平成２６年度事業報告
平成２６年度は、消費税税率の変更に伴う需要の反動がみられるものの、相対的には穏
やかに景気回復の兆しがみられておりますが、東日本大震災からの復興対策は、未だ道半
ばの模様である上、更に広島における土石流、雪害による被害、御嶽山からの噴火等、自
然災害が発生するなど、あらためて防災の重要性を認識させられました。
また、当協会を取り巻く状勢として、太陽光発電や風力発電など新エネルギーに係る保
安管理業務の推進に加え、電力の安定供給の確保に向けられた電力システムの改革も進め
られている中、より一層の電気保安確保のための事業を推進することを意識の上、協会組
織の体制整備を下地に、電気事故防止、新エネルギーに係る保安管理技術の啓発等、以下
のとおり実施しました。
Ⅰ．公益目的事業
１．研修・セミナー・育成事業（公１）
（１）保安管理業務を行う者としての基礎的知識及び技術的な講義並びに実技を内容
とした「保安管理基礎講習会」の開催 （担当：基礎講習委員会）
ア

第 1 回 平成２６年７月４日(金)～７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
２８名

イ

第２回 平成２６年１１月７日(金)～１１月１０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
２５名
高圧電気取扱者特別教育コース
２名

ウ

第３回 平成２７年３月６日(金)～３月９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
３０名
高圧電気取扱者特別教育コース
３名

（２）保安管理業務に必要な最新の知識及び技術を修得するために、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、電気使用の合理化
に関する新技術等を内容とした「保安管理定期研修会」（第五期）の開催
（担当：定期研修委員会）
ア 第１回目 平成２６年５月２８日(水) １２：３０～１６：２５
場所 連合会館 ２階「大会議室」
受講者数 １９６名（会員１９３名、一般技術者３名）
イ

第２回目

平成２６年１０月３０日(木) １２：３０～１６：２５
場所 ホテルレイクビュー水戸 ２階「飛天」
受講者数 １２４名（会員１２２名、一般技術者２名）
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ウ

第３回目

平成２７年２月２３日(月) １２：３０～１６：２５
場所 連合会館 ２階「大会議室」
受講者数 ２３７名（会員２２４名、一般技術者１３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の修得を目的とし
た「保安管理技術研修会」の開催（担当：基礎講習委員会）
ア

第１回

平成２６年７月５日（土）９：３０～１６：００
場所 帝人株式会社 富士教育研修所
研修テーマ：「チャレンジ耐電圧」
（耐電圧試験の準備からリアクトルを利用した試験の研修等）
受講者数 １０名（一般技術者）

イ

第２回

平成２６年１１月８日（土）９：３０～１６：００
場所 帝人株式会社 富士教育研修所
研修テーマ：「チャレンジＯＣＲ」
（過電流継電器試験に関して、単体試験及び連動する機器との制定と
動作特性試験の研修等）
受講者数 ２０名（一般技術者）

ウ

第３回

平成２７年３月７日（土）９：３０～１６：００
場所 帝人株式会社 富士教育研修所
研修テーマ：「チャレンジＧＲ・ＤＧＲ」
（地絡継電器試験に関し、単体試験及び遮断器連動試験の研修等）
受講者数 １２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）保安管理業務に関する課題・電気事故例・未波及事故例・改善例等について調査・
分析し「技術研究発表会」を開催して、その成果を広く社会へ公表・周知した。
（担当：技術安全委員会）
日 時 平成２７年３月２３日（月）１３：００～１６：３０
場 所 北とぴあ「さくらホール」
テーマ 「受電設備の保守点検の考え方（事故例から学ぶ）」
受講者 会員３０１名 一般技術者２６名
（２）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
平成２６年度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 ２，７００部 担当：技術安全委員会）
（３）電気保安管理業務に関する専門的技術情報等に関する出版物の発行
｢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。
(４回：１回あたり３，０５０部発行) （担当：広報委員会）
（４）一般の方々に、研修会・講習会への参加を呼びかける「平成２６年度研修会・講習
会のご案内ポスター」を作成・配付した。（配付部数２００部 担当：広報委員会）
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３．電気安全に関するキャンペーン、「電気使用安全月間」への参画等による普及・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）｢電気使用安全月間｣期間中(８月)の主要行事として次の事業を実施した。
ア 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２６年８月６日（水）１３時００分～１６時００分
場 所 きゅりあん(品川区立総合区民会館) ８階大ホール
演 題(ア)「最近の電気事故について」
(イ)「嬉しい言葉が自分を変える」
受講者数 ６６８名（会員３５９名
一般技術者３０９名）
イ 電気安全を呼びかける団扇、ポスターの作成・配布（担当：広報委員会）
省エネ団扇の配布
１４，３００部
電気安全ポスターの配布
１８，２５０部
（２）「ホームページ｣及び｢電気新聞｣等による広報を行うとともに、広報紙「ＭｉＲａＩ」
を自家用施設者に４回配付した。
（発行部数 1 回あたり ７６，９００部、担当：広報委員会)
（３）「協会ご案内（パンフレット）」を発行した。
（発行部数２，０００部、担当：広報委員会）
（４）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」の発行
（発行部数５，３５０部、担当：出版委員会）
４．技術相談・助言・支援事業（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｣において、自家用施設者等からの緊急相談・要請に
対し、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。
保安センター受信件数
緊急電話受付件数
緊急応動員出動件数
受託者・代行者処理件数
応動中止件数
緊急電話以外の連絡件数等

４９５件
１２１件
３２件
８２件
７件
３７４件

（２）技術相談、助言、支援事業
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
８件
保安規程に関するもの
７件
電気事故報告に関するもの
０件
電気設備の技術基準等に関するもの １件
その他
２件
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保安管理業務に関する事項
事務的内容に関するもの
技術的内容に関するもの
その他
電気安全に関する技術的事項
受電設備に関するもの
負荷設備に関するもの
一般用電気工作物に関するもの
その他
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
機器に関するもの
その他

