DENSETSU
坊ケ峯展望台からの甲府盆地の夜景

ライフラインを担い良質な電気工事を提供

（一社）山梨県電設協会

会

長

遠藤

孝

一般社団法人山梨県電設協会は、昭和47年に社団法
人山梨県電気安全協会として発足し、会の拡充・活動の充

協力協定書」を締結し、災害等の発生時に安定的な資材

実を図りながら、業界の主体性の確立と社会的地位の向

の確保が出来ることとなりました。

上に努めて参りました。
日頃から当協会の事業推進に格別のご理解とご協力を
賜り心から厚く御礼申し上げます。

２０１７年の主な活動・事業内容としましては、社会奉仕
活動として９月６日山梨県福祉保健部のご指導のもと、第
47回『福祉施設の電気安全奉仕点検』
ボランティアを実

電気設備業界は、電気設備の建設とその保守管理を通

施致しました。
また安全事業として１１月１０日『第１回安

じて、県民生活や経済活動に直結するライフラインを担

全大会』を実施。同時に山梨県労働局様と関東電気保安

い、お客様に対して良質な設備を提供するという重大な使

協会様の安全のCPD講習も受講しました。
１１月２６日に

命・責務が与えられています。

は災害等緊急対策事業として、笛吹市で行われた
『山梨県

その使命を果たしていくうえで最大の課題は、生産年齢

地震防災訓練』
に参加しました。

人口の減少が進む中での「担い手の確保」であります。当

そのほか、独居老人世帯の電気設備点検、年末年始の

協会も昨年３月に策定された政府の「働き方改革実行計

山梨県公共施設の電気緊急対応等、電気安全、品質の向

画」を受け、行動する電設協会として夢と生きがいのある

上に関する事業に取り組んでおります。

業界を目指します。
当協会は、山梨県との「災害時における県有建築物の応
急対策業務に関する協定」
に基づいて、昨年は山梨県電設

２０１８年も豊かで住みよい安全安心な地域社会に貢
献するものとして、各種事業に取り組んで参りますので関
係各位のご支援ご協力を宜しくお願い申しあげます。

資材卸業協同組合と「災害復旧資材の緊急調達に関する
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山梨県電設協会

社会奉仕・電気安全活動事業
福祉施設点検
開催日時：平成29年９月6日(水) 午前９時
開催場所：各福祉施設
出 席 者：県福祉保健部福祉保健総務課様
県土整備部営繕課様

社会奉仕

今年度47回目となる福祉施設の電気設備点検
は、当協会の中でも長い歴史を持つ事業の一つであ
り、協会員皆様方のご協力で成り立っております。
例年８月に実施していた本事業ですが、２年前よ
り９月開催とさせて頂いております。これは昨今の
猛暑による「熱中症」対策の為であります。
９月とは言え残暑の残るなか、今年度も県福祉保健
部福祉保健総務課様、県土整備部営繕課様のご臨席
を頂き、激励の言葉を頂戴して出発式を開催いたし
ました。
本年度は福祉施設・保育所等の各施設を協会員
52社で26施設を分担して保守点検を行いました。
ランプの取替、盤の漏電確認、スイッチ・コンセント
の修繕等々、協会員も大変誇らしい事業として、安
全で信頼のおける作業を行なったと思います。
今後も私達は、県・市町村をはじめ地域の皆様に
密着した、電気の安心と安全を提供し続けていきた
いと思います。
協会員の皆様には毎年お忙しい中、また暑いなか
でのご協力、本当にありがとうございます。

社会奉仕・安全事業部会
担当理事：饗場紀仁
安全大会
開催日時：平成29年11月10日(金) 午後１時15分〜
開催場所：甲斐市敷島総合文化会館 大ホール
出 席 者：県土整備部営繕課様
今回当協会として初めてとなる安全大会を開催いたしま
した。当日はＣＰＤ講習との共同開催でしたが、事業主、従業
員併せて約100名の参加を頂き、山梨県労働局労働基準部健
康安全課課長補佐 井原誠様による安全講話を聞き、安全作業
に対する意識向上を図りました。また大会終盤には、社会奉
仕・安全事業部会の甲斐電気 田中会員による安全宣言を行
い、ゼロ災害を誓いました。
引き続き行われたＣＰＤ講習では、一般財団法人関東電気
保安協会山梨事業本部電気保安部長 穂坂強様を講師に迎え、
安全作業に関する講習を実施致しました。
参加されました皆様、長時間にわたりお疲れ様でした。
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平成29年度山梨県地震防災訓練
開催日時：平成29年11月26日（日）
開催場所：石和中学校グラウンド
今年度は石和中学校グラウンドにおいて５４機関の参加の下、熊本地震の教訓を踏まえた実動訓練、観光地
での実災害に即した訓練、及び展示・啓発・体験による災害知識の向上・防災意識の高揚を目的とした山梨県と
の地震防災訓練に、電設協会災害等緊急対策事業部会の活動として参加しました。
当協会ではライフラインの緊急送電訓練を実施しました。
東京電力の作業車の発電機から受電し、分電盤を通じ、蛍光灯、パトライ
ト、ラジオ等の電気製品に通電させてライフライン応急復旧の完成です。
３回にわたって部会を開催し、作業内容の確認、作業時間、担当作業等々
を協議、練習し本番で５団体と共に山梨県知事や他団体、一般見物人の前で
訓練を披露することが出来ました。
最後に訓練を通じ、現実に起こった時には少しでも協力が出来るように
訓練の為の訓練ではなく、本番の為の訓練の気持ちで日々心得ていたいと
思いました。

