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第１回事業委員会 開催
１．日 時 ２０１９年７月４日（木） １３：５５～１４：５０
２．場 所 岐阜電気会館 ４階会議室
３．出席者 森理事長・北村・坂上副理事長、

奥村委員長、髙木副委員長、髙倉・北山・小鷹委員
４．会議の概要
２０１９年度事業
① 事業委員会所管事業について配布資料にて説明
② 第３５回岐阜県電気工事技能競技大会について
③ 理解促進事業についての取組状況
・ 飛騨支部
・ 中濃支部
④ 店主パトロール
・ ８月の電気使用安全月間に実施する。
・ パトロールチェック票の様式は前年どおりとする。
なお、念のため、一人親方等で該当しない項目がある場合は当該項目の欄はチェック
なしで可の旨を伝えること。

・ 報告期限は、９月５日（水）
５．第一種電気工事士定期講習
２０１９年度の開催は１０回あるので受講漏れの無いように関係者への周知を要請した。
また、講習センターのデータベースへの登録勧奨を要請した。

６．その他
全日電工連の研修開催のお願い
・ 次世代電気工事技術者養成研修事業、業界理解促進交流事業、女性活躍推進事業、
電気工事業コンプライアンス研修会について各支部で対応依頼。
・ 特に、事業委員会として、電気工事業コンプライアンス研修会を各支部で本年度中に
実施することをお願いした。

第１回総務委員会 開催
１．日 時 ２０１９年７月１６日（火）１０：２５～１１：１０
２．場 所 岐阜電気会館 ４階会議室
３．出席者 森理事長、髙橋・原副理事長、

小栗委員長、髙倉副委員長、近藤・樋口・林・
伊藤(代理)・粟原委員

４．２０１９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。

５．事業委員会の結果
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 従来の「横断幕」、「幟旗」「マグネット
シール」の外、のぼり縦、ウエットティッシュを配布する。
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７．その他
① ぎでんだより「かわらばん」
掲載記事の積極的な提供を要請した。

② 全日電工連の研修開催のお願い
次世代電気工事技術者養成研修、業界理解促進
交流事業、女性活躍推進事業、電気工事業コンプ
ライアンス研修会について各支部で対応依頼。
特に、総務委員会として、女性活躍推進事業を本
年度中に実施することをお願いした。

第４回理事会 開催
日 時 ２０１９年７月２４日（水）１４時
場 所 岐阜電気会館
出席理事 森 輝廣、髙橋 勤、堀口 匠、北村 和重、原 和人、坂上 弘幸、

武藤 好則、髙倉 善一、河村 祐史、奥村 保雅、岡田 賢進、長屋 幸典、
近藤 哲夫、若山 正治、北山 修、樋口 滋樹、髙木 正規、土屋 勤、
奥村 嘉延、山口 洋児、奥村健太郎、小栗 信夫、伊藤 雅隆、吉田 秀洋、
平瀬 直実、杉浦 匡介、堀江 典之 ２７名（３０名中）

出席監事 赤座 博、河村 錦範 ２名（３名中）

第１号議案 委員会報告について
第２号議案 新規加入者の承認について

第３号議案 次回理事会の開催日程について
・日 時 ２０１９年１１月１日（金）１４：００
・場 所 岐阜電気会館

第４号議案 青年部活動報告について
９月２１日（土）に中部５県交流会に参加。
１０月１６日（水）全日全国大会に参加。
高校生との交流事業を中濃・東濃支部で開催予定。

第５号議案 定期調査事業の実施結果について
電気安全サービスのセンター長から２０１９年4～６月分の実施結果について説明の後、
昨年の不適切な定期調査業務についての再発防止対策と対策の実施状況について及び
７月３日に実施された中部近畿保安監督部の立入検査の結果について報告した。

（報告事項）
報告第１号 全日電工連会長表彰について
土屋 勤 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。

支部 区 商社名 所在地 加入年月日

東濃支部 多治見区 (株)スリーナイン 多治見市生田町5丁目75番1 2019年8月1日
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報告第２号 組合員異動
・脱退届提出者

・代表者変更届出者

報告第３号 第一種電気工事士定期講習
報告第４号 第三者損害賠償事故事例

その他
愛知県での電気工事に伴う都市ガス配管損傷によるガス事故発生について、東邦ガスから

のパンフレット 「ガス管損傷防止のお願い！」 を配布し周知した。

第３５回岐阜県電気工事技能競技大会 開催します！

 日 時 ２０１９年１０月３日（木）9:30～16:00

 場 所 中部電力㈱岐阜配電訓練所

 岐阜県郡上市美並町大原桂洞１８３７－３

主 催 株式会社岐阜県電気工事協力会
岐阜県電気工事業工業組合

後 援 岐阜県
中部電力株式会社岐阜支社

協 賛 電気安全中部委員会岐阜支部
一般財団法人中部電気保安協会岐阜支店
岐阜県電設資材卸業協同組合
一般社団法人岐阜電業協会
一般社団法人中部電気管理技術者協会岐阜西濃支部
株式会社中電オートリース岐阜支店

支部 区 商社名 代表者名

岐阜支部 ３ 区 一松電気工事(株) 伊藤 尚貴 → 平山 泰行

岐阜支部 １０区 ロイヤル電気産業(株) 廣瀬憲一郎 → 廣瀬 英樹

岐阜支部 １２区 ワカハラデンカ(株) 若原 博之 → 若原 奨之

飛騨支部 高山区 高山電気工事㈱ 桑山 尚三 → 桑山 智一

支 部 区 商社名

西濃支部 大垣西部区 新栄電設(株)

支部 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）

飛騨 2019/7/1 2019/7/2

ＡＥＤ収納箱設置のためアンカーボルト
用の下穴を開ける際、誤って埋設の床
暖房配管を損傷した。 床暖房配管 500,000 書類待ち

岐阜 2019/6/8 2019/7/9

自動車修理作業所の照明器具取替の
際、高所作業車降下時、下部柱にバ
ケットが刺さり破損。

バケット車バ
ケット

書類待ち



講習月 地区 開催日時 会場名

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ね
０５８－２６３－２２０７


