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う伝説も伝わっています。
この橋杭岩は吉野熊野国立公園に属しており、国の名勝や、国の天然記念物に指定されてい
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までにない形態での開催となると思います。また、
働き方もテレワークなどの導入をしていく場合があ
ると存じます。
私共の携わっている「電気」は社会生活に欠かせ

関西電気工事工業会会長

ないインフラであり、電気を安全に

大阪府電気工事工業組合
理事長

橋

詰

源

使って頂く為、

施工や保安に万全を期す必要があります。その為に

治

も電気工事士の技術向上や多能工を図り、需要に対

新年明けましておめでとうございます。

応していかなければなりません。

皆様にはご家族お揃いで健やかな新年をお迎えの
事とお慶び申し上げます。

また、今年は全日本電気工事業工業組合連合会の
「第34回電気工事業全国大会」が11月10日と11日に

平素は関西電気工事工業会の運営ならびに事業活

滋賀県大津市の滋賀芸術劇場びわ湖ホールを主会場

動に格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼を申し上

として開催されます。当関西ブロック連合会が主幹

げます。

となりますので、関係の皆様にはご協力宜しくお願

昨年を振り返りますと、社会全体が新型コロナウ

い致します。

イルス感染症の影響で健康への脅威が広がりまし

会員の高齢化と人手不足の課題がある中、感染防

た。現在も猛威はおさまらず生活にも大きな影響が

止に努め、より安全な電気の供給の為、毎日健康で

出ています。くれぐれも皆様には感染にご注意くだ

「無事」に過ごせます様ご留意をお願い致します。

さい。

結びに皆様方の益々のご健勝とご多幸を祈念申し

今年は、昨年延期になった、“オリンピック・パ
ラリンピック”開催やスポーツ・イベントなども今

―1―

上げ、新年の挨拶とさせていただきます。

●年頭メッセージ

年 頭 所 感
中部近畿産業保安監督部

橘

近畿支部長

幹広

令和３年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。

濃度ＰＣＢ含有電気工作物の処分期間が今年３月末

日頃より、産業保安行政に対する御理解、御協力

までと迫っていることから、処理が確実に進むよう

に感謝いたします。

関係事業者への啓発・指導に努めてまいります。

昨年は、新型コロナウイルスの感染拡大が我が国

都市ガスとコミュニティーガスの保安分野につい

の社会経済活動に影響を及ぼし、その結果、数多く

ては、昨年も、120件程度の事故が発生し、ガス工

の就業場の勤務形態の変化等今まで経験したことの

事以外の工事（いわゆる他工事）や導管等の経年劣

ない社会的に大きな影響が生じました。この新型コ

化に起因する事故のほか、一般消費者の誤操作によ

ロナウイルスの感染拡大については、予断をゆるさ

る事故が目立ちました。また、ＣＯ中毒事故が２件

ない状況が続いており、今後も、新型コロナウイル

発生しました。ＬＰガスの保安分野については、昨

スの感染症予防対策に注視しながら日々業務の遂行

年20件程度の事故が発生し、盗難、他工事に起因す

に努めなければなりません。

る事故、一般消費者の誤操作による事故が発生しま

また、自然災害については、一昨年ほどではな

した。当支部では、両分野における立入検査等を通

かったものの、梅雨前線の影響による記録的な豪雨

じて、ガス供給事業者の自主保安に対する意識の向

に伴って発生した災害、また九州地方に襲来した台

上の啓発を一層進めてまいります。特に、経年導管

風10号により電力設備や他のインフラ設備に大きな

対策は、重要な課題であり、ガス事業者の対策が着

被害が発生しました。近畿では、これまでの大規模

実に進むよう指導を継続します。また、他工事事業

自然災害に対する他の地域を含む産業保安での対応

者や一般消費者等に対する周知活動、注意喚起につ

を教訓に、この一年を振り返り、各産業保安分野に

いて引き続き支援します。さらに、自然災害に伴う

ついて新年の活動方針を示します。

事故への対策について、事業者への啓発、指導に努

電気の保安分野については、昨年は、電気事故が

めてまいります。

60件以上発生し、そのうち感電死傷事故が６月から

高圧ガスの保安分野については、昨年は、90件程

８月にかけて７件発生しました。感電死傷事故の要

度の事故が発生しました。また、火薬類の保安分野

因は、電気主任技術者等による作業手順の確認・周

については、５件程度の事故が発生しました。当支

知や充電部の防護措置等、安全対策が不十分であっ

部では、両分野の事故原因の分析や、管内各府県等

たことによるものでした。関係者には、電気事故防

との密接な連携により、事故の更なる減少に努めて

止に向けた取組、保安意識の向上が一層求められま

まいります。また、コンビナート防災関係について

す。当支部といたしましても事故の原因分析や実機

は、引き続き府県等の関係機関と連携し、事故防止

調査結果の周知等により、事業者の保安意識向上の

に取り組んでまいります。

ための啓発活動を進めてまいります。また、全国的

鉱山の保安分野については、管内鉱山では３年間

な大規模自然災害を振り返り、初動の迅速化、関係

無災害が続いていましたが、残念ながら昨年８月に

者の連携強化による早期復旧、電力ネットワークの

１件の重傷災害が発生しました。危害関係について、

レジリエンス（強靱性）の強化といった課題につい

当支部ではより一層、リスクアセスメントによる必

て、昨年、経済産業省としてとりまとめた検証結果

要な対策の構築と鉱山保安マネジメントシステムの

をもとに、災害に強い電力供給体制を構築するため

定着度・有効度を着実に向上させ、関係者自らが積

の取組を、電力会社はじめ関係機関と連携し着実に

極的に保安水準の向上に努められるよう支援してま

進めてまいります。更には、当支部管内における高

いります。鉱害関係については、引き続き第５次鉱
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害防止事業基本方針に基づく事業の着実な実施と大