防災訓練

山梨県電設資材卸業協同組合との災害時における
災害復旧資材の緊急調達に関する協力協定
災害等緊急対策事業部会の事業の一つとして、昨年度は「山梨県との災害時における
県有建築物の応急対策業務に関する協定」を山梨県と結ぶことが出来ましたが、本年度
は平成29年4月28日に山梨県電設資材卸業協同組合と「災害復旧資材の緊急調達に
関する協力協定書」を結ぶことが出来ました。
これにより災害時に山梨県から要請をいただいた場合には、作業員出動や応急対応
の他、資材をスムーズに緊急調達することが出来るようになり、更なる強化が図れるよ
うになりました。

災害等緊急対策事業部会

担当理事：小澤章一
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平成29年度

入札制度・円滑施工確保に関する説明会

経営・研修事業部会

講習内容

平成29年度入札制度・円滑施工確保に関する説
明会を8月9日（水）に関東地方整備局営繕部官庁
施設管理官の三ツ木浩剛様をお招きし、会員35社
39名が参加のもと下記内容について説明会を開
催いたしました。
また、説明会終了後には、協会役員と意見交換会
を実施し現状の課題や今後のあり方について情報
の共有を図りました。

平成28年度入札契約の実施結果について
平成29年度入札契約の実施方針について
営繕工事の円滑な施工確保対策について
営繕工事発注見通しについて

担当理事：堀内慎也

入札説明会＆働き方改革研修会

「 働 き 方 改 革 」研 修 会

講習内容

「働き方改革」
の現状について
建設業に特化した今後の対応について

「働き方改革」研修会を2月28日（水）に塚原社会保険労務士事務所の塚原正明様をお招きし、会
員24社24名が参加のもと下記内容について説明会を開催いたしました。
働き方改革の法案が国会審議中ということもあり、現状では不明確な状況でありましたが、我々
を取り巻く建設業に特化した今後の対応について研修を行いました。
コンプライアンスという観点からみても、会員企業にとって適切に対応していく必要があると
感じました。

経営・研修事業部会
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担当理事：堀内慎也

安全祈願祭
開催日時：平成30年１月11日（木）
第一部：安全祈願祭

開催場所：アピオ甲府

第二部：式典・天野流 和太鼓による公演会

第三部：賀詞交歓会

恒例の「安全祈願祭」が平成30年１月１１日（木曜日）にアピオ甲
府にて三部構成で執り行われました。
第一部安全祈願祭はタワー館13階「神殿」にて、山梨県防災局消
防保安課課長 内藤卓也様、課長補佐 内藤利通様、山梨県県土整備部
営繕課 技術指導監 渡邊努様、課長補佐 星野臣司様、副主幹 岡田正
彦様のご臨席を賜り、望月理事の司会にて、稲積神社宮司様による
ご祈願をはじめ、当協会会長 遠藤孝、防災局消防保安課 課長 内藤
卓也様、県土整備部営繕課技術指導監 渡邊努様による玉串奉納を
行って頂き、ご来賓の皆様方、及び当協会員の安全と繁栄、併せて本会の一層の躍進を図る一年のご祈願を行
いました。
第二部は本館４階「祥華の間」に会場を移し式典を行いました。
りご祝辞を頂きました。
また、新春公演会として、天野流和太鼓 阿羅漢（あらはん）による太鼓ステージが行われ、迫力ある演奏に
圧倒され、心を打たれました。
第三部の賀詞交歓会は４階「吉光の間」にて開催いたしました。
会長の挨拶に続き、ご来賓の方々を代表して一般社団法人 山梨県建設産業団体連合会会長 浅野正一様より
ご祝辞を頂き、東日本建設業保証株式会社 山梨支店長 保坂美知夫様の乾杯の音頭で賀詞交歓会が始まりま
した。和やかな雰囲気の中、各協会員が交流を深めることができました。
会の最後に山梨県電設資材卸業協同組合 理事長 秋山仁博様の音頭による手締めで「平成30年 安全祈願
祭」を無事に終えることができました。
終わりに、企画運営・渉外事業部会では、会員相互の親睦・理解を深めるため交流事業等を開催して参りま
すので、会員皆様のご理解、ご協力をお願い致します。