７１件
１件
１２件
５件
１件
５件
１件
０件
１件
９件

Ⅱ．その他の事業
（１）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入会希
望者説明会を開催した。
（開催回数 １２回 参加者 １２１名）
（２）保安管理業務の向上と外部委託制度の維持に資するため、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。
（３）保安行政に係る委託事業等の検討委員会への参加
ア 産業構造審議会 保安分科会 電力安全小委員会での審議
イ 需要設備専門部会、保安管理分科会及び保安管理小委員会での審議
ウ 「微量ＰＣＢ廃棄物の適正保管・早期処理の推進に関する調査検討委員会」にお
ける専門家委員会及びＷＧ部会での審議
エ ＰＣＢ廃棄物早期処理関係連絡会での審議

Ⅲ．その他
１．会議関係
（１）第４４回定時総会
平成２６年６月１７日(火) 京王プラザホテル ５階「エミネンス」
・出席者数 ４７９名 (委任状提出数 １，３９４通)
・可決された議案
第１号議案 平成２５年度決算報告承認の件
（監 査 報 告）
第２号議案 平成２６年度役員報酬額の件
（報告事項）
１．平成２５年度事業報告
２．平成２６年度事業計画書
３．
同
収支予算書
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(２) 理事会
ア 第４０９回通常理事会 平成２６年５月１６日
議決事項
・ 平成２５年度事業報告及び同決算報告の件
・ 第４４回定時総会提案議案確認の件
・ 平成２６年度役員報酬額の件
イ 第４１０回通常理事会 平成２６年１２月２日
議決事項
・ 組織体制最適化プロジェクト答申の件
ウ 第４１１回通常理事会 平成２７年３月１６日
議決事項
・ 平成２７年度事業計画書（案）承認の件
・
同
収支予算書（案）承認の件
・ 法人化５０周年記念準備資金の創設と同取扱規程（案）の承認について
・ 各種規程類の整備について
・ 理事の在任年齢延長の件
（３）業務運営会議
ア 第１回 平成２６年４月１日
議決事項
・ 支部の適正配置について（提案）
・ 第４４回定時総会任務分担について
・ 入会申込者に対する承認の件
・ 電気保安（安全）功労者表彰候補者推薦の件
・ 平成２６年度会長賞の件
イ 第２回 平成２６年５月１６日
議決事項
・ 第４０９回通常理事会への付議事項について
・ 平成２６年度弘山賞表彰の件
・ 入会申込者に対する承認の件
・ 職員採用の件
・ 事務局「賃金取扱基準」改定の件
ウ 第３回 平成２６年６月１０日
議決事項
・ 入会申込者に対する承認の件
エ 第４回 平成２６年７月１日
議決事項
・ 平成２６年度夏季役員等合同研修会の件
・ 入会申込者に対する承認の件
・ 支部の適正配置に関する該当支部への説明について
オ 第５回 平成２６年９月２日
議決事項
・ 保安管理業務の標準点検基準（案）の試行について
・ 役員候補推薦委員会設置の件
・ 入会申込者に対する承認の件
・ 神奈川支部裁判の件
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カ 第６回 平成２６年１０月１日
議決事項
・ 総務委員会答申事項の件
・ 支部長交代の件
・ 入会申込者に対する承認の件
キ 第７回 平成２６年１１月４日
議決事項
・ 組織体制最適化プロジェクト答申の件
・ 第４１０回通常理事会開催の件
・ 入会申込者に対する承認の件
ク 第８回 平成２６年１２月２日
議決事項
・ 標準支部規約の改正について
・ 内部監査の仕組みについて
・ 第４１０回通常理事会提案事項の件
・ 役員候補推薦委員会委員交代の件
・ 総務委員会答申書の件
・ 入会申込者に対する承認の件
ケ 第９回 平成２７年２月３日
議決事項
・ 支部規約変更の件
・ 平成２７年度事業計画・予算策定の件
・ 組織体制最適化プロジェクトからの提案について
・ 入会申込者に対する承認の件
コ 第１０回 平成２７年３月３日
議決事項
・ 平成２７年度事業計画書（案）について
・
同
収支予算書（案）について
・ コンプライアンス規程（案）について
・ 理事の定数の削減について（提案）
・ 文書保存規程の改正案について
・ 入会申込者に対する承認の件
サ 第１１回 平成２７年３月１６日
議決事項
・ 第４１１回通常理事会提案議案の件
２．委員会等関係
(１) 理事・監事・支部長合同会議 (平成２６年５月１６日)
第４０９回通常理事会終了後、理事・監事・支部長合同会議を開催し、第４４回定時
総会提案議案及び報告事項ほかについて説明し、意見交換した。
(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。
・ ｢平成２６年度夏季役員等合同研修会｣開催の件
・ 標準支部規約の改定について
・ ｢業務運営マニュアル｣の改訂について
・ 保安管理業務を取り巻く諸状勢に対する情報交換・その他報告事項
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(３) 総務委員会（開催回数 １０回）
・ 発電所の外部委託範囲拡大に伴う、発電所「保安規程」の一部修正及び「自家用
電気工作物の保安業務に関する覚書」（太陽電池発電所）の標準様式を作成した。
・ 緊急応動員に対するＧＰＳ端末機器保有方法を検討し、ＧＰＳ検索運用を完了し
た。
(４) 技術安全委員会（開催回数 １３回）
・ 電気事故の再発防止に向けて検討し、｢安全キャンペーンテキスト｣を作成・配布
した。
・ ｢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故)に関
する調査を行い、事故防止実績資料を作成した。
・ 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。
（テーマ：（ア）最近の電気事故について、（イ）嬉しい言葉が自分を変える）
・ 「受電設備の保守点検の考え方（事故例から学ぶ）」をテーマとして、「技術研
究発表会」を開催した。
(５) 定期研修委員会（開催回数 ９回）
・ 第五期定期研修会の開催計画を検討・策定し、開催した。
・ 一般電気技術者等の参加促進策を検討し、（公社）日本電気技術者協会会誌「電
気技術者」及び「電気新聞掲示板」に案内を掲載した。
(６) 広報委員会
合同(３部会)委員会 (開催回数 １回)
広報部会
（開催回数 ７回）
ＭｉＲａＩ編集部会（開催回数 ４回）
ホームページ部会 （開催回数 １回、メーリングリストによる電子会議を適宜開催）
・ 会誌｢電気管理技術｣を発行した。
・ 「協会のご案内（パンフレット）」を発行した。
・ 「平成２６年度研修会・講習会のご案内ポスター」を作成・配付した。
・ 会誌の充実を図るため、サポーターの会を開催した。
・ 平成２６年度｢電気使用安全月間ポスター｣、省エネ｢団扇｣の作成・配付。
・ 施設者とのコミュニケーションの充実を図るため｢ＭｉＲａＩ｣（広報紙）を発行し
た。
・ 電子メール「グループ回報」を活用し協会ホームページを適宜更新している。
・ 広報委員会合同会議、支部通信員会議及びサポーターの会を開催し、意見交換等を
行った。
(７) 基礎講習委員会（開催回数 ７回）
・ 保安管理基礎講習会資料の見直しを行った。
・ 実技講習用模擬盤等の修理及び更新を行った。
・ ｢保安管理基礎講習会｣を開催した。
・ ｢保安管理技術研修会｣を開催した。
(８) 出版委員会（開催回数 １１回）
・ お客さま向け手帳｢オレンジダイアリ｣(平成２７年版)を発行した。
・ ｢電気事故事例の解析（仮称）｣の原稿を作成した。
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（９）組織体制最適化プロジェクト（開催回数１１回）
・ 協会の財政健全化策について検討した。
・ 支部統合に関する該当支部における説明会を開催した。
・ 協会のコンプライアンス（法令遵守）維持のための体制について検討し、関連する
規程類の作成及び見直しを行った。
（１０）役員候補者推薦委員会（開催回数 ２回）
平成２７年度役員改選に伴う通常会員役員候補者を選出し、会長あて報告した。
３．その他
(１) 外部団体等への役員・委員の派遣
ア 役員の派遣
(ｱ)一般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)公益社団法人全関東電気工事協会(理事)
(ｴ)公益社団法人日本電気技術者協会関東支部(運営委員)
(ｵ)一般財団法人電気安全環境研究所(評議員)
(ｶ)全国電気管理技術者協会連合会（会長代行、副会長他）
イ 委員の派遣
(ｱ)日本電気技術規格委員会
・運営会議及び技術会議
(ｲ)一般社団法人日本電気協会
・「生産と電気」編集委員会
・ 澁澤委員会澁澤賞受賞者選考委員会
・ 電気設備技術基準整備調査委員会
・ 太陽電池発電設備に係る受変電設備の点検頻度調査委員会
・ 電気事業法施行規則附則第１７条に係る保安上の要件調査委員会
(ｳ)一般社団法人電気設備学会
・ 高圧一括受電マンションの電気保安に関する調査研究委員会
(ｴ)一般社団法人日本電気協会・関東支部
・ 電気安全関東委員会 常任委員会
・
同
表彰選考委員会
・ 関東地区電気使用合理化委員会
・ 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)公益社団法人全関東電気工事協会
優良器材認定委員会
(ｷ)一般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
(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
・ 電気安全月間連絡会議
・ 電気安全パンフレット制作委員会
・ 電気安全ビデオ制作委員会
(ｺ)全国電気管理技術者協会連合会
-8-

