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理事会 開催
１０月２５日（木）岐阜電気会館において理事会を開催しました。
出席者は、理事２４名（３０名中）・監事３名（３名中）でした。

第１号議案 平成３０年度会計中間報告について
第２号議案 承継加入の承認について

支部 区 商社名

飛騨支部 益田区 佐藤二三夫(益電工業) → 佐藤建作(益電工業)

第３号議案 次回理事会の開催日程について
・ 日 時 平成３１年１月２３日（水）１６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
⑴ 青年部全国大会
⑵ 各支部ごとの活動報告
⑶ 岐阜県交流会の3/23開催と製販工座談会への参加
第５号議案 定期調査事業の実施状況について

報告第１号 電気使用安全月間事業実施結果
報告第２号 組合員関係について
・代表者変更届出者
支部 区 商社名 代表者名

岐阜支部 ８区 ㈱辻電設 篠田 敬冶 → 篠田 真吾

中濃支部 関区 トラスト電工㈱ 田邊 明弘 → 藤川 敬太

東濃支部 土岐区 ㈲戸松電気工事 戸松 良博 → 戸松 保文

報告第３号 第一種電気工事士定期講習について
報告第４号 第三者損害賠償報告があった事故について

支部名 事故日 事 故 事故状況 被害物 被害見込額 認定損害額 給付金 備 考

受付日 (単位:円） (単位:円） (単位：円）

西濃 2009/8/- 2018/8/30

平成21年8月エアコン取付時に筋交い
を欠損させた。平成30年7月のエアコン
取替工事の開口時に発覚し補修した。 筋交い 140,400 140,400 140,400

岐阜 2018/7/24 2018/8/2

空調設備電気工事後、太線化工事前
に試運転を行ったため過電流により引
込線が溶断し、介護タクシーに当たり損
害を与えた。

引込線・介護
タクシー

1,000,000 845,102 845,102

飛騨 2018/7/3 2018/7/26

高速道路の照明分電盤端子台の交換
作業中、回路接続ミスにより、トンネル
内のＬＥＤ照明ユニット１３３台が破損。

ＬＥＤ照明ユ
ニット

5,000,000 書類待ち
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第３９回全電気人ゴルフ大会 飛騨センター開催
１０月１９日（金） 第３９回全電気人ゴルフ大会が荘川ゴルフ倶楽部にて、５４名の参加者のも
と盛大に開催され、楽しい一日となりました。
しかし乍ら、お昼近くより、雷雨が激しくなり８ホールずつのコンペとなり、皆様にはご迷惑を
お掛け致しました。尚 成績は次の通りとなりました。
優 勝 伊佐地正美
準優勝 田澤 太郎
第 ３位 小川 和豊

（敬称略）

団体優勝 メーカーチーム

青年部 正副会長会議開催
１０月４日（木）岐阜電気会館にて青年部正副会長会議を
開催しました。
1．第３回全国青年部会員大会の参加
２．各支部の活動報告と予定
３．岐阜交流会の日程について
開 催：平成３１年３月２３日（土）
場 所：岐阜電気会館・グランヴェール岐山
内容については次回会議にて検討中。

岐阜支部 山県市総合防災訓練参加について
山県市総合防災訓練が１０月２８日（日）午前９時００分から正午まで、伊自良中学校グランド
において、実施されました。岐阜県電気工事業工業組合岐阜支部の一部組合員で組織する
「山県市電気工事業防災協力会」が参加をいたしました。同協力会の会員１１名が参加し、高
所作業車、ポール、テントを使って、電気の応急復旧工事（仮設建物に給電工事）を実演しま
した。手際よい応急復旧作業を見学した参加者からは「これは心強い。」とお褒めのことばをい
ただきました。
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西濃支部青年部 「高所作業車試乗会」開催

１０月６日（土）神戸町中央公民館周辺にて「ＧＯ！ご～どんとこい祭り２０１８」が開催されまし
た。毎年恒例の活動として青年部が出店し、高所作業車試乗会を行いました。
明け方まで雨が降っていたので開催が危ぶまれましたが、無事実施する事ができ、１２１人の
子供たちが試乗する為に集ってくれました。
青年部の活動を通して、電気工事業を対外的に広報できたかと思います。
また、青年部会員相互も交流でき、充実した一日となりました。

