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　２０１７年、あけましておめでとうございます。
　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。
　平素より、会員及び関係の皆々様には、当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。
　先ずは、昨年の１０月２０日から２日間、当地、岡山で盛大に開催された「一般社団法人 日本電
設工業協会 平成２８年度 会員大会」の運営あたり、数多くの会員各位の絶大なご支援、ご協力
により、全国から集結した５２０名の会員から、“会員大会”“記念講演会”“懇親会”“ゴルフ大
会”“見学会”等々の全ての岡山流の温かい お・も・て・な・し に絶賛の言葉を頂き、大成功
となりました。
実行委員長として、紙面を借りて、心から御礼と感謝を申し上げます。
　我が国は今、国外では、米国、露国、韓国、欧州各国との外交の再構築、国内ではアベノミ
クスの停滞感がある中、ＧＤＰの若干のプラスや歴史的な低金利政策による住宅着工件数の増加
等により、街角の景気の実感は、改善されつつ上昇傾向との報道がありました。
　このような状況下、電気工事業界はソーラー事業、原子力発電再稼働、五輪関連事業等の明
るい兆しが有るものの、これらに対応する人材の確保が儘ならないのが現状であります。
　当協会は、各位と共に「会員大会」に発揮したパワーやエネルギーを結集し、業界の抱える
「担い手の確保・育成」「分離発注の推進」「再生エネルギーの実践」等の“諸課題”に挑戦し
ていく所存です。
　これからも、会員の皆様と一丸となって渾身の力で“夢と生きがいのある電設業界”を目指
すべく創造展開して参ります。より一層
のご高配を賜りますようお願い申し上げ
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、心からお祈り申
し上げ、新年のご挨拶といたします。

〔旭電業株式会社　代表取締役社長〕

　年頭ご挨拶

　「全国会員大会」の成功を礎に、

　　  皆様と共に 、更なる飛躍を ！

会　長　松　岡　　徹
一般社団法人　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。
　年頭に当たり、県民の皆さまのご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げます。
　昨年行われた知事選挙におきまして、皆さまのご信任をいただき、引き続き県政を担わせて
いただくこととなりました。我が国は、少子化が急速に進み、人口減少問題の克服が喫緊の課
題となっており、本県においても、おかやま創生の実現に向け、総力を挙げて取り組まなけれ
ばならない大変重要な時期にあります。こうした中で、２期目の県政を担うことができますこ
とは、誠に光栄なことと存じますとともに、改めてその重責に身の引き締まる思いであり、決
意新たに新年を迎えました。
　これまでの４年間、県民の皆さまの幸せのため、また、県全体の発展のため、「顧客重視」、
「コスト意識」、「スピード感」の３つの視点に立ち、前例踏襲を是としない県政運営に努め、「教育
県岡山の復活」、「産業の振興」など重点戦略を中心にさまざまな施策を推進してまいりました。
　その結果、小学生の学力向上、非行率の半減、企業誘致における投資や新規雇用、さらには、
刑法犯認知件数の減少などの成果が現れ、県民生活のさまざまな分野で、新しい種が芽吹き、
好循環の流れが加速しはじめています。　
　しかし、県政の基本目標である「生き活き岡山」の実現は道半ばであり、この好循環の流れ
を一層加速させるため、「教育県岡山の復活」と「産業の振興」を本県発展の好循環のエンジ
ンに、若い世代の結婚から子育てまで切れ目ない支援や移住・定住策の推進、医療・福祉サー
ビスの充実など、成果が実感できる県政をさらに推し進めてまいる所存です。
　また、人口減少問題を克服し、将来にわたって持続的に発展していく、活気あふれる力強い
県となるためには、新しい時代の潮流や変化を踏まえ、県、市町村、企業、ＮＰＯ、大学など多
様な主体が、おかやま創生の実現に向け総力を挙げて取り組んでいく必要があります。
　現在、来年度からの４年間を計画期間とする新たな県政の羅針盤である「新晴れの国おかや
ま生き活きプラン（仮称）」の策定作業を進めており、皆さまからのご意見を反映させた上で、
３月までの策定を目指しています。
　昨年公表した新プランの素案は、現プランの方向性を基本としつつ、地方創生や働き方改革、
グローバル化の進展など、新たな動きを踏まえたものとし、さらに、政策間連携はもとより、
市町村連携や官民協働など「連携」をキーワードに新たな事業にチャレンジする「おかやま創
生推進連携プロジェクト」を掲げています。
　皆さまから寄せられた信頼とご期待にお応えするため、新プランを策定した上で、この新た
な羅針盤に沿って、すべての県民が明るい笑顔で暮らす「生き活き岡山」の実現に全身全霊で
取り組み、成果が実感できる１年となるよう全力を尽くしてまいります。皆さまには一層のご
理解とご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。