部会長：横森

忍
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安全祈願祭

初めに当協会遠藤会長による新年の挨拶の後、ご来賓を代表して県土整備部営繕課技術指導監 渡邊努様よ

CPD認定研修
平成
年度

29

第15回

6月3日㈯

第16回

8月25日㈮

省エネルギー・新エネルギー関連の最新動向
換気を取り巻く市場環境・デマンド監視の基礎について

第17回 11月11日㈮

労働災害発生状況と防止対策等について
低圧の電気に関する基礎知識・低圧の活線作業及び活線近接作業

第18回

現場代理人の原価統制で利益確保に繋げる

2月3日㈯

平成29年度も上記のテーマで4回の継続研修
（ＣＰＤ）を開催しました。
毎回60名前後の会員の方々に参加していただき、知識を身につけていただく充実した研修会となって
おります。
第１５回の「省エネルギー新エネルギー関連の最

第15回

省エネルギー・新エネルギー関連の最新動向

新動向」では、日本電設工業協会 派遣講師 杉原裕征
様に最新のエネルギー事情なども含めた講義をして
いただきました。電気設備の省エネには高効率変圧
器の採用などがポイントになるなどの最新動向を教

CPD認定研修

えていただき有意義な講習会となりました。
第１６回の「換気を取り巻く市場環境・デマンド監
視の基礎について」では三菱電機住環境システムズ
様に協力いただき開催しました。実際の商品を例に
しての、より実務的な講習で換気設備、デマンド監視
共に新たな知識を得られた方も多く有意義な講習会
になりました。
安全大会と共同開催となった第１７回の講習会は
山梨労働局様による「労働災害発生状況と防止対策
等について」と関東電気保安協会様による「低圧の電
気に関する基礎知識・低圧の活線作業及び活線近接
作業」の研修を行いました。労働災害の発生状況や電
気関連の事故事例を、映像を交えて事故原因を詳し
く説明していただき安全に対する意識を高める機会
にもなりました。

第16回
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換気を取り巻く市場環境・デマンド監視の基礎について

第17回

労働災害発生状況と防止対策等について

第１８回の「現場代理人の原価統制で利益確保に
繋げる」では、建設経営サービスから派遣講師の小澤
康宏様をお呼びし、企業における現場代理人の位置
づけなど講義していただき、発注者側の様々な要求
への対応、下請け業者との取決め交渉、現場で発生す
る原価を統制し、利益確保に繋げていくという実務
的な講習で、現場での原価管理に役立つ良い講習会
が開催できました。
第18回

現場代理人の原価統制で利益確保に繋げる

以上、平成29年度は新技術や製品の知識など品質管理の向上のほか、安全管理と原価管理においても役立
つ講習会が開催できました。
平成30年度以降も会員の皆様に満足いただける講習会を計画していきたいと思いますので、大勢の方の
参加をよろしくお願いいたします。

継続教育部会

担当理事：桑原大輔

第1回
（19回）

平成30年 6月2日
（土）

第2回
（20回）

平成30年8月24日
（金）

第3回
（21回）

平成30年11月9日
（金）

第4回
（22回）

（土）
平成31年 2月2日
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CPD認定研修

また講習会のテーマなど御提案下さい。

平成29年度
平成 29 年

事業報告

4 月 11
17
28
28
5 月 11
17
19
24
29
31
6月2
2
3
6
7
7
7
19
21
27
7月5
19
8月9
9
25
9月6
6
11
14
25
27

