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年頭ごあいさつ
国土交通省
営繕部長

新年あけましておめでとうございます。

北海道開発局

澤 永 好 章（さわえ

よしあき）

このような場合においても、国等の施設は災害

昨年は、７月豪雨や台風２
１号による風水害、そ
して北海道胆振中東部を中心とする震度７という

対策活動の拠点として機能しなければなりませ
ん。

大地震の発生など大規模な災害が頻発しました。

そして、防災拠点となる官庁施設での災害応急

一般社団法人北海道電業協会の皆様には、こう

対策活動には電力の確保が必要不可欠であり、そ

した地震や台風による災害の復旧に対しまして多

の施工を担う立場から、電気設備関係の企業・技

大な貢献をして頂き深く感謝を申し上げますとと

術者の役割はますます大きく重要となっていま

もに、平素より国土交通省における北海道開発行

す。

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。

次に、建設業の働き方改革の実現に向けた取り
組みについてです。昨年６月、改正労働基準法な

当営繕部は、官庁施設の整備と施設機能を適正

どの「働き方改革関連法」が成立し、全業種に時

に維持するための保全指導の業務を担っていま

間外労働の罰則付き上限規制が導入されることと

す。現在進めている主要事業は、白老町に整備中

なりました。建設業への上限規制は５年間猶予さ

の「国立アイヌ民族博物館」を中核とする国立民

れ、２
０
２
４年４月から適用されます。

族共生象徴空間であり、完成に向け今後工事がま

この長時間労働の是正を目的とする働き方改革

すます佳境に入っていきます。これらの施設のオ

の大きな柱の一つが、
「週休２日工事」の拡大で、

ープンは来年（２
０
２
０年）４月を予定していますの

もう一つの柱が、ICTの活用等による現場におけ

で、是非とも足を運んで頂ければと思います。

る生産性向上への取り組みです。この２つが両輪

一方、近年の大規模災害の多発や老朽化施設が
増加する中、災害に対する国民の安全・安心の確

となり、今後さらに建設業における働き方改革を
加速して取り組んでいかなければなりません。

保に的確に対応することが強く求められていま

さて、今年は、皇位継承に伴い新しい元号に変

す。こうした中、先の地震では北海道全域が停電

わるという大きな節目の年となります。本年が貴

する「ブラックアウト」が起き、公共交通の運転

協会にとってますます発展する年となりますよう

見合わせ、生産工場の操業停止、コンビニ・スー

祈念するとともに、皆様のさらなるご活躍とご健

パー等の休業など、産業全体が一時停止の状況に

勝をお祈り申し上げ、年頭のご挨拶とさせていた

陥ってしまいました。

だきます。
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平成３
１年の新春を迎えて
一般社団法人
会

長

北海道電業協会

吉 本 浩 昌

新年明けましておめでとうございます。会員の

とも多い私どもは、業界内の努力だけでは解決で

皆様方には、ご家族お揃いで新春をお迎えのこと

きない要因もあるところです。当協会では、発注

と心よりお慶び申し上げます。

官公庁との意見交換等の中で、「長時間労働の是

昨年を振り返りますと、自然の脅威をあらため

正」に向けて工程の遅延やそれに伴う工事のしわ

て思い起こされた一年と感じています。西日本を

寄せの負担の軽減が図られるように、ご理解とご

はじめとした豪雨災害、日本各地の記録的な猛暑

支援をいただくお願いをしております。これから

や相次ぐ台風の上陸、そして、道内におきまして

も協会という立場で、関係各所に粘り強く同様の

も、９月初旬の台風２
１号の襲来と胆振東部地震の

取り組みを行っていく必要があると認識しており

発生は、胆振地方中東部を中心に甚大な被害をも

ます。

たらしました。また、道内全域が停電となるブラ

「働き方改革」につきましては、電設協本部で

ックアウトも重なり、あらゆる産業活動や社会生

「基本方針」を策定しておりますので、個社の事

活に多大な影響を及ぼしました。

情等はございますが、できるだけこの方針に沿う

一日も早い被災地の復興、産業活動の回復を願

ように努めていただければ幸いに存じます。

うとともに、大規模停電の対応に各地でご尽力さ
れました会員の皆さまに、敬意を表します。

当協会は、お陰様で一昨年１
２月に創立５
０周年を
迎えることができました。記念誌を発行するとと

さて、電設業界は、人口の減少や少子高齢化が

もに昨年５月の「定時総会」の後に、会員の皆様

進展する中で、 技能者不足 、 若年者の担い手不

とご来賓の皆様とともに「記念祝賀会」を無事、

足 という問題に直面をしております。この 人

挙行することができました。会員の皆様に、これ

の問題 は、直ぐに解決できるという問題ではあ

までのご支援に対しまして、あらためてお礼を申

りませんが、当協会では、学校の先生方との意見

し上げます。

交換の場などで、会員の皆様が「生産性の向上」

そして、当協会では、次の時代に向けて、一昨

や「労働環境の改善」などに努めていることを

年から、「これからの協会事業のあり方」につい

魅力ある職場作り としてお伝えし、学生の入

て、検討会を立ち上げて議論を進めているところ

職に際して、先生方や保護者の皆様に安心してい

です。

ただくとともに、電設業界のイメージアップに繋

今後とも会員の皆様方からのお知恵をいただき

がるような取り組みを今後も地道に続けていくこ

ながら、協会の健全な発展と会員の皆様方にとっ

とが肝要と感じております。

て「夢と生きがいのある電設業界」につながるよ

また、先の通常国会で、働き方改革関連法案が
可決し、２
０
２
４年４月からは、建設業にも罰則付き

うに協会としての役割を果たしていきたいと考え
ております。

の時間外労働の上限規制が適用されることとなり
ました。

引き続き当協会の諸活動に対するご理解とご協
力を賜りますようお願い申し上げますとともに、

時間外労働の削減に向けて、私ども電設業界

会員企業の皆様のご健勝とご活躍を心から祈念申

は、
「仕事の効率化」や「生産性の向上」に努めて

し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきま

いかなければなりませんが、工期の終盤を担うこ

す。
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就任ご挨拶
㈱協和エクシオ
北海道支店長

Beacon）、クラウド・セキュリティ・グルーバル
分野への積極的な挑戦をさせていただいておりま
す。
当社の社名である「エクシオ」は、ラテン語で
「自らの殻を破り、常に外向きに挑戦する決意」
を表しています。この社名の意味を再認識し、付
加価値の高いトータルICTソリューションをグ
ループ一体となって提供することで、豊かな生活
環境を創り出す企業として地域社会に貢献してま
いります。
私は、函館市出身（旧尻岸内町）で、社会人と
して３
８目年を迎えておりますが、１
９年の東京生活
と１
９年の北海道生活と、本州と北海道を行き来し
てきた生活でしたが、再び北の大地「北海道」で
仕事が出来ることに大変喜びを感じております。
北海道は大変厳しい環境下ではありますが、少し
でも地元地域の発展に貢献できますよう最大限取
り組む所存でありますので、皆様のご指導の程よ
ろしくお願いいたします。
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して、新
任の挨拶とさせて頂きます。

酒 井 浩 一

新春の候、会員の皆様に
おかれましては、益々ご清
栄のこととお喜び申し上げ
ます。
この度、昨年の６月２
２日付で、前支店長 吉原
正史の後任として就任いたしました酒井浩一でご
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
話になり厚く御礼を申し上げます。若輩者ではあ
りますが、会員の皆様にご指導、ご鞭撻を頂きな
がら、協会ならびに業界の発展の為に微力ながら
最善を尽くす所存でありますので、前任者同様よ
ろしくお願い申し上げます。
当社は、昭和２９年に創業し、固定電話・光ブ
ロードバンド・移動通信等の情報通信に関わる設
備の企画・設計から施工・保守までの一貫した
サービスを提供しており、現在では都市インフラ
開発、太陽光発電施設、ゴミ処理施設、バイオマ
ス発電施設の環境分野に加え、空間情報（IOT、
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
大成電気㈱
代表取締役社長

小野寺

智

初春の候、会員の皆様に
おかれましては益々ご清祥
のこととお喜び申し上げま
す。
昨年５月に小野寺 涼一の後任として代表取締
役社長に就任いたしました小野寺 智でございま
す。
日頃より協会ならびに会員の皆様には格別のご
高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
弊社は高度経済成長期の中、昭和２
９年２月に大
成電気工業所として創立、その後昭和３
３年５月に
組織変更を行い法人化、昭和４
１年６月に社名を現
在の大成電気株式会社といたしました。
一般ご家庭の電気工事から集合住宅、大型ビ
ル、工場、公共施設等々、あらゆる工事に携わり

