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北海道産業保安監督部

企画調整官 中 村 正 信

趣味を究める

人から「趣味は何ですか？」と訊ねられると、

いつも答えに困ります。

三十数年前の就職試験の面接では、「何が趣味か

分かりません。」とは言えず、よくある「読書で

す。」、「映画、音楽鑑賞です。」と世間体に配慮？

した答えをしていました。

先日も、不意を突かれ、内儀より「無趣味とは

思わないけど、結局、あなたの趣味って何な

の？」と訊かれ、ここで世間体は不要とばかりに

「何だろうか？」と答えたところ、「やれやれ。」

と呆れられてしまいました。

昔から自分の趣味を人に説明することは苦手で

す。どうしてもと言うなら「知らない事を知るこ

と。」、「見たことのないものを見ること。」などが

答えになります。当然ながら自分以外の人には、

「それって趣味なの？」というものです。

ちなみに、自分の趣味を究める？材料は、本や

雑誌、映画や音楽、はたまた旅行などです。

ただ、これらの材料には、お金や時間に労力も

かかります。そこで「お金も時間もかからず、寝

転んでいても材料が集まらないか。」と試行錯誤

をした結果、この７、８年はテレビにはまってい

ます。

もしかすると、私の趣味は、「テレビを観るこ

と。」かもしれません。

機能のデジタル化で番組の録画予約が簡単にな

り、１万円も出せば自分専用に１００時間を超える

録画用のハードディスクを買うこともできます。

おまけに有料放送でなくとも、なかなかの番組が

放送されています。

日曜日の夜に、その週の観たい番組を録画予約

します。時間にして１５時間前後で、これを翌週に

小分けし、興味のわかない部分やCMなどを飛ば

しながら１０時間くらいで観ています。当然なが

ら、自分の趣味のためなので、番組のジャンルは

百花繚乱？です。

前置きが長くなりました。ここでお奨めの番組

をひとつ。昨年の秋に『人体～神秘の巨大ネット

ワーク』というシリーズものが放送されていまし

た。世界最新鋭のMRIとCG技術によって、人体

の機能をビジュアルな動画で紹介している番組で

す。

人体の重要部分と言えば、“脳”や“心臓”で、

特に“脳”は、人間を人間たらしめ、全ての臓器

をコントロールしているものと思っていました。

ところが、この番組の１回目は“腎臓”で、続

いて“脂肪”や“筋肉”、“骨”などを紹介し、そ

れぞれが重要な臓器であること、また、自らが必

要とする成分は、“脳”を介さずに、メッセージ物

質なるものを用い、他の臓器に生成の指示を出し

ているという、人体のネットワークを紹介してい

ます。特に、臓器によっては、“脳”へ指示を出し

ているものがあることには驚きです。

さて、人間によって作られる《職場》、あるい

は工事作業の《現場》でも良いです。ここで人体

の“脳”に当たるのは、“役員”や“管理職”、“監

督者”になり、当然ながら、《職場》や《現場》内

で重要な役割を担うことになります。

しかし、《職場》や《現場》が目的に向かって安

全に機能するためには、ここでも、人体の臓器に

当たる“職員”や“作業員”の方々が相互にメッ

セージをやり取りし、時には責任者へも指示を出

すという、組織のネットワークが必要になるのか

も知れません。

再放送がありましたら、是非ご覧ください。ち

なみにご自身の健康管理にも役立ちます。

－１－
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挨拶 佐藤会長

平成３１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、北海道電気工事

業工業組合共催による恒例の「平成３１年電気関係

賀詞交歓会」が、３団体の会員合わせて４００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

の佐藤 佳孝会長から「電気業界を取り巻く環境

は、かつてない規模、スピードで大きく変化して

おりますが、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、少しも変わることはございませ

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、あわせて、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願っております。」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

業局長の牧野 剛様か

ら「昨年９月に起きた

道内全域の大規模停電

について、皆さんのご

尽力のおかげで比較的

早く電力を回復できま

した」と感謝の意を示

しご挨拶を頂きまし

た。

この後、北海道電気

工事業工業組合の小野

寺 涼一理事長の乾杯

で交歓会が始まり、テーブルのあちこちで名刺交

換や歓談する姿がみられ、和やかな雰囲気で時間

の経つのも忘れ懇親を深めました。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。

平成３１年 電気関係賀詞交歓会

挨拶 牧野局長

乾杯 小野寺理事長

－２－
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中村設備担当部長 中村機械設備課長 高松電気設備課長

平成３１年３月５日�北海道設備会館において、
電気・空衛連絡協議会［当協会と（一社）北海道空調
衛生工事業協会で構成］と札幌市都市局幹部の
方々にご出席をいただき、意見交換会を開催いた
しました。

両協会から会長、副会長、理事合わせて２４名が
参加し、札幌市都市局建築部からは中村 範仁設
備担当部長、中村 新一郎機械設備課長、高松 静
知電気設備課長が出席されました。

はじめに北海道空調衛生工事業協会の池田 薫
会長から「労働者人口が減少しており技術者・技
能者の確保が大きな課題となっています。また昨
年は働き方改革の関連法案が制定される等、業界
を取り巻く環境は国の施策をもとに大きく変わろ
うとしています。これらの課題解決に向けて発注
者のご理解とご協力を今後ともお願いしたい。」
と挨拶がありました。

