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安全大会、70周年、そして社名変更

らも撤退し設備工事の子会社も清算しました。続いてキワモノ扱い

しました。どこも例年になく大勢の参加者を迎え、活気と手応えを

されていた米軍工事に参入したころは、創業当時と180度異なる

感じさせてくれましたが、もう一つ嬉しかったのが労災の現況です。

会社に変化していました。社員諸君は、こんな変化によく付いてき

原稿執筆時点での件数は全社で4件（いずれも不休）ですが、10

てくれたと感謝しています。ただ会社の形は大きく変わりましたけ

年ほど前は25件以上が当たり前だったことを思い起こすと驚異的

ど、個性重視・個人重視・現場重視という社風はずっと引き継が

な数字で、このまま推移すれば今期は第75期に記録した8件を大

れてきました。たとえば成果配分をどう分けるか、どんな人材を取

幅に更新します。昔の安全大会はまず建設現場がいかに危険か

るか、どんな仕事を柱にするか、といった正に経営方針と言えるよ

という話から始まり、次に安全書類の重要性で終わりました。要す

うな事柄も、六興では社長ではなく支店長が考えます。だから一

るに労災が起きた時にどうするかが話題の中心だったのですが、

見するとバラバラなんですが、それでいてちゃんと支店同士・社員

最近はハーネスの紹介とかLGSの危険性の実演のように現場に

同士がとてもよく協力できている。なんとも不思議な会社が出来

直結した話題が取り上げられ、事故を防ぐにはどうするかという形

上がりました。当社の標語である「変わり続けるDNA」は、こういう

に進化しています。その中から立ち馬端部のモールのような六興

社員がいて始めて成り立つものだと思います。そんな皆さんに支え

ルールが確立され、それを紹介するビデオが作られ、更にこれを

られて、私たちは今日の70周年を迎えました。

QRコードで誰でも見られるようにした、という活動につながりまし

100周年を見据えて社名を変更します

ん。しかしこれから暑い夏が来ます。熱中症は防げる労災と言われ
ますが、誰でもなる労災でもあります。空調服は普及したものの基
本は体調管理。なんとかこの夏を乗り切って、来年の安全大会で
災害の半減を報告させてくださるようお願いします。

六興も70周年を迎えました
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長江 洋一

6月は全国の支店で安全大会が開催され、私は11か所に参加

た。4件という成績は、これらが効果をあげたものに違いありませ

南浦和寮 竣工式

代表執行役社長

しかし一方で、実は成長の限界も感じていました。六興に集まっ
た創意工夫に溢れた社員、お客様と一緒に築いてきた信用、それ
に盤石な財務を生かせば会社はもっと成長できる筈です。ここで
言う成長とは、受注を拡大して業界順位をあげるというような意味
ではなく、同業他社とは一線を画す新しい業態への質的成長で
す。今年で36年目を迎えるEP支店は必ずしも電気工事ではない

