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神戸ポートタワー
1963年に開業した神戸ポートタワー。
世界初の「パイプ構造」による美しい「つづ
み型」のデザインで、全高108ｍの塔頂部周囲
に「PORT OF KOBE」のネオンサインを配し、
昼夜ともに港町神戸のランドマークとして親し
まれてきました。
築50年を超えて老朽化は避けられず、現在の
耐震基準を満たしていないため、本年９月26日
をもって営業を休止し、リニューアル工事に入
りました。新しい神戸ポートタワーは開業60年
となる令和５年に完成予定です。
リニューアル後は屋上の外に出て、潮風を感
じながら神戸港が一望できる展望施設が造ら
れ、また低層階にも屋外テラスを設けるなど、
安全でありながら、神戸らしいおしゃれなポー
トタワーに生まれ変わるでしょう。

令和３年秋号
（季刊発行）通巻203号
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不景気に強い経営
不況を忌まわしいものと受け止めるのではなく、
不況こそ改善・発展のチャンスと次の世代にも伝え
ていきたいと思っております。
大阪府電気工事工業組合
副理事長

髙

津

昇

ふと何気なく目の前にある冊子を見た時に、パナ
ソニック株式会社の創業者

松下幸之助氏の「一日

11月11日に開催されます「第34回電気工事業全国
大会」におきましても、開催地滋賀県の担当者様も
大変な時期ではありますが、関西ブロック連合会の
皆様のご協力のもと無事に開催されますことを願っ
ております。

一話」で不景気に強い経営と記した文が目に入りま

まだまだ新型コロナウイルス感染症の脅威が身近

した。自分自身の会社経営の中でずっと心の中に大

に迫っている現実の中、組合員の皆様、ご家族の皆

切に思ってきた言葉でした。

様のご健康と益々のご繁栄を心よりお祈り申し上げ

先代社長（実父）ですが、昭和９年創業という歴
史の中で技術者から経営に携わり、私がもの心つい
たころは完全な経営者であり器の大きさ、人望の厚
さは今も周りから耳に入るくらいの敏腕社長でした
が、不渡りや経理の放漫財政を見ながら、人任せで
はいけないと反面教師として今の私の経営方針とし
て現在に至ります。しかしながら、今あるのはわが
父ありきでございます。
若年の私は、売上を求めて営業に走りすぎて会社
の器以上の仕事を受注し結果社員に大変迷惑をか
け、売上は上がったにもかかわらず利益が出ずこの
やり方では安定した会社にはほど遠くなると深く反
省し、現在は身の丈にあった業務をしっかりと行う
ということを常に心掛けるように取り組んでおりま
す。
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ます。

●電気使用安全月間

令和３年度

電 気 使 用 安 全 月 間

おおさか

大阪府電気工事工業組合

感電死傷事故発生の最も多い８月を「電気使用安
全月間」とし、電気使用の安全に関する知識と理解
を深め電気事故の防止のために電気安全普及啓発活
動を実施しています。

関西電力送配電㈱ 大阪支社大阪北電力本部をか
わきりに、経産省中部近畿産業保安監督部近畿支部、
（一財）関西電気保安協会、関西電力送配電㈱ 配電
部、関西電力送配電㈱大阪支社大阪南電力本部を順

大電工本部では、14 支部長全員で巡回をおこな

次訪問いたしました。

うところ、「緊急事態宣言」発令もあり、新型コロ

生活に欠かすことのできない「電気」、その取り

ナウイルス感染拡大防止の観点から橋詰理事長、高

扱いを誤ると重大な事故につながります。高温多湿

橋副理事長、奥野副理事長、中井副理事長と職員２

のため感電や電気事故など発生しやすい期間中は、

名の合計６名で８月２日安全運動キャラバン隊とし

特に組合員皆様も安全確保と同時に、関係者への

て揃いのたすき姿で関係各所へ趣旨説明の趣意書を

ＰＲ活動を行い、電気安全使用の啓発活動にご協力

お届けし活動のご説明を致しました。

をお願い致します。

本部キャラバン参加者

（一財）関西電気保安協会：山地理事長

関西電力送配電㈱ 大阪支社大阪北電力本部：玉田本部長

関西電力送配電㈱ 配電部：伊藤部長

経済産業省中部近畿産業保安監督部 近畿支部：橘支部長

合同庁舎前にて

関西電力送配電㈱ 大阪支社 大阪南電力本部
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電気使用安全月間●

