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国土交通省 北海道開発局

営繕部長 神 谷 剛（かみや つよし）

年頭あいさつ

新年あけましておめでとうございます。

一般社団法人北海道電業協会の皆様には、平素

より国土交通省における北海道開発行政、とりわ

け官庁営繕の事務・事業の執行にご支援・ご協力

を賜り、厚く御礼申し上げます。

北海道開発局営繕部は、官庁施設の整備と施設

機能を適正に維持するための保全指導の業務を

担っています。

官庁施設については、近年の大規模災害の多発

や老朽化施設が増加する中、既存施設の最大限の

活用を図りつつ、災害に対する国民の安全・安心

の確保に的確に対応することが重要です。このた

め、令和４年度の官庁営繕関係予算の概算要求に

あたっては、防災拠点となる官庁施設の防災機能

の強化や官庁施設の老朽化対策等に重点をおいて

います。

また、事業の実施に当たっては、グリーン社会

の実現に向け、環境負荷低減に資する技術を積極

的に取り入れ、脱炭素化を推進していくこととし

ています。

グリーン社会の実現に向けては、ZEBの取組等

を推進することとしており、北海道開発局営繕部

においても「ZEB Oriented」を目標とした庁舎の

整備に着手したところです。今後もグリーン社会

の実現に向けZEB関連の整備や既存官庁施設の脱

炭素化への取り組みを進めていきます。

昨年度は、官庁営繕事業における生産性向上技

術のさらなる活用拡大として、情報共有システム

を発注者指定による活用、建設現場の遠隔臨場の

試行が、現場担当者間で開始されています。

また、「営繕工事における工事関係図書等に関す

る効率化実施要領」が改定され、これまで電子化

を推進してきた工事中の書類に加え、完成時の書

類である完成図、保全に関する資料及び完成写真

について、原則電子データでの提出に一本化を行

い、工事受注者が作成する工事書類のさらなる電

子化を推進します。これらの取り組みが、建設業

における働き方改革の一助となることを期待して

おります。

次に一昨年から続く、新型コロナウイルス感染

拡大防止対策について、令和３年１月７日大臣官

房より「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事

態宣言を踏まえた工事及び業務対応について」が

発出され、工事等の継続又は再開に当たっての感

染拡大防止対策の徹底が示されました。緊急事態

宣言の中、人材不足への対応や製品の調達では、

大変苦慮されたことと思いますが、引き続き「建

設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガ

イドライン（令和３年５月１２日改訂）」等の取り

組みを行っていただきますようお願いいたします。

本年が貴協会にとってますます発展する年とな

りますよう祈念するとともに、皆様のさらなるご

活躍とご健勝をお祈り申し上げ、年頭のご挨拶と

させていただきます。

－１－
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就 任 ご 挨 拶

振興電気㈱
北海道支店 支店長

葛 西 秀 樹

向春の候、皆さまにおか

れましては、益々ご清栄の

こととお慶び申し上げます。

このたび、２０２１年１０月１日付けにて前支店長山

上 幸夫の後任として北海道支店長に就任いたし

ました葛西 秀樹でございます。

平素は当協会ならびに会員の皆さまには格別の

ご高配を賜り、心より厚く御礼申し上げます。経

験不足ではございますが、会員の皆さまよりご指

導、ご鞭撻を賜りながら、協会の発展と業界の繁

栄のために微力ではございますが、最善を尽くす

所存でございますので、前任者同様どうぞ宜しく

お願いいたします。

当社は、昭和１３年（１９３８年）に創業して以来、

堅実経営に努め、今日まで皆さま方の温かいご愛

顧とご支援のもと、一貫して電気設備工事に携

わって参りました。来年には創業８５周年を控え、

その先の９０年、１００年を目指して日々躍進してお

ります。

札幌には１９５２年に営業所として開設後、１９６８年

に北海道支店と改め、今年で７０年の歴史を刻んで

参りました。

私事ではありますが、東京の大田区で生まれ育

ち、横浜で家庭を持ちました。そのような環境で

過ごして来ましたので、雪国とは縁のない人生で

した。１２月の記録的な大雪を体験し、札幌でのこ

れからの生活に不安と期待が半々という心境でご

ざいます。

全世界でまん延している新型コロナウイルス感

染症の終息が見えない状況の中、２０３０年北海道新

幹線の札幌延伸に伴い、札幌駅を中心とした再開

発事業を含む建設ラッシュがもの凄い勢いで進ん

でいる現状の中、地域の活性化に少しでも貢献出

来たらと思っております。

最後になりますが、当協会の益々のご発展と会

員皆さま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。

－２－
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挨拶する真弓会長

挨拶する池山局長

一本締め 阿部会長

令和４年 電気関係賀詞交歓会

令和４年１月１１日�札幌グランドホテルにおい
て、当協会と（一社）日本電気協会および北海道電気
工事業工業組合共催による「令和４年電気関係賀
詞交歓会」が、出席者の限定や飲食の提供を行わ
ないなど、新型コロナウイルス感染防止対策を施
した中、来賓、３団体の会員合わせて約１５０名の
出席により２年ぶりに開催されました。

冒頭、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「脱炭素化への対応と
合わせて、人材確保やデジタルトランスフォー
メーションの取り組みなど、競争環境下であって
も柔軟に環境変化に対応した取り組みにチャレン
ジする必要がある。電気関係事業者、関係団体の
皆さまにとって、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、脱炭素化と事業環境の
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、ご来賓を代表して、北海道経済産業
局長の池山 成俊様から「地域の声を聞き、フッ
トワーク軽く関係者の皆さんと共に北海道経済の
持続的な成長に向け邁進したい」とご挨拶をいた
だきました。

当協会の阿部 幹司会長からは「当業界は、電
気設備等を建設し、維持管理することで地域社会
に貢献していく役割を担っている。将来の担い手
の確保と育成、定着を図り、夢と働きがいのある
電設業界を目指して協会活動を行っていきたい」
と挨拶があり、最後に一本締めで会を締めくくり
ました。

－３－
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分離発注を市に要請

室 蘭 電 業 協 会

増築工事現場を見回る

苫 小 牧 電 業 協 会

室蘭電業協会は１１月１９日、室蘭市に電気工事におけ
る分離発注の継続について要望しました。徳本 栄一
会長、織田 正見・能山 猛両副会長が室蘭市役所を訪
れ、青山 剛市長に要望書を手渡しました。
席上、徳本会長は「電気は経済、生活のライフライ
ンであり、適正な維持が電業協会の社会的責任ととら

