
協会章

DENKAN

平成30年度実践スローガン

電気と水・空気の流れをイメージの中に
採り入れ、自然との調和が図形の基本を
なしている。電気・管工事の相互関係の
緊密性を流線的に表現することにより、
相互の独自性と発展性につなげるモチー
フが協会章の意図になっている。

１．県内業者への優先発注拡大強化と設備工事の分離発注をより一層推進しよう
２．働き方改革を推進し将来を担う人材確保・育成に努めよう
３．低炭素社会づくりを通じて地球環境保全を推進しよう
４．適正価格での受注を推進し品質の確保と安全施工に努めよう

 《主な加入団体》(H31年 1月現在 )　　　　　　　　  

（一社）日本空調衛生工事業協会（正会員）
（一社） 日本電設工業協会（正会員）
（一社）日本空調衛生工事業協会九州沖縄支部（正会員）
（一社）沖縄県建設産業団体連合会（正会員）
（一社）沖縄県建設業協会（賛助会員）
（一社）建築設備技術者協会（賛助会員）
（一社）公共建築協会（賛助法人会員）
沖縄県職業能力開発協会（正会員）
沖縄受信環境クリーン協議会（準会員）
（一社）沖縄県労働基準協会（正会員）
（社福）沖縄県社会福祉協議会（第 2種会員）
（一財）沖縄県社会保険協会（正会員）
（一財）労災サポートセンター（賛助会員）
沖縄県警察官友の会（維持会員）
（公社）那覇法人会（正会員）
（一社）日本電気協会沖縄支部（正会員）
（公財）暴力団追放沖縄県民会議（賛助会員）
※（一社）：一般社団法人、（社福）：社会福祉法人、（一財）：一般財団法人、
　（公社）：公益社団法人、（公財）：公益財団法人

■創　　　立：昭和 30年４月
■会　員　数：134社（H31年 1月末現在）
　　　　　　　（電気）41社　
　　　　　　　（管）20社
　　　　　　　（電気・管）40社　
　　　　　　　（賛助会員）20社
■従 業 員 数：3,976 名（H31年 1月調査）
■正会員年商：約 800億円（H31年 1月調査）
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　明けましておめでとうございます。
　皆様におかれましては、希望に満ちた輝か
しい新春を迎えられたこととお慶び申し上げ 
ます。
　また旧年中は、当協会の事業運営に格別なる
ご支援とご協力を賜わり衷心より厚く御礼申し
上げます。
　さて、「平成」の時代が30年経ち、新しい元
号が始まる年を迎えた本県経済は、引き続き個
人消費や観光関連が好調に推移し、建設業にお
いても公共・民間投資が底堅く、設備投資や住
宅投資も高水準で推移しております。リスク要
因としては、資源価格の上昇や労働人口の減少
が懸念されている状況にあります。
　昨年は、７月の西日本豪雨災害、その後の北
海道大地震、相次ぐ台風襲来等、全国各地で災
害が発生しましたが、改めて、被災されました
皆様にお見舞い申し上げます。
　また、災害復旧・復興には多くの建設企業が
ご尽力され、私ども設備業界でもライフライン
確保、復旧対応に奮闘されたと聞いており、衷
心より敬意を表しますとともに、私どもが果た
すべき使命・責務に対する認識を新たにしたと
ころでございます。
　一方で、建設業を取り巻く当面の重要課題は
「中長期的な担い手の確保・育成」となっており、

生産年齢人口が減少していく中、私たちが将来
を託す若者の確保・育成をどう担保していくか、
正念場にあるのではないかと強く感じていると
ころであります。
　電管協としても、若者にとって建設業が安全
で魅力ある産業として認識してもらえるよう、
適切な賃金水準の確保、社会保険加入対策活動
の継続、建設キャリアアップシステムへの取り
組み、さらに「建設業における働き方改革」へ
の取り組みを推進していく所存であります。
　また、この実現に向けては、業界の積極的な
取り組みとともに、設備工事の分離発注の維持、
適正な工期設定、請負金額への適切な反映等、
発注者の理解も重要となってまいります。加え
て、教育機関との意見交換、連携を通して情報
の共有、魅力ある業界の発信にも努める必要が
あると考えております。
　迎えました新しい年が、建設業界の更なる発
展の年となりますよう祈念申し上げますととも
に、関係各位のご健勝をお祈り申し上げ新年の
挨拶といたします。

魅力ある業界の発信に努める

一般社団法人　沖縄県電気管工事業協会
会長　中村　達
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  はいさい、いいそーぐわちでーびる。
  新年明けましておめでとうございます。
　平成 31年の新春を迎え、謹んで年頭の御挨
拶を申し上げます。
  一般社団法人沖縄県電気管工事業協会の会員
の皆様におかれましては、輝かしい新年を迎え、
更なる飛躍に向けて気持ちを新たにされている
ことと存じます。
　貴協会におかれましては、平素から沖縄県の
土木建築行政の推進に御協力を賜り、心から感
謝申し上げます。
　さて、平成 30年は、全国各地で甚大な災害
が発生しました。災害はひとたび起こると、社
会資本への影響が、私たちの生活に必要不可欠
な物資やサービスの供給の停滞を招き、社会・
経済に大きな影響を与えることとなります。
　このような状況においては、災害時を想定し
た心構えと意識を常に持ちながら、被害を最小
限に抑える取り組みが重要であります。
　本県においては、県が管理する橋梁の定期点
検を行うとともに、橋梁の長寿命化修繕計画を
更新しながら、補修事業を推進していくことと
しており、今後とも災害時における被害の最小
化を図る減災対策に取り組んでまいりたいと考
えております。
  本県の主要事業の進捗状況につきましては、
沖縄都市モノレール延長整備事業において、昨
年９月には全線の軌道桁を連結し、さらに、11
月には４駅全ての駅舎を完成することができま
した。今後は、自由通路等の整備、インターチェ
ンジやパークアンドライド駐車場の整備を進め
ながら、今年の夏頃の開業を目指して取り組ん
でいるところであります。
  また、下地島空港では、利活用事業者の三菱
地所株式会社により整備が進められている下地
島空港旅客ターミナル施設について、平成 31

年３月 30日に開業することが決定するととも
に、ジェットスター・ジャパン株式会社が成田
～下地島路線を最大１日１往復で就航すること
となっており、宮古圏域のみならず、本県全域
への波及効果があると期待しております。今後
も、宮古島市や関係機関と連携を図りながら、
下地島空港及び周辺用地の更なる利活用に取り
組んでまいります。
　建設業界は、好調な経済状況等を背景に県内
の民間と公共をあわせた建設投資額が増加傾向
にあるものの、技術者・技能労働者の高齢化や
若年入職者の減少などの様々な問題が顕在化し
ております。
  このような状況の中、県においても建設業の
働き方改革の推進を図っているところであり、
今後とも、週休２日工事やＩＣＴ活用工事の推
進、社会保険加入の徹底等に積極的に取り組ん
でまいりますので、魅力ある建設産業の推進に
向け、引き続き、会員の皆様のご理解とご協力
をお願いいたします。
　結びに、貴協会の益々のご発展と、会員の皆
様のご健勝・ご活躍を心から祈念申し上げ、挨
拶といたします。

地域の安全・安心を守り、
地域の活性化を推進する建設産業
　 

沖縄県知事　玉城　デニー
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　はいたい　ぐすーよー　いいそーぐゎちでー
びる。
　新たな年を迎えるにあたり、謹んで年頭のご
挨拶を申し上げます。
　一般社団法人沖縄県電気管工事業協会の皆様
におかれましては、日頃より本市の建設行政に
対し、格別なるご理解とご協力を賜り、厚く御
礼申し上げます。
　昨年 10月に行われた那覇市長選挙を経て、
引き続き２期目の市政を担うことになりまし
た。今後も、まちづくりの将来像である「なは
で暮らし、働き、育てよう！笑顔広がる元気な
まちＮＡＨＡ」の実現に向け、決意新たに各政
策を推進してまいります。
　昨年を振り返りますと、台風被害により、県
内各地で停電や電話、インターネットの利用が
できない通信障害が発生し、県民の生活に大き
な支障が生じました。この出来事は、防災対策
への意識を高めるとともに、施設を建設してい
くうえで、自然災害に対する備えの重要性を改
めて認識する機会となりました。
　国内では、現場を支える人材を育成・確保す
るため、労働時間・賃金の改善、外国人材の受
け入れ等、働き方改革が進められております。
少子高齢化が進み、生産人口が減少するなか、
各種講習会の開催やおきなわ建設フェスタの参
加等による地域活動を行っている貴協会に深く
感謝申し上げるとともに、会員の皆様がこれま
でと同様、自己研鑽に努めていくことを望んで
おります。
　本市の施設建設事業におきましても、魅力あ
るまちづくりの拠点となる新文化芸術発信拠点

施設、（仮称）ともかぜ振興会館、第一牧志公
設市場の仮設市場において工事に着手していま
す。
　市営住宅建替事業では、大名市営住宅第２期
住棟が完成し、市民の皆様に、地域で安心して
住み続けられる住宅を提供しています。今年も
継続して、周辺環境に調和した良質で快適な住
宅となるよう石嶺、大名、宇栄原市営住宅の建
替工事及び真地市営住宅の基本設計を着実に進
めてまいります。
　学校施設では、昨年に完成した上間小学校校
舎及び幼稚園園舎にて、これからの社会の主体
となる子ども達が安心して学習に取り組んでお
ります。今年は、宇栄原小学校、安岡中学校屋
内運動場等の改築工事や設備機器改修工事を予
定しており、これまで同様、地元企業優先・分
離分割発注に努めてまいります。
　市民との協働によるまちづくりを基本に、本
市の持続可能な発展に向け、皆様が培われた高
い技術や豊富な経験を活かせることを期待する
とともに、今後も、変わらぬお力添えを賜りま
すようお願い申し上げます。
　結びに、一般社団法人沖縄県電気管工事業協
会のますますのご発展ならびに会員の皆様のご
健勝とご活躍を心からお祈りいたしまして、新
年のあいさつといたします。
　くとぅしん　ゆたさるぐとぅ うにげーさび
ら。

「協働によるまちづくり」の推進

那覇市長　城間　幹子
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　新年明けましておめでとうございます。 
　平成 31年の新春を迎え、謹んで年頭のご挨
拶を申し上げます。
　一般社団法人沖縄県電気管工事業協会の会員
の皆様におかれましては、日頃より沖縄総合事
務局の官庁営繕事業等に対し、多大なるご協力
とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
　沖縄総合事務局では、沖縄の発展のために、
経済、社会、暮らしを支えるために、引き続き
社会資本整備を着実に進めてまいります。
　平成 29年度は沖縄への入域観光客数が927
万人と国内外客とも５年連続で過去最高を更新
し、平成 30年度も順調な伸びを示しているよ
うです。開発建設部では好調な観光産業や沖縄
の経済活動の下支えとなる、インフラの整備等
を進めてまいります。
　主な事業として、道路では沖縄西海岸道路や
那覇空港自動車道の整備を推進してまいりま
す。また、那覇空港では、第二滑走路の平成
32年３月末供用に向けて着実な事業推進を、さ
らに港湾事業では、クルーズ船の受入環境の強
化に取り組んでまいります。
　建設業界に目を向けると、沖縄県でも建設業
従事者の不足、高齢化・若年技術者の減少等が
懸念されています。沖縄県の人口は平成 32年
頃から減少傾向に向かうことが予測されてお
り、この問題は、今後、更に顕在化してくると
思われ、現段階から建設業の担い手確保や生産
性向上に向けた取り組みを推進する必要があり
ます。沖縄総合事務局としても、県内の実情を
踏まえ、入札・契約や現場での取り組み等を進
めてまいります。
　皆様方に関わりの深い官庁営繕事業につきま
しては、災害に対する国民の皆様方の安全・安

心の確保などに的確に対応することが重要で
す。沖縄においても大規模災害の発生に備え、
防災拠点となる官庁施設の整備を進めてまいり
ます。また、時代とともに変化する社会的要請
に的確に対応できるよう、官庁施設の整備・活
用を推進してまいります。
　営繕工事におきましても、直轄工事における
「働き方改革」の取り組みを進めてまいります。
適正な工期を設定するため、建築工事全体の工
期設定では、「建築工事適正工期算定プログラ
ム」を活用するとともに、後工程となる設備工
事等の各工程で全体の工期のしわ寄せが生じな
いよう、総合試運転調整の期間を見込んだ「概
成工期」を設定し、現場説明書等に特記いたし
ます。
　また、余裕期間の設定、週休２日の推進、施
工時期の平準化、予定価格の適正な設定（法定
福利費等の適切な計上）、ＩＣＴの積極的な活
用、書類の簡素化及び設計意図の的確な反映に
ついても、国土交通省と情報を共有しながら推
進してまいります。
　我々の各種取り組みについては、地方公共団
体への周知や公共建築相談窓口での相談等によ
り普及に努めております。皆様におかれまして
も、これら取り組みに対しましてご理解、ご協
力をいただきますよう重ねてお願い申し上げま
す。
　結びに、今年一年が貴協会並びに協会会員各
位にとって更なる発展の年となりますよう祈念
いたしまして新年の挨拶といたします。

