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お知らせ

１．7 月の行事予定
月
日
行
事
名
場
所
７月 14 日（水） 県との災害対策協定に基づく 各土木事務所・各港湾事務所（管
～８月２日（月） 静岡県土木事務所等訪問
理局）・富士山静岡空港㈱
７月 29 日（木）

静岡県・御前崎市・菊川市総
菊川文化会館アエル
合防災訓練全体会議

２．講習会のご案内（受講者募集中）
◇「職長・安全衛生責任者教育」講習会
（1）日 時
令和３年８月 17 日（火）～18 日（水）
（2）場 所
静岡県産業経済会館 ☎054-273-4330
（3）対象者
18 歳以上・実務経験 3 年以上
（4）受講料
電業協会員 11,000 円(テキスト代 2,330 円、昼食代を含む)
非会員
16,000 円(テキスト代 2,330 円、昼食代を含む)
(5) 申込期日
令和３年７月 16 日（金）
＊申込期日が迫っておりますので、希望者はお早目にお申込みください。
◇「職長・安全衛生責任者能力向上教育（再教育）
」講習会
（1）日時等
東部：令和３年９月 10 日（金）
三島商工会議所 ☎055-975-4441
中部：令和３年 10 月８日（金）
静岡県産業経済会館 ☎054-273-4330
西部：令和３年 11 月２日（火）
ﾎﾟﾘﾃｸｶﾚｯｼﾞ浜松 ☎053-441-4444
（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 年度より前の修了証の方は、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 9,500 円(テキスト代 1,080 円、昼食代を含む)
非会員
13,500 円(テキスト代 1,080 円、昼食代を含む)
（4）申込期日
令和３年７月 30 日（金）
（5）写 真
縦 30 ㎜、横 25 ㎜、裏面に会社名と氏名を記入して同封
（6）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。
※募集案内は、７月に発信する予定です。

◇「1 級「二次」電気工事施工管理技術検定試験受験準備講習会」
（1）日 時
令和３年９月 14 日（火）
（2）場 所
静岡県産業経済会館 ☎054-273-4330
（3）定 員
24 名
（4）受講料
電業協会員 22,000 円(テキスト代 2,330 円、昼食代を含む)
非会員
25,000 円(テキスト代 2,330 円、昼食代を含む)
(5) 申込期日
令和３年８月 13 日（金）
※募集案内は、７月中旬に発信する予定です。

◇技術講習会（講習時間は、各会場共通で 13：30～16：45）
①「施工図の見方・書き方」
・東部９月８日(水) ・中部９月 15 日(水) ・西部９月 29 日(水)
（三島商工会議所） （産業経済会館）
（ﾎﾟﾘﾃｸｶﾚｯｼﾞ浜松）
②「積算業務の基礎知識と実務のポイント」
・東部 10 月６日(水) ・中部 10 月 13 日(水) ・西部 10 月 20 日(水)
（三島商工会議所） （産業経済会館）
（ﾎﾟﾘﾃｸｶﾚｯｼﾞ浜松）
※上記日程で開催を予定しており、今後募集しますので、協会からの案内を
お待ちください。

３．令和３年度 ２級電気工事施工管理技術検定試験（一次・二次）
◇申込受付期間
○書面申込受付期間：令和３年 7 月６日（火）～7 月 20 日（火）｢消印有効｣
○インターネット申込（一次・二次とも受験、又は一次を再受験の者）
・申込受付期間：令和３年６月 22 日（火）～7 月 20 日（火)「23：59」
・試 験 日 ：令和３年 11 月 14 日(日)
・試 験 地 ：東京・名古屋ほか
・合格発表日 ：令和４年１月 21 日(金)… 一次検定試験のみ
〃
：令和４年１月 28 日(金)… 一次・二次、二次のみ
（注）詳細はインターネットでご覧下さい。
◇申込用紙の販売
当協会で、２級電気工事施工管理技術検定試験の申込用紙を販売しています。
・販売期間：令和３年６月 22 日（火）～７月 20 日（火）
一部 600 円
＊郵送でのご注文も受付けております。その場合は、別途送料のご負担をお願い
いたします。
※詳しくは、事務局までお問合せください。電話：０５４－２８１－７１５８

