平成２８年度事業報告
平成２８年度は、東日本大災害発生から６年がたち復興対策が継続される中、近年数
十年に一度と言われる大災害が連続して発生し、昨年の４月に熊本県と大分県において
相次いで気象庁震度階級では最も大きい震度 7を観測する地震が発生し、多くの被災者、
ライフラインの損壊及び貴重な文化遺産などに甚大なる被害が及びました。自然災害は、
いつ我が身に襲い掛かるかもしれず、防災に対する備えとして近年、くい止めようのな
い自然災害に対し、減災対策の重要性が大きく注目されています。
また、当協会を取り巻く情勢として、再生可能エネルギーの更なる推進と電力小売自
由化を伴う、電力システムの改革が進められる中、人口の減少に伴う技術者不足による
ＩｏＴの活用等、国の施策の検討が行われています。一方社会生活はより一層電力への
依存度を増し、電気保安の確保、電気事故防止、電気使用の合理化等、公益事業目的を
着実に実施しつつ、協会組織の体制強化の事業を推進することを意識の上、会員の資質
の向上を図るとともに、社会の信頼を確保するための啓蒙及び啓発事業を実施しました。
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２８年７月８日(金)～７月１１日(月)
場 所 帝人株式会社 帝人アカデミー富士
電気管理技術者基礎コース
１４名
高圧電気取扱者特別教育コース
１名

イ

第２回

平成２８年１１月４日(金)～１１月７日(月)
場 所 帝人株式会社 帝人アカデミー富士
電気管理技術者基礎コース
１８名
高圧電気取扱者特別教育コース
１名

ウ

第３回

平成２９年３月３日(金)～ ３月 ６日(月)
場 所 帝人株式会社 帝人アカデミー富士
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
１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２８年５月２０日(金) １２：３０～１６：２５
場所 連合会館
受講者数 ２１１名（会員 １９７名、一般技術者 １４名）
イ

第２回目

平成２８年１０月１７日(月)

１２：３０～１６：２５

場所 かながわ労働プラザ
受講者数 ２１７名（会員
ウ

第３回目

２０９名、一般技術者

平成２９年２月１５日(水) １２：３０～１６：２５
場所 連合会館
受講者数
１９４名（会員 １８９名、一般技術者

８名）

５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２８年７月９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 １１名（一般技術者）

イ

第２回

平成２８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
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 １４名（一般技術者１３名、会員１名）

ウ

第３回

平成２９年３月４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 １３名（一般技術者１１名、会員２名）

２．電気事故等についての調査・分析、公表事業（公２）
（１）電気技術者等を対象とした電気使用を取り巻く環境の変化、新器具・機器に対
する技術の啓蒙と、最新情報の周知をするために「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２９年３月１４日（火）１３：００～１６：３０
場 所 きゅりあん「大ホール」
テーマ イ．「過去の経験から学んだ設計・施工時の確認ポイント」
ロ．「統計からみたＰＡＳの有効性とその劣化対策について」
受講者 会員 ３００名 一般技術者 ３４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２８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
２，４２０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。
(発行７回：発行部数１回あたり２，９５０部、 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２８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１２０部 担当：広報
委員会）
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２８年８月５日（金）１３時００分～１５時５５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)「笑うが勝ち」
受講者数 ７８８名（会員 ３８１名
一般技術者 ４０７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
１４，１６０部
電気安全ポスターの配布
１７，３００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「Ｍｉ
ＲａＩ」を自家用施設者に配付した。
（発行４回：発行部数１回あたり ７４，４３０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 １，５００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 ４，９００部、担当：出版委員会）
（５）「ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の期限内処理に向けて」への協力
「ＰＣＢ含有電気機器等に関する調査」実態調査（掘り起こし調査）実施への
協力（環境省、東京都、神奈川県）
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

５８１件
９１件
２１件

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

６４件
６件
４９０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
５件
保安規程に関するもの
４件
電気事故報告に関するもの
２件
電気設備の技術基準等に関するもの ３件
その他
５件
保安管理業務に関する事項
事務的内容に関するもの
３１件
技術的内容に関するもの
７件
その他
２８件
電気安全に関する技術的事項
受電設備に関するもの
６件
負荷設備に関するもの
１件
一般用電気工作物に関するもの
２件
その他
３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
機器に関するもの
１件
その他
２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１０１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
（１）産業構造審議会 保安分科会 電力安全小委員会での審議
（２）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
（３）高調波抑制対策専門部会での審議
（４）「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
（５）ＰＣＢ廃棄物早期処理関係連絡会での審議
（６）電気設備技術基準性能規定化検討調査委員会 需要設備作業会
（７）太陽光発電設備の保守・点検に関する連絡会議
（８）電気保安人材の中長期的な確保に向けた検討委員会
Ⅲ．その他
１．会議関係
（１）第４６回定時総会
平成２８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 ４４０名 (委任状提出数 １，３４４通)

・可決された議案
第１号議案 平成２７年度決算報告承認の件
（監 査 報 告）
第２号議案 理事選任の件
第３号議案 平成２８年度役員報酬額の件
（報告事項）
１．平成２７年度事業報告
２．平成２８年度事業計画書
３．
同
収支予算書
(２) 理事会
ア 第４１６回通常理事会 平成２８年５月１３日
議決事項
・平成２７年度事業報告及び同決算報告の件
・
同
特別準備金の積立について
・
同
決算報告の件
・平成２８年度役員報酬額の件
・第４６回定時総会提案議案確認の件
・支部長・事業監査委員委嘱の件
・支部通信員変更について
イ 第４１７回通常理事会 平成２８年６月１３日
議決事項
・役員候補推薦等に関する規則の改正について
ウ 第４１８回通常理事会 平成２８年１２月１日
議決事項
・職務執行状況報告
・平成２８年度上期報告
・平成２８年度上期決算報告
エ 第４１９回通常理事会 平成２９年３月１５日
議決事項
・平成２９年度事業計画書（案）承認の件
・
同
収支予算書（案）承認の件
・会員の入会・退会に関する規則の改正の件
・交通費支給基準（交通費支給基準別表）の改正の件
・事業監査委員変更の件（静岡支部）
（３）業務運営会議
ア 第１回 平成２８年４月５日
議決事項
・第４６回定時総会提案議案の件
・電気安全外部表彰の件
・平成２８年度会長表彰の件
・入会申込者に対する承認の件
・就業規則取扱細則改正（案）
イ 第２回 平成２８年５月１３日
議決事項
・第４１６回通常理事会付託事項について
・入会申込者に対する承認の件