続いて札幌市都市局の中村担当部長から「先の
震災の経験を踏まえ平成３１年度予算について、防
災、減災は待ったなしの市民の生活や安全安心に
直結する事業費を計上している。一般会計で１兆
１９３億円（前年比０．８％増）、特別会計、企業会計
合計では１兆６，４８２億円（前年比０．８％増）となり
ます。

最後により良い仕事をするために日頃から工事
業者の皆様と意見交換が必要であると考えており
ます。今後ともよろしくお願いいたします。」と
挨拶されました。

引き続いて議事に入り、札幌市幹部の方から事

業動向と今後の見通し、入札契約等について説明
がありました。

両協会からは①「現場管理社員の長時間労働是
正（新規）」②「分離発注の継続」③「安定的な
工事量の確保」について要望させていただきまし
た。

札幌市都市局から①について「週休二日制導入
のため建設工事ではすでに６件実施済、営繕工事
では来年３件の工事で試行実施予定である。なお
実施完了後、アンケート調査により検証していく
のでご協力願いたい。」②について「地元企業に
対し受注機会の確保に配慮してきており、特に電
気・機械は専門的な知識が必要であるため競争性
を阻害しない範囲で分離発注を継続していきま
す。」③について「平成３１年度建設費は１，０１６億円
計上しており６年連続１，０００億円以上継続中であ
る。また一般施設の長寿命化を目的とした保全推
進事業を平成２０年度から継続実施している。今後
も工事量は安定的なレベルで確保されていくもの
と考えています。」と回答いただきました。

最後に当協会の吉本 浩昌会長より閉会の挨拶
により、平成３０年度札幌市都市局との意見交換会
を終えました。

札幌市都市局との意見交換会

－３－
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平成３１年２月１日�北海道電気会館５０２会議室
において「電気設備工事・施工計画の作成方法に

ついて」の講習会を開催し、４０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

佐藤技術安全委員長

（㈱きんでん）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、お客さまの安

心・安全に応えていかなくてはならない」と一人

ひとりの資質や技能の向上を求めました。

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に

て、発注者にとって施工計画書は請負者の能力や

適性を評価する基準となるとして、施工計画書の

目的、テキストの使い方と注意事項、総合施工計

画書、工種別施工計画書について解説いたしまし

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「電気設備工事・施工計画の作成方法について」

挨拶 佐藤委員長

川口講師

－４－
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小山部長 土井部長 奥山支社長

平成３１年２月１５日�ニューオータニイン札幌に

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㈱エコソリューシ

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）４団体による懇談会を開催し１８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、「北海道胆振東部地震等予期しえな

い自然災害への対処や防災機能の強化に、行政や

関係団体の皆様と緊密に連携をして取り組んでい

かなければならないと、思いを新たにしたところ

です。また道民生活に直結するライフラインを担

い、顧客に対しては良質な設備を提供するという

重大な使命があります。さまざまな課題がありま

すが、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

りたいと思っています」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業界の現状報告を兼

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㈱エコ

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

社の奥山 智久取締役支社長から、LED等の照明

器具や新商品紹介、蛍光灯器具の生産中止、市場

動向の現状と今後の見通し等、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

現況と平成３０年度会員大会決議内容等を説明した

後、意見交換となりました。

会議終了後の懇親会では、情報交換の場となり

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

－５－
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■村の概要
留寿都村は人口１，９００人の小規模な村ですが高

原の冷涼な気候を利用し、高い品質を誇る優れた
農産物を生産する農業地域として発展を続けてき
ました。一方、札幌経済圏にある留寿都村は、札
幌市や新千歳空港から車で９０分の距離にあり、都
市部に接近した理想的な場所に位置しています。
このような地の利を生かし、北海道でも屈指の規
模を誇るスキー場やレジャー施設が立地し国内外
から年間約１５０万人の観光客が訪れる国際リゾー
ト地としても発展しております。

■留寿都村の農業
馬鈴しょ「紅丸」発祥の地として知られる留寿

都村ですが、現在は「男爵」、「キタアカリ」など
を生産する馬鈴しょの先進的な産地としての役割
を果たしています。かつて全国一の生産量を誇っ
たアスパラガス、全道屈指の生産量の大根は、早
朝収穫を徹底し、品質、鮮度ともに非常にすぐれ
ています。また、粒子が細かくて粘りが強く、甘
みがあると評判の長いもは、昼夜の寒暖の差があ
る留寿都ならではの生産物で高い評価を受けてお
り、これらの農産物は、「留寿都ブランド」として
定着しています。

