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北海道建設部建築局建築整備課

設備・環境担当課長

平 野 修 一

道有建築物の整備と

建築局の取り組みについて

（一社）北海道電業協会の皆様には、日頃より北海

道の営繕行政の推進にご理解とご協力を賜り厚く

お礼申し上げます。

世界的に新型コロナウイルスが蔓延して２年半

が経過してもなお感染拡大を繰り返し、今も収束

する気配が見えない状況にあります。建設現場に

おかれましては、様々な感染対策が実施され、特

に大幅な遅延もなく工事を進めていただいている

ことに深く感謝申し上げます。

さて道では、昨年度より全国に先駆けて、２０５０

年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指す

「ゼロカーボン北海道」の実現に向けた様々な取

り組みを進めており、なかでも道の事務・事業に

ついては、率先した行動が求められることから、

道の事務・事業において排出される温室効果ガス

排出量の削減目標を２０３０年までに５０％削減（２０１３

年度比）することとしています。

このような中、道有施設の脱炭素化につきまし

ては、実行計画の目標達成に向けた施設の改築や

改修、運用などに関する方針や基準の策定を今年

度行ってまいります。

また、施設整備としましては、道有施設で初め

てとなるZEBモデルに北海道消防学校を選定し今

年１２月に着手する予定としています。この施設

は、①徹底した省エネルギー化の推進、②再生可

能エネルギーの導入、③木材利用の推進による炭

素の長期固定化の３点を基本方針として設計が進

められ、Nearly ZEBの整備を目指しています。

また、道内建設業におけるカーボンニュートラ

ルの意識醸成を図ることを目的に「北海道インフ

ラゼロカーボン試行工事」を今年度より実施して

おります。適用対象は令和４年４月１日以降の公

告の工事で「ゼロカーボン北海道」に資する取り

組みが認められる場合は工事施工成績評定の加算

対象となりますので、積極的な活用をお願いしま

す。

建築局の昨今の発注実績についてですが、札幌

医科大学や北海道議会の改築工事といった大規模

プロジェクトが一段落し、令和４年度の工事額は

２１６億円、予定発注件数は２０４件となっており、昨

年度と比較してほぼ横ばい状態となっています。

工事内容としては、道営住宅の新築工事や改善工

事のほか、ストックマネジメントに基づく庁舎の

長寿命化が多くなっています。

働き方改革につきましては、２０２４年４月から罰

則付きの時間外労働の上限規制が適用されること

となり、待ったなしの状況となっています。

道においても、これら状況を踏まえ「週休２日

工事」「工事関係書類の簡素化」など働き方改革が

加速できるよう貴協会と連携し取り組んでまいり

ますのでご協力をお願いいたします。また、今年

度試行的にビデオ通話を利用した監督員の立会を

行う遠隔臨場を実施します。この取り組みは営繕

工事におけるDXを推進し、建設現場の働き方改

革、生産性の向上を目的としたもので、試行結果

を踏まえ令和６年度以降に受注者希望型として実

施していきたいと考えています。

最後になりますが、新型コロナウイルスの感染

は、今後もしばらく油断できない状態が続くと思

われます。まずは健康第一ですので、気を抜か

ず、しっかりと感染対策を講じながら日頃の業務

を進められますようお願いするとともに、貴協会

のさらなるご発展と会員の皆様のご活躍を祈念い

たしまして、挨拶とさせていただきます。

－１－
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一般社団法人 北海道電業協会

副会長

萩 本 哲 夫

就 任 ご 挨 拶

この度、北海道電業協会の副会長に就任いたし

ました、三共電気工業株式会社の代表取締役社長

の萩本 哲夫です。期中ではありますが、前副会

長の脇田氏の辞任を受け、８月３１日の理事会で選

任されました。

これまで理事・広報委員長として協会活動に携

わってきましたが、立場も変わりますので阿部会

長のもと、担当する総務、広報両委員会をしっか

りサポートするとともに、協会の更なる発展のた

めに、皆様の力をお借りしながら、微力ながら一

生懸命やっていこうと思っております。よろしく

お願いいたします。

さて、コロナ禍の影響で、協会も会員相互の親

睦や意見交換を行う場が書面などになり、直接お

会いできる機会が減りました。また、関係官庁な

どとの意見交換の場も同様に書面等に変わりまし

た。協会活動もやや弱くなったような風に感じて

おります。

コロナ禍が完全に終息することはないかもしれ

ませんが、政府も行動制限を行わない方針のよう

です。コロナ対策を十分にとりながらも、直接会

員が顔を合わせる機会を増やし、協会活動をより

活発化していきたいものです。

これから、経営者懇談会等の機会も予定されて

います。皆様とお会いし、協会の色々な活動など

について、懇談あるいは意見交換させていただき

たいと思っております。

また、今年は資機材の高騰と納期が不安定なこ

とが深刻です。是非協会としても、関係官庁に対

して、対応策を対面でお会いして申し出ることも

重要な活動になると思っています。

話題は変わりますが、プライベートな面では、

妻と愛犬（コッカ・スパニエル）と暮らしており

ます。趣味は、ラグビー観戦です。約３年前に札

幌で開催された、ラグビーワールドカップをご覧

になった方もいらっしゃるとは思いますが、あの

時の興奮は忘れられません。テレビでの観戦も良

いのですが、生で見られると興奮度が違います。

また、読書も、なんでも乱読するという点では趣

味かもしれません。

７０歳を超しても、タバコとお酒は止められずに

おります。特に、コロナでススキノに出る機会は

随分減りましたが、家飲みでかえって酒量が増え

たような気がします。

座右の銘というほどではありませんが、「人間万

事塞翁が馬」という言葉が好きです。良いことが

あれば悪いこともあり、悪いことがあれば良いこ

とが起きる。人生を象徴している言葉だと感じて

おります。

コロナの感染はなかなか収まりませんが、この

秋も色々な活動ができ、協会並びに各社の事業が

順調に進みますことを願い、就任のご挨拶とさせ

てもらいます。

＜経 歴＞

・平成１８年５月 ～ 理事
・平成１９年５月 ～ 理事・厚生委員長
・平成２５年５月 ～ 理事・広報委員長
・令和４年８月 ～ 現職

－２－
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就 任 ご 挨 拶

㈱北弘電社
代表取締役社長

� 橋 龍 夫

会員の皆様におかれまし

ては益々ご清栄のこととお

慶び申し上げます。