え、技術向上に努め、良質な電気設備の提供、整備、保全が行われるよう努力している。地元事業者の
安定的な受注に向け、分離発注の継続をお願いしたい」と述べました。
青山市長は「市発注の公共事業はもちろん、民間工事でも可能な限り地元事業者の活用を呼び掛けた
い」と答えがありました。
分離発注方式は、建築会社と、機械設備工事会社、電気設備工事会社等を別々に発注することにより
「良質な施工と明確な責任」を各設備工事会社に課す方式で、官公庁をはじめ金融機関、生産工場など
で多用されています。

苫小牧電業協会は１１月２９日、苫小牧市内で工事が進
む増築電気設備工事の現場で今年度２回目の安全パト
ロ―ルを実施しました。
パトロールには企業会員などから１０名が参加。現場
の隅々まで労働災害につながる危険がないかをチェッ
クしました。
実施に先立ち中村 衞会長から「注意事項に基づいて隅々まで点検していただきたい」と挨拶があり
ました。
現場は、１２教室が入る３階建ての中学校新棟増築工事で、当日は分電盤の取付け工事などが施工され
ていました。工事の進捗率は７０％程度であり、来年３月２５日が竣工予定となっています。

パトロールは、美術室や音楽室を回り、主体工事と作業が輻輳する現場内で
の災害リスクや安全対策などについて確認をしました。
総評で砂金 和幸副会長は「現場はきれいで作業はスムーズに流れていた。
年末年始を挟むので今一度気を引き締め、通学する生徒との交通事故にも気を
つけ工事を進めて欲しい」と呼び掛けました。

室蘭市長へ要望書を渡す徳本会長（右から２番目）と
織田・能山両副会長

危険がないか隅々まで点検

－４－
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安全作業の継続を呼び掛け

十勝帯広電業協会

安全点検パトロールを実施！安全点検パトロールを実施！安全点検パトロールを実施！安全点検パトロールを実施！安全点検パトロールを実施！
安全作業の徹底を呼び掛け

オホーツク圏電業協会

十勝帯広電業協会は１１月３０日、帯広市内にて新築工
事が進む学校施設の電気設備工事の現場パトロールを
実施しました。工事追込み期における工程や作業状況
に危険がないかなどをチェックし、安全作業の継続を

呼び掛けました。
パトロールには川岸 哲夫会長をはじめ、会員企業

より７名が参加。同校は、既設校舎の改修と３階延べ４，２５９．０９㎡の校舎が増築され整備されます。
当日は、強電では廊下部分の配線工事、弱電は火災報知器の取付けなど、仕上げ段階の作業が施工さ
れていました。いずれも進捗は８割程度。工期は２０２２年３月２９日までであり、２０２２年度の開校が予定さ
れています。
参加者は、工事担当者から作業の進捗状況や安全対策などについて説明を受けながら、強電設備およ
び弱電設備それぞれの工程管理状況や災害に結びつくリスクがないかなどについて、点検表に基づき点
検しました。川岸会長は、「最後まで気を緩めず、事故のないよう気を付けて工事を完成させて欲しい」
と伝えました。

オホーツク圏電業協会は１２月１５日、北見市内の公民
館改築電気設備工事の現場パトロールを実施し、工事
繁忙期における災害事故防止に向けた安全作業の徹底
を呼び掛けました。
パトロールは、佐藤 一彦会長をはじめ会員企業各

社より５名が参加。まず、現場代理人から工事概要や
進捗状況、当日の作業内容などについて説明を受けた後、現場の点検を実施。転倒や墜落・転落事故が
発生する危険性はないか、安全対策は確実に行われているかなど、現場内を見て回りました。
総評では、整理整頓が行き届いておりきれいな現場であったことなどを評価。佐藤会長からは、新型
コロナウイルス感染防止対策の継続が求められるとともに、「これから厳冬期を迎え、路面は滑りやすく
なる。特に足元には注意して作業を進めてほしい。また、敷地内も狭いため、第三者災害にも気を付け
ていただきたい」と話がありました。
その後、市内の別会場へ移動し懇談会を開催。パトロールの振り返りや情報交換などを行い、パト

ロールの全日程を終えました。

工事担当者の説明を受けながら現場を点検

災害のリスクは潜んでいないか点検

－５－

０線／１９６号　２０２２．０２　４Ｃ　１７５線／１９６号　表１・４はインデザイン／００４～００５　道電協ＴＯＰＩＸ  2022.02.03 16.59.19  Page 5 



