
軍艦島に行ってきました 代表執行役社長 長江 洋一 

新刊第75号 [通算160号] 

佐世保の現場を視察した翌日、軍艦島に行ってきました。あまり

にも有名な世界遺産なので訪れた方も多いと思いますが、狭い島

には70棟もの建物が立ち並び、立坑入口にあるタワーの下には

10km以上にもおよぶ坑道が走っています。神社や映画館もあり最

盛期に5千人もが暮らした島の廃墟は圧巻でした。私は団地や炭

鉱施設がひしめく様から往時の過酷な状況を想像していたので

すが、写真に残る島の子供はみな楽しそうで、働く男性からは日

本のエネルギーを支えているという自負が感じられました。やはり

実際に行ってみると違うものです。何かとても暖かいものを感じた

小旅行でした。    

42名の新人に期待します 
今年も4月になり、42名の新しい仲間が入社しました。今ちょうど

自衛隊研修をしているところで、大宮の駐屯地は満開の桜で迎え

てくれました。今年の新入生には2名の外国人が含まれています。

彼らを含めてろっこうでは13名の外国人が働いており、国籍もフィ

リピン、インドネシア、韓国、米国、バングラデシュ、インドと多岐にわ

たっています。ろっこうでは彼らを普通の社員として育成する方針

で、もしかしたらいつの日か外国人の部署長が誕生するかもしれ

ません。 

新入社員の皆さんには、社会人になるにあたってぜひ知ってもら

いたいことがいくつかあります。1つめは、ごまかしや取り繕いは許容

できないという六興の基本ルールです。昔よくあったのは工番流用

といって、予算が足りない現場の労務費を別の工事の予算から払

い、赤字でないと取り繕う操作でした。こんな事をされると原因究

明と再発防止が遅れ、損失はさらに拡大してしまいます。問題を早

期に報告してくれたらその時点で損失の拡大を止めることができ

て、被害は最小限に抑えられたのに。あるいは経験不足から小さな

失敗をしたら、怒られはしますがその場で終わり。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というのが我々