ながら、施工力・技術力の向上に努め、安全で安
心な電気をお届けするとともに、何よりも大切な
お客様の信頼をいただける会社を目指してまいり
ました。
昨年４月には、創業以来慣れ親しんだ東区から
北区屯田へと社屋新築移転を行いました。
法人設立６
０周年の節目に社屋新築移転、社長就
任と、歴史の重さを感じるとともに責任の重大さ
を痛感しているところで御座います。
入社以来、現場を主戦場として来た私にとって
は大変な重責では御座いますが、社業発展のた
め、また地域、社会に貢献できますよう一意専心
努力する所存で御座います。
当協会ならびに会員の皆様におかれましては、
今後とも前任者同様格別のご指導ご鞭撻を賜りま
すよう心よりお願いを申し上げます。
最後になりますが、当協会の益々のご発展と会
員皆様のご繁栄ご健勝をご祈念申し上げ、就任の
挨拶とさせていただきます。

−３−
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集

対談日：平成３
０年１
１月３
０日
場 所：北２条クラブ

（前）明治大学ラグビー部監督
に わ

まさひこ

丹羽 政彦氏（５
０才）（W杯準備委員会

委員長）

プロフィール
１
９
６
８年１
１月２
３日、北海道苫前郡苫前町生まれ。羽幌高等学校時代、北海道遠征
に来ていた故北島忠治（元明治大学ラグビー部監督）に見出され、同大文学部
に進む。１
９
９
０年、明大４年時には第２
７回大学選手権決勝で早稲田大と対戦し、
ウィングとプレスキッカーとして、２年ぶり８回目の大学日本一を経験。
１
９
９
１年、清水建設に入社。ラグビー部で、関東社会人リーグで２度の優勝を経
験、また、主将を務めた。２
０
１
３年３月より明治大学ラグビー部監督に就任し、
２
０
１
７年大学選手権で準優勝に導く。５年間の監督を終え、現在、清水建設㈱北
海道支店

営業部担当部長として勤務。

いよいよワールドカップ
広報委員会（以下、広報）：今日は、よろしくお
願いします。丹羽さん
の現在の北海道ラグ
ビー協会における、W
杯準備委員会委員長と
しての役割はどのよう
なものですか？
丹羽 政彦氏（以下、丹羽）
：今年の４月に明治大
学監督から清水建設に復職しました。ワールドカ
ップまで１年余りになっていて、札幌市さんを中
心に準備が進められる中、ラグビー協会としても
果たすべき役割があり、その担当として就任しま
した。
広報：丹羽さんから見た、ラグビーの魅力とは何
でしょうか？
丹羽：フィールド競技として、両チーム合わせて
３
０名という最大の人数の競技で、体格の違う色々
な人たちが役割を果たしていくところが、社会と
いうか、会社の中と似かよっています。また、外
からの指示ではなく、個人の瞬時の判断が求めら

れているところも、社会などで求められているこ
とと似ています。それらを総合してラグビーの魅
力だと思います。
広報：そもそもラグビーワールドカップとは何か
を説明してください。
丹羽：４年に一度開催されます。オリンピック、
サッカーのワールドカップとともに、世界３大ス
ポーツ・イベントです。競技の性格上、大会の期
間が４
４日間と最長になります。世界で、４
０億人位
視聴すると言われています。
日本では他のプロスポーツが多くあり、ラグ
ビーは少し影が薄い感はありますが、サッカーが
Jリーグになる前は、冬のスポーツの華であり、
１月１日のサッカーの天皇杯決勝より、翌日の１
月２日のラグビー大学選手権の準決勝の方が、国
立競技場が満員になりました。その時代を知って
いる４
０歳以上の方々には関心を持ってもらいます
し、その当時を見ていた女性のファンも戻ってき
ていて、女子の観戦者が増えていると思います。
若い女性も増えてきました。
広報：今年日本で開催される意義は何でしょうか。
丹羽：ワールドカップは、今回が９回目ですが、
今までニュージーランド３回、南アフリカとオー
ストラリアが２回、イングランドが１回優勝して

−４−
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います。開催も南半球とヨーロッパばかりだった
のですが、初めてのアジア開催になっています。
同時に、リオのオリンピックから七人制のラグ
ビーが加わりました。リオの大会で、日本代表は
ニュージーランド代表を予選で破り、あと一歩、
メダルには届きませんでしたが、４位でした。
２
０
２
０年の東京オリンピックでの七人制での活躍が
期待できる時期での開催でもあります。
また、約４
０万人の海外からのお客さんも訪日さ
れる見込みであり、経済効果としては２，
３３０億円
（政策投資銀行資料）と予想されています。
広報：「４年に一度じゃない。一生に一度だ。−
ONCE IN A LIFETIME −」というのが、大会の
公式キャッチコピーですが、確かに二度と日本で
は見れませんから、是非見たいですね。
丹羽：今回の大会が成功すれば、２
０年後には再度
開催できるのではないでしょうか。

広報：２
０年先に生きていれるかな？
丹羽：皆さん、生きていてもらわないと困ります
（笑）
。
広報：さて、この大会の優勝候補はずばりどこで
しょうか。
丹羽：先に述べた優勝経験のある四つの国とアイ
ルランドが候補になります。その中で、ニュー
ジーランドはW杯２連覇中です。今も世界ランキ
ング一位です。有力だと思いますが、個人的に
は、前の日本のヘッド・コーチであったエディー
さんが指揮をとるイングランドも大きく変わって
きて有力だと思います。日本の高温多湿の環境を
エディーさんが良く知っている点も強みがあると
思います。

日本代表は活躍できるか
広報：このような大会で日本代表が活躍するかど
うかで、盛り上がり方が違うと思うのですが、日
本代表の実力はいかがでしょうか。
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丹羽：前回の大会で日本代表は南アフリカ代表を
破るというラグビーの歴史に残る素晴らしい勝利
を挙げ、３勝もしました。これは、エディー・ジ
ョーンズというヘッド・コーチが日本人の特性を
生かし、ポイントに日本国籍の外国人を使ったの
が良かったと思います。
ヘッド・コーチが、ジェイミー・ジョセフに代
わり戦術は少し変わりましたが、少しずつ良くな
ってきています。９月からの大会で、残暑も含
め、高温多湿な気候も日本代表に５点、１
０点のア
ドバンテージになるとも思います。
広報：先日のニュージーランド代表との試合で
は、福岡選手を除
くとバックスのス
ピードが不足して
いるように感じま
したが…。

丹羽：まだ、日本代表は選手が固まっていないと
いうことと、フルバックの松島選手が出ていなか
ったのも大きかったと思います。負けはしました
が、３
０点以上点数をとれたのは評価できます。
広報：日本代表の中で特に注目している選手はい
ますか。
丹羽：札幌の山の手高校出身のリーチ・マイケル
は、キャプテンでもあり、彼の最後のワールドカ
ップとなるでしょうから、活躍すると思います。
期待しています。

北海道での開催
広報：さて北海道ではどのような試合があるので
しょうか。
丹羽：９月２
１日"にオーストラリアvsフィジー、
２
２日!にイングランドvs
トンガの予選２試合が札
幌ドームで開催されま
す。特にオーストラリア
vsフィジーは世界ランキ
ングではオーストラリア
が７位で少し上ですが、
１
０位のフィジーはフィジ
アン・マジックと言われ
る手足の長さを活かした
プレーが武器で大接戦が

−５−
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期待できます。多分、予選の中で五本の指に入
る、好カードだと思います。
また、フィジーとトンガは（ニュージーランド
も含め）試合の前にハカという戦いに向かう時の
舞踏が行われる筈で、見ていただければと思いま
す。札幌ドームは４万人以上収容できるので、強
豪チームの予選の試合が入ることが出来ました。
この２試合は本当に面白いです。
その他に、各チームが札幌、網走、江別で試合
前に事前合宿を行う予定になっています。練習は
公開になる筈で、お近くにお住いの人は間近で各
国代表のチームを見るのも如何でしょうか。
広報：札幌ドー
ムはラグビーを
するには問題は
ないですか。

差で明治は帝京に負けましたが、あの試合を振り
返るとどうですか。
丹羽：勝たせてやりたかったと思いました。キッ
クすべきところでパスしたり、パスすべきところ
で突っ込んだり、細かいミスがいくつかあり、５
回くらい得点チャンスを逃しました。そこが９年
間連続で決勝に出て優勝しているチームと、１
０年
間決勝に出れなかったチームの差なのかとも、思
いました。でも、さすがに終わった瞬間に、
「１点
か・・・、２点あれば・・」と率直に思いました。

