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　２０１０年、あけましておめでとうございます。謹んで新春のご挨拶を申し上げます。

　皆様におかれましては、ご健勝にて新年をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。

　会員及び関係の皆々様には平素より弊協会の事業運営にあたり、格別のご支援やご協力

を賜り厚く御礼申し上げます。

　ご承知の通り、昨年来、世界情勢は「リーマンショック」「ドバイショック」等々の金

融不安の中、全く予断の許されない状況にあります。

　政権交代後の国内に於いても、デフレ宣言、景気や雇用、医療や環境の問題など「鳩山

不況」への対応は焦眉の急を告げております。

　このような状況下、電気工事業界は昨年同様、公共事業や民間設備投資が抑制され、加

えて、過度な価格競争により、一段と経営基盤の脆弱化が進み、未曾有の危機に直面して

いると認識しております。

　とは言え、私達は、家庭生活から産業活動に至るまで、社会基盤整備には欠くことの出

来ない重要な役割を担っていることは周知の事実であります。

　当面、弊協会は全国の都道府県にある“電業協会”との連携を強化し、

①業界の健全で持続的な発展のため「適正な価格、適正な工期での受注確保」

②若者が生き甲斐を持って活躍し、生涯を託すことが出来る「優秀な人材の確保、育成」

③顧客ニーズに的確に対応し、品質と価格の透明性を確保する「分離発注の推進」

④省エネルギー・新エネルギー技術を展開し、「地球環境保全への貢献」

これらを喫緊の課題として、実効ある施策に取り組んで参ります。

　また、弊協会は本年、社団法人設立１５周年を迎えます。当初の設立理念のひとつ「地域

社会の保安と公共の福祉の増進に寄与」を実践すべく、県民の安心・安全のための「防災

協定の締結更新」、ささやかではありますが「後楽園周辺及び玉島溜川公園周辺の清掃作

業」「福祉施設へ備品寄贈と電気設備の点検、清掃」「国、県との公共建築イベント共同主

催」等の社会貢献事業を今後も継続実施いたします。

　協会会員一丸となって、一日も早く、明るい話題をお届け出来るよう取り組む所存でご

ざいます。今一度、皆様方の更なるお力添えをお願い申し上げます。

　本年が、皆様にとって希望に満ちた幸多き年になりますよう、心からご祈念申し上げ、

新年のご挨拶といたします。

年 頭 ご 挨 拶
 協会設立１５周年、
　　　　　更なる飛躍を！

〔旭電業�　代表取締役社長〕

会長　松　岡　　徹

社団法人　岡山県電業協会
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　新年あけましておめでとうございます。