いて、自主保安を基本とし、関係法令の適正な執行、

規模自然災害に備えた必要な対策の構築を支援して

関係機関との連携、事故情報の提供など各種施策を

まいります。

通じて産業事故を撲滅し、皆様とともに安全・安心

総括しますと、当支部は、新年も、
「強い使命感」
「科

を基盤とした地域全体の発展に貢献できるよう、職

学的・合理的な判断」
「業務執行の透明性」
「中立性・

員一人一人が全力で取り組んでまいります。

公正性」を行動規範とし、
「国民の安全の確保と環境

結びとして、令和３年が皆様にとって良い年となります

の保全」の実現を目標に掲げ、各産業保安分野につ

よう祈念しまして、新年の御挨拶とさせていただきます。

年 頭 所 感
関西電力送配電株式会社
配電部長

伊藤

隆治

2021年の新春を迎えるにあたり、謹んでお慶びを

ています。また、停電情報アプリを活用した停電状

申し上げます。貴工業会の皆さまにおかれましては、

況、復旧見通しの早期情報発信など、お客さまや社

平素より弊社事業運営に格別のご支援とご協力を賜

会の皆様のご要望にお応えする取り組みも進めてお

り、厚く御礼申し上げます。

り、お客さま電気設備保全に大きな役割を担ってお

さて弊社は、昨年2020年４月に、電力システム改
革第３段階にあたる発送電分離を行い、関西電力送

られる貴工業会とは、引き続き被害状況把握など緊
密に連携して参りたいと存じます。

配電㈱として業務を開始しました。引き続き増加す

もう一つは、政府が2050年のカーボンニュートラ

る高経年設備の着実な更新など、安全、安定供給の

ルを打ち出し、再生可能エネルギーの導入拡大、電

確保に取り組んで参ります。今後ともご支援とご協

気自動車の普及がより一層加速すると思われます。

力を賜りますようお願い致します。

それら分散リソースを活用した電気の高度利用が見

昨年を振り返りますと、新型コロナウイルスが猛

込まれ、系統利用ニーズの多様化など送配電事業に

威を振るい、経済活動、社会生活に甚大な影響が発

対する社会の要請は益々高まって参ります。弊社で

生する中、感染防止に留意しながら電力の安定供給

は配電自動化システムをはじめとする各種システム

にご尽力いただき、感謝しております。未だ予断を

の高度化を図るとともに、マイクログリッドなど新

許さない状況となっており、引き続きの対応をよろ

たな設備形成の在り方を検討しています。エネル

しくお願いします。

ギーとして「電気」の重要性はより一層高まると思
われます。地域社会の皆さまにいつでも安心してご

昨今の電気事業を取り巻く情勢ですが、一つはレ

使用頂けるよう、電気事故の未然防止にご尽力をお

ジリエンス強化への要請が挙げられます。自然災害

願いするとともに、今後とも、関西一円の自治体・

が激甚化しており、2018年度には関西地方で、台風

企業・住民の皆さまのご期待に、長年培われた技術

21号による甚大な設備被害を受け、お客様にも多大

と信頼でお応えいただき、送配電事業の更なる発展

なご迷惑をおかけしました。一昨年は関東地方で台

に貢献されることを期待しております。

風15号、昨年は九州、中部地方を中心とした集中豪
雨など、継続して自然災害が発生しており、昨年、