県民の皆様の生活により役立つ
公共サービスの提供を目指して

内閣府沖縄総合事務局
開発建設部　部長　中島　靖
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　謹んで新春のご挨拶を申し上げます。
　昨年は、異常な暑さに加え、６月の大阪北部
地震、７月の西日本集中豪雨、９月の台風 21号、
北海道胆振東部地震と大きな自然災害が続きま
した。
　一連の災害をみて、日本はつくづく災害大国
で、想定もしない大きな災害に見舞われる危険
性があること、そしてライフラインとしての電
気の重要性を改めて認識した１年であったと思
います。電気は水と並んで最重要なインフラで
す。電気設備について、堅牢で災害に強い設備
への整備や古い設備のリニューアルなどの必要
性を訴えてまいりましたが、今回の事例をみて
その意を更に強くし、今後とも広く訴えてまい
りたいと思います。
　2020年の東京オリンピック・パラリンピッ
クを来年に控え、今年は大変忙しい一年になる
と思われます。また、2025年の大阪万博開催
も決定し、業界としても大変期待するところ 
です。
　一方、電気設備工事業を含む建設業界では、
技術者・技能者の高齢化や若年入職者の確保の
困難さが深刻な問題となっています。

　現在、官民を挙げて働き方改革への取り組み
が進められており、本年４月からは改正労働基
準法が施行されるなど、建設業界における「働
き方改革」への対応が求められております。
　このような状況を踏まえ、電設協は昨年４月、
①長時間労働の是正等②担い手の確保・育成と
処遇改善への取り組み③生産性の向上④適正な
受注活動及び取引の徹底⑤関係機関・関係団体
等との連携―を柱とする「働き方改革に向けた
基本方針」を策定しました。本年はより一層、
長時間労働の是正、週休２日の推進等の働き方
改革の実現に向け取り組んでまいります。また、
計画期間の最終年度を迎える「新アクションプ
ラン」についても、掲げる５つの重点目標の達
成に向けて協会活動を進めてまいります。
　平成から新しい時代への幕開けに際し、本部・
支部及び各都道府県協会が手を携え、更には関
係機関等との連携を強化しつつ、行動する電設
協として「夢と生きがいのある電設業界」を目
指してまいりたいと考えておりますので、引き
続きご支援、ご協力を賜れば幸いです。
　結びに、皆様のご繁栄とご健勝をお祈り申し
上げ、新年のご挨拶といたします。

 夢と生きがいのある電設業界へ

一般社団法人　日本電設工業協会
会長　後藤　清
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　新年明けましておめでとうございます。
　平成 31年の年頭に当たりまして、一言ご挨拶
を申し上げます。
　昨年は、７月の西日本豪雨災害や９月の北海道
胆振東部地震をはじめ、多くの自然災害が発生い
たしました。これらの災害により被災された方々
に対しまして、心よりお見舞いと一日も早い復旧・
復興をお祈り申し上げます。
　わが国の経済は緩やかに回復しており、米中の
通商問題や海外経済の不確実性等に留意する必要
はあるものの、国内における雇用・所得環境の改
善が続く中、様々な政策の効果もあって、今後も
緩やかな回復が続くことが期待されています。
　空調衛生工事業界においても、東京オリンピッ
ク・パラリンピックを１年半後に控え、首都圏を
中心に概ね堅調に推移しており、足元では比較的
明るい数字を目にすることが多く、さらに、55
年ぶりとなる大阪での2025年国際博覧会の開催
決定も嬉しいニュースです。
　一方、有効求人倍率の高止まりが示すように、
担い手の不足傾向が続いており、生産年齢人口が
減少する中、団塊世代のリタイア等により、今後、
その状況は益々厳しくなっていくことが懸念され
るところです。
　こうした中、建設業における当面の最重要課題
は、引き続き、中長期的な担い手の確保・人材の
育成です。
　建設業の持続可能性を高めていくためには、そ
こで働くすべての人にとって安全で魅力的でやり
がいのある産業にしていくことが重要であり、そ
の実現に向けて、本年も引き続き、社会保険への
加入推進、建設キャリアアップシステムの導入、
長時間労働の是正、生産性の向上など働き方改革
の推進について、国土交通省、関係業界と連携し
て取り組みを進めてまいります。
　空調衛生工事業界における働き方改革の推進に

ついては、昨年「働き方改革の推進に関する行動
計画」をとりまとめました。時間外労働の罰則付
き上限規制の規定が建設業に適用される2024年
４月に向けて、段階的に時間外労働を減らしてい
く自主目標や現場の週休２日を実現するための目
標を定めるとともに、技術者のスキルアップやＩ
ＣＴ等の活用による生産性の向上、女性、高年齢
者、さらには外国人材も含めた多様な人材の活躍
推進などに取り組んでいくこととしております。
　建設業は、一つの現場で様々な業種や企業が活
動しており、また、発注者やエンドユーザーのご
理解も必要であることから、働き方改革は一朝一
夕に実現するものではありません。「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」
を踏まえ、発注時における設計精度の向上や、後
工程にしわ寄せを生じさせない施工管理などの基
本的な課題も含めて、国土交通省はじめ行政のご
指導と発注者の皆様のご理解をいただきながら、
関係業界団体とも連携して、着実に取り組みを進
めてまいりたいと考えておりますので、皆様のご
理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
　昨年中は、副会長、理事、監事、諮問委員をは
じめ、会員各社・各団体の皆様のご理解、ご協力
を賜り、心から感謝申し上げます。
　本年は、平成に続く新しい時代の幕開けととも
に、第 39期を迎えることになります。日空衛と
しては、時々の課題に的確に対応するとともに、
業界の将来を見据えた活動を進めてまいりたいと
考えております。
　このため、本年も業界の発展のため、会員の皆
様と一丸となって取り組んでまいりますので、引
き続き、日空衛の活動への会員各位の積極的なご
参加、ご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。
　会員の皆様のご健勝とご多幸をご祈念申し上
げ、年頭のご挨拶といたします。

中長期的な担い手の確保・人材の育成
に努める

一般社団法人　日本空調衛生工事業協会
会長　長谷川　勉
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　新年おめでとうございます。
　一般社団法人沖縄県電気管工事業協会の皆様
には、日頃から経済産業行政及び省エネルギー
政策などにご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申
し上げます。
　さて、2018年は、省エネルギー政策におい
て大きな変化がありました。
　１つは「エネルギーの使用の合理化等に関す
る法律（省エネ法）」の改正法が2018年６月に
第 196回通常国会で成立し、12月１日に施行
されたことです。省エネ法は、エネルギーをめ
ぐる環境に応じた燃料資源の有効利用の確保を
目的として、1979年に制定されました。改正
省エネ法では、これまで省エネルギー取り組み
として報告できなかった企業間の連携を報告で
きるようにし、企業間連携による更なる省エネ
ルギーの促進を目指しております。
　また、荷主の定義を拡大し、ネット小売事業
者も省エネ法の規制対象となりました。さらに、
荷受側を準荷主と位置づけ、貨物の受け渡しを
効率的に行い、省エネルギーに協力を求める努
力規定も追加されております。
　２つ目の大きな変化は、2018年７月に閣議
決定された第５次エネルギー基本計画です。エ
ネルギー基本計画はエネルギー政策基本法に

基づき政府が策定するものであり、少なくと
も3年ごとに検討を行い、必要に応じて改定さ
れてきました。エネルギー政策の要諦は、安
全性（Safety）を前提とした上で、エネルギー
の安定供給（Energy Security）、経済効率性
の向上（Economic Effi  ciency）、環境への適合
（Environment）を図ることです。これらの頭
文字をとって「３Ｅ＋Ｓ」と呼んでおります。
具体的には、省エネルギー分野では、経済成長
を維持しながら2030年には徹底した省エネル
ギーで対策前比 5030万 kl（原油換算）の削減
を見込んでおり、そのためには産業部門のみな
らず、業務・家庭部門や運輸部門でも省エネル
ギー対策を進めていく必要があります。
　特に2030年の削減目標を達成するために注
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目されている分野は、業務部門及び家庭部門で
す。オフィスや住宅などの建築物における省エ
ネルギー化はあまり進んでおらず、今後は新築・
改修にかかわらず省エネルギー対策を行ってい
く必要があります。国の政策としては2020年
までに新築住宅・建築物について段階的に省エ
ネルギー基準への適合を義務化することとして
おります。これを受けて、2015年に制定され
た「建築物のエネルギー消費性能の向上に関す
る法律（建築物省エネ法）」に基づいて、2017
年４月からは200㎡以上の非住宅建築物が「エ
ネルギー消費性能基準（省エネ基準）」への適
合性判定を受けることの義務化及び300㎡以上
の建築物すべて（2000㎡以上の非住宅建築物
を除く。）に所管行政庁への届出義務化が始まっ
ております。今後は住宅を除く300㎡以上の建
築物に、省エネ基準への適合性判定を受けるこ
との義務化が検討されており、2020年の完全
義務化に向けて着実に対象建築物の範囲が拡大
してきております。
　国においては、今後、ZEB（ネット・ゼロ・
エネルギー・ビル）の達成については、2020年
までに国を含めた新築公共建築物等で、2030
年までに新築建築物の平均で実現を目指してお
り、ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）
については、2020年までにハウスメーカー等
が新築する注文戸建住宅の半数以上で、2030
年までに新築住宅の平均で実現することを目
指しております。これを促進するため、ZEB、
ZEHの達成や省エネルギー性能の高い住宅の
導入促進のための補助を行っており、2019年
度においても継続して支援を行っていく予定で
す。

　省エネルギー建築物への支援は経済産業省の
みならず、環境省、国土交通省とともに実施し
ており、今後も国が掲げる目標の達成のために
連携して支援を実施してまいります。内閣府沖
縄総合事務局経済産業部といたしましては、今
後も引き続き沖縄経済の発展のために、地域産
業の振興を始め、電気やガスといったエネル
ギーの安定供給、省エネルギー対策を推進して
まいります。沖縄県内における事業者の皆様に
おかれましても、引き続き国の省エネルギー政
策に御理解を賜りますようお願い申し上げると
ともに、沖縄県内のより一層の省エネルギー促
進のために御協力くださいますようお願いいた
します。
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会長対談シリーズ

安心して働ける職場環境へ                
業界挙げて働き方改革を推進

　昨今、少子高齢社会の到来による生産年齢人口の減少や、育児・介護の両立など労働者のニーズの多様
化などが加速している。これらの課題解決のため、政府は、誰もが家庭・職場・地域で活躍できる「一億
総活躍社会」の実現に向けて、働き方改革実行計画を推進。働き方改革実行計画の大きな柱である働き方
改革関連法が平成 31年４月から、順次施行されるにあたり、各企業では同法への対応が求められている。
　働き方改革の旗振り役を担う厚生労働省の地方支部分局の沖縄労働局では、沖縄県における総合労働行
政機関として、県内の労働者が安心して働ける環境や雇用の確保、男女の均等な雇用機会の整備などを図っ
ている。
　（一社）沖縄県電気管工事業協会は、働き方改革の推進や人材確保・育成に業界一丸となって取り組み、
沖縄労働局をはじめとした行政との連携を図り、更なる魅力ある設備業界づくりを目指している。
　今回の会長対談では、沖縄労働局の安達隆文局長を訪ねて、昨年を振り返ってもらうとともに、県内の
雇用労働環境や働き方改革関連法、新年の抱負などについて伺った。
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昨年から沖縄県建設業Safe-Work 運動が始動

中村達会長
　明けましておめでとうございます。（一社）
沖縄県電気管工事業協会会長の中村でござい
ます。
　昭和 30年４月に発足した当協会は今年、
創立 64年目を迎えることができました。
　これも偏に、沖縄労働局をはじめとした関
係各位の皆様のご支援の賜物と感謝しており
ます。
　今日の対談は当協会会報誌「電管協会報
　第 72号」に掲載する新春企画であります。
公務ご多忙の中、このようにお時間を割いて
いただき、誠にありがとうございます。
　今日は、沖縄労働局の安達隆文局長から設
備業界・建設業界に対する率直なご意見やア
ドバイスをお聞かせいただければ幸いに存じ
ます。
　まず、はじめに、平成 30年の沖縄県内の
雇用労働環境などについて振り返っていただ
きたく思います。

安達隆文局長
　明けましておめでとうございます。沖縄労
働局の安達でございます。（一社）沖縄県電
気管工事業協会の皆様には日頃より労働行政
へのご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上
げます。
　平成 30年を振り返ってみますと、観光関
連を中心とした好調な景気が継続したことで
有効求人倍率は改善していますが、正社員の

求人倍率は全国の半分程度であることや、建
設業をはじめ多くの業種で人材不足が生じて
いるなど課題があります。当局としては、ハ
ローワークにおける積極的なマッチングや事
業所への労働条件に関する助言や人材確保に
関する各種フォローアップを行うことにより
雇用管理改善の働きかけを強化しておりま
す。
　また、建設業の労働災害防止対策について
ですが、昨年５月に当局を含め沖縄総合事務
局、沖縄県土木建築部、建設業労働災害防
止協会が主唱者となり「沖縄県建設業 Safe-
Work 運動」を始動させました。2023年まで
の５年間の運動となりますが、沖縄経済が着
実に成長し、建設投資も増加している一方
で、就業者の減少が続いている建設業界にお
いて、安全管理活動を時代に見合った万全な
ものにする必要があります。「沖縄県建設業
Safe-Work 運動」は建設業界での安全管理に
関する取り組みを加速させるとともに、その
取り組みを行政も指導援助するものとなって
います。当局は先頭に立って、この運動を主
唱し「安全・健康な建設現場の実現」に向け
て全力で協力していきます。

