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あけましておめでとうございます。株主総会も無事終了し、第77期
決算は受注高450億円、売上高415億円、経常利益32億93百万
円が確定しました。第76期と比べると減収減益ではありますが、手
持ち工事の増加があり、昨年同様の素晴らしい成績と評価します。
また第77期は都内の超高級物件の完成や米軍大型工事の社内
JVが軌道に乗るなど、内容の濃い一年でもありました。人材面にお
いては、大卒の内定者歩留まりが63.6％と前々期比で8.3ポイント
改 善 し、3年 後 離 職 率 は 建 設 業 平 均 の28.9%に 対 し て 六 興 は
12.0%、2年後離職率も19.2%に対して5.3%と、好結果を残しまし
た。さらに労働時間についても、前期末3か月の残業時間は全社平
均で48.6時間となり、前々期比で9.5時間の短縮となりました。これ
らの成果は、社員および協力会社の方々の弛まぬ努力の賜物で
す。年頭にあたって改めて感謝いたします。また今年は1月4日を有
休推奨日としたので、9連休を楽しんだ方も多かったことと思います
が、一方では改修工事などで仕事をしていた方もいたのではない
でしょうか。私はというと、11月に大きなヘルニアと脊椎狭窄が見つ
かったので手術を受けました（写真は入院中のものです）。術後は
良好ですが、完治に3か月ぐらいかかる見込みなので、今年は忘年
会やゴルフはキャンセルして静かな新年を迎えています。そんなわ
けで、いつもとは違う観点からいろいろなことを考える良い機会を得
ることができました。

脊椎の手術で入院しました

仕事をチームで行う
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やはり一番気になるのは人手不足と働き方改革です。経営的観
点から考えても、目先の利益を優先して人材を消耗する企業は行
き詰まるのが目に見えています。ですから建設業における長時間労
働の解消は待ったなしの状態。さらに4月からは最低5日間の有給
休暇取得も義務化されます。したがって今年はいろいろな案を試し
ながら、今後の流れを作る年にしなければなりません。ただ、何か物
足りないのです。というのもマスコミなどの論調は労働をたんなる時
間数としてしか捉えておらず、達成感とか社会への参加意識とか仕
事を通じての成長といった、いうなれば働くとはどういうことなのか、
という本質がほとんど語られていないのです。いくら勤務時間が短く
なっても働いていて楽しくない職場になってしまったら、「働き方」を
改革したことになりません。では働いていて楽しい職場とはどんな職
場でしょうか？ いろいろな要素があるのですが、私は①作業ではな
く仕事をしているという実感と、②チームの一員として仲間と価値観
と目標を共有しているという帰属意識、それに③仕事の成果が社
会で重要な役割を担っている、の3つがポイントと考えています。た
とえば現場と支店スタッフで分業をするとき、往々にして効率だけ
を優先してスタッフに業務を流してしまうことがあります。そうすると
スタッフは自分のやった仕事が次の工程でどう生かされたかわから
ず、たんなる作業をしているように感じてしまうかもしれません。しか
し何かちょっとした工夫をして担当した物件の最終的な成績を現場
と共有できたら、さらにその物件が表彰された時にメンバーに加えて
もらえたら、支店スタッフは上記の①と②を実感できるでしょう。現
場からみても支店スタッフがチームの一員と感じられたら仕事がス
ムーズに進み、より効率よく時間が使えるはずです。またリーダーは
今手掛けている物件が完成後どう使われるかを語ることで、部員は
③を理解できます。六興ではそこまで考えた働き方改革を目指し
たいものです。ついでにワーク・ライフ・バランスという言葉にも違和
感があります。私生活と仕事時間を完全に分離して、一歩会社を出
たら仕事のことは考えない、人付き合いも極力会社以外としよう、と
いうのはどこの国の考え方なのでしょう？ 25年も前なのであまり参
考にならないかもしれませんが、私が六興に入る前に勤めていたカ

( 1 )

長江 洋一

リフォルニアの会社では社員同士がとても親密で、遊ぶのも仕事を
するのも圧倒的に社員同士でした。飲みに行った時の話題も半分
ぐらいは仕事か業界の話でしたが、とても勉強になったし何より楽し
かった。こういう働き方をワーク・ライフ・インテグレーションと言うそう
です。全員がそうしろとは言いませんが、そのような働き方も否定す
べきではないでしょう。

事故は最初の3か月
入院中は現場の事故件数も気になったので、年度ごとに累計を
グラフにしてもらいました。

これを見ると、期初（10月～12月）の災害件数が少ない年ほど期
末の成績が良いのが見て取れます。第75期は六興で初めて年間
一桁（8件）になった年ですが期初の事故件数はゼロだったのに対
し、過去5年で事故が最多だった第73期は5件発生しています。さら
に1月時点の事故件数を少ない順に並べると、75期、76期、74期、
77期、73期となりますが、これは年間件数の順位と一致します。こ
れは新しい発見でした。この例に倣うと、第78期の事故件数は原稿
執筆時点で1件なので、期末は9件に抑えられることになります。気
を引き締めてこの傾向を維持してください。

忙しさはしばらく続く
経済の先行きも気になります。日本は、とくに建設業はインバウンド
需要に支えられて順調ですが、世界を見渡すとアメリカと中国は貿
易戦争で波乱含みとなり、ヨーロッパも難民問題で不安定化、新興
国は通貨暴落とどこも際どい状況になっています。日本だけが景気
も体制も安定していますけど、オリンピック後はどうなるでしょう？ い
つも言っているように景気の波は誰が予想しても当たりませんが、分
析はできます。それで気付いたのは、今の日本と海外で起きている
事柄に短期的には関連性が薄いということでした。難民問題と外国
人労働者を混同する方もいますが、無秩序に押し寄せる数十万人
の難民と一応の法整備の下で労働者として雇う外国人は全く別物
です。ヨーロッパで台頭するポピュリズムも、日本ではすでに民主党
政権で苦い薬を飲んだので免疫ができています。貿易戦争も日本
経済の輸出依存度は低い（誤植ではありません）ため、決定的な要
因とはなりません。一方で我々が日々直面している人手不足は日
本とアメリカだけの問題で、ヨーロッパの若年層失業率は10%を超
えています。このように、海外の激動に惑わされる必要はないので
す。また建設業の人手不足が解消する見込みは殆どないので、仮
に建設需要が減ったとしても、施工能力も同じように減ってゆくので
暇になることはありませんが、人材を引き付けられない企業は淘汰
されてゆきます。ですから、人材の確保と教育を最大の課題として
取り組みましょう ！