の求めるやり方です。新入社員の皆さんはくれぐれも、都合の悪い

ことを隠して先送りするようなことがないよう心がけてください。  

2つめにお願いしたいのが社会人としての自覚です。言い換える

と、社会人になると新入社員でも会社を代表しているという話で

す。よく、「○○株式会社の人はみんなまじめだ」とか、「あの会社

は信用できない」というような声を聞きます。しかし実際にそのお客

様が会った社員は、一人か二人ということも稀ではありません。こ

の例でわかるように、たとえ社員が1万人以上いる大会社でも、お

客様は目の前の社員一人を見て全体を評価しています。これは

新入社員でも同じことで、会社の名刺を持った瞬間から会社を代

表しているという自覚を持たねばなりません。最近アルバイト学生

がSNSに不適切な投稿をして、店の信用を大きく傷つけたという

ニュースがありました。バカッターとか言うらしいですが、こんな悪ふ

ざけは社会人として論外です。  

3つめのお願いは考える習慣です。研修所でお話した講話の中

で私は、考えたつもりになるなと話しました。新しい問題を解決する

には知識と知恵の両方が必要です。仕事の手順は知識として覚

えることが可能です。しかしいままで遭遇したことのない新たな問

題を解決するには、知識として覚えた手順がなぜ必要なのか考え

ないと答が出てきません。昨年の工事改善事例発表会では、電

力の計量器を削減した事例が高い評価を受けました。この改善案

は、原設計に多数配置されていた計量器が「なぜ」そこに設置さ

れているのかを考えたからこそ、最適な配置による機器の削減を

達成できたものです。私が思うに知識だけで知恵がない人は、何

かをしようとした時にできない理由をたくさん持ちだして考えたつ

もりになってしまいます。そのようにならないよう、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。   

若年層の早期離職は新しい問題か？ 

ところで4月になって来年卒の採用活動も最盛期を迎えていま

す。最終面接も始まっており、内々定も出し始めました。この時期に

企業経営者として頭が痛いのが若年層の離職率で、雇用の流動

化と相まって3年離職率は3割にもなると問題になっています。そこ

で手に取ったのが「雇用の常識・本当に見えるウソ」という本でし

た。著者の海老原氏は雇用をデータに基づいて語る方で、読んで

いてとても説得力があります。本書は冒頭で、「大卒の3年離職率

が3割」という問題を分析しています。ところで皆さん、この本はいつ

刊行されたと思いますか？ なんと2009年だから、ちょうど10年前

になります。巷では大学生の早期離職は新たに発生した現象のよ

うに語られていますけど、実は10年も前から状況は変わっていな

かったのです。困ったことにこれを新しい問題と信じている人たち

は、社会状況の変化に原因を求めて諸説を作り上げています。し

かし10年前は民主党政権下で不況と人余りの時代でした。これ

だけ経済環境が違うのに、我々は10年前と同じ問題を目の当たり

にしているというのが現実なのです。ですから問題を昨今の社会

環境や政治に紐付けて考えても意味はなく、個々の企業が魅力

的な就労環境の整備と人材開発に力を入れるしかないのがわか

ります。社内報の新年号でお伝えしたように昨年の3年離職率は

12%と業界平均よりも低いのですが、一方では一部の部署で不

適切な対応があったとの報告も受けており、労働時間の短縮や平

準化を徹底してゆく必要があります。  

内部通報制度と社外取締役の関与拡大 
ガバナンス強化のために、4月から内部通報制度も稼働させまし

た。今回の制度の特色は通報窓口が社外（三輪法律事務所）に

設けられている点で、通報者の情報は会社と完全に遮断され、自

身の不利益を心配せずに詳しく問題を報告・相談することができ

る仕組みとなっています。通報窓口が通報を受けると個人が特定

されない形で問題を会社に報告し、会社は報告に基づいて調査と

是正処置を講じます。その結果は通報窓口を通じて通報者に

フィードバックされます。懲戒規定も改訂され、社外取締役の関与

の下で社会通念上妥当と思われる処分が行われる事となりまし

た。このような制度がなかったため、いわゆる怪文書のようなもの

が会社に送り付けられてくることもありましたが、今後は迅速な対

応ができると期待しています。なにかあったら躊躇せずに活用して

ください！   

70周年のサプライズ 
6月1日はいよいよ70周年記念式典です。家族と合わせて1400

名もの関係者があつまるその場で、サプライズを発表しようと準備

しています。期待してください！   
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東京第一支店 

工事係 

向田 真也 

富士山を難しいコー

スで登頂したこと 

東京第一支店 

工務係 

米本 陽奈 

吹奏楽サークルの 

運営と演奏会を 

したこと 

東京第一支店 

工事係 

山田 拓実 

チャレンジ精神を

持ってたくさんのこと

に挑戦したこと 

東京第二支店 

工事係 

岩本 健太 

単位取得と研究、 

友だち作りに力を 

入れたこと 

東京第二支店 

工事係 

小山 渉 

電気工事士の資格

を取得したこと 

東京第二支店 

工事係 

奥山 瑞希 

ほぼ毎日アルバイト

をしていたこと 

一言テーマ 

「学生時代に頑張ったこと」 

Introducing  
           New Members 

六興電気へようこそ！ 

3月26日から4月5日までの10日間、レクトーレ葉山湘南国際村において2019年度新入社

員研修を実施いたしました。大卒24名、専門・高専卒3名、フィリピン現地採用1名、高卒14

名、総勢42名が六興電気の新しい仲間となり、さまざまな研修メニューに取り組みました。 

研修では、挨拶や報告・連絡・相談といった社会人としての基本のマナーの他、陸上自衛

隊での体験入隊、新入社員に求められることについてのグループワークなどを行いました。初

めのうちこそ学生らしさを残していた部分もありましたが、研修終盤には若いながらも1人前の

社会人として第1歩を踏み出した、大人の表情に変化していることが判り、頼もしさすら感じる

ことができました。 

新入社員の皆さん、これから本格的な業務に就き、時には壁にぶつかったりすることもある

かと思いますが、この研修で培った同期の絆を大切にして、一歩一歩着実に成長していってく

