て最高額の見込みです。受注は東京第二支店の130%、施

工は東京第一支店の大型現場が数多く竣工したことが起

因しています。利益についても、昨今の計画受注と各種工事

支援策により着実な工程管理と高い品質管理体制の結果

と考えています。今期についても施工体制との調整を図りな

がら着実な受注を目指していく予定です。また、首都圏本部

の各支店の事務所移転についても北関東支店、千葉支店

および東京第一支店、東京第二支店の拡張を終え、全て

完了しました。 

懸案の働き方改革対策として、東京第一支店で実施して

いる工事支援センターを首都圏に拡張し、首都圏工事支援

センターの立ち上げを模索しましたが、調査の結果、各支店

の求める支援策が大きく異なることから、支店ごとに独自に

行うこととしました。ただ各支店で立ち上げた、改革推進モ

デル現場PJ、IT活用PJ、施工図作成改革PJの3つのプロ

ジェクトは、首都圏一体となって推進していくこととし、時間

外労働時間短縮の突破口としていきます。 

最後にオリンピック関連工事の実質工期は、いよいよこの1

年となりますので、首都圏6支店一丸となって乗り切っていき

たいと思います。 

働き方改革の実施をめざして 

東日本本部長兼グローバル・マネジメント部長 坂本 孝行 

まずは前期は大変お疲れさまでした。東日本本部は支店

ろっこうらしい時短 

西日本本部長兼米軍工事サポート部長 芹川 健彦 

前期の西日本本部は各支店ともまずまずの結果でした。

これは受注環境が変化していくなか、各支店がお客様に必

要とされるべく取り組んだ結果だと思います。また、中国支

店ではこれまで培ってきた米軍工事の経験を活かし、敦賀

でのレーダサイト工事や外資系のマイクロン・メモリーの工事

に参入でき、新たな展開を見せています。これらも当社がお

客様から認めていただいた結果です。 

さて、今期は働き方改革や時間短縮・新人教育などの面

において、その施策を更に進めて行かなくてはなりません。

時間短縮などは社員の実力を落とすことなく進めなくては

ならないことから、各支店に工務部を設立し、西日本本部と

して連携を図り、施工技術の充実を第一としてその施策を

行い、工事社員のデビューについては、諸問題の対処方法

やお客様への対応など現場運営という面に重点を置き実力

UPを図っていきます。営業面においても各支店営業社員に

よる西日本営業責任者会議を開催し、それぞれの経験を

通して、如何にして更にお客様から信頼を得ていくことがで

きるのかを図っていきます。 

グローバルサポート部は来期より米軍工事サポート部とな

り、工事支援を強化していきます。今後の米軍工事は多種

多様・大型化が見込まれ、支店JVなどが増えていくなか、よ

り多くの支店が米軍工事にスムーズに参画できるよう支援

を行います。さらにはスペックやサブミッタル・RFI・米材価

格・施工要領書等については内容を充実させ、当社の米軍

工事のレベルUPを図っていきます。今期もお客様・協力会

社の方々に｢六興電気が必要｣と思っていただけるよう日々

の業務に取り組んでください。  

お客様に応える会社に 

E2本部長  森口 彰男 

第78期、E2本部は設立4年目に入りました。「新規取り組

みと意外性」「お困りのことはご相談を」の目標は、皆さんの

ご協力を得ながら継続して取り組んでいます。新規案件で

は、メーカーとタイアップした商品の売り込みが沖縄のお客

様のニーズにお応えできる案件となり、さらに、高さ180mの

煙突配線工事も受注することができました。一方で、従来

から取り組んでいる沖縄米軍工事では、ENG事業部からの

出向社員2名が確実に経験を積み、東京第三支店の目標

達成に向け努力してくれています。 

しかし、このような発展があるなか、第66期から12年間活

動してきたENG事業部は東京第三支店に統合され、新た

なE2本部体制がスタートします。そのためENG事業部の社

員は、ほぼ東京第三支店の所属となり、派遣業務を継続す

る社員と短期少額工事へ携わり工事施工担当者となる社

員に振り分けられる予定です。この統合によって、ENG事業

部の社員は、新たなチャレンジが始まることになりますが、今

後の展開へ期待する気持ちが高まっています。また、東京

第三支店で悩んでいた工事担当者の不足の問題を部署

E2本部の安定を目指して  

左上より 坂本本部長、森口本部長、芹川本部長、釆野本部長 左下より 山田本部長、長江社長、文倉本部長 

 
部署経営標語 ～首都圏本部～ 

東京第一支店 

無駄や手戻り排除させ、決めた時間を有効利用 

技術と感性働かせ、安定受注と堅実施工で信頼確保 

東京第二支店 

皆で造ろう、水も空気も電気も 

茨城支店 

目的を共有し 個々の力を磨き 

              仲間を思いやり チーム一丸で挑む  

北関東支店 

若い力を育成し、共に成長し 

          組織力を向上させ 儲けよう  

千葉支店 

時短意識を常に持ち 出来る事から即改善  

横浜支店 

自分で締め切って時間作り幸せ作り 

 