爽やかな風吹く高原リゾート
～留寿都村～

留寿都村長 場 谷 常 八

－６－
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■留寿都村の観光スポットなど

◎道の駅２３０ルスツ

国道２３０号沿いにある道の駅「２３０ルスツ」では

留寿都産の新鮮な農作物を扱う直売所が大人気で

す。留寿都の特産品である大根、馬鈴しょ（じゃ

がいも）、アスパラガス、豚肉などをお手頃な価

格で購入することができます。

◎留寿都村ふれあい公園パークゴルフ場

広大な敷地と最高のロケーションをほこる人気

のパークゴルフ場です。地元のパークゴルフファ

ンはもちろん、村外からも多くの人が訪れ、プ

レーしています。

◎ルスツふるさと公園

小さな子どもも安心して遊ぶことのできる遊具

施設を設置していますので、家族連れで気軽にお

立ち寄りください。

◎ルスツ温泉

小さな日帰り温泉ですが、源泉かけ流しの贅沢

な湯を堪能できます。ナトリウム塩化物泉の泉質

がとてもなめらかで、特に神経痛、関節痛、筋肉

痛、疲労回復などに効果があります。

◎るすっぴー

平成２６年（２０１４年）に留寿都村観光協会の観光

キャラクターとして誕生しました。留寿都村の名

産「大根」と美しい「羊蹄山」がモチーフになっ

ています。性格は、見た目とは裏腹にやんちゃで

ちょっと怒りん坊。他の野菜の話になると嫉妬し

ます。しゃべると語尾が「だぃっこん」となって

しまいます。趣味はアウトドアスポーツですが、

２５℃以上の暑さが苦手です。

■留寿都村のイベント

◎ルスツ産業まつり

「ルスツ産業まつり」は毎年８月下旬に開催さ

れ、留寿都村の特産品である農産物が勢ぞろい

し、即売やバーベキューなどが行われ、賑やかな

１日となります。

◎ルスツふるさとまつり

留寿都村の代表的なまつり「ルスツふるさとま

つり」は毎年９月上旬に開催され、歌謡ショーや

バンド演奏、参加型イベントなど、住民に加え、

近隣の皆さんも楽しみにしている祭りの一つです。

■留寿都村のふるさと納税

留寿都村で生まれ育った方、親族など大切な方

が留寿都村にお住まいの方、留寿都村を訪れたこ

とがあり留寿都村を愛する方など、留寿都村に縁

がある皆さま、「ふるさと留寿都村」のまちづくり

にぜひ、ご支援ください。

留寿都村では村外に住所を有する方で、寄附金

の使途を指定されずに５千円以上の寄附をしてい

ただいた方に、感謝特典として留寿都村の特産品

などを贈呈しています。

ふるさと納税について、詳しくはホームページ

をご覧ください。

◆留寿都村ホームページ

http : //www.vill.rusutsu.lg.jp/

－７－
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■町の概要

遠軽町は、北海道の北東部、オホーツク管内の

ほぼ中央、内陸側に位置しており、東西４７km、

南北４６kmにわたる総面積１，３３２．４５�の森林に囲

まれた緑豊かな町です。

町の人口は、１９，９８４人、世帯数は１０，３１０戸（平

成３０年１２月末現在）です。

遠軽（えんがる）という地名は、町のシンボル

である瞰望岩（がんぼういわ）をアイヌ語で「イ

ンカルシ（山頂から視界の広い、見晴らしのよ

い）」と呼ぶことに由来します。

平成１７年１０月１日には、遠軽町、生田原町、丸

瀬布町、白滝村の４町村が合併し、現在の「遠軽

町」が誕生しました。

■道が“つながる”

２０１９年度中に旭川・紋別自動車道（瀬戸瀬～遠

軽）６．８kmが開通します。

また、新たなインターチェンジに隣接して整備

中の施設「遠軽 森のオホーツク」が、今年冬

オープンします。同施設は「ゲレンデと遠軽とオ

ホーツクの魅力を発信する道の駅」のコンセプト

のもと、道の駅の登録を目指しています。

道内唯一のスキー場併設も特徴で、２階部分は

スキー場ロッジも兼ね、夏には、豊かな自然を活

かして幅広い世代が楽しめるツリートレッキング

等のアクティビティ施設の整備を予定していま

す。

遠軽町は、明治２４年に囚人労働により北海道中

央道路が開削されたところから開拓が始まり、か

えんがる もり

遠軽 森のオホーツク
～ゲレンデと遠軽とオホーツクの魅力を発信する道の駅～

も り み ず

森林と清流
つくる・つながる にぎわいのまち

～遠軽町～

遠軽町長 佐々木 修 一

イメージ図
（駐車場側から）

イメージ図（ゲレンデ側から） えんがるロックバレースキー場

－８－
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建設中の様子（H３０．１１．２２撮影）

（仮称）えんがる町民センター イメージパース

遠軽にょっきーず

白滝じゃが

つては石北線と名寄本線の分岐点であったことな

ど歴史的に交通の要衝として栄えてきました。こ

のたびのインターチェンジ開通と「遠軽 森のオ

ホーツク」オープンにより、オホーツクの玄関口と

しての機能が大幅に強化されます。オホーツク地

域の情報発信基地として魅力ある施設づくりを進

めます。

■まちの“にぎわい”を“つくる”