ださい。  （人事部 松田 啓貴） 

今年は、新入社員研修の目的を「学生から社会人への切り

替え」「六興電気について知る」「同期の繋がりを作る」の3つと

して、さまざまな講義、グループワークなどを行いました。 

前半の5日間は全員共通で、ビジネスマナーや会社の歴史、

社長講話などからさまざまな知識を吸収しました。また、福岡

工業大学 高原教授の講義では、「技術者として一番大切な

ことは何か」を考え、研修で考えた内容を1年後に振り返ること

ができるような内容であり、研修が終わってからが本当のス

タートであることを再確認できました。 

後半は陸上自衛隊への体験入隊、低圧・酸欠の特別講習、

配属先における研修受講の3グ

ループに分かれて研修を行い、各々が学んだことを集まって共

有する形を取りました。 

 陸上自衛隊への体験入隊では、訓練を通じて規律・団結・

指揮を学び、また仲間と協力し合うことの大切さを学びました。

また特別講習や配属先における研修受講においては、就業後

に必要とされる実務的な知識を身につけることができました。 

 今まで考えたことのないこと、体験したことのないことが多い

なかで、それでも目の前の研修に同期とともに一生懸命に向

き合う姿からは、六興電気の社員であるという自覚と、これから

の大きな可能性を感じることができました。  

技術者として大切なことは何か さまざまな意見をぶつけ合う 

 ～平成最後の入社式～ 

研修最終日の4月5日、東京プリンスホテルにおいて入社式を開催いたしました。10日

間に及ぶ新入社員研修を乗り越えた新入社員を歓迎するため、各部署からの趣向を凝ら

したビデオレターを上映した際には、時に大きな笑いも起きながら、これから一緒に働く先

輩の姿を見ることで、決意を新たにしていた様子が伺えました。 

当社の入社式はいわゆる式典ではなく、新入社員に歓迎の気持ちを伝えることを目的と

しているため、会話の弾む立食形式をとっていることが特徴です。この「六興電気らしさ」を

大切にしながら、新しいメンバーとともに頑張っていきましょう！ 

これからが本当のスタート 

北関東支店 

工事係 

東 男 

アルバイトと資格の

勉強を両立したこと 

千葉支店 

工事係 

武内 英徳 

卓球と部活動のこと

を考え続けたこと 

北関東支店 

工務係 

小川 花音 

課題で設計デザイン

に取り組んだこと 

千葉支店 

営業係 

竹下 柊也 

アルバイトでサンド

ウィッチをひたすら

作ったこと 

GM部 

係 

Rosales Kenneth 
Rae Esturas 

六興電気の最終面接

を合格したこと 

東京第一支店 

工事係 

半田 拓海 

バイクでのツーリング

距離が8,000㎞を超

えたこと 

東京第二支店 

工事係 

川島 拓矢 

劇団に入って、多くの

お客さんを笑わせた

こと 

東京第二支店 

工事係 

栗山 慎ノ介 

ラーメン屋でアルバ

イトをしたこと 
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先輩社員のみなさん 

これからよろしくお願いします！！ 

「六」興電気の一員として、これから頑張ります！ 

東北支店 

管理係 

杉船 あかね 

コンビニのアルバイト

を4年間続けたこと 

静岡支店 

工事係 

Ali Al Maksud 
Sabbir 

アルバイトで月に25

万円稼いだこと 

名古屋支店 

工務係 

加藤 晴子 

設計実習とパン屋で

のアルバイトを4年間

続けたこと 

新潟支店付 

（㈱ミトモ電設出向） 

電気工事士 

川口 有汰 

委員会活動と先生

の手伝いをしたこと 

大阪支店 

工事係 

桑村 和 

いつ誰に誘われても

行ったこと 

大阪支店 

工事係 

只森 正一郎 

いろいろな趣味を 

見つけること 

中国支店 

工事係 

藤原 康誠 

コミュニケーション力

の向上に努めたこと 

九州支店 

工事係 

多田 真聡 

資格取得とアルバイ

トを両立したこと 

中国支店 

工事担当 

堂原 啓耶 

多くの人とコミュニ

ケーションを取ること 

九州支店 

工事係 

宮良 信大 

沖縄県人会で 

サポート活動をした

こと 

九州支店 

工事係 

吉俣 瞬 

バンドでお客さんと

盛り上がったこと 

㈲三協電設出向 

電気工事士 

庄子 了市 

バスケットボール部

として、3年間努力し

続けたこと 

㈲エムテック出向 

電気工事士 

松﨑 輔 

毎日欠かさず運動を

したこと 

㈲エムテック出向 

電気工事士 

髙橋 航大 

やる気と情熱を持っ

て資格取得したこと 

㈲オービット出向 

電気工事士 

長谷川 瑠星 

就職活動とアルバイ

トのために面接練習

をしたこと 

㈲塚田電気工業所出向 

電気工事士 

河瀨 光紀 

資格を9個取得した

ことと皆勤賞を獲得

したこと 

大阪支店 

工事係 

永田 仁一 

何事に対しても高い

クオリティを求めた 

こと 

神戸支店 

工事係 

沖崎 瑞希 

勉強・アルバイト・

サークル活動を両立

したこと 

大阪支店 

管理係 

勝木 大輔 

友だちの輪を広げる

こと 

中国支店 

工事係 

中島 雅智 

実技試験を合格に

導くために先生を務

めたこと 

九州支店 

工事係 

我妻 充輝 

部活動と資格取得

をしたこと 

金澤電興㈱出向 

電気工事士 

小西川 真範 

資格取得のために

勉強をしたこと 

EP支店 

工事係 

蛯名 健幾 

卒業論文と美味しい

居酒屋を探したこと 

金澤電興㈱出向 

電気工事士 

谷 悠雅 

脚の筋肉をひたすら

鍛えたこと 

㈲塚田電気工業所出向 

電気工事士 

矢吹 大河 

第一種電気工事士

の資格を取得した 

こと 

ホーエイ電設㈱出向 

電気工事士 

荷掛 拓海 

身長を伸ばすために

規則正しい生活を

送ったこと 

㈱植田電気出向 

電気工事士 

小林 拓希 

高校生ものづくりコン

テストで県大会優勝

したこと 

ホーエイ電設㈱出向 

電気工事士 

西村 寛輝 

放送部の部活動で

全国大会に出場した

こと 



各地の竣工物件 
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プラウドシティ伊丹 
契約先 西松建設㈱ 