　世界的な景気後退に端を発する、厳しい経済・雇用情勢が続く中、「暮

らしやすさ日本一」の岡山を目指し、全力を傾注してまいりたいと決意

を新たにしているところです。

　昨年は、経済・雇用対策を迅速に講じつつ、持続可能な財政構造の確

立に向け、歳出の抜本的改革や組織の簡素効率化に取り組みました。ま

た、消防防災ヘリコプターの本格運航による防災・危機管理体制の強化

や新型インフルエンザ対策など、県民の皆様の安全・安心の確保に全力

で取り組みました。さらに、太陽光発電の導入支援や県産農産物のＰ

Ｒ、「晴れの国おかやま観光キャラバン隊」の派遣、韓国の慶尚南道と

の友好交流協定締結などにより、国内外に向けて、「晴れの国おかやま」

を情報発信しました。

　また、国の政権交代があり、地方分権改革の大きな進展への期待が高

まりました。今後も、新政権に対して、より戦略的に改革が推進される

よう積極的に提案を行うとともに、政策の実施に当たっては、地方の意

見が反映されるよう強く求めてまいります。

　そして、「第２６回全国都市緑化おかやまフェア」は、大成功のうちに

幕を閉じました。フェア開催を契機に培われた県民力と人の和は、今後

の県政推進の大きな力になるものと確信しております。ご尽力いただき

ましたすべての皆様に、心からお礼申し上げます。

　本年は、昨年９月に改訂を行った「新おかやま夢づくりプラン」に沿

って、行財政構造改革の取り組みを進めながらも、岡山の明るい未来に

つながる分野はしっかりと進めていくという考え方に基づき、「子ども

を健やかに生み育てる環境づくりと将来を担う人づくり」「子どもや女

性、高齢者などの安全・安心の確保と良好な環境の保全」「競争力ある

成長産業の育成や力強い農政、観光立県の推進」に全力で取り組むとと

もに、「多様な主体との協働による活力ある社会づくり」「中長期の発展

も見据えた経済・雇用対策の推進」、そして「岡山からの情報発信と拠

点性の向上」に努めます。

　さらに、行財政構造改革を着実に推進するとともに、「地方の自立と再

生」を目指し、真の地方分権改革を実現させるため、国などに対する地

方税財源の拡充や地方への大幅な権限移譲などの積極的な提案と、道州

制の導入に向けた機運の醸成に努めながら、創造のための改革をさらに

推進します。

　さて、今年は、いよいよ「あっ晴れ！おかやま国文祭」が開催されま

す。県民総参加による、岡山らしい魅力と感動にあふれる文化の祭典と

なるよう、準備に万全を期し、晴れの国おかやまの魅力を全国、そして

世界に向けて発信してまいります。

　引き続き、県民の皆様の力強いご支援、ご協力をお願いいたしますと

ともに、ご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、新年のごあいさつといたし

ます。

新 春 ご 挨 拶
分権型社会で地方の自立を目指して

岡山県　知事　石 井 正 弘
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政策委員会

訪問人数訪　問　先訪 問 日

３名新庄村・鏡野町・奈義町・勝央町・西粟倉村・美咲町・久米南町平成２１年７月６日�

５名岡山県・岡山市・国土交通省（営繕・国道・河川）　　　　７月７日�

４名玉野市・倉敷市・浅口市・笠岡市・井原市・総社市・赤磐市　　　　７月８日�

４名瀬戸内市・備前市・美作市・津山市・真庭市・新見市・高梁市　　　　７月９日�

４名早島町・里庄町・矢掛町・吉備中央町・和気町　　　　７月１０日�

※訪問協力会社（順不同）　旭電業�、大日電気興業�、太陽電機工業�、中央電気�、�中電工、平松電気工事�、横山電気�、�四電工

分離発注 陳情

分離発注を県内自治体へ強力に陳情！

　平成２１年７月６日�から延べ５日間、当協会役員及び

会員の協力により県内の中央官庁の出先機関、県庁及び

市町村庁舎を訪問し、各々の首長に対し、更なる「分離

発注の推進」を陳情しました。

�「平成２１年度　市町村における分離発注の現状」を�日本電

設工業協会が全国各都道府県の電業協会に対し、調査した

結果、岡山県内の自治体の分離発注率２９.６％で全国４４位で

した。

�高度技術化、情報化社会の一層の進展に伴い、電気工事、

通信工事の重要性、専門的ノウハウの必要性は益々高まっ

ています。施主の皆様のニーズに適時的確に応える「分離

発注」を推進しよう！

順位分離発注率（％）原則分離発注市町村数都道府県

４９７.２ １７５１８０北海道
９９５.０ ３８４０青　森
１４８５.７ ３０３５岩　手
２８６８.０ １７２５秋　田
４９７.２ ３５３６宮　城
６９７.１ ３４３５山　形
３８５０.８ ３０５９福　島
１０９４.７ １８１９石　川
１２９３.３ １４１５富　山
３０６４.７ １１１７福　井
３２６１.１ ２２３６群　馬
３７５１.６ １６３１栃　木
４５２９.５ １３４４茨　城
２１７７.１ ５４７０埼　玉
１４８５.７ ４８５６千　葉
２５６９.８ ３７５３東　京
１８８２.３ ２８３４神奈川
４０４６.２ ３７８０長　野
１３９０.３ ２８３１新　潟
３５５３.５ １５２８山　梨
１１９４.５ ３５３７静　岡
２３７０.４ ４３６１愛　知
３９４８.２ １４２９三　重
２７６９.０ ２９４２岐　阜
１９８０.７ ２１２６滋　賀
４２３４.６ ９２６京　都
４７１７.９ ７３９奈　良
３３５５.８ ２４４３大　阪
４３３０.０ ９３０和歌山
４１３９.０ １６４１兵　庫
４４２９.６ ８２７岡　山
２９６６.６ １４２１島　根
１７８４.２ １６１９鳥　取
２６６９.５ １６２３広　島
１１００.０ ２０２０山　口
３０６４.７ １１１７香　川
４６２５.０ ６２４徳　島
２４７０.０ １４２０愛　媛
３６５２.９ １８３４高　知
３４５４.５ ３６６６福　岡
１１００.０ １８１８大　分
２０８０.０ １６２０佐　賀
２２７６.５ ３６４７熊　本
７９５.６ ２２２３長　崎
１４８５.７ ２４２８宮　崎
８９５.５ ４３４５鹿児島
１１００.０ ４１４１沖　縄

