
- 1 - 

 

 

平成２３年度事業報告 

 本会は、昭和４５年の「社団法人」設立以来、電気の安全や電気使用の合理化等の活

動を通じて社会貢献を行っており、さらに国の公益法人制度改革への対応として、昨

年４月１日に「公益社団法人」に移行した。平成２３年度は、電気技術者に対する研

修の実施等の公益目的事業を着実に実施することを基本方針として、以下の事業を実

施した。 

 

Ⅰ. 公益目的事業 

 

１．研修・セミナー・育成事業（公１） 

（１）電気管理技術者としての基礎的技術・知識に関し、講義や実技を内容とし 

た「保安管理基礎講習会」の開催 

      第１回 平成２３年７月１日(金)～７月４日(月) 

                 場所 帝人株式会社 富士教育研修所 

電気管理技術者基礎コース    受講者数３０名 

 

第２回 平成２３年１１月４日(金)～１１月７日(月) 

場所 帝人株式会社 富士教育研修所 

           電気管理技術者基礎コース    受講者数２９名 

高圧電気取扱者特別教育コース  受講者数 ２名 

 

第３回 平成２４年３月２日(金)～３月５日(月) 

          場所 帝人株式会社 富士教育研修所 

          電気管理技術者基礎コース    受講者数２３名 

高圧電気取扱者特別教育コース  受講者数 ４名 

 

 （２）事故の防止対策、保安管理業務に関する新技術・新手法、電気保安に関する 

法令並びに電気使用の合理化に関する新技術等に関する講義を内容とする第 

四期「保安管理定期研修会」の開催 

      第９回目  平成２３年６月１７日(金) ９：５０～１７：００ 

      場  所  かながわ労働プラザ ３階多目的ホール 

      受講者数  １９７名（会員 １９４名、一般技術者 ３名） 

 

第１０回目 平成２３年１０月２１日(金) ９：５０～１７：００ 

      場  所  総評会館 ２階大会議室 

      受講者数  １９０名（会員 １８７名、一般技術者 ３名） 

 

第１１回目 平成２３年１１月１８日(金) ９：５０～１７：００ 

      場  所  かながわ労働プラザ ３階多目的ホール 

      受講者数  会員２００名 
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第１２回目 平成２４年２月２０日(月) ９：５０～１７：００ 

      場  所  総評会館 ２階大会議室 

      受講者数  ２２４名（会員 ２１８名、一般技術者 ６名）  

 

 （３）電気の保安管理業務に係る専門的な技術や手法等に関する実技を目的とす 

る「保安管理技術研修会」の開催 

第１回 平成２３年７月２日（土）９：３０～１６：００ 

場 所 帝人株式会社 富士教育研修所 

講習テーマ：「とことん耐電圧」 

（耐電圧試験の準備からリアクトルを利用した試験） 

      受講者数 １３名（一般技術者） 

 

第２回 平成２３年１１月５日（土）９：３０～１６：００ 

      場 所 帝人株式会社 富士教育研修所 

      講習テーマ：「とことんＯＣＲ」 

（リレー試験器を使用した単体及び連動試験） 

      受講者数 ２４名（一般技術者） 

 

第３回 平成２４年３月３日（土）９：３０～１６：００ 

      場 所 帝人株式会社 富士教育研修所 

      講習テーマ：「とことんＧＲ・ＤＧＲ」 

（リレー試験器を使用した単体及び連動試験、並びに地

絡継電器の理論） 

      受講者数 ２０名（一般技術者） 

 

２．電気事故等についての調査・分析、公表事業（公２） 

 （１）電気保安管理のためのスキルの向上と研鑽を目的に「技術研究発表会」とし 

て過電流保護協調をテーマに資料収集・分析等を行い、その成果を発表した。

（担当：技術安全委員会） 

     日 時  平成２３年１０月１１日 １３：００～１６：００ 

場 所  北とぴあ さくらホール 

     テーマ  ①過電流継電器の変遷と概要 

②保護協調の具体的事例紹介 

     受講者数 ３８２名（会員３７０名、一般技術者１２名） 

 

（２）電気保安管理技術に係る技術基準の最新情報の周知と、電気事故防止の意識 

向上のための「技術講習会」を開催した。（担当：技術安全委員会） 

     日 時  平成２４年３月２６日 １３：００～１６：００ 

     場 所  きゅりあん（品川区立総合区民会館） 

     演 題  ①電気設備技術基準・解釈の改正に伴う建物構造体利用接地方

式の導入について 
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 ― 等電位ボンディングを前提として― 

②東日本大震災における電気設備の被害について      

受講者  ４２２名（会員３９３名、一般技術者２９名） 

 

（３）集計資料や事故再発防止対策等に関するテキストの作成・配布（担当：技 

術安全委員会）  

     平成２３年度版安全キャンペーンテキストを作成し、全会員に配付した。 

(配付部数 ２，９００部) 

 

  （４）電気保安管理業務に関する専門的技術情報等について出版物の発行（担当 

：広報委員会） 

 ｢電気管理技術｣(会誌)を発行し、会員及び一般技術者に有料配付した。 

(７回：１回あたり３，２００部発行） 

  

３．電気安全に関するキャンペーン、「電気使用安全月間」への参画等による啓発事

業（公３） 

   一般の方々に対する電気の安全及び使用の合理化に関する意識の普及啓発を図

るための事業 

（１）国の主唱する｢電気使用安全月間｣期間中(毎年８月)の主な事業として、次 

の事業を実施した。 

①「電気安全講演会」の開催(関東電気保安協会と共催)（担当：技術安全委

員会） 

日 時 平成２３年８月２日（火）１２時４５分～１６時００分 

         場 所 きゅりあん(品川区立総合区民会館) 大ホール 

       演 題 (ア)「最近の電気事故について」 

 (イ)「ヨーロッパのまちとくらし」 

      受講者数 ６９５名（会員３８８名 一般３０７名） 

② 電気安全を呼びかける団扇、ポスター等の作成・配布（担当：広報委員会） 

             省エネ団扇の配付       １５，５５０部   

             電気安全ポスターの配付    ２０，１５０部 

 