設計監理 西松建設㈱ 

工期 2018年3月～2018年12月  

施工場所 茨城県坂東市緑の里 

建築概要 延床面積 14,006㎡、S造 

施工部署 北関東支店 

協力業者 結城電設㈱、㈱エムテック 

加藤製作所坂東工場 

とにかく高い現場 

当物件は、勝田駅から車で30分程離れた場所にあり、

ロックインジャパンが開催される国営ひたち海浜公園が

近くにあります。建物の形状は、地上から180mの高さまで

伸びる煙突を支えるように鉄塔が建っています。設備として、地上から約100mの場所と塔頂

部にそれぞれ4台ずつ航空障害灯が設置されており、約150mまではエレベータで昇れます

が、それより上には螺旋階段を使用します。梯子もあるので人力で昇降も可能ですが、試し

に100m程梯子を使って地上まで下りてみたところ、腕がパンパンになってしまいました。上空

作業を行うのに落下物厳禁のため、工具などは全て紐づけをしてケーブル接続作業など細

かい作業になる場合は毛布を敷き、ナットなどが落下しないよう十分に対策をしました。 

一番悩んだのはどうやってケーブルを引き上げるかでした。現場を実際に見たうえでルート

や引き揚げ方を職人の方々と十分に打合せし、ゼネコンや鳶の方など皆さんにアドバイスや

フォローをしていただきながら無事に納めることができました。短期間での工事のなかで、天

候による作業の順延など工程が押し気味になることも多々ありましたが、航空障害灯の本点

灯を迎えた時は本当にホッとしました。 （茨城支店 中村 友裕） 

inside story 

この現場は雨や風が吹けば上空作業が禁止になるので、日々の天候チェックはかかせま

せんでした。雷が発生してもすぐには逃げ出せないため、近辺での雷雲発生状況をネット

で調べ、気温変化や雲の流れには気を付けていました。一度、上空作業中に雷が発生し、

塔頂部から避難した時は、建物自体が鉄の塊なうえ、煙突より高い建物が無いため、鉄塔

に落ちたら…と思いながらヒヤヒヤしました。詰所に戻る際、隣の鉄骨建物に雷が落ちたよ

うで、一瞬景色が白くなったこととあの落雷音は忘れられません。 

常陸那珂火力発電所 

契約先 三菱重工機械システム㈱ 

設計監理 三菱重工機械システム㈱ 

工期 2018年8月～2018年10月  

施工場所 茨城県那珂郡東海村照沼 

建築概要 煙突形式 鉄塔支持型、 

 煙突高さ GL＋180m、S造 

施工部署 東京第三支店 

協力業者 佐藤電設㈱、㈱三通工 

ライオンズ広島グランテラス 

リバーサイドテラス 

当物件は複合商業施設や小学校、病院

が徒歩15分圏内にあり、利便性が高く人気のあるエリアとなっています。また、バルコニー側の

川沿いは桜並木になっているため、春には多くの花見客が訪れる自然豊かな場所になってい

ます。 

当現場はオール電化・エコキュートを採用しています。太陽光、蓄電池があったのですが、初

めてなので分からないことばかりでした。太陽光業者さんがもともと広島にいた方で歳も近く

すぐに打ち解けることができたため、スムーズに施工をすることができました。工事の序盤は

搬入など調整がしやすい現場だったのですが、自走式駐車場の施工と引込開閉器盤や

キュービクルの搬入が被り、搬入日の調整や搬入経路など現場調整でかなり苦労しました。

また、外構工事の工期が全くなく、午前中に配筋・午後から型枠・夕方にCON打設という工

程があり、建込配管やスラブ配管等があったのですが、打ち合わせを密に行い、なんとか乗り

切ることができました。 

今回の規模の現場を現場代理人として施工するのは初めてでしたが、上司の協力や3年

目と1年目の後輩に現場担当として付いてもらい、いろいろ迷惑や苦労を掛けたと思います

が、愚痴も言わず頑張ってくれたことに感謝しています。本当にありがとうございました。  

（中国支店 西藤 剛志） 

inside story 

私は生まれも育ちも広島で、大のカープファンなのですが、現場担当として頑張ってくれ

た後輩2人は、野球にまったく興味がなく、カープの話をしても盛り上がらなかったことが、残

念でした…。しかし、設備業者さんが大のカープファンだったので、昨年の優勝決定試合は

かなり盛り上がり良かったです。支店長が阪神ファンというのがネックですが、カープファン

じゃない人にもカープファンになってもらい、カープ、そして中国支店を盛り上げていきたい

なぁと思っています。 

契約先 ㈱鴻池組 

設計監理 ㈱U建築設計事務所 

工期 2017年3月～2019年2月  

施工場所 広島県広島市中区平野町 

建築概要 延床面積 16,320㎡、RC造 

 地上15階、170戸 

施工部署 中国支店 

協力業者 ㈲三星 

関東平野のほぼ中央に位置する自然豊かな田園都市 

当物件は、東京のシンボルでもある東京スカイツリーから40km圏内、関東平野のほぼ中央

に位置する自然豊かな田園都市である坂東市内に開通した圏央道坂東インターチェンジか

ら約2kmの距離にある新しい工業団地内に位置します。現場乗り込み時は区画整理中で、

現場敷地内に行く道も整備されておらず、農道のような場所を通っていたため、雨天時は水

没して普通車は通れなくなる時もありましたが、竣工時には工業団地内の道路や公園が完

成しており、一帯が整然となっていました。 

現場は大きく分けて工場棟と2階建ての管理棟がありました。建設機械の工場ということで

建物全体に天井クレーンが走る構造となっており、10m以上の高所作業車を使用しないと作

業ができなかったため、多くの高所作業車を使用した作業となりました。鉄骨建て方が終わ

り、屋根がかかったところから追っかけて作業をしたり、夏の暑い日の上部での作業はサウナ

状態になりながらの作業でしたが、熱中症対策をしっかりして対応しました。また、休日作業

や夜間作業もありましたが、無事故・無災害で竣工を迎えることができて良かったです。  

（北関東支店 矢野 哲也） 

inside story 

建築所長が現場一角に畑を作っており、スイカ、キュウリ、ナスなどいろいろな野菜を育て

ていました。収穫した野菜は、職人さんたちが持ち帰ったり、職長会のバーベキュー大会時

に焼いて食べたり、漬物にした物が詰め所に置いてあったり、スイカは冷やして切ったものを

出してくださったりしました。夏の暑い日の農作業は大変そうでしたが、手間をかけて育てて

いただいた野菜は格別でした。 

シリーズ物件での効率化 

当物件は、伊丹市の中心部に位置し、大阪国際空港やJR伊丹駅、阪急伊丹駅へのアクセ

スが便利な立地で行政機関や公共施設が点在する官庁街にほど近い、国家公務員宿舎跡

に建設された集合住宅です。 

工事を振り返ると、プラウドシリーズが神戸支店で続いたなかでの現場に乗り込みとなりまし

た。住戸内やメーターボックス内、共用廊下、共用部、トレンチピット、外構廻りの取り合いは打

合せでスムーズに決まっていきましたが、その中でも一番苦労したのは、外構廻りの検討で

す。電気室が別棟にあり、埋設にて幹線を布設しなくてはならず、受電との絡みもあるため、

電気設備が一番深い位置で施工、埋設をしなくてはなりませんでした。外構図面では、他設

備（雨水、給排水、ガス、植栽）との取り合いを事細かに検討し、幾度となく断面を切って詳細

を作成しました。施主、設計、ゼネコン、設備、ガス業者さんと検討を繰り返し行い施工したこ

とで、他の業者さんと協力し合うことの重要性を認識させていただきました。  

（神戸支店 河野 拓史） 

契約先 野村不動産㈱ 

設計監理 ㈱ 竹田設計、 

 ㈱長谷工コーポレーション 

工期 2016年10月～2019年3月  

施工場所 兵庫県伊丹市昆陽東 

建築概要 延床面積 38,011㎡、RC造 

 地上11階、447戸 

施工部署 神戸支店 

協力業者 ㈱森下電気設備、㈱ハンデン、 

 香山電気工業 

inside story 

職長会の一致団結の力で、今までにないほど絆が深まりました。現場ルールが絶対で、現

場所長にマイクで呼び出されないよう、各職長同士横の連携が強くなり、仕上げの工程では

後戻りが非常少なくスムーズに進み、無事故無災害で現場を竣工することができました。 
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ろっこう桜前線 

 チャレンジ！   大場 祥代 

神戸支店での管理業務が長かった私には、本社（経理部）への異動は今まで生きてきたな

かで、ベスト10に入るくらい大きなニュースでした。東京へ単身赴任ということでドキドキでした

が、家族や支店の仲間、協力業者の方たちなど、たくさんの人に温かく見送られ、こちらへ来

ることができました。管理本部というと、なんだか固いイメージだと思いますが、実際は明るく

個性あふれる方ばかりです。支店の方たちにも話しやすい雰囲気を作っていければと思って

います。現在、私は新しい仕事内容に奮闘中ですが、頼もしい仲間もでき、日々元気に仕事

に取り組めています。現業部署に長くいた経験を活かし、自分らしく業務を遂行できればと

思っております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

一致団結！ 経理部長 松﨑 正博 

経理部は「経理」・「財務」・「サポート」の3つの機能を有する部門です。経理では、決算作

業や日々の会計処理を円滑に実施して業績の把握を行い、また与信管理について債権回

収リスクの低減に努めております。財務では、日々の入出金管理を実施して円滑な資金繰り

が行えるように当社の金庫番としてお金を管理し、また財務分析を行って適切な企業活動

が行えるように努めております。サポートについては、株主総会の運営やアニュアルレポート・

経営評価資料パッケージの作成といった広報業務、また法務関連業務を担っており、多岐に

渡る業務を行っている部署の一つです。私たち管理部門は、現業部門あっての経理部と認

識し、皆様のサポート役として今後も努めて参ります。「誰でも入室しやすい本社13階」を目

指しておりますので、是非皆さん本社13階にお越しください。 

違うようで同じ        興津 智美 

旧東京本店管理室→経理部→東京第三支店工務部→経理部と異動してきました。今ま

で一日の仕事の流れはほぼ自身で決めていましたが、初めて経理部に異動した時は入出金

業務の担当だったため、時間の制約や現金の取り扱いなどプレッシャーがかかったことを覚え

ています。また書類の回覧や声をかけるタイミングが支店と異なり、当初は戸惑いました。そ

れから2度の異動がありましたが、それぞれの部署の雰囲気に違いを感じなくなりました。仕

事は違えど、皆さん優しいし、基本ほっこりとした雰囲気なのです。私にとってはこれが「六興

のカラー」なのかなと思いました。それが心地良く、あっという間に勤続17年目です。 

～経理部へ異動した3名の方に、実際の印象や感想を伺いました！～ 

経理部に異動して1年半たちました           坪田 耀 

横浜支店から経理部に異動して1年半、あっという間の毎日です。本社は静かで近寄りがた

いな…と思っていましたが、働いてみると意外！みな仲良く、にぎやかな職場です。経理部で

は、支払業務等を行っています。金銭を扱うので確認作業が多くありますが、正確性が求めら

れるためチェックは怠りません。覚えることはたくさんありますが、毎日誠実に仕事に取り組ん

でいきますのでよろしくお願いします。 

業務の合間の楽しみは、その日のお茶当番が書くホワイトボードのコメントです。会話のきっ

かけにもなるし、自分の時は何を書こうか考えるのが楽しみです。本社にお越しの際はぜひ見

ていってください。 

経理部 

春といえば桜、では“桜”と言えば何を想い出されますか？ 

出会いや別れ、新生活、花粉症もありますが、だんだん気温も暖かくなり、一歩踏み出したくなるこの

季節、毎年、同じ場所で同じ時期にたくさんの花を咲かせ、あっという間に散っていく桜… 

忙しい日々のなか、ふと立ち止まり、そんな桜とともに想いを馳せてみてはいかがでしょうか？ 

全国のみなさんの桜との想い出エピソードをご紹介させていただきます。 

花冷えのなか… 

仙台の花見は、まだ寒さ残りが

ビールよりも熱燗が似合います。 

まだ全員がそろう前の写真です

が、まさに「花冷え」が伝わるもの

となっています。 

協力業者さんと一緒に毎年夜

桜を楽しんでいます。         

     （東北支店 亀橋 裕介） 

 