１２６６１７９１合　計
７１%１００%構成比

平成２１年度「市町村における分離発注の現状」調査結果

順位分離発注率（％）原則分離発注市町村数都道府県

４４２９.６８２７岡山

２９６６.６１４２１島根

１７８４.２１６１９鳥取

２６６９.５１６２３広島

１１００.０２０２０山口

３０６４.７１１１７香川

県内自治体の分離発注率は約３割、
　　　　　　　　　　全国ワースト４位！

岡山市へ陳情：正副会長 国土交通省 岡山営繕事務所へ陳情：正副会長

分離発注率
全国 ワ ー ス ト ４ ！
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　平成２１年６月２６日�９時２０分から１２時３０分ま

で、岡山プラザホテルにて会員６０名が出席し、

「行政研修会」を実施しました。

　今回は事前に「聞きたい事」「知りたい事」を

会員にアンケート調査し、出来る範囲で講演に

反映頂くようにお願いをしました。

① 公共工事の品質確保の促進に関する法律の概要

② 公共工事における技術力の評価

③ 今年度入札・契約方針

④ 総合評価方式について

⑤ 重点調査について

国・県の最新の入札制度改革と
暴力団対策を研修！　

��国土交通省中国地方整備局岡山営繕事務所技術課 課長 杉江英冶様

１．平成２１年度入札・契約制度について

技術委員会

行政研修会

① 一般競争入札の拡大

② 配置予定技術者の取扱い

③ 総合評価落札方式について

④ 低入札価格調査について

⑤ 暴力団関係者等からの

　 不当要求排除徹底

��岡山県土木部都市局建築営繕課 課長 藤原邦彦様

２．岡山県入札制度改革について

��岡山県警察本部刑事部組織犯罪対策第一課　　　
行政暴力排除担当課長補佐　目黒文次様

３．暴力団情勢と対策等について

プロジェクターを用いて説明：
　　　　　　　　杉江課長

入札制度改革進行中：
　　　　藤原課長

① 全国及び県内の暴力団組織について

② 取引相手は大丈夫か

③ 不当要求の手口と対応

反社会的行為の根絶を：目黒課長補佐

冒頭の挨拶：松岡会長

閉会の挨拶：長門副会長
（技術委員長）

熱心に聴講：会員

研修テーマ
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贈り続けて１５年、そこに“笑顔”がある限り！

　平成２１年１０月２０日�から１０月２９日�の間、県内５ヶ所の老人福祉施設を対象に、会員会社の分担に

より、電気設備の点検及び電気器具等の寄贈をしました。

�今年度は政策委員会社が担いましたが、来年度以降は順次、会員会社の希望を募り実施致します。

分担会社名贈呈日贈呈品贈呈先施設

中央電気㈱１０／２０掃除機
社会福祉法人 特別養護老人ホーム 幸輝園
岡山市中区国府市場９６５-１

㈱中電工１０／２１掃除機
社会福祉法人 蒜山慶光園
真庭市蒜山上福田１２０１－８

平松電気工事㈱１０／２７洗濯機
社会福祉法人 特別養護老人ホーム 敬愛
岡山市南区福田４８０－１

旭電業㈱１０ ／２８たこ焼機他
社会福祉法人 淳風ライフケアポート
岡山市北区万成東町２－２８

太陽電機工業㈱１０ ／２９液晶テレビ
社会福祉法人 松園福祉会　あすなろ園
倉敷市玉島勇崎１０４４

政策委員会

社会貢献・福祉活動

山陽新聞と
玉島テレビ放送で
報道がありました

御礼状が
届きました

幸輝園：中央電気�
蒜山慶光園：�中電工

�敬愛：
　平松電気工事�

淳風ライフケアポート：旭電業�
あすなろ園：太陽電機工業�
　　　　　　 〔平松副会長同行〕
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政策委員会