保安問題研究委員会
(２) その他
夏季役員等合同研修会（平成２６年８月２２日）
協会本部役員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：協会内情報周知の現状と在り方
・ 第２テーマ：会員減少を踏まえた協会の将来について
・ 第３テーマ：組織体制の最適化等についての検討
(３)

会員及び受託件数の推移
平成２６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 27 年 3 月 31 日現在
２，４１８名 ７７，８６３件
３２．２件
平成 26 年 4 月 1 日現在
２，４６１名 ７８，２６６件
３１．８件
増 加 数
△４３名
△４０３件
増 加 率
△１．７％
△０．５％
なお、入会者は６４名、退会者は１０７名(うち死亡による者１８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、電気保安意識の高揚等を図るため、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２６年７月１９日）
講習テーマ「低圧回路漏電探査について」
「高圧メガー垂下（定電流）特性の検証・測定器の校正」
「マルチリレーの試験・整定の方法について」
「低圧リアクトルの６％及び１３％について」
受講者：会員８７名、その他一般電気技術者２６名
（２）安全技術講習会を開催した。（平成２６年１２月８日）
受講者：会員７６名、その他一般電気技術者２４名
（３）現地研修会の開催（東京電力株式会社新信濃変電所（周波数変換設備））
（平成２６年９月２５～２６日）出席者５５名
（４）支部例会時を利用した技術研修会の開催
ア「スマートメーターの開発導入について」 （平成２６年５月２２日）出席者６３名
イ「ヒヤリハット」
（平成２６年６月２６日）出席者６１名
ウ「広域災害対策の例及び私案」
「実技技術講習会・４０周年記念行事及び電源品質アナライザの運用法の提案」
（平成２６年１０月２３日）出席者６３名
エ「組織体制の最適化等についての検討」
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「電源品質アナライザの測定紹介」
（平成２６年１１月２７日）出席者４９名
オ「自動車共済保険の説明」
「ＰＣＢ処分トータルサポート案内」
「技術者はノーという勇気を持て」
（平成２７年１月２２日）出席者５９名
カ「電気管理技術者による特許出願のススメ」(平成２７年２月２６日) 出席者６０名
キ「複式簿記から見る世界の経済史－資本主義はどこへ行くのか！－」
（平成２７年３月２６日）出席者６２名
（５）広域災害対策訓練の実施 （平成２６年９月１日）
（６）外部専門校への講師派遣（東京都立城東職業能力開発センター亀戸校）
２．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２７年２月２日、３日）
（２）関係諸団体との連絡調整会議等の実施
（３）波及事故防止会議の実施
（４）共同事務所のＩＴ化推進
（５）官公庁等の入札事務の具体化に向けての検討
東京西支部
１．研修・セミナー・育成事業（公１）
保安管理技術等の普及や人材育成に関する事業
（１）保安管理技術一般研修会（東京４支部共催）
ア 平成２６年７月１９日（一般技術者１５名受講、受講会員 ６名）
「演題等」座学研修：耐電圧試験について
実技研修：絶縁耐力試験、ケーブル、ＰＡＳ、模擬盤等を使用した実技
研修他
イ 平成２６年９月２０日（一般技術者１６名受講、受講会員１３名）
「演題等」座学研修：外部委託承認制度及び電気管理技術者の心構え、最近の電気
事故例、電気設備の点検について（新入会員研修含む）
実技研修：低圧試験（絶縁抵抗測定、漏電遮断器試験他）、継電器試験、
（ＵＧＳ、ＤＧＲ、ＧＲ）、模擬盤を使用した実技研修
ウ 平成２７年３月２１日（一般技術者２０名受講）
「演題等」過電流継電器（ＯＣＲ）について
座学研修：ＯＣＲの特性、保護強調他
実技研修：継電器試験（ＯＣＲ）、模擬盤を使用した実技研修
（２）保安管理一般研修会
ア 平成２６年５月２３日（受講会員３７名、一般技術者４名）
「演題」新形受配電機器と保守点検効率向上について：富士電機機器制御株式会社
イ 平成２７年２月２４日（受講会員４１名）
「演題」高圧絶縁抵抗計の必要性について：株式会社ムサシインテック
（３）例会時を利用した技術、安全研修会の実施
ア 平成２６年４月２２日（受講会員４３名）
「演題」電気事故報告について
イ 平成２６年６月２７日（受講会員３８名）
「演題」ＰＣＢ含有・調査処分各手続きについて：ほりぐち総合事務所
ウ 平成２６年７月３０日（受講会員３８名）
「演題」東京電力株式会社情報について：東京電力株式会社
エ 平成２６年９月２９日（受講会員３７名）
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「演題」支部の適正配置案に関する委員説明
オ 平成２６年１１月２８日（受講会員２９名）
「演題」救急救命技能講習：杉並消防署
カ 平成２６年１２月１８日（受講会員４４名）
「演題」発電機レンタルについて：サコス株式会社
キ 平成２７年３月２５日（受講会員４０名）
「演題」小規模企業共済制度について：中小機構共催事業推進部
（４）現地研修会
平成２６年１０月３０日（受講会員２３名）
「開催場所」電力中央研修所 赤城研修センター
２．電気事故等についての調査、資料収集、分析、公表に関する事業（公２）
「非報告事故」及び「施設改善実績」について調査し、本部技術安全委員会への集計・
報告、平成２６年度安全キャンペーンテキストにて公表した。
３．電気安全及び電気使用合理化に係る意識の普及・啓発に関する事業（公３）
（１）安全キャンペーンテキスト配布、事故事例の紹介
（平成２６年１０月３１日）受講会員３６名
（２）電気使用安全月間期間中「省エネ団扇」及び「省エネポスター」を配布した。
中野区本町夕涼み会、中野区鎮守大和町八幡神社例大祭、新宿区戸塚地域センター祭、
杉並区立杉並第三及び第八小学校ラジオ体操、杉並区方南二丁目十四番公園子供相撲
大会、杉並区方南歌謡祭＆みんなで踊ろうエイサー（合計１，０９２本）
４．電気に係る技術的事項等についての相談、指導、支援に関する事業（公４）
一般施設者等からの相談受付業務を行った。
保安管理業務に関するもの １７件（東京共同事務所にて対応）
５．会員の保安管理業務の支援に関する事業（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２７年２月３～４日） 受講会員４３名
（２）関係機関が主催する会議等への出席
（３）地区例会を地区ごとに２回開催した。「西支部だより」を２回発行した。
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一般研修会の開催
ア 平成２６年７月１９日 杉並区立産業商工会館
「演題等」座学研修：耐電圧試験について
実技研修：絶縁耐力試験、ケーブル、ＰＡＳ、模擬盤等を使用した実技
研修他
（一般技術者１８名、会員６名出席）
イ 平成２６年９月２０日 杉並区立産業商工会館
「演題等」実技研修：ＧＲ、ＤＧＲ試験
（一般技術者１６名、会員１６名出席）
ウ 平成２７年３月２１日 杉並区立産業商工会館
「演題等」実技研修：過電流継電器試験（ＯＣＲ）、模擬盤を使用した実技研修
（一般技術者１７名、会員５名出席）
（２）例会時を利用した技術、安全研修会の実施（ア、イ、エについては一般技術者も対象）
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ア