きょうと

京都府電気工事工業組合

今年も恒例の「電気使用安全月間活動」が８月の

活動への理解及び次年度活動への協力をお願いしま

１カ月間、全国で展開されました。昨年に引き続き

した。各訪問先で意見交換を行い、電気保安の確保

新型コロナウイルス感染症防止を最優先とし、従来

の必要性を確認するとともに、安全月間活動の継続

行っていました「高齢者宅配線診断事業」は中止と

についても感謝の言葉をいただきました。

し「無料相談所」の開設を主な事業として実施いた

【訪問先】
７月 20 日（火）

しました。
なお、この電気使用安全月間に先駆け、７月 20

・京都市消防局

日（火）及び 30 日（金）に本部三役が京都市消防局、

７月 30 日（金）

関西電力送配電㈱京都支社電力本部・京都配電営業

・関西電力送配電㈱

京都支社電力本部

所、京都府庁を訪問しました。コロナ禍の中、昨年

・関西電力送配電㈱

京都支社電力本部京都配電

は訪問を中止しましたが、今年は三役のみの訪問と
し、植田理事長から安全月間の趣意書を手渡すとと

予防部市民安全課

営業所
・京都府危機管理部

消防保安課

もに、これまでの安全月間活動の経過報告、今年度

京都市消防局
関西電力送配電㈱ 京都支社電力本部

関西電力送配電㈱ 京都配電営業所

京都府危機管理部
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消防保安課

●電気使用安全月間

ひょうご

兵庫県電気工事工業組合

当組合においても８月１日から 31 日まで「全国

気相談コーナー」等の活動を中止にしたりと、思い

電気使用安全月間」の活動を兵庫県内各支部、各地

通りの活動は行えませんでしたが、公共施設等の電

域で実施しました。

気設備の無料診断や、公園などの街路灯の点検清掃
等の奉仕活動など、できる範囲での活動に多くの組

組合本部では７月 30 日金曜日、向山理事長、堀

合員・従業員が参加・協力しました。

口副理事長、團野副理事長、小野事務局長が、関西
電力送配電㈱兵庫支社神戸電力本部、神戸市消防局、

コロナ禍で例年とは異なった形での活動となりま

神戸市経済観光局、ＮＨＫ神戸放送局、兵庫県企画

したが、組合員一丸となって汗を流しての地域貢献

県民部災害対策局を訪問して、運動の趣旨説明と協

活動が、一般需要家の電気使用の安全意識の高揚に

力支援を依頼しました。

繋がることを願います。

各支部の活動については、今年も新型コロナウイ
ルス感染症の影響で通年参加している祭りやイベン
トが中止になったり、感染予防の観点から「無料電

関西電力送配電㈱兵庫支社 神戸電力本部長訪問

兵庫県企画県民部災害対策局訪問

播州支部 書写山圓教寺 設備点検

西播支部 街路灯点検

―4―

電気使用安全月間●

な

ら

奈良県電気工事工業組合

今年も役員・支部長様はじめ組合員様のご協力の

また、各支部ではコロナ禍で地域の電気設備の点

もと、コロナウイルス感染症対策を行い、福本理事

検・清掃等の奉仕活動が中止の支部もありましたが、

長、山口副理事長・枡田副理事長・松岡事務局長の

例年どおり行われた支部の皆様には暑い中誠にあり

４名で２班に分かれて延べ４日間、奈良県庁、各市

がとうございました。

町村役所・役場を訪問、各支部の理事・支部長と合
流し、電気使用安全啓発活動を行いました。

奈良市役所では、仲川市長が来庁の市民に安全啓
発チラシや粗品を組合員さんと一緒に配布してくだ
さいました。

奈良県危機管理課訪問
福本理事長から危機管理監 杉中氏に趣意書を手渡し

市民にチラシを手渡す仲川市長 (中央)
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●電気使用安全月間