（２）「ホームページ｣及び｢電気新聞｣等による広報業務を行うとともに、広報紙 

｢ＭｉＲａＩ｣（発行部数７９，０００部）を自家用施設者に配付した。 

(担当：広報委員会) 

 

 （３）自家用施設の保守者及び連絡責任者向け「オレンジダイアリ」（手帳）の発 

行（担当：出版委員会）                     配付 ５，７００部  

         

 

４．技術相談・助言・支援業務（公４） 

  （１）電気事故や故障発生時における支援事業の実施   

     ２４時間稼動の｢保安センター｣にて、自家用施設者等からの緊急相談に対応 

し、また、状況に応じ応動員を派遣し、早期復旧・事故拡大防止を図った。 
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   保安センター受信件数          ４２１件 

           緊急電話受付件数         １１３件 

              緊急応動員出動件数      ７４件 

受託者・代行者処理件数    ３６件 

応動中止件数          ３件 

緊急電話以外の連絡件数等     ３０８件 

 

（２）技術相談業務の実施 

    電気保安に関する法令、保安管理業務の手続き等に関する相談に応じた。 

       電気関係法令に関する事項 

           外部委託承認制度に関するもの   １６件 

           保安規程に関するもの        ３件 

           その他               １件 

       保安管理業務に関する事項 

           事務的内容に関するもの      １１件 

           技術的内容に関するもの       ２件 

           その他              １９件 

       電気安全に関する技術的事項 

           受電設備に関するもの        １件 

       電気使用合理化に関する事項 

           設備の運用方法に関するもの     １件 

           その他               １件    

 

 

Ⅱ.その他の事業 

 

（１）有限責任事業組合（ＬＬＰ）に関する説明会の開催 

    自治体への入札対応の選択肢としてＬＬＰを提案し、その制度等について経済 

   産業省の担当官を講師に招き説明会を開催した。 

 

（２）無停電年次点検に係る説明会 

    外部委託承認の審査基準となる「主任技術者制度の解釈及び運用（内規）」改 

正に伴い「無停電年次点検」への対応について検討し、各支部にて説明会を開催 

した。                     （説明会実施支部 ９支部） 

 

（３）入会希望者説明会 

    保安管理業務を希望する方を対象に、電気管理技術者としての要件等について 

説明会を開催した。          （開催回数１２回 参加者 １２６名） 

 

（４）保安管理業務の向上と外部委託制度の維持・発展に資するため、本部及び支部

大において他の保安法人との情報交換を行った。 
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（５）全国電気管理技術者協会連合会への参加 

  全国電気管理技術者協会連合会へ役員、委員を派遣し、電気主任技術者外部委

託制度の維持、発展のための諸施策の実施と、公益法人制度改革への対応に協力

した。 

      派遣役員 全国電気管理技術者協会連合会 常任理事、監事 

      派遣委員 保安問題研究委員会 委員 

 

 

Ⅲ.その他 

１．会議関係 

（１）第４１回定時総会 

平成２３年６月１３日(月) 京王プラザホテル ５階 エミネンス 

出席者数 ５８２名 (委任状提出数 １，３２２通) 

可決された議案 

    第１号議案  平成２２年度事業報告 

       第２号議案     同  決算報告 

              （監 査 報 告）           

       第３号議案  理事・監事の選任 

       第４号議案  会員の入会・退会等に関する規則改正 

           第５号議案  規程の改正に対する追承認について 

第６号議案  理事報酬額について 

報告事項 

(１) 平成２３年度事業計画書 

(２)    同  収支予算書 

(３) 公益社団法人改定定款 

 

（２）理事会 

    ① 第３９７回理事会 平成２３年４月１４日 

議決事項 

ア．第４１回定時総会提案議案の件 

イ．業務執行理事選任の件 

ウ．規程類整備の件 

エ．業務運営会議に委任する事項について 

オ．平成２３年度表彰者について  

     ② 第３９８回理事会 平成２３年５月１２日 

議決事項 

ア．平成２２年度事業報告書の件 

イ．   同  決算報告書の件 

ウ．「会員の入会・退会等に関する規則」改正の件 

エ．第４１回定時総会提案議案確認の件 

オ．参与の委嘱期間の延長について 

カ．支部長委嘱の件 

キ．会費を１年以上滞納している会員の取扱いについて 
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③ 第３９９回理事会 平成２３年６月１３日 

議決事項 

ア．会長、副会長、専務理事互選の件 

イ．業務執行理事及び常務理事選任の件 

ウ．会長、専務、常務の報酬について 

エ．委員会、プロジェクトの各担当理事について 

オ．委員会等への諮問･付託事項について 

カ．平成２３・２４年度委員会委員選任の件 

キ．備え置き財産目録の件 

④ 第４００回理事会 平成２３年１２月１日 

議決事項 

ア．「会員の入会・退会等に関する規則」改正の件 

         報告確認事項 

イ．平成２３年度上期経過報告並びに上期決算報告 

ウ．代表理事及び業務執行理事の職務執行状況報告 

⑤ 第４０１回理事会 平成２４年３月２３日 

議決事項 

ア．平成２４年度事業計画書の件 

イ．平成２４年度収支予算書の件 

      報告確認事項 

ア．業務執行理事辞任の件 

 