この度、６月２９日付けで脇田 智明の後任で代

表取締役社長に就任いたしました�橋 龍夫でご

ざいます。

平素は本協会並びに会員の皆様には、大変お世

話になり、厚く御礼申し上げます。

経験も乏しく、まだわからないことばかりです

が、皆様のご指導をいただきながら、電業協会の

発展に少しでも貢献出来るよう、精一杯取り組ん

で参りますので、宜しくお願い致します。

弊社は明治４３年の創業以来１００年を超え、電気

設備工事の施工を通じて、地域社会への貢献を果

たすべく、北海道を中心に「社会インフラ」「産業

インフラ」「快適な事務・生活空間」を構築するた

めの活動を続けて参りました。

現在、コロナ感染の拡大や物価上昇等により厳

しい市場環境であるとともに、社会環境が大きく

変化する中『人と信頼を大切にし、技術と品質に

誇りを持ち、社会インフラを通して、人々を支え

る』当社の基本理念に基づき、微力ではあります

が、地域の発展に少しでも寄与出来ればと思いま

すので、併せてご指導の程宜しくお願い申し上げ

ます。

－３－
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伏木委員長

天野電気設備課長 吉田課長補佐

令和４年６月２３日�北海道電気会館において、
企業代表者や現場責任者など１３２名の参加によ

り、当協会ならびに（一社）札幌電設業協会共催によ

る「安全大会」を開催しました。

安全大会は、職場における労働災害防止活動の

大切さを実感し、積極的な安全活動の促進を図る

ため、例年７月の全国安全週間の前に開催してい

ましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を

受け、ここ２年間は資料のみを配布、３年ぶりの

通常開催となりました。

開会にあたり主催者を代表

し（一社）札幌電設業協会の伏木

淳安全衛生委員長は「コミュ

ニケーションを取れる空気を

つくることが安全につなが

る。また、これから工事最盛

期を迎え、一人一人の意識が

大切となる。互いに声を掛け合って労働災害ゼロ

を達成していただきたい」と挨拶がありました。

安全講話では、最初に、札幌市都市局建築部電

気設備課の天野 雅之課長より、道内の労働災害

発生状況や令和３年度の建築部発注工事で発生し

た事故・災害について紹介があり「全社一丸と

なって安全意識の高揚に努め『…かもしれない』

との安全に向けた心構えをもって作業にあたって

欲しい」と安全確保を呼び掛けました。

引き続き、北海道警察本部交通部交通企画課の

吉田 勝彦課長補佐より、道内の警察署別交通事

故件数や昨年の死亡事故の特徴等について説明が

ありました。続いて、飲酒運転について事故事例

や事故の悲惨さが訴えられるとともに、ドライブ

レコーダーの画像を視聴しながら事故原因や対策

について解説がありました。

最後に当協会の鎌田 拓也専務理事より、懇切

丁寧な講話に対して講師への謝意が述べられると

ともに「本日の安全講話を職場に持ち帰りそれぞ

れの職場で共有し、無事故・無災害を目指していた

だきたい」と挨拶があり安全大会は閉会しました。

＜講 師＞

技 術 安 全

令和令和令和 444 年度年度年度 安安安安安安安安安安 全全全全全 大大大大大大大 会会会会会令和 4年度　安　全　大　会令和 4年度　安　全　大　会
～安全は急がず焦らず怠らず～

ゼロ災でいこう ヨシ！

－４－
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講師の指導を受けながら配線作業をする参加者

令和４年７月１３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」を北海電気工事㈱の協
力のもと、同社本店講堂にて開催しました。
この講習会は、例年７月と１月の年２回開催し
ており、今回は今年度の上期分として開催され、
道内各地から１２名が参加しました。
講習会は、手指消毒、検温などの基本的な対策
に加え、保護手袋やフェイスシールドを着用する
など、徹底した感染防止のもと実施されました。
開会にあたり当協会の長内事務局長より「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。貴重な経験になる
講習であり、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
フにより講習会は進められました。
午前中のカリキュラムでは、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結線図
を基に配線作業が行われました。

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
は解かりやすかった」「実技時間が長く、いい勉強
になった」といった声が受講者から寄せられまし
た。下期分は、令和５年１月１９日�の開催を予定
していますので、多くの方のご参加をお待ちして
おります。

【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について（講義）
・制御機器、部品について（講義＋実技）
・三線結線図、組立図と接続図について（講義）

○ 午後の部

・配線作業（実技）
・ブザー・シーケンスチェックと動作確認（実技）

技 術 安 全

シーケンス制御の基礎【実技】講習会シーケンス制御の基礎【実技】講習会シーケンス制御の基礎【実技】講習会シーケンス制御の基礎【実技】講習会シーケンス制御の基礎【実技】講習会

－５－
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小林 副委員長

ご講話 佐藤 電気一係長

令和４年７月２１日�北海道電気会館において、
当協会ならびに（一社）札幌電設業協会共催による
「札幌市電気設備施工研修会」を開催しました。
参加した企業代表者や現場責任者など１０５名は、
札幌市から招いた講師の説明を通じ、工事の検査
方法や電気設備工事仕様書改定などについて学び
ました。
今回で３９回目となるこの研修会は、新型コロナ
ウイルス感染対策として１社１名の参加に限定し
た中、９４社役員・事務局を含め１０５名が参加。昨
年は「Zoomウェビナー」を利用したオンライン
配信により開催しましたが、今年は２年ぶりの通
常開催となりました。
はじめに主催者を代表し
当協会の小林 直樹技術安
全副委員長より「電気設備
工事は、社会の重要なイン
フラを担っており、電気は
あらゆる施設において生命
線と位置付けられている。
本日の研修内容を今年度の
工事に役立てるとともに、職場の中で共有し展
開、浸透させて意義ある研修としていただきた
い」と挨拶がありました。
研修会は、札幌市都市局建築部電気設備課の佐
藤 公俊電気一係長より「札幌市発注の電気設備
工事」に関する講話をいただいたのち、令和３年