岡山県　知　事　伊原木 隆太

　新春 ご 挨 拶

　全ての県民が明るい笑顔で暮らす

　「生き活き岡山」 を目指して
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平成２８年度会員大会（岡山市）盛大に開催！

　（一社）日本電設工業協会が毎年秋に開催している会員大会が平成２８年１０月２０日㈭、ご当地岡山市のホテルグラ
ンヴィア岡山にて、会員企業など５２０名の参加を得て盛大に行われました。来賓として、瀬良国交省中国地方整備
局副局長、足羽岡山県副知事、有森岡山県建築営繕課長、大森岡山市長他にご出席いただきました。
　山口会長［㈱関電工 会長］は冒頭挨拶で、「様々な災害に備え、国民生活を支えるライフラインとなるよう電
設業界が積極的に取り組むこと、さらなる担い手の育成確保を目指す…（割愛）」と述べられました。
　２件の基調報告の後、「会員大会決議案」が江川運営委員長［日本電設工業㈱ 会長］から提案され、満場一致
で採択され、会員大会は終了しました。大会終了後、五輪メダリストの有森裕子氏の記念講演があり、その後、
栗原経産省中国四国産業保安監督部長や苅田中国電力㈱会長など多数のご来賓をお迎えして会員懇親会が行われ
て幕を閉じました。

会員大会葛

大会会場

　昨年の１０月２０日・２１日に行われました一般社団法人日本電設工業協会　全国会員大会（岡山）に際しましては、松岡会長を
はじめ、岡山電業協会の会員の皆様方のご尽力により、盛会裏に開催されましたことを御礼申し上げます。
　また、全国の会員の皆様方も「晴れの国　岡山」を十分満喫され、会員の親睦が図られ、有意義な大会になりましたことを
重ねて御礼申し上げます。 ［一般社団法人日本電設工業協会　中国支部長　小畑 博文］

大会運営委員長　小畑支部長［㈱中電工社長］から御礼のメッセージ

■大会・記念講演 

■懇親会 

ご来賓：［中央］足羽岡山県副知事［右］大森岡山市長

冒頭挨拶：山口会長
基調報告：荒木中国副支部長
［島根電工㈱ 社長］

参加会員
司会進行：

遠藤寛子アナウンサー 記念講演：有森裕子氏

歓迎挨拶歓迎挨拶：：
小畑中国支部小畑中国支部長長
［㈱中電工社長［㈱中電工 社長］］

アトラクショアトラクションン
西大寺会陽太西大寺会陽太鼓鼓

アトラクショアトラクションン
弦楽四重奏弦楽四重奏団団

会旗伝達式会旗伝達式：：
次期開催の三鍋北陸支部次期開催の三鍋北陸支部長長
［北陸電気工事㈱社長］［北陸電気工事㈱ 社長］へへ

乾杯挨拶乾杯挨拶：：
苅田中国電力㈱会苅田中国電力㈱会長長

アトラクショアトラクションン
ベリーダンベリーダンスス

閉会挨拶：松岡中国副支部閉会挨拶：松岡中国副支部長長
［旭電業㈱社長［旭電業㈱ 社長］］
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会員大会葛
岡山流おもてなし、絶賛！