し

が

滋賀県電気工事工業組合

本年度も恒例の「電気使用安全月間」が８月１日

バン隊のみなさんが熱中症にならないようにとささ

より全国一斉にスタートしました。滋賀県電気工事

やかですがサポートをいたしました。また、支部に

工業組合でも実施要領に基づき、各支部単位でキャ

より異なりはするものの、「電気何でも相談所の一

ラバン隊活動を実施致しました。昨年度は新型コロ

時設置」や「高齢者宅への訪問説明」、「公衆トイレ

ナウイルス感染拡大防止のためキャラバン隊活動を

の電気設備などの点検」等、市民の皆様に対するき

実施できない支部も多かったのですが、今年度は感

め細かい活動も全県において繰り広げられました。

染防止対策をしっかり行い、キャラバン隊活動を実

年々、暑さが厳しく感じられ、今年は湿度も大変

施できた支部が多かったです。
今年のキャラバン隊も、例年通り各々の支部で関

高く過ごしにくい日々が続いております。いざとい
う時のためにも、これらの安全月間の活動によって、

西電力送配電㈱様、
（一財）関西電気保安協会様、
（一

県民、市民の皆様が日常で電気を少しでも安全にお

社）関西電気管理技術者協会滋賀支部様も一緒にご

使いいただけたら活動の意味があると思います。

参加いただいたのに加え、当組合からも滋賀電気安

今年も参加していただいた組合員の皆様、マスコ

全サービス滋賀調査センターの赤谷所長が高島支部

ミ関係の皆様、各関係者の皆様、大変暑い中ご協力

のキャラバン隊に参加し、電気使用安全月間活動を

ありがとうございました。お疲れ様でした。

盛り上げました。事務局では地元湖南支部のキャラ

湖南支部

高島支部

東近江支部

八幡支部
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電気使用安全月間●

わかやま

和歌山県電気工事工業組合

今年も、コロナ禍のもと、安全月間活動の一環と

◦紀美野町農村総合センター・大野中北部集会場・

して行われていた活動を開催しない支部や、活動の

大崎公民館・亀川公民館の無料訪問電気設備点検
（海南・海草支部）

縮小、活動の変更を余儀なくされる支部が多く見受

◦支部前にて啓発活動（有田支部）

けられる年となりました。

◦市役所への表敬訪問（新宮支部）

去年同様、ふるさと祭りの中止のため、電気無料
相談コーナーの中止、毎年好評のＬＥＤランプ親子

◦市役所への表敬訪問・牛馬童子公衆トイレ・請川

教室の中止、駅前でのリーフレット・ノベルティ配

公衆トイレ・川湯駐車場公衆トイレ・音無川公衆

布の中止、高齢者宅への訪問・電気無料安全点検が

トイレ・奥熊野古道ほんぐう公衆トイレ・護摩壇

中止となりました。

山公衆トイレの電気設備清掃（田辺支部）
◦市役所・町役場・消防署への表敬訪問（橋本・伊

コロナの為中止となった活動が多かった中、和歌

都支部）

山支部による、新たな取り組みとして、安全衛生教

◦市役所・支所・消防署への表敬訪問（那賀支部）

育講習会を開催しました。

今年もご協力いただいた皆様ありがとうございました。

また、感染予防に細心の注意をしながら、下記の

また、一日でもはやく、コロナの終息する日がき

行事も開催致しました。

ますように。

◦キャラバン隊・安全衛生教育講習会（和歌山支部）

安全衛生教育講習会（和歌山支部)

集合写真(和歌山支部)

集合写真(有田支部 )

集合写真(田辺支部)

公衆トイレ電気無料安全点検(田辺支部)

集合写真(橋本・伊都支部)