社会貢献・防災活動

奉仕活動は気分爽快！

　平成２１年１月３０日�付けで、当協会は岡山県と「災害時におけ

る県有施設の応急対策に関する協定書」を締結しました。

　これに基づき、防災協定参画会員の連絡網が緊急時に機能する

か確認すべく、併せて、当協会の社会貢献事業を目的として、模

擬召集訓練及び清掃作業を実施しました。

�平成２１年９月２７�午前７時より、旭川、後楽園周辺を対象に３５社４５

名、又、平成２１年１１月１日�午前８時より、倉敷玉島溜川公園周辺

を対象に１０社１０名にて対象会社の全社が参加しました。

早朝から汗をかきました：岡山地域の会員の皆さんの一部

�

�

�

�

��������

��������
� �後楽園周辺

�

�

�

�

��������

��������
� �溜川公園周辺

菜の花も植えました：倉敷・県西部地域の会員の皆さん

防災協定締結：松岡会長（左）と　　　　　　
　　　　　　宇野岡山県管財課課長（右）
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政策委員会

社会貢献・イベント

公共建築展共催
　平成２１年１１月２８日�午前１０時から午後７時３０分まで、ルネスホールを会場として当協会及び国土交

通省、岡山県、岡山市、建築設計諸団体主催による各種イベントが催され、会員９名が参加しました。

�全国一斉に毎年１１月を「公共建築月間」として各

種行事が行われております。

�当協会からは政策委員会が中心となり、事前の延

べ５回の実行委員会協議から当日の設営に積極的

に参画しました。

�建築作品展示や近代化遺産の放映の「建築展」、

「岡山西消防署見学会」「おかやまUDコンテスト

表彰式」「交流会」がありました。

�「交流会」では参加した会員が官公庁自治体の皆様

とワイン片手に和やかに懇談をしました。

■主催　平成２１年度「公共建築月間」イベント岡山会場実行委員会

ＮＰＯ法人まちづくり推進機構岡山／ＮＰＯ法人バンクオブアーツ岡山／�岡山県建築士会／�岡山県建

築士事務所協会／岡山建築設計クラブ／�日本建築家協会中国支部岡山建築家の会／�日本建築学会中国

支部岡山支所／�岡山県電業協会／�岡山県設備設計事務所協会／国土交通省岡山営繕事務所／岡山市／

全日本建設技術岡山県協会／公共建築協会／岡山県

イベント会場：ルネスホール

忙しい設営：長門さん、池宗さん、藤井さん

建築パネル展と近代化遺産の放映ワンデーエクササイズ作品集

実行委員長挨拶：
岡村 岡山市都市整備局
　　　　　　 営繕課長

案内看板
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教育機関ご担当者　　　　　　　　　（順不同、敬称略）