　当協会の会員の皆さんの大活躍により、共に、企画から実行、そして、支援と協力を賜った結果、全国から集
まった会員各位から様々な場面で好評を得ました。
　翌１０月２１日㈮は好天の中、倉敷・備前・直島方面の３コースでの見学会（延べ７３名参加）及び後楽ゴルフ倶楽
部に於いてゴルフ大会（１２６名参加）が実施され、“晴れの国岡山”を満喫され帰途につきました。

■ゴルフ大会 

■見学会 

■受付・案内 

岡山駅
改札口
歓迎表示 岡山駅にて案岡山駅にて案内内 岡山空港にて案岡山空港にて案内内

おもてなしの朝おもてなしの朝礼礼 受付スタンバ受付スタンバイイ 受付風受付風景景

倉敷・岡山見学コース参加の皆さ倉敷・岡山見学コース参加の皆さんん 備前・岡山見学コース参加の皆さ備前・岡山見学コース参加の皆さんん

直島・地中美術館見学コースの皆さ直島・地中美術館見学コースの皆さんん閑谷学校を見閑谷学校を見学学後楽園を散後楽園を散策策

続々入場の参加続々入場の参加者者

懇親・表彰懇親・表彰式式

スタートコースの設スタートコースの設営営早朝の出発案早朝の出発案内内

コースでプレーコースでプレー中中受付担当に説受付担当に説明明

地中美術地中美術館館入館前の説入館前の説明明
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防災緊急連絡機能確認と清掃奉仕、汗爽やか！

　恒例の岡山市旭川花火大会の翌日、平成２８年８月７日㈰午前７時００分より、後楽園、旭川周辺を対象に岡山及
び県東部地域の防災参画会員の５０社７１名の該当全社が参加して清掃奉仕活動を実施しました。又、平成２８年１１月
６日㈰午前８時より、倉敷市玉島溜川公園周辺を対象に倉敷及び県西部地域の防災参画会員の７社７名の該当全
社が参加して清掃及び菜の花の苗の植付けの奉仕活動を実施しました。
　これらの活動は、当協会が防災協定を岡山県（平成２１年１月３０日付け）及び岡山市〔平成２２年６月７日付け）
並びに岡山県水道企業団（平成２６年９月５日付け）との間で締結し、それに基づき防災参画会員の「災害対策緊
急連絡網」が緊急時に機能するか確認すべく、併せて、召集訓練及び清掃奉仕活動を目的に毎年実施しています。

社会貢献・清掃ボランティア 葛

岡山：県東部地域参加の全員の皆さん

玉島商工会議所からのお礼状 倉敷：県西部地域参加の皆さん

倉敷：地域団体の皆さんと共に

倉敷：菜の花の植え付け

道路の隅々までも

玉島商工会議所
環境問題委員長挨拶：
兼信さん
[太陽電機工業㈱社長]

ごみ集積場の片付け

　岡山：岡山商工会議所の皆さんと共に
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社会貢献・福祉活動 葛
２２年間継続、喜びの笑顔と共に！

　平成２８年１２月３日㈯から１２月９日㈮の間、県内３ヶ所の福祉施設を対象に会員会社の協力により、電気器具他
の寄贈をしました。
　この事業は平成７年以降継続し、今年２２回目となります。