（３）業務運営会議 

    第１回 平成２３年４月５日 

議決事項 

① 第３９７回理事会提案事項の件 

       ア．平成２３年度事業計画(案)の件 

        イ．   同     収支予算(案)の件 

       ウ．役員選任の件 

       エ．業務執行理事選任の件 

       オ．既存規程改定の件 

       ② 関東・東北大震災義援金取扱の件 

③ 電気安全功労者表彰候補者推薦の件 

④ 平成２３年度弘山賞贈呈者及び会長特別表彰者の件 

⑤ 入会申込者に対する承認の件 

     第２回 平成２３年５月１２日 

議決事項 

① 総務委員会・基礎講習委員会からの答申について 

② 第３９８回理事会への付議事項について 

       ア．平成２２年度事業報告及び同決算報告の件 

       イ．｢会員の入会・退会等に関する規則｣改正の件 

       ウ．第４１回定時総会提案議案確認の件 
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       エ．参与の委嘱期間の延長について 

       オ．支部長委嘱の件 

       カ．会費を1年以上滞納している会員の取扱いについて       

     ③ 会長特別表彰対象者追加の件 

  ④「役員候補者推薦等に関する規則」改正の件 

第３回 平成２３年６月７日 

議決事項 

① 第３９９回理事会開催の件 

     ア．平成２３・２４年度委員会委員委嘱の件 

② 入会申込者に対する承認の件 

    ③ 第４１回定時総会について 

     ア．提案議案及び追加資料の件 

     イ．議案に対する質問の件     

第４回 平成２３年７月５日 

議決事項 

① 入会申込者に対する承認の件 

②「事業運営改革等プロジェクトチーム」の進め方について 

③ 協会名による保安管理業務契約について 

④ 総務委員会からの答申書について 

⑤ その他 

     ア．本部・支部会費の取扱いについて 

      イ．平成２３年度夏季役員等合同研修会開催の件 

      第５回 平成２３年９月６日 

議決事項 

① 総務委員会からの答申について 

ア．｢保安管理業務規程｣改定の件 

     イ．｢入会の手引き｣の改定答申書の件 

      ウ．｢無停電年次点検｣への対応について 

② ｢入会申込者審査要綱｣変更案について 

③ 諸届手数料の徴収について 

④「業務運営改革等プロジェクト」からの提案について 

⑤ 本部収支対策について 

⑥ 入会申込者に対する承認の件 

⑦ 支部会費の滞納による利益供与の一時停止について 

第６回 平成２３年１０月４日 

議決事項 

①「主任技術者制度の解釈及び運用」の見直しに対する意見提出について 

② 各支部に対する「業務運営マニュアル」に基づく運営状況のアンケー 

ト調査の実施について 

③ 東京東支部、東京南支部及び常磐支部の規約改正並びに標準支部規約 

案改訂に伴う支部規約改定の承認 

④ 入会申込者に対する承認の件 
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第７回 平成２３年１１月１日 

議決事項 

① 倫理規程を改正した。 

② 会費(本部会費・支部会費)の滞納による利益の供与の一部停止の運用 

変更について 

③ 入会申込者に対する承認の件 

④ 無停電年次点検への対応について 

第８回 平成２３年１２月１日 

議決事項 

① 第４００回通常理事会への付議事項について 

 ア．「会員の入会・退会に関する規則」条文の改正と様式変更 

 イ．平成２３年度上期事業経過報告 

 ウ．平成２３年度上期決算報告 

② 監事への報酬について 

③ 公益目的事業に係る各支部への推進要請について 

④ 研修受講修了証の様式の制定について 

⑤ 日本電気技術規格委員会需要設備専門部会委員派遣の件 

⑥ 電気保安功労者経済産業大臣表彰候補者推薦の件 

⑦ 入会申込者に対する承認の件 

第９回 平成２４年２月７日 

議決事項 

① 業務執行理事辞任の件 

② 平成２４年度本部予算作成における収支健全化対策について 

③ 共済会出向職員の人件費を協会の費用にすることについて 

④ 事務局職務規程」の改訂について 

⑤ 入会申込者に対する承認の件 

第１０回 平成２４年３月６日 

議決事項 

① 保安センター関連規程改正の件 

② 第４０１回理事会への提案議案について 

 ア．平成２４年度事業計画について 

 イ．平成２４年度収支予算(本部関係)について 

③「参与規程」改正について 

④「業務運営マニュアル」実施状況アンケート結果について 

⑤ 誓約書等、支部で定めている書類提出について 

⑥ 入会申込者に対する承認の件 

第１１回 平成２４年３月２３日 

議決事項 

① 第４０１回理事会への提案議案について 

ア．平成２４年度事業計画書の件 

イ．平成２４年度収支予算書の件 

       ウ．業務執行理事辞任の件 
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２．委員会等関係 

（１）業務運営会議・支部長会合同会議 (平成２３年５月１２日) 

    第３９８回理事会終了後、理事・監事・支部長合同会議を開催し、第４１回

定時総会提案議案、業務運営マニュアル(暫定版)並びに平成２３年夏季節電対

策等の諸案件について意見を交換した。 

 

（２）支部長会（開催回数 ７回） 

    当協会が直面する課題等に対し情報提供と意見交換を行った。 

①「年次点検未実施」に係る各支部での取組みとその評価について 

② 協会名による保安管理業務契約について 

③ 各支部組織の体制整備等について 

④ 平成２３年度夏季節電対策への対応について 

⑤ 支部規約改定に関する促進について 

⑥ 会費滞納者に対する利益供与の一部停止に係る運用変更について 

⑦ 自治体等からの一括発注に対する保安管理業務委託契約について 

⑧ 支部の公益目的事業の単純化、統一化について 

⑨ その他、本部からの定例報告事項について 

  

（３）公益認定等推進プロジェクト（開催回数 １回） 

①「業務運営マニュアル」(暫定版)を本部及び各支部に配付した。 

② 公益社団法人移行に伴う規程及び規則等の整備結果を取りまとめ規程 

集として各支部に配付した。 

   