集合写真(那賀支部）

電気設備無料点検(海南・海草支部）
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●青年部
–

関西電気工事工業会青年部連合会

第11 回通常総会

関西電気工事工業会 青年部連合会

幹事長

辻野 正喜

令和３年６月26日（土）大阪府電気工事技術会館６階にて関西電気工事工業会青年部連合会の
第11回通常総会を開催いたしました。
今年も新型コロナウイルス感染防止の為、懇親会は中止とし、広い会場での開催、マスクの着
用、アルコール消毒を徹底し、役員そして議決権を持つ代議員様に現地参加していただき、その
他会員様にはＺＯＯＭ配信という形での開催となりました。
山添会長の挨拶があり、１号議案から４号議案の議事を賛成多数で可決されました。
今年は、役員改選の年でもあり、笹野新会長以下新しい役員が誕生しました。
この新型コロナウイルス問題がいつまで続くか、まだまだ先が見えない中ではありますが、新
役員の皆様と協力し、協議し合い、様々な対策を取りながら、今のこの状況下でも、会員様の為
になる事業をできる限り進めてまいりますので、皆様にはご指導、ご協力のほどどうぞよろしく
お願い致します。

青年部連合会

笹野 泰浩
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新会長

ニューリーダー●

ニューリーダー紹介
大阪府電気工事工業組合
青 年 部 部 長

棚橋電機株式会社
経営管理室 室長

昭和32年に棚橋電気商会として創業し、昭和
45年に棚橋電機株式会社を設立いたしました。
「でんきのことなら棚橋電機にお任せ！」を
モットーに、高圧からエレクトロニクス・人工
衛星「まいど一号」まで幅広い分野の製品及び
サービスを提供させていただいております。
主な事業としましては、電気工事・制御盤の
設計・製作、通信関連、消防・空調設備工事を行っ
ております。

会社概要
社

名

雅紀

●ニューリーダーの思い

●会社概要

会

棚橋

昭和45年12月

会社所在地

大阪市城東区蒲生1丁目4番13号

主な事業概要

電気工事（設計・施工）
制御盤（設計・製作）

代

表

者

代表取締役

資

本

金

1,500万円

社

員

数

25名

棚橋

そして創立60周年を迎えるにあたり、新しいスロー
ガン「温故創新」を掲げさせて頂きました。
この言葉が持つ、古きを訪ねて新しきを創るという
意の通り、新しい事業へのチャレンジを積極的に行っ
ております。
具体的な事業としましては、IoT・ロボット開発
や 通 信 関 連、 防 災・ 環 境 に 関 わ る 事 業、 人 工 衛 星
SOHLA-1（まいど一号）で培った宇宙事業も継続し
ながら、日本・世界・宇宙をフィールドに挑戦してま
いります。

棚橋電機株式会社

設 立 年 月

棚橋電機株式会社は2017年をもちまして創立60周年
を迎えることができました。
60年という節目の年を迎えることができましたの
は、これまでさまざまな形で棚橋電機を支えてくだ
さった皆様のおかげであると厚く御礼申し上げます。

これからの電気工事業界は若手や女性も活躍できる
よう、スマート化を推進していかなくてはならないと
考えています。

秀行

これまで培ってきた知識や技術・経験に加え、新し
い考え方や手法を取り入れながら、業界・組合の発展
にも貢献できるよう精進してまいりますので、今後と
もご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