中村会長
　ありがとうございます。建設業界では建設
需要が増加しているものの、少子化や若年入
職者の減少による人手不足が深刻化してお
り、若者にとって魅力ある業界づくりのため
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労働環境の改善が課題となっております。
　こうした中、平成 28年度から政府主導で
働き方改革が提唱され、その実現に向け各種
施策が進められております。電管協では平成
30年度から、業界実践スローガンの一つに
「働き方改革を推進し将来を担う人材確保・
育成に努めよう」を掲げ、業界一丸となって
取り組んでおります。改めて、現在の働き方
改革と今後の動向についてご説明をお願いし
ます。

安達局長
　働き方改革については、平成 28年６月に
閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」
において、一億総活躍社会の実現に向けた『最
大のチャレンジ』と位置付けられたことを受
け、安倍晋三内閣総理大臣を議長とし、労働
界と産業界のトップと有識者から成る「働き
方改革実現会議」で様々な議論がなされ、平
成 29年３月に「働き方改革実行計画」がと
りまとめられました。
　この計画は、「非正規雇用の処遇改善」「賃
金引き上げと労働生産性向上」「長時間労働
の是正」「柔軟な働き方がしやすい環境整備」
「病気の治療、子育て・介護等と仕事の両立、
障害者就労の推進」「外国人材の受け入れ」

「女性・若者が活躍しやすい環境整備」「雇用
吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人
材育成、格差を固定化させない教育の充実」
「高齢者の就業促進」の９つの分野について、
2026年度までに、どのような対応策をいつ
実行するかが具体的に示されています。この
計画に基づき、今後も様々な施策が展開され
ていくわけですが、働き方改革実行計画の大
きな柱である働き方改革関連法が平成 31年
４月から順次施行されます。

中村会長
　ご説明いただきありがとうございました。
平成 31年４月からは「働き方改革関連法」
が順次施行されるということで、こちらにつ
いて詳しくお聞かせください。

安達局長
　働き方改革関連法は大きく分けて２つの分
野があります。１つは、働き過ぎを防ぐこと
で、労働者の健康を守り、多様なワーク・ラ
イフ・バランスを実現できるようにする「労
働時間法制の見直し」で、具体的には、時
間外労働の上限を原則として月 45時間、年
360時間に規制すること、年５日の年次有給
休暇の確実な取得及び労働時間の客観的な把
握を企業に義務付けること、産業医・産業保
健機能を強化することなどです。
　もう１つは、正規・非正規などの雇用形態
に関わらない公正な待遇を確保する、という
もので、不合理な待遇差の解消や納得して働
けるよう事業主に正規・非正規の待遇差の説
明などを義務付けるものです。

中村会長
　ありがとうございます。電管協の会員企業
は中小企業も多く、中小企業や小規模事業者
における働き方改革関連法などの注意すべき
点などありましたら教えてください。

安達局長
　「働き方改革関連法」の中でも関心が高い
のは、何と言っても「時間外労働の上限規制」
だと思います。「時間外労働の上限規制」は
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本年４月から施行になるわけですが、中小企
業は2020年４月から、建設事業については
2024年４月からの施行となり、その間適用
が猶予されますが、猶予されている事業主の
皆様にも今から計画的に取り組みを進めてい
ただくことが大変重要だと考えています。
　長時間労働を縮減していくには①社内全体
で仕事の進め方を変えなければならない②管
理職はもとより従業員の考え方も変えなけれ
ばならない③取引先にも理解を得なければな
らない―など、一朝一夕ではいかない課題も
出てきます。それらの課題を解消していくた
めには、｢１年｣とか ｢５年｣という時間はそ
う長い時間ではないからです。
　「時間外労働の上限規制」により、①請け
負う仕事を断らなければならなかったり、②
仕事を遂行するため新たに人を雇用しなけれ
ばならなかったり―と、企業にとって、短期
的に見れば、コスト面でマイナスが生じるか
もしれません。しかし、その短期的な「コス
ト」に目を奪われ、改善のための取り組みを
避けることや、「罰則付き」だから「嫌々やる」
という発想は良くないと思っています。長時
間労働の縮減は、労働者の健康障害の防止の
観点においても重要ですが「企業経営」とい
う観点から見た場合も重要な要素となってお
り、人手不足が深刻化している現在、その重
要性が高まってきています。魅力ある職場づ
くりによる「人材の確保」と生産性の向上に
よる「利益増」は表裏一体の関係で、これら
の好循環こそが企業経営の向上、ひいては沖
縄経済の活性化につながると確信していま
す。
　また、「年５日の年次有給休暇の確実な取
得」については、企業規模に関わらず全ての
企業に本年４月１日から義務付けられます。
この項目も魅力ある職場づくりに大きく寄与
するもので重要な法改正です。残り３カ月を
切っていますので、確実な年次有給休暇の取
得に向けて準備を進めていただくようお願い
します。
　「働き方改革」は、①仕事を効率的・効果
的に行うために見直すことはないか②仕事が
回せないのであれば、人員体制を見直す必要

はないか③人手不足の中で人材を確保するた
めには労働環境の改善を行う必要はないか―
などについて、企業の皆様が不断に考え、見
直していくことの積み重ねになりますが、今
般の法改正への対応は、その見直しのための
大切な契機として考えていただければと思い
ます。

中村会長
　ありがとうございます。会員企業に周知し、
時間外労働の改善や年次有給休暇の確実な取
得に向けた取り組みを進めてまいります。
　さて、働き方改革の一つに「外国人材の受
け入れ」があります。秋の臨時国会では、外
国人の受け入れを拡大する改正出入国管理法
（入管法）が成立し、外国人技能実習生制度
を含めた、外国人材への注目が集まっている
ところです。
　県内でも、様々な職種で外国の方が働いて
いるところをよく見かけるようになりまし
た。近年の沖縄県内の外国人の雇用状況をお
聞かせ願えますでしょうか。あわせて県内建
設業での状況も教えてください。

安達局長
　外国人労働者の雇い入れや離職の際には、
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管轄のハローワークへ届け出ることが事業主
の皆様に義務付けられています。労働局では
その届け出を集計し「外国人雇用状況」とし
て公表していますが、県内における平成 29
年 10月時点の外国人労働者は7310人で前年
同期比 22.4％増加、外国人労働者を雇用す
る事業所は1445カ所で前年同期比 13.0％の
増加となり、ともに平成 19年に届け出が義
務化されて以来、過去最高を更新しています。
　外国人労働者 7310人を在留資格別でみる
と、資格外活動 ( 留学等）が2551人と最も多
く、専門的・技術的分野 1840人、身分に基
づく在留資格1794人、技能実習926人となっ
ています。また、建設業で雇用される外国人
労働者は609人と全体の8.3％となっており、
在留資格別にみると、技能実習が388人と建
設業全体の63.7％を占めています。
　なお、外国人労働者も日本人と同じように
労働関係法令が適用されますので、事業主の
皆様におかれましては適切な雇用管理につい
てよろしくお願いします。

中村会長
　ありがとうございます。外国人技能実習生制度
については平成 29年 11月から、技能実習生の
在留期間が最長５年になったことにより、技能実
習生の受け入れへの関心が高まっております。改
めて外国人技能実習生制度についてご紹介いた
だきたく思います。また、同制度の今後の動きに
ついても教えてください。

安達局長
　外国人技能実習制度の目的・趣旨は、我が
国で培われた技能・技術や知識の開発途上地
域等への移転を図り、当該開発途上地域等の
経済的発展を担う「人づくり」に寄与すると
いう、国際協力の推進です。
　技能実習制度は、従来から「出入国管理及
び難民認定法」とその省令を根拠法令として
実施されてきましたが、新たな技能実習制度
では、技能実習の適正な実施とあわせ、技能
実習生の保護の観点から、監理団体の許可制
や技能実習計画の認定制等が導入されてお
り、優良な監理団体・実習実施者には実習期

間の延長や受け入れ人数枠の拡大など制度が
拡充されています。
　また、一定の日本語能力と技能を条件に
就労を認める「特定技能１号」と、さらに難
しい日本語能力と熟練した技能が求められ
る「特定技能２号」の在留資格を設け、仮に、
技能実習生が最長５年の実習を終え「特定技
能１号」の在留資格を取得した場合には、最
高 10年間は日本に滞在することを認めると
いった内容になっています。我が国における
人手不足問題への早急な対応として外国人労
働者の受け入れ拡大に関心が寄せられている
ところでありますが、技能実習法の基本理念
とする「労働力の需給調整の手段として行わ
れてはならない」という大切な部分もありま
すので、同法の目的・趣旨を十分ご理解いた
だき、開発途上地域等の経済発展を担う「人
づくり」に対し、貴協会の更なるご支援をお
願いします。

中村会長
　ありがとうございます。沖縄労働局から電
管協に対してご要望などありましたらお聞か
せいただけますでしょうか。

安達局長
　県内景気が好調で人手不足が拡がっている
今こそ、魅力ある職場づくりを進め、働き方
改革に取り組んでいただきたいと思います。
本県には、非正規労働者の割合が全国一高
く、なかでも若年者の非正規労働者の割合が
44.4％と全国平均よりも10ポイント以上高
いこと、休業４日以上の労働災害が近年増加
傾向であること、職場の健康診断の有所見率
が７年連続で全国ワーストであること、など
の課題があります。
　貴協会におかれては既にこうした課題への
取り組みを進めていただいていると伺ってお
りますが、ぜひ継続的な取り組みをお願いし、
県内の働き方改革を牽引していただきたいと
思います。当局では働き方改革に向けた様々
な支援策を用意しておりますので、ぜひ有効
に活用していただくとともに、ご意見・ご要
望等も寄せていただきたいと思います。
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中村会長
　協会を挙げてご提言への対応を図り、魅力
ある設備業界づくりに努めていく所存であり
ます。今後とも行政との更なる連携を目指し
ていきたいと思います。
　では、最後に平成 31年を迎えての安達局
長の抱負をお聞かせください。

安達局長
　私も本年は着任２年目を迎えます。また、
今年５月には30年余続いた平成の時代が終

わり、新しい元号、新しい時代を迎えますが、
沖縄労働局は沖縄県における総合労働行政機
関としての機能を発揮し、県民の皆様、貴協
会の皆様に、豊かで安心して働くことができ
る県民生活の実現に向けて積極的に取り組ん
でいく所存でありますので、これまで同様に
ご支援、ご協力をお願い申し上げます。

中村会長
　本日はどうもありがとうございました。
　本年が良い１年になりますようご祈念して
おります。
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魅力ある業界の実現に向けて

　毎年恒例の新年賀詞交歓会が１月 24日、那覇市のＡＮ
Ａクラウンプラザホテル沖縄ハーバービューで開催され、
会員企業から196人（57社）が参加し、晴れやかに新年
の幕開けを祝った。
　主催者挨拶で中村会長は、平成の時代について「バブ
ル経済の崩壊や構造改革による公共投資の激減など、激
動の時代であった」と振り返るとともに「ここ数年は業
界を取り巻く環境が良くなってきたと感じており、新し
い元号が始まる本年も、引き続き好調に推移していくも
のと認識している」と見通しを述べた。
　一方で、中長期的な人手不足を懸念し「電管協として
も、若者にとって魅力ある産業として認識してもらえる
よう、働き方改革に取り組むとともに、私どもの命題で
ある分離発注の維持、地元企業の優先発注、適正工期の
設定、特に３月竣工の分散・平準化等、発注者への要請
にも努めていく」とさらなる魅力ある業界の実現に向け
て決意を新たにした。
　また、10月に（一社）日本空調衛生工事業協会の全国

会議を沖縄で開催されることに触れ、会員に協力を呼び
掛けた。
　乾杯の音頭を取った㈱沖縄建設新聞の古謝昇会長は「電
管協はこれまで設備工事の県内業者優先発注と設備工事
の分離発注を掲げて活動を展開。今後とも設備業界の先
頭に立って、業界の発展とともに会員企業の皆様の技術
力向上に貢献される活動を展開されることを期待してい
る」と述べ、高らかに乾杯の発声を行った。
　宴会では、㈱山川電気の山川雄飛取締役らで構成する
サクソフォンアンサンブル「ゆうひーず」がアメイジン
ググレイスなどの３曲を披露。情感豊かな演奏と同社の
山川光雄社長の軽快なＭＣで会場を沸かせた。
　また、恒例のビンゴゲームも行われ、読み上げられる
番号に歓声を上げるなど大いに盛り上がった。
　中締めで挨拶した松島寛行副会長は「わったー島の電
気工事、管工事業者として力を付けて、グローバル化の
波に流されないように成長していこう」と締めくくった。

希望に満ちた一年を祈念し乾杯した
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比嘉広明副会長 松島寛行副会長
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㈱那覇電工
㈲田端設備工業
㈱新共電気工業
㈱テクノ工業
琉球通信工事㈱
㈱祖慶電設工業
光電気工事㈱
㈱ゆにてっくす
不二宮工業㈱
㈱宜野湾電設
㈱沖縄建設新聞
尚平工業㈱