さて年号が変わった今年、六興電気も70周年を迎えました。記

し、東京第二支店は他社ではうまくゆかない電気＋設備の一括施

念式典には社員はもちろん、ご家族やOBとあわせて1,500名近く

工を目指しています。失敗したので解散しましたが、エンジニアリン

が集まってくれました。この日を迎えられたのは社員、協力業者、

グ事業部は最初から工事をしない部署だったし、東京第三支店の

それに諸先輩方の努力の賜物です。おかげさまをもちまして、六興

ような短期少額の専門部署は他社にありません。さらにOAフロア

は第77期に過去最高益を計上し、第78期は過去最高の成果配

のメーカーの商権を買収して、部屋内一式工事を提案していま

分金を支給しました。この場を借りて改めて、皆さまに深く感謝い

す。米軍も当社独自の取り組みですが、新たに米国子会社から米

たします。

軍用の資材を輸入して、なんと競合他社様やゼネコン様に販売す

ご存知のように六興電気は70年前に6人で創業しましたが、今

る事業に乗り出します。このように六興は今でも電気工事の枠を

日までの足跡を振り返ると、道のりは決して平たんではありません

超えた事業を展開していますが、これを更に加速して事業領域を

でした。父の健太郎は1949年に会社を創業し、1961年には神田

広げてゆき、「あそこは他社と違う」という評価を深めてゆきたい。

美土代町に本社ビルを建設しました。当時は公共工事を営業の

そ ん な 思 い か ら 私 は 社 名 変 更 を 決 断 し、来 期 か ら HEXEL

中心に据え、官庁に顔が効く人材やOBを獲得しながら業績を伸

Works （ヘクセルワークスと読みます）と名乗ることにしました。

ばしました。しかしそんな中で日本はオイルショックに襲われます。

HEXELの意味は、前半のHEXが数字の“6”を表し後半のELは

この時はせっかく建てた本社ビルも手放して何とか乗り切りました

“電気”なので、全体は進取の精神に溢れた六興の気風を表し、

が、こんどはバブル景気の最中に六興の歴史で最悪の出来事で

真ん中の赤いXにはいろいろな領域を掛け算して新しいものを作

ある浦臼リゾート事件を起こし、30億円もの損失をこうむりました。

ろうという意欲を込めています。10月に予定の挨拶まわりに間に合

悪いことは続くもので1990年にはバブルも崩壊し、1995年には取

うよう、会社案内と名刺のデザインも進めています。作業服も一新

引先ゼネコンの倒産で8億円もの不渡り手形を抱えます。ちょうど

しますが、製造の日程から来年の春からの導入となります。

このあと私は社長になりましたが、なんというか本当に不思議なん

OBの方々からお叱りがあるのは承知で社名を変えるのは、我々

ですけど、こんな逆境を跳ね返す力が六興にあると感じていまし

現役の100周年へ向けての決意と理解していただき、ご了承をお

た。なぜそう感じたかは一言で言い表せませんが、一つだけ確か

願いいたします。ただ社是の第6節にある「六興電気を永世に伝え

だったのは、他社と違うことを平気でやれる会社という事でした。そ

よう」は変わらず、六興の精神は今後も生き続けます。来期からは

の頃の建設業界で他社横並びに疑問を挟む会社は皆無でした

この新しい社名の下、「電気」に捕らわれることなく事業領域を広

が、六興だけは前例踏襲なんて全然気にしなかった。一言で言え

げてゆきます。一抹の寂しさもありますが、どうぞ前向きにとらえてく

ば頭の柔らかい社員が集まっていました。そこで手を付けたのは不

ださり、今日この日を、80周年・100周年に向けて変わり続ける最

良債権処理で、赤字はゼネコン倒産のせいにしてゴルフ会員権や

初の日と祝ってくださるようお願いして、私の挨拶とさせていただき

不動産を処分して含み損を表に出し、損失の先送りを断ちました。

ます。

次に行ったのは脱官庁とマンション工事を主力に据えたことで、指
名獲得用の営業所を大幅に減らし、官庁OBも粛々と減らしまし
た。当時の業界ではマンションは儲からない、儲かるのは官庁だけ
だ、と言われていたので、同業からは「どうしてそれで会社が成り
立つのか」、と随分と言われたものです。不採算のプラント工事か
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10月から社名は

HEXEL | Works

に変わります。

創業70周年記念イベント
ROKURINPIC in TOKYO
2019年6月1日（土）にグランドニッコー東京台場ホテルに

SPECIAL THANKS ～運営メンバーより～

て、創業70周年記念イベントを開催いたしました。

この日は創業70周年をお祝いすることに加え、一人でも多くの社

来 年 に 控 え て い る 東 京 オ リ ン ピ ッ ク の 前 哨 戦？と し て、

員のキラリと輝く瞬間にスポットライトが当たるイベントにしたいと思

「ROKURINPIC IN TOKYO」と称した六興電気オリジナル

い、約2年前から準備を進めてきました。イベントまでの打合せは大

のオリンピックを開催し、参加者の皆さんには7つのゲームに

変なこともありましたが、当日、皆さんのはじける笑顔を見て、ほっと

挑戦いただきました。

しました。お子さん向けの仕事体験ブースや、部署紹介のパネルは

全国から社員とご家族、OBの方をお招きし、1,500名ほど

特に力を入れていたので、ご家族が会社のことをより知ってもらい、

が参加した盛大なイベントとなりました。

興味を持ってもらえていたらと思います。

開会式
GAME1 「チャンバラ合戦」

当日は、早朝からの移動に加え、行き届かないことも多くご不便を

GAME2 「ロクリンピック コンペティション」

おかけしましたが、ご参加いた

GAME3 「70周年クイズラリー」

だいた皆さんの協力のおかげ
で、事故や怪我なくイベントを

表彰式・懇親パーティー
GAME4 「うまいもんグランプリ」
GAME5 「KIRA★KIRAフォトコンテスト」

終了することができました。
社員とご家族、OBの皆さん

GAME6 「KIZUNA」

と 一 緒 に80年、100年 に 向 け

GAME7 「メモリアル運だめし」

新たなスタートをきることがで
き嬉しく思います。

ROKURINPIC開幕の合図 GAME1 「チャンバラ合戦」

戦じゃー
わしに続けー

全社員で行われたチーム対抗チャンバラ合戦は、スポンジ製の刀
を持ち、腕につけた命（ボール）を落し合うリアル合戦ゲームです。制
限時間のなかで全チームが入り乱れて戦う全滅戦と各チームの長を
守りながら戦う大将戦を行いました。
各チームで戦術を練ったり、コスチュームとして鎧を装備したりする
など熱い戦いが繰り広げられました。

気合を込めた一撃 ！

ギリギリの攻防戦

奈須支店長率いる東京第二支店チームが優勝しました ！ ！

GAME3 「70周年クイズラリー」

おしごとたいけん ～キッズラボ～
社員の家族（お子さん）に六興電気の仕事の楽しさを体験してもらう

全70問のクイズラリーでは、六興電気のこれまでを振り返る年表や

「キッズラボ」のイベントスペースを用意しました。

各支店の紹介ボードからもクイズが出題されており、社員だけでなく

当日は、たくさんの子どもたちが参加し、目を輝かせながら興味津々

家族にも六興電気の歴史や各支店のユニークさを知ってもらう機会

に取り組んでいました。

になりました。

オリジナル作業服に着替えて準備万端

図面から電気器具を数えます

私にも積算ができた ！

六興電気の歴史を知る

各支店らしさが表れた紹介ボード

どんな風になっているんだろう？

自分で繋いだ線で電気が点くかドキドキ

お仕事体験後にメダルが授与されました

全国の支店を紹介しました

クイズのヒントを探して右往左往
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GAME2 「ロクリンピック コンペティション」

神経衰弱

数字記憶

コンペティション名 ／ 記録
部署名 ／ 優勝者名

大人から子どもまで楽しめる全
22種目のコンペティションのなか

各コンペティション優勝者

から社員と家族がそれぞれ得意
なものに出場し、優勝を目指す究

神経衰弱 ／ 46秒

極の個人戦 ！ ！

東京第二支店 ／ 下田 紀恵さん
数字記憶 ／ 16桁

笑いあり涙あり ？ 数々のドラマが
繰り広げられた白熱の戦いを制

東京第一支店／SanPedro ErwinJanさん
沖縄営業所 ／ 筒井 瑛己さん（ご家族）

し、栄光の金メダルを手にしたの
同じ数字の13ペア、取り切る速さ 30桁の数字を30秒で暗記 ！

は…？ ！

で競います

何桁覚えられるかな ？

閉眼片足立ち ／ 4分25秒71
EP支店 ／ 佐藤 悠理さん
野菜袋詰め ／ 9.27ｋｇ

閉眼片足立ち

野菜袋詰め

ダーツ

タイム当て

千葉支店 ／ 五喜田 正人さん
ダーツ ／ 254点
横浜支店 ／ 藤原 大亮さん
タイム当て ／ 2分00秒97
EP支店 ／ 齋藤 誠司さん
豆うつし ／ 28.02ｇ
三協電設出向 ／ 庄子 了市さん
紙飛行機 ／ 9ｍ90ｃｍ
経理部 ／ 濱田 拓麿さん