度電気設備課発注工事の状況や工事の安全、札幌
市職員のコロナ対応応援業務などについて説明が
ありました。
続いて財政局工事管理室技術管理課の村上 隆

行、三木 隆茂両電気検査担当係長から、それぞ
れ公共工事の検査について、ゼロカーボンに資す
る取り組みについて、資材価格高騰への対応など
について説明をいただきました。
その後、事前に会員から寄せられた施工や積算
などに関する１２項目の質問と要望事項について、
同課と工事管理室の担当者より回答をいただき互
いの認識の共有が図られました。
最後に（一社）札幌電設業協会米田 功技術委員長

より、札幌市へ当研修会開催にあたっての協力と
講師からの詳細で丁寧な説明に対して謝意が述べ
られるとともに、電設工事業界が抱える課題解決
に向け会員への協力が呼び掛けられ、研修会は閉
会しました。

技 術 安 全

令和令和令和 444 年度年度年度 札幌市電気設備施工研修会札幌市電気設備施工研修会札幌市電気設備施工研修会令和 4年度　札幌市電気設備施工研修会令和 4年度　札幌市電気設備施工研修会

－６－
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担い手確保に向け意見を交わす！担い手確保に向け意見を交わす！担い手確保に向け意見を交わす！担い手確保に向け意見を交わす！担い手確保に向け意見を交わす！

挨拶する 稲津総務委員長

�電気を学ぶ生徒が減少�
令和４年８月５日�、電気関係の学科を持つ道
内の大学や専門学校、工業高校の先生方９名の出
席により、札幌グランドホテルにて意見交換会を
開催しました。この意見交換会は電設業界の担い
手確保を目的に例年開催していましたが、新型コ
ロナウイルス感染拡大を受けここ２年間は中止、
３年ぶりの開催となりました。
冒頭、稲津 亘総務委員長より「学生らの就職

活動も待ったなしの状況となっている。私たち電
設業界も何とかその就職先の選択肢に加わらなく
てはならない。本日は有意義な意見交換会にした
いと考えているので、よろしくお願いしたい」と
挨拶がありました。続いて議事に入り、まず電設
工事業界を紹介する「明日への挑戦」と題したプ
ロモーションビデオを視聴、続いて事務局より協
会の事業案内や活動について説明があったのち、
意見交換に入りました。
先生方からは、学生の就職状況について、電設
工事業界に対する学生や保護者の印象や意見など
について、業界や当協会への要望などについての
意見がありました。

＜意見概要＞

○ 電気工事士、電気主任技術者など資格を活か
せる仕事へ就きたいと考えている生徒が多い。
○ 保護者の意見ではなく、インターンシップや
企業説明会など、実際に見て聞いて自分で決め
ると保護者はあまり反対しないようである。
○ 以前は給料多寡が大きな判断基準となってい
たが、今は休日や残業のないところを希望する。
○ 電設業界に対しネガティブなイメージを持っ
ている学生は少ない。
○ 電気を学びたいと思う中学生が少なくなって
きているように感じている。
○ 中学生に向け、電気の魅力をいかに伝える
か、電気業界と高校がタイアップし地域特性を
活かしたイベントが出来ればいいのではないか。
○ 電気工事業の希望者を増やすためにも企業の
方の説明を聞く機会を増やす必要がある。
○ 女性が活躍出来る環境づくりを活発化させる
ことも必要である。
稲津委員長は「これから生徒が増えるよう、
小学生や中学生向けに何が出来るか考えていき
たい」と応え、意見交換会は閉会いたしました。