㈱久米電装
㈱金城電気商会
三栄工業㈱
桐和空調設備㈱
沖縄三菱電機販売㈱
㈱機電工業
㈱名護電水センター
㈱アサヒ
㈱安謝鋳物商事
㈱丸石設備
㈱比謝川電気
南西電設㈱

沖電水工事㈱
㈱奥原電設
沖縄ガス㈱
比嘉工業㈱
沖縄水質改良㈱
㈱イチゴ
㈱沖電工
國和設備工業㈱
東洋電気工事㈱
ヤシマ工業㈱
㈱東部電気土木
㈱アサヒプラント

㈱永山組
㈱琉建工業
大和電工㈱
㈱オカノ
㈱安謝橋電機
㈱東洋設備
三協電気工事㈱
㈱沖設備
㈱沖縄工設
㈲東洋商会
長嶺電機㈱
金城電気工事㈱

大成設備工業㈱
㈱沖縄日立
㈱沖永開発
㈱沖創工、
照屋電気工事㈱
光電気産業㈱
㈱沖縄特電
㈱山川電気
日進電気土木㈱
ANAクラウンプラザホテル
沖縄ハーバービュー

（順不同）

ご協力ありがとうございました。
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おきなわ技能五輪 2018
会員企業から７社 12 人出場

屋宜宣好
（三栄工業㈱）

仲宗根雄太
（㈱アサヒプラント）

池原優一
（㈲ヤマウチ設備）

上原幸人
（㈱アサヒプラント）

新城崇人
（㈱沖電工）

仲村海輝
（㈱東洋設備）

比嘉ライアン
（長嶺電機㈱）

屋比久智優
（桐和空調設備㈱）

大城侑也
（長嶺電機㈱）

渡慶次樹
（三栄工業㈱）

名城綱基
（長嶺電機㈱）

山田 泰雅
（三栄工業㈱）

　「未来への挑戦」をスローガンに、11月２～
５日（先行開催競技除く）の日程で第 56回技
能五輪全国大会（おきなわ技能五輪 2018）が
県内で初めて行われた。技能五輪全国大会は、
青年技能者（原則 23歳以下）が技能レベルの
日本一を競うことにより、次世代を担う技能者
の拡大普及を図ることなどを目的に開催。
　県内からは過去最多となる31職種 111人が
参加し、７職種 18人が入賞。また、技能五輪
沖縄県選手団は、優秀な成績を収めた選手団に
贈られる全国技能士会連合会会長賞（特別賞）
なども受賞した。平成 26年度に両大会の県内
初開催が内定した後、官民挙げて取り組んだ若

手技能者の強化が実を結ぶ結果となった。
　電管協会員企業からは、７社 12人が配管、
電工、工場電気設備、冷凍空調技術の４種目に
出場。このうち配管で、三栄工業㈱の屋宜宣好
選手が敢闘賞を受賞した。
　屋宜選手は「前回の栃木大会で銅賞を受賞し
ていたので、今回の敢闘賞は正直言って悔しい
というのが本音。ただ、練習の時に比べれば仕
上がりは一番良い仕上がりだったと思うし、緊
張せず競技に集中できていたと思う。年齢的に
は、まだ技能五輪に挑戦できるので、チャンス
があればもっと技術を磨いてリベンジしたい」
と決意を示した。

――会員企業から参加した選手の皆さん（敬称略）――
［配　管］ ［電　工］ ［工 場 電 気 設 備］

［ 冷 凍 空 調 設 備 ］
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親子で見て触れて建設業楽しむ
第３回おきなわ建設フェスタ

　子どもとその保護者らに、建設重機の試乗や
ドローン操作体験、各種工作などのものづくり
体験、パネル展示などを通じて、建設産業の魅
力や役割を知ってもらう「第 3回おきなわ建設
フェスタ」（事業主体・おきなわ建設フェスタ
実行委員会）が11月 11日、沖縄市の県総合運
動公園体育館と周辺駐車場で開かれた。今回の
フェスタには、昨年の倍近い約１万 3000人が
来場。来場した子どもたちは、建設重機の操作・
試乗、ドローン操作体験、建築模型製作などを
通じて、楽しみながら建設産業に触れるととも
に、理解を深めた。
　電管協では、今回も沖縄県電気工事業工業組
合、沖縄県管工事業協同組合連合会とともに、
高所作業車試乗体験やペットボトルロケット飛
ばし、塩ビ管を使った水鉄砲製作などの体験ブー

スを用意、電気・管工事業界をアピールした。
　多くの親子連れが集まった高所作業車の試乗
体験では、㈱那覇電工、光電気工事㈱、㈱沖電工、
㈱東興電設が計５台の高所作業車を提供。小さ
なヘルメットをかぶった子どもたちが高所作業
の雰囲気を味わった。
　スタッフとして参加した㈱沖電工の外間隆仁
さんは「高所作業車の試乗は人気が高い。昨年
は長蛇の列になったので、今回は整理券を配布
して混雑を解消することができた。それでも、
整理券を取れない方もいたので、次回は事前に
氏名記入を行う予約制にするなど、さらなる運
営の改善に努めていきたい」と話した。

高所作業車の試乗体験を実施

塩ビ管の水鉄砲をつくる子どもたち

データ未

配管ブロックで遊ぶ子どもたち
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全国会議沖縄開催への参加呼び掛ける
日空衛第 25 回全国会議徳島開催を視察

　（一社）日本空調衛生工事業協会第25回全国
会議が10月25日、徳島県の徳島グランヴィリ
オホテルで開かれた。電管協から中村達会長、
比嘉広明副会長、仲田一郎副会長、小谷和幸専
務理事、知念徹課長、當銘直彦青年部会長、仲
間幹青年部副会長、浦崎直哉青年部監事ら８人
が参加し、全国の空調衛生工事業者らと交流を
深めた。
　全国会議終了後に開かれた懇親会では、今年
10月に沖縄で開催される全国会議のプロモー
ション動画を上映。日空衛九州支部の井上久行
支部長と中村会長らが「次回は沖縄県の宜野湾
市で開催されるので、皆様にぜひ参加して頂き
たい」と全国会議の沖縄開催をＰＲした。

　26日には記念旅行として、霊山寺、鳴門市
ドイツ館など徳島県の観光名所をバスで回った
ほか、うずしお観潮船に乗船するなど日空衛全
国会議沖縄開催の準備に向けて知見を深めた。

参加を呼び掛ける中村会長

日空衛全国会議が徳島で開かれた 沖縄開催をPRした
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電管グリーン第600回記念大会を開催
金城一志氏（國和設備工業）が優勝

　電管協は12月 13日、ゴルフコンペ「電管グ
リーン」の第600回記念大会を開催した。電管
グリーンは会員の親睦や組織の充実強化を図ろ
うと、月１回のペースで約 50年前から開催し
ている。第 600回記念大会には、会員・賛助会
員ら80人 20組が参加。松島寛行副会長と比嘉
広明副会長による始球式が行われ、華々しいス
タートを切った。
　大会の結果、メンバーによる定例会は古謝昇
氏（㈱沖縄建設新聞）が優勝。ゲストを含めた
第 600回記念大会では金城一志氏（國和設備工
業㈱）が優勝、前田隆氏（沖電水工事㈱）が準
優勝、宮城淳也氏（㈱那覇電工）が３位となった。
　ラウンド後に行われた表彰式で中村会長は
「今日は天候にも恵まれ、50年前に大会を始め
た重鎮の面々も、今日の皆さんのプレーを楽し

く眺めていたんじゃないかと思う」と参加者を
労った。定例会で優勝した古謝氏は「天候とメ
ンバー、キャディさんに恵まれ、楽しくできた」
とコメント。記念大会の優勝を飾った金城氏は
「優勝できて嬉しい。今回はロッカーが１番だっ
たので、縁起が良いと思いながらプレーできた」
と笑顔で振り返った。
　第 600回記念大会の主な入賞者は次の通り
（敬称略）。
▽優勝＝金城一志（國和設備工業㈱）
▽準優勝＝前田隆（沖電水工事㈱）
▽３位＝宮城淳也（㈱那覇電工）
▽ベストグロス＝宇久村栄（㈱琉球エンジニア）

参加した皆さん

比嘉副会長（左）と松島副会長（右）による始球式 優勝した金城氏
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　政府は12月 21日、総額 3010億円の平成 31
年度沖縄振興予算案を閣議決定した。平成 30年
度当初予算と同額だったが、沖縄振興一括交付
金は総額約 1093億円で、30年度当初より約 95
億円（８％）減、５年連続の減額となり、過去
最少額となった。過去最少額となったことで、
県や市町村の事業執行に影響が出ると考えられ
る。公共事業関係費等は約 1420億円を確保。那
覇空港滑走路増設事業が最終年度となることか
ら、空港予算が約 100億円減となっているもの
の、港湾や水道廃棄物処理等、施設費などが二
桁増で総額が前年度並みとなった。新規として
は、沖縄観光防災力強化支援事業約９億 5000万
円、沖縄振興特定事業推進費約 30億円などが盛
り込まれた。 
　沖縄振興一括交付金については、沖縄振興特
別推進交付金（ソフト交付金）が約 561億円、30
年度当初比で約 47.2億円（7.8％）の減、沖縄振
興公共投資交付金（ハード交付金）が約 532億円、
30年度当初比で約 47.2億円（8.2％）の減となっ
た。ハード交付金を活用している事業には、道
路や港湾、住宅などの社会資本整備関連や農林
水産基盤整備関連だけでなく、学校施設の危険
改築、水道施設整備などがあり、事業進捗への
影響が懸念される。ソフト交付金については県
で沖縄工芸産業振興拠点施設（仮称）整備など、
那覇市で新文化芸術発信拠点施設整備などでの
活用が見込まれており、県や市町村において他
のソフト交付金事業で計画変更などが出る可能
性がある。
　最終年度となる那覇空港滑走路増設事業は30
年度比約 100億円の減額。同事業は、東アジアの
中心に位置する沖縄の優位性・潜在力を生かすた
めに必要不可欠なインフラづくりで、「強く自立
した沖縄」の実現に向けた起爆剤の役割を担うと
位置付け、必要額が盛り込まれた。埋立工事とと
もに、舗装工事が進められる。一方、道路や港湾、
住宅都市環境、水道廃棄物処理等、農林水産基盤、
社会資本総合整備、施設費などは、軒並み前年度
より増額となっており、公共事業関係費は前年度
並みの予算が確保された。公共事業関係費を活用
して、小禄道路や名護東道路などの整備を進める
ほか、那覇港、平良港、石垣港などで港湾機能の
向上を図るため、岸壁等の整備を進める。また、
学校施設の耐震化や災害に強い県土づくりのため

の社会資本整備を行う。
　沖縄健康医療拠点整備経費には、30年度の
３億 500万円から大幅増となる約 58億 8200万
円を計上。宜野湾市の西普天間住宅地区跡地に
おいて、琉球大学医学部および同附属病院の移
設を中心とする国際性・離島の特性を踏まえた
沖縄健康医療拠点の整備を推進する。北部地域
の連携促進と自立的発展の条件整備を進めるた
め、北部振興事業費には30年度比約 34％増とな
る約 34億 5000万円を盛り込んだ。
　新規としては、沖縄で大規模災害時に想定さ
れる観光避難民への市町村への対応を支援す
るため、沖縄観光防災力強化支援事業に約９億
5000万円を計上。またソフト交付金を補完し、
特に沖縄の自立的発展に資する事業で、機動性
をもって迅速・柔軟に対応すべき市町村等の事
業を推進する、沖縄振興特定事業推進費に約 30
億円を盛り込んだ。同推進費は県を通さずに国
が市町村に直接補助金を交付する。

中央省庁の動き

平成 31年度沖縄振興予算案（一部抜粋）　（単位：百万円、％）
事　　　　項 平成31年度 平成 30年度 前年度比

○沖縄振興交付金事業推進費 109,333 118,780 △ 8.0

　沖縄振興特別推進交付金 56,116 60,840 △ 7.8

　沖縄振興公共投資交付金 53,217 57,940 △ 8.2

公共事業関係費等 142,045 142,017 0

（１）公共事業関係費 134,049 134,021 0

○治山治水 4,853 4,804 1
　治水 4,489 4,503 △ 0.3
　治山 353 290 21.7
　海岸 11 11 0
○道路 33,915 31,035 9.3
○港湾空港 43,976 50,216 △ 12.4
　港湾 14,642 10,895 34.4

　空港 29,334 39,321 △ 25.4
○住宅都市環境
　都市環境 5,806 5,049 15
○水道廃棄物処理等 6,656 5,539 20.2
　水道 2,500 1,808 38.3
　廃棄物 1,359 1,166 16.6
　都市公園 2,797 2,565 9
○農林水産基盤 16,702 16,313 2.4
　農業農村基盤 13,359 12,603 6
　森林整備 292 320 △ 8.7
　水産基盤整備 3,051 3,390 △ 10.0
○社会資本総合整備 19,522 18,493 5.6
○公立文教施設 7,996 7,996 0
○大学院大学施設 2,115 4,669 △ 54.7
沖縄国立大学法人施設 5,882 305 1828.5
不発弾等対策経費 2,961 2,962 0
沖縄振興特定事業推進費 3,000 0 皆増

