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年頭ご挨拶・会長　｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜　❷
年頭ご挨拶・岡山県知事　｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜　❸
社会貢献・清掃ボランティア ｜｜｜｜｜｜｜｜｜　❹

社会貢献・福祉活動、暴力追放・銃器根絶　｜｜｜　❺
１級施工講習、入札説明会　｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜　❻
通常総会、ゴルフ交流会、事務局だより　｜｜｜｜　❼



　2023年、あけましておめでとうございます。
　皆様におかれましては、ご健勝にて新年をお迎えのことと、心からお慶び申し上げます。
　平素より、会員及び関係の皆々様には、当協会の事業運営にあたり、格別のご高配を賜り、
厚く御礼申し上げます。
　昨年は、ロシアによるウクライナ侵攻に始まり、新型コロナウイルス新規感染者増加によ
る第六波と第七波による経済活動の停滞、ドル高による価格上昇など日本経済は大きな打撃
をうけた年となりました。
　私共、電気設備工事業界においても、感染拡大による海外工場の操業停止による部品供給
不足や物流停滞の影響を受け電設資機材の調達遅延や価格高騰により一昨年以上の厳しさと
なっています。
　今後の活動として当協会では、技術者の資格取得促進として「１級電気工事施工管理技士」
の受験講習会を今後も継続して開催し、また最大の課題である「優秀な人材確保」に向けて、
「週休２日制の導入」を進める等の「働き方改革」を推進し、公共工事で限定運用されていた
「建設キャリアアップシステム（CCUS）」が2023年からは民間工事にも適用されることを受
け電気設備業界としても対応していかなくてはならないと考えています。
　コロナ禍の中、開催中止していた、インターンシップの受け入れや、学生への出前授業も
今後の推移を見計らって進めて参ります。
　また、ささやかではありますが、例年行っている社会福祉施設へ備品寄贈や地域への清掃
ボランティア活動等の社会貢献、国及び自治体に対し、陳情や提言等、様々な事業を継続し
て参ります。
　新年度も、今後の感染状況を見極めながらではありますが、順次事業を開催させていただ
き、会員の皆様に必要な情報提供など有意義な活動を行って参ります。
　最後に、我々電気設備業界は日常生活及び災害時等の非常時において不可欠である重要な
ライフラインを担う業界であることに誇りを持って働ける環境づくりの牽引役として、微力
ではありますが少しでもお役に立てるよう、今後も皆様と共に、力を合わせて使命を果たし
ていく所存です。引き続き、関係各位の尚一層のご支援ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し
上げます。
　新しい年が、皆様にとって、希望に満ちた幸多き年になりますよう、心からご祈念申し上げ、
新年のご挨拶といたします。

  年頭ご挨拶
厳しい状況にも負けない
　　　　電設業界へ

　　　　　　　一般社団法人　岡山県電業協会

会　長　松　岡　　徹
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　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症が、いまだ感染再拡大を繰り返していますが、日常は少しずつ、
コロナ禍前と同様の風景を取り戻しつつあります。
　県では、これまで、基本的な感染防止策徹底の呼びかけや医療提供体制の整備、ワクチン
接種の促進などの感染拡大防止対策に総力を挙げて取り組んでまいりました。
　今後も油断できない状況が続きますが、関係機関との緊密な連携の下、社会経済活動との
両立を図りながら感染拡大防止に全力を尽くしてまいります。
　さて、昨年、世界はロシアによるウクライナ侵攻という新たな脅威に直面しました。日々
痛ましい被害が伝えられ、燃料や原材料の高騰など世界経済も大きな影響を受けています。
力による一方的な現状変更は断じて許されることではなく、一日も早く、平和な世界が戻っ
てくることを切に願う次第です。
　私は、就任以来、「教育再生」と「産業振興」の二本柱を本県発展のエンジンに据え、さまざ
まな施策を推進してまいりました。その結果、これら二つが生み出す好循環の流れは、ゆっ
くりではありますが力強く着実に前に進んでいると実感しております。
　教育の再生については、児童生徒の暴力行為発生割合や非行率がこの10年で大幅に改善
するなど、取り組みの成果が表れてきていると考えています。引き続き、児童生徒の学ぶ力
の育成や落ち着いて学習できる環境の整備に取り組んでまいります。　
　産業の振興については、２年続けて、1,000億円を超える企業の投資を呼び込むなど、確か
な成果を挙げております。今後も、戦略的な企業誘致の推進や中小企業等の稼ぐ力の強化な
どに努めてまいります。
　一方、人口減少については、出生数の減少に歯止めがかからず、まさに喫緊の課題と捉えて
おります。県では、子ども関連施策の効果的な推進を目的の一つとして、本年４月に新たな組
織を設け、結婚、妊娠・出産の希望がかなう環境を整備するとともに、移住・定住の促進など、
自然増、社会増に資する施策にこれまで以上にしっかりと取り組んでまいる所存です。
　そして、平成30年７月豪雨災害からの復旧・復興に引き続き取り組むとともに、官民連携
によるカーボンニュートラルへの対応や県民が利便性を実感できるＤＸの推進など、本県の
持続的な発展に結びつく施策も積極的に進めてまいります。
　昨年は、３年ぶりに「おかやまマラソン」を開催することができました。私自身、人生初の
フルマラソン完走を果たし、チャレンジすることで得られる充足感や、地域の人々がつなが
る一体感、そして岡山の良さを改めて実感したところです。
　可能性があり、だれもが夢を持って挑戦できる社会、すべての県民が明るい笑顔で暮らす
ことのできる「生き活き岡山」の実現に向けて一歩一歩、着実に進んでまいります。引き続き、
ご理解とご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。