総 務

技術系学校先生との意見交換会技術系学校先生との意見交換会技術系学校先生との意見交換会技術系学校先生との意見交換会技術系学校先生との意見交換会

－７－
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■ まちの概要

浦河町は、北海道日高振興局管内の南部に位置

し、札幌市から約１８０㎞、帯広市から約１５０㎞、え

りも岬から５０㎞地点にあり、東は様似町、西は新

ひだか町、北は日高山脈、南は太平洋に接してい

ます。

町の地形は、大部分を日高山脈とその前山が占

めており、丘陵地を縦断して太平洋に注ぐ河川流

域にいくつかの平野がみられ、地質は、河川流域

を除き火山灰と泥岩、重粘土などの特殊土壌が、

耕地面積の多くを占めています。

山岳は、神威岳（標高１，６００m）、楽古岳（標高

１，４７２m）などがあり「日高山脈襟裳国定公園」

の一角を占めています。

町の総面積は、６９４．２６�でその８１％を山林が占
めています。海洋性気候の影響で夏は涼しく、冬

は温暖なため「北海道の湘南地方」とも呼ばれ、

豊かで住みよい自然環境に恵まれています。

町内には約２００の牧場（生産・育成）があり、

３，０００頭以上のサラブレッドが駆け回っています。

豊かな太平洋がもたらす海洋資源は豊富で、な

かでも良質のダシ昆布「日高昆布」やサケ・マ

ス、夏から秋にかけてのスルメイカは特産品と

なっています。

■ 海を臨み、草を食む美しいサラブレッド

日高山脈と太平洋に囲まれた豊かな自然に恵ま

れ、海を臨む広い牧草地で馬が草を食む姿は、浦

河を代表する美しい風景です。

浦河の基幹産業として発展した軽種馬産業の歴

史は古く、江戸時代に幕府の浦河馬牧が開設、一

大馬産地を形成する種が蒔かれました。

「丘と海のまきば」
～浦河町～

浦河町長 池 田 拓

北海道最大の幹周を誇る
「うらかわオバケ桜」

浦河の夏を彩る「浦河港まつり」

－８－
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草を食む馬の親子

全国的な知名度を誇る最高品質の「日高昆布」

美しい銀毛が特徴の「銀聖」

甘酸っぱい味わいの夏いちご「すずあかね」

戦後の競走馬の需要の高まりとともに、歴史あ

る血統を守ってきた生産者、そして携わるすべて

の人々に支えられ、漁業と並ぶ町の基幹産業とし

て、発展、数多くの歴史的名馬を輩出してきました。

なかでも「強すぎてライバルがいないのが不

幸」とまで言われたレジェンドホース「シンザン

号」は、日本中の競馬ファンを熱狂させた名馬中

の名馬として、引退後も多くの人々に愛されまし

た。その功績を称えた馬像が引退後の養老牧場で

ある谷川牧場にあり、自由に見学することができ

ます。

■ 魚介類の宝庫「浦河町」

北海道がまだ蝦夷地と呼ばれていた時代、太平

洋に面した浦河は魚介類の宝庫で、当時からの主

な産品は昆布とサケでした。

漁獲の安定を図るため、浦河では古くから昆布

投石増殖が行われ、人工漁礁によるカレイやタ

コ、ウニの増殖、サケ・マスふ化放流事業など時

代に即して水産業が発展してきました。

時代とともに変化し、北海道の重要な漁業基地

として価値を持ち続けています。

日高昆布はその品質の高さから全国的な知名度

を得ており、関東・関西の料亭などへ広く出荷さ

れています。浦河町井寒台地区の昆布は日高地区

で唯一「特上浜」に指定されており、最高品質の

希少な一等昆布です。

また、美しく、脂ののった銀毛サケが水揚げさ

れる日高。この品質を活かすため、平成１２年から

日高管内でサケの定置網漁を営む４１の網元がブラ

ンド化に取り組み誕生した「銀聖」。最高級の贈

答品としてブランドの価値が高まっています。

■ 浦河の夏いちご

甘酸っぱい味わいと適度な硬さがあり崩れにく

いのが特徴の「すずあかね」。軽種馬産業に次

ぐ、新たな基幹産業として力を注いでおり、高い

品質と生産量が評価され、開始から十数年で「す

ずあかね」の日本有数の産地となっています。

町では「夏いちご」をより一層盛り上げるた

め、平成２８年より７月１５日を「うらかわ夏いちご

の日」と定め、例年夏いちごを味わい尽くす「夏

いちごの日イベント」を開催しています。

現在では、浦河町の夏いちごはブランドいちご

として主に首都圏に出荷されており、有名菓子

メーカーやケーキ店で使用されています。

■ 浦河町ホームページ「二次元バーコード」

－９－
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■ まちの概要

ニセコ町は、人口約５，０００人。羊蹄山、ニセコ

アンヌプリ、昆布岳に囲まれた自然豊かな町です。

町の中心には清流日本一に輝き、国内最大級の

淡水魚イトウが生息する尻別川が流れ、これに昆

布川、ニセコアンベツ川、真狩川などの中小河川

が流れ込んでいます。

町政では、平成１３年に全国初となる自治基本条

例の「ニセコ町まちづくり基本条例」を制定し、

「住むことが誇りに思えるまちづくり」をテーマ

に、情報共有と住民参加による開かれたまちづく

りを進めてきました。

このほか、環境モデル都市やSDGs未来都市へ

の選定、世界の持続可能な観光地トップ１００選の

認定、さらには気候非常事態宣言（ゼロカーボン

宣言）の表明など、先進的な取り組みへの挑戦と

積極的な行動により、全国から多くの移住者や視

察を受け入れる自治体となっています。

■ 町の「ミニ憲法」

～ニセコ町まちづくり基本条例～

まちづくりに関わる情報は、町民の共有財産で

す。町民の間でまちづくりに関する情報が共有さ

れていなければ、住民参加も意味をなしません。

この条例では「情報共有」と「住民参加」を一

体のものとして、まちづくりのための重要な原則

と考えます。同時に、これらに関わる基本的な権

利の保護に努めます。

一方、情報共有や住民参加などを取り巻く考え

方や社会情勢は刻々変化しています。自治のため

の新たな発想や枠組みも生まれています。国内外

自ら考え、行動する「自治」のまち
～ニセコ町～

ニセコ町長 片 山 健 也

－１０－
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における時代の動きを常に捉えながら、その一歩

先の将来を考えていくことが必要です。その意味

で、町民が将来にわたり育てていく条例として、

この条例を位置付けています。

■ 情報共有・住民参加の主な実践例

○予算説明書「もっと知りたいことしの仕

事」：平成７年度から、まちの予算をわかり

やすく説明した予算説明書を町内全世帯に配

布しています。

○まちづくり町民講座：平成８年度から、役場

の担当者などが、町民に町の現状や課題をお

知らせし、その課題について議論する場を設

けています。

○まちづくりトーク：平成７年度から、５人程

度の町民が集まれば、指定する日時・場所に

町長や担当職員が訪問し、意見交換する制度

を設けています。

○こんにちは（おばんです）町長室：平成８年

度から毎月１回２時間程度、予約なしで町長

と懇談できるよう町長室を開放しています。

このほか、各地区に町長、副町長、教育長など

がお邪魔し、まちの課題や計画を共有する「まち

づくり懇談会」や、子どもたちがまちづくりに参

加する「子ども議会」など、多くの制度を設けて

います。

■ 動き出す町民たち

こうした参加・議論の仕組みがあることで、町

民から多くの事業が生まれてきました。最近始

まった２つの事業を紹介します。

◎「NPO法人ニセコ未来サポート隊」

による子育て支援

子育て世代の移住が多い中、ママたちが中心と

なって、年末年始や休日の託児などを行うNPO団

体が令和元年６月に発足。親子でニセコアンヌプ

リ登山や音楽イベントなど積極的に活動しています。

◎ ボランティアドライバー

による「助け合い交通」

高齢者の移動手段の確保が課題となる中、町中

心部から７キロメートルほど離れた福井地区親交

会では、１年間の試行期間を経て、令和２年４月

からボランティアドライバーによる助け合い交通

が始まりました。

■ 失敗を恐れず挑戦できるまち

まちづくり基本条例制定後、一貫してニセコ町

の人口が微増傾向にあるのは興味深いことです。

新しい文化、考え方が入ることで、新しい価値が

生まれます。当然そこには価値観の違いもあり、

摩擦が起きることもあります。しかし、そうした

摩擦を乗り越え交流し、受け入れることで、さら

に魅力的なまちになっ

ていくのではないで

しょうか。

ニセコ町は、その気

になれば一緒にまちづ

くりができるまち、失

敗を恐れず挑戦できる

まちです。みなさまの

お越しをお待ちしてい

ます。

■ ニセコ町ホームページ

https : //www.town.niseko.lg.jp/

－１１－
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★

苫小牧西港から市街地を望む

■ 電業協会の概要

・設 立：昭和４１年４月１日

・会 員 数：３５社

・人 口：約２６０千人

・自治体数：１市１１町

（東胆振から日高管内）

苫小牧電業協会は、昭和４１年の設立から５６年に
わたり、苫小牧市を中心とした東胆振から日高管
内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・管理など地域の人々の生活を
支えてきました。
現在、会員企業は３５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≫