平成２６年９月１９日 緑が丘文化会館
「演題」太陽光発電の連系
（一般技術者２名、会員４８名受講）
イ 平成２６年１１月２０日 緑が丘文化会館
「演題」ＰＡＳ、点接地への変更、ＳＯＧの点検方法
（一般技術者１名、会員４８名受講）
ウ 平成２７年１月２０日 ゆうぽうと
「演題」安全講習会
（会員４６名受講）
エ 平成２７年３月１８日 緑が丘文化会館
「演題」ＰＡＳ・ＵＧＳの構造
（会員４７名受講）
（３）他支部で行う講習会への支部会員の派遣
東京東支部技術研修会
派遣会員 ３名
埼玉支部技術安全講習会
派遣会員 ２名
（４）現地研修会の開催
ア 勿来火力発電所見学・研修
（平成２６年６月２５日～２６日 会員１９名参加）
イ あさひビール小田原工場見学・研修
（平成２６年９月２５日 会員２１名参加）
２．電気事故についての資料収集・分析・公表に関する事業（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２６年１１月２０日）出席会員４６名
３．技術相談・助言・支援に関する事業（公４）
一般施設者等からの相談受付業務を行った。
保安管理業務に関するもの
２件
電気使用合理化に関するもの ４件
４．会員の保安管理業務を支援する事業（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（東京四支部合同実施）
（平成２７年２月３～４日） 受講会員４名
（２）入会希望者への面接実施（２名） （平成２６年６月２１日、平成２７年１月２０日）
（３）関係機関が主催する会議等への出席
５．会員の職務倫理確立のための事業（他２）
例会、地区会での情報提供及び資料配付
東京北支部
１．研修・セミナー・育成事業（公１）
（１）保安管理技術一般研修会の開催
ア 平成２６年７月１９日 杉並区立産業商工会館
「演題等」座学研修：耐電圧試験について
実技研修：絶縁耐力試験、ケーブル、ＰＡＳ、模擬盤等を使用した実技
研修他
（一般技術者１８名、会員６名出席）
イ 平成２６年９月２０日 杉並区立産業商工会館
「演題等」座学研修：外部委託承認制度及び電気管理技術者の心構え、最近の電気
事故例、電気設備の点検について（新入会員研修含む）
実技研修：低圧試験（絶縁抵抗測定、漏電遮断器試験他）、継電器試験、
（ＵＧＳ、ＤＧＲ、ＧＲ）、模擬盤を使用した実技研修
（一般技術者１６名、会員１５名（新入会員１０名含む）出席）
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ウ