ウ 第３回 平成２８年６月７日
議決事項
・第４１７回通常理事会付託事項について
・入会申込者に対する承認の件
・平成２８年度夏季役員等合同研修会について
・第４６回定時総会の件
エ 第４回 平成２８年６月１０日
議決事項
・第４６回定時総会の件
オ 第５回 平成２８年７月５日
議決事項
・第２０回 平成２８年度夏季役員等合同研修会の開催について
・入会申込者に対する承認の件
・会員増加に向けた提案事項（各支部 入会個人相談窓口の設置）
・第４６回定時総会議案への質問に対する対応について
カ 第６回 平成２８年９月６日
議決事項
・定款第５７条の規程に基づく、役員候補者推薦等に関する規則第４条
（構成）による役員候補者推薦委員会委員の選出
・役員候補者推薦等に関する規則第９条（告知）の件
・入会申込者に対する承認の件
・入会金分納申請に対する承認の件
・会員増加に向けた提案事項(会員募集パンフレット作成)
・寄附金募集について
・今後の取り組み方法について（事業評価ヒアリング）
・団体総合補償制度費用保険（WIZ）加入について
・平成２８年度決算・予算スケジュールについて
キ 第７回 平成２８年１０月４日
議決事項
・役員候補者推薦委員会 委員委嘱の件
・経済産業大臣表彰者選出の件
・入会申込者に対する承認の件
・「自家用電気工作物（月次・年次）点検補足資料作成」報告書
ク 第８回 平成２８年１１月１日
議決事項
・第４１８回通常理事会提案事項について
・本部委員会等及び各支部とのヒアリング結果に基づく提案
・遊休財産・財政調整積立資産の取扱（案）
・来期Ｈ２９協会会費の件（継続審議事項）
・会員増加に向けた提案事項（賛助会員へのマインダー傷害保険適応）
・入会申込者に対する承認の件
ケ 第９回 平成２８年１２月１日
議決事項
・第４１８回通常理事会報告事項について
・平成２８年度本部上期決算報告
・責任分界点・東電ＰＧに対する提案
・保安センター 応動員への応動依頼一斉メール配信の試験実施について

・組織基盤強化推進に向けた提案事項（制度高度化ワーキンググループの
設立）
・入会申込者に対する承認の件
・事業評価ヒアリング結果に基づく各委員会運営改善策（案）
コ 第１０回（臨時） 平成２８年１２月２７日
議決事項
・事業評価ヒアリング結果に基づく各委員会運営改善（案）
・「協会青年部」（仮称）設立に向けて
・賛助会員入会に向けた整備について
・山梨支部不適切な経理処理について
・組織基盤強化推進に向けた提案事項（業務運営マニュアル勉強会の開
催）
サ 第１１回 平成２９年２月１日
議決事項
・事業評価ヒアリング結果に基づく各委員会運営改善（案）
・平成２９年度事業計画（案）
・入会申込者に対する承認の件
・提案書「外部表彰に関わる推薦基準の制定について」
・役員任期改正提案
・協会業務関係勧告について
・組織基盤強化推進に向けた提案事項(追加)(業務運営マニュアル勉強会
の開催)
シ 第１２回 平成２９年３月１日
議決事項
・第４１９回理事会提案事項
・入会申込者に対する承認の件
・業務運営マニュアル勉強会の開催の件
・賛助会員（法人）の入会について
・事業監査委員変更の件（静岡支部）
・組織基盤強化推進に向けた提案事項（追加）
（４） 事業調査ヒアリングの実施
・平成２８年１０月
・平成２７年度事業評価に基づくヒアリング
・各委員会等 （６委員会、１プロジェクト）
・支部（１１支部）
２．委員会等関係
(１) 理事・監事・支部長合同会議
ア．(平成２８年５月１３日) 第４１６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４６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。
イ．(平成２８年１２月１日)第４１８回通常理事会終了後、理事・監事・支部
長合同会議を開催し、報告事項ほかについて説明し、意見交換した。
・主任技術者制度の解釈及び運用（内規）の改正に伴う委託細目書Ⅲの付帯
について
・太陽電池発電設備に関わる使用前自己確認制度について

(２)

(３)

(４)

(５)

(６)

(７)

・各支部での会員倫理問題の適応経過について
支部長会（開催回数 ６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２８年度夏季役員等合同研修会｣開催の件
・各支部倫理委員会報告に基づく情報交換・情報の共有を行った。
・東京電力高圧引込用開閉器操作の有償化に伴う点検対応について説明・意見交換
・ＰＣＡ会計システムのクラウド方式への移行について
その他
夏季役員等合同研修会 平成２８年８月２５日
協会本部役員及び委員長並びに各支部長等による合同研修会を開催し、公益
法人としての現状と問題点について意見交換した。
・ 第１テーマ：「支部のあり方」について
・ 第２テーマ：「財産管理の仕方」について
・ 第３テーマ：「共済会との関係」について
総務委員会（開催回数 １０回）
・「自家用電気工作物点検補足説明資料」（需要設備編）及び（太陽光発電設
備編）について内容を検討し、作成配布した。
・入会希望者説明会を実施し、出席者に説明を行った。
技術安全委員会（開催回数 １１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）笑うが勝ち）
・「過去の経験から学んだ設計・施工時の確認ポイント」「統計からみたＰＡ
Ｓの有効性とその劣化対策について」をテーマとして、「技術研究発表会」
を開催した。
定期研修委員会（開催回数 ７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。
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２８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２８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。
(８) 基礎講習委員会（開催回数 ６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。
(９) 出版委員会（開催回数 １２回）
・お客さま向け手帳｢オレンジダイアリ２０１７｣(平成２８年版)を発行した。
・｢現場からの電気事故・ヒヤリハット報告 ～経験から学ぶ電気管理の極意
～｣の原稿を作成した。
・「法・令等の改正に対する情報データの集約」
（10）基盤強化推進プロジェクト（開催回数 １０回）
・公益社団法人としての基盤強化を目的とする組織体制確立の検討
・業務運営マニュアル勉強会実施の提案
・入会希望者説明会出席者の入会率引き上げについての検討
・入会個別相談窓口（支部）の設置、保安管理一般研修会でのパンフレット配布
・寄附金制度の導入（６月１日開始）
・税額控除に係る証明の申請に関わる準備
・「協会青年部」（仮称）の設立に向けた課題等の検討
「制度高度化ワーキンググループ」（支部勉強会）の設立及び、本部にて連
絡会の定例的な開催についての提案
（11）役員候補者推薦委員会（開催回数 ５回）
・平成２９年度役員改選に伴う通常会員役員候補者を選出し、会長あてに報告
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(理事）
(ｵ)
同
関東支部(運営委員)
(ｶ)一般財団法人電気安全環境研究所(評議員)
(ｷ)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
・澁澤委員会澁澤賞受賞者選考委員会
・高調波抑制対策専門部会
・高圧分科会
・キュービクルＪＩＳ原案作成委員会
(ｳ)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
・
同
広報推進委員会