目をつぶった状態で片足立ち。

ワゴンに入った野菜を3分以内に 計9投の得点を競います。オトナ 目指せピタリ賞 ！ 目を閉じてストッ

1秒でも長く立ち続けろ ！

袋に詰め、重さで勝負 ！

豆うつし

の腕の見せ所 ！ ？

プウォッチで2分計測

東京第二支店 ／ 田中 和馬さん
けん玉 ／ 198回
人事部 ／ 椎屋 未来さん

紙飛行機

Wii Fit U 燃焼フープダンス

けん玉

Wii Fit U 燃焼フープダンス ／ 840回
東京第二支店 ／ 菊地 駿哉さん
チョロQギリギリレース ／ 3.8ｃｍ
東北支店 ／ 小山内 空輝さん（ご家族）
パターゴルフ ／ 98点
新潟支店 ／ 三母 啓太さん
サイコロゲーム ／ 56点
沖縄営業所 ／ 波多野 和司さん（ご家族）
黒ひげ危機一髪 ／ 25秒

2分間で小豆を器に移し、重さで 折り紙で紙飛行機を作り飛距離 2分間で「もしかめ」が何連続でき Wii Fit Uを使用したフラフープ
勝負 ！ 箸使いの見せ場です
を競います
るかな？
ゲーム。くびれができるかも♪
チョロQギリギリレース

パターゴルフ

サイコロゲーム

黒ひげ危機一髪

東北支店 ／ 鈴木 英之さん
わなげ ／ 288点
静岡支店 ／ 朝倉 繁幸さん
太鼓の達人 ／ 765,360点
東京第一支店 ／ 増田 椋介さん
パンチング ／ 807ｋｇ
大阪支店 ／ 五味 良徳さん
マリオカートタイムアタック ／ 2分02秒793
北海道支店 ／ 今野 祐実さん（ご家族）
電卓早打ち ／ 1分33秒
GM部 ／ 山本 尚子さん（ご家族）
ゴミ箱バスケット ／ 123点

チョロQでレーンの淵を狙います。 2分間でポイントの割り振られた さいころ6個使って出目の得点で 黒ひげ船長を救出せよ ！ 船長が
“引きの強さ”が肝心です
わなげ

ホールを狙って、スイング ！
太鼓の達人

勝負！強運の持ち主は誰だ？

飛び出たタイムの速さで勝負
マリオカートタイムアタック

パンチング

東京第一支店 ／ 渡邉 文雄さん
PS VRデンジャーボール ／ 2,730点
東京第二支店 ／ 奥山 剛史さん
ボウリング ／ 162点
開発営業部 ／ 藤原 信也さん
東京第二支店 ／ 天野 裕貴さん

得点付き輪投げ。2分間で入れ リズム感No.1は誰だ？プレイ得点 パンチングマシンを使用してパン

ゴールまでのタイムを競います。

た輪の得点で競います

見よ、このハンドルさばき ！

で勝負だドン ！

チ力を勝負

小さいお子さんも安心して遊べるキッズスペース

電卓早打ち

電卓はお手の物 ？ 検算の速さと
正確性を競います

ゴミ箱バスケット

PS VR デンジャーボール

ボウリング

2分間でゴミ箱に紙玉を投げ入 近未来スポーツゲーム ！ 顔を動か 一球入魂 ！ 1発勝負の白 熱 する
してプレイします
れるシューティングゲーム
戦いがここに ！
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コンペティションに参加してもらったコインをお菓子と交換