最後になりましたが、本年が貴工業会におかれま

「エネルギー供給強靭化法」が施行されました。こ

して、実り多き年になりますとともに、皆様の益々

れを受けて、一般送配電事業者10社にて、「災害時

のご発展、ご健康と安全を祈念いたしまして、新年

連携計画」を策定し、電力設備の被害や停電に対し

のご挨拶とさせていただきます。

て、一層の連携強化や官民一体となった備えを進め
―3―
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各府県の理事長からの年頭所感
状把握を組合員の皆様始め製造、卸会社の協力を
頂き現況と今後の推移見込みの把握も必要だと感
じています。こうした機会を踏まえて工業組合が
兵庫県電気工事
工業組合
やるべき事を再考し、更にお役に立てる工業組合
を目指したいと思います。また、昨年予定し叶わ
理事長
向山 和義
なかった事業は更に魅力を付加し、コロナ環境と
「おめでとう」の新年の挨拶が不謹慎ではと思い 組合員現況に配慮し実施する事が出来ればと思い
ます。この機会に工業組合本部支部の活性を踏ま
も有り、遠慮させて頂きます。
中国、武漢で原因不明の肺炎騒動に始まり、乗船 えた協議の機会とし、今後の工業組合の在り様に
者に新型コロナウイルス感染が疑われる、大型ク ついて理事と将来構想委員会に加え地域の方々の
ルーズ船の入港で初めてウイルスの怖さを知らされ 意見や要望を取り入れ、今後の運営と事業に反映
ました。その後は国内外共で感染者の増減に一喜一 をさせられればと思います。
この不自由で不幸な機会を将来に繋がる良い機
憂し、感染に怯える不自由な生活を強いられていま
す。早い機会に安全で有効なワクチン良薬の開発を 会に出来ればと思います。御承知の通り本年11月
望み、自らが感染せぬ様に慎み、自らが感染の原因 10日から11日に掛けて、第34回電気工事業全国大
者と成る事が無い様に、謙虚な生活に努めウイルス 会が滋賀県大津市のびわ湖ホールとびわ湖大津プ
の早期根絶による事態の沈静を願うばかりです。こ リンスホテルの2会場に於いて、滋賀県電気工事
のコロナ禍によりオリンピックとパラリンピックが 工業組合を中心に関西電気工事工業会が実施主体
概ね一年延期と成ったのと同様に、会場を横浜ア となり執り行われる予定となっています。既に実
リーナと予定していた第４回電気工事技能競技全国 行委員会は立ち上げられ、実施に向けて詳細の検
大会も2022年の適切な時期に開催する事で順延とな 討を行っている所です。コロナ禍の事もあります
りました。選手の養成に努め素晴らしい大会を楽し が、実施決定の折には組合員加えて青年部皆様の
御協力を誌面からですがお願いを申し上げます。
みにしたいと思います。
今後日本は勿論、世界中のコロナウイルスが早期
中国でのウイルスの蔓延は工業資材の生産と物流
にも大きく影響し、暫くは製品や部品に遅配や欠品 に撲滅され、罹患されておられる方々の早期回復を
が生じて、組合員の皆さまも随分資材調達に苦労さ 祈念申し上げると共に、組合員、関係各位の皆様も
れた事だと思います。改めて電設資材の供給の現状、 お体に十分注意をされます事を願い、皆様穏やかな
価格の推移と供に、労働力の不足、工事進捗等の現 一年で有ります事を併せて祈念申し上げます。