・関東地区電気使用合理化委員会
・電気安全向上連絡会議
(ｴ)一般財団法人電気技術者試験センター
・
同
評議員
・第三種電気主任技術者試験委員会
(ｵ)公益社団法人全関東電気工事協会
・優良器材認定委員会
(ｶ)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
(ｷ)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
(ｸ)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
(ｹ)全国電気管理技術者協会連合会
・保安問題研究委員会
(ｺ)PCB 廃棄物早期処理推進ワーキンググループ
(ｻ)PCB 廃棄物早期処理推進関係者連絡会議
(２)

会員及び受託件数の推移
平成２８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 29 年 3 月 31 日現在
２，３０９名
７６，９１３件
３３．３件
平成 28 年 4 月 1 日現在
２，３７０名
７７，３５３件
３２．６件
増 加 数
△６１名
△４４０件
増 加 率
△２．６％
△０．６％
なお、入会者は５０名、退会者は１１１名(うち死亡による者２１名)である。

(３)その他
・会員健康管理調査「脳ドック」等受診状況を、支部毎に調査し結果を集約した。
Ⅳ．支部関係
支部における事業活動報告
基盤強化に向け効果的で実効性のある、組織体制の確立を図り保安管理技術の啓発、
電気保安意識の高揚等、各支部において以下の事業を実施した。
東京東南支部
１．研修・セミナー・育成事業（公１）
保安業務の基礎的知識及び技術的な講義の受講並びに実技の習得を目的とした事業
の実施及び研修会等に参加した。
（１）実技技術講習会 平成２８年７月２３日 城東職業能力開発センター
講習テーマ「高圧ケーブル端末処理について」
「直流絶縁耐力試験、新小電力無線（Wi-SUN）について、
及び測定機器の校正」 講師 ４名
「マルチリレーの試験・整定の方法について」
講師 ９名

「ＰＦ－Ｓの保護協調について」
講師 ４名
「高圧メガーの充電電量測定によるケーブルの
講師 ４名
絶縁劣化診断について」
出席者：支部会員１０６名、他支部会員１４名、一般６名 合計１２６名
（２）講師の派遣
①第１回東京２支部合同保安管理技術一般研修会
平成２８年４月１５日 中央・城北職業能力開発センター
内容 座学研修「ＯＣＲ試験について」
講師 ６名
実技研修「ＯＣＲ試験」デジタルタイプ・静止型他
（模擬盤、実機、試験機材を使用し実技講習）
参加人数： ２９名（内一般 ２６名・不明 １名・会員 ２名）
②第２回東京２支部合同保安管理技術一般研修会
平成２８年８月１９日 中央・城北職業能力開発センター
内容 座学研修「地絡（方向性）継電器について」
講師 ５名
実技研修「地絡（方向性）継電器試験、ＵＧＳ、ＤＧＲ、ＧＲ試験」
（模擬盤、実機、試験機材を使用し実技講習）
参加人数： ２５名（内一般２１名）
③第３回東京２支部合同保安管理技術一般研修会
平成２８年１２月１３日 中央・城北職業能力開発センター
内容 座学研修「耐圧試験について」
実技研修「高圧交流耐圧試験、防具耐圧試験、Ｇ方式高圧絶縁抵抗試験、
高圧直流耐圧試験、絶縁抵抗、接地抵抗測定試験、ケーブル、
ＰＡＳ等」
（模擬盤、実機、試験機材を使用し実技講習）
出席者数 ２４名 （内一般 １８名・会員 ６名）
（３）例会を利用した技術研修 日本教育会館
①平成２８年５月２６日 会員参加者１１３名
研修内容 ①共済会保険の話し 講師：エレックスサービス保険代理店
②電力自由化の最新動向について 講師：会員
②平成２８年６月２３日 会員参加者９１名
研修内容 ①メガーの歴史と今後の展開 講師：㈱ムサシインテック
②活線メガーの活用について 講師：会員
③平成２８年１０月２７日 会員参加者７７名
研修内容 ①ウルトラホンの紹介 講師：東栄電気工業㈱
②重大事故の倫理委員会報告 講師：会員
④平成２８年１１月２８日 会員参加者７２名
研修内容 ①点検（月次･年次）補足説明 講師：本部総務委員
②安全キャンペーン 講師：本部技術安全委員
⑤平成２９年２月２３日 会員参加者７０名
研修内容 ①大和ハウスによる新電力の説明 講師：大和ハウス工業㈱
②高圧ケーブル調査アンケート結果のまとめと検討 講師：会員
③高濃度・低濃度ＰＣＢ含有電気工作物について
講師：会員
⑥平成２９年３月２３日 会員参加者８０名
研修内容 ①最新の雷害対策と接地工法について 講師：㈱昭電
②高圧ケーブルの使用年数と事故発生の実態 講師：会員
（４）現地研修会の開催
①長野県上田市 日置電機㈱本社 見学・研修
平成２８年９月２７日、２８日
参加会員 ６３名