GAME4 「うまいもんグランプリ」

GAME5 「KIRA★KIRAフォトコンテスト」

各本部で選りすぐりの「ソウルフード」を懇親会で提供し、

全社員から事前に素敵な笑顔の写真を募集し、懇親会の

参加者からランダムに選ばれた審査員の投票で、No.1ソウ
ルフードを決めました。グランプリに輝いたのは、西日本本部

総合優勝発表

場で最優秀賞が発表されました。
優勝は、千葉支店 漆間幸雄さん ご夫妻が桜の木の下
で撮った素敵な一枚に決まりました。

の「そばめし」でした。
エントリーメニュー
首都圏：さんが焼き
東日本：ひょうたん揚げ
西日本：そばめし
E
本

2：ガトーショコラ
社：サテリチャ
最優秀賞「チーム愛より家族愛」

創業70周年記念イベント「ROKURINPIC in TOKYO」の

GAME6 「KIZUNA」

GAME7 「メモリアル運だめし」

各チームの部署長が足つぼマットが敷きつめられたエリア

約1,500名の全参加者を対象として各本部から豪華景品

でイス取りゲームを行いました。日頃の不摂生？の影響か、
ぎこちない動きをしている方が多いなか、俊敏な動きで他を
圧倒した北関東支店の村木支店長が優勝しました。

ご家族もみんなで一緒に記念の一枚

総合優勝を飾ったのは、阿部支店長率いる静岡支店チーム
でした。チーム一丸となって、チャンバラ合戦やコンペティショ

をプレゼントする大抽選会を行いました。
当選者の発表は焦らしながら行われたことで、会場全体

ン、クイズラリーでそれぞれ好成績を残した結果、栄えある
優勝を手にしました。おめでとうございます ！ ！

がドキドキとワクワクに包まれていました。

25年永年勤続者を表彰

ルーキー賞を表彰
みん な の協力 の もと

これからも変わり続ける

シルバー

神戸支店 迫 慎一郎

名古屋支店 北野 裕也

1994年4月。高卒で入社し、鹿児島出身の私は右も左も分からないなか、初めての一人暮

今回担当した物件（アパホテル名古屋栄北

らしも始まりました。最初の配属先の名古屋支店では非常に大きな物件を担当し、その後、

新築工事）は、現場の立地条件がオフィス街

神戸支店に異動しました。神戸に来て初めに感じたのは、今でいう現場デビューが早い まさ

で三方ビルに囲まれ搬入口が大通りの一面

か現場（太平洋クラブのクラブハウス）を担当するとは思ってもおらず、かなりのプレッシャーで

しかない状況であり、屋上の受変電設備、発

した。施工図といってもほとんど設計図の丸写し、そんな施

電設備の重量物の搬入・揚重を行う際に大

工図で「ここをどんな仕上げになるか聞いてこい」など細か

通りにクレーンと搬入車を配置し作業する必

な指示をしてくださる職人さんに助けられ、何とか必死に

要がありました。

現場をこなしていました。そんななかでも後輩には負けて

搬入時期・時間帯を考慮し建築・設備との

いられないと、いつも思っていたことを忘れません。

密な打ち合わせが必要であり、荷揚業者の方

分からないことだらけで何度もくじけそうになっているとこ

にも事前に現場へ来てもらい打ち合わせを行ったお蔭で、当日は順調に据付まで予定どおり

ろを藤原理事・小林支店長・冨永課長・川野課長などい

に終えることができました。場内も狭く、他業者とのラップ作業が発生するなか、無災害で工

ろいろな方の補助とご指導があり、現在の私があるのだと

事を終えることができました。変更項目が多く、職人さんとしてはストレスのたまる現場だと思

感じております。

いましたが、みんなが危険に対しての意識を持って、互いに声を掛け合い、周知・協力してく

元号も令和に変わり時代はどんどん進化し続けます。六
興のスタイルである「変わり続けるDNA」を忘れず、これか

れたことによって達成できたことを嬉しく思っています。
この現場をとおし、周りの方々に助けられていることを改めて感じました。今後の現場では、

らも進化していくために頑張ります。

この経験を活かし、失敗した内容を改善してより良い安全対策・施工方法で現場を管理して

東日本本部

坂本 孝行

いきたいと思います。

開発営業部

葛西 功

東京第一支店

岩橋 孝太郎

大阪支店

田中 和洋

堀ノ内 裕二

神戸支店

迫 慎一郎

～先輩社員からメッセージ～
北野君、この度はシルバールーキー賞の受賞お

名古屋支店

菱田 祐一郎
森脇 仁

成田 智一

中国支店

能野 秀一

東京第二支店

水戸 幸広

沖縄営業所

森田 英士

前回はアパホテル名古屋栄東新築工事を担当

千葉支店

清水 光茂

東京第三支店

島 靖暢

して、今回はアパホテル名古屋栄北新築工事と、

横浜支店

出口 宏

佐藤 博信

2件続けて同じシリーズのホテルを施工することに

岩本 茂

萬好 琢也

なり、当初より自分自身で前回の現場の良かった

大村 茂

めでとうございます。

点、悪かった点を分析することができていたため
か、今回はその経験を活かした施工計画の立案
ができていました。
盤の収まりが悪く、調整に苦慮していましたが、方法を変えることで収めることができ
ていました。また、工程に関してもこれまでの経験を活かし、他職とのコミニュケーション
を取ることで、予定どおりの施工ができていました。
これからも現場での改善に努め、より良い結果が得られるよう頑張っていきましょう。
（名古屋支店 近藤 明）
( 4 )