地
区

協会
便り

地
区

協会
便り

★

■ 電業協会の概要

・設 立：昭和５３年４月

・会員数：２２社

・人 口：後志管内 約１９万７千人

・自治体数：後志管内 １市１３町６村

・面 積：４，３０６�（北海道の約５．２％）

後志電業協会は昭和５３年の設立から４４年、後志

地域２０市町村における電気設備工事事業者の団体

として、電気設備の施工・維持管理などを通じて

人々の生活を支えて来ました。

現在、会員企業は２２社。電気工事に関する地域

の皆さまのニーズに的確に対応できるよう専門的

な技術力向上に取り組んでいます。

■ 電業協会の事業活動

≪安全の取り組み≫

令和３年度は、いまだ終息の気配を見せない新

型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、安全パト

ロールなど、人流が多くなる事業については、ほ

とんど行うことが出来ませんでした。

しかし、北海道の感染者数が減少した１０月２９

日、防災協定を結ぶ小樽開発建設部と合同で、災

害時に稼働が想定されるトンネル等の自家用発電

設備の対応や取り扱いになどに関する緊急災害時

対応研修会を現地にて開催しました。

≪分離発注要請活動≫

例年、北海道電業協会より要請を受ける分離発

注の要請活動については、各支部担当者とともに

市町村役場の担当部署へ陳情を行っています。

後志管内では、ほとんどの市町村において分離

発注を頂いておりますが、一部、建築付帯中心と

なっている自治体もありますので、今後も継続し

て分離発注の採用に向け、活動して参りたいと考

えています。

≪その他≫

毎年度、北海道開発局および小樽開発建設部と

契約課を交え入札参加についての説明と解説情報

交換などの意見交換会および合同現場パトロール

をそれぞれ１回行っております。

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響か

ら各部局・各道路事務所に支部会員が集まりリ

悠久の大自然と魅力あふれる『食』

会 長 岩 城 直 人
～後志電業協会～ （�富士電気 代表取締役）

円山展望台より

－６－
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モートによる意見交換会を行いました。

安全パトロールについては、中止としました

が、代替えとして小樽開発建設部と合同による研

修会を実施しました。

■ 管内のおすすめスポット

≪北後志地区≫

後志地方というと小樽をスタートし、余市・仁

木・古平・積丹など、日本海に面した北後志地区

の海岸沿いの風光明媚な絶景スポットがおすすめ

です。

特に積丹岬の海岸は積丹ブルーとして、観光客

の皆さまに好評を頂いております。

≪南後志地区≫

岩内・寿都・島牧は南後志地区と呼ばれ、風の

強い地区です。近年、再生可能エネルギーの普及

に伴い小型・中型風車の建設が進み、ちょっとし

た風車銀座となってきています。

洋上風力発電の計画も現実味を帯びてきており

ます。

また、お寿司と言えば、皆さま小樽のイメージ

を持たれる方も多いでしょうが、岩内町には隠れ

た名店が何件かございます、是非一度、足を運ん

で頂きたいと思います。

≪山麓地区≫

そして俱知安・蘭越・黒松内・ニセコ・京極な
どの山麓地区は、北海道を代表する観光エリアと

言われています。

夏は登山と雄大な自然をフィールドにしたアウ

トドアスポーツ、冬はニセコ連峰でのスキーをは

じめスノーアクティビティと年中楽しめる地域と

なっています。

現在は、残念ながら新型コロナウイルス感染症

のため、インバウンドが極端に減少しており、早

期の回復を祈るばかりです。

この夏は感染対策を十分に取りながら、皆さま

是非、後志観光へおいで下さい。

月 市町村 イベント名
５月 寿都町 春の味覚マルシェ
６月 古平町 東しゃこたん漁協祭
７月 泊村 群来まつり

仁木町 さくらんぼフェア
小樽市 おたる潮まつり

８月 ニセコ町 七夕の夕べ花火大会
共和町 共和かかし祭
留寿都村 ルスツ産業まつり

９月 岩内町 岩内港味覚市
余市町 よいち大好きフェスティバル
真狩村 ほくほく祭り

【参 考】
○ 後志管内の主なイベント（予定）

注）開催および詳細につきましては、各市町村のホーム
ページなどでお確かめください。

－７－
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■ まちの概要

標茶町は、ひがし北海道のほぼ中央に位置し、
東は厚岸町、別海町、中標津町、西は鶴居村、南
は釧路町、北は弟子屈町が隣接しており、東西
５８．９㎞、南北６０．５㎞、総面積１，０９９．３７�と、全国
の町村の中でも６番目に大きい広大なまちです。
道内で唯一、２つの国立公園（釧路湿原国立公
園、阿寒摩周国立公園）と国定公園（厚岸霧多布
昆布森国定公園）を有しており、手つかずの大自
然はもちろん、基幹産業・酪農畜産業による牧歌
的風景と相まって、世界に誇る魅力ある景観が広
がっています。

■ ワイズユースの推進

標茶町には、特別天然記念物であるタンチョウ
や北海道を代表する動物エゾシカが生息し、国立
公園や国定公園には国内でも希少な植物が群生し
ています。こうした環境を保全していくため、毎
年５月を「森と川の月間」と位置づけ、町民と釧
路川の恩恵を受ける関係者との植樹活動や道路沿

いのごみ拾いなどを行っています。
また、町内にはカヌーや乗馬といったアクティ
ビティを提供する事業者も多く、自然の魅力や価
値を体験することで認識してもらう「ワイズユー
ス」の考え方を推進しています。

■ 豊かな環境から生産される特産品

人口の約８倍以上の乳用牛、肉用牛が飼育さ
れ、生乳生産量は１７万tを超える酪農大国でもあ
る町内では、魅力ある特産品が生産されています。

Ａ Ｇａｔｅｗａｙ Ｉｎｔｏ Ｎａｔｕｒｅ
～標茶町～

標茶町長 佐 藤 � 彦

－８－
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澄んだ空気と摩周湖の伏流水で育ち、ジュー
シーで程よい歯ごたえのある赤身と、豊かなコク
と旨味にあふれる脂身が堪能できる「星空の黒牛」
は全国でも知られているほか、町内産生乳１００％
で濃厚な「しべちゃ牛乳」や、個人牧場ではアイ
スクリームやチーズなどが販売されています。
食品だけではなく、
町産材を使った木工製
品や天然素材のみで作
られたクレヨンなど、
個性あふれる特産品も

たくさんありますの
で、企業ホームページ
や町のふるさと納税を
チェックしてくださ
い！

■ 馬と共に暮らせるまち

人口減少や高齢化が進む中で、交流人口・関係
人口の創出、移住定住の取り組みを促進するべ
く、過去には軍馬補充部が設置され、今も乗用馬
文化が根付くことをきっかけに、馬を核とした地
域づくり「馬とともに暮らせるまち・・・標茶」事
業を民間企業と連携し進めています。
全国の乗馬クラブ等では多くの馬たちが活躍し
ています。長い馬では２０年以上も乗馬クラブで頑
張っている馬もいます。
このような馬たちがのんびりと安心して暮らせ
る“終の棲家”を標茶町につくりたい！そんな思
いで、引退後に標茶町の豊かな自然の中で余生を
過ごせるよう、受け入れ環境や設備を整備してい
ます。
乗馬クラブ等の引退馬受け入れ→乗馬クラブ等
の会員が馬に会いに来る→標茶町やひがし北海道
の魅力を堪能してもらい、行く行くは移住定住に
繋げていければと考えています。

■ 観光スポット

◎ 多和平展望台

市街地から車で約２０分ほどにある多和平展望台
では、道内でも珍しい３６０°の地平線を見渡すこと
ができます。
隣接した「グリーンヒル多和」では、特産品を
使った料理を堪能でき、屋外では全天候型のバー
ベキューテラスも完備され、準備いらずでバーベ
キューを楽しむこともできます。
また、キャンプ場も併設されており、ひがし北
海道のツーリング拠点としても便利です。