 年頭ご挨拶
すべての県民が

　明るい笑顔で暮らす

 「生き活き岡山」を目指して

岡山県　知　事　伊原木 隆太
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社会貢献・清掃ボランティア

緊急連絡網の機能確認と清掃ボランティア活動
　2022年11月 6 日㈰午前 7 時00分より、後楽園、旭川周辺を対象に岡山及び県東部地域の防災参画会
員の54社72名の該当全社が参加して清掃奉仕活動を実施しました。又、同日午前 8 時より、「溜川清
掃活動」が行われ県西部地域の防災参画会員の 8 社 9 名の該当全社が参加して溜川清掃活動を行いま
した。

　これらの活動は、当協会が防災協定を岡山県（平成21年 1 月30日付け）及び岡山市（平成22年 6 月
7 日付け）並びに岡山県広域水道企業団（平成26年 9 月 5 日付け）との間で締結し、それに基づき防
災協定参画会員の「災害対策緊急連絡網」が緊急時に機能するか確認すべく、併せて、召集訓練及び
清掃奉仕活動を目的に毎年実施しています。

　今年もご協力ありがとうございました。

岡山：県東地域参加者

岡山：清掃中の皆さん

倉敷：
県西地域及び
県東地域参加者

岡山：周囲を確認しながら清掃中

倉敷：清掃中の皆さん
倉敷：
開会式の様子

玉島商工会
議所からの
お礼状
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社会貢献・福祉活動

暴力追放・銃器根絶運動

2022年度も皆様から笑顔を頂きました。

暴力団と銃器のない『安全で明るく住みよい郷土おかやま』の実現

　2022年11月から12月の間、県内
5 ヶ所の福祉施設を対象に会員会
社の協力により、福祉活動及び寄
贈をさせて頂きました。
　この事業は平成 7 年以降続け
て、今年で28回目となります。

　令和 4 年10月19日㈬午後 1 時30分から、 3 年ぶりに(公財)岡
山県暴力追放運動推進センターなど主催による「令和 4 年暴力
追放・銃器根絶運動推進県民大会」がおかやま未来ホールで開
催され、関係者約200名が暴力団と銃器のない『安全で明るく
住みよい郷土おかやま』の実現に向け誓いを新たにしました。
　同センター名誉会長兼推進本部長の伊原木隆太知事が挨拶
し、引続き檜垣重臣県警本部長が挨拶し岡山県の現状について
の説明がありました。
　第 2 部として、佐々木基彰弁護士の「岡山県内暴力団情勢と
今後の取組み」と題して講演がありました。

