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理事会 開催
８月４日岐阜電気会館にて理事２６名、監事２名が
出席し理事会を開催しました。
１．委員会報告
事業委員会・総務委員会結果報告
２．承継加入者の承認
西濃支部

揖斐区

髙木

惠（光正電気商会）→ ㈱光正電気商会

中濃支部

関 区

増井 信五（増井電気工事）→ ㈱増井電気工事

３．定期調査事業の実施状況
平成28年４～７月の実施結果について説明。
４．青年部活動報告
①工業高校との交流は引き続き実施していく。
②青年部の岐阜県会員大会を11月に開催する。
５．全日電工連会長表彰
小川和豊副理事長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。
６．組合員関係
・脱退届提出者
岐阜支部

１ 区

西濃支部

不破区

田中 滋将（田中電機商会）
北山電気㈱

・代表者変更届出者
村木

慎 → 堀

元紀

岐阜支部

１１区

㈱ムラキデンキ

西濃支部

大垣南部区

今津電気工事㈱

今津 忠男 → 今津 正裕

東濃支部

中津区

㈱中津電業社

安藤 秀夫 → 安藤 洋蔵

・営業所名称変更届出者
東濃支部

塩見 和広（塩見電気商会 → 塩見電気）

中津区

７．第一種電気工事士定期講習

平成28年12月７日

ふれあい福寿会館

８．第三者損害賠償報告があった事故例について
平成28年４～６月までの間の事故事例６件を報告した。
９．技能競技全国大会グッズ販売について組合ホームページにて周知する。
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安全部課長会議
安全部課長会議 開催
８月１７日岐阜電気会館にて安全部課長会議を開催しました。
１．作業災害の防止対策に
災害の防止対策について
１．作業
災害の防止対策について
（１）名古屋引込センター発生の災害および対策の周知等
本年６月に、名古屋引込センター直営班の工事で高所作業車のブームが作業区域
を越えて走行車線上で作業中にトラックがブームと接触し、作業者が重傷となる災
害の詳細と災害審議会結果を安全部長より周知した。
このような、作業区域を越え走行車線に高所作業車のブームを伸ばすことは、常
識的に考えられない事例であり、各センターの作業状況を確認するも災害事例のよ
うな対応は実施していないことを確認したため、県協力会としての再発防止策は
特に設定しない。
ただし、重大な事故に至ったことを鑑み、高所作業車を操作する全作業従事者に
作業中の監督・高所作業車の扱いを確実に周知・徹底する。
（２）県協力会の全作業従事者に対する周知・徹底事項
ア．特別教育の実施
ア．特別教育の実施
今回の名古屋引込センターの災害事例を教育すると共に、今一度、昨年度に諏訪引
込センターで発生した死亡災害（坂道で輪止めをしなかったことで高所作業車と電
柱間に挟まれた災害）について、全従事者に安全教育を行い高所作業車の取り扱い
に関する意識高揚を図る。なお、各店舗の教育結果は、従事者のサインが記載され
た特別教育実施報告書に記録する。また、教育結果の報告は、年末までに各セン
ターから県協力会へ提出する。
イ ガードマンのＴＢＭ・ＫＹへの参加
現場作業のＴＢＭ・ＫＹは、作業者のほかにガードマンも参加させることで、作業
範囲を確実に作業者とガードマンで認識させるよう指導していく。
ウ 安全パトロール票
県協力会のパトロール時は、ガードマンの誘導状況も確認する。なお、パトロール
票のガードマンに対するチェック項目は、安全部長が検討し反映する。
パトロール票へ追加項目の反映は、業務規程の改正が必要となるが、今回は暫定扱
いで運用し次回役員会開催時に正式決定を目指す。
２．安全パトロール（県協力会主催）
２．安全パトロール（県協力会主催）
県協力会の安全パトロール 9～10月の間で実施する。
パトロール実施者は、安全部長、パトロール対象以外の安全課長として、電力支店
も同行する。
３．その他
３．その他
（１）中電報知事項
ア 配布資料
・災害事例紹介（7件）
・音光式検電器の不動作事象について
イ メッセン要工事の更なる施工推進について
・下部直付装柱など高圧充電部接近による防護
必要箇所でのメッセン要工事の施工に向けて技術力向上を図るため、中濃・東
濃引込センターで実施する安全パトロール時に、技術指導や安全作業の指導・
推進をよろしくお願いします。
（２）熱中症の予防と救急措置について
２）熱中症の予防と救急措置について
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岐阜支部青年部
岐阜支部青年部 高齢者一人世帯宅電気設備点検
８月２４日水曜日 瑞穂市にて高齢者一人世帯宅電気設備点検を行いました。この
点検は毎年８月の電気使用安全月間に青年部として行っているボランティア活動です。
当日はあいにくの空模様でしたが、中部電力様、瑞穂市役所の方々にご協力いただき
青年部員１５名が２０軒のお宅を訪問しました。一部アースが取れていない、コンセ
ントがゆがんでいる等の不具合があり、若干の修理も要しましたが、おおむねきれい
なお宅が多くお客様も安全に配慮して電気を使用している印象を受けました。
点検を行った後、お客様から「安心できた」「ありがとう」の言葉をかけてもらうと、
やはり嬉しいもので、次へつなげていきたいと感じました。
小塩通信㈱