平成２８年度　社会貢献福祉活動　一覧
贈呈日贈呈品贈呈先施設動員分担会社名

１２/８事務用書庫岡山市中区
祇園５４１-１

社会福祉法人　昭友会
特別養護老人ホーム「いこいの里」３名池 田 電 業 ㈱

１２/９液晶テレビ和気郡和気町
和気１０８

社会福祉法人　広虫荘
特別養護老人ホーム「和気広虫荘」２名㈱ 中 電 工

１２/３電気炊飯器津山市大田
２１５-３「津山市視覚障害者協会」２名㈱ 電 工 社

社会貢献・教育活動 葛

いこいの里：
［左］池田電業㈱ 池田社長 ［中央］福田施設長
［右］池田電業㈱ 藤本課長

和気広虫荘：
［右］山本施設長
［左］㈱中電工沖田部長  ［中央］長門副会長

津山市視覚障害者協会：
［中央］植田様  ［右］秋田様
［左］㈱電工社 福田社長

お
礼
状
が
届
き
ま
し
た

学校の教育課程編成に参画！

　岡山科学技術専門学校の職業に必要
な実践的かつ専門的な能力を育成する
ことを目的とした、職業実践の電気工
学科系専門教育課程編成に取組みに対
し、電設業界の専門的技術や人材育成
の動向等について意見を反映すべく、
当協会の木多総務委員［㈱木多電気設
備社長］と賛助会員の徳山様［㈱徳山
電機製作所社長］がその編成委員会の
委員として参画しました。
　平成２８年２月１８日㈬及び６月１４日㈫
の編成委員会議に出席しました。 編成会議：［左奥］木多社長  ［左手前］徳山社長
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㈱報国電設のコメント

　今回は、例年とは違い、生徒にできるだけ多くの現場
を体験させるようにしました。学校の授業とは違い、
現場の生の様子を見て経験することで学びを得てもら
えるよう３日間のうち２日間、現場補助作業を弊社の
同高ＯＢで若い職人と同行させました。社員も仕事の
楽しさや厳しさを通じて教え、社員自身も責任感を持
って取り組んでいた姿が、インターンシップの良さだ
と痛感しました。

　平成２８年２月２９日㈪から８月２４日㈬まで、会員の㈱中電工、旭電業㈱、㈱報国電
設、三恭電設㈱、㈱木多電気設備の５社が教育機関６校の学生延べ８名を受け入れ
「就業体験」を実施しました。産学連携で、職業意識の高い人材確保･育成を図るた
め、就業体験の場を提供するものです。

学校意見交換会 葛

　平成２８年６月２０日㈪午前１０時から岡山プラザホテ
ルにて、第２６回電気学科系教育機関との意見交換会
を開催し、業界側の求人と入社後の育成状況につい
て、及び学校側の求職と教育状況について意見交換
をしました。
　電気学科系の学生を擁する大学・高専・高校・専
門校等１６校２０名の就職担当の先生方のご出席をいた
だき、当協会から役員・委員１７名が出席しました。

１）説明事項　

・ 会員会社へのアンケートによる各

会社の求人概要

・ 教育機関へのアンケートによる各

学校の求職概要

・ 当協会の事業活動の概要［会報に

よる］

人材確保と育成に危機感！

活発な意見の交換 （左：学校側　右：業界側）

産学連携、人材確保･育成に寄与！

インターンシップ 葛

意見交換概要

インターンシップ受け入れ一覧
人数派遣学校名期間（実働）受け入れ会社名
１名岡山大学　平成２８年８月１６日～２４日　　（７日間）㈱ 中 電 工
２名岡山科学技術専門学校　 〃 　３月９日～１１日　　（３日間）旭 電 業 ㈱ １名東岡山工業高等学校　 〃 　８月１７日～１９日　　（３日間）
１名笠岡工業高等学校　 〃 　８月２日～４日　　（３日間）報 国 電 設 ㈱
２名岡山科学技術専門学校　 〃 　２月２９日～３月２日（３日間）㈱木多電気設備
１名水島工業高等学校　 〃 　８月１日～３日　　（３日間）三 恭 電 設 ㈱

２）懇談要旨　

・  今年度の県内就職率は大学９４．７％、高校９９．５％にて、高水準。

・ 来春の求職については、求人数が多いため、就職率は一定

の水準。

・求人側は学生が製造業優先傾向の中、人材確保に危機感。

・ インターンシップを希望する教育機関が文科省の指導に

より増加傾向。受け入れる業界側も増加。

人材確保が最優先：
松岡会長

屋上配線：旭電業 室内配線：報国電設 ＣＡＤ研修：木多電気設備 作業前の危険予知：三恭電設

安全第一：中電工
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分離発注の継続と導入の陳情！

　平成２８年７月８日㈮から延べ３日間、役員及び会員の協力により、岡山県庁、岡山市及び国土交通省の出先機
関に対し”分離発注の継続”をお願いし、更に、分離発注に消極的な自治体を訪問し、各々の首長に”分離発注
導入“の陳情をしました。
　現在の県内の各市町村に於ける分離発注の調査結果は左表の通りです。
　但し、県内での電気工事年間発注総額の９０％前後は、既に分離発注を導入している国・県・市で占めております。