（４）事業運営改革等プロジェクト(開催回数 ９回) 

① プロジェクトの基本方針と進め方の検討 

② ｢業務運営マニュアル｣の作成と配布 

③ 法令、規定類の遵守状況に対する本部及び支部へのアンケート調査 

④ 事業運営改革に関する答申を行った。 

 

（５）総務委員会（開催回数 １２回） 

     ① 協会への再入会希望者に対する入会条件について答申した。 

② ｢保安管理業務規程｣｢保安管理業務受託基準｣の改訂について答申した。

③ 保安管理基礎講習会受講が入会の条件でないことの周知方法について答 

申した。 

④ ｢入会の手引き｣改訂について答申した。 

⑤ ｢無停電年次点検への対応｣について答申した。  

⑥ ｢倫理規程｣｢倫理規程運用指針｣等の改訂について答申した。 

⑦ 保安センター関連規程の改訂について答申した。 

⑧ ｢無停電年次点検｣に対する｢Ｑ＆Ａ集｣を作成している。 

 

（６）技術安全委員会（開催回数 １２回） 

① 電気事故の再発防止に向けて｢安全キャンペーンテキスト｣の作成・配布 

② ｢受託施設の設備改善、改良実績｣及び｢非報告事故｣(未然に防止された事 
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故)に関する調査を行い、事故防止実績資料を作成した。 

③ 電気安全意識の高揚を図るため｢電気安全講演会｣を開催した。大震災の 

地震による電気設備トラブル実態を調査した。 

④ 保安管理技術に関する技術基準の最新情報の取得を目的とした｢技術講 

習会｣を開催した。 

⑤ 過電流保護協調をテーマに、調査研究した成果を技術研究発表会で公表 

した。 

 

（７）定期研修委員会（開催回数 ９回） 

      第四期定期研修会を開催したほか、研修カリキュラム及び研修講師の変更に

ついて答申した。  

 

（８）広報委員会 

  広報部会      （開催回数 ８回） 

ＭｉＲａＩ編集部会 （開催回数 ４回） 

   ホームページ部会  （開催回数 ２回） 

  合同会議      （開催回数 １回） 

① 会誌「電気管理技術」を発行した。 

② 会誌の充実を図るため、サポーターの会を開催した。 

③ 支部通信員会議を開催し、広報活動に対し広く意見を聴取した。 

④ 平成２３年度｢電気使用安全月間ポスター｣、省エネ｢団扇｣を配付した。 

⑤ お客さまとのコミュニケーションの充実を図るため、広報紙「ＭｉＲａ 

Ｉ」を発行した。 

⑥ 公益社団法人移行に合わせ、協会ホームページの修正作業を行った。 

⑦ ｢電気管理技術ＤＶＤ版｣の企画及び作成・発行した。 

 

（９）基礎講習委員会（開催回数 ９回） 

① ｢保安管理基礎講習会｣テキストを改定した。 

② ｢保安管理基礎講習会」を開催した。 

③ ｢保安管理技術研修会」を開催した。 

  

（１０）出版委員会（開催回数 １１回） 

① お客さま向け手帳｢オレンジダイアリ｣を発行した。 

② ｢データサプリⅡ｣の原稿を取りまとめた。 

  

３．その他 

（１）外部団体等への役員・委員の派遣 

① 役員の派遣 

        ア．財団法人電気工事技術講習センター(理事及び評議員) 

        イ．一般財団法人電気技術者試験センター(理事及び評議員） 

        ウ．社団法人全関東電気工事協会(理事) 

        エ．社団法人電気設備学会(監事) 
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       オ．一般財団法人電気安全環境研究所(評議員)      

② 委員の派遣 

           ア．日本電気技術規格委員会 

(ア) 日本電気技術規格委員会 運営会議及び技術会議 

(イ)     〃       需要設備専門部会 

(ウ)     〃         〃     保安管理分科会 

(エ)      〃         〃      保安管理小委員会 

イ．独立行政法人製品評価技術基盤機構 

定期講習運営連絡調整会議 

       ウ．社団法人日本電気協会 

(ア)「生産と電気」編集委員会 

(イ) 澁澤委員会澁澤賞受賞者選考委員会 

(ウ) 電気安全ビデオ制作委員会 

(エ) 電気安全パンフレット制作委員会 

(オ) 高調波抑制対策専門部会 

      エ．社団法人日本電気協会 関東支部 

  (ア) 電気安全関東委員会 常任委員会 

  (イ)    同      表彰選考委員会 

  (ウ)    同      広報推進委員会 

  (エ) 関東地区電気使用合理化委員会 

  (オ) 関東地域自家用電気工作物地震対策検討会 

  (カ) 電気安全向上連絡会議   

      オ．一般財団法人電気技術者試験センター 

     第三種電気主任技術者試験委員会 

      カ．社団法人全関東電気工事協会 

       優良器材認定委員会 

      キ．財団法人電気工事技術講習センター 

      定期講習テキスト作成委員会 

電気工事技術情報編集委員会 

      ク．日本電気計器検定所 

          関東地区証明用電気計器対策委員会 

      ケ．電気安全全国連絡委員会 

(ア) 電気安全月間連絡会議 

(イ) 電気安全パンフレット製作委員会 

(ウ) 電気安全ビデオ製作委員会 

   コ．社団法人電気設備学会 

      高圧受電設備における高圧引込ケーブルの接地方式に関する調

査研究委員会  

 

 (２）その他 

    ① 夏季の節電に関し、本部・支部役職者等説明会を開催し、国が行う節電 

サポート事業に協力した。            （開催回数 ２０回） 
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② 夏季役員等合同研修会（平成２３年８月２９日） 