◎ サルボ・サルルン展望台

標茶町の玄関口でもある塘路駅からほど近い場
所にあるのが「サルボ・サルルン展望台」です。
展望台からは、釧路湿原の中で最も大きな海跡
湖である塘路湖を望めるほか、湿原と湿原を走る
釧網線を一望することができます。
夏に運行する「釧路湿原ノロッコ号」や冬に運
行する「SL湿原号」を撮影できるなど、絶好の
写真スポットとなっています。

■ 標茶町公式サイト

二次元バーコード

－９－
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■ まちの概要
福島町は、北海道南部の中核都市である函館市
から南西約７５kmに位置し、面積は１８７．２８�の町
です。
函館市から車で約１時間３０分の距離にあり、北
に秀峰大千軒岳（１，０７２m）がそびえ、南は紺碧
の津軽海峡に面しています。その海岸は、東の矢
越岬から西の白神岬まで、変化に富んだ美しい景
観に恵まれ、北海道最南端の道立自然公園に指定
されています。
気候は、対馬暖流の影響を受けて、年間を通じ
て道内では比較的温暖な気候に恵まれています。

■ 観光スポット
◎ 岩部クルーズ
福島町の東に位置する岩部集落は、町内中心地
から延びる道道５３２号線の行き止まりで、ここよ
り先の海岸線には道路はなく、船でしか進むこと
ができません。太古の昔より人が踏み入れること
が困難なため、現在に至るまで残る大自然で、ま
さに“道南の秘境”です。

その秘境“岩部海岸”の魅力を多くの人に体験
していただくため、２０１９年６月から開始したのが
「岩部クルーズ」です。
「岩部クルーズ」の魅力はなんといっても眼前
に広がる圧倒的な大自然の風景と透き通った海。
航路内には奇岩や断崖、そしてメインである“青
の洞窟”等の様々な景色が皆さまを楽しませてく
れる感動的で魅力あふれるクルーズツアーです。

◎ 横綱千代の山・千代の富士記念館
第４１代横綱「千代の山」および第５８代横綱「千
代の富士」を生んだ福島町。二人の横綱が誕生し

自然豊かな 海峡と横綱のまち
～福島町～

福島町長 鳴 海 清 春

－１０－

０線／１９６号　２０２２．０２　４Ｃ　１７５線／１９６号　表１・４はインデザイン／０１０～０１１　２１２便り（福島町）  2022.01.17 11.31.58  Page 10 



大千軒岳

殿様街道
探訪ウォーク

た町は日本唯一です。両横綱の偉業を称え、福島
町中心部には「横綱千代の山・千代の富士記念
館」があります。
当記念館では、師弟関係にもあった二大横綱の
歩みと大相撲文化を知ることができ、また、千代
の富士が断髪した際の大銀杏や千代の山が締めた
雲竜型の横綱など、二大横綱から寄贈された多く
の貴重な展示物を展示しております。

◎ 青函トンネル記念館
２０年以上もの歳月をかけた一大国家プロジェク
トであり、「世紀の大工事」とも称された青函トン
ネル。津軽海峡の海面下２４０mに作られた全
長５３．８５㎞のトンネルは、完成させたことでトン
ネル土木技術の大きな夢と可能性となり、世界に
広がりました。

福島町は北海道側の工事基地を担い、工事記録
や技術情報、設備重機などを遺産として受け継
ぎ、トンネル文化を後世に伝えるために誕生した
ミュージアムが「青函トンネル記念館」です。

◎ 秀峰「大千軒岳」・殿様街道
町民のふるさとの山「大千軒岳」。無数の植物

を育てる母なる峰であるとともに、かつて砂金採
り家が千軒あったことからその名がついたよう
に、郷土史の目撃者であります。
大千軒岳は、雪解けが始まる早春から秋まで多
くの種類の花が次々と咲いていく花の山です。圧
巻は、６月初旬から中旬にかけて、シラネアオイ
が山の稜線に作る群落で、その規模と密度は国内

でも最大級と思われます。
また、江戸時代に松前と函館を結んでいた街道
の一部が大千軒岳の麓を通っており、第５代松前
藩主「矩広」をはじめとする殿様が通ったことか
ら「殿様街道」と呼ばれています。

往時の面影を色濃く残すこの古道を舞台に、歴
史と自然を体感する「殿様街道探訪ウォーク」を
春と秋に開催しています。
春には花を秋には紅葉を眺めながら、峠と並行
するルートを歩き、ゴール後は国の重要無形民俗
文化財に指定されている「松前神楽」を観覧しな
がら、大千軒岳麓で栽培された１０割そばを堪能
し、福島町の魅力を五感全てで楽しむことができ
ます。

■ イベント
◎ 女だけの相撲大会

「横綱の里福島」の恒例イベ
ントとなっている「女だけの相
撲大会」が毎年母の日に開催さ
れています。福島大神宮の境内

かわ そ

にある松前郡最古の川濯神社が
女性守護神で、古くは女性だけ
で神輿を担ぐ祭礼が行われてい

たことをヒントに発案され、開催されました。
開催も２８回を数え、最近では参加者の国際化も
進み、戦いは毎年熱を帯びています。ぜひ一度ご
参加・ご観戦ください。

－１１－
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『工事追込期の現場を点検』『工事追込期の現場を点検』

事前打合せ（電気会館）

設備長からの工事概要等説明

電子掲示板

パトロール実施状況

安全衛生パトロール ～技術安全委員会～

１０月１９日�、技術安全委員会は、安全衛生パト
ロールを実施しました。このパトロールは、例年
工事追込期における労働災害防止に向けた点検活
動として実施しています。
本年は、同委員会から小川副委員長をはじめ、
５名の委員が参加、新さっぽろG・ I街区開発に
おけるI街区の１棟である新さっぽろ脳神経外科
病院新築工事の現場をパトロールしました。

この開発プロジェクトには、同街区の東エリア
であるG街区と当街区の I街区があり、G街区で
は、本年４月、すでに専門学校と大学が開校、I
街区では、メディカル施設に加え、商業施設や宿
泊施設、さらにタワーマンションも建設され、メ
ディカル施設については、２２年７月開業、２３年に
はI街区開業、街びらきが予定されています。
パトロールは、当日のスケジュールや点検項目
担当者などを確認し現地へ移動。工事事務所で
は、建設設備の設備長より開発プロジェクトの概
要や工事内容などの説明受け、工事現場内に移動
しました。

