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北海道経済産業局

電源開発調整官 菅 原 知 彦

持続可能な電力システムの構築に向けて
～電力システム改革の最終年を迎えて～

２０１５年から始まった電力システム改革は、安定

供給を確保すること、電気料金を最大限抑制する

こと、需要家の選択肢や事業者の事業機会を拡大

すること、の３つを主要な目的として進められて

おります。

具体的な取組としては、第１段階として、２０１５

年４月に電力広域的運営推進機関を、同年９月に

電力取引監視等委員会（現：電力・ガス取引監視

等委員会）を設立しました。第２段階は、家庭を

含めた需要家が電力供給者を選択できるようにす

るため、２０１６年４月に小売部門の全面自由化が行

われ、そして、本年４月には、総仕上げとなる第

３段階として送配電部門の法的分離が行われる予

定です。

第３段階の実施を目前とした現在の進捗状況

は、電力広域的運営推進機関が設立されたことに

より、需給ひっ迫時における地域間の需給調整や

地域間連系線の増強計画等、全国大で電力需給の

最適化が進められております。また、小売全面自

由化が始まったことにより、新規参入が活性化

し、自由化後３年で、全販売電力量に占める新電

力シェアは全国で約１５％まで増加、特に北海道で

は、地域別に見ると全国一の約２０％まで増加して

いるなど、着実に進展しております。

今後、送配電部門の法的分離が進められ、再エ

ネ事業者などが電力ネットワークをより公平に利

用できるようになることで、健全な競争が生ま

れ、その結果、料金の引き下げやサービスの向上

を促す効果が期待されております。

他方、２０１８年９月の北海道胆振東部地震や、

２０１９年の台風１５号、１９号による大規模停電や送電

線等への被害により、安定供給確保のためのレジ

リエンス強化の重要性が再認識されました。ま

た、パリ協定を契機とした脱炭素化の要請の高ま

りを背景に、再生可能エネルギーの大量導入によ

るネットワーク分散化の動きも進んでおります。

こうした電気供給をめぐる環境変化を踏まえ、

「災害時の連携強化」、「送配電網の強靭化」、「災

害に強い分散型電力システム」、「市場連動型の再

エネ導入支援」等、強靱かつ持続可能な電気の供

給体制を確立するために、克服しなければならな

い新たな課題が浮き彫りになってきており、現

在、政府では、今国会での法案提出に向け、準備

を進めているところです。

今後も電力事業を取り巻く環境は大きく変化し

ていくものと思われますが、電力の安定供給に

は、送配電網に対する定期的な保守・修繕は欠か

せず、北海道電業協会の会員各社をはじめ、多く

の電気技術者の存在は必要不可欠です。引き続

き、万全を期していただき、電力の安定供給のた

めの役割と責任を果たしていただくとともに、エ

ネルギー政策の推進に御理解と御協力をお願いい

たします。

（本文章は、２０２０年２月に作成されたものです）

－１－
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挨拶 真弓会長

令和２年１月１０日�札幌グランドホテルにおい
て、当協会と（一社）日本電気協会、北海道電気工

事業工業組合共催による恒例の「令和２年電気関

係賀詞交歓会」が、３団体の会員合わせて３８０名

が出席して開催されました。

３団体を代表して（一社）日本電気協会北海道支

部の真弓 明彦会長は「電気事業の環境が激変し

ている中にあっても、電力はインフラのインフラ

であり、道民の生活を支える電気の重要性に変わ

りはなく、電気関係事業者、関係団体の皆様にと

って、安心・安全な電気を安定的にお届けすると

いう使命は、この先も少しも変わることはありま

せん。これまで同様、それぞれの役割と責任を誠

実に果たしつつ、事業環境の変化への対応をしっ

かりと進めながら、ともに飛躍につながる一年と

いたしたい」と抱負を述べられました。

引き続き、来賓を代

表して、北海道経済産

業局長の安藤 保彦様

から「全国的に大規模

災害や停電が続く中、

電力の安定供給への関

心が高まっており、安

全、安心の提供に向け

て万全の体制をお願い

したい」とのご挨拶を

頂きました。

この後、北海道電気

工事業工業組合の福井

克美副理事長の乾杯で

交歓会が始まり、参加

者はテーブルのあちこちで名刺交換や歓談をしな

がら、和やかな雰囲気の中、新年に向けた期待や

展望を語り合う姿が見られました。

最後に当協会の吉本 浩昌会長の乾杯の音頭で

お開きとなりました。

令和２年 電気関係賀詞交歓会

挨拶 安藤局長

乾杯 吉本会長

－２－
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就任ご挨拶
サンワコムシス
エンジニアリング㈱
北海道支店 支店長