さらなる飛躍を目指して
～新任役員挨拶～
これからも現場とともに

執行役工事本部長 釆野 邦彦

内定式を行いました

ふと今までの自分を振り返ってみると、良くも悪くも現場人間で
した。常に客先や協力会社関係の皆さんと納得して仕事を続け
るために何が大切なのだろうと考えてまいりました。
その中で、いろんなことをお互いが話をして納得して仕事に取
り掛かることが最も重要だと考えるようになりました。現場のなか
で、互いに言いたいことを言い合い、不快に思うこともあった気が
します。当たり前のことですが、協力いただける皆さんがいるから
こそ仕事ができる。その協力いただける皆さんから指名していた
だける社員を一人でも増やすべく、現場をコツコツと周り、現在、現場最前線で業務に当たっ
ている社員一人ひとりのレベルアップを図りたいと考えています。
また会社根幹を支える一員として、客先、協力会社、支えていただいている皆さんと共存共
栄を、より充実したものにするため、全身全霊で取り組んで行くことが使命であると認識し、実

内定者が集まりました

践してまいります。

昨年10月22日、ザ・プリンス パークタワー東京にて、2019年度入社内定式を開催いた

支店からの情報発信

しました。内定者29名（理系23名、文系4名、海外採用2名）と指導・教育に携わる配属

執行役員北海道支店長 黒川 雅美

予定部署の社員が顔を合わせましたが、ほとんどが面接や暑気払いなどですでに見

突然、北海道支店長を任され早6年が経ち、諸先輩方の温か

知った仲であり、会話の弾むとても和やかな式典となりました。とは言え、管理本部長の

いご指導とお客様、協力会社そして何より私について来てくれた

講話、人事部長からの内定辞令交付においては、まさに社会人としての第一歩を踏み出

支店社員、その他沢山の「人」に恵まれ今の私があり、皆様方に

そうとしている表情が伺え、入社後の成長に大きな期待を抱くことができる機会ともなり

は深く感謝申し上げます。

ました。

今回このような重責を担うことになり、さらなるチャレンジをさせ

入社後は多くの頼れる上司、先輩たちが必ず皆さんを支えてくれます。どうか安心して

ていただく決意と、これからも「出会った人・出会う人」に感謝を

ご入社ください。研修でお会いできるのを楽しみにしています ！

忘れず微力ながら当社の魅力を伝えていければと思います。

内定者からコメントをいただきました。

昨今、人手不足が囁かれるなか、若手社員の確保そして成長

椙山女学園大学

できる環境と育成が急務であり、六興社員であることに誇りと信頼される社員の「人財」作り
また、働き方含めさまざまな環境が変化しているなか、柔軟にスピード感を持って大きな視
野で小さな支店であるからこそできることもあり、まだまだ若輩者ですが、それを情報発信し、

大阪電気通信大学

加藤 晴子さん

只森 正一郎さん

大学での学びを活 かせる

分からないことばかりで、ご

積算・製図担当として内定を

迷惑をお掛けすることもある

にも貢献したいと考えております。

いただき、大変光栄であるとともに身の引き かとは思いますが、努力を惜しまず、責任を

社業発展に最善を尽くす所存でございます。

さらなる成長を目指して

（人事部 松田 啓貴）

締まる思いです。入社後は早く1人前として 持ち仕事に取り組んでいきます。
活躍できるよう努力を重ねて参りますので

執行役員九州支店長 田中 文憲

一生懸命頑張りますので、宜しくお願いい

ご指導ご鞭撻の程宜しくお願いいたします。 たします。

この度、執行役員という大役を仰せつかるに当り、日々その責
任の重さを痛感し身の引き締まる思いです。第75期より九州支
店長を務めさせていただき3年が経過いたしましたが、「お客様
とともに成長させていただくために」をスローガンとし、お客様に寄
り添うことを第一に取り組んでおります。

第77期 決算報告

民間においては、福岡市の人口増加に伴う大型マンションを柱

第77期の決算は以下のとおりとなりました。

とし、長きに渡りお取引をいただいておりますゼネコン各社様より

経営の安定度を示す自己資本比率は59.4％になりました。

マンション以外（倉庫、ホテル等）の案件も施工させていただける

貸借対照表

ようになっております。米軍工事においては、沖縄・佐世保ともに大型案件が出件されるなか、
各支店のご協力により、社内JVに取り組むことで「米軍工事の六興」を守ることができており
ます。

科目

金額

（資産の部）

（28,976,867）

流動資産

今後も九州支店のさらなる成長を目指し、お客様の動向を逸早く察知し、その意に沿える

現金預金

執行役員千葉支店長 清水 光茂
この度、執行役員を拝命することになり、責任の重さを痛感しな
がらも、新たな挑戦への機会をいただいたことに感謝を申し上げ
ます。千葉支店の工事責任者として4年、部署長として3年が経
今日までやってまいりました。今後も労働時間短縮のための業

9,287,638
410,988

金額

（負債の部）

（11,771,881）

流動負債
支払手形

10,455,476
92,862

電子記録債務

1,649,162

5,269,030

工事未払金

3,790,504

完成工事未収入金

7,780,537

その他未払金

1,725,841

未成工事支出金

410,015

未成工事受入金

1,205,225

繰延税金資産

751,114

賞与引当金

1,598,519

その他

333,447

工事損失引当金

貸倒引当金

▲7,164

その他

54,358

4,741,258

固定負債

1,316,404

固定資産

過し、多くのお客様、協力会社様、資材会社様のお力添えにより

24,235,609

科目

電子記録債権

受取手形

支店作りに努めるとともに、当社の米軍工事のさらなる発展に向け努めて参ります。

情報共有

損益計算書
（単位:千円）

2018年9月30日現在

有形固定資産

1,350,441

建物・構築物

754,659

退職給付引当金
その他

339,000

194,962

機械・運搬具等

133,463

土地

432,317

株主資本

題として改善方法を模索し、実行してゆく所存です。

建設仮勘定

30,000

資本金

500,000

無形固定資産

53,519

資本剰余金

160,680

3,337,296

利益剰余金

16,195,810

現場の問題等も含め、各支店での効果的な対処方法、失敗例

投資その他の資産

17,204,986
16,856,394

も隠すことなく情報共有することにより、効率的に且つ早期に解決に進めることができると考

投資有価証券

2,644,757

利益準備金

125,000

えております。相乗効果として会社全体が活性化され、風通しの良い、魅力のある会社へと

子会社出資金

160,641

別途積立金

16,070,810

繰延税金資産

210,869

繰越利益剰余金

繋がっていきます。

その他

今後は、千葉支店からも多くの情報の発信元となり貢献できるように、またその他でもさま
ざまなことにも挑戦し、業務に邁進していきたいと思います。

貸倒引当金
資産合計

( 2 )