平成２７年３月２１日 杉並区立産業商工会館
「演題等」過電流継電器（ＯＣＲ）について
座学研修：ＯＣＲの特性、保護協調他
実技研修：継電器試験（ＯＣＲ）、模擬盤を使用した実技研修
（一般技術者１７名、会員５名出席）
（２）例会時を利用した技術、安全等研修会の実施
ア 平成２６年７月１５日
「演題等」ＰＣＢ処分のトータルサポートについて
（会員６６名出席）
イ 平成２６年９月１８日
「演題等」支部統合について
（会員７３名出席）
ウ 平成２６年１０月２８日
「演題等」自動車共催（保険）について
（会員６８名出席）
エ 平成２６年１１月１８日
「演題等」安全大会（感電事故事例について）
（会員７１名出席）
オ 平成２６年１２月１５日
「演題等」今冬の電力需給について、自家用波及事故について、
ＶＣＢの不具合発見事例について
（会員７０名出席）
カ 平成２７年１月２０日
「演題等」安全キャンペーン・事故情報の分析と事故再発防止、
感電事故の救急措置（ＤＶＤ）
（会員６８名出席）
キ 平成２７年２月１９日
「演題等」高圧絶縁抵抗計 Ｇ端子接地方式での測定誤差について、
波及事故とその後の対応について
（会員６３名出席）
ク 平成２７年３月１７日
「演題等」波及事故の詳細について
（会員６６名出席）
（３）現地研修会の開催
平成２６年１０月２２日～２３日
（一般技術者３名、会員２７名出席）
「視察等」大月リニア見学センター、キューピー富士吉田工場、
富士吉田市立富士山レーダードーム館
２．電気事故等についての分析、公表に関する事業（公２）
波及・感電事故等について調査・分析し、安全キャンペーン開催時(平成２７年１月２０
日)及び例会時に「事故情報の分析と事故再発防止」を演題として公表した。
３．電気安全及び電気使用合理化に係る意識の普及、啓発に関する事業（公３）
「活動概要」地絡保護装置付高圧負荷開閉器の設置勧奨、
電気使用安全月間ポスター・省エネ促進ＰＲ用団扇の配布、
広報誌「ＭｉＲａＩ」の配布
４．電気に係る技術的事項等についての相談、指導、支援に係る事業（公４）
一般の施設者等からの電気に関する技術相談等に応じた。（相談・指導・支援件数７件）
５．会員の保安管理業務の支援に関する事業（他１）
（１）自家用需要家引込用分岐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
（３）入会希望者に対する面接の実施
６．会員の職務倫理の確立に関する事業（他２）
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例会において情報提供を実施した。
多摩支部
１．研修・セミナー・育成事業（公１）
電気安全の維持・向上及び事故防止を図るため、下記の事業を行った。
（１）保安管理技術講習会の開催（平成２７年２月１７日）
演題「Ｇ方式によるケーブル診断」
「模擬盤によるＤＧＲ試験」
「絶縁油試験」
受講会員９８名、一般技術者３名受講
（２）主任技術者セミナーへの参加促進（平成２７年２月２６日）
演題「自家用電気工作物に関する最近の関係法令、電気事故について」
「配電盤と高圧遮断器の保全（保守・点検・診断技術）」
「高圧受電設備に関する最近のトピックス」
受講会員 ８９名
２．調査・分析・公表事業（公２）
本会及び支部技術安全委員による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。また、「平成２６年度技術研究発表会」
（本会主催）への出席促進を図った。
受講会員４４名
３．普及・啓発事業（公３）
電気安全・電気使用合理化等の意識の普及・啓発を計るため、下記の事業を行った。
（１）安全講習会の開催（平成２６年８月２９日）
演題「高圧自家用波及事故を防止するために」
「でんき家計簿の加入のお願いについて」
「ヒヤリハット体験談」
「安全キャンペーン他」
「最近の協会情勢について」
受講会員１７１名
（２）第３４回電気安全講演会（本会主催）への参加促進
受講会員 ５５名
（３）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（１，０５８枚）
及び省エネ団扇（１，４２２枚）を配布した。
（４）広報紙「ＭｉＲａＩ」を合計２２，６００部配布した。
（５）ホームページの活用による広報活動を実施した。
（アクセス回数１，０５０回）
４．相談・助言・支援事業（公４）
（１）施設者等からの電気保安に関する技術相談・支援に応じた。
電気関係法令に関する事項
２件
保安管理業務に関する事項
７件
電気安全に関する技術的事項
１件
（２）本部保安センターからの緊急応動を実施した。
平成２６年４、５、１０月及び平成２７年２月（合計４回）。
５．会員の業務支援事業（他１）
（１）自家用需要家引込用分岐開閉器操作講習会を実施した。
（２）一般財団法人関東電気保安協会との懇談会を開催した。
（３）入会希望者の面接と支援を実施した。
（４）安全祈願祭を実施した。
６．会員の職務倫理確立のための事業（他２）
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事業運営会及び地区例会において法令遵守の再認識を周知した。
山梨支部
１．技術向上事業（公１）
（１）新入会員及び管理技術者のための技術講習会
演題「実技講習会」
（平成２６年８月２５日）参加会員１６名
（２）広域災害対策無線通信訓練
（平成２６年８月３０日）参加会員 ７名
（３）技術見学研修会（株式会社ウェザーニュース）
（平成２６年９月３０日）参加会員２７名
（４）保安管理技術講演会
演題「現場管理から観た引込ケーブルの劣化診断基準」
（平成２６年１１月２６日）参加会員５３名、一般技術者３名
（５）高校生を対象にした現地保安管理研修会