②富士電機機器制御㈱ 吹上営業所 研修：ＶＣＢのメンテナンス
平成２８年６月２９日 参加会員 ２６名（第１、５地区）
（５）広域災害訓練 平成２８年９月１日
２．電気事故に関する調査、情報収集、分析･公表事業（公２）
（１）安全キャンペーン 平成２８年１１月２８日 日本教育会館
内容 「事故事例の紹介、原因分析、再発防止対策の公表」 参加者 ７２名
３．電気安全キャンペーン「電気使用安全月間」への参画等の普及事業（公３）
（１）団扇、ポスター、パンフレット等の設置者への配布
（２）広報紙「ＭｉＲａＩ」の設置者への配布
４．技術相談、助言、支援事業（公４）
（１）受信件数
３件
（２）内容 技術基準に関する質問 １件
保安管理に関するもの ２件
電気使用合理化に関するもの ０件
５．会員の保安管理業務を支援する事業（他１）
（１）第１回通常全体会議 平成２８年４月６日 弘済会館
会員数２０２名 出席者８９名 委任状５３名 合計 １４２名
（２）事業運営会 開催回数 １０回
（３）支部例会 開催回数 ９回
（４）地区会 １０地区 合計４６回
（５）東京共同事務所運営委員会 開催回数 １１回
（６）忘年会 平成２８年１２月１２日 お茶の水ホテルジュラク 参加者 １０８名
（７）入会希望者面接 ５回 入会希望者７名
（８）外部団体への参加状況
①東京都電気工事工業組合（足立地区本部）忘年会 平成２８年１２月６日
出席者数 １名
②
同
（上野地区本部）新年会 平成２９年１月１７日
出席者数 １名
③東部電設工業協同組合並びに都工組
（江東・墨田・江戸川・葛飾地区本部）賀詞交換式典
出席者数 １名
④東京都電気工事工業組合（本部）新年会
出席者数 １名
６．会員の職務倫理の確立に関する事業（他２）
（１）倫理委員会 １回
不適切事例の審議、再発防止対策の策定、及び年次点検のアンケート調査と完全
実施に向けた方策を審議
（２）例会、地区会において職務倫理確立のための情報提供、資料配付
東京西北支部
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（東京東南支部共催）
①第１回東京２支部合同保安管理技術一般研修会
平成２８年４月１５日 中央・城北職業能力開発センター
内容 座学研修「ＯＣＲ試験について」
講師 ６名
実技研修「ＯＣＲ試験」デジタルタイプ・静止型他
（模擬盤、実機、試験機材を使用し実技講習）
参加人数： ２９名（内一般 ２６名・不明 １名・会員 ２名）

②第２回東京２支部合同保安管理技術一般研修会
平成２８年８月１９日 中央・城北職業能力開発センター
内容 座学研修「地絡（方向性）継電器について」
講師 ５名
実技研修「地絡（方向性）継電器試験、ＵＧＳ、ＤＧＲ、ＧＲ試験」
（模擬盤、実機、試験機材を使用し実技講習）
参加人数： ２５名（内一般２１名）
③第３回東京２支部合同保安管理技術一般研修会
平成２８年１２月１３日 中央・城北職業能力開発センター
内容 座学研修「耐圧試験について」
実技研修「高圧交流耐圧試験、防具耐圧試験、Ｇ方式高圧絶縁抵抗試験、
高圧直流耐圧試験、絶縁抵抗、接地抵抗測定試験、ケーブル、
ＰＡＳ等」
（模擬盤、実機、試験機材を使用し実技講習）
参加人数： ２４名 （内一般 １８名・会員 ６名）
（２）保安管理セミナーの開催（例会時を利用した技術、安全等研修会の実施）
①平成２８年５月２４日
演題等 「ＰＣＢ含有機器の処分について」
出席会員 ８７名
②平成２８年７月２１日
演題等 「キュービクル塗装補修について」
出席会員 ７７名
③平成２８年８月２９日
演題等 「キュービクル塗装補修について」
出席会員 ８２名
④平成２８年１１月２２日
演題等 「ＵＧＳ借室用接地ユニットについて」
出席会員 ８０名
「配電箱結露防止剤について」・「引き紐収納箱について」
⑤平成２８年１２月１９日
演題等 「自家用波及事故防止の推進について」
出席会員 ８０名
⑥平成２９年２月２１日
演題等 「外部委託制度を取巻く環境について」
出席会員 ７８名
⑦平成２９年３月２２日
出席会員 ８１名
演題等 「高圧ケーブル端末処理剤及び防鼠効果のあるパテ材ついて」
（３）現地研修会
平成２８年１０月２７日・２８日
出席者 ２８名（一般 ３名・会員 ２５名）
視察等 群馬県富岡製糸場見学ほか
２．電気事故等についての資料収集、分析、公表に関する事業（公２）
調査項目 波及・感電事故等
公表方法 安全キャンペーンの開催(平成２８年８月２９日)及び例会時
演題等 「事故情報の分析と事故再発の防止について」･「ケーブル診断について」
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）安全月間活動において、次の活動時に実施した。
①電気使用安全月間ポスター及び省エネ推進ＰＲ用団扇の配布
②地絡保護装置付き高圧開閉器（ＰＡＳ・ＵＧＳ）装置の勧奨
（２）例会等により、常に電気安全や電気使用合理化についての広報活動を実施した。
①例会時を利用した技術、安全等研修会の実施
（３）事業場における、節電等に関する助言ポスター配布
①広報紙｢ＭｉＲａＩ｣の配布
４．電気に係る技術的事項等についての相談、助言、支援に関する事業（公４）
受信件数
１４件

主たる項目

相談、指導
２件
支援
０件
主な内容 ①電気管理技術者の業務について
②受電設備の改修について
５．会員の保安管理業務の支援に関する事業（他１）
（１）活動概要
①自家用需要家引込用区分開閉器操作講習会開催
②関係機関との協調 電気安全各地区委員会
電気使用合理化各地区委員会
（一財）関東電気保安協会との定例会
③第１回全体会議 平成２８年４月６日
１１６名（委任状を含む）
④臨時全体会議 平成２９年２月２１日
１１１名（委任状を含む）
⑤事業運営会議 開催数 １０回
⑥支部例会
開催数
９回
⑦会計監査
開催数
２回
⑧忘年会
平成２８年１２月１９日
⑨入会希望者面接 開催数 ５回 ５名
⑩各種保険及び自動車保険についての説明
（２）保安管理技術新入会員研修会の開催
①平成２８年８月１５日 中央・城北職業能力開発センター
出席者数 ４名
演題等 座学研修「外部委託制度及び電気管理技術者の心構え」
「最近の事故例、電気設備の点検について」
（３）その他事業
①東京共同事務所の運営方針変更について討議
６．会員の職務倫理の確立に関する事業（他２）
（１）例会において情報の提供
（２）倫理委員会の開催
①適切な保安管理業務の遂行について
②会員の倫理規程逸脱行為に関する討議
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）技術講習会 平成２９年２月１４日 たましん RISURU ホール
演題「端末処理部品の紹介」
「漏電探査方法」
出席者１０７名、一般１１名
（２）主任技術者セミナーへの参加促進 平成２９年３月１５日 国分寺いずみホール
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」
「高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理手続きについて」
「系統連系について」
出席者 ７８名
２．調査・分析・公表事業（公２）
本会・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２８年度技術研究
発表会」（本会主催）への出席促進を図った。
出席者 ３７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・啓発を図るため、下記の事業を行った。
（１）安全講習会 平成２８年８月２６日 立川グランドホテル

