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ぎでんかわらばん

理事会 開催
日 時 ２０１９年４月２２日（月）１４時～１４時５５分
場 所 岐阜電気会館 ３階会議室
出席者 出席理事 ２４名 出席監事 ２名
出席理事氏名 森 輝廣、髙橋 勤、小境 啓介、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 浩史、近藤 哲夫、
犬飼 直人、北山 修、髙木 正規、伊藤 税男、土屋 勤、増井 信五、
小栗 信夫、原 和人、伊藤 雅隆、杉浦 匡介、坂上 弘幸、小栗 英信

出席監事氏名 大野 一成、岡安 浩一

第１号議案 委員会報告について
第２号議案 総代会提出議案について
第３号議案 新規加入者について

第４号議案 承継加入者について

第５号議案 青年部活動の報告について
第６号議案 定期調査事業の実施結果について
報告第１号 組合員異動
・脱退届提出者

・代表者変更

支 部 区 商社名 所在地 加入年月日

東濃支部 多治見区 竹村 友也 （大 栄） 多治見市音羽町4丁目38番地
2019年

5月1日

支 部 区 商社名

岐阜支部
６ 区 藤井 正之 → 藤井 康貴（岐電商会）

羽島区 林 雅応（グリーンテック）→ ㈱ＧＲＥＥＮ ＴＥＣ

東濃支部 土岐区 日比野 末勝 → 日比野 勝巳(日比野電工)

支 部 区 商社名

中濃支部 関 区 鵜飼 房和 (鵜飼電設)

東濃支部 多治見区 堀 敬正 (堀電気工業所)

支 部 区 変更後 変更前

中濃支部 郡上区
(有)山本電工
山本 誠

(有)山本電工
山本 義明

東濃支部 恵那区
(有)金村電機工事
金村 秀雄

(有)金村電機工事
金村 良夫
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・区の変更

報告第２号 第三者損害賠償制度事故事例

報告第３号 総代会開催日程について
２０１９年５月２４日（金）１４時 ＯＫＢふれあい会館

報告第４号 第一種電気工事士定期講習
組合のホームページや「かわらばん」にも情報を掲載。

支部 商社名 変更後 変更前

中濃支部

(有)小川電気商会

関 区 美濃区

イーテックサービス(有)

洞戸電気商会

(有)ニッシン

須原電気商会

コンドウデンキ

村橋電機

高綱電設

支部 事故日 事故受付日 事故状況 被害物 被害見込額認定損害額 給付金 備 考

飛騨 2019/3/25 2019/3/27

エアコン設置工事中に梯子が倒
れ、室外機を破損。 エアコン

室外機
271,000 書類待ち

岐阜 2019/3/12 2019/3/20

駅券売所の電気設備配線工事中、
配線ミスにより自動ドアの制御ユ
ニットを破損。

自動ドア
制御ユ
ニット

203,904 書類待ち

岐阜 2019/2/26 2019/3/4

モニターカメラ電源設置工事中、
充電ドリルを落とし、スピーカーの
台座が破損した。

スピー
カー台
座

20,000 取下げ

岐阜 2018/12/30 2019/2/18

住宅配線中、壁に穴を開ける際、
壁の裏側の屋根まで貫通し破損。

屋根 129,600 129,600 129,600

西濃 2018/12/3 2019/2/1

変電所の増設工事中、誤結線
（逆相に接続）によりプレス機を損
傷させた。

プレス機 648,000 648,000 583,200誤結線
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２０１８年 安全功労工事店表彰
安全功労工事店表彰者は、以下の１０社です。おめでとうございます！
【趣 旨】
㈱岐阜県電気工事協力会の共同受注参加者を対象として、積極的に安全諸施策を推進し、
かつ電気工事店の模範となるものを表彰し、共同受注参加者相互の安全意識･技能の高揚を
図り、公共保安・作業安全の確保に資するものとする。

センター名 工事店名

岐 阜

一松電気工事株式会社

株式会社八雲電気通信

株式会社クンダ無線

西 濃

有限会社生駒電気

有限会社牧村電機

中 濃

有限会社高木電工

桂川電気産業株式会社

東 濃

柴田電気商会

近藤電気工業株式会社

飛 騨 デンキのミゾバタ

２０１８年 優良技能電気工事店表彰
優良技能電気工事店表彰者は、岐阜県より以下の２店です。おめでとうございます！
5/17中部電気工事協力会連合会通常総会の席上において連合会長から表彰状と記念品が
贈呈されます。
【表彰の目的】
電気保安の確保及びお客さまサービスの向上を理念とし、優秀な電気工事店を表彰すること
により、もって協力会に属する電気工事店相互の安全及び技能の向上をはかることを目的とす
る。

センター名 工事店名

西 濃 犬 飼 電 気

中 濃 高 綱 電 設

表彰された方へは、
センターをとおして表彰状と
記念品が贈呈されます。



講習月 地区 開催日時 会場名

５月 東濃 2019年 ５月３０日(木) セラミックパークMINO満席

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

お申し込みは、
インターネット
電気工事技術講習センターhttp://www.eei.or.jp/

もしくは申込書で
申込書がない場合は、
電気工事技術講習センターへお電話してください。
電話：03-3435-0897