丹羽：今年の４月に、帝京大学と明治大学の試合
を、札幌ドームで初めて試験的にやりました。大
きな問題はなく、選手にも概ね好評でした。照明
など細かい調整は残っていますが、例え照明が少
し眩しくても、もともとラグビーは太陽が目に入
っても、それも条件で戦うものなので問題ないと
思います。
広報：予選２試合のチケットは手に入れることは
出来るのでしょうか
丹羽：今まで、先行発売などをして概ね順調に販
売が進められました。残るチャンスとしては、１
月１
９日の１
０時から、先着順での一般販売が開始さ
れます。一名分、５，
０００円から２０，
０００円です。先
ほど話したオーストラリアvsフィジーの試合は本
当に面白いと思います。

明治大学ラグビー部監督時の丹羽さん

大学ラグビーは
広報：話は変わりますが、丹羽さんは３月まで明
治大学ラグビー部の監督をされてました。今年の
大学ラグビーはいかがですか。
丹羽：１
０連覇を目指す帝京大学と、対抗戦グルー
プの明治大学、慶応大学、早稲田大学、リーグ戦
グループの大東文化大学、東海大学、関西の天理
大学が実力的には殆ど差がない状態です。一年間
やり切ってきたことを信じられるチームが大学選
手権で勝てると思います。
広報：昨年の大学選手権の決勝は、２
０対２
１で１点

広報：あの試合、前半にあった入りやすい位置の
PK（ペナルティー・キック）で３点取れていれ
ば、逆の結果になっていたようにも、見えるので
すが。
丹羽：試合後一か月位した時に、PKを蹴った選
手が「監督に申し訳なくて・・」と言っていまし
た。まあ、あれが入ったからと言ってその通り勝
てたとは思いませんし、彼の将来にプラスになっ
てくれればと思います。
広報：丹羽さんが監督に
なられて、ずいぶん明治
大学が変わったと思いま
すが、その間のお話しな
どをお願いします。
丹羽：明治は、９
５歳で亡
くなられた北島先生が長
く監督をされていまし
た。北島先生は「前へ」
という言葉だけを残し
て、去られました。会社
だって社風というか、伝統とかあるじゃないです
か。明治大学のラグビー部における「前へ」とは
何ですかと問いかけても誰も答えられなかった。
北島先生が言っていた「前へ」を具体化して話を、
明治としての骨格を作る作業から始まりました。
次に、直すものは何なのかとなります。明治大
学は、大学選手権で十数年間優勝していません。
そうすると、良いものというのは殆ど残っていな

−６−
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い。不真面目な伝統だけが残っているような状態
でした。その不真面目な伝統を直すには、私生活
から直すしかなく、
学生寮に住むことにしました。
広報：家族を札幌に置いて、単身赴任先が学生寮
ですか。
丹羽：そうです。
広報：大変でしたね。最近の学生の風潮はいかが
ですか。
丹羽：叱られ慣れていないので、問い詰めるとす
ぐ泣く。１５秒で（笑）。謝れないので、言い訳だ
けする。社会に行ったら通用しないということ
を、かみ砕いて指導するしかない。私は、学生を
大人扱いします。

大人として、どのように立ち振る舞うかを教え
てきました。
また、スマホに頼り、会話することが上手でな
い。そこもそれで良しとしてきた大人の責任でし
ょうが、ちゃんと言葉に出して伝える習慣を身に
付けるようにしました。
人として成長することなくて、ラグビーが上手
にならないということを教えてきたつもりです。
広報：結果として北島先生の「前へ」の精神は継
承されたのでしょうか。
丹羽：具体的に落とし込むことで、しっかり引き
継がれたと思います。

〜日本代表
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再度、ラグビーの魅力とは
広報：色々話していただきましたがそろそろ時間
ですので、最後にもう一度ラグビーの魅力につい
て、語ってください。
丹羽：格闘技でもあり、ボールゲームでもある。
体格の違う色々な人がチームとして戦いを遂行す
る。個人としての瞬時の判断が一番求められ、賢
く良いコミュニケーションができ、何より瞬時に
決断する強い心が必要になります。
広報：頭が良い人というのは判るのですが、よく
狂気にならなければみたいな話をする人もいます
が。
丹羽：賢い人は、スイッチがすぐ入るというの
か、狂気のようなプレーに変化できる自分を持っ
ている人材が多いです。
広報：なるほど。では、ここらへんで締めたいと
思います。ありがとうございました。

丹羽さんと広報委員で記念写真
広報委員出席者：
萩本委員長（三共電気工業㈱）嶋津（島津電設㈱）細野
（橋本電気工事㈱）十日市（㈱北弘電社）佐藤（北海電
気工事㈱）大塚（北盛電設㈱）類家（事務局）

ラグビーワールドカップ２
０
１
９ 試合日程（プールA）〜

２
０
１
９年９月２
０日" １
９時４
５分 試合開始 日本 VS ロシア

（東京・味の素スタジアム）

２
０
１
９年９月２
８日# １
６時１
５分 試合開始 日本 VS アイルランド
（静岡・小笠山総合運動公園エコパスタジアム）
２
０
１
９年１
０月５日# １
９時３
０分 試合開始 日本 VS サモア

（愛知・豊田スタジアム）

２
０
１
９年１
０月１
３日! １
９時４
５分 試合開始 日本 VS スコットランド
（神奈川・横浜国際総合競技場）
決勝トーナメントの日程 ２
０
１
９年１
０月１
９日#〜１
１月２日#
−７−
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平成３
０年度 経営者懇談会・セミナー

平成３
０年１
１月６日!札幌グランドホテルで「平
成３
０年度経営者懇談会セミナー」を開催し、会員
代表者など７
０名が聴講しました。
はじめに、吉本 浩昌会長が挨拶し、電気設備
工事業を取り巻く事業環境にふれた後「本日のセ
ミナーでは、
『ハラスメントの理解と行動の徹底〜
人権の尊重と人間としてのなすべき倫理』と題し
て、北海道生産性本部 協力講師の町口 正人講師
をお招きしております。近年、コンプライアンス
やハラスメントの問題が報道でも取り上げられて
いるとおり、企業の社会的責任、ガバナンス強化
が求められています。良好な人間関係構築と風通
しの良い職場風土に向けてコンプライアンスやハ
ラスメントに対する意義や課題を理解していただ
ければと考えておりますので熱心なご聴講をお願
いします」と述べました。

セミナーの概要
○セクシュアルハラスメント
考え方や物事の感じ方は男女や個々人によって
違うものです。セクハラかどうかの判断基準は、
相手があなたの行動を不快と感じるかどうかで決
まります。会社にはセクハラを起こさない職場環
境を確立する事業主としての義務があります。
部下の訴えには真面目に対応してください。
○パワーハラスメント
パワハラにはまだ正式な定義はありませんが、
組織や上司が職務権限を使って職務とは関係のな
い事柄に対し、あるいは職務上であっても、適正
な範囲を超えて、部下に継続的に圧力をかけるこ
とを言います。
＜職場パワーハラスメント６類型＞
・身体的な攻撃〜暴行 傷害
・精神的な攻撃〜脅迫 名誉毀損 侮辱 ひどい暴
言
・人間関係からの切り離し〜隔離 仲間外し 無視
・過大な要求〜業務上不要なことや遂行不能なこ
との強制 仕事の妨害
・過小な要求〜能力と経験とかけ離れた程度の低
い仕事を命じる 仕事を与えない
・個の侵害〜私的なことに過度に立ち入る