森 本 茂

陽春の候、会員の皆様に

おかれましては、益々のご

清栄のこととお慶び申し上げます。

この度、２０１９年４月１日付で山崎 裕司の後任

として北海道支店長に就任いたしました森本 茂

でございます。

平素は当協会ならびに会員の皆様には大変お世

話になり、心より厚く御礼申し上げます。

当社は、１９４７年に設立された三和電氣興行株式

会社を前身とし、現在ではコムシスホールディン

グス株式会社傘下の主要統轄事業会社として全国

に事業を展開しております。創業以来、半世紀以

上にわたり培ってきた技術力を駆使し、情報通信

技術（ICT）を支える総合エンジニアリング企業

として情報通信・社会インフラの構築に取り組ん

でまいりました。

北海道支店におきましても、情報通信・電気設

備・環境エネルギーの分野で、コンサルティング

から提案・設計・施工・運用・メンテナンスま

で、お客様に最適なトータルソリューションをワ

ンストップで提供してまいります。

働き方改革や新・担い手３法など、時代は激し

く変化いたしますが、フロンティア精神とチャレ

ンジ精神をもち、これからの北海道の発展と豊か

な生活を支える社会基盤づくりに貢献できるよう

努めてまいります。今後とも皆様のご指導を賜り

ますよう宜しくお願い申し上げます。

最後になりますが、当協会の益々のご発展と会

員皆様のご繁栄とご健勝を祈念申し上げ、新任の

挨拶とさせていただきます。

栗原工業㈱札幌営業所
所長

小 竹 和 芳

会員の皆様におかれまし

ては、益々のご清栄のこと

とお慶び申し上げます。

この度、２０１９年４月１日付で前所長福田 真樹

の後任として札幌営業所長に就任いたしました

小竹 和芳でございます。

平素は当協会ならびに会員の皆様には大変お世

話になり、この場をお借りして心より厚く御礼申

し上げます。

また、若輩者ではありますが、会員皆様のご指

導、ご鞭撻を頂きながら協会、業界の発展・繁栄

に微力ながら最善を尽くす所存でございますので、

前任者同様よろしくお願いいたします。

当社は、大正８年に「栗原工業所」として創業

以来、昨年で１００周年を迎えることができまし

た。電気工事を中心に情報、通信、計装、防災、

空調、土木等の設備工事の分野で実績を積み重

ね、また近年では再生可能エネルギーや省エネル

ギーの分野にも力を注いでおります。

昨今は、少子高齢化の進行や担い手の不足、働

き方改革への対応など、私共を取り巻く環境は厳

しい状況が続くものと思われますが、未来に希望

をもって日々業務に取り組んでいきたいと思って

おります。

最後になりますが、北海道電業協会の益々のご

発展と会員皆様のご繁栄とご健勝を祈念申し上

げ、新任の挨拶とさせていただきます。

－３－
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令和２年２月１３日�北二条クラブにおいて、当
協会、（一社）日本配電制御システム工業会北海道

支部、北海道電気資材卸業協同組合、電気資材

メーカー（パナソニック㈱ライフソリューション

ズ社北海道営業部、東芝ライテック㈱北海道電材

営業部、三菱電機住環境システムズ㈱北海道支

社）の４団体による懇談会を開催し、１７名が出席

いたしました。

はじめに、当協会の吉本 浩昌会長から道内景

気にふれた後、「電設業界は、技能者不足、若年者

の担い手不足といった問題に直面しており、外国

人受入に関する動向の注視や学校関係者の皆さま

との連携を密にするとともに、一方では業界の魅

力を高め、イメージアップに繋がるような取り組

みを続けてまいりたい。また業界には、北海道の

ライフラインを担い、顧客に対して良質な設備を

提供するという重大な責務と使命がある。さまざ

まな課題があるが、関係団体の皆様との連携を更

に深め、こうした課題への対応に向けて、着実に

取り組んで参りたい」と協力を求め挨拶いたしま

した。

続いて日本配電制御システム工業会の中山 尚

之北海道支部長、北海道電気資材卸業協同組合の

三神 司理事長より、それぞれの業界の現状や先

行きの見通しについて、報告を兼ねたご挨拶があ

りました。

引き続き懇談会の中では、パナソニック㈱ライ

フソリューションズ社北海道営業部の小山 貴之

部長、東芝ライテック㈱北海道電材営業部の土井

英史部長、三菱電機住環境システムズ㈱北海道支

社の吉村 敏男取締役支社長から、水銀灯ランプ

のLED化の動向や新商品の紹介、住宅市場の現状

と消費税増税の影響等、それぞれの立場から報告

がありました。

最後に、当協会の宇野専務理事から、当協会の

現況と令和元年度会員大会決議内容等を紹介した

後、懇親会に席を移し、各業界の現状や今後の景

気見通しなどについて意見を交換し、終始和やか

な雰囲気の中で終了いたしました。

電設業関連四団体懇談会

吉本会長 中山支部長 三神理事長 小山部長 土井部長 吉村支社長

－４－
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令和２年２月７日�北海道電気会館５０２会議室
において技術講習会が開催され、今回は「現場管

理業務のポイント」をテーマに、３３名の方が受講

しました。

開催にあたり主催者

を代表して、当協会の

内山技術安全副委員長

（㈱北弘電社）から

「技術力の向上、安全

作業の継続など我々が

できることを確実に実

行して、社会の安心・

安全に応えていかなくてはならない」と技術者一

人ひとりの資質や技能の向上を求める挨拶があり

ました。

講師には、北海電気工事㈱電設工事部技術グル

ープマネージャの川口 博氏が（一社）日本電設工

業協会本部から派遣されました。

講習会では、テキストとパワーポイント資料を

使って、現場代理人として求められる資質や現場

においては会社の代表者としての立場にあること、

情報機器などの技術進歩に対応する現場業務のあ

り方などについて丁寧な解説がなされました。

受講者は、スクリーンと資料を交互に見なが

ら、熱心に講師の話に耳を傾けて重要なポイント

を学んでいました。

技術講習会「現場管理業務のポイント」

挨拶 内山副委員長

川口講師

【講義内容】

・現場代理人

・現場管理業務の概説

・施工技術管理

・工程管理

・資材管理

・品質管理

・安全管理

・労務管理

・原価管理

－５－
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■町の概要
遠別町は北海道の北部、稚内から約９０km日本

海沿いを南下したところに位置しており、人口は
わずか２，６１８人（令和２年１月末現在）という小
さな町です。海、山、川といった美しい自然に囲
まれた遠別町は、その肥沃で豊かな環境を活かし
た農業、酪農、漁業、林業などの一次産業の振興
がとても盛んな町です。また、それらの地元生産
物の価値を高めていく商工業の発展を推し進めて
います。

■遠別町の観光スポット
◎金浦原生花園
金浦原生花園は、６月になるとエゾカンゾウが
咲き広がり、初夏の訪れを感じさせてくれます。
天気の良い日には、太陽の光を浴びた色鮮やかな
エゾカンゾウと堂々とそびえ立つ利尻富士を同時
に眺めることができ、見た人を興奮させてしまう
底知れぬ絶景へと変化します。