部署経営標語 ～東日本本部・グアム支店～ 

北海道支店 

見直そう働くその時間 高めよう働く仕事の質 

東北支店 

惑わされず流されず 六興らしさをだして行こう 

新潟支店 

常に先取り変化を捉え、楽しみながら進化する 

常にチャレンジ、未来につなぐ  

静岡支店 

現状に満足せず、一歩先を気にかけ、工夫をしよう  

名古屋支店 

変化に応じる、対応力を身につけチームの力に磨きをかけよう  

グアム支店 

基地に入らずんば 工事を得ず  

 
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 

チーム力の底上げと引き上げで さらなるステップアップを  

神戸支店 

働きやすい 空気が作れる部署創り 

中国支店 

更に上をめざして挑戦  

九州支店 

客先にとってなくてはならない存在になる 

経営陣が進むべき方向を明確に示し、人材育成をしっかり実

施すれば今期も良い業績を残せると確信しています。常に高

い目標を目指して六興電気らしい強い人材育成をお願いし

ます。また、今期は「時間短縮」に取り組みますが、時短に励

んだ結果、当社の武器がなくなってしまっては意味がありませ

ん。当社の強みを残しながらいかに時短に取り組むかが肝要

です。時短ツールをいくら採用しても、皆さんが「さあ休もう」と

思える仕組みと雰囲気がなければ時短は達成できません。

工事本部・管理本部と連携し六興電気らしい時短に挑戦し

ます。 

さて、10月から釆野支店長が工事本部長に、後任の静岡

支店長に阿部部長が就任しました。おそらく地方支店から初

めて本社の本部長に就任する画期的な人事だと思っていま

す。また、阿部支店長も半年前までは東北支店に在籍してい

ましたが、相応しい人材と判断しあえて異動しました。この人

事は次世代の六興電気にとって必要な第一歩とし、今後も

相応しい人物が相応しいポストにつく人事を続けていきたいと

思っています。 

グローバル・マネジメント部の新設 

グアム支店の設立から7年、ヘクセルテックの設立から3年

が過ぎました。両者とも今期は正念場ととらえ、業容拡大の

ためにグローバル・マネジメント部（GM部）を新設しました。 

GM部はフラットな運営を心がけようと思います。信氏・障

子・郭・関口の4名はそれぞれ得意分野が違うのでお互いが

プロとして尊重し、課題遂行のために各人が力を発揮しなが

ら、自然と課題が解決できる部署にしていきます。 

また、両者の独自性を担保しながらも、業容拡大のために

一歩踏み込んだ営業支援を行っていきます。そのためには芹

川本部長・田中支店長のお力をフルに活用させてもらいなが

ら、海外部門の発展に取り組む所存です。  
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～新任部署長挨拶～ 