演題「高圧自家用波及事故の防止対策について」
「意外なトラブル」
「安全キャンペーン他」
出席者 １５５名
（２）平成２８年度電気安全講演会（本会主催）への参加促進
出席者 ５４名
（３）団扇・ポスターの配布協力による広報活動
①団扇有償配布 ７８４枚 月次点検時お客様へ配布
②多摩地区各市町村の夏祭り・盆踊り大会及びコミュニティーセンターへの団扇無
償配布６００枚配布
③ポスター１,０６０枚 月次点検時お客様へ配布
④「ＭｉＲａＩ」の配布協力 ４回／年(５,５００部/号)
年間２２，０００部
（４）ホームページの活用による広報活動
（アクセス回数年 ７２０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。 計１２件
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
８件
電気安全に関する技術的事項
０件
電気使用合理化に関する事項
２件
（２）本部保安センターからの緊急応動を実施した。 １件
５．会員の業務支援事業（他１）
会員の保安業務支援のための事業を行った。
（１）平成２７年度全体会議 平成２８年４月２２日
立川グランドホテル 出席者 １７２名
（２）事業運営会
開催数 １０回
（３）総務委員会
開催数
６回
（４）技術安全委員会 開催数 １１回
（５）広報委員会
開催数 １１回
（６）安全祈願祭・新年会 平成２９年１月１４日 高幡不動尊 参加者 １１６名
（７）小事業運営会
開催数 ２７回
（８）地区例会 ８地区
合計 ６６回
（９）入会希望者の面接と支援を実施
計 ７名
（10）(一財)関東電気保安協会との懇親会 平成２８年７月２８日
立川グランドホテル 出席者 ９名
６．会員の職務倫理確立のための事業（他２）
（１）事業運営会及び地区例会で法令遵守の再認識を周知した。
（２）安全ビデオを各地区会で視聴し、安全意識の高揚を目指した。
山梨支部
１．研修、セミナー、人材育成事業（公１）
（１）実技講習会 平成２８年８月２２日 山梨県電気会館
参加者 ２２名
（２）広域災害対策無線通信訓練 平成２８年８月２７日 山梨県電気会館
参加会員 １４名（内無線通信相手方 ７名）
（３）高校生を対象とした現地保安管理研修会
平成２８年１０月２４日～１１月２１日（内４日間）
場 所 山梨県立韮崎高校及び会員受託事業所
参加者 高校生 ８名 派遣講師 ６名
（４）保安管理一般研修会（現地研修会）平成２８年１０月３１日・１１月１日
場 所 株式会社明電舎沼津事業所

参加者 ４２名（一般技術者 １名）
（５）保安管理技術研修会 平成２８年１１月２４日 山梨県電気会館
参加者 ４２名（一般技術者 ３名）
２．電気安全キャンペーン、「電気使用安全月間」への参画等 普及・啓発事業（公２）
（１）ＰＡＳ勧奨の実施依頼 平成２８年７月３１日
東京電力株式会社 １７事業所
（２）電気安全街頭キャンペーン 平成２８年８月１日
参加会員 １３名
（３）保育園電気安全点検 平成２８年１０月～１１月
実施施設 北杜市白州他 １０施設
参加会員 ３７名
（４）電気安全キャンペーン講演会 平成２８年１０月２６日 山梨県電気会館
参加者 ６３名（一般技術者 １３名）
（５）試験測定器の校正 平成２９年２月２２日 山梨県電気会館
校正数 支部会員 ５６台（一般事業所 ０台）
（６）普通救命講習会 平成２９年２月２２日 山梨県電気会館
参加者 １６名
３．技術相談、助言、支援事業（公４）
（１）ホームページを活用しての電気保安に関する相談、苦情等の収集
相談件数 ０件 構成員 ５名
（２）保護具の耐圧試験 平成２８年５月２５日 日星株式会社地内
試験数 １４品（一般事業者品を含む。）
（３）年末年始緊急応動体制の確立 平成２８年１２月２８日～平成２９年１月４日
対象 支部会員受託事業所
構成員 １０名
４．会員の保安管理業務の支援事業（他１）
（１）新入会員懇談会 平成２８年８月２２日 山梨県電気会館
参加者 １３名
５．会員の職務倫理の確立に関する事業（他２）
（１）倫理規程学習会 平成２８年８月２２日 山梨県電気会館
参加者 ３８名
（２）委員会関係
①第６回全体会議 平成２８年４月２７日 山梨県電気会館
出席者 ５０名 委任状提出者 １５名
②総務委員会 開催数 １回
③技術委員会 開催数 ６回
④保安委員会 開催数 ３回
⑤広報委員会 開催数 ５回
⑥倫理委員会 開催数 １回
⑦会計 開催数 ５回
⑧出前事業プロジェクト 開催数 ６回
⑨ホームページ推進プロジェクト 開催数 ４回
神奈川支部
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）支部技術安全講習会 平成２８年１０月４日 横浜市開港記念会館
演題「安全キャンペーン」、「高圧ケーブル製造方法及び高圧ケーブルの絶縁診
断」、「ミトコンドリアの力：若々しく健康に生きる」、「ＣＶケーブルの
直流高圧診断方法」、「ケーブル点検に向けた製品の特徴について」、
受講会員 ２６０名、一般技術者 ５名
（２）保安管理技術研修会 ＫＹトレーニング 平成２９年２月３日
演題「危険を予知し、安全作業を行うための訓練」
参加者 ２１名