◎旭温泉
旭温泉は、国道２３２号沿いにある大きな看板を

目印に東へ約６km進んだ先にあります。周りを
山と木々に囲まれた静かな森の中にひっそりと佇
む木造の外観はどこか懐かしさを感じさせ、体を
芯まで温めるオレンジ色の「旭の湯」と、美肌効
果のある黒褐色の「富士見の湯」の二つの源泉が
ある温泉宿です。泉質には定評があり、はるばる
遠方から訪れるお客様にも、くつろぎの場として
親しまれています。また、露天風呂からの景色も
よく、春になれば、満開の桜を見ながらの花見
浴、秋は紅葉を楽しめるなど、四季折々の姿で心
を癒してくれます。

いきいきと里住夢（リズム）あふれるまち
～遠別町～

遠別町長 笹 川 洸 志

金浦原生花園

－６－
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■遠別町のイベント
◎富士見ヶ丘公園開き山菜まつり
遠別町の春の一大イベントとして欠かせないの
が「富士見ヶ丘公園開き山菜まつり」です。
このイベントのメインは、遠別町で採れた山菜
を無料で試食できることで、商工会女性部総出で
つくるてんぷらやフキのフライ、チヂミ、和え物
など様々な山菜料理を味わうことができ毎年長蛇
の列ができます。会場入り口付近では、大きな鉄
板で豪快に焼き上げるギョウジャニンニク入りジ
ンギスカンが待ち構えており、その香りは来場者
の食欲を掻き立てます。

物販以外の催しもあり、歌謡ショーやゲーム大
会、イベントの最後には餅まきが行われ、盛りだ
くさんのイベントとなっています。

■遠別町の特産品
◎北吹雪
日本最北の米どころ遠
別町の「はくちょうも
ち」を原料とした純米酒
です。とても口当たりが
よくすっきりとしていて
飲みやすく仕上がってい
ます。冷酒にして飲むの
がオススメです。

◎えんべつコロッケ
商工会女性部の皆さんが試行錯誤を重ね完成し
たのが「えんべつコロッケ」です。ひとつひとつ
手作りしており、遠別産じゃがいもと特産品であ
るタコとホタテをまるごと使用し、ゴロゴロ食感
がこだわりの絶品コロッケです。旭川や札幌、東
京のイベントなどにも出品し、年々リピーターも
増えており、第７回全国コロッケフェスティバル
（２０１９年開催）では第３位に輝きました。

■ふるさと納税
遠別町では、「遠別
農業高等学校の存
続、活性化」への想
いをきっかけにふる
さと納税という取組
みがはじまりまし
た。全校生徒６０数名と少ない高校ですが、様々な
取組みを行っており、農業高校の活動、魅力を広
く全国のみなさまに知っていただきたく、一生懸
命頑張っています。
寄付者への御礼として、遠別町の特産品を発送
させていただいており、町のお菓子屋さん手作り
の柔らかいお餅とあんこを包んだ「たわら最中」
や遠別で育ったミニトマト「アイコ」を使用した
とても濃厚なトマトジュースなど多くの特産品が
ございます。

■道の駅リニューアルオープン
令和２年４月２４日
�に遠別町の道の駅
「えんべつ富士見」
がリニューアルオー
プンする予定です。
施設内では、レス
トランや飲食テナントが出店を予定しており、気
軽に食事をすることができます。また、遠別の特
産品コーナーや売店、広い休憩スペースなどもあ
り、ゆっくり休めて、遠別の魅力を堪能できる施
設になります。
オープンした際はぜひお越しください。

◇遠別町ホームページアドレス
http : //www.town.embetsu.hokkaido.jp

－７－
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■まちの概要
乙部町は北海道の南西部、檜山管内のほぼ中央
部に位置する日本海に面したまちです。
人口は約３，６００人、基幹産業は第１次産業で、

農業では、ブロッコリーや大豆の契約栽培や高設
いちご、立茎アスパラガスの栽培が行われ、漁業
では、スケトウダラのはえ縄漁や、近年では“獲
る漁業”から“育てる漁業”に転換し、ナマコの
養殖等を行っています。
また、水産加工業やクラフトビール工場など、
地域資源を活用した特色ある企業や工場を誘致
し、若者の働ける場を創出し、地域の活性化を進
めています。

■主な特産品
◎ゆり最中・ゆり根のパイ
乙部町で丹精込めて栽培したゆり根を餡に混ぜ
た上品な甘みが広がる人気商品です。
◎おとべのはちみつ
熱処理をしていないため、蜂蜜本来の味を楽し
める純度１００％の乙部町産はちみつです。
種類もアカシア、トチ、ソバがあり、使いやす
い小袋タイプもあります。
◎ミネラルウォーター・クラフトビール
乙部町の自然の湧き水から作ったミネラル

ウォーター「Gaivota」は「美のミネラル」とも
呼ばれるシリカ（ケイ素）を豊富に含んでいます。
また、Gaivotaと乙部町のホップなどを使った

クラフトビール「OTOB
BEAN」も製造され、町内
外で注目されています。

歴史と浪漫あふれる北緯４２度のまち
～乙部町～

乙部町長 寺 島 努

スケトウダラの水揚げ おとべのはちみつ ミネラルウォーター「Gaivota」

－８－
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元和台海浜公園「海のプール」

乙部町の夜を彩る花火大会

乙部町のマスコットキャラクター「れん・りー」

縁結びの神様が宿るとされる「縁桂」

バリアフリー移住体験住宅

■乙部町のイベント
◎マリンフェスティバル
北海道で唯一快水浴場百選に選定された元和台
海浜公園「海のプール」で行われ、イカダに乗っ
てタイムを競う「ダッタン漂流記レース」やウ
ニ・ツブ・ホタテの手づかみ体験などイベント盛
りだくさんです。手づかみ体験は、イベントの他
に開園期間中の土・日・祝日にも行われていま
す。
また、施設内のバリアフリー化を進め、海まで
降りられるスロープや水陸両用車椅子を用意する
など、お年寄りや体の不自由な方でも安心して楽
しめます。

◎ふれあい盆おどり・花火大会
毎年８月１４日に乙部漁港で開催され、ふ頭の中
央にやぐらを設置し、乙部音頭などの曲に合わせ
て、子どもから大人まで一緒に踊ります。
盆おどりで盛り上がった後には、約３，０００発の