管理本部長 山田 路子 

管理本部は成果が数値で見える部門ではありませんが、

会社組織の土台を支える大事な役割を担っています。土台

を支え、より強固なものにしていくためにも、管理本部では世

の中の動きを広い視野で捉えてアンテナを張り、相手（経営

者・部署・社員）にとって必要な提案や発信をすることが必

要です。 

5年前の六興電気は社員数700名の会社でしたが、今で

は役員も含めて800名を超える社員がいる規模の会社に成

長しました。少子化・高齢化・派遣社員の問題など、人材に

関する問題では「2018年問題」などという言葉もありました

が、その2018年も既に4分の3が過ぎて2019年に向かおうと

するなか、当社ではさまざまな個性を持った800名もの多く

の社員が働いているのが現状です。性別・年齢・国籍に関

わらず活躍できる場所が六興電気の中には必ずあります

が、管理本部には報道や流行りに惑わされることなく、今ま

で以上に社員や部署の特性に着目した提案が求められて

いると考えています。 

六興電気を支えている「800名の社員の個性」「全国の支

店のカラー」「六興らしさ」を大事にしながら、第78期も管理

本部ではさまざまな課題に取り組んでまいります。 

800名の個性を大切に 

工事本部長 釆野 邦彦 

第78期を迎えるにあたり、まずは工事本部長の大役を拝

命し、緊張のなかにもぜひ新たなチャレンジをしたいと考え

る毎日です。 

近年、地球規模の環境破壊からか自然災害も多発してお

り、一日先でさえ何が起こるか分からない状況です。状況の

把握力、また何か想定外のことが起こっても対応する能力

が非常に大切です。この部分は現場管理においても非常に

大切な能力と捉えております。 

また、技術的なことや労働災害防止の面で、もう一つ常に

頭に置いていることが、気付くことの大切さです。言い換えれ

ば何事にも感受性が豊かであるか（興味を持って接してい

るか）と言ったところでしょうか。最近良く感じることが物事を

単純にこなすことは得意だが、本質がどこにあるかよく理解

し、自分なりの解決方法を見つけ出し、自分流の仕事を行う

人が非常に少ない気がします。私たちが六興マンである以

上、これを無くして、会社の存続はあり得ないと感じていま

す。私自身も常に念頭に置いて行動します。皆さんも一考く

ださい。 

最後になりましたが、今まで支店勤務ばかりで、何かとご

不便をお掛けすると思います。皆さんに教えを請いながら、

また知らないからこそできるチャレンジを積極的に行い、より

良い第78期としたいと思っています。皆さんご協力お願いし

ます。 

新たな環境の中で「チャレンジ」 

静岡支店長兼工事部長 阿部 雅之 

 この度、第78期より静岡支店長兼

工事部長を拝命し、ダブルの重責を

担うこととなり、より一層身の引き締

まる思いです。今年は各地において

猛暑となり台風21号による風水害を

受け、北海道胆振東部地震と異常

気象と自然災害に見舞われ、被害に

あわれた皆様にお見舞い申し上げます。 

静岡支店の受注環境は、得意としている工場、大学、医

療施設を基軸として継続受注しており、客先が望む形で

しっかりとした工事を行い、結果を残してきたからこそと捉

え、より良い品質を提供しつつ高度な技術力をお客様に提

供できるよう行って参ります。 

当面は支店長と工事責任者を兼務としてまいりますが、

人財力と共に次世代の静岡支店の基盤づくりに取り組んで

いきたいと考えております。釆野前支店長が築き上げてきた

基盤に新しい風を吹き込みながら、風通しの良い環境作りを

心掛け支店員にやりがいと達成感を与え、活気ある支店を

目指すべく職責を全うしてまいります。 

不慣れな点も多く、ご迷惑をおかけすることもあるかと存じ

ますが、何卒、ご指導いただきますよう、宜しくお願い申し上

げます。 

新しい風を吹き込みます！ 

経理部長 松﨑 正博 

 2018年8月21日 付、六 興 電 気 に

入社をさせていただき、第78期から

は前任の丸山部長より経理部を引

き継ぐこととなりました。私の経歴は

銀行に23年間・不動産業界に3年

間勤務し、電気設備業界での勤務

は初めてとなりますが、現在までの

経験を活かし、管理部門の「新しい風」となれるよう業務に

邁進して参ります。 

今回入社させていただく決め手となったことが2つございま

した。一つ目は六興電気のビジョンである「変わり続ける

すべての仕事を自分が当事者と思うこと 

監査室長 丸山 宏明 

 コンプライアンス（法令順守）が重

要と言われますが、法令を守るだけ

で良いのかと感じているなか、第78

期より監査室長を仰せつかり、自分

に課せられた役割は非常に重要な

ことだと改めて感じています。 

 監査室と聞くと皆さんは、「えー、何

しに来たんだ」と思う方が沢山いらっしゃると思います。それ

は何故か？それは細かい所まで見られて過失を指摘される

からだと思います。本来の監査は過失を正すだけではなく、

不正を予防することも重要だと考えます。世の中では、毎日

のようにパワハラだ不正だと紙面を賑わせていますが、それ

こそが過失ではなく不正（犯罪）です。そうならないために、

監査室があるんだと部署の方々に認識をしていただいて、

事前に問題の芽を摘み取るチャンスと捉えて、協力してもら

いたいと思います。 

また、私たちを取り巻く環境は、人手不足や働き方改革な

ど解決しなければならない問題が山積みされており、それに

伴う部署が抱える問題も、部署の大きさや地域によってもそ

れぞれ異なると思うので、部署の多くの方とディスカッション

して本社に問題提起できるような取り組みも心掛けていき

たいと思います。 

最後になりますが、歴代の監査室長のような知識も経験

も少ないなか、少人数でどこまで行えるか甚だ不安でありま

すが、部署の方々とともに日々精進して参ります。 

監査室の役割とは 

 
部署経営標語 ～E2本部～ 

東京第三支店 

チーム力の強化  強い組織で、新たな出発  

エネルギープラント支店 

2年後を見据え、新たな客先へチャレンジ 

員の増加によって解消を進め、更なる部署の充実になるこ

とを期待しています。 

E2本部は新体制でもチャレンジ精神は旺盛です。「今だ

からできる工事」「今だから『種』を撒きたい案件」に取り組

み、安定した本部を目指します。  

DNA」が、まさに今までの自分自身のビジネススタイルと共

通することです。伝統を重んじることと並行して新しいことへ

チャレンジすることは、目まぐるしく変動する社会のなかで、

常に検討し、進化させていくことが大切だと考えております。

2つ目は「社風」です。各部門・支店への権限移譲がなされ

ており、社員は「任された責任」と「任されるやりがい」を持っ

て業務遂行が行われるため、業容拡大へスピード感を持っ

た行動が行われていることです。 

私ども経理部をはじめとした管理部門のお客様は「支店・

営業所の皆様」と考えております。管理部門として支店・営

業所の皆様へ最大限の後方支援が行えるよう、今後の業

務に努めて参ります。 

～第78期 組織図～ 
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各地の竣工物件 

ホテルユニゾ博多駅博多口 

契約先 ㈱鍜治田工務店 

設計監理 ㈱東洋設計 

工期 2016年6月～2018年3月  

施工場所 京都府向日市寺戸町 

建築概要 延床面積 29,789㎡、RC+S造 

 地上15階、297戸 

施工部署 大阪支店 

協力業者 ㈱コスモ電工、㈱隆成電気 

グランマークシティ東向日駅前 

自然森林に囲まれた高台にあるホテル 

当物件は、県北部にある黒磯駅より、車で15分の温泉・観光施設に囲まれた新設ホテル