まわりの皆さんと一緒に  

 毎年、中国支店の花見は平和公園の近くで協力業

者さんと一緒に、総勢50名ぐらいで夜桜を満喫してい

ます。 当日の早朝から新入社員と場所取りをしていま

すが、昨年からブルーシートだけでは撤去されるように

なり、社員で交代しながら場所を確保していた時に、写

真のようにシートクッションで「六」を作ったら保育園児

が「ろく」と叫んでくれてにっこり。また、通りすがりの人

に声を掛けられたり、隣の団体から飲み物やつまみを

いただいたり時間が経つのも早かったです。18時ス

タートで徐々に薄暗くなり川沿いなので寒くなります

が、街灯に照らされた桜がとても綺麗で寒さも忘れ皆さんと楽しい時間を過ごすこ

とができました。        (中国支店 西川 雅司） 

日本一早いお花見 

 先日、毎年楽しみ

にしている桜を見に

主人と愛犬を連れ

て行きました。桜の

時期になると桜祭り

が開催されますが

混雑を避けて少し

時期をずらしたので

人混みもなく、ゆったりと花見を楽しむことがで

きました。沖縄の桜は本土と違ってピンクの濃

い花色で、咲き終わると花房ごと落ちるので花

びらが風に舞うようなことはないのですが、沖縄

らしい元気な色で冬に咲くピンクの桜を見てい

ると、今年も頑張ってまた来年も見に来よう！と

思いました。 （沖縄営業所 粟國 久美子） 

慣れないカラオケでの出来事 

 3
さ

月10
と う

日生まれのサ

トウです。入社して歓

迎会を開いていただい

た際、カラオケで歌を

歌うことになりました。

普段からあまり歌うこと

のないため、何を歌っ

てもとても下手ですが、せめて季節感のある曲と思い、ラジオ

で聞き覚えのあった森山直太朗さんの“さくら”を歌うことにし

ました。当然のごとく歌い始めから良く分からず、ほとほと困り

果てていた時、先輩が一緒に歌ってくださり助けられたことを

今も記憶しています。青森の桜は5月に咲くので、その頃桜は

咲いていなかったかと思いますが、良くも悪くも桜を見ると思

い出す出来事です。 (EP支店 佐藤 悠理) 

芝NBFタワー前にて 

本社へお越しの際は、 

          ぜひ経理部へ♪ 

 

米軍工事サポート部の皆さんと 

 6分咲きの櫻が誘うなか、東京タ

ワーから増上寺まで、フィリピンから

来たCesar君と有志で散策を楽

しみました。 

 Hanami Lunchの途中、幸運に

も結婚式を挙げたばかりの輝く

カップルに出会うことができまし

た。  (東京第二支店 山岸 一雄) 
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1級電気工事施工管理技士 41名誕生 

