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総務委員会 開催
１、日 時 平成３０年７月６日（金）１０：３０ ～１１：１５
２．場 所 岐阜電気会館４F
３．出席者 森理事長、小境副理事長、原委員長、高倉副委員長、近藤委員、北山委員、

奥村（嘉）委員
４．ＨＰの更新について

ビ・エールの新田氏より概要説明
組合ホームページも制作後７年経過し、セキュリティの問題やスマホやタブレットでの訪問が
一般的となってきたが、現状の組合ホームページは、発信する情報も組合員向けが主であり、
一般顧客に対する発信が不十分である。 更新により、一般顧客に対して組合員の有する高
い技能について周知が図れることにより、仕事の受注増加も期待できる。

５．平成３０年度事業
総務委員会所管事業について配布資料にて説明。
事業委員会の結果説明。

合同委員会 10月31日(水) 13:30 電気会館
製販工座談会 10月31日(水) 14:00 電気会館
懇親会 10月31日(水) 17:00 グランヴェール岐山
※ 青年部にも出席を依頼(各支部２名位)

６．電気使用安全月間事業
実績報告書の提出期限 ９月５日（水）
広報内容 幟旗、ウエットティッシュを配布する。

７．慶弔規程の改定について
①第３条中（２）供花料１５，０００円を２０，０００円（税込）に変更。
②第４条中但し，養子の場合は養子先の父母とするに嫁ぎ先の場合は婚家の父母を加える。

３部課長会議 開催
１．日 時 平成３０年７月１８日（水）
２．場 所 グランヴェール岐山
３．出席者 髙橋社長、森副社長、土屋常務、大島取締役、長屋・伊藤監査役、

日比野・髙木・山口・原・坂上執行役員、杉浦相談役
総務部 堀口・小川・小境・日下部課長
技術部 尾関・西尾・山下課長
安全部 日比・片桐・吉田・高越課長
中部電力㈱岐阜支社 ６名
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４．参与の委嘱
平成３０年４月１日付けで、
中部電力㈱岐阜支社 総務部長 長谷川 聡 氏
平成３０年７月１日付けで、
中部電力㈱岐阜支社 配電運営課長 加藤 直樹 氏
中部電気保安協会 岐阜支店長 鈴木 洋一 氏
以上３名を参与に委嘱した旨を報告した。

５．安全・技術部課長会議報告について
６．共同受注事業の実績について
７．中部電力㈱岐阜支社からの報知事項

(1) センター直営班・協力工事店の施工率について（平成30年度６月実績）
(2) 購入側計器の電圧線接続および使用材料について
（3）災害速報（墜落１件）

８．その他
（1）全電気人ゴルフ大会

日 時 １０月１９日（金）９時集合
場 所 明智ゴルフ倶楽部荘川ゴルフ場

（2）安全パトロールの実施状況について
中部電気工事協力会連合会の要請で、安全部課長に各センターが実施している平成
２９年度分の安全パトロールについて実施方法や確認ポイントについての 報告をお願
いする。

（3）中部電力への要望

第２回理事会開催
１．開催日時 平成３０年７月３０日(月) １３時５５分
２．開催場所 岐阜電気会館 ３階会議室
３．出席理事 森 輝廣 髙橋 勤 堀口 匠 北村 和重 武藤 好則 髙倉 善一

大熊 義通 奥村 保雅 古田 仁士 御厩 浩史 近藤 哲夫 日比野久敬
犬飼 直人 北山 修 髙木 正規 伊藤 税男 土屋 勤 増井 信五
山口 洋児 伊藤 雅隆 杉浦 匡介 坂上 弘幸 ２２名

出席監事 岡安 浩一
第１号議案 委員会報告について
第２号議案 休業者扱いの承認について
第３号議案 次回理事会の開催日程について

・ 日 時 平成３０年１０月２５日（木）１４時
・ 場 所 岐阜電気会館 ３階会議室

第４号議案 青年部活動報告について
第５号議案 定期調査事業の実施状況について
第６号議案 規程変更（案）について

① 第３条中（２）供花料１５，０００円を２０，０００円（税込）に変更。
② 第４条中但し，養子の場合は養子先の父母と

するに嫁ぎ先の場合は婚家の父母を加える。
報告第１号 全日電工連会長表彰について

副理事長北村和重氏が役員功労者として表彰され
たので表彰状・記念品を伝達した。

報告第２号 組合員関係について
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・復帰届届出者

・脱退届届出者

・代表者変更届出者

・営業所所在地変更届出者

報告第３号 第一種電気工事士定期講習について
平成３０年度の開催は１０回なので機会を逃さないように関係者への周知を要請した。
また、データベースへの登録勧奨を要請した。