（３）現地研修会・勉強会･セミナー
①広域災害対策訓練 平成２８年９月１日 訓練動員数１０３名
地震等災害発生時の広域にわたる設備点検の訓練及び地区会員の安否確認を実施
②技術討論会 平成２８年９月２３日
出席者 １５名（内 討議者 ５名）
優れた技術や知見を持つ会員による討論会を行い、その結果を告知し技術的な底
上げを図った。
③講師派遣
（一財）電気工事技術講習センター等の関係団体
派遣者数 ８名
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）
（１）直近の事故事例を調査･分析し、都度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、電気防止施策を推進した。
（３）微量ＰＣＢ入り機器に関する情報を収集し、公表した。
（４）支部技術情報誌「電気管理神奈川 第１３号・第１４号」を発行し、技術情報
を公表した。
（５）関係諸団体と連携して、電気安全に関する情報収集し、公表した。
①（一財）関東電気保安協会神奈川事業本部との定例懇親会
平成２８年４月２１日
参加者 支部 １３名 保安協会 １３名
平成２８年１０月２８日
参加者 支部 １３名 保安協会 １２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）電気使用安全月間に参画し、次の活動を行った。
①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リニューアルし、常時、電気安全や電気合理化について広報
活動を行った。
４．電気に係る技術的事項等についての相談、助言、支援に関する事業(公４)
（１）電気安全相談窓口にて、広く一般の相談に応じた。
相談件数２１件
（２）支部保安センターを継続させた。
（３）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２８年７月１１日 参加者 ２４名
５．会員の保安管理業務の支援に関わる事業（他１）
（１）会員相互の情報の共有化･高度化による共通認識を育成し、会員の相互援助・
協力体制を発展推進するため、支部技術安全講演会を開催した。
（２）国の自家用電気工作物の保安に関する施策や、電気使用合理化に関する施策に
ついて、必要情報を会員に周知するための会議を毎月開催した。
①事業運営会 開催数 １２回
②各地区例会 開催数 １２回
③入会申込者に対する面接（定期的奇数月 ６回実施）面接者 １０名
④他支部との情報交換を行い、協調を図った。
⑤関係諸団体の行事、講演会、情報交換会等に参加した。
⑥協会事業及び支部運営の周知のため、事業運営会にオブザーバーが出席した。
⑦自家用受託施設の受託要請が１４件あり、その内６件を受託した。
（３）第４６回全体会議 平成２８年４月２７日 ワークピア横浜
出席者数 ３１６名（委任状 ９３通）
（４）委員会活動
①総務委員会
開催数 １０回
②技術安全委員会
開催数 １０回

③広報渉外委員会
開催数 １２回
④全委員合同会議
開催数
１回
６．会員の職務倫理に関する事業（他２）
会員の職務倫理を確立するため倫理委員会を開催し、会員に必要情報を提供した。
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 平成２８年９月９日
静岡支部（沼津・富士）
参加会員 １００名
２．意識啓発事業（公３）
（１）静岡県東部電気工事組合電気安全講習会 平成２８年５月２７日
演題「電気安全・労働安全衛生法について」
東部電気工事協同組合富士支部 受講者 ４１名
（２）第３４回電気安全セミナー 平成２８年６月１６日
演題「安全に電気を使うための基礎知識」 富士（ロゼシアター）受講者 １２名
（３）第３５回電気安全セミナー 平成２８年１１月１５日
演題「安全に電気を使うための基礎知識」沼津（沼津卸商社センター）
受講者 １６名
（４）一般電気主任技術者セミナー 平成２９年２月１７日
演題「安全に電気を使うための基礎知識」富士（ロゼシアター）受講者 ３２名
３．相談・助言・支援業務（公４）
（１）「Ｄｏｌｉｇｈｔフェスタ２０１６」に協賛し、通学路の街灯を設置するため
の推進、「省エネ団扇」を配布し省エネ運動の実施 平成２８年９月１８日
昭和自動車学校 ブース入場者 ３８８名
（２）技術研修会の実施
トヨタ産業技術記念館・鵜飼ミュージアム・たまりや醤油工場において研修
平成２８年１０月２６・２７日 参加会員 ５０名
４．会員の業務支援事業（他１）
（１）第６回通常全体会議 平成２８年４月２１日 ホテル天坊 参加会員 ８７名
（２）関東電気保安協会との連絡会 平成２８年７月１４日
支部役員 １０名
（３）賀詞交換会 平成２９年１月２４日 ホテルグランド富士 参加会員 ７８名
５．会員の職務倫理確立のための事業（他２）
(１) 職務倫理に関する必要情報の提供（地区例会等）
（２）職務内容に関する勉強会、研修会
埼玉支部
１．保安管理技術者等に対する研修、人材育成に関する事業（公１）
電気の保安に関する専門的技術や知識等の向上を図り、社会における電気事故の防
止、並びに人材を育成するため、次の事業を実施した。
（１）安全大会の開催 平成２８年６月２９日 ソニックシティ小ホール
講演「接地について」 講師 電気設備学会
「安全運転と高齢者の運転事故防止について」
講師 埼玉県警大宮警察署
「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」
講師 東京電力ＰＧ埼玉総支社広域事業Ｇ
出席者 ２３２名、一般 ３名受講
（２）技術安全講習会 平成２９年２月２８日 ソニックシティ小ホール
演題「雷害対策－雷被害の概要及び対策方法の紹介」
講師 音羽電機工業㈱

「高圧ケーブルの製造方法及び高圧ケーブルの絶縁診断」
講師 矢崎エナジーシステム
「太陽光発電システムの効果的保安管理」
講師 埼玉支部技術安全委員会
出席者 ２３２名、一般 ６４名
（３）広域災害訓練 平成２８年８月３１日
「集合訓練」 ３４７名／４０７名 参加率 ８５％
「ＮＴＴ伝言ダイヤル訓練」
「メール連絡訓練」地区長ベースで実施
（４）講師派遣
①平成２８年８月 「前期保護継電器トレーニング講習」
②平成２８年９月 「前期新入会員講習」
③平成２９年２月 「後期保護継電器トレーニング講習」
④平成２９年３月 「後期新入会員講習」
⑤埼玉県立高等専門校下記７施設へ講師１７名を派遣した。
「職業能力開発センター」・「中央高等技術専門校」・「川越高等技術専門校」
「川口高等技術専門校」・「春日部高等技術専門校」・「熊谷高等技術専門校」
「熊谷高等技術専門校 秩父分校」
２．電気事故防止等について調査、資料収集、分析、公表に関する事業（公２）
感電死傷・波及事故等について、調査、資料収集、分析し公表した。
（１）技術講習会
（２）ＨＰ活用による公表
（３）支部会報「かいほう」117 号・118 号・119 号に掲載
発行部数 １,５４０部
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）電気使用安全月間活動において次の活動を行った。
①団扇、パンフレットの配布等
②会社従業員や工事業者等に対する安全講習会（安全大会）
③地絡保護装置付き高圧開閉器（ＰＡＳ・ＵＧＳ）の接地勧奨
（２）電気安全や電気使用の合理化についての広報活動を行った。
①ＨＰの活用による広報
②電気安全保安教育資料の配付等
４．電気に係る技術的事項等についての相談、助言、支援に関する事業（公４）
（１）電気保安関係法令や保安管理業務及び電気の安全や使用合理化に関する技術的
事項等について相談に応じ、指導、助言を行った。
（２）保安センターからの電気事故や故障発生時の事業場からの相談、要請に応じ指
導、助言をした。
５．会員の保安管理業務の支援に関する事業（他１）
（１）第４６回通常全体会議 平成２８年４月２０日 ラフレさいたま
出席者 １９２名 委任状 １８４名（4/1 会員数 ４０７名）
（２）地区例会 ８地区
①研修会、講習会の開催 延べ開催数 ３４回
②その他活動 延べ開催数 ４８回
（３）安全祈願 平成２９年１月２５日 大宮氷川神社
（４）入会希望者審査 開催数 ６回 面接者 １３名 入会者 １１名
６．会員の職務倫理の確立に関する事業（他２）
（１）合同研修会、勉強会の開催
（２）職務倫理に関する必要情報の提供