２０２１年頃に遠軽駅の隣接地に「（仮称）えんが

る町民センター」の開館を予定しています。各種

集会機能に加え、吹奏楽の盛んな本町にとって待

望の音楽ホールが整備されます。

さらに２０１９年度から２０２３年度にかけて、中心市

街地の都市再生整備計画を推進し、空き店舗の活

用や鉄道広場整備、イルミネーション事業などに

より、町の“にぎわい”を創出します。

■ふるさと寄附金

遠軽町のふるさと寄附金（ふるさと納税）は

「遠軽町を応援したい」「遠軽町に貢献したい」と

いう皆様のお気持ちを形にする仕組みとして、寄

附していただくもので、寄附金額に応じて、アス

パラ（遠軽にょっきーず）やじゃがいも（白滝

じゃが）、町内で採れた木材を活用した木製品な

どを返礼品として贈呈しています。

皆様からいただいた寄附金については、遠軽町

が取り組む「森林（もり）と清流（みず） つく

る・つながる にぎわいのまち」の実現に向け、

魅力的なまちづくりのために活用させていただき

ます。

詳しくは遠軽町ホームページやふるさと納税ポー

タルサイト（ふるさとチョイス・ANAのふるさ

と納税）に掲載しておりますので、ご覧ください。

・遠軽町ホームページ（ふるさと寄付金のページ）

http : //engaru.jp/engaru/01soumu/furusatokifukin/

indx.html

・ふるさとチョイス（遠軽町）

https : //www.furusato-tax.jp/city/product/01555

・ANAのふるさと納税（遠軽町）

https : //furusato.ana.co.jp/area/01555/?jichitaiCode

=01555&priceRange=000&categoryCode=000&re-

questPage=1

－９－
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平成３１年１月１２
日、１３日の両日、
建設業の重要性、
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４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団体が参加し１８のブースが
出展いたしました。
当協会は昨年に引き続き、小学生などを対象に
「電気を学ぼう」として、レモンを材料にした
「くだもの電池」作り、北海道電力㈱様、北電興
業㈱様のご協力を得てエネゴン機材から「ブレー
カーゲーム」「トライ＆タッチ」を借り受け、遊び
ながら電気の基礎を体験することができました。
親子で参加いただいたお母さんから、くだもの
電池で電子ブザーが鳴ったことに驚きの声や、ト

