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Ⅰ お知らせ
１．９月の行事予定
月
日
行
事
名
静岡市・静岡県総合防災訓練
・航路標識仮復旧訓練（清水駅東口）
９月 ２日(日)
・信号機復旧訓練（清水駅東口）
※今回は中止になりました。

場

所

静岡市清水区

９月 ５日(水)

「施工図の見方・書き方」講習会

三島商工会議所

９月 11 日(火)

「施工図の見方・書き方」講習会

静岡県産業経済会館

９月 14 日（金） （一社）日本電設工業協会理事会

東京都

職長・安全衛生責任者能力向上（再教
静岡県産業経済会館
育）講習会
1 級電気工事施工管理技術検定試験受
９月 21 日（金）
静岡県産業経済会館
験準備講習会（実地）
９月 18 日（火）

９月 26 日(水)

「施工図の見方・書き方」講習会

ﾎﾟﾘﾃｸｶﾚｯｼﾞ浜松

９月 27 日（木）

（一社）日本電設工業協会東海支部
第 1 回企画委員会・第 2 回地区協議会

名古屋市

２．講習会のご案内
◇技術講習会①「施工図の見方・書き方」講習会の開催
建築の躯体図、仕上図や空調・衛生設備図の見方について理解していた
だき、電気設備の施工図の見方・書き方のポイントについて解説します。
この機会に是非受講くださいますよう御案内申し上げます。
（1）日時・場所
※13：30～16：45（各会場共通）
・東部地域 平成 30 年９月５日(水)
三島商工会議所
・中部地域 平成 30 年９月 11 日(火)
静岡県産業経済会館
・西部地域 平成 30 年９月 26 日(水)
ポリテクカレッジ浜松
（2）定
員
３０名になり次第、締め切らせていただきます。
（3）講
師
(一社）日本電設工業協会派遣講師
（4）テキスト
『電気設備工事施工図の書き方（改訂２版）』
（5）会
費
(一社）静岡県電業協会 会員 6,696 円（テキスト代のみ）
非会員 9,696 円（テキスト代＋受講料 3,000 円）
※ 申込期限
平成 30 年８月 22 日(水)で締め切りましたが、西部地域分は、
９月 10 日（月）まで延長しますので、申込書によりＦＡＸ
にてお申込みください。
（詳細は８月 17 日付の会員宛メール又はホームページを御覧く
ださい。）

◇技術講習会②「電気設備工事・施工計画の作成方法」講習会の開催
工期や品質の確保の観点から着工前に施工計画書を作成し、施主に提出
することが求められています。この施工計画書の作成手順、盛り込むべき
内容について解説します。
この機会に是非受講くださいますよう御案内申し上げます。
（1）日時・場所
※13：30～16：45（各会場共通）
・東部地域 平成 30 年 10 月 17 日(水)
三島商工会議所
・中部地域 平成 30 年 11 月７日(水)
静岡県産業経済会館
・西部地域 平成 30 年 11 月 13 日(火)
ポリテクカレッジ浜松
（2）定
員
３０名になり次第、締め切らせていただきます。
（3）講
師
(一社）日本電設工業協会派遣講師
（4）テキスト
『新編 電気設備工事施工計画書集成（改訂３版）』
（5）会
費
(一社）静岡県電業協会 会員 3,888 円（テキスト代のみ）
非会員 6,888 円（テキスト代＋受講料 3,000 円）
※