当協会では、例年２回安全
パトロールを実施。今年度６
月には苫小牧市発注の仮称
「沼ノ端鉄南地区文化交流サ
ロン」新築電気設備の現場を
パトロールし、安全作業の徹

底を呼び掛けました。
現場には苫小牧市都市建設部設備課長ら８名も
参加。資材の保管状態や高所作業車の使用状況、
また安全関係の書類などを確認しました。
≪ボランティア活動≫

市内環境美化活動の一環と
して、当協会は年に２回遊歩
道の照明灯外観清掃および沿
道沿いのごみ拾いを実施して
います。
今年度は「苫小牧市公園等
里親制度」に登録。６月には

２０社２７名が参加し苫小牧川沿いの遊歩道の清掃に
あたりました。
≪陳情要請活動≫

苫小牧市および苫小牧港管理組合等に対し分離
発注の継続、早期発注などの要望書を提出してお
ります。
昨今はPFI、プロポーザルによる発注もあるこ

とから、これらに対応する要望も考えて参りたい
と考えております。
≪ゼロカーボンの取り組み≫

苫小牧市では、令和３年にゼロカーボンシティ
宣言を行っております。この取り組みで「苫小牧

産業と自然が調和する『スポーツ都市』

会 長 中 村 衞
～苫小牧電業協会～ （�中村電気 代表取締役）

－１２－
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CCUS・ゼロカーボン推進協議会」を立上げ、当

協会から２社が「民生部門ゼロカーボン専門部

会」に参画し、苫小牧市が進めるネット・ゼロ・

エネルギー・ハウス（ZEH）の普及促進に向けた

検討を進めています。

≪その他≫

例年、室蘭開発建設部と苫小牧電業協会、室蘭

電業協会で意見交換会を実施。今年度は８月２５日

にWEB開催となりました。当協会からは会長、

副会長、理事および事務局の８名が参加しました。

また、親睦行事として、７月２９日にゴルフ大会

を開催。会員など１６名の参加により和気あいあい

と夏のひと時を楽しみました。

■ 管内のおすすめスポット

≪苫小牧～産業・自然・スポーツ～≫

苫小牧は、北日本最大の国際拠点港湾と北海道

の空の玄関、新千歳空港のダブルポートを有し、

空・海・陸のアクセスが揃った交通の要所となっ

ております。

港湾の背後には自動車産業やエネルギー関連の

企業が立地、一方、まちのシンボルの山「樽前

山」や野鳥の楽園「ウトナイ湖」を有するなど、

豊かな自然に囲まれたまちです。

１９６６年には全国で初めて

「スポーツ都市宣言」を行

い、現在では市内各地でさま

ざまなスポーツを年代問わず

多くの人が楽しんでいます。

特にアイスホッケーが盛ん

で、多くの日本代表選手を輩出しています。

≪ウポポイ（民族共生象徴空間）≫

２０２０年７月白老町ポロト湖畔にオープンしまし

た。この中核施設である国立アイヌ民族博物館

は、先住民族アイヌの歴史と文化を主題とした日

本初で最北の国立博物館です。

≪オートリゾート苫小牧アルテン≫

日本オートキャンプ協会五つ星評価のキャンプ

場。コロナ禍により屋外で過ごすキャンプに人気

が高まっています。温泉施設もありカヌーやパー

クゴルフも楽しめます。

キャンプ場の近くには「樽前ガロー」がありま

す。岩肌に深緑の苔が張り付いていて、新緑の季

節になる６月には、深い川底まで初夏の日差しが

届くようになり、一年で最も美しい景観を見せて

くれます。

≪おすすめグルメ≫

２０年連続日本一の水揚げ量を誇る「ホッキ貝」

がおすすめ。漁港の市場

に併設された「マルトマ

食堂」のホッキカレーは

マスコミにも紹介され連

日大行列となっていま

す。

その他苫小牧が発祥と

なるカレーラーメンも好

評です。苫小牧へお越し

の際は召し上がってみて

はいかがでしょうか。

－１３－
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オーナー様（左）と一緒

北海道タツヲ電気株式会社

代表取締役

木 村 賢 史

今回は、ジンギスカンともつ鍋専門店の「ひろ
米」（ひろべい）をご紹介いたします。
店長兼オーナーの米田裕文さんとは、１５年以上
のお付合いをさせて頂き、元々ススキノのクラブ
の黒服をしており、３年前の令和元年１１月に一念
発起しジンギスカン専門店をオープンさせました。

１５年以上その道で生計を立てて来た男が、最初
はびっくりいたしました。それも自分で調理して
店を経営するなんて、意外な特技を生かした転身
に感心する次第です。今では、すっかり常連
に！！
厳選した肉質に２週間じっくり寝かせた１７種類
の調味料を使用した自家製醤油ダレ、一度食べた
らやみつきになる自家製塩ダレに漬けた塩ジンギ
スカンなどが人気の店。羊肉は「カルニチン」と
呼ばれる、脂肪を燃焼させる効果のあるアミノ酸
の一種が多く含まれていることもあって、ダイ
エット効果があるといわれております。また卵や
バターを乗せて、相性抜群の自家製ダレをかけて
召し上がって頂く、〆のTKG（卵かけごはん）
も大人気です。

私が行くと必ず注文す
るのが、ラムショートロ
インと牛タンです。なぜ
にジンギスカン屋なのに
牛タンなの？？とおっ
しゃいますが、実は牛タ
ンには、ビタミンB１２、