町口講師
−８−
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平成３
０年度 経営者懇談会

平成３０年１１月６日㈫経営セミナーに引き続き

とって、夢と生きがいのある電設業界につながる

「平成３
０年度経営者懇談会」を会員代表者など５１

よう、協会としての役割を果たしていきたいと考

名が参加して開催されました。

えております」と挨拶されました。

懇談会は、当協会を取り巻く諸問題、協会事業

続いて、宇野 徹専務理事の司会で議事進行と

に関する意見や提言を頂き、今後の協会事業に反

なりました。
（議事次第参照のとおり）

映し、更に会員代表者相互の意見交換の場として

【 平成３
０年度 経営者懇談会議事次第 】

毎年開催しています。

１．電設協 平成３
０年度 会員大会の開催概要につ
始めに吉本 浩昌会

いて

長から「北海道胆振東

２．働き方改革に向けた基本方針について

部地震により、亡くな

３．協会事業のあり方に係る検討状況（中間報

られた方々のご冥福を
お祈りするとともに、

吉本会長

告）について
４．連絡事項

被災されました多くの

・実技講習会について

皆様、関係者の皆様

・平成３
１年電気賀詞交歓会のご案内について

に、心よりお見舞いを

５．各地区協会の活動近況報告

申しあげます。さて、

６．協会事業に対する意見・要望事項

人口の減少や少子高齢化が進展する中で、技能者
不足 、 若年者の担い手不足 といった問題に直

懇談会終了後は、交流会となり会員相互和やか
に親睦を図りました。

面しております。人の問題は、直ぐに解決できる
問題ではありませんが、働き方改革に向けた電設
協の基本方針を理解いただき、労働環境の改善な
ど 魅力ある職場作り に努めていただくととも
に、業界のイメージアップを図るような取組みを
地道に続けていくことが肝要と感じております。
難しい局面にありますが、会員の皆様方と知恵を
出し合い、協会の健全な発展と会員の皆様方に
−９−
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高山植物と池塘が織りなす秘境「雨竜沼湿原」
水田広がる田園の里 〜雨竜町〜
雨竜町長

■まちの概要
雨竜町は空知管内の西北、雨竜郡の南端に位置
し、
人口２，
４
２
１人（平成３
０年１
０月末現在）の町です。
雨竜（うりゅう）とは、アイヌ語の地名「ウリ
ロペツ」
（鵜の多い川という意味）より転訛したも
ので、雨竜川の河口に多くの鵜が生息していたこ
とから、この名がつけられたと言われています。
石狩川、雨竜川、尾白利加川、恵岱別川に囲ま
れた平坦で肥沃な農耕地では、基幹産業である農
業が展開されています。

■産業
周囲を石狩・雨竜・尾白利加・恵岱別の各川に
囲まれており、平坦で肥沃な農耕地は、富源に恵
まれ、良好な農地を形成。町特産品「うりゅう
米」をはじめとした米づくりを中心に、暑寒メロ

西 野 尚 志

ンやそば、麦など農業を基幹産業に進められてい
ます。
また、国営並びに道営事業による土地改良事業
を推進し、作業効率・生産力の向上を図り、高品
質な良質米生産に取り組んでいます。

■雨竜沼湿原
暑寒別天売焼尻国定公園内に位置する雨竜沼湿
原。標高８５０mの台地に東西４㎞、南北２㎞の湿
原には大小数百の池塘が点在し、ミズバショウや
ウリュウコウホネなど湿原性の植物が見られます。
雨竜沼湿原は２
０
０
４年に北海道遺産に登録され、
翌２
０
０
５年には国内初の山地湿原としてラムサール
条約登録湿地になりました。
雨竜市街地から登山口（ゲートパーク）まで車
で約５
０分。ゲートパークでは、宿泊棟やキャンプ

−１
０−
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場など宿泊することが可能です。
登山シーズンは６月中旬から１
０月上旬。雪解け
や積雪の状況により前後します。
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れ、毎年長い列ができる人気のイベントです。
道の駅でも米のすくい取りなどイベント実施。

◇うりゅう暑寒フェスタ（８月下旬）
■雨竜町を楽しむ
◇道の駅「田園の里うりゅう」
国道２７５号に面し、雨竜沼湿原へ向かう観光客
などが多く訪れます。
正面玄関すぐのところにある「雨竜沼自然館」
では町内在住の写真家・岡本 洋典さんの写真を
中心に、雨竜沼湿原の雄大な景色や動植物を紹介
しています。
自然館向かいの「特産品直売施設」では、春に
は山菜、夏は暑寒メロンやスイートコーンなどの
新鮮野菜、秋にはうりゅう米・漬物用野菜、冬に
は豆類など四季折々の、その日に収穫した新鮮な
農産物などが並び、午前中にはほとんどが売り切
れてしまう人気ぶりです。

メモリアルパークを会場にキャラクターショー
やニアピンパークゴルフ大会、長縄とび大会、福
引大会、各出店コーナーなどイベント盛りだくさ
んの内容です。
夜には目玉イベントの仮装盆踊りが行われ、花
火も打ち上がります。
◇秋の大収穫感謝祭・新米祭り（９月下旬）

「墨響」では、町出身で書家として国内外に
渡って活躍する北海道教育大学名誉教授の辻井
京雲さんの作品を展示しています。
そのほかに、地元産食材を使ったレストランや
雨竜米が入ったかまぼこやアイスなど様々なグル
メを楽しむことができます。
◇うりゅう特産品フェア（７月下旬）
道の駅横の野菜集出荷施設で出荷の最盛期を迎
える「暑寒メロン」をはじめ、マダーボールやス
イートコーン、新鮮な野菜などが特価で販売さ

道の駅を会場に、新米のすくい取りや特価販
売、新米を使った食べ物など、新米の収穫を祝う
イベント。道の駅裏では豊作を記念した、もちま
きが行われます。
◆雨竜町ホームページ
https : //www.town.uryu.hokkaido.jp/
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森と水と人が織りなす匠の里
〜音威子府村〜
音威子府村長

■「北海道で一番小さな村」
音威子府村は、上川管内北部に位置し、旭川市
から約１３０km、稚内市から約１２０kmと、ほぼ中間
にある村です。人口７６１人（平成３０年１０月末現
在）の、北海道で一番人口の少ない自治体です。
面積は２
７
５．
６
３!で、そのうちの８
６％が山林です。
内陸に位置しているものの、東西ともに５０km程
で日本海・オホーツク海に達することから海洋性
気候に属しています。また、盆地性地形のため、
寒暖の差が大きく四季が明瞭です。道内有数の豪
雪地帯としても知られ、降雪量は１２mを超えるこ
ともあるほか、平成２
９年〜３
０年シーズンは村内観
測史上一位の記録である積雪深２８１cmを記録して
います（気象庁が本村で統計を開始した１
９
８
２年以
来の記録）
。
■「交通の要衝」
「鉄道の街」
大正３年に天北線（当時の名称は「宗谷線」
）、
同１１年に現在の宗谷本線（当時の名称は「天塩
線」）がそれぞれ開通したことにより、本村は交
通の分岐点・重要地点となりました。鉄道の保安
に関する施設も多く置かれたこともあり、鉄道関
係者の比重が他に類を見ないほど高く、「鉄道の
街」と呼ばれるようになりました。平成元年に天
北線が廃線となったことで鉄道関係者の多くは離
村しましたが、現在でも特急が停車するなど、
「鉄
道の街」の名残があります。なお、鉄道路線が通
る自治体のなかで日本一人口が少ないところでも
あります。

佐 近

勝

■特産品
特産品としては
そばが有名で、
「音
威子府そば」は黒
いそばとして広く
知られているほ
か、地元産そば粉
を使用した「咲来
そば」、村内の農
音威子府そば
家が６次産業化への取組として製造した、発芽さ
せたそばの実を使用している「初芽むらおこし」
なども人気があります。
そば以外にも、道内産原料にこだわって丹念に
練り上げる羊羹や、添加物を一切使用しない味
噌、豊かな森林資源を生かした木工芸クラフト品
などがあります。
■松浦武四郎と「北海道命名の地」
松浦武四郎は文化１
５（１
８
１
８）年、現在の三重県
松阪市で生まれ、弘化２（１
８
４
５）年２
８歳のときに
蝦夷地探検をして以降、計６回にわたって蝦夷地
踏査を行いました。明治２（１
８
６
９）年、武四郎が
提出した「道名の義につき意見書」にて提案され
た６つの名称案の中から、
「北加伊道」の「加伊」
が「海」に改められて「北海道」と命名されまし
た。
「加伊」の字はアイヌ語の「カイ」という言葉
が由来とされていますが、その言葉をアイヌの古
老から聞いたのが、安政４（１
８
５
７）年、現在の本
村物満内地区にて宿営した時のことだったと武四
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郎の著書「天塩日誌」に記されています。現在、
物満内地区には「北海道命名の地碑」が建立さ
れ、武四郎の偉業を現代に顕彰しています。
■砂澤ビッキと音威子府
北海道出身の著
名な彫刻家・砂澤
ビッキは、昭和５３
年に本村物満内地
区にある旧筬島小
学校にアトリエ兼
住居を構え、村の
美術振興に多大な影響を与えました。村のシンボ
ルとして制作した「オトイネップタワー」は、村
のカントリーサインにも描かれています。ビッキ
が拠点を置いていた旧小学校は現在、
「エコミュー
ジアムおさしまセンター BIKKYアトリエ３モ
ア」として、オトイネップタワー（一部）
をはじめ
としたビッキ作品を数多く展示しています。
■道内で唯一の工芸科高校
北海道おといねっぷ美術工芸高等学校（通称
「おと高」
）は、道内で唯一の工芸科村立高校です
が、生徒の全員が村外出身者であり、寮で生活を
送っています。美術部・工芸部は高文連などで高
い評価を受け、クロスカントリースキー部はイン
ターハイで総合優勝するなど、生徒たちは自己研
さんにひたむきに取り組んでいます。また、
「村民
運動会」などの地域行事にも積極的に参加し、村
の一員として３年間を過ごしています。卒業後
は、美術・工芸分野にとどまらず、様々な分野で
活躍しています。
■主なイベント
◎村民運動会（７月上旬）
村内に住む老若男女が結集し、住む地域ごとの
チーム対抗で競い合う運動会です。玉入れや綱引
き、リレーなどの競技ももちろんですが、競技後
の大抽選会にも熱が入ります。
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◎ふるさとまつり（８月上旬）
村内や近隣地域のグルメが集う一大イベントで
す。参加型のゲーム大会、歌やよさこいのステー
ジもあり、本村の夏を盛り上げます。村民はもち
ろん、ふるさとに帰省された方々も多く参加され
ています。