334,290

自己株式

（単位:千円）

至 2018年9月30日

科目

金額
41,450,282

売上高
完成工事高
兼業事業売上高

41,190,890
259,392
34,988,668

売上原価
完成工事原価
兼業事業売上原価

34,790,437
198,231
6,461,613

売上総利益

3,306,305

販売費及び一般管理費
営業利益

3,155,308

営業外収益

143,575

営業外費用

5,380

経常利益

3,293,503

1,121,441

務効率化・分散化、また若手育成方法、採用方法などを継続課

（純資産の部）

自 2017年10月1日

特別利益

159

特別損失

1,343
3,292,319

税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税

1,213,149

法人税等調整額

▲150,092

2,862,261
▲96

▲13,260

評価・換算差額等

348,591

法人税等合計

1,063,057

28,976,867

負債・純資産合計

28,976,867

当期純利益

2,229,261

六興電気のゆく年くる年
新年を迎え年男・年女になられた皆さんに一句詠んでいただきました
峰の雪 風にまかせて 親か黒

初日の出 見ながら向かう 初詣

十八にして山奥から上京し、寮生活で始まっ

社会人1年目は、たくさんの人と出会い、多く

た社会生活。同輩と先輩から遊びを学び、仕事

のことを学んだ1年でした。入社して半年間は、

では上司の背中を追いかけて、楽しみ、苦しみ、

職人さんの元で間仕切り配線、ボード開口、器

そして出会いと別れを繰り返してきました。貫徹

具付けの手元作業を行い、工具や材料、現場

続きの現場で、夜中に寝ぼけて合同部屋の窓

の流れを学びました。電気工事は、予想してい

から小便したり、天井裏で寝過ごしたことなど、

たより作業が多く、多くの業者さんと関わる仕

今では笑い話になるようなことも走馬灯のよう

事でした。また、さまざまな現場に検査応援や

に思い出されます（ようやってきたもんだ…）。

安全パトロールに行きました。現場ごとの施工

還暦になると子どもに還るようで、最近は幼い

法の違いなどを学ぶことができました。

頃のように山歩きを楽しんでいます。休日は近隣の山を、フーフー言いながらトレッキングに勤

半年の電工研修が終わった現在は、電工研修で学んだことを活かして、CADを用いて図

しんでいます。時には島に渡って帰りの便が欠航になったり、復路を半日中歩いたり、結構この

面の作成作業をしています。今では、出かける先々で天井の照明を見るようになり、すっかり

年になってもいろいろな経験をさせてもらっています。

業界人になったと実感しています。

これもひとえに、健康な体を与えてくれた親、気心の知れた仕事仲間、そして何よりも大切
な家族があったからこそ。これからも一年一年を大切に過ごしていきたいと思います。
（EP支店 齋藤 誠司）

初めてのことばかりでミスをして周りの人に迷惑をかけてしまい、苦しい時期もありましたが、
無事に年を越すことができました。今年も1年間事故なく仕事ができるように神社でお祈りし
ました。

（神戸支店 夜久 慧太）
江ノ島で 感じる成長 子とトンビ

爽快な 青空の下で ナイスショット
あけましておめでとうございます。気が付けば

あけましておめでとうございます。1月4日が有

入社してもうすぐ14年目を迎えようとしますが、

給休暇推奨日だったこともあり、年末年始に長

相変わらず不規則で酒浸りな生活を繰り返し、

いお休みを取られた方もたくさんいたと思いま

そろそろ健康に気を使わないといけないと思う

す。ご家族で旅行に出掛けられた方も多いので

今日この頃。体力には自信があったのですが、

はないでしょうか。そういう私はどこかに遠出を

現在の現場は敷地が広く、竣工間際だったこと

することもなく、家でのんびり過ごしていました。

もあり、検査や工事の追い込みで一日中動き

私の家は世間で言うところの観光地にあたり、

回っていることが多く、週末には体の疲れで動く

ロングバケーションがあると多くの人で賑わいま

のが辛くなり、若手の後輩の軽快な動きを見て

す。年末年始は交通規制もかかり、いつも通っ
ている道が使えなくなり、若干不便さを感じますが、家から少し出るだけで観光地特有の賑

自分も年を取ったなと感じています。
そんななか、休日の楽しみが最近ハマっているゴルフです。練習はほとんどしないので、な

わいや旅行客の楽しそうなオーラに触れられて良い面もあります。海も近いので砂浜や波の

かなか上達しないのですが､ゴルフを通じていろんな方々との繋がりが広がり、お誘いも多く

音を聞いて日々癒されることも。冬の海なんて近くないとあまり行かないですよね。天気が良

来るようになり、昨年はいろいろなコースをまわりました。スコアは調子の良い時、悪い時があり

ければ意外と暖かいですよ。そんな感じでボーッとしていたらおせんべいを食べていた娘がト

ますが、ゴルフ仲間とプレーを楽しむことができました。

ンビに襲われました。トンビも日に日に利口になっていてなかなか強敵です。皆様も癒しと刺

今年も公私ともに充実した1年を送れるよう、過ごしていきたいと思います。今年もよろしくお
願いいたします。

激のある古都鎌倉に機会があったら、是非お越し下さ～い。
（東日本本部兼GM部 関口 香織）

（東京第二支店 菅藤 俊範）

六興電気の忘年会・納会の様子をご紹介します

GLOBAL NEWS LETTER “The Innovator” 発刊します ！
この度、社内報「ろっこう」の海外版“The Innovator”を
発刊いたします（年2回（1月・7月）/全8ページ/A4版）。
日本版「ろっこう」はすでに六興電気を知ってもらえてい
る方に向けて制作されていますが、海外や特に外資系
企業のお客様は六興電気の名前をはじめて見聞きする
方も少なくありません。そんな方々に対しても、六興電気

大勢の方が集まりました（本社納会）

とHEXEL TECH ENGINEERING Corp.をより知って

ゲームに挑戦 ！ 六友会の皆さん(本社納会)

もらおうという趣旨のもと、広報誌として発刊することと
なりました。
主な配布対象者は、当社の外国籍社員、外国人採用
時の広報、国内外資系企業、グアム支店およびHEXEL
TECH ENGINEERING Corp.のクライアントとしていま
す。ローカルコントラクターや業者とお付き合いをしていくグアム支店やHEXEL TECH
ENGINEERING Corp.にとっては、なかなか自社の状況を社外に発信できる機会があ
りません。したがって、このNEWS LETTERを一つの営業ツールとして役立ててもらえれ

目指すは全問正解 ！ クイズ大会（東北支店）

毎年恒例 ！ 支店芸能部の皆さんによる出し物（東京第一支店）

ばと思っています。
また、フィリピン大学での採用活動の際も学生の皆さんに六興電気をより深く理解して
もらえるように、採用関連記事も毎号特集してまいります。
ちなみに本誌はすべて英語になっているのですが、日本語から英語への翻訳の一部
は、すでに活躍している当社の外国籍社員の方々に行ってもらっています（日本語の勉
強にもなり「一石二鳥」ですね ！ ）。
ご希望の方、並びにご興味のある方はいつでもお声がけください。
Let's Check it UP !