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 平成２８年１０月２５日 勢多会館大ホール
演題「高圧ケーブルの概要と保守診断について」 講師 ㈱フジクラ・ダイヤケーブル
「高圧ケーブル端末処理チェックポイント」
講師 古川電工パワーシステムズ㈱
「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」
講師 東京電力ＰＧ㈱太田支社
「東京電力分社化後の組織体制について、他」講師 東京電力ＰＧ㈱群馬総支社
「電気事故防止に関するビデオ上映」
出席者 １４３名 一般 ３名
（２）救急救命講習 平成２８年１１月２８日 勢多会館
受講会員 ３３名
講師 前橋市消防局中央消防救急隊員
（３）緊急集合訓練 平成２８年９月 災害対策委員の下、各地区毎に実施
（４）試験用測定器類の校正・耐圧試験 平成２９年３月２３日 勢多会館
構成者 技術安全委員会・小和田計測器販売 構成人数 ３９名
校正台数 １７２台 高圧活線用ゴム手袋 １７双 ゴム長靴 ４足
２．調査・分析・公表事業(公２)
（１）新電力の料金体系の調査･分析を行った。
①「新電力料金契約調査表」を作成し、受託先から聞き取りアンケート調査の実施
②調査で他を集約・集計した。
③調査分析チーム打合せ 開催数 ３回
（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）平成２８年８月１日 群馬県電気工事工業組合主催による「電気安全啓発キャ
ラバン隊」に（一財）保安協会と共に参加した。（群馬県庁・東京電力㈱群馬総
支社・高崎市役所・安中市役所・富岡市役所・藤岡市役所を巡回） 参加者４名
（２）電気使用安全月間期間関連行事参加
県内公共施設及び関連団体へ「省エネ団扇」(４４０枚)配布
４．相談・助言・支援（公４）
（１）ＨＰの維持･管理
（２）技術安全広報活動の情報提供を行った。
５．会員の業務支援（他１)
（１）第４３回通常全体会議 平成２８年４月２１日 ホテル天坊
会員総数 １４５名 出席者 １２２名 委任状 １６名 計 １３８名
（２）事業運営会 開催数 ９回
（３）支部例会 平成２８年１０月２５日 勢多会館大ホール
会員総数 １４８名 出席者 １４２名 欠席 ６名
（４）地区例会 ５地区延べ開催数 ３７回
（５）新春賀詞交歓会 平成２９年１月１９日 ホテルメトロポリタン高崎
高崎神社安全祈願含む 来賓 ８名 会員 ６７名 事務長 ２名 計 ７７名
（６）委員会活動
①運営委員会
開催数 ９回
②技術安全委員会 開催数 ７回
③広報委員会
開催数 ６回
④災害対策委員会 開催数 ４回
（７）新入会員講習会
第 1 回平成２８年９月２１日 参加者 ３名

第２回平成２９年３月２３日 参加者 １名
（８）新入会員実技講習 平成２９年３月２３日 勢多会館
参加者 ４名
（９）技術委員会が各地区を訪問し、会員所有測定器等の校正を行った。
（10）関係団体との情報交換
①群馬県電気工事工業組合 平成２８年１１月４日
出席者 １１名
②(一財)関東電気保安協会群馬事業本部 平成２８年１２月７日 出席者 １０名
③関係団体等への行事参加
「群馬県電気工事工業組合賀詞交歓会」・「電気主任技術者セミナー」・「電気安
全関東委員会電気安全表彰 優良賞２件」
④熊本大地震に対し義援金募集活動を行った。（日本赤十字社へ 162,029 円）
６．職務倫理の確立（他２）
（１）年次点検実施状況アンケートの実施
（２）支部行事・地区会への出席率向上についての検討会を行った。
（３）行事内容･連絡方法及び情報伝達等の改善、意識改革についての検討を行った。
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２８年７月２２日
演題「ＳＯＧ制御装置の点検方法について」
「太陽光発電システムの点検について」
｢高圧ケーブルの端末処理技術について｣
受講会員 ９４名、一般 ７名
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１．２）
（１）第２回保安管理一般研修 平成２９年２月１７日
参加会員 ８５名 一般 １０名
演題「ＰＣＢ産業廃棄物の処理と排出事業者へ対するコストダウン提案について」
「低濃度ＰＣＢ廃棄物の無害化処理認定施設の概要について」
「安全キャンペーン」（公２）
（２）電気使用安全月間に「毎日新聞」へ広告を掲載（公２）
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）電気使用安全月間ポスターの配布
（２）省エネ促進ＰＲ用団扇の配布（自治体や学校等）
（３）広報紙「ＭｉＲａＩ」を設置者に配布
（４）宇都宮工業団地内事業所の電気絶縁用保護具の絶縁耐力試験
平成２８年８月２５日 試験件数 １９件
４．会員保安管理業務の支援に関する事業（他１）
（１）会員研修旅行 平成２８年１１月１６日・１７日
参加者 １５名
見学施設 「山梨県立リニア見学センター」・「中部電力浜岡原子力館」
（２）日本電気技術者協会主催主任技術者セミナーへの参加
参加者 １５名
（３）新入会員研修会 平成２９年３月６日
参加者 ４名
（４）関係団体との情報交換
①（一財）関東電気保安協会 平成２８年７月２８日
参加者 ２２名
②栃木県電気工事工業組合 平成２９年２月１７日
参加者 ８５名
（５）関係団体等への行事参加
①電気安全関東委員会電気安全表彰 優良賞１件
５．会員の職務倫理確立のための事業(他２)