当日の作業は、天井内配線と結線および器具付
けを施工。一般事項をはじめ、墜落防止や感電防
止、防火管理、衛生・環境など６項目について点
検表に基づき点検しました。
パトロール終了後は、工事担当者の現場代理人
も加わり点検結果について、各委員から個別に報
告があり、現場状況や安全対策などについて意見
交換がされました。

その中で小林副委員長からは、「休憩所、トイレ
などの共用施設も使用状況は良好であった。同街
区内は、複数の工事が進み、敷地内は多くの工事
関係車両が動いている。接触事故防止を継続願い
たい」と呼びかけられました。
その後、現場のIT化について、労働時間や半導
体品不足の影響などについて広く意見が交わされ
ました。
最後に小川副委員長より、「現場全体がきれいに
整理、清掃されていた。きれいな現場からは、き
れいな物が出来る。また、多く作業員が安全意識
をもって作業を進めているようにうかがえた。素
晴らしい現場であった」と総評がありました。

－１２－
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閉会挨拶をする阿部会長

令和３年度 北海道開発局営繕部と電気・空衛両協会との意見交換会

令和３年１０月２５日�北海道電気会館において、
当協会と（一社）北海道空調衛生工事業協会との共催
（電気・空衛連絡協議会）にて、北海道開発局営
繕部神谷 剛部長をはじめ９名の幹部の方々のご
出席をいただき、意見交換会を実施しました。当
協会からは、阿部 幹司会長他９名、北海道空調
衛生工事業協会からは、池田 薫会長他１１名が出
席しました。
はじめに両団体を代表して、道空衛の池田 薫
会長から「企業が安定した経営基盤の下で人材を
確保、育成出来る環境と、若者が就職を希望する
魅力ある産業を目指していかなければならない。
本日の意見交換会を通じて、設備産業が抱える諸
課題について、より前向きになれるよう有意義な
会議となることを期待している」と協力と支援を
求めました。
引き続いて北海道開発局の神谷 剛営繕部長か
ら「建設業の働き改革について、週休二日方式の
拡大と生産性の向上が大きな柱となっている。本
日は、営繕部で行っている様々なことについての
情報提供とともに、業界の現状や課題などについ
て、伺う機会としたい」と挨拶がありました。こ
の後、北海道開発局営繕部の担当者から議題に
沿って詳細な説明がありました。
両協会からは、① 働き方改革の実現について

② 分離発注の継続のお願い ③ 安定的な工事量の
確保についての３項目を要望いたしました。これ
に対し営繕部からは、

・働き方改革の実現については、本省からの通達
を踏まえ、設備工事における適正な施工期間を
確保した工期設定や実施工程を示し適正な管理
に努めていく。また週休二日ついては、発注者
指定方式の拡大を図っていきたい。
・分離発注については、これまでも設備工事にお
いて合理的と認められる場合は、活用してお
り、今後も適切に継続してまいりたい。
・安定的な工事量の確保については、道民の安
心・安全の確保に向けた防災拠点となる官庁施
設の防災機能の強化や長寿命化を継続実施して
いるところであり、今後も設備機器の更新、増
設や長寿命化に向け必要な事業を進めていく。
と回答をいただきました。

続いて、その他意見交
換では、週休二日の完全
実施に向けての今後の取
り組みについて、建設
キャリアアップシステム
導入などについて、意見
が交わされました。最後
に当協会の阿部 幹司会
長より「担い手の確保と

育成は喫緊の課題であり、働き方改革への対応に
ついても、設備業界にとって重要な課題となって
いる。コロナ感染防止対策をはじめ様々な課題解
決に取り組み、魅力ある業界となるよう努力して
まいりたい」と閉会挨拶がありました。
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令和３年度 登録電気工事基幹技能者認定講習

令和３年１０月３０日�～３１日�北海道建設会館に
おいて、登録電気工事基幹技能者認定講習が開催
され、全道から５０名が受講しました。
この講習は、国土交通省の提唱による「基幹技
能者の確保・育成・活用に関する基本方針」を踏
まえ、（一社）日本電設工業協会が策定した「電気工
事業における技能開発計画」に基づき、「登録電気
工事基幹技能者」の資格を認定するための講習と
なっています。
登録基幹技能者は、公共工事総合評価方式の加
点項目に設定されており、２０１８年４月からは、建
設業法の主任技術者の要件を満たす者と認められ
ることになりました。また、建設キャリアアップ
システムではゴールドカードの適用となり、建設
技能者の能力評価制度では最上位に位置付けられ
ています。
講習の開催にあたり当協会の鎌田専務理事から
「設備業界をはじめ建設業界においては、現場の
技術者に対して、適切な指導・統率を行っていく
という役割を担う「登録電気工事基幹技能者」を
確保し、また育成するということが重要となって
いる。基幹技能者のあり方や各業種に共通する施
工管理などの知識を十分に理解していただき、２
日目の修了試験では無事合格して欲しい」と呼び
かけました。
認定講習は、同日全国一斉に行われ、当協会の
認定講習試験委員が講師となり、電気工事基幹技

能者の役割や基礎知識など、幅広い内容が講義さ
れます。
受講者は資格取得に向け、重要な箇所にアン

ダーラインを引いたりメモを取りながら熱心に講
義に耳を傾けていました。
講習受講後には修了試験が行われ、合格者には
明年１月末までに修了証が交付、「登録電気工事基
幹技能者」として認定されます。

【講習カリキュラムおよび講師】

１．登録電気工事基幹技能者のあり方
電気工事における新材料・新工法

川口 博 氏
（北海電気工事㈱ 電設工事部マネージャー）

２．OJT教育
宮森 慎一 氏

（拓北電業㈱ 常務取締役）

３．施工管理・事務管理・原価管理・関連法規等
末武 寛章 氏

（㈱北弘電社 安全品質技術部担当部長）

４．資材管理・安全管理・労務管理
宮森 慎一 氏

（拓北電業㈱ 常務取締役）

５．品質管理・環境管理
小川 恒明 氏

（協信電気工業㈱ 常務取締役）

－１４－
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電気設備学会・北海道電業協会『２０２１年度 講演会』