分離発注陳情 葛

平成２８年度  分離発注陳情  日程表
行　　先陳　情　者日　付

岡山県・岡山市
国土交通省（営繕・国道）

旭電業㈱［松岡会長］
・㈱電気工営 ・ ㈱中電工 ・
三恭電設㈱
事務局

７月８日㈮

総社市・浅口市・高梁市・
新見市・真庭市

三恭電設㈱［瀬戸口副会長］
・㈱中電工・㈱報国電設７月１１日㈪

赤磐市・備前市・
瀬戸内市・美作市

㈱電気工営［大賀副会長］
・平松電気工事㈱・旭電業㈱７月１２日㈫

平成２８年度  分離発注状況調査結果
（岡山県内・市町村）

現　　　　　　状
市町村名

摘要原則一括発注原則分離発注
○岡 山 市１
○倉 敷 市２
○津 山 市３

Ｘ玉 野 市４
○笠 岡 市５

Ｘ井 原 市６
○総 社 市７
○高 梁 市８
○新 見 市９

大型物件のみ△備 前 市１０
２年前１件実績△瀬 戸 内 市１１

Ｘ赤 磐 市１２
○真 庭 市１３

２年前１件実績△美 作 市１４
○浅 口 市１５

Ｘ和 気 町１６
Ｘ早 島 町１７
Ｘ里 庄 町１８
Ｘ矢 掛 町１９
Ｘ新 庄 村２０

○鏡 野 町２１
Ｘ勝 央 町２２
Ｘ奈 義 町２３
Ｘ西 粟 倉 村２４
Ｘ久 米 南 町２５
Ｘ美 咲 町２６
Ｘ吉備中央町２７

△３ Ｘ１４１０合　　計

岡山県の三村土木部長へ陳情 岡山県の有森建築営繕課長へ陳情 岡山市役所へ陳情

美作市谷口課長補佐へ陳情 赤磐市小坂課長へ陳情

総社市役所へ陳情 備前市役所へ陳情
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行政研修会　 葛
国や県の平成２８年度入札・契約制度と暴力団対応を研修！

　平成２８年６月２７日㈪９時２０分から１１時３０分ま
で、岡山プラザホテルにて会員７６名が出席し、恒
例の「会員行政研修会」を開催しました。

１．国土交通省における平成28年度入札・契約方針について
国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所 工事品質管理官　狩野浩資 様

　 〜平成２８年度の入札・契約方針〜
　　①総合評価落札方式の見直し
　　　　イ、技術提案の評価区分の見直し
　　　　　　・技術提案評価の見直し
　　　　ロ、参加意欲や受注機会の拡大に向けた見直し
　　　　　　・工事成績の加算点の算出方法の見直し
　　　　　　・地方自治体の工事成績の評価方法
　　　　　　・成績重視型総合評価落札方式の試行
　　　　　　・チャレンジ型の適用範囲の見直し
　　　　ハ、担い手確保に向けた見直し
　　　　　　・産休育休を取得しやすい環境整備のための入札契約手続き
　　　　　　・若手技術者等の雇用条件の見直し
　　　　　　・技能者の従事計画の申請方法等見直し
　　②入札方式について
　　③総合評価落札方式の概要、取り組み、技術提案等について
　　④施工体制確認型について

２．岡山県における建設工事の入札制度について
岡山県 土木部 都市局 建築営繕課 課長　有森達也 様

　 〜説明概要〜
　　①入札方式の区分
　　②建築営繕課における電気工事発注実績
　　③指名競争入札制度について
　　④指名競争入札の実績
　　⑤一般競争入札（条件付）参加資格の変更
　　⑥一般競争入札（条件付）に参加する場合の注意点
　　⑦総合評価落札方式に係る変更点、その他の注意点
　　⑧成績評定要領等の改定について