◎クロスカントリースキー大会（冬季）
本村にあるクロスカントリースキーコースは
FIS（国際スキー連盟）とSAJ（全日本スキー連盟）
の公認を受けており、
「全日本学生チャンピオンス
キー大会」や「全日本クロスカントリー音威子府
大会」などの全国大会が毎年開催されています。
大会期間中は、選手たちのハイレベルな滑りを観
戦できるだけでなく、全国から大会関係者が来村
し、村全体がにぎやかな雰囲気に包まれます。

■音威子府村ホームページアドレス
https : //www.vill.otoineppu.hokkaido.jp/
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平成３０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

平成３
０年１
０月２
２日!北海道電気会館において、
北海道空調衛生工事業協会との共催
当協会と
（一社）
（電気・空衛連絡協議会）で、北海道開発局営繕
部の澤永 好章部長をはじめ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。
当協会からは吉本 浩昌会長他１１名、北海道空
調衛生工事業協会からは池田 薫会長他７名が出
席しました。
はじめに両団体を代表し当協会の吉本 浩昌会
長から「設備工事業界をはじめ建設業界は、急速
に進展する少子化・高齢化社会の中で、働き手の
高齢化や若者の建設業離れが深刻な問題となって
おります。
さらに、地方においては、後継者の担い手がみ
つからず、事業を存続できないケースも顕在化し
てきております。そのためにも若者の入職促進に
つながるような、業界イメージや労働環境、処遇
の改善に引き続き取り組んでまいりたい」と連携
強化を求めました。引き続いて北海道開発局の澤
永営繕部長から「週休２日工事拡大について、
２
０
１
８年度は工事の約半数で受注者希望方式に取り
組んでいます。また施工BIM、電子黒板等の施工
合理化技術の導入のための環境整備に努めていき
たい」と事業に対する理解と協力を述べ挨拶され
ました。
この後、意見交換会では北海道開発局営繕部の
担当の皆さまから議題について詳細な説明があり
ました。

協会からは①長時間労働是正について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①について「昨年８月に
建設工事における適正な工期設定等のためのガイ
ドラインが申し合わせされてます。当局では適正
な工期設定、書類の簡素化、適正な予定価格の設
定等実施してきており、今後も長時間労働の是正
や休日が確保されるよう取り組んでいきます」②
について「分離発注は施工の責任や工事コストが
明確にされることと、設備工事業者の育成にも繋
がるものなので工事内容や規模、地域性等を勘案
して今後も分離発注を継続していきます」③につ
いて「官庁施設全般で、老朽化した施設が増加し
ており、既存施設の有効利用を図りつつ、災害に
対する国民の安心・安全の確保等に対応するた
め、防災機能の強化、施設の長寿命化の推進に重
点を置き必要な事業を進めてまいります」と回答
をいただきました。
【主な議題】
１．平成３
０年度 開発局営繕事業の概要
２．国土交通省直轄工事における社会保険未加入
対策の今後の取り組み
３．営繕部における総合評価落札方式（修正点）
４．建設業等働き方改革について
５．要望事項について
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北海道の建築工事に係る合同研修会

平成３
０年９月２
８日!北海道建設会館において、
当協会と北海道電気工事業工業組合、（一社）
北海道
空調衛生工事業協会、北海道管工事業協同組合連
合会との４団体共催で全道から４団体役員等、約
８５名の参加のもと、北海道建設部建築局幹部の
方々のご出席を頂き「平成３
０年度北海道の建築工
事に係る合同研修会」を開催いたしました。
最初に主催者を代表して当協会の吉本 浩昌会
長から「設備工事業界をはじめ建設業界では、少
子化、高齢化社会の中で将来を担う人材の確保と
育成が喫緊の課題であります。他方、工業高校の
統廃合、学科の縮小が進められており、建設業離
れを更に加速させるのではないかと懸念しており
ます。若者の入職促進、魅力ある業界と感じても
らえるよう働き方改革を強力に推進し、労働環
境、処遇改善に取り組んでまいりたいのでご支援
ご協力をお願いしたい」と挨拶されました。
続いて、北海道建設部建築局建築整備課 設
備・環境担当課長の関根 伸博様から「胆振東部
地震の発生から３週間余りが経過しましたが、い
まだ、断水、停電等が続いており復旧が急務と
なっております。皆様にはライフラインの確保、
現地調査、応急措置等の対応にご尽力されている
ことに感謝申し上げます。さて、今年度の入札状
況について、設備単独工事で不調が１件、不落が
４件発生しています。発生要因は一概では申し上
げられませんが、工事金額が小さく工期が長いも
のが敬遠される傾向が見受けられます。今後の主
な発注は、札幌医科大学研究施設の改築、宗谷合
同庁舎の照明設備および衛生設備の改修工事、旭
川、岩見沢、函館等で道営住宅の発注等を進めて

います。事業執行に向けた協力をお願いしたい」
と挨拶されました。
この後、建築局の各担当者の皆様から「北海道
の営繕工事における働き方改革に向けた取り組
み」
「総合評価落札方式の取り組み状況」
「工事監理
のポイント」等を解説頂きました。
この後、主催者側から①長時間労働是正につい
て②分離発注の継続のお願いについて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。
これに対して北海道建築局からは①については
「建設業の就業者促進を図るためには長時間労働
の改善が重要と考えています。
『北海道建設産業支
援プラン２
０
１
８』に基づき、週休二日制の導入や快
適トイレの採用、書類の簡素化等を取り組んでま
いりたい」 ②については「確実な施工責任体
制、良質な品質確保のため従前から分離発注を実
施しており今後も継続します」 ③については
「今年度より長寿命化に向けた建設物スットクマ
ネジメント業務強化により、一部を除く修繕業務
の集約化を行うこととし、計画段階から管理する
ことにより効率よく安定した工事量の確保に努め
てまいりたい」と回答をいただき有意義な研修会
を終えました。
○北海道建設部建築局からの出席者
・建築整備課 設備・環境担当課長 関根
・
〃
電気設備グループ主幹 高田
・
〃
電気設備グループ主査 汲川
・
〃
機械設備グループ主査 三上
・計画管理課 営繕企画グループ主幹 清水

−１
５−

伸
誠
哲也
覚史
浩史

様
様
様
様
様

会会報

１Ｃ

１５０線／１８４号

冬

４Ｃ１Ｃ

１５０線／１８４号

冬／０１６

平成３
０年度

電気基幹技能者認定講習会 2018.12.17 10.31.55

登録電気工事基幹技能者認定講習会

平成３
０年１
０月２
７日"〜２
８日!北農健保会館にお
いて、登録電気工事基幹技能者認定講習会が開催
され、全道から５
４名が受講しました。
この講習会は、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
ふまえ、
（一社）
日本電設工業協会が策定した「電気
技能労働者育成指針」に基づき、電気工事業界に
おける基幹技能者を認定する講習会です。
合格者の公的評価は、受講条件として第一種電
気工事士の資格取得者としているためにZ点評価
（経営事項審査の中で技術力を評価する項目）は
第一種電気工事士で２点、登録電気工事基幹技能
者資格で１点の加点となります。
初めに当協会の宇野専務理事から「現場では施
工方法の実情に精通し作業管理や調整能力を持
ち、他の職長と連絡・調整を担う役割が大切で
す。このため技術者に対して適切に指導・統率で
きる登録電気工事基幹技能者の確保と育成が求め
られております。講習会を通じて施工管理などの
知識を十分に理解し、最終日の修了試験には全員
合格して欲しい」と呼びかけました。
認定講習会は、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を講義しまし