年頭所感
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年頭所感
京都府電気工事
工業組合
理事長

植田

隆夫

新年明けましておめでとうございます。皆様方
におかれましてはご家族、又社員の方々と共に
清々しい新年をお迎えのこととお慶び申し上げま
す。今年は昨年２月頃から新型コロナウイルス感
染症が拡大し、今現在日本も本格的な第三波の様
相を呈し、経済の再生と予防という難しい状況に
なっています。また、日常生活と事業とのバラン
スを考え、全体が沈みかかっても自社は何として
も浮上する努力をしなければなりません。これか
らは合言葉「負けるなコロナ」でお互い頑張りま
しょう。
そして今年の当工組の目標について、２年前に
変革・改革を掲げました。その成果として一般用
電気工作物の調査業務は、宮津、京都、小浜の各
調査センターの事業及び財務に目途がつき収益の

年頭所感
奈良県電気工事
工業組合
理事長

福本 幸一

新年あけましておめでとうございます。
関西電気工事工業会所属の組合員の皆様方にお
かれましては、輝かしい新年を御家族お揃いでお
迎えのこととお慶び申し上げます。
ご承知のとおり昨年は新型コロナウイルスが発
生し、日本のみならず世界中が、この渦に呑み込
まれ、これまでに経験したことのない映画のよう
なパンデミックとなりました。
今もなお完全なる終息が見えず、厳しい経済環
境が続いておりますが、ワクチンの開発が進むな
どわずかながら明るい兆しもあります。
奈良県では、Ｇｏｔｏキャンペーンの効果か、
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出る体制作りが出来上がりつつあります。事務局
の効率化には大変多くの時間を費やしましたが落
ち着いた状況になってきております。そして職業
訓練法人ケーイーシーも理事、職員を刷新し新た
な法人として進んでいます。又定款の一部を改正
して、理事定数の変更を致します。それと総代定
数変更及び一部地区の統合も総代会にて承認を受
け、令和３年度より実施いたします。とにかく現
状に合った効率の良い運営ができるものと思って
います。この様に変革・改革の項目を今年１年間
は確実に実行し成果を暖めていき、２年目からは
安定させ、更に組合全体の財務を良好に推移させ
ることが重要です。
令和３年もコロナ禍、自宅勤務、自然災害など
が発生すると思いますが、長い人生こんなことも
ある…いまさら弱音を吐くほど弱い業界ではない
ので、令和３年の干支であります「丑年」にちな
んで諺通り“衣食に不自由なし、生まれつき力強
く心静かなり”のごとく皆様の事業の更なるご隆
盛、ご多幸を心からお祈り申し上げ、新年のご挨
拶とさせていただきます。

昨年10月頃から観光客も徐々に戻りつつありま
す。修学旅行のバスが隊列を組んで走行し多くの
子供たちが笑顔で元気よく名所を見学している姿
が微笑ましいです。
今年は、新型コロナウイルスの影響で延期にな
りました「東京2020年オリンピック・パラリンピッ
ク」が開催されることになっています。多くの方
が英知や力を合わせ、これまでと違った形のオリ
ンピックの舞台を作り上げ、世界のアスリート達
のパフォーマンスが私達だけでなく世界中の人々
に感動を与えてくれることでしょう。
本年令和３年の干支は丑です。今の状況は牛歩
のようかも知れませんが、地に足をつけ弛まず歩
き続けることが必ず次の一歩に繋がります。一歩
一歩進むことで新しい年がよりよい年になること
でしょう。
結びに、本年も皆様方の益々のご健勝とご発展
を祈念し新年のご挨拶とさせていただきます。

●年頭メッセージ
賀の自然・文化・歴史等々素晴らしい魅力を全国
に発信していきたいと思っております。
また、私ども滋賀県電気工事工業組合では昨年
の10月より関西電力送配電㈱様からの新受託事業
であります ｢高圧引込開閉器操作事業｣ を滋賀県
下全域においてスタートさせていただいておりま
す｡
組合として新たな電気業界への参画・貢献と各
組合員の事業の一助として、今後も継続展開でき
ればと考えております。
不安定な社会情勢の中ではありますが、組合員
一同、力を一つにして、これからも電気工事業界
の発展のため、全力を傾注してまいる所存ですの
で、何卒関係各位のお力添えを賜りますようよろ
しくお願いいたします。
結びになりましたが、この一年が皆様方にとっ
てより良き年となりますよう心よりご祈念申し上
げ、新年のご挨拶といたします。