総務委員会

景気後退、工学系離れ、深刻さ増す雇用環境！

学校懇談会

　平成２１年４月２７日�午前１０時、岡山プラザホテルにて、第１９回電気学科系教育機関との懇談会を開

催し、求人、求職状況について意見交換をしました。

�電気系学生を擁する大学、高専、専門校等１８校にご案内し、１５校１６名のご出席をいただき当協会から役員、

委員１７名が出席しました。

�会長は冒頭に「過去１年間、景気が後退し、就職戦線も大きく変化

したが電気工事業界としては優秀な人材を獲得する好機と期待して

いる。忌憚のない意見交換の場としたい。」と挨拶をしました。

�尚一層“電気”の魅力発信にお互いに努めることを誓い懇談会を終

えました。

氏　名役　職学　　校　　名

高橋　則雄電気電子工学科学科教授岡山大学　　工学部１

榎本　　豊就職部長岡山理科大学２

植月　唯夫電気電子工学科主任津山工業高等専門学校３

定廣　範雄電気工学科　岡山科学技術専門学校４

女鹿田正裕進路課就職指導係岡山県立岡山工業高等学校５

大西　淳一電気科岡山県立東岡山工業高等学校６

赤堀　靖夫常勤講師関西高等学校７

要木　博和電気情報科長岡山理科大学附属高等学校８

畝田　泰明電気科長　岡山県立倉敷工業高等学校９

安達　　毅電気科長　岡山県立水島工業高等学校１０

田中　秀樹電気科長　倉敷市立工業高等学校１１

田中　雅彦進路課岡山県立笠岡工業高等学校１２

生藤源二郎進路指導主事興譲館高等学校１３

竹井　久義進路指導課長　
岡山県立高梁城南高等学校１４

黒瀬　　治電気科長　

上山　雅巳電気科長　岡山県立津山工業高等学校１５
西井　　充主  幹岡山県立北部高等技術専門校１６

大津　鉄雄係  長中国職業能力開発大学校１７

小原　章次訓練課長（独）雇用･能力開発機構
　　　　　　　岡山センター

１８
池本　　哲電気電子系講師

：資格取得に力を入れている。

：インターンシップ（製造業界含む）を活発に採用。

：昨年の「明日への挑戦」DVDを視せた結果、電設業界

への就職希望が広がった気がする。

 業界コメント

：県内の仕事量は不足しており採用後首都圏へシフト考慮。

：従来からの学校側との信頼関係もあり、その配慮も考慮。

：定年退職が有り、年齢構成の適正化のために採用したい。

：定着率が低い傾向、ヤリ甲斐のある職場づくりに努める。

：「地学地就」を前提に。

：安定的な基幹社員を育成する面からも採用したい。

 大学コメント

：求人数が激減した。

：学校推薦しても4割程度しか決まらない。

：マスターは半数が不採用（昨年は希望通り）、まずい状

況。

：出来るだけ遅い時期まで採用の門戸を開けていて欲しい。

：不合格となるケースが増すため会社側は判定を速やかに。

 高校コメント

：求人状況は非常に厳しい。

：電設業界希望は少数、県外希望が多い。

：長いスパン且つ遅い時期でも求人票を出して欲しい。

優秀な人材獲得は今が好機：松岡会長

遅い時期での採用希望：教育機関ご担当者

地学地就を：当協会役員
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技術委員会

１級施工・講習会

意義ある受験準備講習会、好評！

　「平成２１年度１級電気工事施工管理技術検定試験」の受験準備講習会を開催しました。

　募集に際しては、�鳥取県電業協会及び岡山県電気工事工業組合のご協力を頂きました。

今後の受験準備講習会予定
　今年も当協会主催で実施

致します。多数の御参加を

お願いします。

　募集の詳細は平成２２年２

月頃お知らせします。

◎講習会概要
場　所講師陣受講者数講習日

コンベックス岡山