３．暴力団情勢と対策等について
岡山県警察本部 刑事部組織犯罪対策第二課 暴力団排除対策官　井上晃聡 様

　　①岡山県内の暴力団情勢
　　②岡山市内で発生した発砲事案（調査中）
　　③岡山県暴力団排除条例：事業活動における5つの禁止行為
　　④暴力団対策法第9条で禁止されている27の行為
　　⑤契約書等に暴力団排除条項の導入を
　　⑥基本的対応要項

研修テーマ
研修会場

冒頭の挨拶：松岡会長 閉会の挨拶：長門技術委員長　
　　　司会：牧野副技術委員長

国土交通省：狩野講師

岡山県：有森講師

岡山県警察本部：井上講師
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技術研修会　 葛
電力自由化と水素技術の最新情報を学ぶ！

　平成２８年１２月８日㈭午前９時２０分から１１時４０分まで岡山プラザホテル
にて技術研修会を開催しました。
　当日は６７名が出席し、「全面自由化後の中国電力の取り組みについて」
及び「水素社会に向けた電気工事業者の取り組みについて」並びに「消
費税転嫁対策に関する取組状況について」を研修しました。
　電力自由後の動き、再生エネルギーの次なる水素技術、消費税アップ
とその対応等、経営上、時宣にかなった関心ある内容でありました。

会場風景と挨拶：松岡会長

１．全面自由化後の中国電力の取り組みについて
中国電力株式会社 岡山支社 副支社長　内藤　暁 様

　①電力自由化の状況
　　・契約スイッチングの動向、中国電力㈱の営業戦略
　②原子力新規制基準と島根原子力の状況
　　・島根２号機の新規制基準適合性に係る審査状況、安全対策の取り組み
　③再生可能エネルギーの導入状況と固定価格買取制度の今回見直しのポイント
　　・再生可能エネルギー導入状況、固定価格買取制度の見直しの概要
　④経営ビジョンと具体的な取り組み
　　・国内外発電事業、電化推進　他

２．水素社会に向けた電気工事業者の取り組みについて
株式会社 東芝  次世代エネルギー事業開発プロジェクト担当部長　中川隆史 様

　①経済産業省、水素燃料電池戦略ロードマップ
　②日本のエネルギー課題と水素の利点
　③市場環境と水素製造方法
　④再エネ水素の適用、活用モデル
　⑤用途地域、水素貯蔵量の制約

３．消費税転嫁対策に関する取組状況について
経済産業省 中国経済産業局 消費税転嫁対策室   　　　　　　  
消費税転嫁対策調査専門職員　坂本 庄次 様 及び 鹿嶋 修三 様

　①消費税転嫁対策特別措置法の概要
　②徹底した監視・取締りの実施
　③中小企業庁における消費税転嫁対策の取組み
　④指導・勧告事例

司会：池宗技術委員熱心に聴講：会員

研修テーマ

閉会挨拶：長門委員長

水素技術
㈱東芝  佐々木岡山支店長

水素技術
㈱東芝   中川講師

消費税取組状況
鹿嶋講師

消費税取組状況
坂本（手前）、鹿嶋講師

自由化後の取り組み
中国電力㈱  内藤講師
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　「平成２８年度１級電気工事施工管理技術検定試験・受験準備講習会」を開催しました。
　県内各地から、そして鳥取県、広島県からも参加があり述べ１２２名の多数が受講しました。この講習会受講者
の合格率が上昇傾向にあり、申込み者数が増加しています。