ビタミンB２やナイアシンがほかの部位と比べ非
常に多く含まれ、動脈硬化や脳卒中の予防効果が

あると言われます。（わざわざ、ひろ米でなくて
も！！）
またショートロインは、ラムロース肉のロース
芯だけを取り出したブロック肉で、仔羊一頭から
たったの５００g程度しか取れない超希少部位です。
ほぼ１００％赤身のため、全くクセはなく、他の店
舗では中々お目にかかれないお肉です。
令和元年創業早々のコロナ禍の厳しい状況下で
も存続してこられたのは、全て手切りで提供する
こだわりのお肉で、お客様をおもてなしして来た
ことが一因と考えられます。
お肉を焼く鍋は昔なが
らの鉄兜で、備長炭使用
の七輪で本格的なジンギ
スカンを味わうことが出
来ます。
それに最初だけではな
く毎回、キンキンに凍っ
たジョッキグラスに生ビールを注ぎ出てくる生
（ナマ）を片手に、焼肉を頬張る至福のひと時を
是非堪能して頂ければと思います。
『店舗で取り扱っているお肉をご
家庭で』を売りに、全国発送も承っ
ております。詳しくは、先ず店に
行ってジンギスカンとキンキンの生
ビールを堪能してください。

【店 名】 ジンギスカンともつ鍋 ひろ米（べい）

【住 所】 札幌市中央区南５条西３丁目

Nグランデビル５F

【連絡先】 TEL：０１１‐２０６‐０４２９

FAX：０１１‐２０６‐０７２９

【営業時間】月曜日～土曜日

１７：００～翌３：００（LO．２：００）

祝日 １７：００～２４：００（LO．２３：００）

【定休日】 日曜日

～シリーズ～

「私のいちおし」

－１４－
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ゴルフ部会ゴルフ部会ゴルフ部会 333 年ぶりの開催！年ぶりの開催！年ぶりの開催！ゴルフ部会　3年ぶりの開催！ゴルフ部会　3年ぶりの開催！
厚生委員会活動報告 ＤＧ会

優勝者の一言
時折小雨の降る中でのラウンドでしたが、３年ぶりの再開と言うことで、３４名もの会員皆様に参加して頂き、盛大に開催することが出来ました。そん

ななか、メンバーにも恵まれ優勝させて頂きました。今後とも、仕事にゴルフに精進して参りますので、よろしくお願いいたします。

優勝者の一言
たくさんの強豪ひしめく中で、見事優勝することができたことは、この上ない喜びです。一緒にラウンドしたメンバーの方々に恵まれ、大変楽しく有

意義な一日でした。皆様とは、これからグリーンでも仕事の場でも、親しくお付き合いをいただければと思っております。簡単措辞ではございますが北
海道電業協会の益々のご発展を祈念して優勝の言葉とさせていただきます。

優勝者の一言
まずまずの天気の中、同伴メンバーのおかげで、リラックスして、楽しくラウンドさせていただくことができ、大きなトラブルもなくいいスコアを出

すことができました。大会を運営していただいた幹事の皆様、また、ご参加の皆様、ありがとうございました。優勝の名に恥じないよう、これからも精
進していきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

順 位 氏 名 会 社 名 OUT IN Gro HD NET

優 勝 木村 賢史 北海道タツヲ電気 ４１ ４０ ８１ １５ ６６
準優勝 松井 良一 札幌日信電子 ４２ ４３ ８５ １６ ６９
３位 佐藤 尚侍 浅海電気（初参加） ４３ ４２ ８５ １８ ６７
４位 田中 由彦 システムサービス ４０ ４０ ８０ １２ ６８
５位 小野寺涼一 大成電気 ４６ ４９ ９５ ２４ ７１
６位 若林 秀博 札幌日信電子 ４６ ５５ １０１ ３０ ７１
７位 内川 勝哉 北弘電社 ４４ ５２ ９６ ２４ ７２
８位 吉田 岳夫 北海電気工事 ４２ ４２ ８４ １１ ７３
９位 石田 啓二 山口電気機械工務所 ４４ ４５ ８９ １５ ７４
１０位 泰地 哲也 北弘電社 ４４ ４６ ９０ １６ ７４

順 位 氏 名 会 社 名 OUT IN Gro HD NET

優 勝 吉江 一弘 北盛電設 ４６ ４４ ９０ ２４ ６６
準優勝 澤田幸治朗 サンテック ４４ ４８ ９２ ２４ ６８
３位 大石 昌男 能美防災（初参加） ４７ ４４ ９１ ２５ ６６
４位 中畑 久 東光電気工事（初参加） ４４ ３７ ８１ １１ ７０
５位 山口 邦治 山口電気機械工務所 ４９ ４３ ９２ ２２ ７０
６位 石田 啓二 山口電気機械工務所 ４３ ４３ ８６ １５ ７１
７位 畳 友祐 北札幌電設 ４８ ４９ ９７ ２６ ７１
８位 桜庭 謙次 北電力設備工事 ４３ ４３ ８６ １４ ７２
９位 飯野 洋海 日本電設工業 ４０ ４８ ８８ １６ ７２
１０位 小野寺涼一 大成電気 ５１ ４４ ９５ ２３ ７２

順 位 氏 名 会 社 名 OUT IN Gro HD NET

優 勝 佐藤 信悦 旭日電気工業 ４１ ３８ ７９ ９ ７０
準優勝 大塚 雅史 北盛電設 ４３ ４５ ８８ １８ ７０
３位 内川 勝哉 北弘電社 ４８ ４６ ９４ ２４ ７０
４位 泰地 哲也 北弘電社 ４３ ４４ ８７ １６ ７１
５位 赤松 博昭 北陽電材 ４４ ４１ ８５ １３ ７２
６位 畳 友祐 北札幌電設 ５０ ４８ ９８ ２５ ７３
７位 須藤 光徳 東和電商 ４５ ４８ ９３ １８ ７５
８位 小野寺涼一 大成電気 ４９ ４９ ９８ ２３ ７５
９位 下屋敷 卓 末廣屋電機 ４７ ５２ ９９ ２４ ７５
１０位 山口 勉 山口電気機械工務所 ５２ ５４ １０６ ３０ ７６

GOLF GOLF GOLF GOLF GOLF GOLF GOLF GOLF GOLF GOLF GOLF GOLF GOLF GOLF

新型コロナウイルス感染拡大のため活動を自粛していた厚生行事が、３年ぶりに開催され
ました。参加者はグリーンの中で白熱したプレーを展開。会員の親睦が深められました。