延べ４名（９科目）７１名
平成２１年５月１２日�～　　 　
　　 ５月１４日（木）〔３日間〕

学科講習

延べ３名（５科目）３２名平成２１年９月１７日�〔１日間〕実地講習

◎講習会概要
�昨年同様、鳥取や広島を含め、多くの参加をいただき

ました。

�受講者は全国平均合格率を毎年上回っており、意義あ

る講習会となっています。

◎実地講習
�配点のウエイトの高い「管理」の作文の作成を念頭に、添

削に力を入れました。

　当日会場では全員の個人指導を実施

しました。

�講習会終了後、講習内容についてア

ンケート調査を行い「添削指導は大

変有意義であったが、用意された設

問資料に不備があり改善を要す。」と

指摘がありました。今後の講習会を

より充実させてゆきます。

場　所講習日

コンベックス岡山

平成２２年５月１１日�～　 　　
　　　　５月１３日�〔３日間〕

学科講習

平成２２年９月１６日�〔１日間〕実施講習

受付担当：池田技術委員

熱意ある講師陣　真剣な受講者 個人添削指導中



11

技術委員会

技術講習会

新エネルギーに関心、熱心に聴講！

　当協会の初の開催となる「技術講習会」を平成２１年１１

月２５日�午前９時２０分から１２時３０分まで岡山プラザホテ

ルにて実施しました。

　当日は会員７０名の多数が出席し、太陽電池や風力発電

等の新エネルギー・省エネルギーに理解を深めました。

省エネルギー・
新エネルギー関連について

① 低炭素社会の構築

② 新エネルギーの利用

③ 新エネルギーの概要

④ 省エネルギーの促進

⑤ 改正省エネ法

⑥ 電気設備の省エネ・CO2削除のポイント

⑦ ライフサイクル評価手法

���日本電設工業協会派遣講師 �中電工技術センター　　
エネルギーソリューション＆マネージメント担当 主任 伊東仁様

将来に向かって飛躍が期待される
新エネルギー：松岡会長

太陽光発電、風力発電、燃料電池：伊東講師

進行担当：牧野技術副委員長

多数の会員が聴講

講習テーマ

新エネルギーの利用
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技術委員会

視察研修

感動の映像ソリューションを体験！

　平成２１年１１月１１日�技術研修の一環とし

て会員１９名が「三菱電機�京都製作所」を

視察しました。

�主に製作所内の「AVプラザ」（AV機器

製作展示スペース）と「VISプラザ」（業

務用映像機器製品展示スペース）にて、

世界初のレーザーテレビを始め三菱電機

�の最新映像ソリューションを見て、聴

いて、触れ乍らの体験でした。

�同製作所営業部荒木部長様や三菱電機住

環境システムズ�岡山支店田村課長様他

多くの方々の御案内により有意義な一日

でした。 視察参加の会員

�“おこしやす京都へ”
“見て”“触れて”“聴いて”

AV  AUDIO & VISUAL PLAZA

大型映像システム
を体感�

　「ＡＶプラザ」内で最新鋭のモニター監視システムを体感しました。事前に

登録しておけばその人の顔を認識して各種セキュリティーに指令を出すもの

です。指紋認証システムは以前からありましたが、３次元でセキュリティー

を捉えるという画期的なシステムでした。

　電設業界にとっても、業務の幅が今後大きく増えると思います。

　また、視察研修を終えて同製作所を離れる際に多くの従業員の方が手を止

めてお見送りをして下さったことがとても印象的でした。

視察研修に参加して
㈱中電工　松　重　光　昭
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政策・総務委員会