交通環境創造事業推進調査費 125 0 皆増

総額 3010 億円で前年度同額
平成 31年度沖縄振興予算　一括交付金は５年連続減 
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　 （一社）日本電設工業協会（後藤清会長）の平
成 30年度会員大会が10月 11日、香川県高松市
ＪＲホテルクレメント高松で開かれ、約 500人が
出席。電管協からは、松島寛行副会長と小谷和幸
専務理事が参加した。

　（一社）日本空調衛生工事
業協会（長谷川勉会長）は10
月 25日、徳島県徳島市の徳
島グランヴィリオホテルで第
25回全国会議を開催し、会員
企業から、電管協からは中村
達会長ら８人が出席した。
　会議では『 空調衛生工事業

の独自性の確立 ～働き方改革の実現に向けて～ 
』を基本課題とし、基調講演として、芝浦工業大
学建築学部建築学科の蟹澤宏剛教授が建設業の

　後藤会長は「担い手確保のためにも働きやすい
魅力ある職場環境は不可欠だ。週休２日の確保な
どの働き方改革を強力に推進しなければならな
い」と述べ、夢と生きがいを持って働ける職場環
境づくりへの意欲を示した。
　また、創立 70周年の記念事業として、若者に
業界を紹介する映像の制作を進めていることを紹
介した。
　大会では、安全委員会生産性向上新技術検討Ｗ
Ｇ前主査の外川友司氏が「施工現場における生産
性向上の現状と課題」について講演したほか、香
川県電気工事業協会の山地真人会長が「心を高
め若者が押し寄せる業界に」と題して基調報告を
行った。

構造的問題と働き方改革について講演。
　引き続き、ルピナ中部工業㈱の柳沢健一代表
取締役と㈱ヤマト企画推進部の星野圭佑主査が
人材育成や生産プロセスの改革などの取り組み
について事例発表を行い、出席者らは魅力ある
設備業界の実現に向けて知識を深めた。
　会議後に開かれた懇親会では、日空衛九州沖
縄支部の井上久行会長や電管協の中村会長らが、
第 26回全国会議の沖縄開催をＰＲしたほか、阿
波踊りが披露されるなど和やかな雰囲気の中、
大いに盛り上がった。

電設協が平成 30 年度会員大会

日空衛第 25 回全国会議を徳島で開催

業界団体の動き

電設協の会員が一同に会した

挨拶する長谷川会長
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南部電工の弥永氏ら 6人を表彰
平成 30 年度電気保安功労者

　平成 30年度電気保安功労者表彰式（共催・
経済産業省那覇産業保安監督事務所、沖縄電気
安全・使用合理化委員会）が12月 12日、那覇
市の沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハで開
かれた。同表彰は電気保安の確保・推進に資す
ることを目的に、電気保安の確保に顕著な功績
があった電気工事業者の営業所や個人、団体等
を表彰するもの。
　経済産業省那覇産業保安監督事務所長表彰
は、個人の部（電気工事士）で弥永輝雄氏（三
協電設㈱）、崎本永長氏（㈱那覇電工）、玉城慎
也氏（㈱沖創工）らが受賞。
　沖縄電気安全・使用合理化委員会委員長表彰
では、個人の部（主任技術者）で金城睦雄氏（沖

縄電力㈱）、個人の部（電気工事士）に喜友名
保氏（㈱比謝川電気）、平良貞行氏（南部電工㈱）
に表彰状が授与された。
　表彰式では、玉城秀一那覇産業保安監督事務
所長と島袋清人沖縄電気安全・使用合理化委員
長が受賞者らに表彰状を授与し、祝辞を述べた。
玉城所長は「安全を前提とした業務に取り組ま
れているものと理解している。どうか引き続き、
この志を持ち続け事故のない業界運営に努力し
てほしい」と呼び掛けた。
　受賞者を代表して挨拶した三協電設の弥永氏
は「無事故・無災害を念頭に置き、安全施工に
努めていきたい」と気持ちを新たにした。

受賞者と関係者の皆さん
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県内外で会員企業に高い評価
尚平工業・太閤建設・三崎工業・光電気工事・比謝川電気ら

那覇市上下水道局優秀建設工事表彰式で挨拶する浦崎社長（左）

厚生労働省で開かれた安全優良職長厚
生労働大臣顕彰式典に参加した金城氏

　防衛省の平成 30年度特別優秀工事等顕彰（８月
31日）や那覇市上下水道局優秀工事表彰（10月 11
日）、沖縄県健康づくり表彰「がんじゅうさびら表
彰」（11月 18日）、厚生労働省の安全優良職長厚
生労働大臣顕彰（１月 11日）、嘉手納町の平成 30
年度優良建設工事業者表彰（1月 18日）等で、会
員企業多数が受賞するなど、県内外で会員企業が
高く評価された。
　８月 31日に東京都の防衛省で開かれた平成 30
年度特別優秀工事等顕彰の表彰式では、県内企業
から５社と５人の技術者が表彰。電管協会員企業
から、牧補（Ｈ 28）警衛所等（国道 58号線沿）
新設機械工事を施工した尚平工業㈱（平良明子社
長、具志堅政明現場代理人）が受賞した。
　10月 11日には、那覇市上下水道局優秀建設工
事の表彰式が開かれ、㈱太閤建設（浦崎家三社長）
ら２社が受賞。同表彰は今回初めて実施されたも
ので、受賞者は同局の入札参加資格審査や総合評

価などで加点される。
　また、健康づくりの取り組みを積極的に実施し
ている事業所等を表彰する沖縄県健康づくり表彰
「がんじゅうさびら表彰」事業所部門で、㈲三崎工
業がグランプリを獲得。三崎工業は、社員の健康
診断受診率・保健指導率 100％や、施設内完全禁
煙認定施設への登録などが評価された。
　平成 30年度安全優良職長厚生労働大臣顕彰に
は、光電気工事㈱の金城秀樹氏が輝いた。金城氏は、
昭和 63年に同社入社以来、30年間、担当した現
場での無事故・無災害を達成しているほか、社内
や現場での安全に対する知識の普及に積極的に取
り組んでいる。
　１月 18日には、嘉手納町の平成 30年度優良建
設工事業者表彰式が行われ、㈱比謝川電気（村山
博子）が受賞。受賞者を代表して挨拶した村山社
長は「今後とも賞に恥じないよう技術向上に努め、
安全第一で施工するとともに、地域に貢献できる
よう努める」と気持ちを新たにしていた。
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協会の動き

34 社 112 人が協力
ゆいま～る献血

平成 30 年７月豪雨災害への義援金贈呈
日本赤十字社沖縄支部に託す

　電管協は７月 24日、那覇市のパシフィック
ホテル駐車場で毎年恒例の「ゆいま～る献血」
を開催した。
　電管協の社会貢献活動の一環として夏場の血
液不足解消に役立ててもらおうと毎年行ってい
るもので、会員企業を中心に34社 112人が参

　電管協は９月 25日、那覇市与儀の日本赤十
字社沖縄県支部を訪れ、平成 30年７月豪雨災
害への義援金 130万円を贈呈した。中村達会長
は「ささやかだが会員からの寄付を、ぜひ被災
地の復旧支援に役立てて欲しい。また今年に入
り次々と災害が起きた。今後も義援金など復旧
支援活動に協力していきたい」と述べ、日赤県
支部の島田勉事務局長へ義援金を手渡した。義
援金を受け取った島田事務局長は「熊本地震へ
の義援金に続き今回も協力いただき大変ありが

加し、献血に協力した。
　参加企業は次の通り。
㈱アサヒプラント、㈱イチゴ、㈱大城組、㈱沖
創工、㈱沖電工、沖電水工事㈱、沖縄水質改良㈱、
沖縄パナソニック特機㈱、㈱沖縄工設、㈱奥原
電設、久建工業㈱、金城電気工事㈱、國和設備
工業㈱、三協電気工事㈱、㈱祖慶電設工業、㈱
太閤建設、（資）第一設備、㈲田端設備工業、照
屋電気工事㈱、㈱東洋設備、桐和空調設備㈱、
㈱那覇電工、南光開発㈱、南西空調設備㈱、㈱
西原環境おきなわ、日進電気土木㈱、光電気工
事㈱、比嘉工業㈱、マエダ電気工事㈱、㈱丸福、
㈱山川電気、琉穂建設工業㈱、㈱沖縄建設新聞
　ご協力ありがとうございました。
　

たい。全額責任をもって被災者に届けたい。今
後も協力をお願いしたい」と謝意を示した。

献血に協力する参加者ら

日赤沖縄支部に義援金を託した
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　電管協は、県土木
建築部の中部・八重
山・宮古の各土木事
務所が主催した道路
清掃活動に協力し
た。同清掃活動は、
「道路ふれあい月間」
の一環として実施し
ているもの。

　８月 31日に実施された中部地区道路クリーン
作戦に参加した仲田一郎副会長は「毎年実施し
ている平和祈念公園での清掃活動に加えて、県
土建部の清掃活動にも電管協の多くの会員に協
力していただいた。大変ありがたい」と話した。
　８月 30日の八重山地区道路クリーン作戦は、
11社 22人が参加し、石垣市街地周辺道路の清
掃を実施。31日に行われた宮古地区道路クリー
ン作戦では、宮古地区の会員８社 17人が国道
390号周辺の草刈りを行った。

協会の動き

平和祈念公園で毎年恒例の清掃活動
会員 233 人がボランティア参加

会員多数が道路クリーン作戦に協力
中部・八重山・宮古土木事務所主催の清掃活動

　電管協は11月７日、糸満市の平和祈念公園
で毎年恒例の清掃ボランティアを実施した。会
員企業から82社 233人が参加し、平和祈念公
園の美化活動で汗を流した。
　清掃に先立ち挨拶した中村達会長は「毎年多
くの皆さんが参加してくれて助かる。平和の礎
には、沖縄戦で亡くなられた方の名前が刻まれ

ている。心を込めて作業に取り組んでほしい。
また、気温が高いので熱中症に気を付けて」と
呼び掛けた。
　ボランティアでは、摩文仁の丘や平和の礎で
落ち葉やごみ拾いを行ったほか、刻銘碑の拭き
掃除を行い、平和祈念公園の美化に務めた。

今年も多くの会員がボランティアに駆け付けた

八重山地区では 11社 22人が参加

草刈りに勤しんだ宮古地区の参加者

中部地区クリーン作戦に駆け付け
た仲田副会長（左）ら
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協会の動き

安全第一の作業呼び掛ける
県内各地の会員施工現場でパトロール

　電管協は、10月 30日の中・北部地区安全パ
トロールを皮切りに県内各地の会員施工現場で
安全パトロールを実施した。
　中・北部地区安全パトロールでは、比嘉広明
安全対策委員長ら４人が参加し、うるま市の具
志川職業能力開発校本館建替工事（機械・㈱イ
チゴ、電気・光電気工事㈱）の現場を訪問。現
場事務所では、救急箱の設置や工程管理票など
に記載漏れや書類の不備がないかをチェック
し、担当者から工事の進捗や安全教育について
聞き取り調査したほか、資材の整理・整頓状況
や現場作業の様子を確認した。
　続いて、11月 21には宮古地区の渡真利剛理
事らが宮古島市未来創造センター建築工事（機
械設備・㈱朝日建設工業・日建㈱ＪＶ）の現場
でパトロールを実施。渡真利理事は「現場の整
理整頓や行政との連絡体制がしっかりと確立さ
れている非常に優秀な現場だった。工事完了ま
で安全第一で作業を進めてほしい」と講評した。
　また、１月 17日には那覇・南部地区パトロー

ルが行われ、比嘉委員長ら12人が参加。比嘉委
員長は「安全第一に各現場を巡回し、気が付い
た点を指摘し合うことで協会全体の安全意識の
向上を図ろう」と呼び掛けた。パトロールは２
グループに分かれ、平成 29年度小禄道路隊舎新
築他工事（機械設備・南西空調設備㈱、電気設備・
㈱沖創工）と大名市営住宅第３期建替工事Ａ棟
（機械１工区・尚平工業㈱ ･尚栄化工㈱ＪＶ、機
械２工区・㈲日向工業・㈱共立技研・㈲東江ポ
ンプＪＶ、電気１工区・照屋電気工事㈱・サン
電通エンジニアリング㈱ＪＶ、電気２工区・南
西電設㈱・㈱當間電工ＪＶ）現場を訪問。チェッ
クリストに沿って、安全対策が適切に行われて
いるか、危険箇所がないかをチェックした。
　また、同パトロールには、建設業労働災害防
止協会沖縄県支部安全衛生推進員の仲尾清栄
氏、加屋本善文氏、平田安則氏らがパトロール
に同行。安全書類の様式について指導するなど、
安全管理体制のさらなる向上を図った。

那覇・南部地区パトロールに参加した皆さん 大名市営住宅で現場の安全状況を確認

中・北部地区の巡回の様子 宮古地区のパトロール
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無事故・無災害への決意新たに
安全衛生大会を開催