です。洋風の森の風那須棟・和風の四季の館棟にわかれており、当社は森の風那須棟を施

工しました。1階にはフロントラウンジ、お祭広場、和食レストラン、イタリアンレストラン、2階～6

階は客室、7階は男女各内風呂、露天風呂、サウナ室があり、露天風呂からの大自然眺望は

最高です。 

工事中は建物の階高・スペースが狭く、細かな仕上げや納まり・色調・照明選定・モデル客

室施主確認・施主要望事項など建築・設計担当者との定例打合せで決まることが多く、変

更工事には苦労しました。先行現入担当者が造成中に搬入路・駐車場の電気先行外構工

事が完了できた点が本当に良かったです。後回し工事であったらと思うとゾッとします。 

那須エリアは避暑地なのですが、躯体工事中の夏は暑く、那須連山からの飛ばされそうな

強い風が吹くなか、建込スラブ配管と電工さんの作業には感謝の言葉しかありません。現場

災害もなく竣工を迎えることができ良かったです。 （北関東支店 増山 剛） 

inside story 

休日にひとりで、那須ハイランドパークに行ってきましたが、自分の行きたい場所を自由に

回ることができるので、意外と楽しいものです。大人も子供も楽しめるようなアトラクションが

数多くあったので、家族でも楽しめると思います。 

今回施工をしたホテルからも車で1時間くらいの場所にあります。また、県北では有名なり 

んどう湖レイクビュー施設まで徒歩10分程ですので、那須へ観光に来た際にはご宿泊の予

約をおすすめします。     （新潟支店 伊藤 和生※現場応援） 

ホテル森の風那須 

契約先 りんかい日産建設㈱ 

設計監理 ㈱ディーエックス 

工期 2017年2月～2018年7月  

施工場所 栃木県那須郡那須塩原市 

建築概要 延床面積 6,050㎡、RC造 

 地上7階、客室90室 

施工部署 北関東支店 

協力業者 藤電設㈱、㈱井川電気工業 

プラウド苦楽園 

現場代理人としての初現場を終えて  

当物件は、火垂るの墓の舞台になったニテコ池という貯水池の前にあり、春には池の周りの

桜が満開になりバルコニーから一望できる立地になっています。当物件の特徴は全住戸にス

マートHEMS AiSEG2が導入されておりエアコン、空気清浄機、エコキュートなどをスマートフォ

ンでどこからでも制御が可能なシステムとなっています。またロスナイも全住戸に導入されて

おり、設備の充実した住戸でした。 

施工面で一番苦労したことは引込柱から開閉器盤までの引込ルートで、支店の勉強会で

試行錯誤しながら決めたことを覚えています。専有部は低圧受電のため150～250sqの幹

線を17本横引きするために□2300のハンドホールを2基設置しました。ここまで大きなハンド

ホールを見るのは初めてで搬入・据付計画を入念に行いました。 

また、埋設配管ルートが狭く設備との取り合いが大変でしたが、無事に納めることができま

した。初めての現場代理人としての物件であったため、分からないことばかりでしたが、上司、

先輩方、協力会社の皆様に助けていただき、無事故で竣工を迎えることができました。  

（神戸支店 石井 直哉） 

inside story 

現場付近は高級住宅街ということもあり、走っている車はポルシェやベンツ、レクサスなど

高級車が多く国産車を見ることのほうが少なかったです。竣工後、現場付近を建築所員と

探索することがあり、美味しそうなお店がたくさんありました。しかしランチでもセットで1,500

円近くするお店が多く、とてもじゃないけど入る勇気がなかったです。 

契約先 野村建設工業㈱ 

設計監理 ㈱IAO竹田設計 

工期 2016年11月～2018年8月  

施工場所 兵庫県西宮市奥畑 

建築概要 延床面積 9,784㎡、RC造 

 地上3階、地下1階、65戸 

施工部署 神戸支店 

協力業者 ㈱増田電気 

京都府初の駅前複合プロジェクト 

当物件は京都市の北西東と接し、南を長岡京市と接する向日市の阪急電鉄京都線東向

日駅のすぐ傍にある建物です。京都府初の駅前複合プロジェクトとして発足され共同住宅の

分譲マンション3棟（297戸）と別館の1棟が複合された建物となっています。 

マンション棟の1階～15階までが居室で、4階にゲストルーム2部屋、5階に集会室、屋上に

太陽光パネルがあります。別棟は1～2階がスーパー、3～4階が市役所になっており、1階に

消火ポンプ室、来客用の時間貸し駐車・駐輪場、屋上に非常用発電機と高圧キュービクル

があります。 

特に苦労した点としましては、別棟の屋上機器搬入に関してクローラークレーンがギリギリで

しか届かなかったため、基礎の上に直接の搬入据付が困難でした。しかしその後、井上さんと

施工計画を練り、やぐらを組んでキュービクルを人力でスライドさせて据付するようにしまし

た。分解されてても2t近くあるキュービクルを人力でスライドさせて搬入据付するのは大変で

したが、良い経験になりました。またこの建物はさまざまな電気に関わる設備が存在しており、

とても良い勉強と経験になる現場でした。 （大阪支店 上田 陽平） 

inside story 

当物件のある向日市には激辛商店街という仮想商店街があり、さまざまな激辛メニュー

を提供してくれます。また毎年、市主催でKARA-1グランプリがやっておりますので辛くて旨

い物が大好きという方は一度行ってみてはいかがでしょうか？辛旨い物には僕も目がなく、

調子に乗ってよくお店で一番辛い物を頼んで苦しみながら食べています（笑）。 

初めての経験 

当現場は、博多駅近くに建てられたホテルで、住吉神社やキャナルシティの近くに位置しま

す。私自身初めてのマンション以外の現場で、構造体もRC造でなく鉄骨造と初めての経験

が多く、戸惑うこともありましたが、大変勉強になる現場でした。また、関西で同シリーズを自

社で施工していることもあり、現場見学や検査見学をさせていただき参考にしながら現場を

進めていきました。 

現場において苦労したことは、施主からの要望で共用廊下の天井高さをフラットでなくても

限界まで高くすることになり、何度も図面を修正し、その度に照明器具他の器具の配置や納

まり、照度の確認をする必要がありました。工夫したことは、EPS内の床開口と分電盤の配置

です。当現場は2ヶ所のEPSがあり、EPS内に鉄骨柱、梁があったため床開口できる場所に

制限がありました。そのため分電盤の設置スペースが無い状態でした。EPS2ヶ所を強電、弱

電で分け、ラックを最小限にすることで分電盤の設置スペースを確保しました。厳しい工期の

なかでしたが、無事故、無災害で竣工することができました。今回経験したことを必ず次に活

かせるようにしたいです。 （九州支店 原田 龍治） 

契約先 大豊建設㈱ 

設計監理 ㈱大建設計 

工期 2017年4月～2018年8月  

施工場所 福岡市博多区博多駅前 

建築概要 延床面積 4,996㎡、S造 

 地上11階、217室 

施工部署 九州支店 

協力業者 ㈱大成電工 

inside story 

3年目の日高君が3月に配属され、仕上工事に向けて器具の発注や検査の段取りなど積

極的に計画、提案してくれ仕上工事最盛期を乗り切ってくれました。日高君自身も初めての

ことがあったと思いますが、最後まで諦めずにやり切ってくれたことが印象深かったです。現

場最盛期では九州支店若手会恒例のゴルフに参加できずに残念でしたが、次は参加でき

そうなので楽しみたいと思います。 
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沖縄営業所 新住所：〒904-0111 沖縄県中頭郡北谷町砂辺272番地 スナベ第4ビル 

電話番号：098-988-7836／FAX：098-988-7837 

Bon voyage! ! 

