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事業委員会 開催
日 時 ２０１９年３月１１日（月）１３：５５～１４：３５
場 所 岐阜電気会館 ４階会議室
出席者 髙橋・北村副理事長、髙木委員長、坂上副委員長、古田・稲葉・成瀬・小鷹委員

１．電気工事技能競技全国大会の結果
競技員（髙木委員長）・競技補助員（青年部小栗会長・渡辺副会長）が大会運営として参
加しました。 次回大会（2020年）は、飛騨支部の選手が出場予定です。

２．２０１９年度事業
（１）事業委員会事業
① スキルアップ研修会
・ 講習会等の研修会を実施する。
メーカーの協力で講師を派遣してもらう。

② 技能指導教育
・ 協力会へ委託
③ 技能競技大会の開催
・ １０月３日中電配電訓練所で開催
④ 工業高校生との交流
・ 電気工事業界の理解促進事業として継続実施する。
・ 飛騨支部で企画。
⑤ 第一種電気工事士定期講習
・ ２０１９年度は、講習会を１０回開催

（２）安全関係事業
① 安全作業講習会
・ 賠償事例を基にした講習会で、保険会社が講師を派遣してくれる。
② 店主パトロール
・ ８月の電気使用安全月間に実施する。
・ 来年度の様式は前年どおりとする。

３．電気系の学校との交流事業
中濃・東濃支部での取組結果を報告。
今後も積極的に電気工事業界の理解促進事業と
して継続実施する。

４．スキルアップ研修会の結果
各支部での実施結果報告。

５．全日電工連ホームページに、電気工事発信サイト
「はじめての電気工事業界」が新設されたので、
組合員企業紹介ページへの情報提供をお願いし
ました。

掲載ご希望の方は、所属支部へお申込み下さい！
※大会ダイジェスト動画が全日電工連
ＨＰよりご覧いただけます。
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総務委員会 開催
日 時 ２０１９年３月１３日（水）１０：３０～１１：２０
場 所 岐阜電気会館 ４階会議室
出席者 森理事長、桑山・小境副理事長、原委員長、髙倉副委員長、

近藤・北山・奥村（嘉）・粟原委員
１．事業委員会の結果報告
２．電気使用安全月間事業
○ 支部での事例の紹介
・ チラシを作成して各戸に配布（飛騨支部）
・ キャラバン隊による市町村役場、新聞社へポスター掲示依頼。
横断幕・幟旗を掲げてＰＲ

○ ２０１９年度も、のぼり・ウエットティシュを配布。
○ 事業の趣旨から見て、㈱岐阜県電気工事協力会にも協調を呼びかける。

３．２０１９年度事業
① 青年部事業の育成
② 機関紙「かわらばん」による広報・ＨＰ維持管理
③ 電気使用安全月間
④ 経営セミナーへの参加
⑤ 慶弔関係事業
⑥ 健康診断の促進
⑦ 各種保険加入促進
⑧ 永年勤続従業員の表彰
⑨ 登録申請及び更新による調査
⑩ 電気工事業者の実態調査

４．２０１８年度事業について
① 共済制度等の状況
グループ共済制度 ２，６１４口（前年比△３１）
第三者損害賠償制度 ５３２件（前年比△８）
業務災害補償制度 １５９件（前年比＋５）
組立保険制度 ３３件（前年比＋８）
東海電友共済会 退職共済 ３６事業所（前年比±０）

災害共済 ３２０事業所（前年比△９）
② 組合加入脱退の状況
新規加入 １名 脱退者 ５名

③ 電気工事業実態調査
適合業者 １４６（前年比△１５）
不適合業者 ３１（前年比＋１２）

実態調査員の皆様

お忙しいところありがとうご
ざいました！！

東濃支部 恵那市と防災協定締結
４月２日、恵那市役所で協定の締結式が行われ
ました。小坂市長は「市単独ではすぐに復旧で
きないので、協同組合の力を借りることで市民の
安心・安全につながる」と話していました。これに
対し、原（岐阜県東部電気工事協同組合）理事
長は「市民の皆さんのために広域的に支援して
いきたい」と話していました。
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青年部交流会 開催
日 時 ２０１９年３月2３日（土）１５：００～１７：２０
場 所 岐阜電気会館 ３階
出席者 組合 ２名、青年部４５名（岐阜９名、西濃４名、中濃２１名、東濃１１名）

中部電力株式会社 １名、岐阜県電設資材卸業協同組合 ２名
パナソニック株式会社 ２名、電材流通新聞社１名 合計５３名

青年部活動報告
東濃支部 横江さん

パナソニック㈱
「2019年度補助金・税制優遇について」

中部電力㈱ 長谷川様
「新サービスについて」

青年部 小栗会長 あいさつ 森理事長 あいさつ

グランヴェール岐山にて
懇親会
親睦が深まりました。

テーブルディスカッション発言中
電材卸組合 田澤理事長様

テーブルディスカッション
テーマ『青年部の未来を考える』

テーブルディスカッションまとめ
発表 岐阜支部 若山さん

【事業の成果】
・関連業界（電力会社、電設資材卸業協同組合、メーカー）と連携した交流会をすることが
できた。
・今年度の岐阜県工組の活動報告以外にも他県の活動報告を行い、今後の青年部活動に
対する意識の向上に努めることができた。
・ディスカッションでは、未来の青年部に必要な事業やこれまでの活動の改善点を話し合い
青年部の資質の向上につながる内容となった。
・懇親会では会員相互の親睦を深めると同時に、ＰＲタイムを設け会員一人一人の自己紹介を
行った。こうすることで会員個人としての認知度を高められることができた。



受講される方へ
受付される際に必要なものは３つです。

１工事士免状
２受講票

３身分証明証（運転免許証などです。写真添付可。
詳しくは、受講票をご覧ください。）

１と３は、必ず！絶対！必要！です。

運転免許証は、お車においたままだと取りに行くこ
とになってしまいますのでお気を付けくださいね。

講習月 地区 開催日時 会場名

４月 岐阜 2019年 ４月１６日(火) OKBふれあい会館 満席

４月 飛騨 2019年 ４月１９日(金) 飛騨・世界生活文化ｾﾝﾀｰ

５月 東濃 2019年 ５月３０日(木) セラミックパーク美濃

６月 岐阜 2019年 ６月 ８日(土) OKBふれあい会館

８月 岐阜 2019年 ８月１３日(火) OKBふれあい会館

８月 岐阜 2019年 ８月２２日(木) ワークプラザ岐阜

１１月 東濃 2019年１１月１２日(火) セラトピア土岐

１１月 岐阜 2019年１１月１９日(火) OKBふれあい会館

２月 岐阜 2020年 ２月１４日(金) ワークプラザ岐阜

２月 東濃 2020年 ２月１８日(火) セラトピア土岐
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第一種電気工事士定期講習 組合の開催予定

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！
０５８－２６３－２２０７

2019.3.7
セラトピア土岐での定期
講習３限目の様子です。
受講者78名でした。