講習会概要

場所講師陣受講者数講習日講習名

コンベックス岡山
延べ６名（９科目）７１名平成２８年５月１８日㈬〜　　 　

　　　　５月２０日金〔３日間〕学科講習

延べ２名（５科目）５１名平成２８年９月１４日㈬〔１日間〕実地講習

場所講習日講習名

コンベックス岡山

平成２９年５月１５日㈪〜　　　 
　　　　５月１７日金〔３日間〕学科講習

平成２９年９月１３日㈬〔１日間〕実地講習

平成２９年度の受験準備講習会募集！

今年も多数の参加をお願いします。詳細な募集案内は2月中旬頃の予定です。

人材確保の切り札、資格取得のチャンス！

１級施工・受験準備講習会葛

合格率アップに貢献：青山講師［㈱中電工］開会の挨拶：長門技術委員長 受付：田中さん［㈱中電工］

講習会の会場

熱く指導：河崎講師［㈱中電工］ 添削個人指導：青山講師
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意見交換会会場

国土交通省意見交換会葛
国交省と意見交換、業界から要望多数！

　平成２８年６月２３日㈭午後３時００分から、広島市のＫＫＲ
ホテル広島において、国土交通省中国地方整備局営繕部
（出席者１０名）、（一社）日本電設工業協会中国支部（出席者７
名）及び（一社）日本空調衛生工事業協会中国支部（出席
者９名）との間で、第１４回意見交換会が開催されました。
　冒頭、小畑博文（一社）日本電設工業協会中国支部長及び
板橋 薫 国土交通省中国地方整備局営繕部長が、挨拶されま
した。 当協会から長門副会長が出席し、要望意見を述べました。
　終わりに、寶来駿一（一社）日本空調衛生工事業協会中国
支部長が挨拶され閉会しました。

JECA FAIR ２０１６ 〜 第６４回電設工業展葛
夢ある社会 電設技術で明るい未来！！

　電気設備業界が一堂に会した「第６４回電設工業展－
ＪＥＣＡ ＦＡＩＲ ２０１６」の視察会を平成２８年５月２５日㈬イ
ンテック大阪にて、学校の先生方２名及び会員３６名の
参加を得て実施しました。出展社数は２０６社、来場者
数は９７，２００名を記録し、大盛況でした。
　電気関連出展会社は、未来を創る事業を展開し、積
極的にアピールしていました。

中国地方整備局から情報提供及び説明

　①局におけるコンプライアンスの取り組み

　②建設産業を取り巻く現状と課題について

　③品確法等を踏まえた官庁営繕部の取組概要

　④平成28年度の入札・契約方針について

業界要望事項（抜粋）

　①追加変更工事予算額の適正化について

　②週休二日制の取り組みについて

意見交換会 概要（抜粋）

　③建設業の人材不足について

　④技能労働者の確保と育成について

　⑤労務単価、材料単価の見直しについて

　⑥下請け経費及び法定福利費の明示につ

いて

　⑦加算点の評価基準の緩和について

　⑧市町村発注の公共建築工事における適

正な積算手法の指導

参加者全員

意見を述べる
長門副会長

最新技術を学ぶ会員 会場風景
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　平成２８年１１月９日㈬午後１時３０分から（公財）岡山県暴力追放運動推進セン
ターなど主催による｢平成２８年岡山県暴力追放・銃器根絶運動推進県民大会｣
がイオンモール岡山・おかやま未来ホールで開催され、関係者約５００名が暴力
や違法な銃のない地域の実現に向け誓いを新たにしました。当協会から２名
が出席しました。
　同センター名誉会長兼推進本部長の伊原木隆太知事が岡山市で５月に指定
暴力団組幹部が射殺された事件に触れた上で｢皆さんと手を携え、暴力団が
存在し得ない地域社会づくりに努めたい。｣と挨拶されました。
　その後、西郷正実岡山県警察本部長による「暴力団対策・銃器対策の現状
と今後の取組について」の説明と「大会宣言」の採択がありました。
　第２部として、弁護士 吉沢徹氏による『暴力団排除条例に違反するとどう
なるか？』と題して講演がありました。