川口講師
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た。受講者は資格取得に向け真剣に取り組み、重
要なところにアンダーラインを引いたりメモを取
りながら熱心に耳を傾けていました。
【講習内容・講師】
１．開会挨拶
（一社）
北海道電業協会専務理事
宇 野
徹
２．電気工事基幹技能者の概要
電気工事における新材料・新工法等
川 口
博 氏
（北海電気工事㈱ 電設工事部技術Ｇマネージャー）
３．OJT教育
宮 森 慎 一 氏
（拓北電業㈱ 常務取締役）
４．施工管理・事務管理・原価管理、関連法規他
内 山
優 氏
（㈱北弘電社 技術部担当部長）
５．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）
６．品質管理・環境管理
小 川 恒 明 氏
（協信電気工業㈱ 常務取締役）

内山講師

宮森講師
−１
６−

小川講師

会会報
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１５０線／１８４号

冬

４Ｃ１Ｃ

１５０線／１８４号
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「私のいちおし」
!山口電気機械工務所
代表取締役

山口

勉

学問のすゝめ
福

沢

諭

吉

著

北海道命名から１５０年というポスターがあちこ
ちで見かけられます。先人の皆様のご苦労に感謝
申し上げます。

さて、その時代の明治５年２月に出版された
「学問のすゝめ」をご紹介致します。前年の明治
４年４月に戸籍法が決まり、７月に廃藩置県、８

「天は人の上に人を造らず人の下に人を造ら
ずと言えり」

月に散髪・脱刀の自由が認められ、１
１月には「津

著名なこの一文で始まる本書は、近代日本

田うめ」ら５名の少女が米国留学に旅立った年だ

の啓蒙家である福沢諭吉（１
８
３
５−１
９
０
１）が、

そうです。

生来平等な人間に差異をもたらす学問の意義
を、平易な文章で説いた１
７の小篇からなる。

この本は当時のベストセラーとなり、今でも読
まれています。図書館に行けば無料で読めますの
で、是非お薦め申し上げます。

また、今の時代だからこそ知ってほしい言葉を
抜き出して、そこに込められていた福沢 諭吉の
思いを分かりやすく解説した おとな「学問のす
すめ」 こども「学問のすすめ」
（著者 齋藤 孝）
が出版されています。職場の皆さん、お子さんや
お孫さんにご紹介してみてはいかがでしょうか。

−１
７−

西洋実学の批判的摂取をすすめ、明治の人
心を啓発したその言は、今日も清新である。

会会報

１Ｃ

１５０線／１８４号

冬

４Ｃ１Ｃ

１５０線／１８４号

冬／０１８〜０１９
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現場からこんにちは

工事名称 消防局庁舎受変電設備改修工事
消防局庁舎強電設備改修工事
工事場所 札幌市中央区南４条西１
０丁目
１
０
０
３−１
４ほか
工
期 受変電設備工事：平成２
９年１
０月２日〜
平成３
１年２月２
８日
強電設備工事：平成２
９年６月１
２日〜
平成３
１年２月２
８日
工事概要 消防庁舎：SRC造り地下２階、地上８
階建て、延べ面積約８，
５
０
０㎡。
受変電設備工事：受変電設備、幹線設
備、電力貯蔵設備、構内配電線路設備
強電設備工事：幹線設備、動力設備、
電灯設備
発 注 者 札幌市
受 注 者 受変電設備工事：北海道タツヲ電気!
強電設備工事：橋本電気工事!
１
９
８
６年に現在の消防庁舎が完成してから、３
１年
が経過し、設備の老朽化に伴い、改修することに
なりました。また近年、東日本大震災や台風など
の豪雨災害による、建物の浸水被害が各地で多発
しているのを踏まえ、受変電設備等を高所へ移す
措置が行われました。
地下２階にある高圧受電盤、低圧動力盤１，
２、低圧動力MCCB盤１，２、低圧SC盤１，２、
低圧電灯盤１，
２、低圧電灯MCCB盤１，２、母線
連絡盤、発電機切替盤、発電機接続盤は、４階北
側の屋外へ移設し、旧設備とそれに伴う幹線ケー
ブル等の撤去をします。高圧交流ガス負荷開閉
器、低圧仮設用発電機接続盤を１階へ新設し、地
中埋設配管配線と旧設備とそれに伴う幹線ケーブ
ル等の撤去をします。また、直流電源装置は６階

へ移設します。６階のCVCF室に設置されてい
る、無停電電源装置２組の幹線ケーブル更新に伴
い、新幹線接続用端子台の取付、新幹線ケーブル
の接続、新設端子台と既設母線を接続、既設幹線
ケーブルの撤去を行います。
幹線設備は、受変電設備の移設に伴い、新受変
電設備より幹線ケーブルを敷設します。配線は、
機械はつりにて配線ルートを確保し、新設ケーブ
ルラック・保護管を取付け、各種サイズのケーブ
ルを新受変電設備より各分電盤・動力盤へ敷設し
ます。
また、一部既設ケーブルラック及び保護管路を
使用しケーブルを敷設します。分電盤は、既設盤
を撤去し、新設盤を取り付けます。
分電盤取替前に停電作業にて既設幹線ケーブル
を引抜き、分電盤及び仮設分電盤用配線を盤外に
て、分岐結線し、両盤へ電源を供給します。
分電盤取替は、停電作業にて、負荷ケーブルを
既設盤から仮設盤へ振替、負荷へ電源を供給し分
電盤を取替ます。その後停電作業にて、負荷ケー
ブルを新設盤へ振替、電源を供給します。

−１
８−

受変電設備工事 北海道タツヲ電気!
現場代理人
中 山 清 二 さん

会会報

１Ｃ

１５０線／１８４号

冬

４Ｃ１Ｃ

１５０線／１８４号
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動力設備は、動力盤の更新及び冷暖房機器・空
調機器・ポンプ等動力機器の更新・新設に伴い電
源線を更新します。また一部既設配線の流用もあ
りますが、その場合は離線し機器更新後接続とな
ります。
電灯設備は、既に更新済以外の庁舎内各室の照
明器具をLEDに更新します。また配線器具及び配
線の更新も行います。新設配線・結線・接続終了
後、不要になった配線を撤去します。
事務室等の職員が執務する居室については、天
井仕上げ工事の際、照明器具が撤去されている状
態となるため、LEDバルーンを仮設照明として対
応します。

強電設備工事 橋本電気工事!
現場代理人
大 場 裕 二 さん

取材は１
１月中旬に行い、両現場の進捗率は８
５〜
９
４％程度。旧幹線設備ケーブル撤去や各種試験測
定、照明器具取付等の作業が予定されています。
消防庁舎ということで、どちらの工事も日中作
業、夜間作業ともに施工条件がエリア毎に細かく
制限され、火災や救急・救助、その他災害が発生
すれば、直ちに出動しなければならない消防署と

しての機能と、１１９番通報を受け付ける消防指令
管制センターの機能等、札幌市の消防業務を総括
する機能が集まっている建物であるため、仮設の
バックアップ電源を設け、常に現在ある設備機能
を活かしながらの施工であったり、４階北側に設
置する１
４面のキュービクル搬入作業には、月寒通
り側より２
２
０tクレーンを使用するため、緊急車両
の入り口前や月寒通りを通行規制をし、歩行者の
誘導や車両誘導し、車両事故防止を行い安全確保
や渋滞緩和、緊急車両の出動の妨げにならないよ
う苦慮されていました。また、９月に発生した胆
振東部地震の影響によるブラックアウトの際は、
既にキュービクルの設置や指令管制センターの無
停電電源装置関連は切り替えられており他の設備
は消防局施設管理課様とともに屋外に設置した、
仮設発電機にて供給し、業務に支障のないよう停
電を乗り切りました。
２月末には、無事に引渡が出来るよう工事関係
者全員が消防業務や現場内、また近隣への配慮、
対策をしながら、安全第一で作業に従事していま
した。
最後に、２年間にわたり長期施工期間の大詰め
を迎えご多忙な期間にも関わらず、現場代理人の
中山様、大場様をはじめ、関係各位のみなさまに
は、今回の取材にご協力いただき、大変感謝し、
お礼申し上げます。

−１
９−

取材 広報委員 木村賢史、松岡孝夫

会会報
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冬
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厚 生 委 員 会 行 事 報 告
歌唱部会
５時のスタートと同時にカラオケが始まり、終了
の午後７時まで歌が続き大いに盛り上がりました。