申込期限

平成 30 年９月 28 日(金)までに申込書によりＦＡＸにてお申
込みください。

◇職長・安全衛生責任者能力向上教育（再教育）講習会の開催
平成 29 年２月 20 日基発 0220 第 3 号による、厚生労働省労働基準局長
の通知により「職長等の職務に従事することとなった後概ね 5 年ごとに、
建設業に従事する職長等に能力向上に準じた教育（再教育）を受けさせる」
ことになったため、ご案内いたします。
この機会に是非受講くださいますよう御案内申し上げます。
（1）日時・場所等
※９：00～17：00（各会場共通）
・東部地域 平成 30 年 10 月５日(金)
三島商工会議所
・中部地域 平成 30 年９月 18 日(火)
静岡県産業経済会館
・西部地域 平成 30 年 11 月 20 日(火)
ポリテクカレッジ浜松
（2）対象者
・職長・安全衛生責任者教育終了後、概ね５年経過した方
（修了証の写しの添付が必要です）
・H18 年以前の修了証の方は、リスクアセスメント科目が含
まれていないため、受講できない場合があります。
（3）受講料
電業協会員
9,000 円(テキスト代 950 円、昼食代を含む)
非会員
13,000 円(テキスト代 950 円、昼食代を含む)
（4）申込期日 平成 30 年９月 10 日（月）期限を延長しています。
（4）写真持参 写真を事前に用意してください。（横 25 ㎜、縦 30 ㎜）
（5）その他
・修了者には「職長・安全衛生責任者能力向上教育（再教育）
修了証」を交付します。
・受講の取消しは、受講日の 1 週間前までに御連絡ください。
以後の払い戻しはできません。受講者の交代は認めます。

Ⅱ

協会事業活動

１．静岡県との災害応急対策協定に基づく各土木事務所等の訪問
協会災害対策委員及び地域の協会員が、平成 30 年 7 月下旬～8 月上旬に各
土木事務所長等を訪問し、災害時における電業協会の役割や災害対策につ
いて話し合うなど、県との更なる連携強化が図られました。

（島田土木）

（御前崎港）

（静岡空港）

（沼津土木）

(富士土木)

（田子の浦港）

２「平成 30 年度 経営委員会県外視察研修」の参加者募集中
「富山県広域消防防災センター【四季防災館】」は、富山の春夏秋冬の災害や
自然の特性を体験できる体験型学習施設です。
最近、多発している地震災害、豪雨災害などに対する心構えを、体験を交え
た学習で醸成し、いざという時に備えましょう。
日ごろ、災害を体験する機会はあまりないと思われますので、この機会に、
視察・研修にご参加くださいますよう、下記のとおりご案内申し上げます。
記
（1）視察日程 ： 平成 30 年 10 月 26 日（金）～27 日（土）
（2）視察場所 ： 「富山県広域消防防災センター【四季防災館】」
（3）参加費
： 20,000 円／１人
（4）申込期日 ： 平成 30 年９月 21 日（金）（期日を延長しました。）
（5）募集定員 ： 35 名（定員になり次第締め切らせていただきます）
※詳細は、７月 26 日付の会員宛メールをご覧ください。

３「第 17 回 高校生ものづくりコンテスト東海大会電気工事部門」開催
「東海地区の工業高校生のものづくり技術・技能の一層の向上」を目的に
愛知・岐阜・三重・静岡県の代表９人によるコンテストが開催されました。
１）開催日
２）場 所
３）主 催
共 催

平成 30 年８月 18 日（土）
㈱トーエネック教育センター（名古屋市）
東海地区工業高等学校長教育研究会
（一社）日本電設工業協会東海支部
（一社） 愛知電業協会・ (一社) 岐阜電業協会
(一社) 三重電業協会・ (一社) 静岡県電業協会
（株） トーエネック

４）競技成績
今年度は、静岡県立浜松城北工業高等学校の髙田勇樹さんが優勝したため、
静岡県（浜松城北工業高校）が２連覇しました。11 月に行われる全国大会
（愛知県）に東海地区代表として出場することが決まりました。
（静岡県）
優 勝
第５位

静岡県立浜松城北工業高等学校
静岡県立浜松城北工業高等学校

（コンテスト風景）

（被表彰者の左端が髙田さん）

（表彰式風景）

４

「平成 30 年度
日 時 ：
場 所 ：
講 師 ：
受講者 ：

職長・安全衛生責任者教育講習会」
平成 30 年８月 28 日（火）～29 日（水）
静岡県産業経済会館
近江 学 氏（トーエネック静岡支店）
28 名

（講習会風景）

（グループ演習と修了証授与）

【事務局からお知らせ】
９月１日は「防災の日」です。
当協会も９月２日の「総合防災訓練」に参加します。
皆様も、地域で開催される「防災訓練」に積極的に参加され、
防災意識の高揚に努めていただきますよう、お願いいたします。
また、台風シーズンが到来します。
今年は、例年になく多くの台風が発生しています。
備えを怠らず、被害を最小限に済ませるよう心がけをお願いいたします。