花火が乙部町の夏の夜を彩ります。

◇乙部町ホームページアドレス
https : //www.town.otobe.lg.jp/

◎縁桂森林フェスティバル
毎年、秋分の日に開催され、樹齢５００年を超え

「森の巨人たち百選」にも選定されている「縁
桂」への散策会や森の中で行われる昼食会など、
自然を満喫できるイベントです。
縁桂は、２本の桂の木が枝で繋がり一体となっ
ていることから、縁結びの神様が宿るとされ、地
元の方から大切にされています。

■「ちょっと暮らし」をしてみませんか？
乙部町では、移住を考えている方のために、「バ
リアフリー移住体験住宅」を２棟用意していま
す。玄関から施設内、全てバリアフリー化してい
ますので、車イスの
方でも安心して利用
できます。詳しくは
下記HPを確認くだ
さい。

おとべ創生ホームページ「ちょっと暮らし」
https : //www.otobesousei.com/livelist/

－９－
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令和元年度令和元年度令和元年度令和元年度

「建設産業ふれあい展」「建設産業ふれあい展」「建設産業ふれあい展」「建設産業ふれあい展」

令和２年１月１１日、１２日の両日、仕事体験やパ
ネル展示を通じて、社会における建設産業の重要
性、幅広い職種とそれぞれの魅力を知ってもらう

「建設産業ふれあい展」
が札幌駅前地下歩行空間
で開催されました。
今年で５回目となるタ
イトルは「みて☆つくっ
て☆体験して！」。主催
は北海道と札幌市で、（一
社）北海道建設業協会が
協賛し、当協会も含めて
建設業、専門工事業から

１２団体がブースを設け出展しました。
本イベントは、インフラの整備や地震・台風な
どの災害への対応、北海道ならではの除雪作業と
いった地域の安全・安心を守る建設産業を身近に
知ってもらうため、毎年この時期に開催されてい
るものです。
当協会は１２日�にブースを出展し、発電所でつ
くられた電気が利用者に届くまでの行程や、電気
工事業の具体的な仕事の内容が分かるパネルの展

示とともに、ご家庭での電気の安全な使い方をお
知らせするDVDの放映を行いました。
また各出展団体で協力して実施するクイズラリ
ーでは、小さなお子さんに一生懸命に電気の仕組
みを理解させようとする親御さんや、「電気は日常
で特に意識せず便利に利用しているが、改めて安
全に注意しながら使いたい」とお話しされる年配
のご夫婦の姿がありました。
主催者発表として、来場者は２日間で延べ