芸人さんをお招きして大盛り上がり（東京第二支店）

美味しい料理を満喫（中国支店）
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（GM部 信氏 美紀）

第77期 部署業績表彰式
最優秀部門賞
チームの力

最優秀部門賞

前期だけではなく、この数年、名古屋支店では個々の力ではなく、トータルレベルアップとい
う意味で「チームの力」という合言葉のもとに支店員だけではなく、協力会社の皆様にも協力

優秀部門賞

を仰ぎながら取り組んできた結果がこのような表彰に繋がったのだと嬉しく思います。

・受注業績

名古屋支店

（達成率）

2年前には「チームの力をみせつけよう」というスローガンのもと、みせつけることができず、前

1位

東京第二支店

（132.0％）

期は「チームの力を高めよう」という目標に対し、一人ひとりが何が自分にできるのかというこ

2位

中国支店

（123.2％）

とを真剣に取り組んだ結果、今回の賞で少しはチーム力が高められたのかと感じています。

3位

東北支店

（121.8％）

今年はそのチームの力に磨きをかけ、揺るぎないものにしたいと思っています。

・施工業績

然しながら前期、災害を2件起こしてしまい大いに反省するところです。今後同じことが起こ

1位

横浜支店

（122.6％）

らぬよう社内では「チーム名古屋」として、また協力会社の皆様と一丸となり「チーム六興」と

2位

中国支店

（117.3％）

して、さらなる高い目標に向かい行動していきたいと思います。

3位

東京第二支店

（117.1％）

（名古屋支店 戸塚 寛介）

東北支店 小山内 郁弥さん
レーベン仙台小田原新築工事

・受注粗利業績
1位

東北支店

（207.9％）

2位

千葉支店

（202.9％）

3位

名古屋支店

（195.9％）

・施工粗利業績

最優秀部門賞杯の授与

1位

名古屋支店

（187.4％）

2位

静岡支店

（158.4％）

3位

EP支店

（157.8％）

チーム名古屋

大阪支店 菅原 哲也さん
西区新町タワープロジェクト新築工事

西日本本部
金賞（17件）
大阪支店

大阪支店
木元 正樹

プレサンスタワー大阪本町新築工事
大阪支店

菅原 哲也

西区新町タワープロジェクト新築工事
大阪支店

細田 雄一

大阪市北区長柄西集合住宅新築電気設備工事
大阪支店

井上 洋隆

東向日駅前計画新築工事
大阪支店

滝内 健太郎

ドーミーイン大阪谷町四丁目新築工事
大阪支店

橋本 耕次

枚方市岡南町新築電気設備工事
大阪支店

廣田 孝信

ホテルユニゾ大阪心斎橋新築工事
大阪支店

髙岡 大輔

ユニゾイン新大阪新築工事
神戸支店

石井 直哉

西宮奥畑町集合住宅新築工事
神戸支店

辻本 好範

恋野温泉うはらの湯新築工事
神戸支店

山下 尊弘

神戸市北野1丁目介護付有料老人ホーム新築工事
中国支店

赤井 悠耶

リビングコートプライム津島新築工事
九州支店

片平 進人

普天間滑走路改修電気設備工事
九州支店

石谷 圭太

MJR赤坂タワー新築工事（電気設備）
九州支店

豊坂 貴志

佐世保米軍BLDG.1651andFac.1636改修工事
（電気設備）
九州支店

室見1丁目計画新築工事（電気設備）
九州支店

吉川 恭平

福岡市中央区平尾3丁目376番計画新築工事
（電気設備）

滝内 健太郎

ホテルユニゾ大阪梅田新築電気設備工事
大阪支店

髙岡 大輔

アパホテル新大阪駅南新築工事
神戸支店

帯刀 浩二

プレサンスロジェ西神南新築工事
神戸支店

山下 尊弘

ワコーレ磯辺通PJ新築工事
神戸支店

辻本 好範

芦屋市東山町集合住宅新築工事
中国支店

得平 衡

MMJ FAB棟配管架台工事
中国支店

赤井 悠耶

経ヶ岬軍人施設管理棟新築工事（インフラ引込工事）
中国支店

谷口 明

グレース幟町新築工事
九州支店

比嘉 啓樹

豊崎プロジェクト新築工事（電気設備）
九州支店

横井 圭佑

サンリヤン六本松新築工事（電気設備）
銅賞（7件）
大阪支店

自見 槙人

神戸支店

池端 秀紀

和歌山市友田町集合住宅新築工事

E2本部

ユニゾイン神戸三宮新築工事
中国支店

溝辺 集

ライオンズ加古町新築工事
中国支店

酒井 史彦

徳吉町マンション新築工事
酒井 史彦

ヴェルディ平野新築工事
九州支店

原田 龍治

ホテルユニゾ博多新築工事（電気設備）
九州支店

本村 達矢

優秀グループ賞（1件）
佐藤 敬

EP支店 宮本 康之さん
MTH高砂工場電気設備撤去工事他

浪速区桜川二丁目計画新築工事

サーパス博多南新築工事（電気設備）

銀賞（12件）
大阪支店

大阪島之内ホテル計画新築電気設備工事
大阪支店

中国支店
横井 圭佑

平野 慎太郎

中国支店

金賞（5件）
EP支店

畑中 浩佑

日本原燃㈱再処理工場 クレーン点検・制御盤更新・
設備点検・技術者派遣工事他
EP支店

宮本 康之

MTH神戸諸工事
EP支店

宮本 康之

MTH高砂工場電気設備撤去工事他
EP支店

山本 真幸

AA建屋 せん断・溶解工程保守設備廃棄物搬出台車
PLCシステム更新工事

得平 衡

済生会豊浦病院改築事業

( 4 )