演題「出張講習（出前授業）」（山梨県立韮崎工業高校及び会員受託事業場）
（平成２６年９月１８日から１１月１０日まで（内５日間））参加会員４０名
（６）安全教育講習会
演題「感電死亡事故について」
（平成２７年２月２５日）参加会員４６名、一般技術者１名
２．調査・分析・公表事業（公２）
（１）電気事故応動対応のための会員動向調査・分析
（平成２６年８月３０日）参加会員４名
（２）電気安全キャンペーン講演会
演題「高周波と直列リアクトルの相性をひも解く」
（平成２６年９月２４日）
参加会員５５名、一般技術者１名
３．普及啓発事業（公３）
（１）ＰＡＳ取付勧奨の実施依頼（平成２６年７月３１日）
会員受託施設（３事業場）へのＰＡＳ取付勧奨の実施依頼を東京電力(株)山梨支店に
提出した。
（２）電気使用安全月間期間中に「電気安全街頭キャンペーン」を実施し、支部作成の電気
安全パンフレット、団扇、ＭｉＲａＩ等を配布した。
（平成２６年８月１日：甲府駅前）参加会員２０名
（３）独居老人宅電気安全点検の実施
(期間：平成２６年９月～１１月までの９日間)
韮崎市（円野、上山、旭、大草、龍岡の各地区）の２８戸
参加会員２３名
４．相談・助言支援事業（公４）
（１）緊急応動体制確立会議の開催
（平成２６年１１月２６日）参加会員１０名
（２）普通救命講習Ⅰ
（平成２７年 ２月２５日）参加会員３２名
（３）試験測定器の簡易校正 （平成２７年３月２５日）支部会員３６台、一般事業所２台
５．会員の保安管理業務の支援に関する事業（他１）
新入会員懇話会の開催
（平成２６年８月２５日）参加会員１６名
神奈川支部
１．講座・セミナー・育成事業（公１）
（１）支部技術安全講習会
演題「安全キャンペーン」、「ＣＶケーブルの保守点検技術」、
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「疲れのメカニズムとストレッチ」、「東京電力 スマートメーターについて」、
（平成２６年１０月２４日）受講会員３０７名、一般技術者８名
（２）広域災害対策訓練
地震等災害発生時の広域にわたる設備点検の訓練を実施し、同時に地区会員の安否確
認を行った。
（平成２６年９月１日）訓練動員数９９名
（３）ＫＹトレーナー研修
危険を予知し、安全作業を行うための訓練を実施した。
（平成２７年２月６日）参加会員１７名
（４）現地研修会・勉強会・セミナー
ア 本会「保安管理技術研修会」へ出席した。
出席会員 ５名
イ 本会「技術研究発表会」へ出席した。
出席会員４５名
（５）関係外部団体への講師派遣
一般財団法人電気工事技術講習センターを窓口とし、関係団体へ講師を派遣した。
派遣人員１４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した。
（２）「安全キャンペーンテキスト」を配布し、電気事故防止施策を推進した。
（３）支部技術情報誌「電気管理神奈川第９・１０号」を発行し、技術情報を公表した。
（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
報を収集した。
参加８地区、１２名
（５）微量ＰＣＢ入り機器に関する情報を収集し、公表した。
（６）関係諸団体と連携して、電気保安に関する情報を収集し、公表した。
３．電気安全に関するキャンペーン等啓発事業（公３）
（１）電気使用安全月間に参画し、以下の活動を行った。
ア 「第３４回電気安全講演会」を受講した。
受講会員１０８名
イ 省エネ「団扇」｢ポスター｣を配布し、電気安全意識の高揚を図った。
（２）支部ホームページを活用し、本会事業をアピールした。
４．技術相談・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３３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・充実を図った。
（平成２６年７月１１日）参加者２７名
（４）公務に従事中の事故を担保するため、公務保険に加入した。
５．会員の業務支援事業（他１）
（１）全地区において地区例会を開催し、必要な情報の伝達と意見・要望を収集した。
（２）他支部と情報交換し、協調を図った。
（３）自家用需要家引込用分岐開閉器操作講習会の実施
（平成２７年３月５～６日）受講会員１０６名
（４）施設の受託要請に対し、「神奈川支部受託施設配分規程」に基づき処理し、受託した。
（５）太陽光発電プロジェクト会議を開催した。
太陽光発電施設の管理技術に関する情報収集及び普及要領について検討した。
（平成２６年４月１５日）参加者２３名
（平成２６年９月２２日）参加者２２名
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静岡支部
１．研修・セミナー・育成事業（公１）
（１）大規模地震発生を想定した広域災害対策訓練の実施（平成２６年９月４日）
参加会員１００名
２．意識啓発事業（公３）
（１）第３０回電気安全セミナーの実施
演題「安全に電気を使うための基礎知識」
（平成２６年６月２０日：富士地区）受講者１４名
（２）静岡県東部電気工事組合電気安全講演会の実施
演題「電気安全・労働安全衛生法について」
（平成２６年７月２０日）受講者４０名
（３）省エネ推進ＰＲのための団扇を配布
（平成２６年８月４日）参加会員１３名
（４）第３１回電気安全セミナーの実施
演題「安全に電気を使うための基礎知識」
（平成２６年１１月１８日：沼津地区）受講者１５名
（５）第３回電気保安管理一般研修会の実施
演題「保安規程における電気設備の点検試験の具体的解説」
（平成２７年２月２０日）受講者２７名
３．相談・助言・支援業務（公４）
（１）「ＤｏＬｉｇｈｔフェスタ２０１４」に協賛し、通学路の街灯設置のための諸企画の