２１，２４５人と昨年の数を上回り、多くの方から「楽
しかった」「勉強になった」などのご意見が寄せら
れたとの報告がありました。

み て
★

つくっ
て ★

体験し
て ！

（開催会場）

札幌駅前通地下歩行空間

（大通から北３条まで）

（開催時間）

１１日� １０時～１６時

１２日� １０時～１６時

当協会ブース来場者数

４９２人

－１０－
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ブース

番号

ブースの名称

【参加団体名】

主 な 内 容 対象者・開催日など

体験時間

（目安）

①⑬

クイズラリー
【札幌市】

会場のヒントを手がかりにクイズに挑戦、景品を

ゲット！

【対 象】小、中、高校生、一般

【時間割】全時間自由参加

－

①

型枠工事パネル展
【北海道型枠工事業協同組合】

型枠工事がどのように行われているかパネル展示

を行います。

【対 象】幼児、小、中、高校生、一般

【時間割】全時間自由参加

－

②

③

④

鉄筋を知ろう！
【北海道鉄筋業協同組合】

鉄筋の結束体験や切断、曲げ体験が行えます！ま

た、実際の職人さんが鉄筋の組立作業を披露しま

す！

【対 象】小、中、高校生、一般

【時間割】全時間自由参加

３０分

塗り壁体験
（左官のお仕事）

【北海道左官業組合連合会】

漆喰やモルタル塗りなどの左官のお仕事について

紹介します。実際にパネルに左官材料を塗る体験

ができます！

【対 象】幼児、小、中、高校生、一般

※幼児は保護者同伴

【時間割】全時間自由参加

※汚れてもよい服装で

１０分

とびのお仕事体験
【北海道建設作工技建協同組合】

ミニチュア足場の組立体験、仮設足場材ダーウィ

ンの組立体験をします。

【対 象】幼児、小、中、高校生、一般

【時間割】全時間自由参加

３０分

⑤

１１日�
のみ

２７キューブの木工パズルを作ろう！
【（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道

支部 北海道職業能力開発促進センター】

サイコロ状の木材２７個で立体パズルを作ります。

できあがったらパズルにチャレンジ！作ったパズ

ルは持って帰れるよ。

【対 象】幼児、小、中、高校生

【時間割】１１：００～１２：００先着１５名

１３：３０～１５：００ 先着２０名 ※幼児は保護者同伴

３０分

⑥

１１日�
のみ

測量機器にふれてみよう！
【（一社）北海道測量設計業協会】

【札幌地区測量設計業団体協議会】

測量機器にふれて実際に距離や高さを計ってみよ

う！ドローンの展示や疑似体験もできます！

【対 象】幼児、小、中、高校生、一般

【時間割】全時間自由参加 ※幼児は保護者同伴

１０分

⑥

１２日�
のみ

電気を学ぶパネル展
【（一社）北海道電業協会】

電気の仕組みを学べるパネルの展示や

DVDの放映を行います。

【対 象】小、中、高校生、一般

【時間割】全時間自由参加

－

⑦

建設現場のVR体験・AR体験
除雪機械での色塗り体験
【（一社）札幌建設業協会】

最新のVR技術で製作した３D映像で、実際の現

場にいるような臨場感を体験しよう！スマホAR

で未来の形を見てみよう！ペンでブルドーザーを

動かし除雪するゲームもあるよ。

【対 象】幼児、小、中、高校生、一般

※VR体験は、小学生以上

（小学生は保護者の同意が必要）

【時間割】全時間自由参加 ※幼児は保護者同伴

１０分

⑧

札幌市の取組の紹介
タイルでコースター作り

【札幌市】

建設産業を支える市の取組を紹介します。また、

タイルを使ったコースター作りを体験できます。

【対 象】幼児、小、中、高校生、一般

【時間割】全時間自由参加

※タイルコースター作り 両日先着１００名幼児は保

護者同伴

１５分

⑨

建設産業パネル展
【（一社）北海道建設業協会】

建設産業のお仕事、役割、地域で活躍する姿等を

紹介したパネルの展示やDVDの放映を行いま

す。おもちゃのパワーショベルによるおもちゃす

くいもあります！

【対 象】幼児、小、中、高校生、一般

【時間割】全時間自由参加

※おもちゃすくいは、幼児・小学生対象（幼児は保

護者同伴）

１１日１３：００～１５：００、１２日１０：００～１２：００ 両日

先着５０名

－

⑩

水道管で遊ぼう！
【北海道管工事業協同組合連合会】

水道管（塩ビ管）を使用した輪投げや積み木、パ

ットゴルフで遊べるコーナーを用意しています。

【対 象】幼児、小、中、高校生、一般

【時間割】全時間自由参加

－

⑪

建設産業PRコーナー
高校生建築デザインコンクール作品

【北海道建設部】

道立高等技術専門学院を紹介したパネル等を展示

します。また、高校生建築デザインコンクール作

品を展示します。

【対 象】小、中、高校生、一般

【時間割】全時間自由参加

－

⑫

造園体験コーナー
【（一社）北海道造園緑化建設業協会】

造園工事の作業をラジコン重機を使って体験。シ

ョベルカーを使ってお菓子をGET！！ミニ観葉

盆栽の作製体験もできます。

【対 象】幼児、小、中学生 ※幼児は保護者同伴

【時間割】全時間自由参加

※ミニ観葉盆栽作成 両日 １１：００、１２：００、１３：

００、１４：００、１５：００それぞれ先着１０名

２０分

⑭

体験型展示コーナー
【北海道環境生活部】

北海道リサイクルブランド及び北海道認定リサイ

クル製品の展示、リサイクル製品を使用した簡易

模型の展示等を行います。

【対 象】小、中、高校生、一般

【時間割】全時間自由参加

－

⑮

小さなイス作り体験
【（一社）日本建築大工技能士会札幌支部】

大工さんといっしょに、のこぎり・カンナ・カナ

ヅチを使って小さなイスを作りの体験ができま

す。ものを作る楽しさを感じてください。

【対 象】幼児、小、中学生

※幼児の状態によっては保護者同伴

【時間割】土 １１：００～、１２：００～、１３：００～、

１４：００～、１５：００～

日 １０：００～、１１：００～、１２：００～、

１３：００～、１４：００～、１５：００～ 各回１０

人先着順

３０分

⑯

建設産業魅力発掘キャラバン写真展
【北海道建設部】

建設産業魅力発掘キャラバンの参加者から寄せら

れた写真の展示を行います。また、建設産業にお

ける女性活躍の取組事例の紹介も行います。

【対 象】小、中、高校生、一般

【時間割】全時間自由参加

－

⑰

新分野進出商品展示コーナー
【北海道建設部】

建設分野から他の産業（新分野）に進出した建設

企業の商品を展示します。

【対 象】小、中、高校生、一般

【時間割】全時間自由参加

－

－１１－
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イメージ図（提供：文化庁）

工事名称：国立アイヌ民族博物館新営１７電気設備
工事

発 注 者：国土交通省北海道開発局営繕部
請 負 者：末廣屋電機株式会社
工事場所：白老郡白老町若草町２丁目３番１号
工 期：平成３０年３月１３日～

平成３１年（令和元年）１１月２６日
【工事概要】
博物館：SRC･S造地上３階建て、延床面積約

８，６１５．７０㎡ 新築
１階エントランスホール・ミュージア
ムショップ・研究交流室・会議室・ラ
イブラリー・シアター
２階基本展示室・特別展示室・テーマ
展示室・パノラミックロビー

【工 種】
電力引込み計画・受変電設備・発電設備
太陽光設備・幹線設備・動力設備
電灯コンセント設備・接地設備・構内交換設備
構内情報通信網設備・拡声設備・音声音響設備
誘導支援設備（１．インターホン設備・２．ト
イレ呼出表示設備・３．音声誘導設備）
テレビ共同受信設備・自動火災報知設備
監視カメラ設備・防犯、入出退管理設備

工事名称：国立民族共生公園体験交流ホール
（仮称）新営１８電気設備工事

発 注 者：国土交通省 北海道開発局営繕部

請 負 者：北海電気工事株式会社
工事場所：白老郡白老町若草町１丁目
工 期：平成３０年９月２７日～

平成３１年１２月２７日
（令和２年４月２４日オープン）

【工事概要】
劇場：S造 ２階建 延床面積１，６６６．９６㎡

【工 種】
電灯設備、動力設備、受変電設備
構内情報通信網設備、構内交換設備
情報表示設備、拡声設備、誘導支援設備
テレビ共同受信設備、監視カメラ設備
火災報知設備、構内配電線路、構内通信線路
舞台照明設備、舞台音響設備
舞台音響（映像）設備

今回取材をさせていただきましたのは、国立ア
イヌ民族博物館新営１７電気設備工事（末廣屋電機
㈱）・国立民族共生公園体験交流ホール（仮称）
新営１８電気設備工事（北海電気工事㈱）の２現場
です。現場を担当する末廣屋電機㈱の現場代理人
三国 清隆さんと北海電気工事㈱ 現場代理人の端
航大様及び監理技術者の田村 嘉章様の３名にお
話しを伺いました。

当施設は、白老郡白老町ポロト湖畔に整備され
たアイヌ文化の復興・発展のための拠点となるナ
ショナルセンター「ウポポイ（民族共生象徴空
間）」の中核施設です。国立博物館としては北海
道初、日本では８ヵ所目となります。体験型
フィールドミュージアムである国立民族共生公園
内にある体験交流ホールでは、伝統芸能上演が行
われます。ユネスコ無形文化遺産に登録されてい
る「アイヌ古式舞踊」やムックリ（口琴）・トン
コリ（五弦琴）の演奏など、来園者が一体となっ
て楽しむことができる施設となっております。ま
た、半円形のステージ奥に、ポロト湖畔及び伝統
的コタンのチセ（家）を望む借景窓も整備してお
ります。