ライ＆タッチなどのゲーム終了後のスコアに歓声
が上がり、子供も大人も笑顔で体験していただき
ました。
またブース内では事前に実験した様子のDVD

の放映や電気設備の種類や仕事が分かるパネルを
展示して当業会のPRも行いました。
主催者発表として、来場者は２日間で延べ

１６，０００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
れました。

平成３０年度

（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）

１２日� １０時～１６時

１３日� １０時～１６時

当協会の来場者数

１２日� ３５０人

１３日� ４２０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

①⑰

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

品をゲッ卜！

【対 象】小、中、高校生、一般

【時間割】全時間自由参加

①

建設産業PRコーナー

【北海道】

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。

【対 象】幼児、小、中、高校生、一般

【時間割】全時間自由参加

②

リサイクル建設資材等の展示

【北海道】

道内の循環資源を使っているリサイクル建設

資材等（北海道リサイクル製品）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

③

塗り壁体験（左官のお仕事）

【北海道左官業組合連合会】

壁にみたてた板に左官材料を塗ってお仕事体

験しよう！

【対 象】小、中、高校生、一般

【時間割】全時間自由参加 ※汚れてもよい服

装で

④

型枠大工さんのお仕事体験

【北海道型枠工事業協同組合】

モックアップを設置し、型枠大工さんの一連

の作業を体験していただきます。

【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

⑤

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・

力ナヅチを使って小さなイスを作ります。も

のを作る楽しさを感じてください。

【対 象】幼児、小、中学生

【時間割】土、日とも、１０：００～、１１：００～、

１２：００～、１３：００～、１４：００～、１５：００～、

１日６回、各１０人、先着順

※幼児の状態によっては保護者同伴

⑥

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 ※幼児は保護者同

伴

⑦

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、鉄筋だけ

で作ったブランコに乗って鉄筋の強さを体験

していただきます。

【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

⑧⑨

ドローン操縦体験コーナー

高校生建築デザインコンクール作品・

新分野進出商品展示コーナー

【北海道】

ドローン操縦が体験できます。また、高校生

建築デザインコンクール作品、及び、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

【時間割】ドローン操縦体験は、整理券が必要

（両日、会場で１０時から配布）。その他の展示

は一般も対象で全時間自由参加

⑩

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挑戦！大人でも

苦戦します。

【対 象】幼児、小、中、高校生、一般

【時間割】土、日とも、１０：３０～、１３：００～、

１日２回、各１０人、先着順

⑪

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】

測量機器を使って距離と高さを計ってみよ

う！ドローンの展示や疑似体験もあります。

【対 象】幼児、小、中、高校生、一般

【時間割】全時間自由参加 ※幼児は保護者同

伴

⑫

建設現場のバーチャルリアリティ体験

【（一社）札幌建設業協会】

最新のVR（仮想現実）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！

【対 象】幼児、小、中、高校生、一般

（一部中学生以上）

【時間割】全時間自由参加※幼児は保護者同伴

⑬

市の取組の紹介、漆喰アート作り

【札幌市】

建設産業を支える市の取組を紹介します。ま

た、漆喰（しっくい）を使ったアート作りを体

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 ※漆喰アートは１

日１００名、先着順。幼児は保護者同伴

⑭

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を展示します。

（DVDも放映）

【対 象】幼児、小、中、高校生、一般

【時間割】全時間自由参加

⑮

電気を学ぼう！

【（一社）北海道電業協会】

果物を使った電池づくりや、ゲームを通して

電気の基礎を体得します。

【対 象】幼児、小、中、高校生

【時間割】全時間自由参加 ※幼児は保護者同

伴ただし果物電池は、１日各６人、先着順

⑯

造園業ってなんだろう？

【（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。造園作業員の服を着て記念撮影。竹垣制

作等の体験コーナーもあります。

【対 象】幼児、小、中、高校生、一般

【時間割】全時間自由参加 ※幼児は保護者同

伴

⑱

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）で作った輪投げで遊ぶコーナ

ーや塩ビ管をつないでいろいろな形を作って

遊ぶ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 ※幼児は保護者同

伴

－１１－
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平成３１年２月２６日�北海道電気会館において、
当協会及び（一社）札幌電設業協会、札幌電気工事業

協同組合、札幌弱電設備業協同組合の４団体が札

幌市都市局の高松電気設備課長をお招きし「災害

時応急活動研修会」を開催しました。各団体の構

成会員１３７社１６０人が参加しました。

この研修会は、札幌市と本日参加の４団体が災

害発生時において、市有施設の応急修理等を行う

ことを目的に平成２６年に締結した「災害時におけ

る市有施設の応急修理等に関する協定」に基づく

４団体共通の災害時行動フローに関して理解を深

めるためのものです。

主催者を代表して（一社）札幌電設業協会の萩本

哲夫会長の挨拶の後、研修会が始まりました。

まず初めに、札幌市都市局建築部電気設備課長

の高松 静知様から「北海道胆振東部地震による

学校や体育施設、区役所などの市有施設の被害や

対応状況を説明。更に

ブラックアウトなどに

よる教訓を踏まえ、学

校に小型発電機を配備

（３０年１３３校、３１年１８２

校）、保育所・児童会

館に蓄電池等の非常用

電源の配備、本庁舎に

停電時用のコールセンター設備の準備をしてい

る」と報告がありました。

続いて、（一社）札幌電設業協会の菊地 英一事務局

長から災害時行動フローについて解説。災害時に

札幌市から４団体と会員への連絡体制を説明した

ほか、「優先度の高い本庁舎や区役所など市有施設

を１８ゾーンに区分けし、さらに会員を３グループ

に分けて対応する。今後会員からの意見などを踏

まえ４団体で協議し決定予定である」と方針案を

説明しました。

最後に札幌弱電設備業協同組合の横田 圭介副

理事長より閉会の挨拶をいただき本研修会を終え

ました。

○趣旨（第１条）
この協定は、札幌市地域防災計画に基づき、

札幌市都市局建築部が行う市有施設の修理など
を実施するにあたり必要な事項を定めるものと
する。

○協力内容（第３条）
・情報連絡網の整備・共有
・協力実施体制の整備・共有
・資機材保有状況の報告
・修理等の実施に係る対応
・その他円滑な修理等の実施のための必要な対応

○費用の負担（第５条）
この修理に要した費用については札幌市が負

担する。

協 定 の 概 要

平成３０年度 災害時応急活動研修会

高松電気設備課長
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会会報　　　　１Ｃ　１５０線／１８５号　春　　　４Ｃ１Ｃ　１５０線／１８５号　春／０１２　　　　　災害時応急活動研修会  2019.03.18 13.50.04  Page 12 