面接官トレーニングに参加しました 

1級電気工事施工管理技術検定試験の合格発表が2月

1日にありました。平成30年度は学科試験では33名が受験

して26名が合格しました。実地試験では学科試験の合格

者に昨年の実地試験不合格者17名を加えて43名が受験

して、41名が合格しました。学科試験、実地試験ともに全国

受験者の合格率を20％以上も上回る好成績を収めること

ができました。通信教育、受験準備講習会、補講などによる

長期間に亘る努力が実を結んで合格された方々が、取得

資格を活かして今後よりいっそう活躍されることを期待いた

しております。 

また、協力会社である㈱エムテック様とケイテック㈱様の

社員の方がそれぞれ1名ずつ、ご多忙な業務の合間を縫っ

て弊社の受験準備講習会を受講され、試験合格の栄冠を

手にされています。 

平成31年度の1級電気工事施工管理技術検定試験はこ

れから本番を迎えますが、すでに昨年の秋から学科試験受

験対策と実地試験受験対策の両方を網羅した通信教育が

実施されています。今年受験される方々がこれまでの努力

を活かして平成30年度に負けない成績をあげられることを

願っています。 （工事本部 矢野 尚志） 

新卒採用活動現況報告 

当社の新卒採用活動に

ついて現況をお伝えしま

す。3月以降、合同企業説

明会への参加や、大学内、

本社・各支店における会

社説明会を数多く開催し、

また、選考試験も随時進

めています。首都圏の各支

店も事務所移転を終え、き

れいなオフィスになりました

ので説明会・選考試験を

各々で開催しています。 

あるデータでは、採用活動に関わる人数が多いほど採用

人数を確保できているとのことです。当社は全支店の皆さん

が学校訪問をはじめ、会社説明会、選考試験に関わってい

ただいています。また、採用手段もさまざまありますが、当社

GR Job Fair 

 2月12日～15日の4日間、採用活動のためフィリピン大

学の就職フェアに参加してきました。日本の就職フェアと同

じように50社近い企業が大学のホールにブースを出展して

学生に会社説明を行うイベントで、フィリピン国内に留まらず

世界的な有名企業が軒を連ねるなかに当社もブースを出

展し、また会社説明会も実施してきました。 

説明会が始まるまでは、どれだけの学生さんに興味を持っ

てもらえるだろうかと心配しましたが、結果として今年も70

名近い方が説明会に参加してくださりました。さらに嬉しいこ

とに、毎年こうして採用活動を行っていることで当社の知名

度が順調に上がってきているようで、「以前から興味があっ

て説明会に参加した」「六興電気に就職した先輩から話を

聞いて興味を持った」な

どという声をいただくこと

も増えてきています。 

会社説明会以降、面接

など採用試験もフィリピン

国内で順次進んでいき

ます。今年はどんな方が

新しく当社に仲間入りす

るのか楽しみです。 （茨城支店 藤野 広実） 

いよいよです 

 2019年、六興電気は創

業70年を迎えます。社員

の皆さんとお客様のおか

げで70年という年月を積

み重ねることができまし

た。社 員 一 人 ひ と り が

日々、仕事に真剣に取り

組むことができるのは、社

員を支えてくださっているご家族の皆さんのおかげです。70

年のお祝いは、社員とご家族の皆さんと一緒に過ごしたいと

思っています。 

当日は六興電気らしく楽しい一日になるよう、さまざまな企

画を用意しています。日程の都合上、土曜日の開催となり、

遠方からお越しになる皆さんは早朝から移動いただくなどス

ケジュール的に厳しい部分がありますが、一体となって盛り

上がる要素と、自由に過ごす要素をつくり、ご家族の負担に

ならないよう配慮したいと思っています。 

メイン会場となる「グランドニッコー東京台場」B1フロアは

当社で貸切となります。小さいお子さん連れのご家族は目

が離せないと思いますが、当日は全員が六興電気の関係

者ですので、お互い目を配りながら、皆さんが楽しめるイベン

トにしたいと思っています。 （E2本部 岡田 珠代） 

会場となる「グランドニッコー東京 台場」 

 今年度より初めて採用

活動に携わることになり、

今回の面接官トレーニン

グに参加させていただき

ました。 

 まずはじめに、講師の方

より近年の採用市場の状

況を伺いました。採用予

定数に対し、採用実績が届かないという売り手市場のなか、

学生が応募会社を厳選して活動量を減らしているため、企

今回の研修では、5級職の役割とは何か、部下や後輩の

育成方法について、世間でも騒がれているハラスメントにつ

いて学びました。ワークショップのなかで、お互いに感じたり抱

えている問題点、特に時短、働き方改革、若手の教育につい

てなど、いろいろと話し合いました。 

今回一緒に研修を受けたメンバーは初見の方も多く、みん

な同じような悩みや問題を抱えていることもあり、話題は尽

きることなく会話は白熱しました。なかなか簡単には解決す

ることができない問題が多いのですが、今回の研修で得た

知識や、他支店、他現場で実施していることなどを踏まえ、

少しずつでも働く環境の改善や、若手の育成をしていけるよ

うに尽力していきたいと思います。 （千葉支店 森野 隆） 

5級新任研修を終えて 

気持ち新たに 

合格者よりコメントを紹介します。 

 難しい資格だと聞いて

いたので不安でしたが、

今回1級電気工事施工

管理技士の資格を取得

することができました。 

 自分はギリギリになって

まとめてやろうとするタイ

プなので、会社から来る

定期的な試験対策問題で早い段階から手を付けられたの

はありがたかったです。また会社の直前講習の際、自分がで

きないところが明確に分かり、ヤバいと感じられたこともやる

気の持続に繋がったので良かったです。会社に用事があっ

て寄った際に、わからなかった問題を納得するまで教えてく

れた先輩や上司の方がいたのでとても助かりました。 

日々の仕事もこなしながらの勉強は大変でしたが、たまに

事務所のメンバーから、「簡単だろー（笑）」という、良いプレッ

シャーをかけられつつ時間を決めて毎日じゃなくても少しづ

つ続けられたことも合格の要因になったのかと思います。 

やっと代理人としての最低限の資格を取得することができ

たので、今後はほかの資格取得にも挑戦し、立派な代理人

になれるよう頑張っていきたいと思います。 

 （東京第一支店 逸見 達也） 

見事合格した逸見さん 

で一番採用人数が多いルートは学校関係でして、学内説明

会参加者や教授からのご紹介などが5割超になります。当

社の特徴は、人事部だけでなく各支店の方々が採用活動

に携わり、学校との関係を構築・継続し、六興の良さを伝え

て、学生の皆さんに当社を選んでもらえることだと思います。

引き続き、採用活動において皆さんのご協力をお願いいたし

ます。 （人事部 上野 武俊） 

採用活動用動画を作成しました！ぜひ、ご覧ください！ 

□仕事内容説明（施工管理） 

https://www.6kou.co.jp/profile/

rokko_type_a.html 

 

 

□企業理念 

https://www.6kou.co.jp/profile/

rokko_type_b.html 

 