年頭所感
滋賀県電気工事
工業組合
理事長

鹿野

敏夫

謹んで新年の御祝辞を申し上げます。
さて、年頭に当たりお祝いのご挨拶を申し上げ
るところでありますが、昨年の新型コロナウイル
ス感染症の拡大により、多くの方々の生命や財産
が失われるという、だれもが予想だにしなかった
事態が発生し、しかも未だ収束の見通しが立たな
い現状を考えますと、残念ながら、新しい年、令
和３年を取り巻く環境は大変厳しいと言わざるを
得ません。
こういった状況下ではありますが、本年11月こ
こ滋賀県において、第34回電気工事業全国大会を
開催することとなっており、この機会を通して滋

年頭所感

徳”を祖とする鎮守神で、今日でいう電気電波の

和歌山県電気工事
工業組合

気電波の発展に寄与したエジソンとヘルツを顕彰

理事長

狩谷

祖神なのだそうです。境内の電電塔の背後には電
するお二方の大きなレリーフがありました。電電

み ち お

典男

宮護持会には関西電力㈱やパナソニック㈱の木札

新年あけましておめでとうございます。

を筆頭に約100社が名を連ねていました。関西電

あたご

晩秋に京都市右京区の総本宮愛宕神社を訪ねまし

気工事工業会の名も連ねたいものです。

た。愛宕山は標高924ｍ、登山行程の標高差は850

電気電波の健全な発展を願って、お賽銭ととも

ｍあります。
『古稀』には思いのほか厳しい試練で、

に社前の名刺受に、和歌山県電気工事工業組合理

下山途中の蹴上げの高い石段で腰が入らず、しり

事長の名刺を差し入れてきました。

もちを２回ついてしまいました。しかしながら状

令和３年の年頭に当たり、みなさま方の「平穏

況報告を聞いてくれた同輩から畏敬のまなざしを

無事」と「社業隆昌」を心よりお祈り申し上げます。

頂戴しまして、今後の自信につながりました。
猛威を振るうCOVID-19を念頭に、みなさんを
代表して「疫病退散」を、さらに工業会と200号
を数える機関紙「でんせつ」の発展を愛宕大神に
めいもく

瞑目祈祷してまいりました。

京都市右京区

戴いてきた特大の「火迺要慎」札は我が家のキッ

愛宕神社

チン全体を睨みすえています
登山前日に嵐山の法輪寺で、鎮守社『電電宮』
なる神社を見つけました。“電電陰陽融合光源の
ヘ ル ツ と エ ジ ソ ン（ 電 電 宮 ）
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ト ピ ッ ク ス〔兵庫県電気工事工業組合〕●

TOPICS

兵庫県電気工事工業組合

【将 来 構 想 策 定 委 員 会】
兵庫県電気工事工業組合「将来構想策定委員会」

岡上朗将来構想策

は、組合員の減少、業界の高齢化など、組合が抱え

定委員会委員長はこ

る様々な課題に対して、独自の視点から実効性の高

れまでの活動を振り

い施策を策定し、実行することにより、時代に即し

返って「何よりこの

た新しい組合づくりを目指していくことを目的に、

堅苦しい組合を楽し

平成 30 年に発足しました。委員会メンバーは各支

いものだと思っても

部より選ばれた若手精鋭で構成されています。

らえるように、委員

これまでの組合の在り方の枠にとらわれない、自

会のメンバーが楽し

由な発想と前衛的な構想で、様々な企画を実施し、

んで取り組めること

新しい時代の組合事業の在り方を模索しています。

を考えながら活動し

これまでの実績としては、電気工事に特化した

てきました。」と語っ

LINE スタンプの作成販売。第一弾に続いて、昨年に

てくれました。

は第二弾として「電気工事士くん」というキャラク
ターをデザインしたスタンプの販売を開始しました。

さらに今年度は
「兵電工動画チャレンジ」と題した企画を実施して

ＬＩＮＥスタンプ第一弾

います。コロナ禍で各種行事も中止になり、組合員

ＬＩＮＥスタンプ第二弾

ロナ禍で役に立ったものや生活様式の紹介等、自由

また昨年は「婚活パーティー in 兵電工」を開催。

同士の交流もままならない現状で、リモートで何か
組合員同士の交流の場が作れないかと考えて企画し
ました。
仕事の現場でのアイデアや、おもしろ動画、
「私の
自慢」やおすすめのお店やスポットの紹介、またコ
な発想のオリジナル動画や画像を募集し Web で公
開。投票アプリ等使用しての投票数や「いいね」獲
得数により順位を決定するというコンテストです。
みんなが笑顔になって、組合の仲間の繋がりを感
じられるものとなることを期待して進めております。
兵電工将来構想策定委員会はこれからも新しい時