工事名称：札幌ドームアリーナ照明改修電気設備工事

発 注 者：札幌市都市局建築部

請 負 者：株式会社北弘電社

工事場所：札幌市豊平区羊ケ丘１番地（札幌ドーム）

工 期：平成２９年５月１日～平成３０年３月２０日（第１期）

平成３０年５月７日～平成３１年３月２０日（第２期）

工 種：アリーナ照明設備、電灯設備

工事概要：札幌ドーム（地上４階、地下２階 延べ面積９８，２２６㎡）のアリーナ照明設備更新工事

【第１期工事】

サッカー用挟角型４０８台・中角型６０台更新、客先照明中角４８台更新、広告照明中角調光無２０台・広

角調光無４台更新、即時照明１２７台既設、天井ライトアップ照明４４台撤去、照明制御システム更新

【第２期工事】

野球用５８６台更新（１部４４台撤去）、空間照明４２台更新

今回取材させていただきましたのは、札幌ドー

ムアリーナ照明改修電気設備工事の現場です。現

場を担当する�北弘電社現場代理人の大木 政和

さんにお話を伺いました。

当該現場では、札幌市の札幌ドーム保全計画に

基づき、札幌ドームのアリーナ照明設備を既設

HID照明からLED照明に更新を行いました。

アリーナ照明は調光可能な設備として、調光・

点灯パターンの組み合わせにより各種イベントの

ほかサッカー、ラグビー等の国際競技基準に対応

すべく、明るさ向上と使用電力量の低減を図りま

す。

照明器具は札幌ドーム屋根部分（最高約６５m）

にあるキャットウォーク（点検通路）での取り付

現場からこんにちは

－１３－
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けになる為、落下防止措置として墜落・転落が無

いようフルハーネス安全帯を着用し、照明器具や

安定器等を安全且つ最少人数で運搬するために背

負子や特注運搬用バッグを制作する等、随所に創

意工夫が見受けられました。

照明器具は外部に露出するネジ・ボルト類はネ

ジロック＋マーキングを製造段階で行い、ナット

関係はハードロックナットを使用した品質管理を

されていました。また、照明器具の特徴として

‘耐打球衝突性能’も要求されたため、工場検査

時にピッチングマシンを使用し８０㎞／hの硬球に

よる衝撃テストを実施し、性能を満たしたものを

使用しています。

野球用照明の取付に関しては、いかに既設の照

射位置に合わせるかがポイントであり、全数・全

箇所の照射位置測定をした後に取付を行う大変な

作業だったそうです。

札幌ドームには基本的には休みが無く、イベン

トが無い日も観光営業等をしています。また北海

道日本ハムファイターズと北海道コンサドーレ札

幌のシーズンオフ期間には数多くの業者が輻輳し

ながら作業を行うため、作業時間調整や作業区画

規制を日々行い、安全に作業を進められるよう皆

さん大変苦心しておられました。

現場取材は１月下旬に行い、工事進捗率は９０％

程度でした。３月にはサッカー場をドーム内に移

動させて、オリンピックやラグビー等の国際競技

の照度測定を行い竣工となります。

最後に竣工までの作業も佳境を迎えますが、無

事故・無災害で工事が完了することを祈念致し、

スポーツや各イベント等を楽しみに来場する方々

が熱狂の渦に包まれる姿が目に浮かぶ所存です。

関係者の皆さまには、竣工間際の大変多忙な時

期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。

現場代理人：大木 政和さん（中）

現場技術者：広橋 光雄さん（左）

現場技術者：三國 幹昌さん（右）

取材 広報委員

富樫 亮太（㈱きんでん）

佐藤 貞治（北海電気工事㈱）
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三共電気工業㈱

代表取締役社長 萩本 哲夫

塩野 七生さんの本たち

私のイチオシは、塩野 七生さんの数々の著作

です。塩野 七生さんと呼ぶのは、勿論本人と

会ったことがある訳ではないのですが、著作等か

ら感じられる雰囲気から、つい、さん付けで呼び

たくなります。

塩野さんは、１９３７年７月７日に東京で生まれ、

誕生日にちなみ、七生と名付けられました。１９６３

年からイタリアで遊びつつ学び、１９６８年に帰国し

てから、中央公論で「ルネッサンスの女たち」で

デビューしました。ギリシャ、ローマなど地中海

周辺の歴史小説を多数著作しました。ここで、歴

史小説と書きましたが、「文学者からは彼女は歴史

家だと言われ、歴史家からは彼女は文学者と言わ

れる」と本人が嘆いているとどこかに書いてあり

ましたが、司馬 遼太郎氏のように小説として面

白く歴史を書いている訳でもなく、歴史ものとし

てみると、正確性に疑問を呈する人もいます。歴

史を語りながら、人を語っている小説といった感

覚でしょうか。でも、間違いなく面白いです。

１９９２年、５５歳の時から、毎年１巻ずつ「ローマ

人の物語」出したのが、有名です。全１５巻で完了

しましたが、その後発行された文庫本では、なん

と全部で４３冊にもなる大作です。この第３、４巻

に描かれているユリウス・カエサル（英語読みの

ジュリアス・シーザーの方がなじみがあります

が）は、多分彼女が一人の女性として惚れている

のではないかと思うほど魅力的な人物に描かれて

います。

私が初めて彼女の作品に触れたのは、３０歳過ぎ

の時に読んだ「海の都の物語 ヴェネツィア共和

国の一千年」です。題名の「海の都の物語」の語

感の良さに惹かれ、読んでみて、ヴェネツィアに

憧れを抱きました。１０年後位に機会を得て、ヴェ

ネツィアを実際に観光する機会を得ましたが、街

の小ささと運河が濁っていて、憧れと少しギャッ

プを感じました。

一昨年の秋に、アレクサンダー大王を描いた

「ギリシャ人の物語 Ⅲ」の最後に、今後長編の執

筆は行わないという宣言と読者に対する感謝の念

を述べられております。最近では、２０１０～２０１１年

に発刊された「十字軍の物語」が全４冊の文庫本

で出版されました。文庫本は、文庫本で味わいが

あり、読み返しております。

イチオシと言いながら、何冊もの本に触れ、こ

のコーナーのルール違反かも知れませんが、お許

しください。読んだことのない方、読んでみる価

値があると思いますが・・

～シリーズ～「私のいちおし」

－１５－
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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
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２０１９年度「登録電気工事基幹技能者認定講習会」

【申込受付期間】

２０１９年７月１９日�～８月２０日�まで

【開催日】

２０１９年１０月２６日�～２７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、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条による職長教育（施行

令第１９条・業種、施行規則第４０条・事項及び講習時間）修了証の写し。

③ 第一種電気工事士免状の写し

【受 講 料】

１８，５００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。）

９，２５０円

・２０１７、２０１８年度の認定講習会を受講し、試験で不合格となった者で試験のみ受験

する者。

・２０１８年の修了証有効期限を６カ月以上経過し、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 ５４名（先着順で締め切り）