協会本部及び正副委員長並びに各支部長等による合同研修会を開催し、  

当面する諸問題について意見交換した。 

         第１テーマ：業務運営マニュアルについて 

      第２テーマ：協会の重要課題について 

③ その他 

       支部経理担当者を招集し、平成２３年度決算業務並びに平成２３年度予算 

案に関する説明会を開催した。    

 

(３) 会員及び受託件数の推移               

         平成２３年度の会員数及び受託件数の推移は次のとおりである。 

 通常会員数 受託件数 平均受託件数

平成24年 3月31日現在 ２，５４５名 ８０，６４１件 ３１．７件

平成23年 4月 1日現在  ２，５９３名 ８２，０１８件 ３１．６件

   増 加 数  △４８名 △１，３７７件       

   増 加 率 △１．９％ △１．６７％       

     なお、入会者は８４名、退会者は１３２名(うち死亡による者２０名)である。 

 

 

Ⅳ．支部関係 

 

支部における事業活動報告 

 保安管理技術の啓発、並びに電気保安意識の高揚に向け、各支部において以下の事

業を実施した。 

  

東京東支部 

１．研修・セミナー・育成事業（公１） 

（１）実技技術講習会を開催した。（平成２３年７月１６日） 

   講習テーマ「ＬＥＤの特性と照明器具の省エネについて」 

        「無停電による年次点検について」 

「ＬＢＳの点検・手入れ」 

「高調波流出計算書の作成」 

                 受講者：会員９２名、一般技術者２６名 

（２）現地研修会（株式会社明電舎沼津事業所）の開催 

（平成２３年９月２７～２８日） 

（３）支部例会時を利用した技術研修会の開催 

  ①ＵＧＳについて（平成２３年１０月２７日）    受講会員６９名 

   ②ＰＡＳの引き紐収納箱等について（平成２３年１１月２４日） 

                            受講会員５２名 

③パワーセーブモニターについて（平成２４年１月２６日） 

                            受講会員６８名 

④絶縁監視装置付ＵＧＳについて（平成２４年２月２４日） 
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                            受講会員６３名 

⑤子メーター検定について（平成２４年３月２１日） 

                            受講会員５５名 

（４）東京都立職業能力開発センター等への講師派遣      ３校 ５名 

（５）広域災害対策訓練の実施 （平成２３年９月１日） 

 

２．会員の業務支援事業（他１） 

  自家用需要家引込用区分開閉器操作講習会の実施（東京４支部合同） 

 

東京西支部 

１．研修・セミナー・育成事業（公１） 

（１）東京４支部合同保安管理技術講習会（平成２３年８月２４日）の開催            

受講会員 ９名 

（２）保安管理一般研修会の開催（平成２４年２月１８日） 

テーマ「ＯＣＲ連動試験・単体試験」        一般技術者 ５名 

（３）例会時を利用した技術、安全研修会の開催 

  ①夏季の電力需要抑制について（平成２３年５月２４日） 

                             受講会員４５名 

   ②ＰＣＢ含有電気機器の取扱いについて（平成２３年６月２７日） 

                            受講会員４１名 

   ③デマンドコントローラについて（平成２３年７月２７日） 

                            受講会員４０名 

④節電に関する報告（平成２３年９月２８日） 

                            受講会員４３名 

⑤普通救命（ＡＥＤ他）の方法について（平成２３年１１月２８日） 

                            受講会員３１名 

⑥無停電年次点検の対応について（平成２４年２月２４日） 

                            受講会員４７名 

⑦サマーアシストプランについて（平成２４年３月２７日） 

                            受講会員４３名 

（４）現地研修会（ムサシインテック埼玉工場）の開催 

(平成２３年１１月２９日） 参加会員２１名 

２．意識啓発事業（公３） 

（１）安全キャンペーンテキストを配布し、事故事例の紹介と対策の周知 

（平成２３年１０月２５日） 

（２）電気使用安全月間期間中の「省エネ団扇」配付 

中野区本町夕涼み会、中野区大和町八幡祭り、方南演歌祭り、 

戸塚地区センター祭、杉並区立各小学校ラジオ体操会 

３．会員の業務支援事業（他１） 

（１）自家用需要家引込用区分開閉器操作講習会の実施 

（２）関係機関が主催する会議等への出席 
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東京南支部 

１．研修・セミナー・育成事業（公１） 

（１）東京４支部合同保安管理技術講習会の開催（平成２３年８月２４日）  

                        東京４支部新入会員９名 

（２）東京北支部主催の保安管理一般研修会への講師派遣 

（平成２３年１０月２３日）  一般技術者１４名 

（３）例会時を利用した技術、安全研修会の実施 

  ①ＵＧＳガス圧低下の対処方法（平成２３年６月１６日） 

  受講会員６３名 

 ②タキゲンによる気中開閉器スイッチロープ収納ボックスについて 

（平成２３年９月２１日） 受講会員５３名 

  ③波及事故防止と節電協力結果と冬期の需給見通しと節電依頼について  

（平成２３年１１月１８日）  受講会員５４名 

④無停電年次点検について（平成２４年１月１７日）  受講会員５８名 

⑤高圧受電設備の問題点（平成２４年３月２１日）   受講会員４８名 

（４）現地研修会の開催 

  ①羽田空港旅客ターミナルビル太陽光発電設備（平成２３年８月３０日） 

  ②北杜メガソーラ施設、日置電機製作所本社施設 

                  （平成２３年１０月２６日～２７日）   

２．調査・分析・公表事業（公２） 

波及事故・感電事故防止のための安全キャンペーンの実施  

平成２４年１月１７日） 出席会員５８名 

３．意識啓発事業（公３） 

電気保安のための各種キャンペーンへの参画 

  ①品川区立滝王子児童センター「サマーフェスタ」にて省エネ宣伝 

 （平成２３年７月１６日） 

②玉川福祉フェスタにて、電気安全・節電・発電に関し父兄・児童との交流会 

を実施（平成２３年９月１０日） 

４．相談・助言・支援事業（公４） 

    一般施設者等からの相談受付業務を行った。 

               電気関係法令に関するもの  ５件 

               保安管理業務に関するもの  ４件 

５．会員の業務支援事業（他１） 

  自家用需要家引込用区分開閉器操作講習会の実施 

（平成２３年２月１～２日） 受講会員１４名  

 

