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ぎでんかわらばん

事業委員会 開催
○日 時 ２０２０年７月２日（木） １４：００～１４：４０
○場 所 岐阜電気会館 ３階会議室
○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・田中・成瀬・小鷹委員

１． ２０２０年度事業
① 事業委員会所管事業について
② 技能競技全国大会

本年度の開催は中止 ２年後開催時は、飛騨支部から選手を選出。
③ 製販工座談会

本年度の開催は中止。
④ 理解促進事業についての取組状況

本年度は、岐阜・中濃・東濃支部 中止。
ただし、次年度に続けていけるように、各支部は学校とコンタクトを取っていく。

⑤ 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。

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４日（金）

２．第一種電気工事士定期講習
２０２０年については、２回開催予定でしたが、４月２０日開催の岐阜会場が、延期の為に
10/6 と 11/9 の２回に分けて開催します。

３．その他
① 全日電工連の研修開催お願い

次世代電気工事士技術者養成研修事業、業界理解促進交流事業、女性活躍事業、
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。

② 労働事情実態調査
岐阜県中小企業団体中央会から３５社分の依頼があったので、役員、各委員会委員
の方を基本に協力を要請。

③ 組合員実態調査
全日電工連から、全組合員を対象に実施するので、各支部に協力依頼。
回答締切 ９月１８日（金）
回答方法 回答用紙又はインターネット

④ 女性活躍推進事業
女性の座談会については、当面様子をみる。

全国組合員調査（アンケート）に
ご協力をお願いいたします。
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総務委員会 開催

○日 時 ２０２０年７月１６日（木）１０：２５～１１：００
○場 所 岐阜電気会館 ４階会議室
○出席者 森理事長、髙橋・原副理事長、髙倉副委員長、

近藤・樋口・林・伊藤(代)委員
１．２０２０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。
２．事業委員会の結果
３．電気使用安全月間事業

実績報告書の提出期限 ９月４日（金）
広報内容 従来のウェットティッシュを配布する。

４．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

次世代電気工事士技術者養成研修、業界理解促進交流
事業、女性活躍事業、電気工事業コンプライアンス研修
について各支部で対応依頼

③ 組合員実態調査
全日電工連から、全組合員を対象に実施するので、各支部
に協力要請。
回答締切 ９月１８日
回答方法 回答用紙又はインターネット

④ 女性の座談会は当面様子をみる。

第２回理事会 開催
○開催日時 ２０２０年７月２７日 １４時～１４時４０分
○開催場所 岐阜電気会館
○理事の数 ３０名
○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、奥村 保雅、長屋 幸典、髙木 正規、土屋 勤、
奥村 嘉延、小栗 信夫、杉浦 匡介、堀江 典之 (本人出席)
河原 譲児、岡田 賢進、若山 正治、北山 修、樋口 滋樹、西村 博己、
山口 洋児、奥村健太郎、伊藤 雅隆、吉田 秀洋、平瀬 直実 (書面出席)
２７名

○出席監事 岡安 浩一 (本人出席)

（協議事項）
第１号議案 各委員会報告

第２号議案 新規加入者の承認

支部 区 商社名 所在地 加入年月日

岐阜支部 １２区
作田 一

（サクタ電機）
各務原市蘇原瑞穂町

3丁目58番2 2020年8月1日
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支部名 区 商社名

東濃支部 中津区 坂田 俊平 → 坂田 尚彦 (サカタ電工)

飛騨支部 高山区 山下 賢治 → 山下 孝博 (ヤマケン電気設備)

支部 区 商社名 代表者名

岐阜支部 ２区 (株)三竹電工 三島 洋一郎 → 野田 政博

西濃支部 不破区 タイガー電気(株) 伊藤 税男 → 伊藤 博和

中濃支部 郡上区 (株)稲葉電工 稲葉 瀧雄 → 稲葉 靖仁

第３号議案 承継加入者の承認

第４号議案 青年部活動報告
今後の行事予定

・中部５県青年部交流会(岐阜県当番) 9月5日開催予定でしたが中止
来年度へ2021年9月4日開催

・中部経営セミナー(10月14日開催予定)中止
・第４回電気工事技能競技全国大会(11月25日開催)中止
・第４回全国青年部会員大会(11月26日開催)中止

時期をずらし年度終盤月を目途に、代替の会を全日で検討中
・岐阜県会員交流会(2021年3月開催)開催予定

第５号議案 定期調査事業の実施結果
２０２０年４～６月分の実施結果について説明。
続いて、本年4月20日に発生した、電気安全サービス事務所でのお客様個人
情報盗難についての報告と、盗難に係る再発防止対策と追加対策の実施状
況について報告した。