岐阜支部 第三種 電気主任技術者試験の受験準備講習会について
岐阜支部の組合員である、ムトウエフエー㈱の武藤好則会長は、自社事務所内で第三種電気
主任技術者試験の受験準備講習会を定期的に継続して実施しています。
講習日：毎週金曜日 １９：００～２１：００（応相談）
受講料：無料
第三種電気主任技術者試験を目指す人には強力な手助けになるものと思います。希望者は
ムトウエフエー㈱へお問い合わせください。

中濃支部 独居高齢者宅の保安点検

１０月９日（火）・１１日（木）美濃加
茂市西町地区において独居高齢者
宅の分電盤調査・コンセントタコ足
配線の点検を可茂区組合員２名 ・
中部電力㈱加茂営業所２名で行い
ました。
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中濃支部青年部 提案型技術営業講習会開催
１０月１１日（木） 「提案型技術営業講習会」 を関商工会議所・大ホールにて行いました。
青年部員、２３名程が参加し、15：30～16：45まで行いました。
講師にはパナソニック㈱エコソリューションズ社様にお願いし、「広がるIOT ～変化を商機に～」
をテーマに講習を受けました。

中濃支部青年部 業界理解促進事業開催
１０月１２日（金）に 「業界理解促進事業」 を 関商工高等学校技
術室にて行いました。 関商工高等学校生徒さんが、「東海技能競
技大会」に出場されるということで、参加される電子機械課２年生の
２名に対し、青年部員３名が、競技減点資料を見ながら配線図を読
み取り、生徒さんの作業内容を確認しながら指導を行いました。
１時間という短い時間ではありましたが、真剣に取組んでいただき、
技術内容や道具への知識・工事の難しさ等を体験していただきま
した。
この研修会を通して、電気工事業界への関心が生まれ進路選択を
する際に電気工事業界も選択肢の１つに入れていただけると幸い
に思います。

１０月２０日（土）に、「第36回 親睦ソフトボール大会」 を関市中池東グランドで行いました。
参加者は、組合員及び組合員家族、組合員の従業員、ほかに、中部電力㈱加茂営業所様・中
部電力㈱関営業所様・中部電力㈱八幡サービスステーション様にも ご参加いただき、総勢149
名 ８チームで、8：00～12：00まで行いました。今年は、通常のボールではなく、柔らかいボール
に換え安全面に考慮し行いました。
優勝は、美濃区、２位・金山区、3位・可茂区となり、最後まで盛り上がり楽しく過ごせました。

中濃支部 第３６回親睦ソフトボール大会開催
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飛騨センター 安全パトロール
１０月１１日（木）１３：００より高山市丹生川町坊方にて協力会の安全パトロールを実施しました。
雨の中の作業になりましたが、申し分ない出来でした。

工事前打合せ状況 高所作業車のアース設置完了

高所作業車による作業状況
工事看板設置状況

高所作業車による作業状況
空中分岐作業状況

中濃支部 安全技術講習会
本年度も「安全技術講習会」を関市文化会館で、１０月５日（金）に開催いたしました。
組合員及び組合員の従業員が140名程参加し、9：30～12：00まで行いました。

最初に関労働基準監督署署長 中野正樹様より、「2019年４月・働き方改革関連法等につい
て」、次に安全講習会では、中部電力㈱加茂営業所 配電建設課主任村瀬様より、「災害事
例と事故防止」について、最後に技術講習会では、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パワー機器商品営業部 丸木一秀様より 「広がるIOT～変化を商機に～」
をテーマにお話ししていただきました。



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 平成31年11月12日(火) セラトピア土岐 new!

１１月 岐阜 平成31年11月19日(火) OKBふれあい会館 new!

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

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

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！

申込書が届くかどうかについて
講習センターへ登録がしてあれば申込書が届きます。
インターネットで登録されたりメールアドレスを登録された場合は、
メールで案内が届きます。
住所を変更された場合は住所変更をお忘れなく！