当日は独身の男女各 30 名が参加、12 カップルが誕

代の組合の姿を見据えて、新しい事業を積極的に展

生しました。

開していきます！

婚活パーティーin兵電工

会議の様子
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●ニ ュ ー リ ー ダ ー

ニューリーダー紹介
奈良県電気工事工業組合
青 年 部 会 副 会 長

株式会社 和田エンジニアリング
代 表 取 締 役 社 長

弊社は、1999年３月に株式会社和田エンジ
ニアリングとして発足しました。主な事業とし
ては国、奈良県及び市町村の公共工事、民間工
事（高圧受電設備・動力設備・防災設備・光ファ
イバー等情報通信設備・国道に係る道路照明灯
の維持修繕）を行っています。
「進化」を社是に、
「自他尊重」を社訓に、常
に社会環境の変化に気を配り、今の実力に慢心
する事なく、その都度最良の判断と行動ができ
る会社、皆様のお役に立てる会社でありたいと
願っています。

会社概要
社

名

修志

●ニューリーダーの思い

●会社概要

会

和田

株式会社和田エンジニアリング

設 立 年 月

平成11年３月

会社所在地

奈良県橿原市飯高町215-1

主な事業内容

電気設備工事

代

表

者

代表取締役社長

資

本

金

3,000万円

社

員

数

20名

通信設備工事
和田

修志

バブル経済崩壊後に会社を設立してからの20年間
においても、100年に一度の不況と言われるリーマン
ショック、東日本大震災など様々な危機的状況に見舞
われましたが、私たちの人生において経験したことの
ない、全世界を同時に巻き込んだ先行きの見えない不
安な瞬間が今現在であると思います。緊急事態宣言が
解除され日常を取り戻しつつあるとはいえ、第２波、
第３波が迫り来る事を想定しながらの社会となるに違
いありません。
また、新型コロナウィルスと共存し「新しい生活様
式」を実践していかなければなりません。まずは会合
や行事等で全参加者のあらゆる健康上の懸念を考慮す
ることを、慣習より優先し柔軟に考えたいと思います。
電気工事業界の主たる事業に加えて「疾病と予防と治
療」は今後の主な活動分野の一つであることを念頭に
おき活動します。
そして万全の感染対策を行い、このような状況だか
らこそ、許される範囲での青年部活動を大切にしてい
きたいと思います。

プロフィール
① 年齢

４６歳

② 星座

みずがめ座

③ 血液型

ＡＢ型

④ 住所
⑤ 家族構成
⑥ 趣味
⑦ 家族へ一言
⑧ 座右の銘

（または好きな言葉）

事業本部
本 社（和田エンジニアリング）
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奈良県橿原市
妻 長女 長男 次女
（フレンチブルドッグ）
ゴルフ、旅行
いつもありがとう
鶏口となるも牛後となるなかれ

ひろば●

「男

料

理」

滋賀県電気工事工業組合青年部会

昨年は、新型コロナウィルスの感染拡大が、世界

東岸

潤一郎

やはり、料理しているときは楽しんでいましたが、

中に広がり、世界経済に大きな影響を与えています。

この作業を毎日するとなると、やはり大変だという

国内でも各地でクラスターが発生し、感染者数が増

ことを身に染みて感じ、家族にたいして感謝の気持

加、現在も第二波、第三波とウィルスの脅威が続い

ちを改めて感じることができました。普段、いつも

ています。

誰かに支えられているということを忘れないようこ

今では、経済への影響を軽減させるため、感染防
止対策を十分に実施したうえで、経済を動かしてい
る雰囲気ではありますが、昨年のゴールデンウィー
ク付近では、ウィルスの情報も少なく、世界中で自
粛ムードが広がっていました。
私もゴールデンウィーク中は、政府からの自粛要
請もありましたので、外出もほとんどせず、家族以
外誰とも接触せず、これといって趣味も特にないの
で、時間を持て余していました。
そこで、食べることが唯一の楽しみとなり、普段は
全くしない、料理をするようになっていました。い
ざ、するとなると普段、家では出てこないような料
理をしたくなり、ローストビーフ、チキンのトマト
煮など作ってみました。