現場からこんにちは
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本施設は建築・電気設備・機械設備で構成され
ており、建設プロセスにおける生産性の向上を図
るため、施工合理化技術等を活用しながら施工を
進める取組を行ってきました。
●ASP（インターネットを利用した受発注者間の
情報共有システム）の活用
●３DCADによる鉄骨細部の収まりや干渉箇所の
確認
●ドローンによる空撮など
「働き方改革に取組む建築現場」としても、上
記の活用により、現場で生じた問題点の早期解決
や、決裁期間の短縮を実現しています。その結
果、週休２日に取組むことが可能となり、下請業
者を含めた関係者全員が働き方改革に対する意識
を高めることができたとのことです。

博物館では、LEDの天井ダウン３灯一体化の角
度調整（エーミング）に対する室空間となってお
り、照明器具の調整には大変苦労されたと伺いま
した。収蔵品の環境維持や火災防止を配慮した通
電カット機能や空気環境を維持するための非常電
源の確保、貴重な映像資料や収蔵品の機密性を確
保できる防犯・入退室管理設備に加え、様々な映
像資料等に対応した映像・音響設備が設けられて
います。
また敷地から北に約１４．５kmのところに樽前山

（現在も活動を続ける火山《現状レベル１》）があ
り、火山灰対策として発電機に火山灰フィルター
を設け、停電時における降灰時にも必要負荷に電
源供給を行う事が可能となっています。

体験交流ホールでは劇場という、構造的に特殊
な建物のため、他業種との調整及び施工について
は大変苦心されておりました。内部の照明器具に
ついては、LED照明を採用しております。光の色
は観客の心理に強いイメージを作り出し、演出効
果を高めることができるため、打合せには特に時
間を割いたとのことです。

また、ケーブルやケーブルラックも内装に合わ
せ黒色で統一しているなど細部まで工夫が施され
ております。
地域の新たな文化発信拠点として、各イベント
等を楽しみに来園する方 が々目に浮かぶ所存です。

関係者各位様に関しては、大変ご多忙中にも関
わらず、取材にご協力いただきまして、誠にあり
がとうございました。

末廣屋電機㈱ 現場代理人 三国 清隆 様

北海電気工事㈱ 現場代理人 端 航大 様
監理技術者 田村 嘉章 様

取材 広報委員 細野 隆平、鈴木 嵩典
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左からマスターと私

島津電設㈱

代表取締役 嶋津 博

この店に初めて来たのは 昭和４７年８月…

前年にオープンした地下街をブラブラして狸小路

の唄が流れる４丁目をとおり 汚いビルの細い階

段をあがり 辿り着いた。

夏の暑い午後だった。

その年の２月に札幌でアジア初の冬季オリン

ピックがあり あさま山荘事件がテレビで生中継

され 沖縄の返還があり アメリカではウォーター

ゲート事件が発覚していた。

世の中は 相も変わらず 動いていた。

ただ JAZZ が聞きたかった。

当時 札幌の南２条、南３条界隈には JAZZ 喫

茶がひしめき合っていたが 何故か この店に来

た。無愛想なマスターだった。

一瞬 躊躇しながらコーヒーを頼んだがこれ

が“どぶ”コーヒーだった。

いつも 家で飲む 美味しいコーヒーに比べる

と 明らかに“どぶ”クラス。でも 店で流れて

いたJAZZは 選曲といい、音質といい、紛れもな

い本物だった。心の琴線に触れた。

それが この店に半世紀通う理由になった。初

めてこの無愛想なマスターと話を交わしたのはそ

れから１１年後の昭和５８年だった。

２～３度 引っ越しをし 現店舗に落ち着いた

が JAZZのレコードは９０００枚、CDは５０００枚をゆ

うに超え、壁にはこの店に訪れた世界的なミュー

ジシャンのサインが所狭しと書いてある。

２年前 Time Out（札

幌でしかできない５０のこ

と）に掲載されたのもあ

り 金曜、土曜の２１時以

降 お店の中は戦争であ

る。

美味い酒が飲み放題で１８５０円。特にヨーロッパ

やアメリカの若者で 賑わっている。

JAZZの愛好家なら平日をオススメする。

PreAmpはMaranz SC １０００，PowerAmpはMark

Levinson ３３６L，SpeakerはJBLのM９５００K２。

自分の好きなVocalは ビリーホリディとフラン

クシナトラ。

小生は店に入るとカウンターに座る。音楽を聴

いて大事な家族や恋人を想い また自分を元気づ

けていた あの頃を思い出す。気がついたら ス

ピーカーからビリーが流れていた。

久し振りに飲むコーヒーは もう“どぶ”コー

ヒーでは なかった…

【店 名】Jazz Cafe Bossa

【住 所】札幌市中央区南３条西４丁目

シルバービル２F

【電 話】０１１－２７１－５４１０

【営業時間】１１：００～２５：００

【定 休 日】元旦

～シリーズ～「私のいちおし」
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第一 法令等の社会ルールを守る

１．事業者倫理に則った公正な事業活動
社会を構成する一員として、事業者倫理に則って公正な事業活動を行う。また、これに必要な体
制の整備に努めるものとする。

２．関係法令の遵守の徹底等
電気設備工事業全般に関係が深い建設業法、電気工事業法、労働安全衛生法等にかかる立法の精
神に沿って、厳正な法令遵守に努める。
特に工事の入札に関しては、独占禁止法等諸法令に違反して入札の公正・公平を阻害する行為を
行わない。また、社会から疑惑を持って見られかねない組織に加わらない。

３．政治、行政との健全な関係の確保
政治、行政との健全な関係の確立に留意する。いかなる場合にあっても、贈賄行為や政治資金規
正法等に違反する行為を行わない。

４．反社会的勢力の排除
企業を取り巻く反社会的勢力からの不当な要求に応じない。問題が発生した場合又はその虞があ
る場合には、速やかに警察の協力を求める。
また、反社会的勢力を利用する行為は絶対に行わない。