小塩功一朗

東濃（多治見）支部 独居老人宅配線診断
多治見地区電気工事組合では

8月の全国電気使用安全月間の活動の一環として、総務

委員会が中部電力(株)多治見営業所、地区福祉協議会の協力を得て8月23日、24日、25
日の3日間、多治見地区6件、土岐地区10件、瑞浪地区9件の独居老人宅無料配線診断を
行いました。
日頃から気になっていたがお願いすることが出来なかった、
又、年寄りの一人住まいなので上がってもらうのに抵抗を
感じていた等色々なご意見を聞きながら配線診断をし古い
ブレ－カ－の交換、危険個所の修理などをしてきました。
又、中部電力様からは電気料金の集金を騙った詐欺に気を
付けるように説明をして頂き皆さん大変喜んでおられまし
た。中部電力、委員会の皆様ご苦労様でした。
ニシオ電工 西尾正彦
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東濃（中津川）支部 マス釣り
マス釣り大会
釣り大会
毎年恒例の組合親睦事業として厚生委員、役員、組合員の協力のもと第３２回マス釣
り大会を行いました。
今年も沢山の方々に参加していただきました。東部組合員、中部電力中津川営業所様、
関連する従業員と家族、そして今年も沢山の子供たちが集まり賑やかな一日でした。マ
スは60キロ放流しました。釣りをしたり、つかみどりをしたりして焼いて食していただ
きました。そのほか焼きそば、フランクフルト、とうもろこし、カレーを東部の厚生委
員、事務員にて調理し皆さんにふるまいました。当日は、お天気に恵まれた一日でした。

第２回電気工事技能競技全国
第２回電気工事技能競技全国大会
電気工事技能競技全国大会 出場選手決定
平成２８年１１月２４・２５日

国技館にて開催される電気工

事技能競技全国大会に大岩義喜さんが出場されることになりま
した。
東濃支部 ㈲富士電気
㈲富士電気工事 大岩義喜さん
<キャッチフレーズ>
<ひとこと>

慎始敬終

今までの経験と技術を遺憾なく発揮できるように

H27年度技能競技大会での
大岩選手

精一杯頑張ります。
慎始敬終とは？
慎始敬終とは？
【よみ】しんしけいしゅう
【意味】最初から最後まで、気をゆるめずに慎
重に行うこと。または、物事は最初と最後が大
切であるということ。
「慎」と「敬」はどちらも細心の注意を払うこと。
「始めを慎み終わりを敬しむ」とも読む。
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平成２８年度 第一種電気工事士定期講習 岐阜県開催予定
組合開催
講習月

地区

開催日

１２月

岐阜 平成28年12月7日(水)

受講予
定者数

会 場 名

ふれあい福寿会館

191

12月受講対象で登録されている方は、講習センターより９月に案内が届きます。
インターネット申込みは、始まっています。

講習センターよりお知らせ
講習センターへホームページから
ホームページからメールアドレスを登録
ホームページからメールアドレスを登録いただいた方には、
メールアドレスを登録いただいた方には、メールで
いただいた方には、メールでの
メールでの
み受講期限が近づいたことをお知らせしています。
受講期限が近づいたことをお知らせしています。
紙面申込書を希望される方は、講習センターへ連絡して下さい。
以下の送信文がメールで届きますのでお気を付けください。
○○ ○○ 様
第一種電気工事士定期講習の事前登録をありがとうございます。
定期講習の受講期限が近づいてきましたので、お知らせいたします。
貴殿の受講期限月は、2016年○月です。
お申し込みは、講習センターのホームページから直接お手続きをしていただけます。
URL ： http://www.eei.or.jp/ で検索し、
「WEB申し込み」から入り、申し込み方法をご確認の上、手続きをしてください。
現在WEBでは、○月までの講習日程を公開しています。
なお、紙面申込書の郵送をご希望の場合は、講習センターまでご連絡ください。
ご不明の点は、お問い合わせください。
**********************************************
一般財団法人 電気工事技術講習センター 講習部
〒105-0004 東京都港区新橋４－７－２
（６東洋海事ビル４階）
TEL：03-3435-0897 FAX：03-3435-0828
E-mail ： koshu@eei.or.jp
URL ： http://www.eei.or.jp/
************************************************
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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♪
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