2017年度 設備点検工事（その8）計装設備点検
GA/GC建屋他

創意工夫努力賞～頑張った現場の表彰～
受賞部門
支店名

代表者

東日本本部

工事件名
金賞（5件）
東北支店

小山内 郁弥

レーベン仙台小田原新築工事
静岡支店

更谷 孝

JT東海工場G2#4幹線設備工事 他14件
静岡支店

伊藤 正美

ピアス掛川工場E棟増築及び改修工事
静岡支店

吉田 豊

ヤマハ発動機㈱袋井南工場PEO整流器増設に伴う
変台改修工事 他7件
静岡支店

髙橋 洸祐

銀賞（9件）

庄子 和孝

いわき北好間住宅電気工事施設工事他
静岡支店

梅田 弘幸

シャリエ中土狩Ⅱ新築工事（電気設備）
静岡支店

丹羽 晃浩

ウシオケミックス㈱御前崎第3製造所建設工事
（電気設備工事）
静岡支店

栄一丁目御園座共同ビル計画新築工事
名古屋支店

佐藤 健治

東区茶屋ヶ坂計画1期新築工事 Ⅰ工区
名古屋支店

山本 達也

錦三丁目ホテル建設計画新築工事
名古屋支店

稲場 孝幸

オーネスト神穂町新築工事
名古屋支店

佐藤 健治

東区茶屋ヶ坂計画1期新築工事 Ⅱ工区
名古屋支店

阿部 謙一

株式会社アイ・テック相馬工場新築工事
東北支店

江口 裕明

銅賞（2件）

西山ウエルケア増築・改修工事（電気設備工事）
東北支店

名古屋支店

北野 裕也

アパホテル名古屋栄駅北新築工事
本部長賞（1件）
名古屋支店

伊藤 高秋

アクティブG 非常用発電機修繕業務
支店長賞（2件）
東北支店

菅原 秀貴

ライオンズ定禅寺グラフォート新築工事
東北支店

鈴木 英之

福島キャッスル・コートパセフィコ新築工事

高野 誠

トーヨーカラーA1変電所リニューアル電気工事

首都圏本部
金賞（13件）
東京第一支店 荒河 実己
西新宿五丁目中央北地区再開発事業新築工事
東京第一支店 小岩 伸也
港区南青山二丁目計画
東京第一支店 堀ノ内 裕二
晴海グランドホテル耐震補強リニューアル工事
東京第二支店 藤野 勝浩
長谷工多摩テクニカルセンター新築工事
東京第二支店 原 雄一朗
海老名市上今泉（南）計画新築工事
北関東支店

竹田 修一

特別養護老人ホーム･養護老人ホーム勝間園新築工事
北関東支店

矢野 哲也

タチエス武蔵工場内工機工場建替工事
東京第一支店 荒河 実己さん
西新宿五丁目中央北地区再開発事業新築工事

千葉支店

岡崎 祐司

柏の葉三番街西棟賃貸住宅計画
千葉支店

和田 昌美

あいおいニッセイ同和損保千葉ビル中央監視盤
改修工事
横浜支店

髙橋 和

横浜市戸塚区品濃町880計画新築工事
横浜支店

北野 健二

綱島東Ⅲ計画
横浜支店
EP支店

丸谷 大樹

電動機・計器・機器他点検（2017年度）
銀賞（3件）
東京第三支店

JMAホールディングス芝公園事務所改修工事
東京第三支店

島 靖暢

横須賀米軍A37改修工事
東京第三支店

鈴木 達範

東京堂千代田ビルディングリニューアル工事2017
銅賞（1件）
EP支店

馬車道プロジェクトB敷地（馬車道江戸徳ビル）新築工事
馬車道プロジェクトC敷地（馬車道レジデンス）新築工事
銀賞（17件）

鎌田 貴男

乘田 拓磨

流山セントラルパーク102街区計画新築工事
東京第二支店

土井 省二

JV大森海岸計画新築工事（設備工事）
東京第二支店

藤谷 正央

東村山市富士見町一丁目計画新築工事（設備工事）
東京第二支店

中村 賢一

八潮市大瀬4丁目計画新築工事（設備工事）
東京第二支店

中村 賢一

町田市中町計画新築工事（設備工事）
茨城支店

金子 定光

土浦駅前北地区第一種市街地再開発事業施設新築工事
北関東支店

大塚 昌宏

入間（28）整備場新設電気工事
北関東支店

熊澤 亨一

特別養護老人ホーム春江町さくらの杜新築工事
猪越 裕太

西葛西8丁目有料老人ホーム新築工事
千葉支店

今関 浩一

神田東松下町プロジェクト新築工事
千葉支店

安部 祐策

柏の葉154街区計画
久保田 修

学校法人昭和薬科大学サブ変電更新工事
銅賞（4件）
東京第一支店

山本 達也

赤坂九丁目北地区第一種市街地再開発事業

東京第一支店 小野田 泰士
春日・後楽園駅前再開発（西街区）
東京第二支店 高橋 良弥
仲町台計画新築工事

東京第一支店

川村 和彦

西新宿3丁目複合計画新築工事
東京第二支店

川口 祐太朗

藤沢団地建替事業新築工事（設備工事）

東京第二支店 岩淵 睦
鶴見区江ヶ崎計画新築工事（設備工事）
東京第二支店 細野 貴史

扇下 確

東京第二支店

横浜支店
菊地 訓史

原 雄一朗

JV海老名プロジェクト新築工事

北関東支店
鹿沼 可明

ノースポートモールリニューアル工事
横浜支店

東京第二支店

JV王子5丁目計画新築工事（Ⅱ工区）

関電プラント大飯原子力定検修繕工事他

東京第二支店

飯塚 寛

鶴見区江ヶ崎計画新築工事
本部長賞（1件）
東京第二支店

細野 貴史

JV王子5丁目計画新築工事（Ⅰ工区）
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各地の竣工物件
バンベール小牧カーサシティ

品川イーストシティタワー
契約先

㈱長谷工コーポレーション

契約先

矢作建設工業㈱

設計監理

㈱長谷工コーポレーション

設計監理

矢作建設工業㈱

工期

2016年3月～2018年10月

工期

2017年6月～2018年11月

施工場所

東京都品川区東品川

施工場所

愛知県小牧市中央

建築概要

延床面積 34,992㎡ 、RC造、

建築概要

延床面積 13,851㎡、RC造

地上26階、363戸

地上13階、136戸

施工部署

東京第二支店

施工部署

名古屋支店

協力業者

金澤電興㈱、㈲テイクエンジニアリング、

協力業者

㈱福岡電工、㈱上田電気工

㈱沢田電設

事、㈲稲垣電気工事

Good Communication でGood Job ！

小牧駅徒歩圏内最大級 ！

当物件は東京モノレール天王洲アイル駅から徒歩

当物件は名鉄小牧駅から徒歩10分程度、戸建の住宅街に高層マンションとして新設され

5分、京浜運河沿いにあるタワー型マンションで、20階
のスカイラウンジからはレインボーブリッジや都内の高層マンション・ビルが一望でき、とても景
観の良い物件です。地下1階には電気室、キュービクル室、発電機室等の電気設備が集約さ
れ、1階はエントランス等の共用部、2階以上が住戸（一部ゲストルーム、スカイラウンジ）と
なっています。
苦労した点は、当物件が東京第二支店では珍しく、私も施工担当は初めてであったタワー
型マンションだったことです。今まで担当してきた板状型マンションとは違い、躯体・内装のサ
イクル工程が早く、遅延なく施工検討・図面作成・資材搬入・施工等を行わなくてはいけない
ため、サイクル工程にのるまでは大変でした。大変なこともいろいろとありましたが、所長のス
ローガンでもある「Good CommunicationでGood Job ！ 」で、㈱長谷工コーポレーション様・
協力会社さんと滞りなく順調に現場施工ができ、Good Job・無事故無災害で良い建物を
引き渡すことができました。ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。
（東京第二支店 遠島 正治)