報告第４号 第三者損害賠償報告があった事故例について
平成３０年７月の事故事例７件を報告した。

支部 区 商社名 代表者名

東濃支部 多治見区 幸紀電気商会 柴田 文博

支部 区 商社名 代表者名

中濃支部 関区 波多野電気工事 波多野 泰和

支部 区 商社名 代表者名

西濃支部 大垣南部区 ㈱ナニワ 松岡 憲雄 → 松岡 信士

東濃支部 土岐区 加藤電気㈱ 加藤 真臣 → 加藤 大典

飛騨支部 高山区 ㈱大成電気 岩水 益二 → 岩水 慎治

支部 区 商社名 所在地

岐阜支部

４区 ㈱東光電工社
旧：岐阜市長住町三丁目二番地

新：岐阜市茜部菱野二丁目113番地1

６区 タカシ電設
旧：岐阜市芥見7丁目166番地

新：岐阜市日野北5丁目12番18号

支部名 事故日 事故状況 被害物 被害見込額 認定損害額 給付金

岐阜 2018/3/17 アンテナ工事中瓦を破損 瓦 42,552 42,552 42,552

中濃 2018/5/1
H29.12洗面台水栓取替工事後、H30.5
水漏れのため洗面台及び床板等腐食。

洗面台・床板
220,000 118,800 118,800

岐阜 2018/4/19
仮設電気引込柱を撤去するため控え柱
を撤去中、手を滑らせて柱が落下し農
水管破損。

農水管

203,688 203,688 203,688

西濃 2018/5/17
電柱で引込線をとり上げた際、家屋の
引込線をとりつけている金具と壁を破損。

金具・壁

243,000

飛騨 2018/6/1
エアコン取替工事中、外した室内機が
近くのテレビに当たりパネルを損傷。

テレビ
227,880

飛騨 2018/6/21
電灯分電盤移設工事において２L送り配
線の誤結線で家電損傷。

家電

岐阜 2018/7/17
天井埋込エアコンのドレン管の接着部
分が外れ漏水。２F床下、１F天井に広が
り建物および１Fにあった商品汚損。

繊維反物・建
物 2,000,000
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東濃電気引込工事センタ－（多治見）

東濃電気引込工事センタ－（多治見）では6/27日、6/28日、2日間に渡り、地上認定から引
込ａランクまで14名参加して認定試験を行いました。

西濃支部 スキルアップ研修会 「広がるＩｏＴ－ 変化を商機に」

7月20日 大垣市民会館大会議室にて開催され、パナソニック㈱エコソリューションズ社エナ
ジーシステム事業部 安藤様より、スマート社会に対応した電気設備など関連事項について
学びました。（参加者 約120名）

電気工事業界にとっては、ＩｏＴ市場の拡大という変化を踏まえ、住宅・建築市場でのビジネ
スチャンスとするためにも、広がるＩｏＴの現状を把握し、産業界・電力業界でのＩｏＴ化の波をと
らえ、新たな需要に積極的に取り組む必要があります。

住宅市場のＩｏＴ・非住宅のＩｏＴ関連の商材が分かりやすく紹介された展示パネルの前では、
組合員からの質問にメーカー担当者が答え、ＨＥＭＳやスマートハウス、エマネージ、ＥＶ等こ
れからのシステム関連機材についての理解を深めていました。この先「新しい電気のかたち」
を提案していきたいものです。

ｓランクの認定試験は2/22日～3/6日延べ4日間開催済
みなので今回はａランクまでです。梅雨の時期で天候が心
配でしたが何とか雨に降られずに無事終了しました。
昨年度新築した多治見地区電気工事組合には有り難いこ
とに、計器練習場及び昇降柱訓練場又、引込練習場など
を併設してあるので、従来のように移動することもなく、役員
及び参加者も非常に楽に試験を行うことが出来無事終了
することが出来ました。

合、否の結果は認定会議にて決定をし、皆さんに連絡し
ますのでもうしばらくお待ちください。ご苦労様でした。
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登録したかどうかわからないな
受講期限大丈夫だったかな
免状をお手元に
お気軽にお電話くださいね
０５８－２６３－２２０７

第一種電気工事士定期講習 組合の開催予定

講習月 地区 開催日時 会場名

8月 東濃 平成30年8月8日（水） セラトピア土岐

8月 岐阜 平成30年8月25日（土） OKBふれあい会館

9月 飛騨 平成30年9月21日（金） 飛騨・世界生活文化ｾﾝﾀｰ

10月 岐阜 平成30年10月5日（金） OKBふれあい会館

10月 岐阜 平成30年10月22日（月） OKBふれあい会館

12月 東濃 平成30年１２月５日（水） セラトピア土岐

2月 東濃 平成31年２月５日（火） セラトピア土岐

８月は、

私たちの生活のさまざまな場面で利用されてい
る「電気」。
しかし、その使用方法を誤ると大変な事故につ
ながります。高温多湿のため感電や電気事故な
どが発生しやすい8月は「電気使用安全月間」
です。
この期間中、電気使用の安全に関する知識と理
解を深めるためのPR活動、講演会などが関係
団体により開催されます。