第二 適正な事業活動を通じて社会的使命・役割を遂行する

１．良質な製品・サービスの提供
顧客や社会の期待と信頼を直視し、生産性の向上や品質の改善を図り、適正価格で良質な製品・
サービスの提供を行う。これに必要な経営の合理化、技術開発の促進、生産システムの改善、人材
の確保・育成、安全対策の強化等に努める。

２．適正で節度ある市場競争の展開
良質な製品・サービスの提供と電気設備工事業の健全な発展を実現するため、コストを度外視し
た安値受注（いわゆるダンピング受注）は行わない。また、技術力、施工能力等を考慮し、経済合
理性に立った節度ある受注活動を行う。

３．電気設備工事における分離発注の拡大
独自の技術・施工体制を有し、高度な専門分野を形成している電気設備工事分野において、顧客
ニーズへの対応、品質の確保、施工責任とコストの明確化等の観点から合理的な分離発注が拡大さ
れるよう、関係各方面に対し積極的に働きかけを行う。

４．建設生産関係者との公正で合理的な関係の構築
建設生産におけるあらゆる関係者（顧客、設計・工事監理者、元請事業者、下請事業者、資機材
事業者等）との公正で合理的な関係の構築に努める。

５．情報開示及び社会各層とのコミュニケーションの展開
事業活動に関わる必要な情報開示を行うほか、顧客、株主、マスコミなど社会各層とのコミュニ
ケーションを積極的に行う。

６．環境問題への取組み強化
事業活動全般にわたって公害防止、省エネルギー化、廃棄物の削減・適正処理・リサイクルに努
め、地球環境問題を含めた様々な環境問題への取組みを強化する。

７．社会貢献への努力
あらゆる事業活動が社会に支えられているとの認識に立ち、「良き市民」として社会から厚い信頼
を受けることは、緊要である。このため、各会員は、事業活動の各面において積極的な社会貢献に
努める。 （平成１８年１１月制定）

一般社団法人日本電設工業協会

会 員 行 動 目 標
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２０２０年度「登録電気工事基幹技能者認定講習」

【申込受付期間】

２０２０年７月２０日�～８月２０日�まで

【開 催 日】

２０２０年１０月２４日�～２５日� ２日間

【開催場所】

北農健保会館

（札幌市中央区北４条西７丁目１－４）

【受講資格者】

（１）認定講習を受講できる者は、次の条件を全て満たす者とする。

① 電気工事の直接施工業務に従事して、該当する建設業の種類につき１０年以上の実務経験

があること。

② 労働安全衛生法第６０条による建設業としての職長教育（施行令第１９条あるいは施行規則

第４０条）を修了して、受講申込日までに３年以上の職長経験を有している者。

③ 第一種電気工事士免状を取得していること。

（２）条件を満たす証明書類は次の書類を添付する。

① 実務経験については、事業主が証明した実務経験証明書。受講者が事業主の場合は、記

載事実に相違がない旨の誓約書（署名、捺印）が必要。

② 職長経験については、同実務経験証明書と労働安全衛生法第６０条による建設業としての

職長教育修了証の写し。

③ 第一種電気工事士免状の写し。

【受 講 料】

１８，８４０円（講習免除者は９，４２０円）

・受講料には、受講費、教材費、修了証発行費用が含まれます。

・講習免除者とは、２０１８あるいは２０１９年度の認定講習を受講し、修了試験で不合格となった者お

よび本講習修了証の保持者で有効期限の経過が６カ月以上、１年未満の者。

【申込方法】

所定の申込用紙により（一社）日本電設工業協会北海道支部（北海道電業協会）に提出。

申込用紙は、（一社）日本電設工業協会のホームページからダウンロード願います。

※受講定員 ５０名（先着順で締め切り）

お 知 ら せ
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２０２０年度「電気工事施工管理技術検定試験」受験講習会