プロフィール

本部ビル

名張支店
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① 年齢

36歳

② 星座

みずがめ座

③ 血液型

B型

④ 住所

大阪府大阪市

⑤ 家族構成

妻・子2人

⑥ 趣味

スノーボード

⑦ 家族へ一言
⑧ 座右の銘

いつもありがとう

（または好きな言葉）

上善如水

●おしらせ

令和３年度 電 気 保 安 功 労 者 表 彰
令和３年８月３日（火）13時30分より東京都千代

経済産業大臣表彰
氏

田区のＫＫＲホテル東京10階「瑞宝の間」において
電気保安功労者経済産業大臣表彰式が行われ、大阪
府電工組

西村滋二氏

京都府工組

鎌谷裕介氏が

また、令和３年８月６日（金）10時30分より大阪
市北区の帝国ホテル大阪「八重の間」において電気

名

府

れ、以下の皆様が受賞されました。
受賞されました皆様の今後のご活躍を祈念申し上

西村

滋二

株式会社トキワ電機設備

大阪府

裕介

株式会社鎌電

京都府

氏

名

杉浦

秀二

大阪電気機工株式会社

大阪府

植田

隆夫

株式会社植田電機

京都府

宮原

克尚

宮原電気株式会社

奈良県

社

名

西村氏

府

県

氏

名

社

隆行

株式会社セイコー

大阪府

齋藤

忠樹

株式会社シンセイ

大阪府

平尾

憲正

株式会社平尾電機工業所

京都府

株式会社モリタ電化

京都府

大臣表彰

名

府

渡邊

森田公一郎

げます。

県

鎌谷

関西電気安全委員会委員長表彰

彰ならびに関西電気安全委員会委員長表彰が行わ

大臣表彰

社

中部近畿産業保安監督部近畿支部長表彰

受賞されました。

保安功労者の中部近畿産業保安監督部近畿支部長表

名

県

鎌谷氏

受賞おめでとう
ございます
支部長表彰 杉浦氏

支部長表彰 植田氏

支部長表彰 宮原氏

委員長表彰 渡邊氏

委員長表彰 齋藤氏

委員長表彰 平尾氏
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委員長表彰 森田氏

お し ら せ●

関西電力との電気需給契約締結のお申込みをされる電気工事会社さま向け

「年内送電および系統連系にかかる工事」に関するお知らせ
平素は、弊社事業に対し格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
関西電力送配電株式会社から年「年内送電および系統連系にかかる工事」のお申
込み期日が公表されたことを受け、関西電力との電気需給契約締結を希望される場合の
お申込み期日について、下表のとおりお知らせいたします。年内の工事を希望される場合は、
下表の期日までにお申込みいただきますようお願いいたします。
種別

申込期日

系統連系申込※1

外線工事要
建柱不要

外線工事不要

１月１日
（月）

１２月１日
（水）

ＦＩＴ電源※2

１月１日
（月）

ｴｺｳｨﾙ・ｴﾈﾌｧｰﾑ
・蓄電池等※3

１１月１日
（水）

竣工届

１２月１日
（水）

※1 N:未満の発電設備で、JET(財団法人電気安全環境研究所)等の第三者機関の認証を受けているパワーコンディショナ(PCS)を
介して連系する場合の期日です。認証を受けていないPCSや10kW以上の発電設備のお申込み期日につきましては、大阪契約管理
センターへお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※2 小売買取分の増減設等のお申込み期日となります。送配電買取のお申込み期日につきましては、「たくそう君」電気工事関連の
お知らせをご確認ください。
※3 単独設置・連系される場合の期日です。FIT電源を併用される場合等、別途検討に日数を要する場合がございます。
ご要望に沿えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
（注）FIT電源の2021年度調達単価適用にかかる電気需給契約のお申込み期日については、以下URLのとおり公表しておりますので
ご確認ください。
https://kepco.jp/biz/construction/jigyousya/

＜ご留意いただきたい点＞
・敷地上空占用許可、道路使用許可が必要な工事や幹線道路沿いの工事等は、上記期日より更に日数を要する場合がございます
ので、早めにお申込みいただきますようお願いいたします。
・一括で多数の公衆街路灯のお申込み、大規模な集合住宅の竣工等においては、お客さまの送電希望日のご要望に添えないことも
ございますので、早めにお申込みいただきますようお願いいたします。
・外線工事が必要な臨時電灯・電力の臨時工事費のご入金期日につきましては、関西電力送配電の各請求箇所（電気工事受付
センター・ネットワークサービスセンター等）にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
・臨時工事費、引込線等の諸工料・受託工事費または工事費負担金が発生する場合、入金後に工事を着手されるため、請求後、
お早めのお支払いをしていただく必要があります。
・配電設備の工事が必要な場合、資材調達の状況や工事内容 長期間要する工事 等により送電日および連系日がお客さまの
ご要望に沿えないこともございます。

関西電力の受付箇所にてご契約メニュー等の決定を行ったうえで、関西電力送配電への託送申込を行い
ます。年内送電のお申込みにつきましては混雑が予想されることから、関西電力送配電から公表されたお申
込み期日を繰り上げた日程を設定しております。上記期日を超えてお申込みいただいた場合、年内送電のご
要望に沿えない場合がございます。予めご容赦のほど、お願いいたします。
その他、詳細につきましては、各受付箇所（契約管理センター）へお問い合わせいただくようお願いいたします。
＜参考：関西電力送配電から公表されたお申込み期日＞
系統連系申込