東京北支部 

１．研修・セミナー・育成事業（公１） 

 （１）保安管理技術講習会の開催 

   ①（平成２３年６月２２日） 

演題 「デマンド監視」           受講会員 ３７名 
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②（平成２３年８月２４日） 

演題 「事故事例、管理技術者の心構え、点検のポイント」 

受講会員 ９名 

   ③（平成２３年１０月２３日） 

     （座学講習）再任の電気事故例等及び電気設備の点検 

     （実技講習）各種継電器試験、絶縁耐力試験、接地抵抗試験 

           Ｇ端子接地方式による高圧絶縁抵抗試験について 

                   受講者会員１９名一般技術者１４名 

   ④（平成２４年３月２４日） 

     演題 パソコンを使用したＯＣＲ保護協調の検討 受講会員３１名 

 （２）例会時を利用した技術、安全研修会の実施 

   ①（平成２３年６月２３日） 

     演題 「漏電監視システム、ＰＣＢ分析について」受講会員８０名 

②（平成２３年７月２０日） 

     演題 「デマンド監視装置について」      受講会員７４名 

   ③（平成２３年９月２８日） 

     演題 「ＬＢＳ他遮断器の保守点検について」  受講会員８０名 

   ④（平成２３年１０月２１日） 

     演題 「ＶＣＢ，ＬＢＳの保守メンテナンス」  受講会員７０名 

⑤（平成２３年１１月２５日） 

     演題 「気中開閉器スイッチロープ収納箱他」  受講会員７５名 

⑥（平成２３年１２月１３日） 

     演題 「平成２３年電気事故関係について」 

「自家用波及事故防止の推進について」他 受講会員７２名 

⑦（平成２４年２月２１日） 

     演題 「無停電年次点検の対応について」    受講会員７５名 

⑧（平成２４年３月２８日） 

     演題 「絶縁監視機能付きＳＯＧについて」   受講会員７２名 

（３）現地研修会（独立行政法人産業技術総合研究所太陽光発電所）の開催 

      （平成２３年１０月２６～２７日）      参加会員２９名   

２．調査・分析・公表事業（公２） 

事故情報の分析と事故再発防止のための安全キャンペーンの開催 

（平成２４年１月１８日） 

３．意識啓発事業（公３） 

   電気安全及び電気使用合理化のため「地絡保護装置付高圧負荷開閉器の取り付

け勧奨」「電気安全ポスター・省エネ団扇」「広報誌ＭｉＲａＩ」「節電ＰＲ資

料」の配付 

４．相談・助言・支援事業（公４） 

  一般の施設者等からの電気関する技術相談に応じた。 

                   相談・指導件数       １件 

                   保安管理業務に関するもの  ６件 

５．会員の業務支援事業（他１） 

  自家用需要家引込用区分開閉器操作講習会の実施 
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多摩支部 

１．研修・セミナー・育成事業（公１） 

  保安管理技術講習会の開催（平成２４年２月２日） 

      演題「デマンド監視装置について」 

        「無停電年次点検について」       受講会員８２名 

２．調査・分析・公表事業（公２） 

  電気事故事例等の情報収集・分析を行い、事業運営会で公表・報告し安全意識の

向上・啓蒙を図った。 

３．普及啓発事業（公３） 

 （１）安全講習会の開催（平成２３年８月２６日） 

      演題 「平成２３年度波及事故防止について」 

         「太陽光発電システムの概要及び保守点検について」 

         「安全キャンペーン」      受講会員 １７５名 

 （２）電気安全及び電気使用合理化の促進を目的とし、電気安全ポスター 

（１，２３０枚）及び省エネ団扇（６８０枚）を配付した。 

（３）広報紙「ＭｉＲａＩ」を合計２３，８００部配付したほか、「多摩 

    支部だより」合計６００部を自家用施設者に配付した。 

４．相談・助言・支援事業（公４） 

  施設者等からの電気に関する技術相談に応じた。 

         東日本大震災による節電対策に対する相談  １２件 

         ＰＣＢ・微量ＰＣＢに関する相談       ２件 

ＰＰＳ(特定電気事業者)に関する相談     ４件 

その他                  １１件 

５．会員の業務支援事業（他１） 

 （１）自家用需要家引込用区分開閉器操作講習会の実施 

 （２）点検報告書類の電子化についての勉強会を開催した。 

６．会員の職務倫理確立のための事業（他２） 

  年次点検の履行等についての情報の収集と、事業運営会及び地区会において法令

順守の徹底化をはかった。 

 

山梨支部 

１．研修・セミナー・育成事業（公１） 

（１）保安管理技術一般研修会を開催 （平成２３年１１月２４日） 

演題 「ＰＣＢの基礎知識と最近の動向について」 

                   受講者会員４３名 一般技術者２名 

（２）山梨県立韮崎工業高等学校への講師派遣 

講習事項：「高圧機器の保守点検業務について」 ２名講習３回 

２．調査・分析・公表事業（公２） 

電気保安管理業務における技術書等に載っていない疑問点についてアンケート型 

式で公募し技術向上のための資料の作成  質 疑 数：１１問 

３．普及啓発事業（公３） 

（１）「今夏節電活動計画」の一環とする節電街頭キャンペーンの実施 

       （平成２３年７月５日：ＪＲ甲府駅南口周辺）参加会員２３名 
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     配付資料（パンフレット・団扇・ＭｉＲａＩ）   部数 ７５０部 