（１）新入会員の教育 平成２９年３月６日
（２）職務倫理 平成２９年２月１７日

参加者 ４名
参加者 １５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
【千葉会場】 平成２８年７月２６日 ヴェルシオーネ若潮 受講会員
研修テーマ１「東京電力グループ ホールディングス化の概要」
講師 東京電力ＰＧ㈱ 千葉総支社
２「平成２７年度自家用波及事故実績について」
「工事・事故時の連絡先と対処方法」
「ＡＳ無し高圧引き込みの開放手続きについて」
「高圧配電線微地絡検出器の概要と検出事例」
講師 東京電力ＰＧ㈱ 千葉総支社
３「電力自由化と新料金プラン」
講師 東京電力ＥＰ㈱

１７２名

【東葛会場】平成２８年７月２９日 東京電力ＰＧ㈱葛飾支社
受講会員 ８８名
研修テーマ１「東京電力グループ ホールディングス化の概要」
講師 東京電力ＰＧ㈱ 葛飾支社
２「平成２７年度自家用波及事故実績について」
「工事・事故時の連絡先と対処方法」
「ＡＳ無し高圧引き込みの開放手続きについて」
「高圧配電線微地絡検出器の概要と検出事例」
講師 東京電力ＰＧ㈱ 葛飾支社
３「電力自由化と新料金プラン」
講師 東京電力ＥＰ㈱
（２）電気安全出前講座を電気使用者向けに開催
①低圧電気特別教育講習会
平成２８年４月１４日 千葉市緑区（会員受託事業場）
受講者 ５０名
５月１２日 袖ケ浦市（会員受託事業場）
受講者 １５名
７月 １日 袖ケ浦市（会員受託事業場）
受講者 １６名
②電気安全出前講座
平成２９年２月１７日 習志野市（会員受託事業場）
受講者 １６６名
③電気安全出前講座「保護継電器試験実務セミナー」
平成２９年２月２７日 千葉市稲毛区ポリテクセンター千葉
受講者 ２４名
（３）広域災害訓練の一環として、ＳＮＳを利用した一斉メールを配信し連絡訓練を
行った。平成２８年９月１日、平成２９年３月１１日
２．調査・分析・公表事業(公２)
（１）第２回保安管理一般研修会
【千葉会場】平成２８年１１月２２日 ヴェルシオーネ若潮 受講会員 １６７名
研修テーマ１｢安全キャンペーン 事故情報の分析と事故再発防止｣
２「レーダーグラフを使った点検補足説明資料の作成方法」
講師 本部総務委員
【東葛会場】 平成２８年１１月２５日
東京電力ＰＧ㈱葛飾支社
受講会員 ７０名

研修テーマ及び講師

千葉会場と同様

３．普及啓発事業（公３）
（１）町会等納涼祭において省エネ・節電「団扇」の配布により電気安全・電気使用
合理化を啓発した。
①袖ケ浦市 平成２８年７月３０日
４００枚配布
②富津市老人ホーム 平成２８年８月６日
２００枚配布
③袖ケ浦市保育所 ５箇所
各５０枚
２５０枚配布
④印西市老人ホーム 平成２８年７月２９日
１５０枚配布
（２）関東地区電気使用合理化委員会千葉地区委員会に出席
第１回 平成２８年９月５日、第２回平成２９年３月１７日
東京電力ＰＧ㈱千葉総支社
支部参加者 支部長・合理会員千葉地区委員
４．会員の業務支援事業（他１）
（１）定期全体会議 平成２８年４月２２日 ザ・クレストホテル柏 京葉銀行文化プラザ
出席率（委任状含む）８０．３％
（２）千葉県電気工事工業組合松戸支部 第４７回定期総会懇談会
平成２８年５月１５日 松戸商工会議所別館
参加者 ２名
（３）千葉県電気工事工業組合 第５１回通常総代会懇親会
平成２８年５月２７日 千葉県電工会館
参加者 ２名
（４）千葉県電気協会本部・支部の合同定時総会
平成２８年５月３０日
東京電力ＰＧ㈱千葉総支社
参加者 ２名
（５）事業運営会 構成員３０名(８回/年）
事業運営会準備会 構成員 １０名(８回/年)
（６）平成２９年賀詞交換会 平成２９年１月３０日 船橋グランドホテル
来賓出席者 １５名 会員出席者 １０１名
５．会員の職務倫理確立のための事業(他２)
職務倫理規程遵守のための方策を審議した。
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）広域災害対策訓練 平成２８年９月１日
（２）技術安全研修会 平成２８年１０月６日
（３）他団体への講師派遣
①茨城県立水戸産業技術専門学院
１８日
②茨城県立日立産業技術専門学院
３日

参加者
出席者

１６０名
１３４名

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「安全キャンペーンテキスト他」平成２８年１０月６日
出席者 １３４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「ＡＥＤ取扱及び感電傷害について」平成２８年１０月６日 出席者 １３４名
（２）「牛久かっぱ祭り」（節電・電気安全対策）への参加
平成２８年７月３０日、３１日 参加者 １１名
（３）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｣各地区催事等

（４）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
演題「逆電力継電器の整定と試験方法」平成２９年１月１２日 出席者 １１４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 平成２９年１月１２日
出席者 １１４名
演題「公益社団法人東京電気管理技術者協会の最新の情報」
（２）自家用需要家引込用区分開閉器操作
受託件数 １４９件
（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
平成２８年１０月２１日出席者 保安協会 ７名 支部会員 ７名
（４）会員が所有する試験機器の校正を実施
平成２８年１０月２１日 （於）支部事務所
（５）賀詞交換会 平成２９年１月１２日 ホテルレイクビュー水戸
出席者（会員 ５６名、来賓 １３名、取引業者 ８名）
（６）事業運営会
９回
（７）技術安全委員会 ８回
（８）地区会 ８地区 合計７１回
（９）電気関係団体の開催事業への参加
①外部団体総会・総代会出席
２回
②外部団体賀詞交歓会出席
５回
③他支部賀詞交歓会出席
３回
６．会員の職務倫理の確立に関する事業（他２）
（１）技術安全研修会 平成２９年１月１２日
出席者
演題「公益社団法人東京電気管理技術者協会の最新の情報」
（２）地区会 ８地区 会員の相互援助等有益な資料の配付・勉強会等
（３）倫理委員会 ６回

１１４名

（平成 ２８ 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。