ました。2棟が横並びに直結しており、エントランスはホテルのラウンジをイメージしたこだわり
の作りで、照明はインターネットで調光調色時間を設定できるシステム“D-Save”を採用して
います。自走式駐車場、平面駐車場、自転車置場を全邸分設置できるくらい敷地は広いで
す。工事中は搬入や作業ともに調整しやすい現場でした。ただ現場終盤で外構工事と開閉
器盤搬入と足場解体が重なり、その時だけ開閉器盤を人力で運ばなければならないことが
ありました。
施主とゼネコンに対しては打ち合わせなど積極的に発言し、順調に最後まで進めることが
できました。乗り込んだ際、地中梁工事の段階で設計の幹線計算の間違いに気付き、太さ変
更やルート変更の検討を早急に対応しました。、原設計ではキュービクルから建物の周りを迂
回して幹線が棟内へ入るルートになっていたのですが、最短距離を通るルートが確保できた
のでそちらに変更し、当初外構にあったハンドホールを全て無くすことと、幹線の太さの変更を
することができました。

（名古屋支店 高橋 伸治）

inside story
ゼネコンの担当者や職人さんたちが今までにないくらいフレンドリーな方が多く、打ち合わ

inside story
当現場のメインイベントの一つである地下階へのキュービクル・発電機の搬入時に、私を

せの調整など親身になってくれ、また工事以外のプライベートの話などもでき、終始笑顔が

含め現場担当者の上原君と稲垣君の3名がインフルエンザにかかってしまいました。一人

ある現場でした。こんな現場がこれから増えていけば、よりよい建物が作れるのではないか

無事だった現場担当者の矢島君が奮起して、電話などで上野部長や私と連絡を取り合

と思いました。

い、キュービクルと発電機の搬入据付をバッチリ仕切って頑張ってくれました。

チャーム新大阪淡路
ウィステリア南1条
契約先

大成建設㈱

設計監理

パルテクノ㈱

工期

2016年12月～2018年11月

施工場所

札幌市中央区南1条

建築概要

延床面積 14,072㎡、RC造

契約先

㈱熊谷組

設計監理

㈱日建ハウジングシステム

工期

2017年10月～2018年11月

施工場所

大阪市東淀川区淡路

建築概要

延床面積 5,728㎡ 、RC造
地上9階、135戸

地上12階、118戸
施工部署

北海道支店

協力業者

㈱ 札 伸 電 設・㈲ 池 田 電 工・
光 電 気 工 事 ㈲・サ ン コ ー エ

施工部署

大阪支店

協力業者

栄雄電設㈱

淡路は淡路でも…
当物件の現場名に記載されている「淡路」という言葉を聞くと、多くの方が「淡路島」を連想

レック㈱・コーセイエンジニア

されると思われます。実際この現場の施工中も「淡路の現場」と伝えると、結構な数の方が淡

㈱・SK電気工事㈱

さまざまなテナントが入った複合施設

路島と勘違いされていました。あまり関西の方でも聞き覚えのない土地ですが、実際は関西

今回竣工したウィステリア南1条は、札幌市内中心部の大型病院が集中した地区にありま

の新幹線の窓口である新大阪とも接しており、また阪急電鉄・京都本線と千里線が交わる

す。施設は複合施設となっており、さまざまな施設が入っています。地下には小規模コンサート

淡路駅があり、将来的にはJRが設けられ両電鉄の乗換駅となる、交通の便が非常によいとこ

ホールがあり、1階はコンビニ、調剤薬局、ピアノ教室のテナントが入り、2階はメディカルモール

ろです。建築中も周囲の土地で現場が2件始まるなど活気づいている土地での作業でした。

としてさまざまな診療所があります。3階には透析施設、４階は保育園、５階に外部の人も食事

建物としては、1階にデイサービスやコミュニティスペースなど運営会社とは別の介護スペー

のできるレストランや共用施設があり、6階から12階が老健施設118戸となっています。

スが設けられており、2階にエントランスがあるちょっと変わった建物でした。3階から8階までが

今回の工事で苦労したことは星の数ほどありますが、一番はいろいろな用途の施設を同時
に工事することだったと思います。テナントは当社のみで施工するエリアと、Ａ・Ｂ工事を当社で

入居者の方の個人の居室で、9階は入居者の方が集まるような多目的スペースや食堂があ
りました。

施工し、Ｃ工事は別業者が入るエリアがあり、12あるテナントを同時進行で竣工間際に一斉

施工で特に苦労した点は、変電設備と発電機が外部に設けられていて、変電設備の2次

に仕上げる、かなりタイトな工程でした。テナント業者との打ち合わせだけでも数が多いので、

側の配管を建物へ取り込む際の設計事務所とのやり取りが大変でした。今回は社員の方に

かなり苦労しました。忙しい思いをした現場ですが、この施設の施工を、私を含めて当社社員

も助けていただき、また協力業者さんにも無理を言いましたが、工期が短いなか遅れることな

3名で納めたこと、また建築を含めて全工期無事故無災害で終わったことに、今はホっと安

く無事竣工を迎えることができましたので感謝しております。

堵の息をついています。

（北海道支店 黒川 公博）

（大阪支店 日熊 正樹）

inside story
今回一番印象深かったことは、LANケーブルの多さです。インターネット用の情報設備は

inside story
もともと淀川キリスト病院があった跡地でもあり、周囲には医療関係やデイサービスなどの

当然ですが、館内にはwifiが一般用、業務用、介護機器用の3種類飛んでいます。さらに照

建造物がたくさんあります。今後、商業施設やマンションが建つ予定にもなっておりまして、

明器具もLANがあり、インターネット経由で制御しています。遠隔検針システムもLAN経

地域的にもこれから活気付いていくと思われます。

由。電気錠システム、レストランの発券システムなど、あげるとキリが無いほどLANを多用し

周辺のおいしいお店はよく知らないのですが、ラーメンの有名なお店などがあるようなの

ています。ほとんどの機器がネットに接続される、時代の流れだなとしみじみ感じました。

で、現場とは別で行く機会も多いかな ？ とは思っております。
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ろっこうニュース
健闘するも…技能競技大会