 支店員の増加、会議室・打合せスペースが

確保できなかったことと合わせ、魅力ある職

場環境とすべく9月3日に移転しました。 

 新事務所は、手狭であった旧事務所の約2

倍の広さとなり、快適な業務空間となりまし

た。現場や営業先に心地よく向かえるように

テーマは「出発」とし、ブルーを基調としたデ

ザインは、空港などの出発ロビーをイメージし

た華やかな空間を表現しています。 また受付部分にはデジタルサイネージを設置し、来店者

に対して現場進捗状況や物件情報を提供していく予定です。 

事務所の什器・備品も新しく、気持ちも新たに第78期のスタートが切れ、さらには新たな物

件への挑戦、未来へ向かって“出発”していきたいと思います。カフェスペースも落ち着ける雰

囲気となっておりますので、お近くへお越しの際は是非とも気軽にお立ち寄り下さい。  

（千葉支店 髙品 敏子） 

千葉支店 

このような感じになりました！ 

新住所：〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1丁目5番1号 オーパスビルディング6階 

電話番号：043-251-1321／FAX：043-251-6241 

新しくなった事務所を紹介します 

気軽にご訪問ください 

 9月1日に、約10年お世話になった沖縄市の

事務所から北谷町の事務所へ移転いたしま

した。 

 開所祈願は、社長・本部長・協力業者の方

を含め約60名の方に参加いただき、近隣のお

店で懇親会を開催いたしました。 

 新営業所は那覇空港から車で40分程度の

場所にあり、以前よりも少し近くなりました（下

記地図参照）。新しい建物のため事務所内は

とてもきれいで、天井が高く開放的です。事

務所の近くには沖縄らしさを感じられる海が

あり、リフレッシュしたい時に最適です。 

 新たな事務所で営業所員一同、心機一転

頑張って参ります。お近くにお越しの際は、気

軽にご訪問ください。                 

                       （沖縄営業所 廣川 和之） 

若手社員と建物の祈願 

たくさんの方にご参加いただきました 

開所式のご紹介 

 沖縄営業所開所式の準備におきまして、本

土の開所式とは違うなと感じたのでご紹介さ

せていただきます。 

 まずお供え物ですが、沖縄らしく？果物にパ

イナップルをお供えしております。（上段右上

の写真にご注目！）地元の果物を使うため、マ

ンゴーやパイナップルをお供えするのが沖縄

では一般的だそうです。 

 他には、本土では榊を使用しますが、ガジュ

マルの木の枝を使用し祈願いたします。また、

お酒も泡盛が準備されます。 

 そして格好ですが、多くの方がかりゆしウェ

アでご参加いただいておりました。 

沖縄ならでは！？かりゆしウェアの着用人口は六興イチ 

パイナップルやガジュマルの木を使用 

めんそーれ♪沖縄営業所へようこそ！ 

新営業所の外観です！ 

ゆとりある執務室 おしゃれな応接室 

受付はこちらです  

大人数に対応！会議室（30名利用可） 

 すぐ近くに嘉手納GATE

やサンセットビーチ、アメリ

カンビレッジがあり、観光

にも最適です。 

想像を超えた余興! ! 

 軍艦島・大浦天主堂など世界遺産巡り

の支店旅行でした。なかでも最大のイベ

ントは、坂本龍馬の刀傷が柱にあり個人

では高級すぎてなかなか行くことができ

ない「史跡料亭花月」での夕食です。高

級感漂う宴席では、若手社員の想定外

の余興「ドリルすんのかい」芸が最大の盛

り上がりを見せました。一夜漬けの特訓が

実り、全員が涙を流して大爆笑！写真の

花月の提燈を持っている二人です(笑)。 

 世界遺産の感動よりも、若手の体を張っ

た芸が印象的な旅行となりました。 

  （千葉支店 由井 忍） 長崎社員旅行 

滑走路をイメージしたロビー 

応接室を外から見ると… 

見晴らしの良い執務室  木製桟橋をイメージしたカフェスペース 空港ラウンジ調の応接室 広々とした会議室 

那覇空港 

新営業所 旧営業所 

 空港から少し近くなりました！ 
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ろっこうニュース 

 

<表彰一覧及び発表内容> 

最優秀賞 

 札幌中央病院改築工事幹線切替工事における改善発表 

 （北海道支店 北島 忠宏） 

優秀賞 

 計量で省力化！？ 

 （東京第一支店 三井 裕子） 

優良賞 

 ケーブルラックでひと工夫 

 （東北支店 小山内 郁弥） 

 