Ⅱ 協会事業活動報告
１．委員会の開催
総務委員会以外の３委員会は、コロナウイルス感染拡大防止のため、書面により
承認をいただきました。
「経営委員会」
承認事項：令和３年度事業について
第１回経営委員会の承認があったとみなされる日：令和３年６月１１日(金)
「技術委員会」
承認事項：令和３年度事業について
第１回技術委員会の承認があったとみなされる日：令和３年６月１１日(金)
「災害対策委員会」
承認事項：令和３年度事業について
第１回災害対策委員会の承認があったとみなされる日：
令和３年６月１１日(金)
「総務委員会」
開催日：令和３年６月 22 日（火）
場 所：クーポール会館
議 題：
（1）令和 3 年度事業について（総務委員会）
（2）中部地方整備局との勉強会の項目について
（3）出前授業の実施計画について
（4）令和 3 年度事業について（他３委員会）
（5）令和 3 年度事業第 10 回定時会員総会の書面決議結果について
（6）その他

２．理事会の書面決議
決議事項：各委員会（総務・経営・技術・災害対策）の事業計画について
第２回理事会の決議があったとみなされる日：令和３年６月 30 日（水）

３．東海支部「地区協議会」の書面決議
決議事項：１役員の一部変更
２令和２年度収支決算報告
地区協議会の決議があったものとみなされる日:令和３年６月 11 日（金）

Ⅲ

令和３年度

総務委員会

経営委員会

技術委員会

災害対策委員会

静岡県電業協会委員会別事業計画
※委員会開催 随時（３回程度）
◇総会、役員会に係る総括的事項
◇協会運営全般
◇「電気設備工事分野人材育成研究会セミナー」
◇若手人材育成・確保対策
・インターンシップの受入れ ・出前授業の実施
◇日本電設工業協会（本部・東海支部）会議等への参加
※委員会開催 年２回（６月・２月）
◇職長・安全衛生責任者教育講習会
８月 17 日(火)～18 日(水)（静岡県産業経済会館）
◇職長・安全衛生責任者能力向上教育（再教育）講習会
９月 10 日(金)、10 月８日(金)、11 月２日(火)
◇経営者視察研修
＊今年度も、コロナの影響で未実施とする
※委員会開催 年２回（６月・２月）
◇講習会開催（年４回）
・
「１級電気工事施工管理技術検定 受験準備講習会」
① [一次] 4 月 19 日(月)～21 日(水)（静岡県産業経済会館）
② [二次] 9 月 14 日（火）
（静岡県産業経済会館）
・技術講習会
① 「施工図の見方・書き方」
（９月 東部：８日・中部：15 日・西部：29 日）
② 「積算業務の基礎知識と実務のポイント」
（10 月 東部：６日・中部：13 日・西部：20 日）
◇令和３年度「第 19 回高校生ものづくりコンテスト東海大会」
（8 月 21 日（土）：予定）トーエネック教育センター
◇静岡県ものづくり競技大会（電気工事部門）
（１月：予定）
※委員会開催 年３回（６月・11 月・２月）
◇災害対策協定に基づく「災害時緊急連絡網」及び
「災害応急対策業務協力者名簿」の作成（５月）
◇各土木事務所（８か所）及び
港湾事務所等（５か所）訪問（７月、８月上旬）
◇各土木事務所との「災害時出動要請・応諾訓練」の実施
（８月下旬～９月中旬）
◇災害対策緊急連絡網による「情報伝達訓練」の実施
（８月 26 日(木)）
◇静岡県・御前崎市・菊川市「総合防災訓練」への参加
（９月５日(日)）
・信号機復旧訓練・・・県警と共同参加（菊川市（仮）
）