新年明けましておめでとうございます。会員の
皆様におかれましては、ますますご清栄のことと
心よりお喜び申しあげます。
平素より歌唱部会の活動に多大なるご理解を賜
り毎回多くの皆様にご参加を頂いておりますこと
を厚く御礼申し上げます。

さて、歌唱部会ですが年４回（５月・８月・１１
月・２月）に会合を行っており、今年度も残すは
２月のみとなりました。毎回２
０名程度の会員の皆
様にご参加頂いておりますが、皆さん和気藹々と
楽しい雰囲気でのどを潤しながら自慢の歌声を披
露していただいております。１
１月の部会では午後

部会は午後５時から約２時間、参加費３，
０００円
でオードブルなどの軽食もご用意しております。
時には、とても珍しく美味しいお酒も堪能でき
る場合もございます。美味しいお酒を飲みなが
ら、参加者の皆様が世代を超えて歌とおしゃべり
を楽しめる場を提供させていただいております。
これまでに参加した事が無い方、歌唱部会以外
の皆様も一度ご参加いただければ、限られた時間
ではありますが楽しくお過ごしいただけると思い
ます。是非一度ご参加下さい。
本年２月の部会は平成最後の会になりますの
で、より多くの皆様にご参加いただきますようお
願い申し上げます。

新たな年を迎え２
０
１
９年も会員の皆様とより一層
楽しい会を開催できるよう幹事一同努力して参り
ますので今後ともご協力よろしくお願い致します。
歌唱部会幹事 池内 宏行（北明電気工業㈱）
−２
０−

会会報
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冬
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第４回例会は当初９月１９日、札幌芙蓉CCで開
催される予定でしたが、北海道胆振東部地震のた

ゴルフ部会

めゴルフ場が使えず延期に！ゴルフ部会で検討し
た結果、１０月２日にサンパーク札幌GCで開催す
ることが決定しました。急な案内にもかかわらず
１
８名の方にご参加をいただき、無事に年４回開催
できましたことを心より感謝申し上げます。優勝
者は佐藤 信悦さん（旭日電気工業㈱）でした。

第３回優勝者
矢田さん（左）

新年あけましておめでとうございます。
会員の皆様には日頃よりゴルフ部会の活動に際
しまして、多大なるご理解とご協力を賜り、厚く
御礼申し上げます。

北海道のゴルファーは道外や海外に行かないか
ぎり、しばし冬眠に入るのではないでしょうか。

さて、昨年の栄えある優勝者は第１回（茨戸

私自身冬期は身体を鍛えて、来たる『球春』に備

CC 参加者３
５名）が松井 良一さん（札幌日信電

えたいと毎年思っていますが、なかなか行動に移

子㈱）
、第２回（札幌南GC 参加者２８名）が鈴木

せず毎年反省をしています。今年こそは実行した

雅博さん（振興電気㈱）
、第３回（札幌エルムCC

いと思ってはいますが・・・。運動不足解消のた

参加者２９名）が矢田 彰さん（㈱北弘電社）でし

めにも『冬の鍛錬が春の喜びに変わる』くらいの

た。

気持ちで『球春』を待ちましょう。

第１回優勝者
松井さん（右）

第４回優勝者
佐藤さん（右）

ゴルフは『１万歩の森林浴』であると聞いたこ
とがあります。『飲みニケーション』も大事です
が、健康的に和気藹々と『ゴルニケーション』を
第２回優勝者
鈴木さん（左）

通して皆様と今年も楽しみたいと思っていますの
で、本年度も多数のご参加を心よりお待ちしてお
ります。
ゴルフ部会幹事 稲津 亘（北盛電設㈱）

−２
１−

１Ｃ

１５０線／１８４号

∴
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ボウリング部会

ボウリングで盛り上がった後は、ノルベサから
歩いてすぐの『北海しゃぶしゃぶ』にて懇親会で
す。汗をかいて乾いた喉を冷えたビールで潤し、
美味しいしゃぶしゃぶでお腹を満たし、親交を深
新年明けましておめでとうございます。

める大切な場であります。

会員の皆様方におかれましては、つつがなく新

近年は業界の仲間同士で顔を合わせる機会がめ

しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。そ

っきり少なくなりました。この部会を利用して各

して日頃よりボウリング部会の活動に格別なご理

社の新顔紹介や交流にも役立てて頂ければと思っ

解ご協力を賜っておりますことを、この場を借り

ております。

まして厚く御礼申し上げます。

さて、第三回ボウリング部会は１月２
５日!に開

ここで少しだけボウリング部会の紹介をさせて
頂きます。

催します。今年度ラストの部会となりますので、
是非ともご参加下さい。

ディノスボウルノルベサにて年に３回開催され

これからも皆様に楽しんで貰えますよう、気持

る当会は、毎回異様な盛り上がりを体感出来る会

ちを新たにして幹事一同取り組む所存でございま

です。一言で申しますと「良い歳した大人達が子

す。

供の様にはしゃげる会」と言って良いと思いま
す。

本年も会員の皆様にとって良いお年であります
よう祈念して、新春のご挨拶とさせて頂きます。

ストライクを出した時には飛び上がって喜び雄

ボウリング部会長 藤井 大樹

叫びを上げ、大事な所で外した時には全身で落胆

（㈱でんこう）

のポーズ。
ボウリングブー
ム世代のテクニッ
ク VS 若 者 の パ ワ
ー・スピード勝負
が熱く盛り上がっ
てるかと思えば、
その傍らで早々に
優勝戦線から離脱
した方々はゲーム
を消化しながらビールを飲んでのんびり談笑。自
分のスタイルに合わせて自由に楽しむ事が出来ま
す。
−２
２−

会会報
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業 界 だ よ り
【法人職務執行者の変更】
（平成３
０年１
１月１日付）

（平成３
０年６月２
２日付）

○旭日電気工業!札幌支店

○!協和エクシオ北海道支店

（新）支店長

佐藤 信悦

（新）支店長

酒井 浩一

（旧）支店長

中田 徹三

（旧）支店長

吉原 正史

（平成３
０年１
０月１日付）

【事業所名の変更】

○浅海電気!札幌支店

（平成３
０年１
０月１日付）

（新）執行役員支店長

藤本 和也

（新）関電工!

北海道支店

（旧）支店長

栗原 健治

（旧）関電工!