 アウトフレーム型メーターボックスの施工改善 

 （横浜支店 北野 健二） 

優秀賞 

 複合用途の“計量区分”について着目し、発表を行い

ました。施工者側、そしてエンドユーザーにもメリットがある

ということをどのように伝えるかが、今回のテーマでした。

新しい発表テーマであったため、不安なことも多いなか、

発表が終わり、いろいろな方からお褒めの言葉をいただ

最優秀賞 

 今回の発表は、病院工

事における幹線切替の改

善でした。新築工事を行

いながらの調査・計画・提

案ということで非常に苦

労しました。特に、既設病

院は当社で施工していた

わけではないため、幹線

調査には多くの日数がか

かりました。病院ということ

もあり、電源切替工事で

のミスは致命的になると思い必死でした。それでも、改修

工事等による幹線増設・変更もあり、調査しきれない物も

ありました。 

しかし、電源切替工事は私としても初めてでしたが、社

員、協力業者の協力のもと、大きな問題もなく完了でき

たことが一番安心しているところで、とても良い勉強をさ

せてもらったと思っています。 

今回の改善に関しては、支店の社員に調査、切替工

事、資料の作成を協力していただいたことにより、最優秀

賞を取ることができたと思っております。皆さんにとても感

謝しています。 工事はこれからも続きますので、安全に無

事故で終わるようにまだまだ努力していきます。  

 （北海道支店 北島 忠宏） 

受賞者より感想をいただきました。 

7月24日、第11回目となる第77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。 

首都圏・東日本・西日本・E2各本部での予選会を経

て選ばれたのは、東京第一支店・横浜支店・北関東支

店・北海道支店・東北支店・大阪支店・九州支店・エネ

ルギープラント支店の8支店でした。どの支店も改善の着

眼点が素晴らしい発表でした。 

昨年と同様にWebでの配信も行いました。Webに接続

されているPCが常時60台ほどあったことも確認できまし

た。会場に来られなかった人も視聴してくださったことは

発表会を盛り上げる一因になったと思います。また、今年

は「働き方改革」の効果でしょうか、時短に関しての改善

の発表もありました。 

改善事例発表会は今年で10年目を迎え、改善内容、

改善効果についても着実にレベルアップしているように思

います。これも工事に携わる方々の考え方が変わってき

ている証拠ではないでしょうか。 

主催側も少しずつ改善を行い効率的に進行できるよう

にこれからも改善していきます。  

 （工事本部 田中 康弘） 

着実にレベルアップ 

工事改善事例発表会が行われました 

8月9日、内閣府・文部科学省・日本経済団体連合会が

主導している、女子の理工系進学を後押しする取り組み「リ

コチャレ（=理工チャレンジ）」の一環であり、㈱日刊建設新聞

社と日本大学理工学部の共催で行われた「わたしたちの住

むまちをデザインする仕事」というイベントに、今年もでんせ

つ式部が参加しました。 

中学生から大学生、子供たちに楽しんでいただくイベントと

いうことで、3路スイッチと人感センサーの仕組みを説明する

とともに、3路スイッチとNゲージを組み合わせたもの、人感セ

ンサーがある箱に何を入れたら反応するのかという遊び要

素のある展示品を出しました。他に、インフラ・マンション模型

コーナーも設けました。 

私は今回初めてこのプロジェクトに参加しました。最初はわ

夏のリコチャレ2018に参加しました 

立派な模型を作りました 

き、肩 の 荷 が

スーッと下りた

のを今でも覚え

ています。 

今 回 の 発 表

で一番力を入

れたのはパワー

ポイントの作成

でした。大変多

くの方々にアドバイスをいただきました。最終的には良いも

のに仕上がり、自分自身のスキルにもつながりました。 

東京第一支店として目標としていた2冠にあと一歩届

かず優秀賞ではありましたが、パワーポイントの作成や発

表など、日々の業務ではなかなか出会えない貴重な経

験を積むことができました。 

日々の業務と並行して資料作成をしたり、練習を行う

のは大変でしたが、発表会に参加できて良かったと思い

ます。 （東京第一支店 三井 裕子） 

8月下旬から9月上旬にかけて、東京第一・東京第二・横

浜・名古屋・大阪・神戸の各支店において、総勢12名のイン

ターンシップ生の受け入れを行いました。 

現在の就活市場においては、経団連の規定改訂により

1dayインターンシップが解禁となったこともあり、1日で終了

する講義・セミナーが主体となるインターンシップに参加する

学生が多くなっております。当社においては、日頃より支店の

皆様に積極的に学校をご訪問いただいていることもあり、学

校経由で申込みがあった5日間～10日間のインターンシッ

プ生を受け入れ、各支店・現場において仕事を体験し、企業

理解を深めていただく場を設けることができました。 

2020採用においても就職活動の早期化に伴い、学生の皆

様と接点を持つ機会はより一層増え、かつ多様化すること

が予想されます。その際には是非当社についての理解を深

め、魅力を感じていただく機会とできるよう、ご協力をお願い

いたします。 （人事部 松田 啓貴） 

夏季インターンシップ！ 

今回行われた夏季インターンシップの参加者より感想をい

ただきましたので、ご紹介いたします。 

千葉工業大学 波良 駿希さん・高瀬 寛也さん 

私たちは今回

のインターンシッ

プで、就 活生 と

してではなく、六

興電気の社員と

して、電気施工

管 理 の 仕 事 を

考えました。その

結果、通常の就

活とは違った視点でこの職業を学ぶことができました。 

5日間の間、他企業と六興電気の違いを調べ、積算などの

各部署で行っている業務を詳しく学びました。そして六興電

気が手がけた物件を実際に見学しました。 

すると、事前に知っていた情報から考えていた業務とは

違って、例えば見積書を書くだけではなく、受注先とコミュニ

ケーションを取る必要があることや、建物の構造や周りの環

境に合わせて臨機応変に作業内容を変えていく柔軟性も

必要であるといった、普段の就活からは知りえない業務内容

を学ぶことができました。 

今回私たちは、企業活動を体験することでその企業をよく

知ることができると学びました。この経験を今後の就職活動

に活かし、悔いの無い未来を作り上げたいと思います。 

からない単語が出てきたり話についていくのがやっとで、皆さ

んの発想力に驚かされるばかりでしたが、材料の名前、電気

についての知識などさまざまなことを学べたと思います。 

リコチャレは、来場者に建設産業のことを伝えるのはもちろ

んですが、それだけではなく、自分たちの仕事・他社の仕事

を楽しく学べる場所なので来場者だけでなく私にとっても有

意義なイベントとなりました。 

 （でんせつ式部 伊藤 咲綾） 
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㈱大林組様より感謝状をいただきました 

㈱大林組様より、「(仮称)