説明会の様子 

GR就職フェアに参加した皆さん 

模擬面接で練習中！ 

たくさんの方が興味を持ってくれました 

業側にとって厳しい状況であることを改めて思い知らされま

した。この現状のなか、今回の研修では面接の短い時間で

学生の姿を見抜くだけでなく、学生に対し当社の良い印象

を与え、当社への志望度を高めてもらうという「見抜き」と

「惹きつけ」のスキルを身に着けて採用成果に繋げることを

目指すという内容で、資料による説明とロールプレイングを

交えて行われました。 

特に印象的だったのが面接官役と応募者役、観察役に分

かれて行った模擬面接です。面接終了後に、iPadで撮影し

ていた録画を視聴し、観察役がつけたチェックシートを使っ

てフィードバックをすることで、自分を客観的に見、そして他

者からどう見えているかを知ることができました。面接官は

学生にとって企業の顔であることを自覚し、この研修を活か

してより良い採用活動を目指していきたいです。 

 （神戸支店 吉野 加寿子） 
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コーンスネークのあずき 

 昔から爬虫類が好きで、5年前に

コーンスネークをペットショップで購

入しました。コーンスネークは品種

が多いのも特徴です。ヘビはちょっ

と嫌かも…と思う人もいるかもしれ

ませんが、爬虫類のなかでも、かな

り飼育が簡単な方で、においもあま

り気になりません。人に懐くというか

人に馴れる感じで、ハンドリングしても大人しいので、初心者

におすすめです。 

ご飯は大人になると週に1回程度になり、他のペットよりお

世話は楽な方です。ナミヘビ系は目がまんまるでかわいい

く、愛嬌たっぷりです。興味がある方は是非ともご検討を！ 

 （沖縄営業所 二宮 陽介） 

我が家のペットをご紹介 

でんせつ式部のノベルティを作りました 

でんせつ式部の取り組

みとして、採用活動で配

布するためのオリジナル

ノベルティを作製しまし

た。学生の皆さんに当社

を覚えてもらうためには、

他社とは少し違うもの・

手元に置いてもらえるも

のが良いと考え、コンパクトなレターオープナーを作ることに

決めました。間伐材から作られた、環境にやさしいレターオー

プナーです。 

本体には大きく数字の6が彫られています。天然の木材か

らできているので、木目や風合いなどに個体差があり、愛着

を持ってもらいやすいと思います。また、レターオープナーが

入っている台紙にも随分こだわりました。「OPEN」のところを

めくると、でんせつ式部の紹介や電気設備工事の重要さに

関するメッセージが現れます。台紙の色はテーマカラーのス

ミレ色、花模様のなかにスミレのイラストが混ざっています。 

手前味噌ですが、なかなかお洒落に出来上がりました。今

後の採用活動のお役に立つことを期待しています！ 

 （人事部 椎屋 未来） 

社員も欲しい！素敵なレターオープナー 

日本語の勉強の生活  

2019年4月入社のKennethさん（GM部）は、昨年から日

本語の勉強をはじめ、今年1月に来日し、その後も業務と並

行して日本語の習得に励んでいます。 

今回はKennethさんより日本語研修のレポートをいただき

ましたので、ご紹介します。 

 私は今まで約7ヶ月間日本語を勉強しました。1月に日

本へ来てからは、午前中は本社で仕事をして午後2時から5

時半まで「MLC目黒ランゲージセンター」で勉強していま

す。勉強には「電気工事入門」というテキストも使って電気工

事のことも学んでいます。毎日漢字と専門用語の試験もあり

ますが、仕事では会話が大事なので会話を中心に勉強して

います。 

日本語を勉強してみて、日本語は英語に比べて全然違う

と思いました。日本語は漢字がありますので、そちらも勉強し

なければなりません。その分覚えることもたくさんになります。

その上日本語の文章は順番が英語と反対なので、会話の

時には「英語モード」から「日本語モード」に早く変わらなけれ

ばならないことが大変です。それから日本語は種類によって

数え方が違うことにびっくりしました。例えば、平らなものを数

えたい場合は「枚」を使用する必要があります。長いものなら

「本」を使わなければなりません。英語にはこのような違いは

ありません。 

日本語は複雑な言葉ですが、面白いこともあります。例え

ば、英語と対照的に日本語では言葉の読み方が分からなく

ても、漢字によって意味が大体分かる場合があります。また、

学校の勉強だけでなく日常生活の中で、切符を買ったり、食

べ物を注文したりすることも日本語の勉強になりました。仕

事や生活の中で、日本語だけでなく日本の習慣やマナーを

学ぶことはとても楽しいです。私はたくさん会社に貢献がで

きるように、早く日本語が上手になりたいので、これからも強

い意志を持って頑張ります。 

 （GM部 Rosales Kenneth Rae Esturas） 

“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。 

「＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 」 

（○○支店 ○○ ○○） 

 あかさたないきしち10あかさたないきしち20あかさた

ないきしち30あかさたないきしち40あかさたないきしち

50あかさたないきしち60あかさたないきしち70あかさた

ないきしち80あかさたないきしち90あかさたないきしち

★あかさたないきしち10あかさたないきしち20あかさた

ないきしち30あかさたないきしち40あかさたないきしち

50 

“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。 

「過去の災害無駄にせず みんなで作った安全手順 

 しっかり守って 無災害」 

（EP支店 吉見 和博） 

 過去に起きたさまざまな災害。誰

もが起こしたくて起こしている災害

はないですが、ちょっとした気の緩

み、大丈夫だろうという過信、近道

行為による横着心という些細なこ

とによる原因が主だと思います。そ

の些細な行動で災害が起き、みんなが集まり一人ひと

りの意見を集約して苦い思いで作った安全手順を時間

とともに形骸化させず、しっかりと守れば無災害に繋がる

と思いを込めてこの標語を作成しました。 

現場に行くと膨大な書類に驚かされます。変更や修正が

重なり最新情報が常にファイルされていないこともあります。

このような状況を見て「きちんと最新の書類をファイリングす

るように」と言ったところで何の解決にもなりません。もちろん

現場だけでなく、本社や支店でも多くの書類があふれてい

ます。稟議書等もすべて紙ベースでの処理を行っていること

により、作成、押印、封入、発送、保管等、1枚の書類を処理

するだけで多くの工程と費用が発生しています。 

この紙ベースのやり方でなければ仕事はできないのでしょ

うか？仕事を続けているとそれが恒常化してしまい、疑問を

持つことが難しくなります。しかし、「もっと効率よく処理がで

きないのか？」「この書類は本当に作成する必要があるの

か？」「保管は紙ベースでなければならないのか？」等、改め

て今の仕事のやり方について考えてみてください。小さなこと

でも一つ一つやっていけば確実に業務が効率化され時短に

つながります。 

難易度は低いが量があり手間がかかる仕事を減らすこと

は、当社が残すべき強さとは関係ありません。いかにコアの仕

事に集中出来る時間を捻出できるかをキーワードに、省力化

とペーパーレス化を進めていきます。皆さんも、ぜひ考えて教

えてください！ （東日本本部兼GM部 坂本 孝行） 

ペーパーレスプロジェクト発足 

とっても仲良し 

協力会 安全祈願・ボーリング大会開催 

1月19日に、協力会幹事と合同で安全祈願とボーリング

大会を行いました。昨年の協力会総会にて、幹事の皆様に

安全祈願のお話をしたところ、快くご賛同をいただきまして、

どうせ集まるならイベントも一緒にしよう！とボーリング大会を

企画しました。「20年ぶりのボーリングです！」 「若い頃は200

点出していた」という懐かしい話も聞こえてきて大盛況でし

た！優勝は400点(2ゲーム計)越えの若い職人さんで、プロボ

ウラーのようでした。若手社員2人はボーリングの仮装をして

盛り上げていました(この2人、安全大会でも仮装しまし

た…)。その後の懇親会では、54名の方にご参加いただきま

して、表彰式とビンゴ大会で楽しい会は終了しました。 

北海道支店では日々協力業者を増やす取り組みをして

おり、たくさんの方々にご参加いただきまして、また新しい企

画で協力業者さんとの絆を深めていきたいと思いました。

   （北海道支店 木浪 早苗） 

盛り上がったボーリング大会 会場にて 

日本語習得のため、猛勉強中！ 

 

