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安全推進会議 開催
日 時 平成３０年９月１２日（水）１４：００～１５：５５
場 所 岐阜電気会館 ４階会議室
出席者 髙橋社長、土屋安全技術部長

安全 長屋・日比・片桐課長
技術 日比野・髙木・西尾・山下課長
中部電力㈱ 岐阜支社 配電運営課 稲野副長、長瀬主任

ネットワーク営業グループ 木下副長

１．中協連安全技術委員会の報告
８月１０日開催の委員会において、各県の安全パトロール推進者と中部電力各支社の
パトロール推進者を招集し、各県の取組みを共有化し、意見交換したと報告があった。
結論は出なかったが、各県のレベルを統一していきたい。

◎ 県として技能維持の実施方法は、
Ｓランクの工事店
・基本方針
「安全パトロール」を主体に技能維持
・安全パトロール
センター直営班を対象に，一作業者当たり期に１回以上の柱上（ﾊﾞｹｯﾄ上）作業状況の
確認を実施
県協力会パトロールは、作業前ＫＹから作業終了までの一連の流れを確認するパトロー
ルとする。
・教育訓練
安全パトロールにおいて指摘事項があった場合，個別に教育訓練を実施
・高圧又は特別高圧電気取扱業務に係る特別教育の受講については、従事者ランク
「引込ｓ」の者は全員必須（労働安全衛生法第59条ならびに労働安全衛生規則第36条
第4号の定めによる特別教育）・・・来年度中に全員受講する。
新規認定者は必須とするが、既認定者で未受講のものは、来年度中までを猶予期間と
して2020年度の認定時には特別教育の受講を必須とする。

ＡＢＣランクの工事店
・基本方針
「教育訓練」を主体に技能維持
・安全パトロール
協力工事店Ａ・Ｂ・Ｃを対象に，年に１０％程度の工事店数を抽出して実施
・教育訓練
教育訓練（実現場に則した訓練ｶﾘｷｭﾗﾑ［引込線の接続，保護具・防具の取付等］を
反映）を１回以上／年実施【０．５～１．５日程度／回で開催】
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※協力工事店Ａ・Ｂ・Ｃを対象にした教育訓練は、今年度中に精査・企画し、次年度から
必ず行えるようにする。

パトロール・教育訓練を実施した結果を書類(写真含む)で残しておくことが必要

２．安全パトロールについて
① 安全パトロールを９～11月頃の間で実施
② パトロール参加者は、安全技術部長、地元外安全課長、電力支社関係者
③ 各センターから予定を９月２０日までに報告を依頼

３．災害事例(２件)
① 6/18発生 高所作業車からの墜落災害について
豊田電気工事センター直営班による墜落災害について、説明、報告があった。
② 7/23発生 高圧線改修工事における低圧感電事故について
説明、報告があった。本災害は、高圧線の補修作業時に使用する防具の代わりに保護具の
絶縁下衣を使用したことが要因の１つである。防具、保護具についても決められた使用方法
を遵守するよう依頼があった。

４．その他
災害広域復旧訓練について
① 実施月日 １１月２２日(木)
訓練想定 静岡県西部・駿河湾一帯を震源とした地震発生により被害が発生

② 非常災害復旧応援の手引（中部電気工事協力会連合会）の一部改正について
「非常災害復旧応援の手引（中部電気工事協力会連合会）案」のとおり説明、非常災害
復旧応援の手引の改定に伴う様式変更について、説明があり、災害復旧応援訓練につ
いては、新様式にて実施する。

安全帯について
・「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更
・墜落制止用器具は「フルハーネス型」へ順次変更となっていく予定である。
・「安全衛生特別教育」が必要

台風２１号による設備被害状況(岐阜県内)
・資料により、被害状況の報告があった。

新システムの運用について
・使い勝手が非常に悪いので改善を
お願いする。
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西濃支部ボウリング大会
９月１４日、大垣ボウリングセンターにて、第１３回西濃電気ボウリング大会を開催しました。
４人１組になり、各地区の組合員、従業員、家族や中部電力(株)大垣(営)、電材関係のみなさ
ん合計２０チームでゲームを行い、応援の方々と合わせて約１００名でにぎわいました。
競技の結果は、優勝東部Ａチーム、準優勝東部Ｂチーム、第３位㈱扇港電機チームとなりま
した。個人賞も多数あり２年に１度の大会ではありますが、大変盛り上がり楽しい時間を過ごす
ことができました。

西濃支部青年部 「キッズワークエキスポinおおがき」に参加
（小学生・中学生対象『業界との”ふれあい”事業』）

大垣市は今年で市制100周年を迎えました。記念事業として、週末には市内のあちこちで、さ
まざまなイベントが開催されています。
西濃支部青年部も、9月1日、2日に大垣城ホールで行われた「キッズワークエキスポinおおが
き」に参加しました。
この催しは、大垣市で活躍する企業、職人の仕事を小学生に体験してもらい、イベント内で使え
る通貨でお給料をもらう事で、働くという事について学び、感じてもらうというものです。
外では天候不良にも関わらず、雨が止んだ合間に100人もの子供たちが、高所作業車試乗体
験をしました。高い所から、隣接する大垣公園を眺めたり、下にいる親さんに手を振って、楽しそ
うでした。
大垣城ホール内のブースでは、”ＬＥＤソーラーライト”作成のため、ペンチを持ち、集中して机
に向かう子供たちがいました。完成した時には笑みがこぼれ、自分で作ったライトが灯った時の
喜びは格別のようでした。
この事業を通して、たくさんの子供たちが電気について興味を持ち、体験してくれた事を嬉しく
思います。
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中濃センター 安全パトロール