第１回 ＤＧ会成績 ２０２２．６．１７� 札幌南ゴルフクラブ（駒丘コース） 参加者：３４名（２４社）

＜優勝者＞
木村 賢史さん

第２回 ＤＧ会成績 ２０２２．７．１４� 札幌エルムカントリークラブ（西コース） 参加者：３０名（２３社）

＜優勝者＞
吉江 一弘さん

第３回 ＤＧ会成績 ２０２２．９．１５� 札幌芙蓉カントリー倶楽部 参加者：３２名（２３社）

＜優勝者＞
佐藤 信悦さん

－１５－
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業 界 だ よ り

【法人職務執行者の変更】

（２０２２年６月２９日付け）

○ 株式会社 北弘電社

（新）代表取締役社長 �橋 龍夫

（旧）代表取締役社長 脇田 智明

理事会・三役会議・委員会報告

理 事 会
◇ 令和４年６月２１日� 北海道電気会館

【第２回議題】

（協議事項）

１．令和４年度の役員会等主要行事の日程について

２．会員代表者の変更に伴う後任役員候補者の対

応について

３．令和４年度の役員・常設委員会の体制及び事

業実施計画について

４．令和４年度上期の協会事業活動の対応について

５．令和４年度の経営者懇談会・セミナーについて

６．令和４年度の電気・空衛連絡協議会活動に係

る調整状況と「要望事項」について

（報告事項）

１．令和４年度「建設産業ふれあい展」の対応に

ついて

２．令和４年度安全大会について

３．令和４年度札幌市電気設備施工研修会の開催

について

４．令和４年度「公共建築の日」及び「公共建築

月間」の記念イベントにおける後援について

５．会員の諸変更について

６．令和４年７月～８月行事予定について

（その他意見交換）

◇ 令和４年８月３１日� 北海道電気会館

【第３回議題】

（協議事項）

１．会員代表者の変更に伴う後任役員候補者の対

応について

２．令和４年度の役員・常設委員会の体制について

３．会長職務代行順位について

４．電業協会及び電設協道支部の令和５年度定時

総会日程について

５．令和４年度の経営者懇談会・セミナーの開催

について

（報告事項）

１．顧問の委嘱について

２．令和４年度北海道の建築工事に係る合同研修

会について

３．令和４年度北海道開発局札幌開発建設部との

意見交換会について

４．令和４年度会員大会開催のお知らせ

５．北海道開発局営繕部からの資機材の価格高騰

や納入遅延による工事等への影響に関する調

査依頼について

６．令和４年３月技術系学校電気工事会社就職状

況について（協会調査）

７．技術系学校先生との意見交換会について（開

催報告）

－１６－
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８．令和４年度札幌市電気設備施工研修会につい

て（開催報告）

９．会員の諸変更について

１０．令和４年９月～１０月の行事予定について

（その他意見交換）

三 役 会 議
◇ 令和４年６月７日� 北電興業ビル

【第２回議題】

（協議事項）

１．令和４年度の役員会等主要行事の日程について

２．会員代表者の変更に伴う後任役員候補者等の

対応について

３．令和４年度の役員・常設委員会の体制について

４．令和４年度上期の協会事業活動の対応について

５．令和４年度経営者懇談会・セミナーの開催日

程等について

（報告事項）

１．他団体による主な行事への対応について

２．会員の諸変更について

３．令和４年６月～７月行事予定について

（その他意見交換）

◇ 令和４年７月５日� 北電興業ビル

【第３回議題】

（協議事項）

１．会員代表者の変更に伴う後任役員候補者の対

応について

２．顧問の委嘱について

（報告事項）

１．令和４年度の電気空衛連絡協議会の活動計画

について（一部確定）

２．技術系学校先生との意見交換会の開催について

３．会員の諸変更について

４．令和４年７月～８月行事予定について

（その他意見交換）

◇ 令和４年８月２日� 北電興業ビル

【第４回議題】

（協議事項）

１．会員代表者の変更に伴う後任役員候補者等の

対応について

２．令和４年度の役員・常設委員会の体制について

３．会長職務代行順位について

４．電業協会及び電設協道支部の令和５年度定時

総会日程について

５．令和４年度経営者懇談会・セミナーの開催に

ついて

（報告事項）

１．顧問の委嘱について

２．令和４年度北海道の建築工事に係る合同研修

会について

３．北海道開発局営繕部からの資機材の価格高騰

や納入遅延による工事等への影響に関する調

査依頼について

４．令和４年度会員大会開催のお知らせ

５．技術系学生の現場見学会について

６．会員の諸変更について

７．令和４年８月～９月の行事予定について

（その他意見交換）

◇ 令和４年９月６日� 北海道電気会館

【第５回議題】

（協議事項）

１．令和４年度の経営者懇談会・セミナーの開催

案内等について

２．令和４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について

（報告事項）

１．電設協本部への後任役員候補者ほかの報告に

ついて

２．北海道開発局営繕部への資機材の価格高騰や

納入遅延による工事等への影響に関する調査

報告について

３．令和４年度北海道開発局札幌開発建設部との

意見交換会について

４．北海道鳶土木工業連合会創立５０周年祝賀会へ

－１７－
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の対応について

５．会員の諸変更について

（その他意見交換）

総務委員会
◇ 令和４年６月１６日� 北電興業ビル

【第１回議題】

１．令和４年度総務委員会の体制（案）について

２．令和４年度上期の協会事業活動の対応について

３．令和４年度総務委員会事業実施計画（案）に

ついて

４．令和４年度経営者懇談会の開催日程等について

５．令和４年度「建設産業ふれあい展」への参加

について

６．令和４年度「技術系学校先生との意見交換

会」の開催について

７．その他意見交換

経営委員会
◇ 令和４年６月９日� 北海道電気会館

【第１回議題】

１．電設協「第３０２回本部政策委員会」の開催概

要について

２．分離発注要請活動実施状況について

３．令和４年度経営委員会委員について

４．令和４年度経営委員会事業活動計画（案）に

ついて

５．関係官庁との意見交換会における「要望事

項」（案）について

６．その他意見交換

技術安全委員会
◇ 令和４年６月１４日� 北電興業ビル

【第１回議題】

１．令和４年度技術・安全衛生基礎教育講習会に

ついて（報告）

２．令和４年度１級電気施工管理技術検定「受検

準備講習会」について（報告）