港区南青山二丁目計画」を

はじめ、当社の施工実績を

認められ、感謝状をいただき

ました。 

本件は、青山一丁目駅の

青山霊園近郊にあります。

「フレア」をコンセプトとし、ア

ウトラインには極端な曲線形

状を表現し、ルームプランに

も同様に曲線美を取り入れ

た特徴あるレジデンスとなっており、青山のランドマークとして

注目されています。 

当時を振り返ると、赴任当初は高層物件三件目かつ連続

して事業主が同じということもあり、自信と経験値でポール

ポジションを取り、一気に駆け抜けようと調子にのっていまし

た。ところが、「使い勝手」「コスト低減」といった一般的な話

題には興味を示さず、「見た目の良さ」「メリハリある空間演

出」といった実績の無い要求が続き、最後尾からの地道な

道を進めていく日々が続きました。 

いつゴールを駆け抜けたのかは不明ですが、あらゆる部位

にコストを費やし、優美な演出を提案する経験は貴重な時

間となり、建設に携わった関係者に驚きと感動を与えること

ができたことと思います。  

 （東京第一支店 小岩 伸也） 

表彰状をいただきました 

日工教年次大会に行ってきました 

 福岡工業大学の高原教授

が、今年の新入社員研修で

行った技術者倫理の講義

（2018年春号3ページ参照）

について論文を執筆され、日

本工学教育協会第66回年

次大会にてポスターセッショ

ン形式で発表されました。 

 大会当日は山田本部長と

私も参加させていただいたの

ですが、工学教育に関するさ

まざまな内容のポスターがたくさんあるなかで、想像以上に

多くの方が高原教授のポスターの前で足を止めており、技

術者倫理教育に対する関心の高さが窺えました。 

新入社員の皆さんは3月末の技術者倫理に関する研修を

覚えていますか？これから仕事の幅が広がっていくなかで、

技術者としての倫理を忘れずに成長していって欲しいと思

います。 （人事部 河上 美幸） 

発表の様子 

 今年は、初参戦の

会社2社を含む、17

社 総 勢200名 の 皆

さんにご参加いただ

きました。 

 毎年、ルールをマイ

ナーチェンジしなが

ら、安全かつ楽しい

レースができるよう試行錯誤しておりますが、今年は、ノービ

ス（初心者向け）・メダリオン（中級者向け）・エキスパート

（上級者向け）とレベルを３段階に分けて行 い、全 チ ー ム が

無事故で完走することができました。レベルが分かれたこと

で各クラスより白熱したレースとなった上、初めて参加される

方のハードルが下がったように感じています。逆に、クラスが

増えた分、タイムスケジュールが分刻みとなりましたが、会場

の新東京サーキットの皆さん、参加者の皆さんのおかげで、

楽しい一日が過ごせました。 

7回目ともなると、1年に一度“いつものメンバー”のお顔や、

成長されたお子さんの姿を見れる楽しみに加え、初めてご

参加いただく方にお会いできることが大変嬉しく思います。

来年も開催予定ですので、多くの方のご参加をお待ちして

おります。 

 （E2本部 岡田 珠代） 

白熱した戦い 

第7回企業対抗カートレース 

※カートレースの写真・動画はQRコード・下記URLで見られ

ます。  

       https://www.6kou.co.jp/cart/cart2018.html 

安全ポスター 第78期のテーマは 

 今期のテーマは「ぼく・わた

しの家族！」です。オリジナル

安全ポスターの作成は2015

年から始まり今年で4年目と

なりました。ポスターは小学

生までのお子さんが描く絵の

コンテストに応募いただいた

作品を審査し、入賞作品12

点に優秀安全標語を入れて

作成します。コンテストも4回

目となり、初回の2015年は

父の日企画として「お父さん似顔絵コンテスト」、2016年と

2017年は「働く家族の似顔絵コンテスト」を実施しました。そ

 千葉工業大学 相知教授より、東京

第一支店 飯村さんの卒業研究が論

文となって「工学教育」誌66巻(2018

年9月号)に掲載される旨のご連絡が

あり、またその内容を寄稿いただきま

した。 (人事部 河上 美幸) 

 2016年入社の飯村亮太君が大学

在学中に卒業研究で行った内容を纏めた原稿が、指導教

員である私との連名で、日本工学教育協会に正式な査読

付き論文として認められました。タイトルは「Webページを利

用した電気回路の学習支援電子教材の開発」で、大学の

電気電子工学科にて学習する電気回路をWebページで分

かりやすく説明するというものです。飯村君は、Webページを

記述する言語であるHTMLとJavaScr iptと呼ばれるプログ

ラムで実写の動画ではなく、アニメーション機能を用いて交

流の正弦波電圧・電流波形とフェーザ(ベクトル)をWebペー

ジにて数式と関連づけて説明することで、より分かりやすく、

理解しやすいことを目指して開発し、その結果が論文として

認められました。 

飯村君は予習が可能となるよう授業の1週間前には授業

内容のWebページを公開しており、毎週夜遅くまで残って見

やすいWebページや理解しやすいアニメーション表示等を工

夫していました。論文では、学部の2年生に対し開発した

Webページを閲覧してもらい、内容や理解のしやすさ等につ

いてアンケート調査を行い、良好な結果を得ました。さらに、

論文査読者にも高い評価を受け、掲載決定となりました。 

飯村君には、大学在学中に得た電気回路の知識・技術を

活かして、社会人として資格取得等で活かしていただけれ

ばと思います。今後の益々のご活躍を期待しております。 

 (千葉工業大学 工学部長 相知 政司教授) 

飯村 亮太さん 論文が掲載されました 

相知 政司教授 

して2018年は「こどもの絵コンテスト」を開催。「ぼく・わたし

の家族！」をテーマに、家族の似顔絵はもちろん家族と過ご

す楽しい時間や思い出など自由な発想で描いた絵を募集

し、2歳から小学6年生までのお子さんから応募がありまし

た。それぞれ個性的ですが、どの作品にも家族の笑顔があり

ました。そのなかから12作品を今期の安全ポスターに採用さ

せていただきました。10月のポスターが最優秀作品です。

 （工事本部 池上 夏子） 

8月2日に、社員のご家族、お子さんを対象とした「2018 

6kou Family day」を開催いたしました。昨年までは小学生

を対象とした社内イベントでしたが、今年は小さなお子さん

のいるご家族も対象として、皆様が「六興ファミリーの一員で

ある」と感じていただけるような企画といたしました。 

最年少0歳から最年長12歳のお子さんが特注の六興シャ

ツを着て、会社探検や社長からの辞令交付などを楽しんで

いる姿からは、普段のお父さんやお母さんが仕事をしている

会社を見るだけではなく、六興電気の一員として当社の社

風を心から楽しんでいる様子を伺うことができました。 

今年は運営メンバーにインターンシップ生2名も加わり、お

子さん、ご家族含めて総勢60名以上のイベントとなりました

が、トラブルや事故もなく無事に終えられたこと、何よりたくさ

んのお子さんたちの笑顔が見られたこと、心からうれしく思っ

ております。お子さんの感想にありました「また来年も来たい

です」という期待に応えるべく、しっかりと振り返りを行い、来

年に繋げて参ります。 （運営メンバー 松田 啓貴） 

2018 6kou Family day開催しました！   

※6kou Family dayの写真・動画はQRコード・下記URLで

見られます。  

 https://www.6kou.co.jp/family/family2018.html 

8月25日、電設健保主催の野球大

会が開催されました。暑い日差しのな

かの一回戦、相手は㈱カナデン様。し

かし試合数日前に人数が集まらない

ことが発覚。そんな状況を救ってくだ

さったのは、六興電気野球部を支えて

こられた往年の名プレイヤーや初参戦

の方々でした。 

なんとか人数も集まり試合に臨みましたが、初回から得点

を奪われ苦しい展開。外野の佐々木君を筆頭にみんな良い

プレーを見せましたが、相手投手に六興打線はほぼ抵抗で

きず、0-7で敗戦しました。 

相手チームから熱中症の症状が出た猛暑のなかでした

が、無事に試合を終えることができました。他チームの試合

結果で1部残留が決まりましたので、来年もまずは1部残留

を目標に、一戦必勝で戦っていきたいと思います。  

 (東京第二支店 後藤 允彦) 