平成30年度上期直営班安全パトロールを下記日程で行いました。

実施日 30.9.13（木）
検査員 土屋安全技術部長、日比安全課長、大野検査員、尾関技術課長

岐阜支社稲野副長、加茂(営)村瀬主任、
施工班 ㈲本田電気、㈲金山電設、片桐電設㈱

実施日 30.9.14（金）
検査員 土屋センター長、北村検査役、片桐安全課長、加茂(営)村瀬主任
施工班 ㈲オゼキ電機、㈲黒川電気商会、㈲伸光電氣工事、㈱土屋電気商会

良かった点
・指示、呼称がしっかり出来ていた。
・防具がしっかり取り付けてあった。
・車外から個人情報が見えなくしてあった。
・カラーコーンの立入禁止テープは良かった。

気づいた点
・工事看板が準備されていなかったので指導した。
・出口感電防止の為、メッセンへの保護取付とアームタイへの保護取付を徹底するよう指導し
た。
・地盤の弱そうな（ひびがある）所は、底板を引くように指導した。
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中部電力より「オール電化キャンペーン」
１．応募要件
次のすべての要件を満たすことを必要とします。
（１）当該需給契約の住居でヒートポンプ給湯機（以下、HP給湯機という。※１※２）またはＩＨクッキン
グヒーター（以下、IHという。※３）の設置・送電、当社への各種申請（新規・増設・契約種別変更・
設備変更等）を２０１９年３月１０日までの間に完了すること。もしくは、２０１９年３月１０日までにハ
ウスメーカー・工務店およびリフォーム・設備店等との間でHP給湯機またはIHの契約（販売契約、
請負契約）を締結すること。

（２）購入・設置するHP給湯機またはIHが新規購入品であること。（中古品は対象外）
（３）契約種別が時間帯別契約メニュー（※４）にご加入済みまたは、ご加入予定であること。
（４）HP給湯機またはIHを購入し、実際に使用されるお客さまが申し込みされること。
（５）２０１９年３月１０日（当日の消印有効）までに専用の応募ハガキへ必要事項をご記入のうえ、ポ
ストへ投函すること。または、専用のＷＥＢ申込みフォームから申し込みが完了していること。

※１新築時にHP給湯機を設置する場合や、既築の住居において、他熱源（ガス・灯油など）の給湯機
や電気温水器からHP給湯機へ買い替え、もしくはHP給湯機からHP給湯機への買い替えが対象
※２ HP給湯機とはエコキュートおよびネオキュート（R32冷媒ヒートポンプ給湯機）のことで、JIS効率等
に関する制約は無し
※３新築時にIHを設置する場合や他熱源（ガス等）からIHに買い替えた場合、もしくはIHからIHに買い
替えた場合が対象
※４時間帯別契約（スマートライフプラン、Eライフプラン、タイムプラン、スマートライフプランforスマー
トエアーズ）
参考：Eライフプラン、タイムプランは２０１６年９月３０日をもって新規加入受付終了

２．実施期間
第１期： ２０１８年１０月１日（月） ～ ２０１８年１２月３１日（月）
第２期： ２０１９年 １月１日（火） ～ ２０１９年 ３月１０日（日）

３．キャンペーン特典
キャンペーンにご応募いただいた方全員と抽選で７０名さまに以下の特典をプレゼント。

特 典 内 容
総付 グルメギフト券（1,000円相当） 応募者全員
抽選 カタログギフト（30,000円相当） 合計70名（各期35名）

※抽選については第1期と第2期に分けて実施します。
※総付・抽選共に、第１期は１月中、第２期は３月中に景品の発送をする。
※総付・抽選当選者は、希望する特典を選択いただきます。

４．当選発表
当選通知は、当選者への商品発送をもってかえさせていただきます。
（商品発送時期は第1期：２０１９年１月中、第２期：２０１９年３月中を予定）

５．販売コンテストの実施
キャンペーン期間中（２０１８年１０月１日～２０１９年３月１０日）における応募獲得件数に応じて、企
業および販売店様に対して、表彰状・記念品の授与を行います。

各 賞 表彰条件（獲得件数） 副 賞 内 容
優秀賞 ５１件以上 感謝状および２０万円相当の商品券
特別賞 ３１件～５０件 感謝状および１０万円相当の商品券
敢闘賞 １１件～３０件 感謝状および５万円相当の商品券
販売賞 ５件～１０件 ３万円相当の商品券

※応募ハガキに記入された販売店情報（企業・販売店名、住所、電話番号）を基に集計を実施し、応
募条件を満たして応募された件数のみをカウント対象とします。



講習月 地区 開催日時 会場名

４月 岐阜 平成31年4月16日(火) OKBふれあい会館

４月 飛騨 平成31年4月19日(金) 飛騨・世界生活文化ｾﾝﾀｰ

５月 東濃 平成31年5月30日(木) セラミックパーク美濃

６月 岐阜 平成31年6月8日(土) OKBふれあい会館

８月 岐阜 平成31年8月13日(火) OKBふれあい会館

８月 岐阜 未定 未定

１１月 東濃 未定 未定

１１月 岐阜 未定 未定

2月 東濃 未定 未定

2月 岐阜 未定 未定
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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

10月 岐阜 平成30年１０月５日（金） OKBふれあい会館 満席

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

3月 東濃 平成31年３月７日（木） セラトピア土岐

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

平成３１年度は、飛騨会場が２回あります。
組合開催４月と電気協会１０月開催です。

講習センターの開催計画（開催月・地区・回数）をもとに
日程・会場を決めています。

平成３１年度開催計画が決まりました！