＊HEXELだより＊  -4th 
 どうもHEXEL TECHの山本です。我々の事務所があるロサンゼ

ルスにはさまざまな有名観光スポットがあります。今回はいくつかの

スポットご紹介いたします。 （GM部付 山本 和樹） 

サンタモニカビーチ 

 アメリカ西海岸といえば、

真っ青な空に美しいビーチ、

ストリートアートやヤシの木…

イメージ通りのロサンゼルス

が見たいならぜひサンタモ

ニカへ。おしゃれなカフェやレストランが集まり、いつも賑

わっています。 

ハリウッド 

道の所々に映画スターの

名前が星型メダルに彫られ

ている有名な大通りウォー

ク・オブ・フェイムや、アカデ

ミー賞の会場コダックシア

ターなど見どころ盛りだくさんの観光スポット。好きなハリ

ウッド俳優や活躍された方の名前が見つかると思います

ので、ぜひ探してみてください。ゴジラやミッキーなども見

つかるかも！ 

ディズニーランド 

 世界で最初にオープンし

たディズニーランド。日本より

も広いそうです。でも日本の

ディズニーランドに比べ待ち

時間は短いので、ディズニー

好きな方は本場アメリカのディズニーランドへぜひ行って

みてください。  

他にもおすすめスポットがたくさんありますので、ロサン

ゼルスにお越しの際は、ぜひお声がけください！ 



( 8 ) 

ろっこう 2019年4月号 / 発行 六興電気株式会社 広報プロジェクト（東京都港区芝大門１－１－30） / ホームページ https://www.6kou.co.jp 

プロジェクトメンバー：坂本 孝行・鈴木 香理・後藤 允彦・濱田 拓麿・原 佑・下田 紀恵  総合指揮：長江 洋一  
この新聞は植物油インキを使用しています。 

西表島「やまねこマラソン大会」に出場しました！ 

 第二の実家のような

西表島。普段はノンビ

リゴロゴロ＆たま～にダ

イビングの島旅なので

す が、今 回 は Ｙ5を 利

用して西表島で2月に

行われた「やまねこマ

ラソン大会」に島の友

人たちと参加してきま

した。 

 ほぼ海人間で陸上の

スポーツは大の苦手

なのですが、マラソン

後に島の人たちが催し

て く れ る「ふ れ あ い

パーティー」に皆と参

加したいという目的の

みで走ることに！  

 当日はナント27度の

晴天。2月といえども南

の島なのでそれなりの暑さはあるとは思っていましたが、島

の気温と日差しは強烈で、暑さに心折れそうになりながらも、

沿道の島の方々の暖かい応援や給水所で配られる島なら

ではの「パイナップル」「黒糖」、そして何故かの「冷やしソー

メン」などで体力回復！無事に完走することができました！  

そして楽しみにしていた「ふれあいパーティ」は想像以上の

盛り上がりで、オリオンビールもグイグイ進みました（笑）。 

島の方々の優しさや皆で盛り上げてる感がとっても感じら

れる素敵な大会で、一日たっぷりと楽しみ、癒され、最高に

素敵な休日となりました。 

来年のマラソンの挑戦は…未定ですが(笑)、またＹ5を利

用して応援部隊で駆けつけ、「ふれあいパーティ」で友人た

ちと盛り上がりたいと思います。 

（中国支店 中本 佳子）  

アニバで有休レポート 

 

家族の定義とは 

家族の定義とはなんでしょうか、同じ食卓を囲むことで

しょうか、はたまた同じ家に住むことでしょうか。結婚して

はや2年がたちましたが、妻とは8年近く交際してからの結

婚だったため、同棲していた頃と何が違うのだろうと考え

たものでした。ちなみに、私の結婚の切っ掛けは妻が妊娠

したためでした。 

私の好きな言葉の一つに「家族はチーム」という言葉が

あります。助け合い、支え合うという当たり前のことを端的

に表していますが、結婚前は1人でひとりを支えていまし

たが、娘が生まれたことでそれぞれが1人で2人を支えな

ければいけません。 

しかしそれは娘にも言えることで、娘は子育てを通じて

私と妻に2人だけでは得られない体験や喜びを与えてく

れます。子供がいなければ出不精な私は休日をソーシャ

ルゲームで無為に消費するばかりだったと思います。今は

少しずつではありますが娘と近所の公園に行き、年の近

いお子さんのお父さん、お母さん方と交流を持つよう努め

ています。 

私の家族の定義は妻と娘3人で助け合うチームを指し

ます。2人のおかげで毎日働けることに感謝しつつ、これか

らもチーム一丸となって苦楽を分かち合い、成長していけ

ればと思います。  

 （東京第一支店 水野 雅） 

  家族の絆 

より良い「チーム」を目指して 

ハワイの米軍を団長として視察 

横田や嘉手納などの在日米軍は、太平洋全域を管轄す

るインド太平洋軍の隷下にあり、米軍案件の発注も太平洋

軍が行います。私はこのたび機会を得て、視察団の団長とし

て太平洋軍の本部（オアフ島）を訪問してきました。 

最初に訪れたキャンプ・スミスは4軍(陸・海・空・海兵隊)を

統括する中枢機関で、さすがに緊張感が漂います。またヒッ

カム空軍基地には真珠湾攻撃時の弾痕が残されていて、歴

史を感じさせてくれました。 

さらに建設中の陸軍本部の現場見学も行うなど、中身の

濃い視察旅行となりました。 （長江 洋一） 

F-22ラプターを前に 

無事完走！ 

 *** おしらせ *** 

経営事項審査 結果 

第77期の経営事項審査の結果は、電気1,637点、管

1,221点、通信976点でした。完工高は減少しましたが、自

己資本比率と営業キャッシュフローが増加したことで2期

平均の財務状況が改善され、評点が上がりました。 

オクレンジャーを全社導入しました 

2019年4月より、災害発生時の社員の安否状況を把握

することを目的として、安否確認システム「オクレンジャー」

を導入しました。災害発生時には自動でメッセージが配信

される機能や安否確認の回答の自動集計機能などを有し

ています。もしもの時に備えて、防災訓練としてテスト配信

するなど定期的に利用してみてください。 （経理部） 

1月～3月の採用 

米軍工事サポート部 

 購買担当 Rino Cesar Mandia 

東京第一支店 工事係 古里 優和 

千葉支店 工事担当 五喜田 正人 

北海道支店 管理担当 阿部 槙吾 

北海道支店 工事担当 佐藤 佑輔 

九州支店 管理担当 鵜木 あかね 

E2本部 原子力品質管理サポート 宇﨑 秀男 

グアム支店 工事担当部長 鈴木 俊基 

グアム支店 ProjectManager  

   AlfredoPancho Marayag 

受注！ 

・村上総合病院移転 新潟支店 

・名古屋市東区葵町一丁目計画  名古屋支店 

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 5日 
 5日：入社式 

18日～19日：2016-3年目修了研修 
 

5月 10日 
15日:協力会本部賛助会 

15日～17日：2018-1年目修了研修 
 

6月 7日 

 1日：創業70周年記念式典 

人事考課 

支店安全大会 

 