＜講演会テーマ＞

再生可能エネルギーの再生可能エネルギーの再生可能エネルギーの
　　　導入拡大に応じる蓄電池の現状導入拡大に応じる蓄電池の現状導入拡大に応じる蓄電池の現状
再生可能エネルギーの
　　　導入拡大に応じる蓄電池の現状
再生可能エネルギーの
　　　導入拡大に応じる蓄電池の現状

◎ 講 師
一般財団法人 電力中央研究所

上席研究員 三 田 裕 一 氏

令和３年１２月２２日�電気設備学会と当協会の共
催による『２０２１年度 講演会』を北海電気工事�
８階講堂にて開催いたしました。
近年、脱炭素社会の実現に向けたエネルギーの
供給力として、太陽光発電や風力発電などの再生
可能エネルギーの更なる導入拡大が求められてい
ます。
一方、再生可能エネルギーは天候の影響を受け
やすく、発電量の変動が大きいため、大量に電力系
統へ連系された場合は、周波数や配電電圧を規定
値に維持出来なくなる可能性が懸念されています。

電力系統の需給バランスや従来の電力品質を維
持しつつ、より多くの再生可能エネルギーを電力
系統へ連系させるためにも蓄電池への期待は大き
くなっています。
講演では、近年、世界的規模で導入が始まって
いる定置用蓄電池の現状と課題、性能評価につい
て、国内外の実例なども交え、リチウムイオン電
池を中心に講演をいただきました。
講演会には、会場１８名、オンライン２７名の計４５
名が参加。講師の講演に熱心に耳を傾けていました。

＜講師プロフィール＞

・１９９０年３月 早稲田大学大学院理工学研究科電気工学専攻 修士課程 了

・１９９０年４月 財団法人 電力中央研究所 入所

・２００２年 高性能リチウムイオン電池要素技術開発に従事

・２０１２年 各種定置用蓄電池の加速劣化試験、劣化評価研究に従事

・２０２１年７月 エネルギートランスフォーメーション研究分本部 研究総括室 配属
三田 上席研究員
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シーケンス制御の基礎【実技】講習会

令和４年１月２０日�、入社１年から５年程度の
電気設備工事実務者を対象とした「シーケンス制
御の基礎【実技】講習会」が北海電気工事㈱の協
力のもと、同社本店講堂にて開催されました。
この講習会は、例年７月と１月の年２回開催し
ていますが、今年度は新型コロナウイルス感染症
のため７月開催を中止、年１回の開催となりました。
講習会は、手指消毒、検温などの基本的な対策
に加え、ソーシャルディスタンス確保のため受講
者を例年の半数に絞るなど、徹底した感染防止の
もと実施されました。
開会にあたり協会事務局より、「シーケンス制御
の基礎について、模擬制御装置を用いた実践的な
内容となっている。今後の技術力や品質向上につ
ながるよう積極的に取り組んでいただきたい」と
挨拶がありました。
その後、講師である北海電気工事㈱電設工事部
マネージャーの川口 博氏のほか、同社のスタッ
フにより講習会が開始されました。
午前中のカリキュラムは、制御盤製作に必要な
知識と図面を理解するため、パワーポイントによ
り単線結線図や展開接続図、制御機器や部品など
について一部実技も加え講義を受けました。
午後からは、今回の目標である「フロートレス
スイッチを用いた手動・自動切替回路によるポン
プの運転制御」について理解を深めるため、講師
から適切なアドバイスや指導を受けながら配線作

業が進められました。
配線作業後は、ブザーによる配線とシーケンス
の正常性を確認するとともに、高架水槽給水方式
をイメージしたポンプ運転制御の模擬装置による
動作の検証を行い講習会は終了しました。
講習会終了後のアンケートでは、「講習会の内容
は解りやすかった」「シーケンスについて学びた
かったのでいい経験になった」といった声が受講
者から寄せられました。

【カリキュラム】
○ 午前の部
・単線結線図、ブロック図と展開接続図を理解す
る（講義）

・制御機器、部品を理解する（講義＋実技）
・三線結線図、組立図と接続図を理解する（講
義）

○ 午後の部
・配線作業を体験する（実技）
・ブザー・シーケンスチェックと動作確認をする
（実技）
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北海電気工事株式会社