各地の竣工物件
MJRザ・ガーデン鹿児島中央

ライオンズ守山マークヒルズ

契約先

三井住友建設㈱

契約先

㈱長谷工コーポレーション

設計監理

㈱Gデザインアソシエイツ

設計監理

㈱長谷工コーポレーション

工期

2016年6月～2019年3月

工期

2017年10月～2019年3月

施工場所

鹿児島県鹿児島市上荒田町

施工場所

愛知県名古屋市守山区西島町

建築概要

延床面積 47,380㎡ 、RC造

建築概要

延床面積 14,267㎡、RC造

地上14階、472戸

地上13階、175戸

施工部署

九州支店

施工部署

名古屋支店

協力業者

㈲勝栄電設、ヤマガミ電設㈱、

協力業者

㈱福岡電工、森井電気、

（同）モリキ電設、沖電気設備、

三共電氣工業㈱、㈲外山電設、

田代電設

㈱五和電気工業

古来より住み継がれてきた、暮らしのためのエリア

九州最大級のマンションプロジェクト
当物件は、JR鹿児島中央駅西口から徒歩

当物件は名鉄瀬戸線「瓢箪山」駅より徒歩2分、スーパーなどの生活施設が充実している

1分のところにあり、周辺には教育機関やスーパーが揃っているため、生活環境はとても良い

一方で、周辺では古墳が発掘されるなど、利便性と自然が調和された古来より住み継がれ

場所です。建物は5棟構成で、南面は鹿児島のシンボル・桜島が眺望できる、陽光溢れる建

てきたエリアにあります。また、中部地区の新築物件では初採用となるインターホンとスマート

物です。共用部はスカイラウンジ、キッズルームなど全部で11の施設があります。またエントラ

フォンの連動サービス「インターホンIoTシステム」と「災害時ICTサービスゆいぽた」のシステ

ンスや廊下にはデザイン照明を採用し、暖か味のあるオシャレな空間になっています。

ムを導入しており、工事の際には仕様の確認や検査方法など打合せを重ねました。しかし最

「MJRシリーズ」は九州支店でも実績のある物件だったため、支店の経験者から情報を聞

終の確認試験時にうまく動作せず、試行錯誤を重ね、動作したときにはほっとしました。

けたので、仕様や施工など積極的にVE提案や改善要求ができました。外構工事では敷地

苦労した点は、キュービクル置場と開閉器盤スペースが敷地北西の建物外に位置し、建屋

が広くキュービクル設置予定場所が建物から離れていたため、幹線用埋設配管には大変苦

には埋設ルートでの取り込みが必要でしたが、仮設計画との取り合いがでてくるため先行で

労をしました。日々建築担当者、他業者と資材ヤードや搬入車両などの調整をし、約2ヶ月か

埋設配管をしたことです。建築、設備業者と取り合いを確認して施工にあたり、足場が建つ前

かって埋設配管を完了させ受電・送電させることができました。工期は2年10ヶ月の長丁場

にボリュームのある埋設配管を終えることができ、早期計画の重要性を認識できました。ま

でしたが、関係各位様のお蔭で無事故・無災害で建物を引き渡すことができました。

た、入社3年目の平井君が積極的に職長会活動や内装業者との打合せに参加してくれたこ

（九州支店 木下 育由）

とも思い出深いです。

（名古屋支店 渡邊 浩昭）

inside story
現場所長に教えてもらった「Hotel&Residence 南洲館」を紹介します。ここで驚いたのは

inside story
瓢箪山駅の近くにある創業70年以上のきしめん屋「かどふく本店」。ここは麺類、丼、なに

食事をする場所がベッドのない客室のなか…（笑）。個室で店員さんが熊襲鍋（くまそなべ）

を食べてもおいしいのですが、一番の名物は御年95歳・ドラゴンズの大ファンであるおばあ

を使って次々に鹿児島名物の黒豚や野菜を入れて食べる「黒熊鍋」という鍋料理は、出汁

ちゃん ！ 店内にはサイン色紙やお宝グッズがたくさん飾られており、まだまだ現役で料理を

にレタス・豚バラの相性が抜群によく感動 ！ 〆はラーメンや奄美名物の鶏飯、デザートには

運んできてくれます。ドラゴンズが優勝するまでは辞められないそうです（いつになるの

鹿児島のソウルフード・白熊のスティックアイスが食べられて最高ですよ～♪

か…）。おばあちゃんのためにもドラゴンズにはもう少し頑張ってほしいところです。

港区役所庁舎

静岡県赤十字血液センター

契約先

港区役所

契約先

木内建設㈱

設計監理

㈱石本建築事務所

設計監理

㈱内藤建築事務所

工期

2015年10月～2019年3月

工期

2018年5月～2019年3月

施工場所

東京都港区芝公園

施工場所

静岡県静岡市葵区竜南

建築概要

延床面積 33,572㎡ 、RC造

建築概要

延床面積 3,159㎡ 、RC造

地下3階、地上11階

地上2階、塔屋1階

施工部署

東京第一支店

施工部署

静岡支店

協力業者

㈲一信電設、㈲共栄電業社、

協力業者

北堀電気工事㈱

㈱エムテック、㈱山形電設、
㈲三協電設

都道府県に一つの施設

生まれ変わった本庁舎

当物件は静岡市の中心部から北へ数キロほどの場所にあり、各都道府県に一つしかない日

港区役所本庁舎の居ながら大規模改修工事を竹中・六興・菱和異業種建設共同企業体

本赤十字社の施設です。この施設は献血の受け入れ、血液製剤の保管と医療機関への供

（乙型）で行い、電気設備全般を当社が行いました。この庁舎は昭和61年3月に当社が元施

給を24時間年中無休で行い、安全な血液製剤を安定供給することで、静岡県の輸血事業

工した物件で、これまで数回の改修工事や毎年のレイアウト工事を行ってきました。

を支えています。取り扱うものの重要性から、災害に強く安全で清潔な建物になっており、電

今回更新（改修）した主な設備は「22KV受電低圧ネットワーク設備」「非常用発電機ガス
タービン500KVA2台」「動力盤電灯コンセント盤更新」「中央監視設備BMS」「議員登退庁

気工事においては高圧2回線受電キュービクル、5000Lのオイルタンクと、72時間運転可能
な非常用発電機により、停電に見舞われても大丈夫なものになっています。

表示器」「EMケーブル交換(幹線・分岐）」、新設設備は「津波対策用発電機ガスタービン

苦労した点は中央監視設備で、血液の保管機器や部屋の空調機器など別のセンサーをい

500KVAと配電設備」「太陽光発電設備30KVA＋20KVA」「情報表示（デジタルサイネージ）

れて温度監視する設備があり、センサーはプラチナの温度に関する抵抗の変化特性を利用

設備」などです。建築工事絡みでは11階食堂改修、エントランス改修、区長室改修、1階店

し抵抗値を温度値へと変換する仕組みになっています。特殊な機器と初めて聞く専門用語

舗増設などを行いました。なかでも特高の受変電切り替え工事は調整が難しく、着手するま

の図面化、既設の建物に絡んだ入退室設備の調整、経験したことのない2回線受電など大

でに区役所側と何度も協議を重ねました。

変なこともありましたが、新入社員の武井君の頑張りと建築や設備担当者、協力業者さんに

工期が41カ月と長丁場の工事でしたが、安全安心の区民のための庁舎に生まれ変わりま
した。

（東京第一支店 宮川 亙）

inside story
現場担当者・荒川さんの提案で、月3,000円ずつ積み立てをして竣工後に水上温泉へ

恵まれ、無事故で竣工を迎えることができました。

（静岡支店 梅田 弘幸）

inside story
現場の施工時に楽しみにしていたことが、現場近くのおいしい店巡りと屋上からの展望で
す。晴れた日は屋上から富士山が眺望でき、普段見慣れたものでも、もう見られないかもし

行きました。日本酒の酒蔵巡りをしましたが、私はどれを飲んでも美味しく、特定の銘柄は

れない特別感と竣工前の達成感と相まって見る富士山は格別です。この仕事は遠い現場

覚えていません(笑)。帰りに日本一になったことのある道の駅に寄り、おいしい昼食やお土産

の担当になると朝早く起きなければならなくて大変ですが、「まだ食べたことのないおいしい

を買って大満足。大変なことも多かったけれど、頑張ってきて良かったと思えた瞬間でした。

料理」と「見たことのない景色」を楽しみにこれからも頑張っていこうと思います。

( 5 )