日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日

年間事業報告書

会計監査 理事会
役員県庁訪問（営繕課・防災局）
第７回通常総会（アピオ甲府）及び第１回 理事会開催
山梨県電設資材卸業協同組合との調印式
（一社）日本電設工業協会定時総会／遠藤会長
第２回 理事会開催
山梨県消防設備協会総会（アピオ甲府）／遠藤会長
役員県庁訪問
社会奉仕・安全事業部会開催
継続教育事業部会開催
企画運営・渉外事業部会開催
災害等緊急対策事業部会開催
第１回（１５回）ＣＰＤ認定講習会 ６４名参加
広報事業部会開催
第３回 理事会開催
（一社）山梨県建設産業団体連合会理事会／柏木顧問
山梨県管工事協会総会（談露館）／遠藤会長
山梨ゆとりある住生活推進協議会 総会
（一社）山梨県建設産業団体連合会総会／遠藤会長
（一社）日本電設工業協会 関東地区協議会
第４回 理事会開催
H29年度山梨県地震防災訓練第一回関係者全体会議／小澤理事・田中部会長
第５回 理事会開催
H29年度 「入札制度・円滑施工確保に関する説明会」
第２回（１６回）ＣＰＤ認定講習会 ５７名参加
第６回 理事会開催
第４７回 社会奉仕電気設備点検奉仕活動
継続教育事業部会（打合せ）
災害等緊急対策事業部会（打合せ）
Ｈ29年度建設業経営者研修会（自治会館）
継続教育および社会奉仕・安全事業 合同部会開催
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日 自民党を支える各種団体代表者会議／中澤専務理事
日 第７回 理事会開催
日 （一社）日本電設工業協会会員大会（〜１３金沢）／遠藤会長・滝田副会長
日 企画運営・渉外事業部会開催
日 H29年度山梨県地震防災訓練第二回関係者全体会議／小澤理事・田中部会長
日 災害等緊急対策事業部会開催
日 第８回 理事会開催
日 総務部会開催（電気会館）
日 第１回安全大会（敷島総合文化会館） １００名参加
日 第３回（１７回）ＣＰＤ認定講習会 ５９名参加
日 災害等緊急対策事業部会開催（防災訓練練習①）
日 災害等緊急対策事業部会開催（防災訓練練習②）
日 H29年度山梨県地震防災訓練 遠藤会長他１２名参加
日 広報事業部会開催
日 第２回 総務委員会開催（電気会館）
日 第９回 理事会開催
日 関東地方整備局営繕部との意見交換会（ラフレ埼玉）／遠藤会長

1月9
10
11
11
12
2月3
7
9
23
28
28
3月2
22
28

日 役員県庁新年挨拶回り
日 （一社）日本電設工業協会 賀詞交換会／遠藤会長・雨宮副会長・中澤専務理事
日 Ｈ３０年安全祈願祭・賀詞交歓会（アピオ甲府）
日 第１０回理事会開催
日 山梨県電気工事工業組合 賀詞交換会／遠藤会長
日 第４回（１８回）ＣＰＤ認定講習会 ５３名参加
日 第１１回 理事会開催
日 広報事業部会開催
日 自民党宮川典子政権パーティー
日 経営・研修事業「働き方改革」研修会／甲府商工会議所
日 第１２回 理事会開催
日 広報事業部会開催
日 （一社）日本電設工業協会 理事会／遠藤会長
日 第１３回 理事会開催

平成 30 年

平成 29 年度
上野原市 特別養護老人ホーム 桜荘
上野原市 特別養護老人ホーム 桜の里
富士吉田市 特別養護老人ホーム 寿荘
富士吉田市 障害児童通所支援事業所 ベルテール富士吉田園
都留市 東陽保育所
鳴沢村 特別養護老人ホーム 富士山荘
甲府市 特別養護老人ホーム 奥湯村園
甲府市 特別養護老人ホーム パティオ蓬沢
甲府市 養護老人ホーム 和告寮
甲府市 特別養護老人ホーム サテライト尚古園
甲府市 特別養護老人ホーム 尚古園
甲府市 養護老人ホーム 春風寮
甲斐市 特別養護老人ホーム フルリール甲斐
甲斐市 特別養護老人ホーム めぐみ荘
甲斐市 軽費老人ホーム あやめの里
甲斐市 軽費老人ホーム ハートピア芽南台

奉仕活動実施施設一覧
市川三郷町 特別養護老人ホーム りんどうの里
富士川町 軽費老人ホーム あさひ鰍桜苑
笛吹市 石和第一保育所
笛吹市 石和第三保育所
笛吹市 石和第四保育所
山梨市 養護老人ホーム 清風園
甲州市 奥野田保育所
甲州市 特別養護老人ホーム ヒルズ勝沼
甲州市 東雲保育所
北杜市 特別養護老人ホーム 長寿荘
北杜市 障害福祉サービス事業所 サービスセンター八峰
韮崎市 特別養護老人ホーム フルリールにらさき
韮崎市 養護老人ホーム 静心寮
韮崎市 穴山保育所
韮崎市 障害児者支援施設 あけぼの医療福祉センター
韮崎市 救護施設 清山寮
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事業報告