（２）電気の安全使用を目的に電気設備の点検・清掃及びその使用方法 

（平成２３年９月５日から１１月８日の間） 

対象：山梨県内の保育園・保育所１７ヵ所         参加会員４９名 

（３）安全キャンペーンの実施   (平成２３年１０月２６日) 

                                  受講者会員３０名、一般技術者 ４名 

（４）支部ニュースを発行し、関係方面への配付 

（５）電気使用安全月間期間中における電気事故防止施策(ＰＡＳ・ＵＧＳの取付勧

奨)の推進 

４．相談・助言支援事業（公４） 

（１）広域災害を想定し、電気事故応動対応のための会員動向調査を実施した。 

（２）支部相談室を設置し技術相談に応じた。            相談件数 ８件 

 

神奈川支部 

１．研修・セミナー・育成事業（公１） 

（１）支部技術安全講習会 （平成２３年１０月２６日） 

     演題「安全キャンペーンテキストの解説」 

「高圧ケーブルの絶縁抵抗測定の問題点」 

「東日本大震災による電力設備の被害・復旧状況及び対応状況」 

「自家用電気設備における絶縁劣化と予防保全」 

                受講者 ３３６名（うち一般技術者 ２６名） 

 （２）公益災害対策訓練 （平成２３年９月１日） 

     テーマ「地震等災害発生時の広域にわたる設備点検の訓練」 

訓練参加者数 ９８名 

 （３）ＫＹトレーナー研修（平成２４年２月６日）    参加者 ２５名 

（４）（財）電気工事技術者講習センターへ電気工事定期講習講師の派遣 

派遣人員 ９名 

２．調査・分析・公表事業（公２） 

（１）直近の事故事例を調査・分析し事業運営会にて発表 

（２）「安全キャンペーンテキスト」を配布し電気事故防止施策の推進 

（３）技術情報誌「電気管理神奈川 第３・４号」を発行し、技術情報の公表 

（４）東京電力株式会社が主催する「自家用電気事故防止対策会議」に地区毎に参

加し情報を収集              参加 １４地区３５名 

（５）微量ＰＣＢ入り機器に関する情報収集と公表     

３．意識啓発事業（公３） 

（１）省エネ「団扇」｢ポスター｣の配布 

（２）支部ホームページを活用し協会事業をアピール 

４．相談・助言・支援事業（公４） 

（１）電気保安相談窓口にて、広く一般の相談に応じた。相談件数 ２２件 

（２）支部保安センターの継続 

（３）本部応動責任者会議を開催し緊急出動員の意識の向上・充実化の促進 

（４）公務に従事中の事故を担保する為の応動保険・公務保険への加入 
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５．会員の業務支援事業（他１） 

（１）自家用需要家引込用区分開閉器操作講習会の実施 

（平成２４年３月８～９日）  受講会員 １１１名 

 

静岡支部 

１．研修・セミナー・育成事業（公１） 

（１）メーカーから技術者を招聘しＬＥＤ照明器具の発行原理等について研修会の

開催 （平成２３年１０月２５日）      受講会員 ９５名 

（２）大規模地震発生を想定し広域災害対策訓練を行った。 

（平成２３年９月７日）   参加会員１０８名 

２．調査・分析・公表事業(公２) 

  静岡県東部における地震発生による電気工作物の損壊等の被害状況を調査し、そ

の結果を電子媒体に集約し災害対策資料を作成した。 

３．意識啓発事業（公３） 

（１）自家用事業場の夏季節電対策説明会の開催（平成２３年５月２７日） 

 参加会員 ８５名  

（２）自家用施設者の従業員を対象に漏電・電気火災・感電等防止の安全セミナー

の開催 

  （平成２３年６月１６日：富士地区）       受講者５７名 

     （平成２３年１１月１５日：沼津地区）      受講者４５名  

     （平成２４年３月１５日：富士地区）       受講者２１名 

４．相談・助言・支援業務（公４） 

 （１）地方自治体及び電力会社とともに独居老人宅を訪問し、電気安全診断と不良 

箇所の改修                       訪問改修 ４施設 

 （２）「ＤｏＬｉｇｈｔフェスタ２０１１」に賛同し、通学路の街灯設置のための

諸企画の推進と、「省エネ団扇」を配付し省エネ運動の推進 

（平成２３年９月１８日） 

５．会員の業務支援事業（他１） 

 （１）自家用需要家引込用区分開閉器操作講習会の実施（平成２３年１１月４日） 

受講会員 ２９名 

 （２）新入会員講習会を開催した。(平成２３年６月２４日）受講会員 １０名 

 

埼玉支部 

１．研修・セミナー・育成事業（公１） 

 （１）電気使用安全大会の開催（平成２３年７月２８日） 

    演題「近年の自家用工作物に関する電気事故の発生状況について」 

「震災後の発電機業界」 

「太陽光発電システム現状と展望」 

                    受講者 会員２５７名、一般技術者７名 

 （２）技術安全講習会（平成２４年３月２日） 

    演題「無停電年次点検の概要」 

「東日本大震災と電気管理技術者」 

「安全キャンペーンについて」 
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「非常用発電機の燃料エア抜きについて」 

受講者会員２９３名 一般技術者９名 

 （３）埼玉県立各技術専門校及び埼玉県立職業能力開発センター等への講師 

の派遣                         ７校 １３名 

 （４）大規模地震等広域災害発生に備え、全会員への緊急連絡、並びに各地区単位 

に緊急指定場所への集合訓練の実施          参加会員２２９名 

２．意識啓発事業（公３） 

  自家用施設者向け「保安教育資料」の作成 

３．会員の業務支援事業(他１) 