本社ボランティアフェスティバル開催 ！

たくさんの学び、気付きと出会った研修

昨年10月30日に第51回電気工事士技能競技大会が東

例年本社周辺で実施していた清掃ボランティア活動です

昨年9月24日～30日にかけて、㈱トライアンフ様、（一社）

京武道館で開催されました。当社からは浪川君と中平君が

が、この度初の試みで、2020年東京オリンピックでカヌー競

Good Try JAPAN様主催の米国渡航研修に参加させてい

出場し、訓練の成果を発揮して健闘しましたが、今年からF

技の会場となる荒川河川敷で清掃活動を行いました。

ただきました。

ケーブルのメーカーが変わり、その被覆が非常に硬く、剥ぎ

今や社会課題となっている「海洋ゴミ問題」。この海洋ゴミ

本研修の目的は、シリコンバレーでは主流である「デザイン

取り作業に思いのほか苦労させられ、ペースの乱れが最後ま

の約8割は街から出たゴミであり、河川を伝って流され東京

思考」についての手法を学び、自ら実践して仕事のレベル

で響いてしまいました。

湾へ、そして世界の海へと流出し、海洋生態系にも悪影響

アップを図るというものです。先進的アメリカ企業を訪問する

を及ぼす可能性があると懸念されています。

プログラムや、起業家の講演やスタンフォード大学生との交

成績は浪川君は技能賞入賞、中平君は惜しくも入賞とは
なりませんでしたが、この訓練で学んだことをこれからの業
務に活かして活躍してほしいと思います。
（工事本部 田中 康弘）
大会に出場した2名のコメントをご紹介します。

ボランティア当日はお天気にも恵まれ、なんと55人もの方

流を通して高いモチベーションに触れるなど、とても濃く刺激

に参加していただきました。実際に目の当たりにするすさまじ

的な内容でした。また、訪問先の企業の方、講師の方、参加

いゴミの量に圧倒されたのではないでしょうか。一人ひとりが

メンバーの方などのさまざまな考えに触れることで、自分の

ゴミ問題と向き合い、社会課題の深刻さを知るきっかけとな

頭が非常に固くなってしまっていることに気付かされました。

れば幸いです。

（東京第三支店 高澤 このみ）

大役を担って

これからはもっと積極的に外の世界に触れ、枠にとらわれ
ない自由な発想で新しいアイデアや解決策を創出していけ

千葉支店（元㈲塚田電気工業所出向） 浪川 将也

る人材になっていきたいと感じるとともに、自分自身を見つめ

昨年度のリベンジも兼ね、本年度

直す大変価値のある経験となりました。

も今大会に出場しました。なんと今

（人事部 池田 照浩/GM部付 山本 和樹）

年は私が選手宣誓という大役を担
うことになり、より一層身が引き締ま
る思いをしました。
今回の課題は制御盤の作成が一
番難易度の高い部分で、歴代の先
輩たちが作成した制御盤をヒントに

南浦和寮地鎮祭を行いました

何度も試行錯誤を重ねました。いざ本番では制御盤の作成

昨 年11月19日 に、今

は上手くいきましたが、ケーブル配線にミスがあり上位入賞

年5月竣工予定の南浦

とはならず、自分の技術不足を感じました。

和寮の地鎮祭を行いま

最後に、今年も指導・協力してくださった方々、本当にあり

し た。当 日 は 曇 り 空 が

がとうございました。今回の経験や反省を活かして今後も精
進していきます。
たくさんの気付きを得られた大会
人事部付（㈲三協電設出向） 中平 類

神主さんと

次のステージへ ！

広がり、いつ雨が降って

当社が 支援させてい

もおかしくない状況でし

ただいているヘンプヒル

たが、幸いにも最後まで

恵 さ ん（中 央 大 学4年）

持 ち こ た え、地 鎮 祭 を

が、来春より㈱アト レ様

行うことができました。

軽い気持ちで出場を決めた技能

スタンフォード大学前にて（前列左から2番目：池田さん、前列右端：山本さん）

にご就職されることが内

大会。全体の通し練習が始まり自

式典には、大和ハウス工業㈱埼玉支社の志保支社長にも

分の実力不足に気付きました。初

ご参加いただき、総勢14名が出席し、工事の無事や順調な

めての通し練習は全くダメで、周囲

竣工を祈願しました。神事では、鎌入れを志保支社長、鋤

内定に至る経緯として、ヘンプヒル選手が高い自覚を持っ

と比べられ腹が立ち反抗してしまう

入れを坂本本部長が行い、坂本本部長からは「寮生がワク

て世界で戦える選手になること、七種競技をメジャーにする

こともありました。しかしそれは自分

ワクする寮が建つと信じています」と力強いお言葉をいただ

ことで、陸上競技全体を盛り上げるという大きな目標を掲げ

のために言ってくれたことに後から

きました。

られています。

気付きました。
練習不足による完成度の低さに焦りを感じながら迎えた
本番当日は、思いのほかFケーブルが固く、なかなか剥けず
に焦りました。本当に悔しい思いをしました。軽い気持ちで始
めて後悔したこともありましたが、後半は本気で取り組むこと
ができ、今は出場して本当によかったと思っています。

定 し、記 者 会 見 が 開 か
れました。

現在は大和ハウス工業㈱様と内装や家具等を打合わせ

当社では引き続きヘンプヒルさんを支援させていただく予

ています。寮生がワクワクする寮を無事建てられるよう頑

定です。2020年の東京オリンピックでヘンプヒルさんの姿が

張っていきたいと思います。

見れることを楽しみに、更なる活躍を期待しています。

（経理部 鳥居 広明）

（Ｅ2本部 岡田 珠代）

大学内でインターンシップを開催
夏休みに家族そろって

昨 年12月15日、福 岡
工業大学内にてイン

今年で2回目となる中

ターンシップを開催しま

国 支 店 のBBQ大 会 に

昨 年11月30日、本 社

し た。通 常 は 学 生 が 企

家族で参加しました。我

にて介護セミナーを開催

業へ行って就業体験を

が家は今年からデイ

いたしました。「家族の介

しますが、今回はその逆

キャンプを始めたことも

護で離職しないために」

で、社員が大学へ出向

あり、子どもたちも朝から

というテーマで、家族が

いてインターンシップ体

突然介護状態になった

験をお届けするというものでした。

介護に正面から向き合っていきます

ワクワクしていました。食

実技の指導をするOB内野さん
白水家の皆さん

べ物も新鮮で、よいお天

としても、慌てずベストな

教室で施工管理を体験してもらうのは難しいので、できる

道を選択できるよう、介護と仕事の両立の秘訣や利用でき

だけ実践的になるように建設業や電気設備工事、施工管理

食事の合間には社員の方が子どもたちにゲームを用意し

る制度等をお伝えいたしました。

の説明をした後に、現場の写真を用いて危険要因を抽出し

てくださり、両手いっぱいのお土産をいただきました。支店員

発表してもらったり、第二種電気工事士の実技問題に挑戦

は初めて会う方ばかりでしたが、気さくに話しかけてくれ楽し

し、物づくりの楽しさと達成感を体験してもらいました。

く交流できました。また子どもたちも年齢が近いこともあり、

講師は㈱日本ケアサポートセンターの理事長である高室
成幸様にお願いし、介護に対する漠然とした不安を、丁寧に
時に現実的に、わかりやすく説明してくださいました。

初めての試みだったため多くの方にご協力いただきながら

気のなか外でのにぎやかな食事は最高でした。

あっという間に仲良く遊んでいました。

セミナーの動画は、ポータルサイトで公開しておりますの

手探りでの実施でしたが、1日を通して業界に対する理解、

夏休みでも父親と過ごす時間は少ないですが、夏休み最

で、いつでもご覧いただくことが可能です。興味のある方は、

施工管理の重要性ややりがいを感じて、学生さんがこの経

後の日曜日に親子で楽しい時間を過ごせ、すてきな 思い出

是非ご覧ください。今後も介護と仕事が両立できる環境作

験が電設業界を目指すきっかけとなれば嬉しいです。

となりました。

りに取り組んでまいります。

（人事部 鈴木 香理）

（人事部 河上 美幸）
( 7 )