10 月 3
4
12
13
18
27
11 月 1
1
10
10
18
25
26
21
29
12 月 6
13

ちます

立
お役に

DENSETSUホームページ
㈳山梨県電設協会のホームページをご利用ください。

会員の皆様への業務連絡・報告等もメールで配信しますので
日々のご確認をお願いします。部会の出欠席もホームページ上での作業となります。
後日、操作方法の勉強会を行ないたいと思いますので宜しくお願いします。

た
の困っ

電気
引き受け

今すぐアクセス

www.densetsu.or.jp

ます。

山梨県電設協会

検索

事務局だより

人・企業・地域
パートナーシップで
あらゆるニーズに
お応えする
電設資材・産業機器・空調機器・太陽光発電・情報通信機器の総合商社

甲府支社〒400-0824甲府市蓬沢町庄の木1021-1 TEL055-224-2161㈹FAX055-224-2165
事業所／長野・上田・佐久・松本・飯田・諏訪・伊那・甲府・中津川・東京・上越・長岡・新潟・六日町・柏崎・三条
URL http://www.showadenkikk.co.jp/

電気でつくる明るい未来

株式会社
本
社
甲府中央
甲府昭和
ＳＳ石和
富士吉田

〒411-8623
〒400-0865
〒409-3853
〒406-0035
〒403-0008

大成

静岡県駿東郡清水町卸団地６７番地
山梨県甲府市太田町９−６
山梨県中巨摩郡昭和町築地新居３５２
山梨県笛吹市石和町広瀬1374-124
山梨県富士吉田市下吉田東2-16-14

TEL(055)971-9516㈹
TEL(055)298-6628㈹
TEL(055)275-8831㈹
TEL(055)262-0020㈹
TEL(0555)24-4395㈹

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｙｓａｙ．ｃｏ．ｊｐ／
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（一社）日本電設工業協会

平成29年・30年度会員大会決議
⑴ 担い手の育成及び確保＆生産性向上

①人材育成・育成事業の展開
②魅力ある業界の発信
③登録電気工事基幹技能者の社会的地位向上・若年技能者の活躍
④生産性向上

⑵ 適正な工期・適正価格での受注確保
⑤適正な受電時期の設定
⑥設計図書の精度向上
⑦適正工期算定プログラム策定への参画

⑶ 分離発注の促進

⑧分離発注の浸透に向けた提案力の強化

⑷ 新電力時代への対応

⑨電力新時代に向けた諸課題の整理と新たなビジネスモデルの構築

事務局だより

⑸ 国際貢献、海外展開の取組
⑩国際貢献の取組
⑪海外展開の支援

５つの目標達成に向け
「戦略的情報発信・関係団体等との連携強化」
広報事業部会名簿

編集後記
近年はインバーターや高輝度ＬＥＤ等の進化によ

副会長

り様々な機器が省エネ化してきています。また、
「水銀

正文

中央電気㈱

常任理事

鶴田哲嗣郎

鶴田電気㈱

に関する水俣条約」により水銀灯や蛍光灯などの水銀

担当理事

滝沢

真一

㈱滝沢電気

を含む機器の廃止が2020年に決まっています。これ

部会長

深澤

良邦

深澤電工㈱

部会員

小泉

文一

和泉電気工業㈱

は我々の業界においては大変な商機になる事と思い
ます。当協会でもこの商機を逃さないような取り組み
を行っていきたいと思います。
発刊にあたりご協力いただきました皆様方をはじ
め、関係各位に対し厚く御礼を申し上げます。
広報事業部会

担当理事

滝沢真一

藤本

加賀美隆一

加賀美電気㈱

本田

茂之

㈱ツヅキ通信特機

佐藤

建一

ヒロセ電気㈱

井出

隆

井出電気㈱

᳸ƓܲಮƴឱƠƯ᪬ƚǔՠԼƱǵȸȓǹǛ੩̓Ƣǔ᳸
᳸ƓܲಮƴឱƠƯ᪬ƚǔՠԼƱǵȸȓǹǛ੩̓Ƣǔ᳸

னஜᩓೞငಅఇࡸ˟ᅈ
னஜᩓೞငಅఇࡸ˟ᅈ
http:www.e-sugimoto.co.jp
http:www.e-sugimoto.co.jp
⏥ᗓႠᴗᡤ

⏥ᗓႠᴗᡤ
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