暴力や銃のない地域へ誓い新に！

暴力追放・安全衛生推進　葛

　平成２８年１０月５日㈬午後１時から岡山ふれあいセンターにおいて、県下各
地から関係者多数が参加して｢第７回『リスクにチャレンジ！岡山』運動推進
大会｣（主催：建設業労働災害防止協会岡山県支部 １８分会）が開催され、当
協会から５名が出席しました。
　冒頭、村社岡山県支部長が｢店社・作業所において、経営者及び関係者全員
がリスクアセスメントに積極的に取組み、労働災害を撲滅しなければならな
い。｣と定着、実践への決意を表明し、続いて金田厚生労働省岡山労働局長、
藤兼国土交通省岡山河川事務所長、大塚岡山県土木部技術総括監より祝辞が
あり、大会宣言を読み上げリスクアセスメントに取組む決意を採択しました。
　その後、岡田岡山労働局健康安全課長による｢建設業の労働災害防止のた
めに！｣と題して、講演があり、岡本副支部長の閉会の言葉で盛会裏に終了し
ました。

『 リスクにチャレンジ！岡山 』運動推進大会！

安全・無災害運動葛

推進本部長
伊原木隆太知事

暴力団の現状
西郷 県警本部長

暴力追放県民大会 会場

害 害 害 スローガン 害 害 害
“知恵を出し合いリスクの低減、作ろうみんなの安全職場 ！” 推進大会会場

開会の挨拶
村社支部長

祝辞
金田 岡山県労働局長
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　平成２８年６月１６日㈭午後５時からホテルグランヴィ
ア岡山にて、第６回通常総会を開催しました。
　当日の出席者３８名（他に委任状出席１０名）により、
次の議案を審議し議決しました。

［議事］
　第１号議案　平成２７年度　事業報告案承認の件
　第２号議案　平成２７年度　決算案承認の件
　第３号議案　役員選任案承認の件（任期２年）

［報告事項］
　①平成２８年度　事業計画の件
　②平成２８年度　予算の件

　平成２８年６月９日㈭午前８時３２分から岡山金陵カン
トリークラブにて、第１５回ゴルフ交流会を開催しました。
　会員、賛助会員２６名が参加し、開始前の小雨を吹き
飛ばし、白熱の競技の中、会員相互の交流を深めました。

通常総会・ゴルフ交流会 葛
新役員を承認し、新たなスタート！

癌

贋

岩

雁

眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼

眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼

翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫

翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫

［左］第３位：福島さん
［中央］優勝：瀬戸口さん
［右］準優勝：浅沼さん

 第５回 通常総会

　平成２８年１２月７日㈬午前９時２８分から岡山金陵カン
トリークラブにて、第１６回会員交流（兼：福田様米寿
お祝い）ゴルフ大会を開催しました。
　会員、賛助会員２８名が参加し、快晴、小春日和の中、
好プレー珍プレーを発揮しながら会員相互の交流を深めま
した。又、お元気な福田顧問の米寿お祝い会をしました。

 第１５回 ゴルフ交流会  第１６回 ゴルフ交流会

選任された新役員 懇親会会場と閉会挨拶：瀬戸口副会長

第6回通常総会会場と冒頭挨拶：松岡会長

監査報告：横山監事

懇親会ご来賓挨拶
小畑中国支部長

［㈱中電工 代表取締役社長］

ご挨拶：福田顧問

［左］準優勝：福田さん
［中央］優勝：瀬戸口さん
［右］第３位：川口さん

事務局だより
平成２８年６月１６日に当協会の
理事：髙戸邦彦氏、及び監事：
戸川勝年氏が退任されました。
ご退任：[左]戸川氏　[右]髙戸氏



古紙パルプ配合率100％再生紙
を使用しています。

この印刷には、 環境にやさしい
植物油インキを使用しています。

この印刷の一部には水質保全に有効な
水なし印刷方式を採用しています。

岡山県電業協会一般社団法人 
事務局　〒700-0953 岡山市南区西市430
電話（086）244-4838番　FAX（086）245-9136番
E-mail  info@okadenkyo.or.jp　URL  http://www.okadenkyo.or.jp
編集発行人　総務委員会

会員大会   懇親会（アトラクション）
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