　電管協は12月 19日、那覇市の那覇地域職業訓
練センターで第 36回安全衛生大会を開催した。
安全衛生大会は年末年始無災害運動の一環として
毎年実施しているもので、会員ら79人が参加し、
無事故・無災害への決意を新たにした。
　冒頭、中村達会長は「各社で日頃の安全衛生管
理や年末年始の労働災害防止に強力に取り組んで
いると思う。職場環境の改善や職員の健康促進な
どにも取り組んでほしい」と呼び掛けた。
　大会では、沖縄労働局労働基準部健康安全課の
長濱直次課長が講話したほか、建設業労働災害防
止協会沖縄県支部安全講師の仲尾清栄氏が基調講
演を行った。
　長濱課長は11月末時点の労働災害発生状況（速
報）について、建設業での発生状況は163人で平
成 29年比８・９％減、死亡災害は４人で29年よ
り16人減少したと報告。「今年度から実施してい
る沖縄県建設業 Safe-Work 運動の成果が表れて

いる」と強調し「平成 29年の県内の職場健診の
有所見率は64・７％で７年連続全国最下位となっ
ている。社員の健康づくりにも積極的に取り組ん
でほしい」と話した。
　基調講演で「脚立～墜落・転落から身を守ろう
～」をテーマに講演した仲尾氏は、脚立の安全使
用のポイントを解説。脚立の単独使用時は、高さ
２ｍ以上での作業時はヘルメットだけではなく、
安全帯も着用するよう求めた。
　また、仲尾氏は労働災害の根本的な原因につい
て「労働災害の約 83％は不安全な状態と不安全
な行動が重なった時に発生する」と説明し「ヒュー
マンエラーは発生するという前提で対策を考え、
ミスが災害につながらないようにすることが大
切。安全を人任せにせず、当たり前のことを当た
り前にやってほしい」と呼び掛けた。
　最後に㈱沖設備の名嘉斉氏の号令で参加者全員
で指差唱和を行い、安全への意識を高めた。　

協会の動き

参加者全員で指差唱和した
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協会の動き

離島工事等の渡航費精算方法の改善求める
電管協と沖総局が意見交換

　電管協は7月 26日、那覇市の電管協会館で沖縄
総合事務局と営繕事業に関する意見交換会を実施し
た。沖総局から小野寺幸治営繕調査官ら11人が出席、
電管協から中村達会長をはじめ８人が参加した。
　意見交換では、電管協から①建築工事、設備工事
の共通仮設費分担区分及びその内容②離島工事にお
ける現場経費の改善③遠隔地又は、離島等の工事に
おいての渡航費の精算方法④企業と配置予定技術者
の評価対象工事のチェックについて⑤施工実績⑥現
場における各使用資材検査の省略について⑦施工実
績範囲の拡大⑧監理（主任）技術者の要件緩和⑨工
事場所点在に係る経費の積み上げ―の９項目を提示
した。
　このうち、建築・設備工事の共通仮設費分担区分
について、設備工事の受注者は建築業者から納得で
きない共通的経費負担を強いられ、建築用の資料を
確認できず反論できない場合や工程を考慮して承諾
せざるを得ないケースを紹介。「建築業者の現場代
理人によって、設備業者の経費負担の解釈が違う」
と指摘。建築工事用、設備工事用の各資料等に負担
区分と内容について特記仕様書や現場説明資料など
に明確に記載するよう要望した。

　これに対して沖総局は「建築、設備工事の各特記
仕様書に他工事との工事区分表を明確に記載してい
る。足場関係については、設備工事の受注者は無償
で使用できると記載がある」と説明しながらも「今
後はこれら以外についても建築工事、設備工事の各
資料で区分を明示することを検討していきたい」と
回答した。
　また、遠隔地や離島等の工事における本島からの
労働者派遣に要する渡航費等の精算は、実際に掛
かった費用を算出して変更契約で精算する方法と
なっているが、その算出方法が、渡航費等の追加費
用に本契約の落札率を乗じた額での対応となり採算
割れすることから、落札率の乗算をやめるよう検討
を求めた。沖総局は「基本的には変更契約で費用を
精算する際には落札率を掛けている。全国的な動向
を注視しながら検討していきたい」と答えた。
　電管協の松島寛行副会長は「離島の工事増加や人
手不足のため、本島から人員を送るなどやむを得な
い状況がある。ぜひ、考慮してほしい」と話した。
　そのほか、電管協から提案のあった沖総局との災
害協定の締結について検討を進めることを確認し
た。

電管協側の出席者ら 沖総局の皆さん
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共通仮設費の負担区分明記へ
県土建部と意見交換

教諭ら早期の求人票提出など呼びかけ
工業高校教諭と意見交換会

　電管協は８月 17日、県庁で県土木建築部と
の意見交換会を行った。県土建部から小橋川透
技術・建設業課長ら10人が出席、電管協から
は中村達会長ら10人が参加した。
　電管協は会員から要望のあった①建築、設備
工事の共通仮設費負担区分及びその内容につい
て特記仕様書や現場説明資料等への明確な記載
②施工時期等の平準化③受注機会の均等化④総

　電管協は8月 29日、那覇市の電管協会館で
県立工業高校の電気・機械（管）担当教諭との
意見交換会を開き、高卒者の採用・雇用状況に
ついて意見を交わした。電管協からは中村達会
長ら7人が出席。工業高校は県立南部工業高校
電気設備科、県立美里工業高校設備工業科の教
諭ら３人が参加した。
　冒頭、小谷和幸専務理事は、平成 30年度の
電管協会員企業の新規採用実績を紹介。31年
度新規採用計画では、36事業所で183人を予
定していることなどを報告した。意見交換で電
管協の出席者は「資格がなくても技能者として
育てる。情熱を持って、長く働いてくれる生徒
に入社してほしい」と話し、入社後の教育体制
などを説明した。
　工業高校側からは「就職希望者は２年生から
求人票を確認し、３年生に進級する前に就職希
望の会社を決めていることが多い」とし「７月
１日の求人票解禁日に閲覧できない企業は生徒
の就職希望先から外れることもあるため、解禁

合評価方式の拡大⑤参考数量と図面の整合性が
ない場合の追加措置―の５点を要望。
　このうち、共通仮設費負担区分の記載につい
て電管協は「設備工事の受注者は、建築工事の
受注者から納得できない共通的経費の負担を強
いられることがあり、設備業者も建築用の資料
が確認できず反論できない場合や今後の工程等
を考慮して承諾せざるを得ないケースもある。
建築業者の現場代理人によって経費負担の解釈
が違うことも不自然だ」と現状を説明した。
　これに対して県は「共通仮設費と共通費につ
いては、『沖縄県土木建築部建築工事共通費積
算基準』が公表されているので確認してほしい。
建築業者からの過度な要求については、監督員
に確認、相談してもらいたい」とし「今後、こ
れから発注する工事については特記仕様書及び
現場説明資料等にも、建築工事で積算している
ものについては設備の方にも記載するようにし
ていきたい」と回答した。

日に間に合うよう求人票を出してほしい」と要
望。現在６月に開催している建設産業合同企業
説明会の時期も見直す必要があるとの指摘も
あった。
　参加した教諭は「生徒は求人票をみて企業を
吟味している」と現状を説明し、求人票を使っ
たＰＲを提案。その一例として、求人票に資格
取得手当などを掲載すると、入社後のキャリア
アップがイメージしやすくなることなどを紹介
した。

協会の動き

会員からの要望事項について協議した

工業高校教諭と意見を交わした
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熱心に聞く参加者ら（円内は講師の黒図氏）

協会の動き

実地試験の受験対策講習会を開催
１級電気工事施工管理検定

法令順守への理解深める
建設業の基礎知識～法令順守・施工計画～研修会

　電管協は９月 14日、那覇市の電管協会館で
10月 14日に行われる平成 30年度 1級電気工事
施工管理技術検定実地試験に向けた受験講習会

　電管協は11月 16日、那覇市の電管協会館で
「建設業の基礎知識～法令順守・施工計画～」
研修会を開いた。建設業で必要とされる法令知
識などについて学ぶもので、会員企業の担当者
ら約 30人が参加した。
　研修会開催に先立ち、小谷和幸専務理事は「法
令順守に理解を深めるとともに、質の高い工事
を工期内に納め、若者が安心して働ける職場に
していこう」と呼び掛けた。
　講師はクロズテック㈱の黒図茂雄氏が務め、
建設工事の安全、品質の基準となる法令につい
て講義。黒図氏は「施工計画の中で一番大事な

を開催し、会員企業の社員ら67人が受講した。
　講師は西部電気工業㈱沖縄支店の伊集守昭担
当課長が電気設備全般、同社社会基盤整備部沖
縄営業所の北野弘之所長が施工管理と施工経験
記述指導を担当。電気工事施工管理技術テキス
トや問題集を使って、出題頻度の高い問題を解
説した。
　伊集氏は「幅広い分野から出題されているた
め、学習する範囲を絞るのが困難かもしれない」
と指摘。過去 10年の出題分野一覧からこれま
でに出題された問題を紹介し「繰り返し出題さ
れている問題は解けるまで何度も繰り返し解き
直してほしい」とアドバイスした。

ことは法令順守だ。法律を調べる癖をつけてほ
しい」と呼び掛け、建設業許可や主任・監理技
術者の職務に関する法令、入契法などの基本の
法令を振り返った。
　また、人手不足の時代における品質を確保す
る施工体制については「技能者への教育・指導
を行う体制をつくり、お互いに技能を教え合え
る施工体制を構築することが必要だ」と説明し
た。

67 人が受講した
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青年部会　チャリティーゴルフコンペ開催
社協と７月豪雨災害へ収益金を寄付

　電管協青年部会（當銘直彦部会長）は７月 20日、
糸満市のパームヒルズゴルフリゾートで第４回チャ
リティーゴルフコンペを開催した。同大会は青年部
会が地域貢献活動の一環として毎年開催しているも
ので、今年も青年部会を中心に41人が参加した。
　開会式で新垣昌彦副部会長は「今年も多くの皆様
のご参加をいただき、大変ありがたい。プレーで汗
を流しながら交流を深めて、より良い青年部会活動
を進めていこう。また、今日は７月上旬に発生した
西日本豪雨の被災地に送る募金箱も設置したので協
力してほしい」と呼び掛けた。
　10月 23日には當銘部会長、新垣副部会長、仲間
幹副部会長、事務局の知念徹課長らが那覇市の沖縄
県社会福祉協議会（湧川昌秀会長）を訪れ、７月に
開催したチャリティーコンペの収益金を贈呈した。
　贈呈式で當銘部会長は「業界の結束力が強まるイ
ベントとして、今後も継続していきたい」と意欲を
示した。
　湧川会長は「今回で５回目のご寄付をいただき本
当に感謝している。お寄せいただいた貴重なご浄財
を社会福祉活動の推進に有効に活用させていただ

く」と謝辞を述べた。
　また、同日、當銘部会長らは那覇市の日本赤十字
社沖縄県支部を訪れ、平成 30年７月豪雨災害への
義援金を託した。
　當銘部会長は「義援金という形で被災された方の
お役に立てれば幸い」と語り、島田勉事務局長に義
援金を手渡した。
　島田事務局長は「現在、復興に向けて各地で活動
が展開さている。責任を持って全額を被災地にお届
けする」と語り、謝意を示した。　
　チャリティーゴルフコンペの主な結果は次の通り
（敬称略）。
▽優勝＝當銘直彦（國和設備工業㈱）
▽準優勝＝前代孝夫（㈱オカノ）
▽３位＝瀬長満（㈱那覇電工）
▽ベストグロス賞＝當銘直彦（國和設備工業㈱）
▽ニアピン賞＝３番・平川栄（㈱アサヒプラント）、
６番・金城一志（國和設備工業㈱）、11番・大濱善郎（沖
縄ガス㈱）、13番・當銘直彦（國和設備工業㈱）
▽ドラコン賞＝５番・浦崎直哉（㈱イチゴ）、15番・
金城一志（國和設備工業㈱）

協会の動き

チャリティーゴルフコンペに参加した皆さん

社協の湧川会長（右から２人目）に収益金を贈呈した 日赤沖縄支部に７月豪雨災害の義援金を託した
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◆第３回理事会次第◆
日時：平成 30年 8月 14日（火）14:00
場所：電管協会館３Ｆ中ホール

議　  題

〔審議事項〕
　1. 平成 30年 7月豪雨災害への義援金について
　2. ボランティア清掃の実施について
　3. 退会届について

〔その他・報告事項〕　
　１．沖縄総合事務局との意見交換会について
　２．（一社）日本空調衛生工事業協会九州沖縄支部総会について
　３．（一社）日本空調衛生工事業協会理事会について
　４．国土交通大臣表彰（金城稔氏）について　
　５．おきなわ建設フェスタへの協賛について
　６．各委員会報告について
　　（１）第２・３回政策委員会（委員長　松島寛行）
　７．県産品要請団来会、ゆいまーる献血について
　８．おきなわ技能五輪・アビリンピック記念泡盛ボトル販売の協力について
　９．職務執行状況報告について
《参考資料》
　（１）協会主要会議開催日程　
　（２）電管協会報 71号　

◆第４回理事会次第◆
日時：平成 30年 10月 9日（火）14:00
場所：電管協会館 3Ｆ中ホール

説　  明

　「働き方改革関連法」について・・・・・・・・・・・沖縄労働局那覇労働基準監督署

議　  題

〔審議事項〕
　１．宮古部会、八重山部会旅費交通費について
〔その他・報告事項〕
　１．沖縄県土木建築部との意見交換会について

協会の動き
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　２．工業高校との意見交換会について
　３．（一社）日本空調衛生工事業協会理事会について
　４．（一社）日本電設工業協会理事会について
　５．委員会報告について
　　（１）第 2回担い手確保・育成委員会（委員長　中山正巳）
　　（２）第 4回政策委員会（委員長　松島寛行）
　６．平成 30年 7月豪雨災害義援金の贈呈について
　７．電管グリーン第 600回記念大会について
　８．職務執行状況報告について
《参考資料》
　（１）協会主要会議開催日程　　