（ 社 ）日本電設工業協会 会員大会 

一層の都道府県協会との連携強化を！

　平成２１年７月２４日�午後３時より、広島八丁堀シャンテに於いて、国土交通省中国地方整備局営繕

部（出席者９名）、�日本電設工業協会中国支部（出席者７名）及び�日本空調衛生工業協会中国支

部（出席者８名）との間で、第７回平成２１年度意見交換会が開催されました。

�冒頭�日本電設工業協会細田支部長〔�中電工社長〕が挨拶し「未曽有の大不況の中、我々の設備業界は

仕事量が激減し或は仕事を受けても低価格で受注というようなことがあり、大変苦戦が続いております。

私共は建設設備工事の担い手として各工事を通じ

て、良質な社会資本整備のために、積極的に、そ

の役割を果たしていかなければならないと考えて

おり、責任の重大さは、十分自覚しております。格

段のご指導をお願いしたい。」と述べられました。

�国土交通省側から当面の発注見通しや、入札契約

手続きの改善について説明があり、業界団体側か

ら同種工事の実績要件の緩和や太陽光発電、LED

照明の具体化、分離発注の継続について要望しま

した。

　�日本電設工業協会が毎年開催している全国全員大会

が平成２１年１０月８日�高松市で、会員企業及び協会など

から３５０余名が参加して盛大に行われました。当協会か

ら５名が参加しました。

�来賓として、国土交通省四国整備局長、香川県知事及び高

松市長が出席されました。

�林喬大会会長〔�関電工会長〕の冒頭挨拶では①適正な価

格、適正な工期での受注確保②優秀な人材の確保、育成③

分離発注の推進④地球環境保全等への貢献⑤一層の都道府

県協会との連帯強化などが述べられました。

�その後「総合評価落札方式、課題と今後」及び「中小ロー

カル会社の今後のビジネスモデル」をテーマに基調報告が

あり、最後に４つの活動目標を柱とする大会決議が提案さ

れ、満場一致で採択したうえで、会員大会は終了しました。

�今年の会員大会は平成２２年１０月１４日�午後３時から宮城

県仙台市「ホテルメトロポリタン仙台」にて開催されます。

当面の課題を“国”へ要望！

国交省意見交換会

毎年開催の意見交換会

出席した３名の副会長

全国から会員が集結
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総務委員会

暴力追放・安全衛生推進

安全安心が実感できる地域社会を目指して！

　平成２１年１１月１７日�午後１時３０分から、岡山県暴力追放運動推進センターなど主催による「暴力追

放、銃器根絶運動推進県民大会」が岡山テルサで開催され、岡山県電業協会暴力追放連絡協議会の一

員として参加しました。

�推進センター岡崎副理事長から「平素からの暴力追放推進等に御礼申し上げます。住みよい街づくり、犯

罪のない安全・安心な社会は、全ての岡山県民の願いであります。阻害する反社会的行為の根絶に努めま

しょう。」と挨拶がありました。

�岡山県警察本部江原本部長から「県内暴力団情勢と建設業の銀行取引に於ける対策、銃器押収と発砲事件

状況及び取締り」について説明がありました。

 暴力追放

 安全・無災害運動
　平成２１年９月２５日�午後１時から岡山テルサにて、「建設業無災害運動推進大会」（主唱：岡山労働

局・各労働基準監督署　建設業労働災害防止協会岡山県支部）が開催されました。

�岡山労働局大崎局長から「犠牲者をなくすため、作業員一人一人にリスク管理を徹底させてほしい。」と挨

拶がありました。

�定期的な安全点検の実施や安全衛生教育推進などを柱とする大会宣言を採択した後、「ヒューマンエラーと

事故防止」と題した芳賀　繁　立教大学教授の講演がありました。

２５回の歴史を閉じる、いちまるまる無災害運動冒頭挨拶：大崎労働局長

３ない運動の推進を：岡崎副理事長
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総務委員会

通常総会・ゴルフ大会

平成２１年５月～
　平成２１年１２月

予算、決算、役員一部選任を承認！
◎第２７回通常総会
　平成２１年３月２４日�午前１１時３０分、岡山プラザホテルにて第２７回通

常総会を開催しました。

�当日出席者２４名（他に委任状提出２１名）により、次の議案を審議、

承認しました。

　第１号議案　平成２１年度事業計画案承認の件

　第２号議案　平成２１年度収支予算案承認の件

　第３号議案　役員退任に伴う選任案承認の件

◎第２８回通常総会
　平成２１年５月２６日�午後５時、岡山プラザホテルにて第２８回通常総

会を開催しました。

�当日出席者２９名（他に委任状提出１８名）により、次の議案を審議、

承認しました。

第１号議案　平成２０年度事業報告承認の件

第２号議案　平成２０年度収支決算承認の件

�総会の後、懇談会に移り会員相互の語り合いの時を過

ごしました。

◎ゴルフ大会
�第１回大会　平成２１年５月２２日�岡山カントリークラ

ブ桃の郷コース　２０名参加

�第２回大会　平成２１年１２月５日�赤坂カントリークラ

ブ　１９名参加

�入　　　会　〔正会員〕　ミツワ電設�　　代表者　両金　範映

�代表者変更　〔正会員〕　報国電設�　　　　　　　宮本隆太郎

　　　　　　　　　　　　 瀬戸内電気システム　　　眞野　安司

　　　　　　　〔賛助会員〕正二電気�　　　　　　　森川　和樹

　　　　　　　　　　　　 �徳山電機製作所　　　　徳山　靖彦

�所在地変更　三菱電機住環境システムズ�岡山支店　　岡山市北区西長瀬１２０６番地６

�平成２２年１月１日　ホームページを開設しました。　　　　  URL  http://www.okadenkyo.or.jp

�平成２２年１月１日　協会Eメールアドレスを変更しました。　 E-mail info@okadenkyo.or.jp

懇親会恒例の締め：平松副会長

上程案を承認

第１回大会参加の会員

◯左 準優勝：石原さん、◯中 優勝：原田さん
◯右 ３位：片山さん

第２回大会参加の会員

◯左 ３位：片山さん、◯中 優勝：栢野さん
◯右 準優勝：瀬戸口さん

事 務 局 だ よ り

お知らせ

会員消息