推進、「省エネ団扇」を配布し省エネ運動の実施
（平成２６年９月１４日）参加６２団体
（２）技術研修会の実施
浜岡原子力館・リニア見学センターにおいて研修の実施
（平成２６年１０月２８日）参加会員５５名
４．会員の業務支援事業（他１）
（１）新入会員講習会を開催
（平成２６年６月２８日）受講会員２名
（２）関東電気保安協会との連絡会を実施
（平成２６年７月１１日）支部役員９名
（３）引込用分岐開閉器操作講習会の実施
（平成２６年１１月２６日）受講会員２５名
５．会員の職務倫理確立のための事業（他２）
倫理規程に関する勉強会を実施した。
（平成２７年２月２０日：沼津地区）受講会員４４名
（平成２７年２月２１日：富士地区）受講会員４９名
埼玉支部
１．研修・セミナー・育成事業（公１）
（１）安全大会の開催（平成２６年７月３０日）
演題「自家用電気工作物に関する電気事故の発生状況について」
（東京電力株式会社 埼玉支店 ネットワーク高度化チーム）
「波及事故防止を目的としたＬＢＳの更新並びに絶縁回復に向けた取り組みに
ついて・他」（本部技術安全委員）
「会員体験談発表会（体験談集から選集）」（埼玉支部会員８名）
受講会員２６９名、一般電気技術者６名受講
（２）技術安全講習会（平成２７年３月１６日）
演題「ＰＣＢ廃棄物処理の現状と今後の見通し」（埼玉県環境部 産業廃棄物指導課）
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「ＰＣＢ処理の最前線」（中間貯蔵・環境安全事業株式会社 営業企画課）
「ＰＣＢ処分トータルサポートの実務」（行政書士 ほりぐち綜合事務所）
受講会員２１８名、一般電気技術者４名受講
（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
（講師２０名派遣）
（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
（平成２６年８月３０日～３１日）
２．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
（３）保護継電器トレーニング講習会の開催
（４）各警察署に提出する「通行禁止除外指定車標章交付申請書」の作成支援の実施
群馬支部
１．研修・セミナー・育成事業（公１）
技術安全講習会の開催（平成２６年１０月２３日）
演題「保険の内容説明」（エレックスサービス）
「群馬県内における再生可能エネルギーの現状」（東京電力株式会社群馬支店）
「高圧受電設備の保護協調理論と実際」（元東京電力需要設備技術担当）
受講会員１３８名、一般電気技術者１４名受講
２．調査・分析・公表事業(公２)
（１）「施設改善実績」及び「電気事故調査」の集計・報告の実施
（２）太陽光発電設備に関する課題の調査・分析の実施
３．意識啓発事業（公３）
（１）電気使用安全月間期間中に「省エネ団扇」(４４０枚)を公共施設等へ配布
（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
所等を訪問
（平成２６年８月１日）
４．会員の業務支援事業(他１)
（１）保護具の絶縁耐圧試験を実施した。
（平成２７年３月１０日）
（２）群馬支部ホームページ内「会員専用ページ」の充実を図り改訂した。
（３）災害対策訓練の一環として「緊急伝達訓練」（平成２６年９月１日）及び「緊急集合
訓練」（平成２６年９月１日～２６日）を実施した。
（４）前橋中央消防署救急救命隊の指導により、「普通救命講習」の実施
（平成２６年１２月５日）受講会員２７名
（５）関係諸団体との情報交換会を実施
５．会員の職務倫理確立のための事業(他２)
地区例会での情報提供及び資料配付
栃木支部
１．研修・セミナー・育成事業（公１）
（１）第１回保安管理一般研修会の開催（平成２６年７月２４日）
演題「保険の改定等について」
「高圧絶縁抵抗計の必要性について」
受講会員９１名、一般技術者９名受講
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（２）現地研修会の開催（東北電力株式会社女川原子力発電所 防波堤嵩上げ工事見学研修）
（平成２６年１１月１８日～１９日）参加会員３１名
２．調査・分析・公表事業（公２）
（１）電気使用安全月間期間中に新聞への広告を掲載した。
３．意識啓発事業（公３）
（１）第２回保安管理一般研修会の開催（平成２７年２月１７日）
演題「高調波・系統連系に関する最近のトピックスについて」
「高圧引込開閉器の省略について」
「安全キャンペーン」
受講会員１１１名、一般技術者９名受講
（２）電気使用安全月間期間中に、平出工業団地内事業所の「電気安全保護具耐電圧試験」
を実施
（平成２６年８月２２日）試験件数１１件
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を実施した。
（２）各地区例会を開催し、情報伝達と意見・要望を収集した。
（３）関係諸団体及び他支部行事参加と情報交換会を実施した。
ア 関東電気保安協会と懇親会（平成２６年６月２７日、保安協会１０名、支部１１名）
イ 東京東支部、実技技術講習会に参加（平成２６年７月１９日、出席者２名）
ウ 埼玉支部、技術安全一般講習会に参加（平成２６年７月３０日、出席者１名）
５．会員の職務倫理確立のための事業(他２)
新入会員に対して職務倫理規程を指導した（平成２７年３月２日、出席者４名）
千葉支部
１．研修・セミナー・育成事業（公１）
（１）保安管理一般研修会の開催
第１回 平成２６年 ７月２４日 受講会員１５９名
演題「自家用波及事故発生状況について」
「高圧電線路に連系する太陽光発電のパワーコンディショナーへの力率
一定制御採用のお願いについて」