３．令和４年度技術安全委員会委員について

４．令和４年度技術安全委員会事業活動計画

（案）について

５．今後の事業活動について

６．その他意見交換

厚生委員会
◇ 令和４年６月１５日� 北海道電気会館

【第１回議題】

１．令和４年度ゴルフ部会会員入会状況と行事日

程について

２．令和４年度厚生委員会委員について

３．令和４年度厚生委員会部会幹事について

４．令和４年度厚生委員会事業活動計画（案）に

ついて

５．今後の事業活動について

６．その他意見交換

－１８－
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事 務 局 日 誌

【６月】

１日� ○ 建災防札幌分会通常総会
（ANAクラウンプラザホテル）鎌田専務

６日� ○ 厚生委員会ゴルフ部会第２回幹事会
７日� ○ 第２回三役会議
９日� ○ 第１回経営委員会
１０日� ○ 電設協本部理事会・運営委員会

（キャピタルホテル東急）阿部支部長

１３日� ○ 建災防札幌分会全国安全週間説明会
（北海道建設会館）鎌田専務

１４日� ○ 第１回技術安全委員会
１５日� ○ 第１回厚生委員会
１６日� ○ 第１回総務委員会
１７日� ○ 厚生委員会ゴルフ部会厚生行事
２１日� ○ 第２回理事会・常議員会
２３日� ○ 令和４年度札幌市安全大会

（北海道電気会館）

【７月】

５日� ○ 第３回三役会議
８日� ○ 第３０３回本部政策委員会

今野経営副委員長

１１日� ○ 厚生委員会ゴルフ部会第３回幹事会
１３日� ○ シーケンス制御の基礎実技講習会

（北海電工ビル）

１４日� ○ 厚生委員会ゴルフ部会厚生行事
１９日� ○ 札電協創立７０周年記念式典

（札幌パークホテル）阿部会長

２１日� ○ 令和４年度札幌市電気設備施工研修会
（北海道電気会館）

○ 電設協本部理事会・定例懇談会

（キャピタルホテル東急）阿部支部長

２２日� ○ 電設協本部・支部事務連絡会議
（本部会議室）鎌田専務

【８月】

２日� ○ 第４回三役会議
５日� ○ 技術系学校先生との意見交換会

（札幌グランドホテル）

３１日� ○ 第３回理事会・常議員会

【９月】

２日� ○ 札幌商工会議所設備工事部会
（北海道経済センタービル）鎌田専務

６日� ○ 第５回三役会議
○ 第３０４回本部政策委員会

今野経営副委員長

１２日� ○ 令和４年度労働衛生週間説明会
（北海道建設会館）鎌田専務

○ 厚生委員会ゴルフ部会第４回幹事会

１３日� ○ 第２回総務委員会
１５日� ○ 電設協本部理事会・運営委員会

（キャピタルホテル東急）阿部支部長

○ 令和４年度北海道産業安全衛生大会

（北海道共済ビル）鎌田専務

○ 厚生委員会ゴルフ部会厚生行事

２１日� ○ 第２回技術安全委員会
２７日� ○ 北海道建設部４団体研修会

（北海道電気会館）

３０日� ○ 第２回厚生委員会

－１９－
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講 習 会 情講 習 会 情講 習 会 情 報報報報報報報報講 習 会 情 報講 習 会 情 報

第一種電気工事士［技能］試験講習会

● 日 時 令和４年１１月２６日� ９時００分～２７日� １７時３０分

● 場 所 北海電気工事株式会社 ８階 講堂

● 受講料 １０，０００円（消費税込み 材料代実費）

● 講習内容 試験のポイント解説、公表候補問題の演習など

● 申込時期 １０月下旬

● 募集定員 １０名（定員になり次第締め切ります）

● 対象者 第一種電気工事士技能試験受験者

i n f o r m a t i o n

シーケンス制御の基礎［実技］講習会

● 日 時 令和５年１月１９日� ９時００分～１６時００分

● 場 所 北海電気工事株式会社 ８階 講堂

● 受講料 無料

● 講習内容 模擬制御盤を用いたシーケンス制御の基礎実技講習

● 申込時期 １２月中旬

● 募集定員 １２名（定員になり次第締め切ります）

● 対象者 入社１年から５年程度の電設工事実務者

技 術 講 習 会

● 日 時 令和５年２月２日� １３時００分～１７時００分

● 場 所 北海道電気会館５階 ５０２会議室

● 受講料 ３，０００円（消費税込み テキスト代含む）

● 講習内容 「電気設備工学 施工計画の作成方法」について

● 申込時期 １２月中旬

● 募集定員 ３５名（定員になり次第締め切ります）

● 対象者 入社５年以上の電設工事実務者

－２０－
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集 後 記集 後 記集 後 記編 集 後 記編 集 後 記

～表紙の花～
「ライラック」
　ライラックカラーとも言われる明るい
紫、ピンク、白っぽいものなどがあり、
華やかな香りに癒されます。
　日本のライラックは米国の教師が北海
道に持ち込んだものといわれており、札
幌では 5月にお祭りが催されたり市の木
として親しまれています。 

FSCマークとは ?
FSCマークは森林から最終製品になるまでの生
産、加工、流通に関わる全てが管理された製品
につくマークです。

このたびは、会報誌「№１９８号」の発刊にあたり、北海道建設部建築局建築整備

課 設備・環境担当課長 平野 修一様より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。

道内の新型コロナウイルスの感染状況は、第７波まで突入し未だに高止まりのま

ま推移しております。また、ロシアによるウクライナ侵攻も７カ月を過ぎ、全く先

の見えない状況で、物価高騰・資材不足・電子機器関連の入手困難等が続き建設現

場に携わる我々にとっても、多大な影響を受けていることと思われます。

北海道建設部においては、「ゼロカーボン北海道」を指標に様々な取組みを進めて

おり、道有施設の脱炭素化について実行計画の目標達成に向けた施設の改築や改

修、運用などに関する方針や基準の策定を今年度より進めております。

当協会としても重要なライフラインを担う業界として、昨今の目まぐるしい状況

下にあってもより一層の安全・安心をお届け出来るよう、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、長きにわたり広報委員長をお務め頂きました萩本委員長に

は、委員会を円滑に進めて頂き、大変感謝いたしております。また代わりに委員長

を仰せつかった小生は、身の引き締まる思いで今後の委員会運営に努めて参りま

す。今後とも変わらぬご厚情、ご指導を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

広報委員長 木村 賢史
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