◆第５回理事会次第◆
日時：平成 30年 12月 11日（火）14:00
場所：電管協会館 3Ｆ中ホール

説　 明

「働き方改革関連法」について・・・・・・・・・・・沖縄労働局那覇労働基準監督署

議　 題

〔報告・その他事項〕
　１．退会届について
　２．（一社）日本空調衛生工事業協会理事会について
　３．（一社）日本空調衛生工事業協会全国会議【徳島開催】について
　４．清掃ボランティア（平和祈念公園）について
　５．第 3回おきなわ建設フェスタについて
　６．建設業の基礎知識（法令遵守）研修会について
　７．委員会報告について
　　（１）第 1回安全対策委員会（委員長　比嘉広明）
　　（２）第 2回運営・広報委員会（委員長　仲田一郎）
　８．電管グリーンコンペ規約について
　９． IT ソリューションビジネス相談会について
　10．職務執行状況報告について
《参考資料》
　（１） 協会主要会議開催日程

協会の動き
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一般社団法人　沖縄県電気管工事業協会

運営・広報委員会
　（平成 30年度 )　第２回 平成 30年 11月 13日（火）12：00
　１．議題
　　（１）会報第 72号の発行について
　　（２）おきなわ建設フェスタについて（報告）
　　（３）建設業の基礎知識（法令遵守）研修会について
　　（４）その他
　　（出席）　
　　　仲田一郎、親泊政夫、中山正巳、大嶺克成、中江均、山内聰、小谷和幸
　　（オブザーバー）　
　　　大濱きよみ・眞志喜光（沖縄建設新聞）
　　（欠席）
 　　　小波津聰・知念徹
　２．検討結果
　　（１）会報第 72号の発行について
　　　　・表紙の写真については「沖縄県立八重山病院」に決定した。
　　　　・会長対談については　沖縄労働局長　安達隆文氏に決定した。
　　　　・「視点」については沖縄総合事務局経済産業部長　寺家克昌氏に決定した。
　　　　・裏表紙の広告は㈱沖電工に依頼をし、大嶺社長から了解を得た。
　　（２）おきなわ建設フェスタについて（報告）
　　　　・各委員から高く評価する意見が述べられ、今後も一層充実した内容で継続するこ

とが重要との共通認識であった。
　　（３）建設業の基礎知識（法令順守）研修会について
　　　　・各委員の会社にも参加をお願いした。

政策委員会
　（平成 30年度）第２回　平成 30年 6月 18日（月）12：00
　１．議題
　　　沖縄総合事務局営繕課との意見交換会（7月 26日）について
　２．検討結果
　　　協会からの要望事項として主に以下の提案をすると報告した。
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　　　・共通的経費負担区分の特記仕様書等への明記について
　　　・離島工事における現場経費の改善について
　　　・遠隔地・離島の工事においての渡航費の積算方法について
　　　・企業と配置予定技術者の評価対象工事のチェックについて
　　　（出席）
　　　  松島寛行、山川光雄、仲田一郎、外間元三、下地稔、渡真利剛、小谷和幸、
　　　  知念徹
　　　（欠席）
　　　  後上里悟

　（平成 30年度）第３回　平成 30年 7月 25日（水）9：30
　１．議題
　　（１）沖縄総合事務局との意見交換会（7月 26日）について
　　（２）沖縄県土木建築部との意見交換会（8月 17日）について
　２．検討結果
　　（１）沖縄総合事務局との意見交換会（7月 26日）について
　　　　　7月 26日（木）に開催する意見交換会についての確認事項等を協議した
　　（２）沖縄県土木建築部との意見交換会（8月 17日）について
　　　　　提出する主な議題を以下の5点に絞ることにした
　　　　　・共通的経費負担区分の特記仕様書等への明記について
　　　　　・施工時期の平準化について
　　　　　・発注業務の地域バランスについて
　　　　　・参考数量と図面との相違について
　　　　　・総合評価方式の拡大について
　　　（出席）
　　　  松島寛行・山川光雄・仲田一郎・下地稔・外間元三・小谷和幸・知念徹
　　　（欠席）
　　　  渡真利剛・後上里悟

　（平成 30年度）第４回委員会・第１回ワーキンググループ合同会議平成 30年 9月27日（水）12：00
　１．議題
　　（１）沖縄県土木建築部との意見交換会（8月 17日）について
　　（２）沖縄総合事務局との意見交換会（7月 26日）について
　２．検討結果
　　（１）沖縄県土木建築部との意見交換会（8月 17日）について
　　　　・表題のことについて、主にこれから発注する工事については特記仕様書

及び現場説明資料等にも、建築工事で積算しているものについては設備
の方にも記載するようにしたいとの回答を得た事を報告した。
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　　（２）沖縄総合事務局との意見交換会（7月 26日）について
　　　　・表題のことについて、沖縄県同様の回答を得られたことを報告した。
　　　　・8月の理事会で報告済だが、ワーキンググループへの報告のため議題とした。
　　　（出席）
　　　  松島寛行、山川光雄、下地稔、外間元三、渡真利剛、小谷和幸、知念徹
　　　（欠席）
　　　  仲田一郎、後上里悟

安全対策委員会
（平成 30年度）　第１回　平成 30年 11月 1日（木）12：00
１．議題
　　（１）平成 30年度安全パトロール（中・北部地区）について（報告）
　　（２）平成 30年度安全パトロール（那覇・南部地区）の選定について
　　（３）中小専門工事業者の安全衛生活動支援事業について（報告）
　　（４）その他
　　　（出席）
　　　  比嘉広明、田端智、松島寛行、仲原泉、玉城信六、伊佐一、小谷和幸、知念徹
２．検討結果
　　（１）平成 30年度安全パトロール（中・北部地区）について（報告）
　　　　・具志川職業能力開発校本館建替工事の安全パトロールを、去った10月 30

日に実施した旨事務局から報告、比嘉委員長、田端副会長から現場の状況
報告があり、おおむね良好であったとの所見を述べた。

　　（２）平成 30年度安全パトロール（那覇・南部地区）の選定について
　　　　安全パトロール現場候補として以下に決定した
　　　　・那覇・南部地区
　　　　　第１候補　大名市営住宅第３期建替工事　機械 1工区・2工区、電気１工

区・2工区
　　　　　第２候補　平成 29年度小禄道路隊舎　機械設備工事・電気設備工事
　　　　　今回は上記２現場を平成 31年１月 15日～ 23日のいずれかで実施するこ

とにした。
　　（３）中小専門工事業者の安全衛生活動支援事業について
　　　　・厚労省では中小専門工事業者の安全管理を向上させるため、平成 30年度

新規支援事業としてスタートした旨報告。建災防と電管協が連携して進
めていくと説明した。

　　　　・今年度の安全衛生大会は、この支援事業を活用し開催することとした。
日程については12月 19日（水）もしくは21日（金）のいずれかに決定した。
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担い手確保・育成委員会
（平成 30年度）第２回　平成 30年 8月 29日（水）12：00
１．議題
　　（１）平成 30年度地域産学懇談会について
　　（２）労務費調査説明会について
　　（３）建設業働き方改革加速化プログラムについて
２．検討結果
　　（１）平成 30年度地域産学懇談会について
　　　　・沖縄県建設業協会が主催する平成 30年度の地域産学懇談会（那覇地区）

では、工業高校が抱える問題点等の説明がなされた。
　　　　①学校教育現場における問題点について（意見・要望）
　　　　・業界の最新の工法や情報というのを学校で取り扱うのは、どうしても

遅れがちである。教職員の多忙化により、新聞や関連誌などに手が伸
ばせない状況である。

　　　　・南部工業高校は学科改変 2年目であるが建築設備科では定員割れが続
いている。また、沖縄工業から流れる生徒は少ないようである。

　　　　②入学希望者の対応並びに状況について
　　　　・保護者向け学校説明会等を行って受験者増に努めている。
　　　　・工業高校を希望する生徒がいても、その親が普通科志向であるため、

入学希望者がなかなか増えないのが現状である。
　　　　③建設業へ入職するための取り組みについて
　　　　・土日を含む休日の確保と公休日も取れるような環境づくりが必要。

　　（２）労務費調査説明会について
　　　　・平成 30年度の公共事業労務費調査に関するアンケートを実施し、対象企

業へ説明会を10月 12日（金）に開催することを報告した。
　　　　・労務費に対する意識を広く啓蒙させる必要があるとの意見があったので、

対象企業以外の会員へも説明会の案内をすることにした。
　　（３）建設業働き方改革加速化プログラムについて
　　　　・国土交通省が推進する建設業働き方改革加速化プログラムについて説明

をした。
　　　（出席）
　　　  中山正巳、金城稔、上江洲博、石原清正、小谷和幸、知念徹
　　　（欠席）
　　　  比嘉広明、吉濱功佑
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　50年以上の歴史ある電管協のゴルフコ
ンペに入会しませんか。
　ゴルフを楽しみながら会員相互の親睦
を深め、組織の充実強化、設備業界の発
展を目指します。会社単位での入会とな
りますので、コンペはどなたでも参加で
きます。初心者から上級者まで、年齢は
問いません。
　詳しくは、電管協事務局まで
　    電　話：０９８(８６８)－８４００
　　 E-mail：info@denkankyo.or.jp

◇大　会　要　項　(抜粋 )
　１．開催日時：原則毎月第 3木曜日
　２．開催場所：琉球ゴルフ倶楽部
　３．会　　費：年間 25,000円
　４．競技方法：18Hストロークプレイ
　　　　　　　　ハンディキャップ方式
　５．表 彰 式：プレー終了後、同ゴルフ場にて行う。

コンペ会場の琉球ゴルフ倶楽部

電 管 グ リ ー ン 入 会 の ご 案 内 ！
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役　職　名 氏 　 　 　 　 名 会 　 社 　 名 役　　 職
会 　 長 中 　 村 　 　 　   達 三 栄 工 業 ㈱ 社 　 長
副 会 長 松 　 島 　 寛 　 行 三 協 電 気 工 事 ㈱ 社 　 長

〃 比 　 嘉 　 広 　 明 比 嘉 工 業 ㈱ 会 　 長
〃 仲 　 田 　 一 　 郎 ヤ シ マ 工 業 ㈱ 社 　 長
〃 中 　 山 　 正 　 巳 ㈱ 那 覇 電 工 会 　 長

理 　 事 金 　 城 　 　 　 稔 光 電 気 工 事 ㈱ 会 　 長
〃 小 波 津 　 　 　 聰 沖 電 水 工 事 ㈱ 社 　 長
〃 中 　 江 　 　 　 均  （資） 中 江 電 気 建 設 会 　 長
〃 大 　 嶺 　 克 　 成 ㈱ 沖 電 工 社 　 長
〃 外 　 間 　 元 　 三 琉 球 通 信 工 事 ㈱ 社 　 長
〃 山 　 川 　 光 　 雄 ㈱ 山 川 電 気 社 　 長
〃 親 　 泊 　 政 　 夫 南 西 電 設 ㈱ 社 　 長
〃 仲 　 原 　 　 　 泉 國 和 設 備 工 業 ㈱ 社 　 長
〃 山 　 内 　 　 　 聰 ㈲ ヤ マ ウ チ 設 備 社 　 長
〃 玉 　 城 　 信 　 六 ㈱ 東 洋 設 備 社   長
〃 下 　 地 　 　 　 稔 ㈱ テ ク ノ 工 業 社 　 長
〃 後 上 里 　 　 　 悟 ㈱ 日 建 興 業 社 　 長
〃 渡 真 利 　 　 　 剛 ㈱ 川 田 電 設 産 業 社 　 長
〃 上 江 洲 　 　 　 博 照 屋 電 気 工 事 ㈱ 社 　 長
〃 伊 　 佐 　 　 　 一 ㈱ 沖 創 工 社 　 長
〃 田 　 端 　 　 　 智 ㈲ 田 端 設 備 工 業 社 　 長
〃 石 　 原 　 清 　 正 ㈱ 丸 石 設 備 社 　 長
〃 吉 　 濱 　 功 　 佑 金 城 電 気 工 事 ㈱ 社 　 長

専 務 理 事 小 　 谷 　 和 　 幸 協 会 事 務 局 専 務 理 事

監 　 事 與 　 儀 　 盛 　 輝 ㈱ オ カ ノ 社 　 長
〃 喜 久 本 　 　 　 弘 ㈱ 沖 縄 特 電 社 　 長
〃 深 　 井 　 真 　 三 那 覇 中 央 会 計 税 理 士