種別

外線工事要
建柱不要

外線工事不要

申込期日

１１月２日
（火）

１２月２日
（木）

※詳細は、「たくそう君」電気工事関連のお知らせをご確認ください。
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ＦＩＴ電源

ｴｺｳｨﾙ・ｴﾈﾌｧｰﾑ
・蓄電池等

竣工届

１１月２日
（火）

１１月１８日
（木）

１２月２日
（木）

●おしらせ

２０２１年９月
関西電力株式会社

ＦＡＸ申込のお取扱い終了および
シンセツくんご利用のお願いについて
平素は弊社事業に対し格別のご高配を賜り、厚く御礼を申しあげます。
さて、以前にもご案内しております通り、弊社は本年12月27日をもって、ＦＡＸ
による低圧工事申込のお取扱いを終了いたします。
つきましては、インターネット低圧工事申込システム「シンセツくん」によるお申込み
へ切り替えいただきますよう宜しくお願い申し上げます。

１．ＦＡＸによる低圧工事申込のお取扱い終了時期
２０２１年１２月２７日（月）１７時をもって
終了いたします。
２．シンセツくんのご利用方法

シンセツくんの利用登録がお済みでない（ＩＤをお持ちでない）場合は、
インターネットで『シンセツくん』を検索のうえ関西電力のホームページにアクセス
いただき、利用登録（ＩＤの取得）をお願いいたします。
ＩＤの取得方法やシンセツくんのご利用方法の詳細は、同封のマニュアル
をご確認ください。

３．FAX申込終了に関するご連絡先
関西電力株式会社

大阪契約管理センター ０６－７５０６－９７５１
神戸契約管理センター ０７８－２２４－５３８０
＜受付時間＞ 平日 ９:００～１７:００（12/29～1/3を除く）

４．シンセツくんのご利用方法に関する問い合わせ先

シンセツくんサポートダイヤル ０１２０－１２３－００９

＜受付時間＞ 平日 ９:００～２０:００
土日・祝日 ９:００～１７:００
（12/29～1/3を除く）

シンセツくんは、2021年7月4日に全面リニューアルを行いました。
操作に慣れていただくためにも、早めの切り替えをお願いいたします。
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ひろば

横乗りお好きですか？
京都府電気工事工業組合

副理事長

東京2020オリンピックで新競技に選ばれたサー

森

川

賢

悟

のままにサーフィンをしています。

フィン、スケートボードですが、私たちは横乗りと

スケートボードも昨年買って挑戦しましたが、こ

呼んでいます。私たちとは横乗りしている人たちの

れはかなりきつい（笑）今は孫がスケートボードで

ことです。スノーボードやウェイクボードも同じで

遊んでいます。

す。私も18歳から24歳までサーフィンとスケート

オリンピックの影響でサーフィンやスケートボー

ボードをやっていましたが、結婚し子供が誕生して

ドの人口が増えていて、先日も伊勢に行ったのです

からは仕事と子育てで中断していましたが娘が二十

が、すごい人でした。皆さんマナーを守って楽しみ

歳を迎えた年に20年ぶりにサーフィンがしたい思い

ましょう。

になり若い頃一緒にサーフィンやスケートボードし

これから横乗りを始めようと考えている人は、ま

ていた親友と海に行きました（笑）久しぶりの波乗

ず自分のスタンスはどっちでしょうか？左足が前の

り、太平洋の伊勢、天気は快晴、風はオフショア、

レギュラースタンス、右足が前のグーフィースタン

サイズはコシ程度。ちなみにサーフィンでは波の高

スかわからない人は、立った状態で後ろから誰かに

さは体で表現します。すねひざ、ひざもも、ももこ

押してもらってください。左足が出たらレギュラー、

し、こしはら、はらむね、むねかた、あたま、あた

右足が出たらグーフィーです多分（笑）
さあ皆さん、新型コロナウイルスが猛威をふるっ

ま半のように言います。
親友と二人波に乗れました。感動して興奮気味
（笑）もうそこからは二人は子供になり、今も少年

ている中ですが前向きに楽しみましょう。横乗りは
お好きですか？
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