北海道支社

理事会・委員会報告
理

事

対策講習会）の開催について

会

４．平成３１年 電気賀詞交歓会について（開催案

◇平成３
０年１
０月２
５日# １
２：０
０〜１
３：３
０

内）

第４回議題

５．会員の諸変更について

【協 議 事 項】

６．平成３
０年１
１〜１
２月行事予定について

１．平成３１年度 電業協会及び電設協道支部役員

その他意見交換会

会等の日程（案）について

以上概要を報告（宇野専務理事）
。

２．平成３０年度 経営者懇談会・セミナーの運営
（案）について

◇平成３
０年１
２月４日" １
５：３
０〜１
７：０
０
第５回議題

３．会員代表者変更に伴う後任役員候補者の選任
について

【協 議 事 項】

４．平成３
０年度「建設産業ふれあい展」への対応
について

１．次期役員等の改選に係る対応について
２．定時総会までの協会主要業務スケジュールに

５．定款第２
１条第５項の規定に基づく報告（案）

ついて
３．（一社）北海道電業協会 中間経理報告（平成３０

について（職務の執行状況）

年度上期決算）

６．電設協 後藤会長と北海道支部との意見交換

４．平成３
０年度「建設産業ふれあい展」の対応に

会日程（案）について

ついて

以上提案どおり承認された。

５．平成３０年度 電設業関連４団体懇談会の開催

【報 告 事 項】

について

１．平成３０年度 北海道の建築工事に係る合同研

以上提案どおり承認された。

修会（開催結果）
２．平成３
０年度 会員大会について（開催結果）

【報 告 事 項】

３．実技講習会（第一種電気工事士〔技能〕試験

１．平成３０年度 北海道開発局営繕部との意見交

−２
３−

会会報

１Ｃ

１５０線／１８４号

冬

４Ｃ１Ｃ

１５０線／１８４号

冬／０２３〜０２６
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換会（開催結果）

４．会員の諸変更

２．平成３０年度 経営者懇談会・セミナーの開催

５．平成３
０年１
１〜１
２月行事予定について

結果について

その他意見交換会

３．平成３
１年電気賀詞交歓会について
４．会員名及び会員代表者の変更

◇平成３
０年１
２月４日" １
４：０
０〜１
５：３
０
第９回議題

５．平成３０年１２月〜平成３１年１月行事予定について
その他意見交換会

【協 議 事 項】

以上概要を報告（宇野専務理事）

１．次期役員等の改選に係る対応について
２．定時総会までの協会主要業務スケジュールに

三

役

ついて

会

３．官公庁との新年の挨拶回りについて

◇平成３
０年１
０月９日" １
２：０
０〜１
３：３
０

４．
「建設産業ふれあい展」への対応について

第７回議題

５．平成３０年度 電設業関連４団体懇談会の開催

【協 議 事 項】

について

１．平成３
１年電業協会及び電設協道支部役員会等
の日程（案）について

【報 告 事 項】
１．平成３０年度 北海道開発局営繕部との意見交

２．平成３０年度 経営者懇談会の運営（案）につ
いて

換会（開催結果）
２．平成３０年度 経営者懇談会・セミナー（開催

３．会員代表者変更に伴う後任役員候補者の選任
について

結果）
３．平成３
１年電気賀詞交歓会について

４．定款第２
１条第５項の規定に基づく報告（案）
について（職務の執行状況）

４．会員名及び会員代表者の変更
５．平成３
０年１
２月〜平成３
１年１月の行事予定につ

５．経営者懇談会時の「協会事業のあり方検討

いて

会」中間報告について

その他意見交換

６．電設協 後藤会長と北海道支部との意見交換
会日程（案）について

総務委員会

【報 告 事 項】
１．平成３０年度「建設産業ふれあい展」への企

◇平成３
０年１
２月１
０日! １
５：３
０〜１
７：３
０
第３回議題

画・運営について

１．平成３
０年度「建設産業ふれあい展」への対応

２．電設協会員大会当日の諸行事等について

について

３．会員の諸変更について

２．定時総会までの協会主要業務スケジュールに

４．平成３
０年１
０〜１
１月行事予定について

ついて

その他意見交換会

３．平成３０年度 経営者懇談会・セミナーの開催
結果について

◇平成３
０年１
１月６日" １
２：０
０〜１
３：０
０
第８回議題

４．（一社）北海道電業協会 中間経理（平成３０年度
上期決算）

１．北海道電業協会 平成３０年度上期決算報告に

５．平成３
１年電気賀詞交歓会について

ついて
２．平成３
０年度 経営者懇談会・セミナーについて
３．叙勲受章者のお知らせ

−２
４−

その他意見交換

会会報

１Ｃ

１５０線／１８４号

冬

４Ｃ１Ｃ

１５０線／１８４号

冬／０２３〜０２６
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◇平成３
０年１
２月１
０日! １
６：０
０〜１
７：０
０

経営委員会

第３回議題

◇平成３
０年１
２月１
２日" １
６：０
０〜１
７：３
０

１．実施報告

第４回議題

①

１．第３回議事録の承認について

平成３０年度 登録電気工事基幹技能者認
定講習会開催結果について

２．本部２
８
１
・
２
８
２回政策委員会の概要報告について

②

３．平成３
０年度経営者懇談会・セミナー開催概要

平成３０年度 経営者懇談会開催概要につ
いて

について

③ １級実地電気工事施工管理技術検定試験

４．平成３
１年電気賀詞交歓会について

受験準備講習会について

５．
「建設産業ふれあい展」
への協力依頼について

④ 電気設備施設見学会の実施報告について

その他意見交換

⑤ 平成３
０年度 安全パトロールについて
⑥ 第一種電気工事士（技能）試験対策講習
会について

広報委員会

２．平成３
０年度 技術講習会について

◇平成３
０年１
２月１
３日# １
５：０
０〜１
７：０
０

３．平成３１年度 技術安全衛生基礎教育講習会

第３回議題

（新人研修）の開催について

１．会報「春号」の編集方針（案）について

その他意見交換

２．会報「冬号」の校正について
３．新春特集について
４．
「建設産業ふれあい展」への協力について
その他意見交換

技術安全委員会
◇平成３
０年１
０月１
８日#（書面開催）
第２回議題
１．建設産業ふれあい展への参加協力について
２．平成３
０年度 安全パトロールについて
３．平成３０年度 登録電気工事基幹技能者認定講
習会の講義について
４．実技講習会について
５．技術系学校先生との意見交換会について
６．技術系学校生徒との見学会について
７．平成３０年度 札幌市電気設備施工研修会につ
いて
８．安全大会の開催について
９．技術講習会について
その他意見交換

−２
５−

会会報

１Ｃ

１５０線／１８４号

冬

４Ｃ１Ｃ

１５０線／１８４号

冬／０２３〜０２６
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（東京）吉本支部長

事 務 局 日 誌

１
０日"・第３回総務委員会

１
０月２日#・第４回ゴルフ部会

・第３回技術安全委員会

サンパーク札幌GC

１
２日$・第４回経営委員会

９日#・第７回三役会議

１
３日%・第３回広報委員会

１
１日%・電設協本部会員大会

１
４日&・建設産業ふれあい展打合せ

（高松）吉本会長他
１
７日$・電気設備学会２
０周年祝賀会

２
８日&・仕事納め

（テレビ塔）吉本会長
２
２日"・北海道開発局営繕部との意見交換会
（電気・空衛連絡協議会）
（北海道電気会館）吉本会長他
２
５日%・第４回理事会・常議員会
２
６日&・技術安全委員会
（基幹技能者講習準備）
２
７日'・基幹技能者認定講習会
２
８日!・

〃
（北農健保会館）類家事務局長

１
１月１日%・建設産業ふれあい展打合せ
（道庁別館）宇野専務理事他
６日#・第８回三役会議
・経営者懇談会・セミナー
（札幌グランドホテル）吉本会長他
１
３日#・第２
８
１回本部政策委員会
（東京）笠島経営副委員長
１
９日"・北海道建設審議会
（道庁赤レンガ庁舎）吉本会長
２
２日%・本部理事会（東京）吉本支部長
・第３回歌唱部会

（ちゃ茶）

２
３日&・第一種電気工事士技能講習会
２
４日'・

道庁別館西館 宇野専務他

〃
（北海電気工事㈱）類家事務局長

２
９日%・本部基幹技能者認定委員会
（東京）類家事務局長
１
２月４日#・第９回三役会議
・第５回理事会・常議員会
（札幌グランドホテル）吉本会長他
・本部第２
８
２回政策委員会
（東京）笠島経営副委員長
６日%・本部第３
５
５回運営委員会
−２
６−

会会報

１Ｃ

１５０線／１８４号

冬

４Ｃ１Ｃ

１５０線／１８４号

冬／０２７
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編集後記
当協会会員の皆様、明けましておめでとう御座います。平成最後の新年を迎え
ました。昨年は北海道胆振東部地震と大規模停電を受け、大きな被害が発生しま
した。私たちはこの教訓を企業、そして家庭で活かしていく必要があります。
さて本号は新春にふさわしく、国土交通省北海道開発局営繕部長の澤永様より
当協会各員に対して年頭の御挨拶を頂きました。道民生活に不可欠な電気の工事
業を営む者として、災害に強い建設や維持、そして迅速な復旧に努め、その付託
に応える必要があります。また今年４月から施行される、いわゆる働き方改革と
生産性向上にも知恵を絞って対応する必要があります。澤永様には本年も当協会
へご指導、ご助言など頂ければ幸いです。
さらに新春特集として、ワールドカップ２
０
１
９準備委員会委員長であります丹羽
様（清水建設!勤務）に、札幌でも試合が開催されるラグビーW杯に対する意気
込みやラグビーの魅力などについて、熱く語って頂きました。試合当日は国内外
から多数の観戦者が札幌においでになることでしょう。おもてなしの心と２
０
３
０年
札幌冬季オリンピック招致に向けて機運を盛り上げていきましょう。
そのためには重要なインフラの一端を担う私たちはまずは足元を固めて、一層
の安全・安心をお届け出来るよう、技術力と経営力を高めたいものです。
今年一年が皆様にとって実り多い年となりますよう、お祈り申し上げます。
広報委員会 副委員長 門脇 雅明

−２
７−

会会報

１Ｃ

１５０線／１８４号

冬

４Ｃ１Ｃ

１５０線／１８４号

冬／０２８
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⑮〜北海道電業協会のブース

−２
８−

会会報

１Ｃ

１５０線／１８４号

冬

４Ｃ１Ｃ

１５０線／１８４号

冬／表３
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会会報

１Ｃ

１５０線／１８４号

冬

４Ｃ１Ｃ

１５０線／１８４号

冬／表４
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