―9―

れからも、仕事を頑張っていきたいと思う自粛生活
でした。

各工組の取り組み紹介

●お知らせ

各工組の取り組み紹介
大阪府電気工事工業組合の取り組み

各工組の取り組み紹介

１．定期講習の開催（２２回／Ｒ２） 認定講習開催（９回／Ｒ２）
２．第一種電気工事士試験対策講習
３．第二種電気工事士免状発行集中受付
４．電気保安に関する講習（接地・絶縁探査等）
５．計測器校正試験（支部校正試験者育成）
６．東大阪調査センター開設準備（人材募集と事務所準備）
７．池田調査センター立入検査事前チェック

京都府電気工事工業組合の取り組み
京都工組では、京都府から受託した電気工事士免状交付
業務を実施して１年が経過し、引き続き業務品質の維持、
向上を図り的確に業務を遂行すべく取り組んでいます。
また、一般用電気工作物の調査業務では、調査品質アッ
プを図るとともに収支改善に取り組んでいます。さらに、
電気工事士の人材確保のため、職業訓練法人ケーイーシー
京都電気技術専門学院の運営強化を図っています。

兵庫県電気工事工業組合の取り組み
昨年度は組合員と従業員の皆さんの技術向上を目指して、
各種講習会を企画・開催。10月には「設備設計コンクール」
を開催しました。
本年度の「女性部会」を立ち上げに向けて、オンラインで
の座談会を開催するなど準備を進めています。
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お知らせ●
奈良県電気工事工業組合の取り組み
奈良工組では、コロナウイルス感染予防対策をしっかり実施しな
がら、一般用電気工作物調査業務においては、業務品質の維持・
向上を図るとともに収支改善に取り組んでいます。また、電気工
事士免状交付業務、組合員増強促進と情報化や全日電工連の認定
損害保険制度の促進にも力を注いでいます。

滋賀県電気工事工業組合の取り組み
滋賀県工組では、
・関西電力送配電㈱さまより受託しました「高圧引込開閉器操
作事業」につきましては、昨年10月23日よりスタートし、
11月より本格稼働しています。当操作には、32社60名がエ
ントリーしています。なにしろ初めての業務ですので戸惑い
もありますが、現場・事務所一体となってしっかり取り組ん
でいます。
・今 年11月に第34回電気工事業全国大会「関西・滋賀びわ湖
大会」が予定されています。コロナウイルス感染の中どのよ
うになるか分かりませんが、粛々と準備を進めています。

和歌山県電気工事工業組合の取り組み
コロナ禍のもと、例年の行事もままならない中ですが、コロ
ナに感染しないよう防止対策をしっかり実施し事業運営に取り
組んでいます。
只今、全日電工連

認定福利厚生制度の更新時期であり、組

合員さんの来所や電話にてお話する機会が多々あります。
保険更新の説明だけでなく世間話も交え、束の間の時間でも
ほっこりとした気持ちになって頂けるよう心掛けております。

お手製のコロナ感染対策パーテーション
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和歌山県電気工事工業組合事務局の皆さん

保険更新には、
多くの組合員さんが来組されます
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「編集後記」
機関紙「でんせつ」につきましては、今回の初春号発刊にて200号
を迎えることができました。
昭和48年第１号が発刊されて48年間長きにわたり継続できました
のも「でんせつ」を楽しみにしていただいている読者の皆様やお忙しい
中、寄稿していただいています、各電気工事工業組合皆様のおかげと大
変感謝しています。今後も250号、300号と継続できますように編集
委員一同頑張ってまいりますので、今後ともよろしくお願い致します。

機関紙「でんせつ」編集委員会
委員長

井上

宜清

でんせつ編集委員会

委員長
井上
委 員（大 阪）小森
委 員（京 都）森川
発行日／２０２１年１月
第２００号
委 員（兵 庫）坂元
発 行／ 関 西 電 気 工 事 工 業 会（２府４県）
委 員（奈 良）枡田
大阪市北区本庄東２丁目３番38号
TEL 06（6371）5534･FAX 06（6371）2338 委 員（滋 賀）藤本
発行人／橋詰 源治
事務局 藤澤 幸夫 委 員（和歌山）吉川
発行部数 7,000部
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