（白水 美和さん（中国支店 白水 亮の妻））

お世話になりました

“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。
「作業は安心して 作業できる環境から
しっかり守ろう作業手順」
（横浜支店 髙橋 和）
現場では朝礼時に危険予知活
動を行い、自分の身に起きては困
るリスクアセスメントを行い、それを
回避するためにいくつかの安全策
を講じると思います。
それらを基本に、正しく、作業手順通り実施すれば、
安全な環境で安心して作業でき、ヒューマンエラーも防
止することができると思います。
この意識を常に持ち続け災害のない現場にしていき
たいと思っています。

佐藤 敬一さん

*** おしらせ ***

経歴：1972年入社
仙台支店 業務係→業務課長→東北支店 営業課長→営業担当部長
→営業担当部長兼管理室長→東北支店長→執行役員東北支店長→
執行役員→理事→理事・監査担当→理事・監査室長→監査室・理事

急ブレーキと下駄がカラカラと
転がるような音とともに緊急停
止。面接へ向かう特急の1号車
での出来事で、今でも忘れられ
ない記憶です。入社1週間が過
ぎた昼休みに、指導してくれて
いた女性がいなくなりそのまま
退職。過去の資料を見て覚える
しかありません。これが私の六興電気でのスタートです。
沢山の思い出のなかで、特に、事務から営業へ職種変更
になり2年後、青森県営野球場を受注しましたが、球場近く

第3回 6KOU私の休暇自慢 結果発表

で縄文ポシェットが発掘され、三塁側スタンドが完成状態で
契約解除となり精算業務で苦労の連続。未だに三内丸山

社員の皆様から、休

遺跡は見学していません。また東北公益文科大学と盛岡東

暇取得時の素敵な写

警察署警察本部別館庁舎の受注で2000年10月に創意工

真とエピソードをお寄せ

夫努力賞を受賞。2005年4月から東北支店の運営に関わ

い た だ き ま し た。全 社

り、血圧も上がりましたが、3年目に最優秀部門賞を受賞し

員による総選挙を開

社員と喜んだことなど。これも皆様のご指導と取引会社様

催し、見事大賞に選ば

のご協力があったからだと感謝申し上げます。

れたのは、東京第一支

今後はプレッシャーがなくなり肩の荷が下りる喜びとさびし

店の高取さんでした ！

さもありますが、女房任せだった90才になる母の介護と、まも

大賞「激流 ！ で激写？」

臨場感あふれる光景と表情で、見ると自然と笑顔になれる

なく3才になる孫の成長を楽しみに過ごしたいと思っていま

1枚です。

す。入社以来46年間、本当にありがとうございました。

Legend認定者決定（対象期間2019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13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。
購買部
米軍工事サポート部
首都圏本部
東京第一支店
東京第二支店
北関東支店

理事・購買担当
技術担当
工務担当
技術担当
工事担当
工事担当

吉原
福嶋
佐藤
大竹
細野
髙木

健一
宏一
仁
健氏
貴史
末次

北関東支店
東北支店
新潟支店
大阪支店
中国支店
東京第三支店
東京第三支店

工事担当
工事担当
工事担当
工事担当
工事担当
工事担当
工事担当

佐藤
佐藤
樋口
櫛間
上野
鈴木
梅山

友彦
芳夫
隆
秋義
愼司
文雄
修幸

新規に認定された櫛間さん

今回は13名の方に応募いただきました。総選挙の投票数
は過去最多、結果も大接戦となり、大変盛り上がりました。
応募・投票、参加いただいたすべての皆様に御礼申し上げ
ます。大賞の賞品は旅行券、応募いただいたすべての方に
オリジナルクオカードを進呈いたします。
そして引き続き、第4回の応募を受け付けております ！ 募集

10～12月の採用
入社された方より一言いただきました。
沖縄営業所 管理室 南 従斗
皆さんから感謝される存在に

締め切りは4月26日、2018年10月～2019年3月の間に撮

初めましてこんにちは。12月に

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

入社しました南 従斗（みなみよ

いただけます。たくさんのご応募をお待ちしております ！

りと）と申します。

（人事部 椎屋 未来)

九州支店沖縄営業所の皆さ
んには入社して間もないころか

日本近代五種を応援しています！

ら優しく声を掛けていただいて

創業70周年記念式典開催のご案内
～ROKURIN PIC in TOKYO～
下記日程にて開催いたします。皆さんで盛大にお祝いし
ましょう ！
■日時：2019年6月1日（土）
■会場：グランドニッコー東京 台場 および 周辺施設
10月～12月の採用
中国支店

工事担当

山口

沖縄営業所

管理主任

南

東京第三支店

工事所長

漆沢

和男
従斗
亮

いるので、とても働きやすい環

受注！

境です。

・厚木市田村町計画

東京第二支店

・筑西市「道の駅」建設工事
・理研ビタミン新研究開発センター

茨城支店
千葉支店

前職では経理関係の仕事をしていたのでその経験を活か
しつつ、新しい業務にも早く慣れて、皆さんからありがとうと感
謝される存在になります。そして、一日でも早く六興電気に
貢献できるよう日々精進してまいります。

1月～3月のスケジュール
月

経営会議

1月

9日

長江社長が（公社）日本近代五種協会の理事を務め、ま

行事等

特別休暇

4日：有給推奨日

た当社としてもスポンサーとして応援しております。
この度、昨年10月31日から11月2日まで、武蔵野の森総

7日：仕事始め
29日～30日:5級・新任研修

合スポーツプラザ・味の素スタジアム西競技場・東関東ホー
スプロジェクト馬場において、第58回近代五種全日本選手

2月

1日

3月

1日

権大会が開催されました。その全日本選手権大会のバック
ボードに六興電気のロゴが入りましたので、ご紹介させてい
ただきます。

中間決算期
26日～4月5日：新入社員研修

オリンピックではメダル獲得が期待される日本近代五種、
これからも応援していきます。

（人事部付 石川 久美）
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