ろっこうニュース
功労賞をいただきました

36カチット2を販売いたします

休暇取得率が増加しています

飛島建設㈱様より、「晴海グラ

36シリーズの海外生産第2弾となる「36カチット2」の販売

ンドホテル改修工事」における

を開始いたします。この製品は吊ボルト用ケーブル支持具と

安 全 管 理 活 動 が 評 価 さ れ、

して販売している「36カチット」を改良し、ケーブルを収める

2019年度安全大会にて功労

輪を二つにすることにより、強電・弱電ケーブルを一つの材

賞をいただきました。

料で支持できるようにしました。

今回の物件は竣工してから

成形は36バインドと同じアメリカのアナハイムに本社がある

40年以上経ったホテルで、事

Aoi Techno,Inc.様の新しいメキシコ工場で行います。検品・

前に確認していた図面と実際

梱包は他の36シリーズ同様、社会福祉法人太陽の家様で

の現場では差異がかなりありま

行い、各現場へ発送いたします。注文開始は8月上旬、出荷

した。

開始は8月下旬頃を予定しております。この製品の使用によ

床下の状況を確認するためにレントゲン調査を行い、既存

り、作業効率及び施工品質の向上に少しでも貢献できれば

安全大会にて表彰されました

の配管配線のルートを把握しました。EPS内の巨大なダクト

2018年度のY5運動が終了いたしました。今年度は、東北

の切り回しでは落下防止の手順を厳守し、発電機・トランス

支店が休暇取得率と昨年からの伸び率において最優秀部

の撤去作業では壁を壊して重量鳶さんたちと慎重に搬出し

署に輝き、表彰状と記念品が贈られました。

たのを覚えています。

2019年4月より有給休暇の5日間以上の取得が義務化さ

そして一番気を付けていたのが感電災害です。生きてい

れました。六興電気では義務化を先取りして、「Y5（休もう5

る電線を一本ずつ確認しながら作業を進めていきました。工

日）運動」を立ち上げ、休みが取りやすい環境づくりを4年間

期も短いなかでの作業でしたが、無事故・無災害で終えら

続けてきました。現場内で交代で休んだり、毎月の会議でい

れたのは建築の方々との綿密な打合せがあったからです。

つ休むのかを宣言したり、進捗管理を行ったりと、部署ごとに

こちらの意見にもきちんと耳を傾けていただき、非常に風通

さまざまな取り組みをしていただいたことにより、全社的な5

しのよい現場でした。

日間の休暇取得達成者は、当初に比べて約13％増加して

最後にこの工事でお世話になった関係者の方々にこの場
を借りて御礼申し上げます。

と願っております。
なお、この記事を皆さまが読む頃には成形した製品を乗せ
た船が日本へ向けて太平洋を渡っているところです。無事
に日本に到着し、各現場へ届けられるのを楽しみにしており
ます。

（システム開発部 川上 貴司）

います。
今年度は、休暇取得マイプランを作業日誌に組み込み、

（東京第一支店 堀ノ内 裕二）

作業日誌作成時に休暇予定のアラームを表示させるように
するなど、Y5運動をさらに強化させるための取り組みを行っ

一括施工への第一歩

ています。これからも、休みがとりやすい環境づくりを推進し

E2本部・東京第三支店の新規事業として、アルミダイキャ

ていきます。

（人事部 稲富 光平）

ぜひご使用ください

スト製フリーアクセスフロア「E-SQUAREパネル」の製造、販
売、施工を行うことになりました。
これまで同じ現場で一緒になったOAフロアメーカーのAP
平井工業㈱が製造していた「エコネット246」という製品の金
型を弊社が購入し、改良を加え「E-SQUAREパネル」とし
て、リリースしました。

100周年にむけて
1. 経営成績に関する分析

今期は受注額及び粗利額は年間目標を達成する見通し

第78期の中間仮決算ですが、売上高は19,335百万円
（前年同期比2,893百万円減）となりました。これは手持の

「E-SQUAREパネル」の特徴は、165mm×165mmとコン
パクト、かつアルミ製のため、8kg/㎡と軽量で、建物に重さで
負担をかけません。経年変化に伴う床鳴りがなく、床のでこ
ぼこ（不陸）を微調整し、地震による衝撃を吸収します。ま
た、高さが5ｃm、床下配線を4cm確保しており、配線が容易
です。
東京第三支店では、将来的に内装・電気・設備の一括施
工を目指しています。その第一歩として、電気工事とOAフロ
ア工事を同時に行いコストダウンを図ります。施工だけでなく
メーカーとして、販路の拡大も大きなミッションです。事業は4
月から本格稼動したばかりです。全国の皆さまからのご用命

出来高進捗率が影響したためです。繰越工事高は63,194
百万円（同9,023百万円増）となりました。

（E2本部 岡田 珠代）

資産・負債の状況ですが、総資産の残高は29,747百万
建設による土地等が増加したためです。

下したため、営業利益は1,902百万円(同623百万円減）、

ま た、資 本 金 と 過 去 の 利 益 の 蓄 積 で あ る 純 資 産 は

経常利益は1,976百万円(同602百万円減)、当期純利益

18,202百万円(前期末比997百万円増)となり、経営の安

は1,266百万円(同404百万円減)となりました。

定度を示す自己資本比率は61.2％(同0.7％増)となり、会社

期末の業績ですが、売上高41,072百万円、営業利益は

の信用力向上に繋がっています。

1,808百万円、経常利益は1,927百万円、当期純利益 は

（経理部 松﨑 正博）

1,219百万円を見込んでいます。
損益計算書

自2018年10月 1日
至2019年 3月31日 （単位：千円）

科目
売上高

金額
19,335,746

売上原価

15,794,473

売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益

流動資産

金額
（29,747,057）

受取手形

392,064

1,902,243

電子記録債権
完成工事未収入金
有価証券

1,976,587

特別利益

2,127

特別損失

0
1,978,715

科目
（負債の部）

22,964,461 流動負債

1,639,030

1,096

当期純利益

（単位：千円）
科目
（資産の部）

8,727,047

営業外費用

法人税等合計

2019年3月31日現在

現金預金

75,441

税引前当期純利益

貸借対照表

3,541,273

営業外収益
経常利益

支払手形
未払金等

5,966,455

5,736,859

未成工事受入金

1,801,513

1,113,785

その他

75,403

その他

225,593

工事損失引当金

貸倒引当金

▲6,984 固定負債
6,782,595

退職給付引当金

711,982

有形固定資産

1,851,493

役員退職慰労引当金

1,266,732

無形固定資産

66,309

( 6 )