取締役社長 阿 部 幹 司

昨年はコロナ禍で在宅勤務となったり、冬季間

はどうしても運動不足になることから、運動と気

分転換を兼ねて、一人または時には女房と小一時

間ほど自宅の周りをウォーキング（散歩ともい

う。徘徊ではない）しております。

ウォーキングをしていますと、今まで気づかな

かった菓子店や酒店など新たな発見や出会いがあ

り、運動以外の効能も楽しんでおります。今回

は、その中で見つけた、私のいちおしの２店をご

紹介します。

■ 北の和菓子 四代目嘉心「づくめ団子」

この和菓子店に入ったときに、「づくめ団子」を

注文する客が多いので倣って買い求めて一口。

すっかり感激しました。箱詰めにされた「づくめ

団子」の蓋を開けてみると一面摺り胡麻に覆わ

れ、団子らしきものが一切見えずにビックリ。名

前の由来は胡麻づくめにある様です。箸などで中

を探るとやわらかい串団子が出てきます。

甘さ控えめの主役の団子を食べた後に残った黒

胡麻は、ほうれん草の胡麻和えなどの料理に使え

るとの説明書きがあり、大量の摺り胡麻が無駄に

ならないことにも感心しました。ほかの和菓子も

もちろん美味しいですので、皆さんにもお薦めし

ます。

○ 場所：札幌市中央区南２条西２０丁目２‐２０

○ 電話：０１１‐６２３‐０１８５

○ HP：http : //yondaikashin.sakura.ne.jp/index.html

■ すし割烹 柿八「いなり寿司」

店頭ののぼりが眼に入

り、いなり寿司をテイク

アウトしたのが始まりで

す。

食べてみると、想像を

超えるビックリの美味し

さでした。

この美味しさは、ご主

人が道南産の鶴の子大豆

を手挽の石臼で引いて、完全手作りした油揚げを

使用しているからだと分かりました。

月火水曜日を定休日として油揚げ作りにあてて

いるそうです。油揚げのみですが、JR札幌駅の

道産子プラザと地下街オーロラタウンの北キッチ

ンで販売されているそうです。

いなり寿司は、柚子や山わさび、梅じそなど５

種類の味、バッテラなどとの詰め合わせも楽しめ

ますので、感動の柿八特製のいなり寿司お薦めし

ます。

店内も落ち着いた雰囲気なので、次はすし懐石

をいただきたいと思っています。

○ 場所：札幌市中央区北５条西１３丁目１

○ 電話：０１１‐２３１‐７５５６

○ HP：https : //kakihachi.jp/

～シリーズ～「私のいちおし」

－１７－
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お 知 ら せ

■２０２２年『電気工事施工管理技士』受験講習会

◆ １級 一次検定

○ コースと申込期日

・会場コース（会場参加型の講習会） 講習会実施初日の８日前まで

・Webコース（動画配信） 試験日の約３週間前まで

○ 開 催 日

・会場コース ２０２２年４月２１日�・２２日� ２日間（開催地：札幌市）

・Webコース ２０２２年４月下旬～試験当日

○ 受講料（税込）

・会場コース・Webコースとも

一般 ３０，０００円 一括割 ２８，０００円 再受講 ２６，０００円

○ 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）

○ 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）

○ そ の 他

・別途、テキスト代および検定問題解説集代として９，２４０円（税込）がかかります。

・実力テストのみのコースもあります。

・二次検定および２級のコ－スも用意されております。詳しくはホームページをご覧ください。

■２０２２年『登録電気工事基幹技能者認定講習』

○ 申込受付期間

・２０２２年７月２０日�～８月２０日�まで
○ 開 催 日

・２０２２年１０月２９日�・３０日� ２日間

○ 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）

○ 受講料（税込）

・１８，８４０円（講習免除者は９，４２０円）

○ 申込方法

・案内および申込用紙は、（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してください。

・申込用紙は、（一社）日本電設工業協会 北海道支部（北海道電業協会）へ提出。受講定員に達し次第

締め切ります。

○ そ の 他

・受講資格および必要書類など詳細につきましては、２０２２年７月２０日�に掲載される（一社）日本電設

工業協会のホームページをご覧ください。
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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。