暑い日差しのなか… 

狙うはホームラン 
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 *** おしらせ *** 

介護に関する制度を改定しました 

従業員の家族が介護状態になったとしても、安心して働

き続けることができるようにするため、介護短日勤務制度

を新設し、介護短時間勤務制度と合わせて柔軟な働き方

を選択できるようになりました。また、会社が金銭面を支援

することで介護方法の選択肢を広げることを目的に、介護

費用貸付金制度を制定しました。ご興味のある方は人事

部までお問い合わせください。 

任用測定 試験結果 

今年の任用測定試験は、67中62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・7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。 

7月～9月の採用 

東京第一支店 工事係  増田 椋介 

千葉支店  技術係  泉水 優里 

九州支店  技術担当  岡 亜希子 

東京第三支店 工事担当  仲津 丈晴 

 

受注！ 

・本厚木南口地区第一種市街地再開発 横浜支店 

・アーバンプレイス神道寺  新潟支店 

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 5日 11日～12日:2018-半年目修了研修  

11月 2日 
15日～16日:5級・新任研修 

17日:本社清掃ボランティア活動 
 

12月 7日 

年末年始役員安全パトロール 

  7日:部署業績表彰式 

10日:成果配分金支給式 

14日:冬季賞与支給 

28日:仕事納め 

年末休暇 

29日～31日 

年始休暇 

1日～3日 

(4日は有休・振

休取得推奨日） 

“ろっこう”が選ぶ優秀安全標語  

各支店の安全朝礼などで採用された安全標語のなか

から、新聞委員会で最優秀作品を選びました。 

「あぶないぞ 危険作業をみんなで指摘  

       チームの力でゼロ災害 」 

     （名古屋支店 實田 貴幸） 

 自分がどれだけ気を付けていて

も、危険を全て把握することは難

しいです。しかし、現場の仲間み

んなで危険な行動・作業に対し

て指摘をするという基本的なこと

を初心に戻って行い、ゼロ災害を達成しようという思いを

込めて、標語にしました。名古屋支店は今期、「合言葉

はチーム！」というスローガンを掲げています。チームの力

を見せつけられるよう取り組んでいきたいです。 

千葉支店 技術係 泉水 優里 

自分の強みをみつけます 

 はじめまして。7月より千葉支

店に所属しております、泉水優

里（せんすい  ゆうり）と申しま

す。千葉支店は、優しく楽しい

方々ばかりで暖かい雰囲気の

ため、早く慣れていけたらと思っ

ております。 

前職は異業種だったため、新たに行う業務ばかりで不安も

ありますが、新たなことへの挑戦！と前向きに取り組み、自分

の強みを見つけたいと思います。よろしくお願いします。 

お世話になりました 

松橋 寛さん 

 1969年東京本社に入社して

48年間、最後に東京第三支店

を経て退職となります。入社時

は営業として配属されました

が、設計・積算・現場の経験も

必要とのことで、大型現場で

あった恵比寿のマンションでの

施工に携わりました。 

次は石油プラントの仕事が出張の始まりで、千葉の石油

プラント工事に3年、沼津でのJV関連工事に4年、日本たば

こ産業（JT）関連工事およそ10工場、静岡県立総合病院の

4年、本社プラント工事支店で10年、焼却炉、また東芝関連

の特高系電気炉(製鋼）、本店工事に戻って中野サンプラザ

改修、河田町市街地住宅。第三支店では聖マリアンナ医科

大学エネルギー（コゼネ）、どれをとっても忘れられない仕事

です。北は青森八戸、南は岐阜大垣まで、出張の連続でし

たが、地方支店の協力と上司、先輩と後輩の協力で仕事が

できたと思います。また六興電気の内線工事の技術力と歴

史、地盤の強さ、凄さに驚いています。私ごとですが、人生最

大のことは34歳で結婚、子供2人が成人したこと、家を持て

たことです。今後は趣味の釣りと旅行にでも出掛けようと

思っています。大変長らく、お世話になりました。 

経歴 

1969年入社 東京本店→プラント工事支店→東京本店→東京第三支店 

7～9月の採用 

入社された方より一言いただきました。 

三浦 公久さん 

 入社してすぐ東京都の夢の島

体育館の現場に勤務。当時も

営業は現場、工事は営業を経

験する制度でした。 

 皆さんは「ドボン」というトランプ

ゲームをご存知でしょうか？入社

当時は社内で流行していまし

た。夜な夜な応接室に集まり、

打ち興じたものです。懐かしいですなあ、ご同輩！ 

「禍福はあざなえる縄の如し」。わが建設業界は狭いもので

す。一仕事・一現場が終わって別れても、十年・二十年後に

再会する方もいらっしゃいます。不義理はしないように心がけ

てきました。 

 忘れられない仕事はいくつかありますが、一番は某庁舎入

札の時です。初めて10億円を越す入札金額を記入する時、

なんと！手が震えて金額が書けません。ボールペンを持つ右

手に左手を添え、やっと記入しました。何百回と入札してき

たのに、本当に情けない思いをしたものです。 

 今後は、四国八十八ヶ所霊場巡りと、奥の細道踏破を成し

遂げたいと思っています。 

最後に、1975年4月入社以来、今日まで多くの皆様に支

えていただきました。ありがとうございます。 

経歴 

1975入社 東京本店→多摩支店→東京本店→東京第三支店 