93,000
1,278,500
1,075,642
168,000
34,857

その他

4,864,789

310,983

（純資産の部）

3,511,357 株主資本

（18,202,420）
17,923,146

子会社出資金

160,641

資本金

長期差入保証金

242,150

資本準備金

160,680

繰延税金資産

890,060

利益剰余金

17,262,561

その他
（注）損益計算書・貸借対照表の金額は千円未満の
端数を切り捨てて表示しています。

97,646

6,357,947

賞与引当金

有価証券等

10,266,136
1,921,132

418,147

固定資産

金額
（11,544,637）

電子記録債務

未成工事支出金

投資その他の資産

E-SQUAREパネルに生まれ変わります

2. 財政状態に関する分析
円（前年末比770百万円増）になりました。これは南浦和寮

利益は、売上総利益率が前年同期と比べ0.27ポイント低

をお待ちしております。いつでもご説明に伺いますので、お気
軽に相談ください。

であり、今期の決算は前期並みになると予想しております。

貸倒引当金
資産合計

73,536

自己株式

500,000

▲96

▲12,955 評価・換算差額等

279,273

29,747,057 負債・純資産合計

29,747,057

熱中症に対する理解を

ソフトボール大会＆BBQ大会を開催 ！
大阪支店の社員と協力業者・その家族で4月1日に京セ
ラドーム大阪にてソフトボール大会、5月19日にBBQ大会を

合唱コンサートが行われました
5月24日、ラーマン大学合唱団の皆さまによるコンサートが
行われ、指揮者の諸江 修様よりコメントをいただきました。

行いました。ソフトボール大会は大人チームと子どもチームに
分かれて、2面を使用して試合を行いました。当日はエイプ
リールフールだったので、球場に入る直前「嘘じゃないよな？」
という会話を子どもたちがしていたのが印象的でした。
いざ京セラドームの景色が目に映ると「凄い ！ 」「綺麗 ！ 」な
ど皆の興奮の声が聞こえ、子どもたちは目を輝かせ、走り
回っていました。大人たちも試合前の準備運動からかなり気
合が入っていました。試合が始まると皆熱くなり、ダイビング
熱中症への理解を深めてもらうための工夫をこらした安全大会

6月11日、千葉支店で安全大会を開催いたしました。今
年は、「はさまれ事故ゼロ ! !」を支部スローガンに掲げ、六興
ルールの再認識やPDCAサイクルの活用での事故防止を
協力会社・社員に呼びかけました。
毎年行っている社員による安全活動報告は、入社2年目
で同期の奥富さんと「熱中症に対する理解を」をテーマに行
いました。これから暑さの厳しい日が多くなり、熱中症災害が

キャッチをする人や試合中ズボンが破ける人、フライを捕球
素敵な演奏を披露してくれたラーマン大学合唱団の皆さま

できなかった上司に怒号のような野次を飛ばす人がいまし
た。とても楽しい雰囲気で終わり、大変好評で貴重な時間と

5月24日、芝NBFタワー1階ロビーにおいて、六興電気㈱
様主催マレーシア・ラーマン大学合唱団ランチ・コンサートが

なりました。
BBQ大会は例年通り河川敷で行いました。某管理室H.博

行われました。会場に用意された椅子数の3倍以上のお客

美様おすすめの焼肉屋さんを会場に呼び、ステーキやロース

様が立ち見で演奏を聴いてくださり、盛大な拍手を送ってく

トビーフを目の前で調理してもらい、それが絶品で大好評で

ださいました。ディズニー映画「アラジン」より「A Whole New

した。今から来年の開催が楽しみです。

World」、マレーシアの第二国歌、アニメ映画「千と千尋の神

（大阪支店 五味 良徳）

起こらぬようにと、過去の熱中症災害事例を用いて、参加者

隠し」より「いつも何度でも」などを歌い、最後に東日本大震
災被災者応援ソングの「花は咲く」で締めくくりました。

の方々に原因や対策を解答していただき、また熱中症対策

「花は咲く」を最後の曲に選んだのは、東日本大震災の

グッズの実物を用意して紹介したりと、熱中症の恐さについ

日、浜松町駅の近くで地震に遭い行き場を失った私を、六

て理解を深めていただきました。懇親会では、安全表彰者

興電気㈱様に芝NBFタワー本社で一晩過ごさせていただい

から喜びの声をいただいたり、緊張でガチガチの新入社員に

たことへの感謝のためです。あの晩を過ごした芝NBFタワー

よる自己紹介があったりと、大いに盛り上がりました。

に、教え子たちを連れて来て、「花は咲く」を演奏させていた

今期残りわずかとなりましたが、千葉支部としては4期連

だいたことは、私にとって実に感慨深いものでした。

続無災害にリーチが掛かっており、まずは9月までを目標にさ

（ラーマン大学合唱団指揮者 諸江 修様）

らに安全意識を高め達成したいと思います。

※コンサートの様子はQRコード・下記URLよりご覧いただけます。

（千葉支店 宮尻 宏樹）

https://www.6kou.co.jp/rahman/concert.html
プロ野球選手気分で、プレイボール ！

南浦和寮 完成しました
新しい寮のこだわりポイントをご紹介します♪

◆オシャレな外観、内観

立派な外観

昨年9月の打合せから始まり約8か月を経て、記念すべき
令和元年に南浦和寮が完成しました。
最初は設計の打合せを何度も行い、基礎工事が始まった
のは年明けからでしたが、その後はあっという間に工事が進
んでいきました。当初の要望に加え、工事を進めていく過程
でまた新たな希望が出たりと、無理難題を沢山伝えました
が、できる限りの要望に応えていただいた大和ハウス工業

◆各階完備のランドリールーム

およそ社員寮とは思えないような外

居室のある階だけでなく、1階の浴

◆技能訓練室
川口寮にあった技能訓練室を参考

観と、カフェテリアをイメージした食堂 室隣も含め各階にランドリールームを に技能訓練室を設けました。広さはも
をはじめとした内観。寮生がワクワクし 設置。入浴中に洗濯したい場合は1階 ちろん、オリジナル訓練ボードや談話
てくれるように、建物のオシャレさを追 を、土日に行う場合は各階のものを、 室等、技能大会に出る社員のサポート
求しました。

といった使い分けが可能になりました。

体制が万全となっています。

普段は見られない ！ ？寮のなかもすこ～しご 紹 介 ！

㈱埼玉支社の方々には頭の下がる思いでいっぱいです。
また、今回の南浦和寮施工にあたり、工事本部の田中課
長をはじめ、社内の多くの方々のご協力により無事完成する
ことができました。改めて御礼申し上げます。
寮生の新しい寮での生活は5月末より始まっています。今
後はこの南浦和寮のもと、寮生同士のコミュニケーションが
ますます活発に行われ、充実した寮生活となるよう願ってい