（平成 29年・30年度）
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株式会社　アサヒプラント

株式会社　安謝橋電機

株式会社　イチゴ

株式会社　浦城産業

株式会社　大城組

株式会社　オカノ

株式会社　沖永開発

株式会社　オキジム

株式会社　沖設備

株式会社　沖創工

株式会社　沖電工

沖電水工事　株式会社　

株式会社　沖縄工業　

株式会社　沖縄工設

株式会社　沖縄計装工事

沖縄水質改良　株式会社　
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株式会社　沖縄特電

沖縄パナソニック特機　株式会社

株式会社　沖縄日立

株式会社　奥原電設

久建工業　株式会社

共電工事　株式会社

金城電気工事　株式会社

有限会社　金星電設　

株式会社　久米電装

興南施設管理　株式会社

國和設備工業　株式会社

三栄工業　株式会社

三協電気工事　株式会社

尚平工業　株式会社

株式会社　新共電気工業

株式会社　ゼネラル電設

相互電気　株式会社

－47－



株式会社　祖慶電設工業

合資会社　第一設備

株式会社　太閤建設

大成設備工業　株式会社

大和電工　株式会社

有限会社　田端設備工業

照屋電気工事　株式会社

株式会社　東部電気土木

株式会社　東洋設備

桐和空調設備　株式会社

株式会社　永山組

株式会社　那覇電工

南光開発　株式会社

南西空調設備　株式会社

南西電設　株式会社

南部電工　株式会社

株式会社　西原環境おきなわ
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日進電気土木　株式会社

比嘉工業　株式会社

光通信工業　株式会社

光電気工事　株式会社

有限会社　日向工業

マエダ電気工事　株式会社

株式会社　丸石設備

有限会社　三崎工業

合資会社　明光電気

ヤシマ工業　株式会社

株式会社　山川電気

株式会社　琉球エンジニア

琉球通信工事　株式会社

琉穂建設工業　株式会社

株式会社　和高建設工業

株式会社　東江電気工事

株式会社　アメニス空調
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有限会社　大謝名電工

株式会社　おきさん

株式会社　機電工業

株式会社　宜野湾電設

有限会社　クラウン工業

三協電設　株式会社

三建設備　株式会社

重信電気工事　株式会社

有限会社　真栄工業

株式会社　真和電工

中部電水工事　株式会社

有限会社　津城電気工事

株式会社　テクノ工業

デルタ電気工業　株式会社

東洋電気工事　株式会社

合資会社　中江電気建設

株式会社　日本電設
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株式会社　比謝川電気

不二宮工業　株式会社

有限会社 ヤマウチ設備

株式会社　琉建工業

ワールド電気産業　有限会社

有限会社　上宏工業

株式会社　名護電水センター

有限会社　宮里電気

株式会社　朝日建設工業

有限会社　いなみ電気

株式会社　川田電設産業

株式会社　下崎工事社

株式会社　パイオニア

有限会社　松宮開発

株式会社　丸秀

三成技建　株式会社

有限会社　宮古電水土木

有限会社　吉田産業
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株式会社　共和

株式会社　佐久本商会

株式会社　三光電設

株式会社　紫電舎

有限会社　昭電工業

株式会社　新生

有限会社　東洋工業

有限会社　仲野電設

株式会社　南西工業

株式会社　日建興業

株式会社　八電工

株式会社　砂盛工業

株式会社　アサヒ

株式会社　安謝鋳物商事

沖縄環境企画　株式会社

沖縄ガス　株式会社

株式会社　沖縄多久パイプ　
　プレファブ加工センター
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沖縄電力　株式会社

沖縄東芝　株式会社

沖縄ニッタン　株式会社

沖縄三菱電機販売　株式会社

合資会社　金城商会

株式会社　金城電気商会

ダイキンＨＶＡＣソリューション
沖縄　株式会社

有限会社　東洋商会

長嶺電機　株式会社

光電気産業　株式会社

福山商事　株式会社

マルヰ産業　株式会社

株式会社　丸福

株式会社　ゆにてっくす

株式会社　琉球テクノ産業

－53－



【８月】

【９月】

・電気使用安全月間広報パレード出発式
（小谷専務、知念課長）
・第 5回沖縄建設産業親睦ゴルフコンペ
・建設産業親睦ゴルフコンペ表彰式
・定例執行部会
・第 596 回電管グリーン
・「アサヒフェア 2018」オープニングセレモ
ニー（中村会長、知念課長）
・地域別産学懇談会（那覇地区）（中山副
会長）
・定例執行部会
・第３回理事会
・地域別産学懇談会（沖縄地区）（山内理
事）
・地域別産学懇談会（宮古地区）（渡真利
理事）
・地域別産学懇談会（八重山地区）（後上
里理事）
・沖縄県土木建築部との意見交換会（中
村会長、松島副会長、比嘉副会長、 
中山副会長、仲田副会長、山川理事、
外間理事、渡真利理事、小谷専務、 
知念課長）
・第 2回建産連役員会（中村会長、小谷
専務理事）
・沖縄総合事務局挨拶廻り（執行部）
・定例執行部会
・第 1回建設業社会保険推進・処遇改善
沖縄地方連絡協議会（知念課長）
・建設キャリアアップシステム説明会（小
谷専務理事）
・平和祈念公園ボランティア清掃打合せ
（小谷専務理事、知念課長）　
・第 2回担い手確保・育成委員会
・美里・南部工業高校教諭との意見交換
会（中村会長、松島副会長、 比嘉副会長、
中山副会長、仲田副会長、金城稔理事、
小谷専務、知念課長）
・臨時執行部会
・第３回おきなわ建設フェスタ８月期幹事
会（委任）
・道路クリーン作戦（八重山地区）
・道路クリーン作戦（宮古地区）
・道路クリーン作戦（中・北部地区）
　
　
・佐世保　双峰設備訪問（中村会長、比
嘉副会長）
・第６回育成五輪選手育成専門委員会及
び第５回アビリンピック選手育成専門委
員会（小谷専務理事）

【10月】

 ・（一社）日空衛 九州支部役員会（中村会
長、比嘉副会長、知念課長）
・（一社）日空衛全国事務局代表者会議
　東京於（小谷専務理事、知念課長）
・平成 30 年度 建設雇用改善事業推進会
議（中山副会長）
・定例執行部会
・第 56 回技能五輪全国大会及び全国アビ
リンピック「沖縄県選手壮行会」（中村
会長）
・昇降機研修　東京於（中村みのり担当）
・第 597 回電管グリーン
 ・（一社）日本電設工業協会理事会　東
京於（松島副会長）
・1級電気工事施工管理受験実地講習会
（電管協於）
・定例執行部会
 ・（一社）日本空調衛生工事業協会理事会
（中村）
・第 1回建設産業ビジョン推進実施団体
会議（小谷専務理事）
・西日本豪雨義援金贈呈式（日本赤十字
社）（中村会長、小谷専務、知念課長）
・第 5回青年部幹事会
・第 4回政策委員会＆ワーキンググループ
・おきなわ建設フェスタ幹事会（知念課長）
　
　
・定例執行部会
・おきなわ建設フェスタ打ち合わせ（電管
協於）
・沖縄県省エネ住宅普及推進協議会第 1
回運営委員会（小谷専務理事）
・定例執行部会
・第 4回理事会
・ラグナガーデンホテル視察（中村会長、
比嘉副会長、仲田副会長、小谷専務理
事、知念課長 ）
・沖縄県産業安全衛生大会（中村会長）
・第 598 回電管グリーン
 ・（一社）日本電設工業会員大会（高松市
於）（松島副会長、小谷専務）
・公共事業労務費単価説明会（電管協於）
・おきなわ建設フェスタ幹事会（小谷専務、
知念課長）
・おきなわ建設フェスタ打ち合わせ（電管
協於）
・㈱沖縄多久プレファブ加工センター創立
10 周年記念パーティー（中村会長）
・定例執行部会
・青年部チャリティゴルフ寄付金贈呈式（社
会福祉協議会）
・青年部チャリティゴルフ義援金贈呈式（日
本赤十字社）
・（一社）日本空調衛生工事業協会全国
会議（四国支部　徳島市）（中村会長、
比嘉副会長、仲田副会長、小谷専務、
知念課長、青年部 3 名）
・おきなわ建設フェスタ実行委員会（中村

（H30.8月～Ｈ 31.1月迄）
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【11月】

【12月】

会長、小谷専務理事）
・電管協　安全パトロール（中・北部地区）
・おきなわ建設フェスタ打ち合わせ（電管
協於）
　
　
・第 2回安全対策委員会
・第 2回電管グリーン600 回記念大会実
行委員会
・第 56 回技能五輪全国大会 沖縄開催
（H30.11.2 ～ 5）（中村会長、比嘉副会長、
中山副会長）
・定例執行部会
・第 6回青年部幹事会
・電管協 平和祈念公園ボランティア清掃
（平和の礎）
・第 599 回電管グリーン
・第 3回おきなわ建設フェスタ（県総合運
動公園）
 ・（一社）日空衛　井上支部長来会
・第 2回運営広報委員会
 ・「建設業の基礎知識（法令順守）」研修
会　講師：黒図茂雄
・定例執行部会
・第 27回暴力団追放沖縄県民大会（委任）
 ・（一社）日空衛理事会（中村副会長）
・年末調整説明会（比嘉京子担当）
 ・「エレベーター保守・点検業務」説明会（中
村みのり担当）
・第 63 次設備士試験監督（空調）（小谷
専務、知念課長）
・第 63 次設備士試験監督（衛生）（小谷
専務、知念課長）
・沖縄建設新聞第 56 期定時株主総会（松
島副会長、小谷専務理事）
　
　
・定例執行部会
・第 3回電管グリーン第 600 回記念大会
実行委員会
・定例執行部会 

【1月】

・第 5回理事会 
・執行部＆事務局忘年会 
・電気保安功労者表彰式、祝賀会（松島
副会長）
・第 600 回電管グリーン記念大会
・青年部忘年会 
・沖縄労働局長との新春会長対談（中村
会長、小谷専務、知念課長）
・定例執行部会 
・電管協　安全衛生大会　
・沖縄防衛局　中井設備課長面会
（中村会長、松島副会長、仲田副会長、
事務局）
・JTB 沖縄との打ち合わせ（中村会長、
比嘉副会長、仲田副会長、事務局）
・仕事納め
　
　
・仕事始め
・那覇市新年賀詞交歓会（執行部）
・平成 31年経済団体合同新年宴会
 ・（一社）沖縄県建設業協会新年賀詞交
歓会（中村会長・小谷専務）
・自由民主党沖縄県支部　新春の集い
・第 2回沖縄建設産業ビジョン推進実施
団体ヒヤリング（電管協於）
・第 1回電気安全幹事会（小谷専務理事）
・第 601回電管グリーン
 ・（一社）建築士事務所協会　建設関係
団体新年会（中村会長）
 ・（一社）日空衛理事会　東京於（中村会
長）
 ・電管協　安全パトロール（那覇・南部地
区）
・執行部官公庁年始挨拶廻り（執行部、
事務局）
・定例執行部会
・第 5回政策委員会
・電管協新年賀詞交歓会

印刷／（資）精印堂印刷
　　　電話（098）832－1311
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電気の子メーターをご使用の皆様へ電気の子メーターをご使用の皆様へ

沖 37       7

000000 000000

基準適合ラベル 封印キャップ
旧 新

旧（平成28年３月まで） 新（平成28年４月以降）

有効期限
平成38年３月末です。

有効期限
表示はありません。

旧 現行

自主検査※２に
合格したもの

検定※１に合格したもの

有効期限：「平成40年７月末」の表示

※１　日本電気計器検定所が行う。

※平成23年４月より変更しました。

※２　指定製造事業者が行う。

検定ラベル

・ファイバー製 ・黄銅製

検定証

旧（平成23年３月まで） 新（平成23年４月以降）

有効期限：「平成37年７月末」の表示

検定証印

検定票

変成器付計器の有効期限は
検定票で表示しています。

変成器付計器の場合，小判形のファイバー製（検定番号の刻印）と黄銅製（合番号の刻印）の２種類の検定票が付けられています。

変成器付計器

単独計器

子メーター 電力メーター

検定票

ファイバー製
（検定番号）

黄銅製
（合番号）

管理人側が
検定又は自主検査
を受けて取り付ける。

電力会社が
検定又は自主検査
を受けて取り付ける。

有効期限は，元号表示で　茶色：７年　灰色：５年

表面 有効期限：「平成37年７月末」の表示

裏面 検定番号が刻印されています。
初回検定時は、検定番号と合番号は同じです。
※有効期限ではありません。

表面 計器と変成器の組み合わせの番号

裏面 検査合格年月：
「平成30年７月」の表示

沖 37    7 沖 0 1 2 3 4

沖 0 1 2 3 4 30 7沖

（平成 年 月まで

40

［無断転載禁止］

●電気メーターに関する計量法については………内閣府　沖縄総合事務局　経済産業部　エネルギー対策課 ☎098（866）1759
●検定については……………………………………………………………… 日本電気計器検定所　沖縄支社 ☎098（934）1491
●検定申請等のご相談については……………………………………………………… 沖縄電機工業株式会社 ☎098（929）1255
●メーターの取替等工事については……………………………………………… 沖縄県電気工事業工業組合 ☎098（855）5230
●電気メーターの取扱いメーカーは …………… 大崎電気工業株式会社　営業本部システム・機器部営業課 ☎03（3443）7177
 ……… 東光東芝メーターシステムズ株式会社　営業部営業推進第二グループ ☎092（735）3040
 ……………………………………………………… 富士電機株式会社　沖縄支社 ☎098（862）8625
 ……………………………………………………… 三菱電機株式会社　九州支社 ☎092（721）2243

《お問い合わせ先一覧》