※主催会社の判断により、変更または中止となる場合があります。

○１級学科

【申込期限】

開催初日の８日前まで

【開 催 日】

２０２０年４月２３日�～２４日� ２日間（開催地：札幌）

【申込方法】

◆一般財団法人 地域開発研究所ホームページから（http : //www.ias.or.jp）

・方法１～直接申し込みができます。

・方法２～FAX申込用紙をプリントアウトして申込みができます。

◆講習会案内が同封の郵便局専用「払込取扱票」

・方法３～講習会案内書に同封の郵便払込書用紙で、最寄りの郵便局から申込みができます。

【開催場所】

北海道建設会館

（札幌市中央区北４条西３丁目１）

【学科試験日】

２０２０年６月１４日�

【合格発表】

２０２０年７月１７日�

○１級実地

【申込期限】

Ａコース（講習会＋施工経験記述添削指導）２０２０年７月２７日�

Ｂコース（１日） 開催日の８日前まで

【開 催 日】

２０２０年９月４日� １日間

【申込方法】１級学科に同じ

【開催場所】１級学科に同じ

【実地試験日】

２０２０年１０月１８日�

【合格発表】

２０２１年１月２９日�
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理事会・三役会・委員会報告

【法人職務執行者の変更】

（平成３１年４月１日付）

○栗原工業㈱札幌営業所

（新）所 長 小竹 和芳

（旧）所 長 福田 真樹

【名称の変更】

（令和２年２月３日付）

○十勝帯広電業協会

（新）十勝帯広電業協会

（旧）帯広電業協会

（令和２年１月２７日付）

○オホーツク圏電業協会

（新）会 長 佐藤 一彦

（旧）会 長 山本 義明

理 事 会
◇令和２年１月３０日� １２：００～１３：２０

第６回議題

【協 議 事 項】

１．令和２年度 会費収入見込額と収支予算案の

策定について

２．「今後の協会活動」に係る基本方針案について

３．令和２年の発注諸官庁への要望事項について

４．令和２年 電気記念日の事業実施に伴う後援

のお願い

５．電設協 令和２年役員改選期の理事定数、支

部諮問委員の定数の照会

【報 告 事 項】

１．令和元年度 登録電気工事基幹技能者認定講

習の結果

２．令和元年度「建設産業ふれあい展」について

（開催結果）

３．令和元年度 技術講習会（座学）の開催につ

いて

４．令和元年度 電設業関連４団体懇談会の開催

について

５．電気・空衛連絡協議会及び幹事会並びに札幌

市都市局との意見交換会の開催について

６．北海道空調衛生工事業協会の定時総会後の懇

親会の案内

７．会員の札幌弱電設備業協同組合の通常総会後

の意見交換会の案内

８．会員の諸変更について

９．令和２年２月～３月の行事予定について

三 役 会
◇令和２年１月１０日� １２：００～１４：００

第１０回議題

【協 議 事 項】

１．令和２年度 会費収入見込額と収支予算案の

策定について

【報 告 事 項】

１．令和元年度 電設業関連４団体懇談会の開催

について

２．令和元年度 赤レンガ建築賞の決定について

３．令和元年度 技術講習会（実技）の開催につ

いて

業 界 だ よ り

－１８－
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４．令和元年度 技術講習会（座学）の開催につ

いて

５．電気・空衛連絡協議会及び幹事会並びに札幌

市都市局との意見交換会の開催について

６．（一社）北海道設備設計事務所協会 新年交礼

会への出席について

７．会員の諸変更について

８．令和２年１月～２月の行事予定について

◇令和２年２月１３日� １４：３０～１５：４０

第１１回議題

【協 議 事 項】

１．次期定時総会について

２．令和元年度 第２回運営協議会（地区代表者

会議）の開催について

３．令和元年度 電設業関連四団体懇談会の運営

について

４．正規会費の見直しについて（意見集約結果

等）

【報 告 事 項】

１．北海道建築士会の定時総会後の意見交換会へ

の出席について

２．会員の諸変更について

３．令和２年２月～３月行事予定について

◇令和２年３月１０日� １２：００～１３：３０

第１２回議題

【協 議 事 項】

１．定時総会の付議内容等について

２．正規会費の見直しの件について

【報 告 事 項】

１．北海道電業協会 功績表彰候補者について

２．会員の諸変更

３．令和２年３月～４月行事予定について

総務委員会
◇令和２年３月５日�（書面開催）
第４回議題

１．令和２年度 事業計画（案）について

２．北海道電業協会 功績表彰候補者の選考及び

推薦について

３．令和元年度 事業実施報告について

経営委員会
◇令和２年３月１６日�（書面開催）
第５回議題

１．令和元年度 事業実施報告について

２．令和２年度 事業計画（案）について

広報委員会
◇令和２年３月１３日�（書面開催）
第４回議題

１．令和元年度 事業実施報告について

２．令和２年度 事業計画（案）について

３．会報「春号」の校正

技術安全委員会
◇令和２年３月１６日�（書面開催）
第３回議題

１．令和元年度 事業実施報告について

２．令和２年度 事業計画（案）について

厚生委員会
◇令和２年３月１６日�（書面開催）
第２回議題

１．令和元年度 行事実施報告について

２．令和２年度 行事実施計画（案）について

３．令和２年度 予算（案）について

－１９－
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事 務 局 日 誌
１月６日�・官庁新年あいさつ
１０日�・電気関係３団体賀詞交歓会

（札幌グランドホテル）吉本会長他

・第１０回三役会議

・本部賀詞交歓会（欠席）

１２日�・建設産業ふれあい展
（地下歩行空間）

２０日�・北海道赤レンガ建築賞表彰式
（ポールスター札幌）宇野専務

２１日�・シーケンス講習会
（北海電気工事㈱）鎌田事務局長

２２日�・厚生委員会部会長会議
２３日�・本部常任理事会

（本部会議室）吉本支部長

・北海道設備設計事務所協会

新年交礼会

（ポールスター札幌）脇田副会長

２４日�・第３回ボウリング部会
（スガイノルべサ）

３０日�・第６回理事会・常議員会
２月４日�・広報委員会HP部会
７日�・技術講習会

（北海道電気会館）鎌田事務局長

１３日�・第１１回三役会議
・電設業関連４団体懇談会

（北二条クラブ）吉本会長他

２０日�・電設協本部・支部事務連絡会議
（本部会議室）宇野事務局長

２６日�・道空衛協会懇親会
（京王プラザホテル）宇野専務

３月３日�・札幌弱電設備業協組祝賀会（欠席）
４日�・電気空衛連絡協議会幹事会（延期）

・電気空衛連絡協議会（延期）

・札幌市都市局との意見交換会（延期）

５日�・第４回総務委員会（書面開催）
６日�・第５回ゴルフ部会（書面開催）
１０日�・第１２回三役会議

・本部政策委員会（中止）

１３日�・第４回広報委員会（書面開催）
１６日�・第５回経営委員会（書面開催）

・第３回技術安全委員会（書面開催）

・第２回厚生委員会（書面開催）

１９日�・本部運営委員会（電子開催）
吉本支部長

・建築士会総会後の意見交換会

（中止）

２５日�・電気記念日表彰式（中止）
・本部理事会（電子開催）吉本支部長

２６日�・第７回理事会・常議委員会
（書面開催）

－２０－
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この度は、会報誌「春号」の発刊にあたり、北海道経済産業局電源開発調整官

菅原 知彦様に巻頭言として「持続可能な電力システムの構築にむけて」をご寄

稿いただきました。お忙しい中、ありがとうございました。

厚く御礼申し上げます。

さて、本号の編集を進めている現時点では、まだ新型コロナウィルスの感染拡

大は続いております。北海道全体の多くのイベントなどが中止あるいは延期さ

れ、観光客も激減しております。経済に与える影響の大きさも大変心配です。

会員企業の皆様も現場で感染者が出ないための手洗いの励行などされているとこ

ろでしょうが、ご心配だと思います。ぜひ、一日でも早く感染拡大の終息するこ

とを祈っております。

多難な出だしとなった本年ですが、皆様のご健康と社業のご発展を期待してお

ります。

広報委員長 萩本 哲夫

編集後記
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