第２回 平成２６年１０月２３日 受講会員１６６名
演題「事故事例（地区別研究発表会）」
第３回 平成２７年 １月２８日 受講会員１６１名
演題「事故情報の分析と事故再発防止（安全キャンペーン）」
（地区技術発表会）
「体力維持方法によるスポーツの進め」「発電機の導入について」
（２）現地研修会の開催（山梨県米倉山太陽光発電所「ゆめソーラー館やまなし」）
（平成２６年１１月１８日）参加会員２９名
（３）ビル、大型施設の電気設備保守講習会の開催（平成２７年１月２１日）
講師４名、一般電気技術者１９名
２．普及啓発事業（公３）
（１）電気安全出前講座の開催
第１回 平成２６年７月１９日
会員１名、従業員参加者 １５名
第２回 平成２７年２月２４日
会員１名、職員及び生徒参加者１６４名
（２）電気安全、電気使用合理化に関する「省エネ団扇」(８５０枚)を自家用事業場３件の
納涼祭にて配布した。
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（３）「千葉支部だより」を年２回発行した。
３．相談・助言・支援業務（公４）
（１）支部保安センター活動
設置者より５件、受託者より６件、その他相談５件
４．会員の業務支援事業（他１）
（１）支部保安センター改革
体制整備と当直免除等を実施した。
（２）ホームページの立ち上げ実施
（３）一般財団法人関東電気保安協会との情報交換会
（平成２６年１１月１３日）支部役職者６名出席
常磐支部
１．研修・セミナー・育成事業（公１）
（１）保安管理一般研修会の開催（平成２６年７月２５日）参加人数７７名
演題「安全キャンペーンテキスト解説」
「受変電設備２回線受電系統図による操作回路(シーケンス)及び保護協調解説」
（２）保安管理技術研修会の開催（平成２６年９月２８日）参加人数６９名
演題「安全キャンペーンテキスト解説」
（３）現地研修会の開催（明電舎沼津工場、米倉山太陽光発電所、リニア見学センター見学）
（平成２６年１０月３０日～３１日）参加人数３２名
（４）研修会・見学会等への参加
本会他支部の講習会及び電気協会柏支部等の見学会に参加した。 参加人数合計９名
（５）広域災害対策訓練の実施（平成２６年９月１日）
災害発生場所を想定し、訓練を実施した。（支部会員全員参加）
２．調査・分析・公表事業（公２）
太陽光発電に関する測定器のノウハウ収集と研修
３．普及啓発事業（公３）
受託施設において団扇、ポスターの配布を行った。
（平成２６年７月～８月）参加人数４０名
４．相談・助言・支援業務（公４）
事業運営会及び地区例会において、波及事故事例についての情報共有化を図った。
５．会員の業務支援事業（他１）
関係諸団体と交流し、情報・意見交換を行った。
６．会員の職務倫理の確立に関する事業（他２）
職務倫理確立のための必要な情報を提供した。
茨城支部
１．保安管理技術等の普及や人材育成に関する事業（公１）
（１）技術安全研修会の開催
演題「ＶＣＢの補修点検について」
（平成２６年１０月６日）出席者１２６名
（２）広域災害対策訓練の実施
（平成２６年 ９月１日）参加者１５７名
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（３）他団体への講師派遣
一般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、茨城県立
日立産業技術専門学院、茨城県電気工事業工業組合
２．電気事故についての調査、資料収集、分析、公表に関する事業（公２）
技術安全研修会の開催
演題「波及事故及び太陽光発電の現状と課題等について」
（平成２６年１０月６日）出席者１２６名
３．電気安全及び電気使用合理化に係る意識の普及・啓発に関する事業（公３）
（１）技術安全研修会の開催
演題「ＰＣＢの最新情報について」
（平成２６年１０月６日）出席者１２６名
（２）「牛久かっぱ祭り」（節電・電気安全対策）への参加
（平成２６年７月２６日、２７日）参加者１０名
（３）工事業者等に対する安全講習会の実施（１２日間）
（４）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」の配布
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
（５）支部ホームページの活用
４．電気に係る技術的事項についての相談、助言、支援に関する事業（公４）
（１）技術安全研修会の開催
演題「私の実務経験雑感・トラブル」
（平成２７年１月２７日）出席者１２６名
（２）茨城県との災害時における電気設備の復旧に関する協定締結
（平成２７年２月２４日）出席者：茨城県８名、茨城支部３名、本会１名
５．会員の保安管理業務の支援に関する事業（他１）
（１）技術安全研修会の開催
演題「公益社団法人東京電気管理技術者協会の最近の動向について」
（平成２７年１月２７日）出席者１２６名
（２）自家用需要家引込用区分開閉器操作講習会の実施
（平成２６年１１月２０日、２１日）受講者２９名
（３）一般財団法人関東電気保安協会との情報交換定例会議の実施
（４）会員が所有する試験機器の校正を実施
６．会員の職務倫理の確立に関する事業（他２）
会員の相互援助等有益な情報に関する資料を配布し、勉強会等を実施した。

（平成 ２６ 年度事業報告の附属明細書について）
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34 条第 3 項に規定する事業
報告の附属明細書として記載するべき「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しな
いので作成しない。
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