お 知 ら せ

－１７－
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２０１９年度「電気工事施工管理技術検定試験」受験講習会

○１級学科

【申込期限】

開催初日の８日前まで（４月１０日）

【開 催 日】

２０１９年４月１８日�～１９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 会議室

（札幌市中央区北４条西３丁目１）

【学科試験日】

２０１９年６月９日� 合格発表 ２０１９年７月１９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）２０１９年７月２９日�

Ｂコース（１日） 開催日の８日前まで（８月２７日）

【開 催 日】

２０１９年９月４日� １日間

【申込方法】１級学科に同じ

【開催場所】

北海道建設会館 会議室

（札幌市中央区北４条西３丁目１）

【実地試験日】

２０１９年１０月２０日� 合格発表 ２０２０年１月３１日�
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理事会・委員会報告

【住所の変更】

（２０１９年４月１日付）

オホーツク圏電業協会

（新）〒０９９‐１５８７ 北見市豊地１８番地４７

北東電気㈱内

TEL０１５７‐３６‐８２２１ FAX０１５７‐３６‐８２６２

理 事 会
◇平成３１年１月２４日� １２：００～１３：２０

第６回議題

【協 議 事 項】

１．会費規程第２条に基づく等級格付けの見直し

及び平成３１年度の会費収入額と算定について

２．平成３１年電気記念日事業実施に伴う後援のお

願いについて

以上提案どおり承認された。

【報 告 事 項】

１．平成３０年度 電設業関連４団体懇談会の開催

について

２．平成３０年度 北海道赤レンガ建築賞の決定に

ついて

３．平成３０年度技術講習会の開催について

４．登録電気工事基幹技能者認定専門委員会の概

要について

５．平成３０年度「建設産業ふれあい展」について

（開催結果）

６．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

７．会員の諸変更について

８．平成３１年２月～３月の行事予定について

その他意見交換会

以上概要を報告（宇野専務理事）

三 役 会
◇平成３１年１月１１日� １３：００～１４：３０

第１０回議題

【協 議 事 項】

１．会費規程第２条に基づく等級格付けの見直し

及び平成３１年度の会費収入額と算定について

【報 告 事 項】

１．平成３０年度 電設業関連４団体懇談会の開催

について

２．平成３０年度 北海道赤レンガ建築賞の決定に

ついて

３．平成３０年度 技術講習会の開催について

４．登録電気工事基幹技能者認定専門委員会の概

要報告

５．「建設産業ふれあい展」への対応について

６．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

７．（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

８．会員の諸変更について

９．平成３１年１月～２月の行事予定について

その他意見交換

業 界 だ よ り

－１９－
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◇平成３１年２月１５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

①役員改選に係る候補者の選定について

②定時総会準備スケジュール（案）

③来賓の案内先（案）について

④２０１９年度スローガン（案）について

２．講習会業務処理要領の制定について（案）に

ついて

３．平成３０年度 第２回運営協議会（地区代表者

会議）の開催について

４．平成３０年度 電設業関連四団体懇談会の運営

について

【報 告 事 項】

１．本部・支部事務連絡会議（下期）の報告

２．道空衛及び札空衛の合同懇親会への出席につ

いて

３．札幌弱電設備業協同組合の総会後意見交換会

への出席について

４．北海道建築士会の定時総会意見交換会への出

席について

５．会員の諸変更について～届け出なし

６．平成３１年２月～３月行事予定について

その他意見交換

◇平成３１年３月１２日� １２：００～１４：００

第１２回議題

【協 議 事 項】

１．次期役員改選に係る候補者の選定について

２．定款の一部改正（案）について

３．電設協 北海道支部規約の一部改正（案）に

ついて

４．次期定時総会［電業協会、電設協道支部］に

ついて（修正）

５．講習会業務処理要領の制定（修正案）について

６．協会職員の採用について

７．顧問会の開催について

【報 告 事 項】

１．北海道電業協会 功績表彰候補者について

２．平成３０年度 収支予算（案）について

３．会員の諸変更

４．平成３１年３月～４月行事予定について

その他意見交換

総務委員会
◇平成３１年３月１５日� １２：００～１３：３０

第４回議題

１．定時総会準備スケジュール（案）

２．総務委員会 平成３０年度事業実施報告（案）

３．総会議案書に掲載する平成３０年度 会務・事

業報告（案）

４．総会議案書に掲載する２０１９年度 事業計画（案）

５．２０１９年度 収支予算（案）について

６．平成３０年度 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

７．平成３０年度 建設産業ふれあい展の対応結果

について

その他意見交換

経営委員会
◇平成３１年３月１８日� １２：００～１３：００

第５回議題

１．第４回議事録の承認について

２．平成３０年度 電設業関連四団体懇談会について

３．電設協第２８３回政策委員会の開催概要について

４．「建設産業ふれあい展」参加報告について

５．平成３０年度 経営委員会事業活動状況について

６．２０１９年度 経営委員会事業実施計画（案）に

ついて

その他意見交換

－２０－
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広報委員会
◇平成３１年３月１４日� １５：００～１７：００