（報告事項）
報告第１号 全日電工連会長表彰について

２０２０年度の全日電工連会長表彰において、
当組合監事 岡安浩一 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。

報告第２号 組合員関係
・脱退届提出者

・代表者変更届出者

支部名 区 商社名

飛騨支部

高山区 東邦家電(有)

古川区 (有)ナンキテクニカ
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支部 区 商社名 新 旧

飛騨支部 高山区 (株)尾田電送 高山市新宮町678 高山市山田町1645-1

・所在地変更届出者

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
・次回理事会開催日程

日 時 ２０２０年１０月２６日（月）１４時
場 所 電気会館 ３階会議室 ※ 当日１１時３０分より中間監査実施

・組合事務所移転について
電気会館の土地建物を、２０２２年６月３０日までに引き渡すことが報告された。

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

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）

飛騨 2020/6/11 2020/6/16

１００Vから２００Vへの切替工事の
際、分電盤の表示が誤っていたた
め誤結線となり、トイレウォシュレッ
トが破損したもの。

ウォシュレッ
ト

113,080 113,080 101,772
支払済 誤
結線10％
削減

東濃 2020/5/29 2020/6/3

焼却炉電磁開閉器取替の際、送
風機の電源側開閉器がＯＦＦのま
まになっており、バーナーが焼損し
たもの。

バーナー 200,000 200,001 200,001支払済

中濃 2020/5/1 2020/6/1

2019.12外壁照明取付工事のミス
があり、雨が漏り店舗内天井、壁
面、エアコン、照明器具が水に浸
かり損傷。

天井・壁・照
明器具・エ
アコン

6,000,000 書類待ち

岐阜 2020/5/26 2020/5/26

エアコン清掃作業中、施工不良に
より基盤を損傷させた。 エアコン基

盤
350,000 267,685 267,685支払済

岐阜 2019/11/2 2020/5/15

換気ダクトの接続不良により壁内
部に蒸気が漏れ、軒天部を損傷さ
せた。 軒天部 600,600 600,600 600,600支払済

岐阜 2020/1/10 2020/4/27

レンタル高所作業車で移動中、
誤って高さ制限ガ－ドにぶつかり、
高所作業車上部のカゴ部分が破
損。

高所作業車 500,000 書類待ち

№

10 6 ( )

11 9 ( )

12 2 ( ) OKB

12 10 ( )
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恵峰ホームニュース

東濃（中津川）支部 中日 地元ニュースに掲載されました。

経済産業省では、昭和39年から、電気保安の確保に特に顕著な功績があったものを表彰する
「電気保安功労者経済産業大臣表彰」を行っています。
この度、岐阜県電気工事業工業組合 森理事長が表彰されました。

○電気工事業者の営業所の部
株式会社森電気商会 （岐阜県羽島市） 代表取締役 森 輝廣

＜電気保安功労者に対する経済産業大臣表彰について＞
昭和35年に「国民安全の日」が創設され、その一環として、昭和39年から、電気保安功労者に
対する通商産業大臣表彰（当時）が毎年実施されることとなりました。その後、昭和56年からは、
関係各団体が実施していた安全運動をより効果的なものとするため、当省主唱の下、感電死傷
事故の発生が最も多い8月を「電気使用安全月間」と定め、毎年この期間に表彰式を行うことと
なりました。
表彰の対象は、工場等、電気工事業者の営業所、個人及び団体の4部門です。

過去には、西濃支部 髙橋勤さん（㈲恒栄電気）、中濃支部 増井信五さん（㈱増井電気工事）、
岐阜支部 ムトウエフエー㈱が表彰されています。

第56回電気保安功労者経済産業大臣表彰