一般社団法人 日本電設工業協会

会 員 行 動 目 標

－１９－
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業 界 だ よ り

【法人職務執行者の変更】

（２０２１年１０月７日受付）

○ 振興電気株式会社 北海道支店

（新）支店長 葛西 秀樹

（旧）執行役員支店長 山上 幸夫

（２０２１年１０月１日付）

○ 北工電気株式会社 札幌支店

（新）支店長 田村 富生

（旧）支店長代理 田村 富生

（役職変更のみ）

【会社名の変更】

（２０２１年１０月１日付）

○ エクシオグループ株式会社 北海道支店

（旧）株式会社 協和エクシオ 北海道支店

（住所、電話は変更ありません）

（２０２１年１０月２０日受付）

○ パナソニック株式会社

エレクトリックワークス社 北海道電材営業部

（旧）パナソニック株式会社

ライフソリューションズ社 北海道電材営業部

（住所、電話は変更ありません）

【住所の変更】

（２０２１年８月２日付）

○ 住友電設株式会社 北海道支店

（新）〒０６５‐００１２

札幌市東区北１２条東１４丁目２番２０号

（電話番号・FAX番号は変更ありません）

－２０－
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理事会・三役会議・委員会報告

理 事 会
◇ 令和３年１０月２６日� 北海道電気会館

【第４回議題】

（協議事項）

１．令和３年度役員会等主要行事日程について

２．臨時総会の開催について

３．公益目的支出計画の変更認可申請について

４．定款第２１条第５項の規定に基づく報告につい

て（職務執行状況）

（報告事項）

１．役員・常設委員会の体制について

２．札幌開発建設部との意見交換会について

３．安全衛生パトロールについて

４．会報誌「私のいちおし」の寄稿について

５．会員の諸変更について

６．令和３年１１月～１２月行事予定について

（その他意見交換）

◇ 令和３年１２月７日� 北海道電気会館

【第５回議題】

（協議事項）

１．定時総会までの主要スケジュールについて

２．北海道電業協会令和３年度上期中間経理報告

３．日本電設工業協会による「工期の基準」講習

会の開催について

４．北海道防衛局からの意見交換会への出席要請

について

（報告事項）

１．令和３年度北海道開発局営繕部との意見交換

会について（開催結果）

２．令和４年電気関係賀詞交歓会について

３．令和３年度電設業関連４団体懇談会の中止に

ついて

４．会員の諸変更について

５．令和３年１２月～令和４年１月行事予定について

（その他意見交換）

三 役 会 議
◇ 令和３年１０月５日� 北海道電気会館

【第７回議題】

（協議事項）

１．臨時総会の開催について

２．日本電設工業協会による「工期の基準」講習

会の開催について

３．公益目的支出計画の変更認可申請について

４．北海道開発局営繕部との意見交換会について

５．定款第２１条第５項の規定に基づく報告につい

て（職務執行状況）

（報告事項）

１．会員の諸変更について

２．令和３年１０月～１１月行事予定について

（その他意見交換）

◇ 令和３年１１月９日� 北電興業ビル

【第８回議題】

（協議事項）

１．令和４年度電業協会及び電設協道支部の役員

会等日程（案）について

２．北海道電業協会令和３年度上期決算報告につ

いて

３．日本電設工業協会による「工期の基準」講習

会の開催について

（報告事項）

１．令和４年電気関係賀詞交歓会の開催について

２．会員の諸変更について

３．令和３年１１月～１２月行事予定について

（その他意見交換）

◇ 令和３年１２月７日� 北海道電気会館

【第９回議題】

（協議事項）

１．定時総会までの協会主要業務スケジュールに

ついて

２．官公庁への新年挨拶回りについて

３．日本電設工業協会による「工期の基準」講習

会の開催案内について

－２１－
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４．北海道防衛局からの意見交換会への出席要請

について

（報告事項）

１．令和３年度北海道開発局営繕部との意見交換

会について（開催結果）

２．令和４年電気関係賀詞交歓会について

３．令和３年度電設業関連４団体懇談会の中止に

ついて

４．会員の諸変更について

５．令和３年１２月～令和４年１月行事予定について

（その他意見交換）

◇ 令和４年１月１１日� 札幌グランドホテル

【第１０回議題】

（協議事項）

１．令和４年度会費等収入見込額と収支予算案の

策定について

２．当面の他団体恒例行事への対応について

３．令和４年電気記念日の事業実施に伴う後援の

依頼について

（報告事項）

１．令和３年度技術講習会の開催について

２．北海道防衛局からの意見交換会への出席依頼

について

３．電気・空衛連絡会議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

４．会員の諸変更について

５．令和４年１月～２月行事予定について

（その他意見交換）

総務委員会
◇ 令和３年１２月１４日� 北電興業ビル

【第２回議題】

１．定時総会までの協会主要業務スケジュールに

ついて

２．北海道電業協会 中間経理報告（令和３年度

上期）

３．日本電設工業協会による「工期の基準」講習

会の開催について

４．北海道防衛局からの意見交換会への出席要請

について

５．令和４年電気関係賀詞交歓会について

６．北海道開発局営繕部との意見交歓会の開催結

果について

経営委員会
◇ 令和３年１０月１５日� 北電興業ビル

【第２回議題】

１．電設協「第２９７・２９８回本部政策委員会」報告

について

２．札幌開発建設部との意見交換会について

３．令和３年度経営委員会体制（案）について

４．令和３年度分離発注要請活動について

５．北海道開発局営繕部との意見交換会について

６．その他意見交換

広報委員会
◇ 令和４年２月１日� （書面開催）

【第３回議題】

１．会報「№１９６」発刊に向けてスケジュール等

について

２．会報「№１９７」編集方針（案）について

３．今後の事業活動の予定について

４．その他意見交換

技術安全委員会
◇ 令和４年１月２６日� （書面開催）

【第３回議題】

１．安全衛生パトロールの実施結果について

２．２０２１年度登録電気工事基幹技能者認定講習の

実施結果について

３．令和３年度シーケンス制御の基礎実技講習会

の実施結果について

４．令和３年度技術講習会について

５．令和４年度技術安全衛生基礎教育講習会（新

人研修）について

６．２０２２年度登録電気工事基幹技能者認定講習に

ついて

７．今後の事業活動の予定について

８．その他意見交換

－２２－

０線／１９６号　２０２２．０２　４Ｃ　１７５線／１９６号　表１・４はインデザイン／０２１～０２２　理事会・三役会・委員会  2022.02.04 10.09.51  Page 22 



事 務 局 日 誌

【１０月】

５日� ○ 第７回三役会議
○ 第２回広報委員会

１５日� ○ 第２回経営委員会
１９日� ○ 安全衛生パトロール
２５日� ○ 開発局営繕部との意見交換会

（北海道電気会館）

２６日� ○ 第４回理事会・常議員会
２９日� ○ 基幹技能者認定講習会講師打合せ

（北電興業ビル）長内事務局長

３０日�～３１日�
○ 登録電気工事基幹技能者認定講習会

（北海道建設会館）

【１１月】

９日� ○ 第８回三役会議
○ 第２９９回本部政策委員会

笠島経営副委員長

１２日� ○ 臨時総会（書面決議）議決権行使書集
約日

１５日� ○ 北海道建設業審議会
（第２水産ビル）阿部会長

１６日� ○ 技術・安全衛生基礎教育講習会次年度
検討会 （北電興業ビル）

１７日� ○ 本部理事会・運営委員会および定例懇
談会 阿部支部長

２５日� ○ 基幹技能者認定専門委員会
（書面開催）長内事務局長

【１２月】

７日� ○ 第９回三役会議
○ 第５回理事会・常議員会

○ 第３００回本部政策委員会

笠島経営副委員長

９日� ○ 本部運営委員会 阿部支部長

１４日� ○ 第２回総務委員会

２２日� ○ 電気設備学会講演会
（北海電工ビル）長内事務局長

２８日� ○ 仕事納め

【１月】

５日� ○ 仕事始め
７日� ○ 本部賀詞交歓会 本部理事

１１日� ○ 令和４年電気関係賀詞交歓会
（札幌グランドホテル）阿部会長他

１１日� ○ 第９回三役会議
２０日� ○ シーケンス制御基礎実技講習会

（北海電工ビル）長内事務局長

２５日� ○ 第６回理事会・常議員会（書面開催）
２６日� ○ 第３回技術安全委員会 （書面開催）

－２３－

０線／１９６号　２０２２．０２　４Ｃ　１７５線／１９６号　表１・４はインデザイン／０２３　　　　　事務局日誌  2022.02.03 17.07.53  Page 23 



このたびは、会報誌「№１９６号」の発刊にあたり、北海道開発局営繕部長 神

谷 剛様より「年頭のごあいさつ」をご寄稿いただき誠にありがとうございま

す。心より厚く御礼申し上げます。

改めまして、新年あけましておめでとうございます。

昨年末の年の瀬より、北海道は例年にない豪雪に見舞われ、日頃の業務に支障

を来たしていることと思います。

また、年明け早々新型コロナウイルス感染症の感染第６波の大きな要因となっ

た変異株であるオミクロン株の脅威にさらされ、さらなる感染予防対策を強いら

れている状況です。

しかしながら重要なインフラを担う電気業界として、幾多の困難な状況下で

あっても、より一層の安全・安心をお届け出来るよう細心の注意を払い、社会貢

献と社業の隆盛に精進して頂きたいと思います。

最後になりますが、今年の干支である壬寅（みずのえ寅）は、優しく柔軟で逆

境に負けない強い信念を持つ虎と考えられています。正にその真価を問われる年

となるのではないかと思っております。協会会員および諸関係団体の皆様には、

今後とも変わらぬご厚情、ご指導を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

広報副委員長 木村 賢史

編集後記

－２４－
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～表紙の花～
「ハマナス」
　北海道の花に指定されています。耐寒
性が強く、オレンジ色の実は食品や香料
などに利用されています。
　花言葉は「あなたの魅力にひかれます」
「美しいかなしみ」など、素朴でありな
がらも優雅で可憐な花の形容である言葉
が見られます。
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発行　令和4年2月
　　　一般社団法人　北海道電業協会
　　　札幌市中央区北1条東3丁目1-1
　　　北電興業ビル4階
　　　TEL（011）271-2932　
         FAX（011）271-2952
         E-Mail:dodenkyo@estate.ocn.ne.jp
         http://www.dodengyo.jp/

NO.196表紙_CC2020.indd   2 2021/12/17   9:41:24