暖かみのある木目調ベッドで疲れを癒して

一日の疲れを洗い流す、ゆったりお風呂

ます。
（経理部 鳥居 広明）

寮生の活力のとなるご飯を作る厨房
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仙台89ERSの試合を観戦しました ！

“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。
「考えよう 危険な理由 見直そう 自分の周囲」

*** おしらせ ***

3月9日、清交会行事として社員及び家族、協力業者の皆
さまで、プロバスケットボール（Bリーグ）仙台89ERS vs 福
島 フ ァ イ ヤ ー ボ ン ズ 戦 を 観 戦 し ま し た。仙 台89ERSと は

企業対抗カートレースのお知らせ

（北海道支店 岡本 佳明）

2011-2012シーズンよりスポンサー契約を結んでおり、毎年

今年も下記の日程で開催します。カートを体験できる時

毎日の安全朝礼やKYで「足元

の試合観戦が恒例行事となっております。去年に続き長江

間や昼食をご用意しております。ご家族での参加も大歓迎

確 認」や「周 囲 の 確 認」な ど、そ

社長にご参加いただき、また東北支店以外の方々も集まり、

です。ご興味ある方、ご参加をお待ちしております。

の日の安全対策をしますが、な

賑やかな楽しい観戦会になりました。試合は見事勝利し、長

ぜ足元に注意するのか、なぜ周

江社長に初めて勝利試合をお見せすることができました。

囲を確認するのかを考え直し、

Bリーグは2018-2019シーズンが5月で終了し、仙台89ERS

具体的な対策を行わなければい

は残念ながらB1昇格できませんでした。ですが、最近の日

けないと思います。

本バスケットボール界は明るい話題が続いています。8月31

また、自分の周囲で具体的に何が危険なのかを改め

日より「バスケットボールワールドカップ2019」が上海で開催

て見直して、安全に作業ができる環境を整えていただ

され、日本は21年ぶりに出場権を獲得し、トルコ・チェコ・アメ

きたいと思い、この標語を考えました。

リカと対戦するほか、2020年東京オリンピックの出場（44年
ぶり）も決定しています。さらに千葉ジェッツ所属の富樫選手

第4回 6KOU私の休暇自慢 結果発表

日時:2019年8月31日(土)
場所:新東京サーキット(千葉県市原市)
社内報「ろっこう」リニューアルします ！
10月号より社内報「ろっこう」が、現在のA3・二つ折りから
A4・観音開きにリニューアルします。デザインも一新し、より
素敵な社内報をお届けします。
新しい社内報「ろっこう」、乞うご期待ください ！

が日本人初の1億円プレーヤーとなりました。
またゴンザガ大の八村塁選手がNBAのドラフト会議にて、

Y5運動の一環とし

ワシントン・ウィザーズから日本人初の1巡目で指名されるな

て開催しております

ど、明るい話題が続くバスケットボールを是非一度観戦して

「6KOU私の休暇自

みてください。
A4・観音開きのスタイルに

表紙イメージ図

（東北支店 高田 聖子）

慢」ですが、第4回目

大賞「南アフリカのケープペンギン」

（E2本部 岡田 珠代）

の 今 回 は、2018年

4月～6月の採用

10月 ～2019年3月

東京第一支店

工務主任

横山 秀美

の間に 休暇取 得さ

茨城支店

工事担当

三島 康弘

れた際に撮影され

千葉支店

工事担当

佐藤 雄輝

た自慢 の写 真とエ

東北支店

工務係

今野 亮介

ピソードをお寄せい

東北支店

管理主任

柴田 賢一

た だ き ま し た。そ し

名古屋支店

工事所長

前田 哲也

て全社員による総

大阪支店

工事主任

太田 聖巳

選挙を行いました。

大阪支店

工務担当

吉永 俊之

投 票 の 結 果、第 ４

沖縄営業所

技術担当

瀬名波 紅美

回の大賞には東京

沖縄営業所

工事担当

水谷 浩二

間近に見る選手の大きさ、逞しさに圧倒

第三支店の竹田有里さんが選ばれました ！ ポストカードやポ

受注！

スターにもなりそうな、可愛らしいペンギンの写真が大好評

4～6月の採用

で、見事1位に輝きました。今回は全部で8作品が集まり、ど
の写真も素敵で総選挙の得票数も僅差となりました。タイト

入社された方より一言いただきました。

ルのダジャレや、家族・友人とのエピソードを読んで癒され

東北支店 管理主任 柴田 賢一

る、とても楽しい第４回でした。「こんな場所があるんだ ！ 」

初めまして

と、次のレジャーの参考にもなりますね ！

5月1日より入社しました柴田

大賞の賞品は旅行券、応募いただいた全ての方にオリジ

賢一と申します。39歳にして初

ナルクオカードを進呈いたします。そして投票していただいた

めての転職であり、前職は広告

皆さまにも、御礼申し上げます。

業界でしたので全くの異業種

そして引き続き、第５回の応募を受け付けております ！ 募集

からのチャレンジとなりますが、

締め切りは10月31日、2019年4月～9月の間に撮影された

自ら学んで知識を身に付け、早

写真とエピソードでご応募ください。詳しくはお送りしました

期に戦力となれるよう、精一杯

メール、または、ポータルサイト内の特設サイトにてご覧いた

努力して参ります。

だけます。たくさんのご応募をお待ちしております ！
（人事部 椎屋 未来）

六興電気は優しくて温かい、人間味溢れる方々ばかりで

・柏の葉141オフィス計画

千葉支店

・芦屋西蔵町計画

神戸支店

7月～9月のスケジュール
月

経営会議

行事等

特別休暇

10日～12日：2017-2年目修了研修
7月

5日

11日～12日：営業特プロ
12日:夏季賞与支給
26日:任用測定試験(3級チャレンジ)

8月

2日

9月

6日

夏季休暇
13日～15日

本決算期

す。この度の出逢いを大切にしていきたいと思っております。
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