 （１）自家用需要家引込用区分開閉器操作講習会の実施 

 （２）新入会員研修会の開催 

４．会員の職務倫理確立のための事業(他２) 

  会員の職務倫理確立に向け支部役員を対象に合同研修会を開催した。 

（平成２３年６月２８～２９日）  

 

群馬支部 

１．研修・セミナー・育成事業（公１） 

 （１）技術安全講習会の開催（平成２３年１０月２５日） 

    演題「業務用太陽光発電システム＆メンテナンス」 

       ①システムの概要について 

       ②保守点検について           受講会員１４２名 

２．調査・分析・公表事業(公２) 

 （１）電気事故、節電及び保安管理上のトラブル対応事例等、資料の配布 

 （２）「電気かんり群馬」２０１２年版の発行 

３．意識啓発事業（公３） 

 （１）電気使用安全月間期間中に「電気使用安全ポスター」(１，４６０部)「省エ

ネ団扇」(１，９６０枚)の自家用施設者へ配付 

 （２）群馬県電気工事組合主催の「電気安全啓発キャラバン隊」に協賛し群馬県内 

の各市役所を訪問、パンレット等を配布 

４．会員の業務支援事業(他１) 

（１）自家用需要家引込用区分開閉器操作講習会の実施 

 （２）各種試験・測定器の機器校正試験等を行った。 

５．会員の職務倫理確立のための事業(他２) 

  会員が行う年次点検の誠実履行について、啓蒙活動を行った。 

 

栃木支部 

１．研修・セミナー・育成事業（公１） 

  保安管理一般研修会の開催（平成２３年６月１５日） 

    演題「低圧回路における雷の被害と対策」 

      「夏期の節電対策について」受講者１３８名（うち一般 ３５名）  

２．意識啓発事業（公３） 

 （１）安全研修会の開催（平成２４年２月１４日） 

     演題「安全キャンペーンについて」 
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「高圧ケーブルの劣化診断について」 

                   受講者１２８名（うち一般 １３名） 

 （２）電気使用安全月間期間中に、平出工業団地内事業所所在の各企業等で保有の

電気安全防具の耐電圧試験の実施 

                   （平成２３年８月８日） 試験台数 １６台 

 

千葉支部 

１．研修・セミナー・育成事業（公１） 

 （１）技術講習会の開催 

①（平成２３年７月２１日） 

演題「非常用予備発電装置のトラブル回避について」 

「平成２２年度電気事故分析と事故防止方策」 

                          受講会員 １７８名  

   ②（平成２３年１１月１５日） 

（千葉県ビルメンテナンス協会と共同開催） 

     演題「ビル・大型施設の電気設備保守」 

 （２）現地研修会（高エネルギー加速研究所「ＪＡＸＡ」）の開催 

（平成２３年１０月２６～２７日）参加会員３６名 

 （３）広域災害対策訓練の実施（平成２４年３月１１日） 

訓練事項「電子掲示板を利用した支部会員との相互連絡     

２．普及啓発事業（公３） 

（１）安全講習会の開催（平成２３年１１月１８日） 

     演題 「安全キャンペーン」        受講会員１５９名 

３．会員の業務支援事業（他１） 

  新入会員講習会の開催 （平成２３年１２月９～１０日） 

                          受講会員 １２名 

 

常磐支部 

１．研修・セミナー・育成事業（公１） 

 （１）技術安全研修会の開催 

①（平成２３年５月３１日） 

演題 「夏季の節電に係る協力要請について」 受講会員 ８２名 

   ②（平成２３年１１月３０日） 

演題 「災害時携帯電話による緊急連絡の方法について」 

「夏季・節電サポーター活動体験談発表」 

「東日本大震災調査報告」       受講会員 ７１名 

（２）現地研修会（電源開発株式会社磯子火力発電所）の実施 

     （平成２３年１０月２８日）        研修参加会員３６名 

 （３）広域災害対策訓練の実施（平成２３年９月１日） 

（４）無停電年次点検に関する勉強会の開催(平成２４年３月３０日)  

受講者４５名一般技術者 ２名 

２．調査・分析・公表事業（公２） 

 （１）安全研修会の開催（平成２３年１１月３０日） 
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演題「デマンド監視装置について」      受講会員 ７１名 

 （２）サマーアシストプランに関する資料説明会の開催 

（平成２４年３月２０日） 参加者４７名（うち一般２名） 

３．意識啓発事業（公３） 

   安全キャンペーン（平成２３年１１月３０日）の実施 

 

茨城支部 

１．研修・セミナー・育成事業（公１） 

（１）技術安全研修会の開催 

①（平成２３年１０月６日） 

     演題 「太陽光発電の現状と今後の課題」  

「節電対応と今夏の需給状況について」 受講会員１４５名 

②（平成２４年１月１９日）   

     演題 「過電流継電器の保護協調」      受講会員１３６名 

（２）広域災害対策訓練の実施（平成２３年９月１日） 

                           参加会員１６９名 

（３）他団体への講師派遣 

    財団法人電気工事技術講習センター、茨城県立水戸産業技術専門学院 

    茨城県電気工事業工業組合     

２．調査・分析・公表事業（公２） 

電気使用安全月間、期間中の「省エネ団扇」「電気安全ポスター」の配付 

東京電力㈱支店及び各支社・一般財団法人関東電気保安協会各事業所、茨城

県電気工事業工業組合・取手地区｢かっぱ祭り｣等 

３．会員の業務支援事業（他１）        

（１）新入会員研修会の開催（平成２３年１２月８日）  受講会員 ４名 

（２）自家用需要家引込用区分開閉器操作講習会の実施 