第４回議題

１．平成３０年度 事業実施状況について

２．２０１９年度 事業実施計画について

３．会報「夏号」の編集方針（案）

４．会報「春号」の校正

５．ホームページ活用について

その他意見交換

技術安全委員会
◇平成３１年３月１９日� １２：００～１３：００

第４回議題

１．実施報告

①平成３０年度 技術講習会

②平成３０年度 委員会事業実施報告

２．２０１９年度 委員会事業実施計画（案）について

３．各講習会のお知らせ

①技術講習会～釧路開催 平成３０年４月１３日�
②２０１９年度「技術安全基礎教育講習会」（新人

研修

③２０１９年度 電気工事施工管理技士受験準備

講習会（１級学科・実施）

④２０１９年度 登録電気工事基幹技能者認定講

習会

その他意見交換

厚生委員会
◇平成３１年３月２０日� １６：００～１７：００

第２回議題

１．平成３０年度 各部会行事実施報告について

２．２０１９年度 部会実施計画（案）について

３．２０１９年度 予算（案）について

その他意見交換

－２１－

会会報　　　　１Ｃ　１５０線／１８５号　春　　　４Ｃ１Ｃ　１５０線／１８５号　春／０１９～０２２　業界だより  2019.03.25 18.50.04  Page 21 



事 務 局 日 誌
１月７日�・官庁新年あいさつ

１０日�・本部電設協賀詞交歓会

（東京）吉本支部長

１１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

１２日�・建設産業ふれあい展

～１３日� （地下歩行空間）

２３日�・札幌商工会議所表彰式他

（札幌パークホテル）宇野専務

２４日�・第６回理事会・常議員会

・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）山口副会長

・シーケンス講習会

（北海電気工事㈱）類家事務局長

２５日�・本部常任理事会

（本部会議室）吉本支部長

・第３回ボウリング部会

（スガイノルべサ）

２８日�・釧根電業協会との懇談

（北電工業㈱）吉本会長他

３０日�・平成年度２９年度北海道赤レンガ建築

表彰式

（赤レンガ庁舎）宇野専務

２月１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

・技術講習会

（北海道電気会館）類家事務局長

１２日�・業界団体連絡協議会

（経済センター）宇野専務

１５日�・第１１回三役会議

・電設業関連４団体懇談会

（ニューオータニイン札幌）

吉本会長他

２２日�・歌唱部会 （スナックレモン）

２７日�・道空衛協会懇親会

（京王プラザホテル）吉本会長

３月５日�・電気空衛連絡協議会幹事会

・電気空衛連絡協議会

・札幌市都市局との意見交換会

６日�・業会団体連絡会議

（経済センター）宇野専務

１２日�・第１２回三役会議

・本部第２８３回政策委員会

（本部会議室）笠島経営副委員長

１３日�・第５回ゴルフ部会

・札幌弱電設備業協組祝賀会

（ホテルライフォート札幌）鈴木副会長

１４日�・第４回広報委員会

１５日�・第４回総務委員会

・本部第３５７回運営委員会

（本部会議室）吉本支部長

１８日�・第５回経営委員会

１９日�・第４回技術安全委員会

２０日�・本部理事会

（ホテルグランドパレス）吉本支部長

・第２回厚生委員会

２２日�・北海道胆振東部地震の意見交換会

（札幌市役所）宇野専務他

・建築士会総会後の意見交換会

（札幌ガーデンパレス）太刀川副会長

２５日�・電気記念日表彰式

（札幌グランドホテル）類家事務局長

２８日�・第７回理事会・常議委員会

・第２回運営協議会

－２２－
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この度は、会報誌「春号」の発刊にあたり、北海道産業保安監督部企画調整官

の中村 正信様にご寄稿いただき、心より感謝申し上げます。人体における脳と

臓器の関係を組織運営の在り方に例えられ、「トップから各組織に司令が出される

のみではなく、時には職場や現場の方から上へメッセージが伝わって来る『相互

のネットワーク』が必要である。」との内容は、とても興味深い視点でした。

さて、間もなく「平成」という時代が終わりを告げようとしていますが、皆様

方にとってはどんな時代でしたでしょうか？よく、一つの時代を総括・評価をす

るのは、その時代を生きた人たちではなく、５０年後、１００年後の未来の人たちが

するものと言われます。私たちの世代が行ってきたことには、「功」と「罪」の両

面が色々とあると思いますが、トータル的には、きっと未来の人たちにプラスの

影響を与えることになっていれば、とただただ祈るばかりです。

広報副委員長 伏木 淳

編集後記

－２３－
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一般社団法人 北海道電業協会 第５３回定時総会および
一般社団法人 日本電設工業協会北海道支部 第６３回定時総会

○開催日時 ２０１９年５月１０日� １５時３０分開会

○会 場 札幌グランドホテル 別館２階グランドホール（東）

（札幌市中央区北１条西４丁目 ℡０１１‐２６１‐３３１１）

※北海道労働局からのお知らせ

【問合せ先】

北海道労働局労働基準部監督課 TEL ０１１‐７０９‐２３１１（内線３５４４）

－２４－
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