2022年度　社会貢献福祉活動　一覧
分担会社名 動員 贈呈先施設 住所 贈呈品又は作業 贈呈日

㈱電工社 1名 社会福祉法人 岡山県視覚障害者協会
地域生活支援事業所みちしるべ 岡山市北区西古松268-1 白杖 11/ 8

㈱日本電気工業所 1名 社会福祉法人　こだま園 井原市高屋町4275-1 修繕作業 11/ 5

㈱中電工 1名 社会福祉法人　創心福祉会
地域密着型特別養護老人ホームくらしき日和平田 倉敷市茶屋町4275-1 クリーナー

空気清浄機 11/29

旭電業㈱ 1名 医療法人社団　藤田病院
介護老人保健施設　はるか 岡山市東区西大寺北2416-1 手すり 2 基 12/ 8

㈱ムラオ電設 1名 特別養護老人ホーム　若宮園 岡山市南区箕島3491-7 サイドレールカバー 12/ 6
 尚、各施設から、お礼状が届きました。

社会福祉法人　岡山県視覚障害者協会
地域生活支援事業所 みちしるべ

（左）生活訓練専門員　岸本様
（右）㈱電工社　福田社長

社会福祉法人　こだま園
（左）施設長　池田様
（右）㈱日本電気工業所　稲本さん

医療法人社団　藤田病院
介護老人保健施設　はるか

（左）理事長　藤田様
（中）旭電業㈱　本郷常務

社会福祉法人　創心福祉会
地域密着型特別養護老人ホームくらしき日和平田

（右）施設長　山川様
（左）当協会　正木副会長（㈱中電工）

特別養護老人ホーム　若宮園
（左）介護主任　中宇禰様
（右）㈱ムラオ電設　俣野社長

5



１級施工・受験準備講習会

資格取得は会社と自分自身の価値の向上に繋がります
　2022年度も毎年恒例の「2022年度 1 級電気工事施工管理技術検定試験・受験準備講習会」を以下のとおり開催
し岡山県内外より、第一次・第二次検定講習に延べ113名が受講しました。

　正式案内は、後日ご案内をいたしますが、例年通り一次検定講習は 5 月10日㈬〜12日㈮の 3 日間及び二次検定
講習は 9 月13日㈬の 1 日間を予定いたしております。今年も多数の参加をお願いします。

2023年度受験準備講習会の募集（予定）について

講習会概要
講習名 講　習　日 受講者数 講師陣 場　所

第一次検定講習 2022年 5 月11日㈬〜 5 月13日㈮〔 3 日間〕 48名 2 名（ 9 科目） 旭電業㈱

第二次検定講習 2022年 9 月14日㈬〔 1 日間〕 65名 2 名（ 5 科目） 旭電業㈱

開講の挨拶：正木技術委員長 河崎講師 清家講師 講習会の様子

行政研修・入札契約方針等の説明会

中国地方整備局入札契約方針等の説明会を開催しました
　2022年 5 月24日㈫午前10時から、岡山国道事務所交通対策課　専門調査官　遠藤様を講師として「中国地方整
備局入札契約方針等の説明会」を開催し、23社が参加しました。
　岡山国道事務所発注電気工事の入札参加について、県内業者の参加が少ない為大変憂慮されており、特にＢ・
Ｃ等級の会社に参加を促し受注機会の拡大を目的とした説明会を開催させて頂きました。
　⑴　工事発注状況について
　⑵　令和 4 年度入札・契約方針について
　⑶　工事内訳書について
　以上について、約 1 時間の説明及び質疑回答に対して丁寧に応対してくださいました。結果としてその後の県
内業者の入札参加者が増えたことがわかり非常に安堵しております。
　今後は、感染状況を見ながらとなりますが、「行政研修会」にて会員の皆様の受注機会向上の為のこのような
機会を増やしていければと考えています。

開会挨拶：木多政策委員長 講師：岡山国道事務所交通対策課
　　　専門調査官　遠藤様 説明会の様子
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通常総会

事務局だより

新役員を承認し、スタートします

　2022年 6 月16日㈭午後 5 時からホテルグラン
ヴィア岡山にて、第12回通常総会を開催しました。
　当日の出席者33名（他に委任状出席22名）によ
り、次の議案を審議し議決しました。

［議　事］
　第 1 号議案　2021年度　事業報告案承認の件
　第 2 号議案　2021年度　決算案承認の件
　第 3 号議案　役員選任案承認の件

［報告事項］
　①2022年度　事業計画の件
　②2022年度　予算の件

監査報告：宮本理事 挨拶：遠部名誉会員

退任挨拶：
沖田前副会長

冒頭挨拶：松岡会長

新しく専任された新役員の皆様

役員退任
　・2022年 6 月16日　沖田二津夫様（㈱中電工）　　　理事　ご退任
　・2022年 6 月16日　大賀章博様（㈱電気工営）　　　理事　ご退任
　・2022年 6 月16日　眞田信二様（真田電気設備㈱）　監事　ご退任
代表者の変更
　・2022年11月　岡山精電工業㈱　三宅順一　→　三宅啓介
会員動向
　・2022年12月13日　入会（正会員）新規入会　 1 社　横河ソリューションシステム㈱　
　・2023年 1 月 1 日　現在の会員数　　正会員　56社　賛助会員　31社

2022年度　会員交流ゴルフ大会

会員相互の交流を深めました
第27回ゴルフ交流会第26回ゴルフ交流会

第12回通常総会

第27回
会員交流ゴルフ大会
参加者

第26回
会員交流ゴルフ大会
参加者

　2022年11月15日㈫東児が丘マリンヒルズゴルフクラ
ブにて、第27回会員交流ゴルフ大会を開催しました。
当日は会員、賛助会員他合わせて28名が参加し、スター
トは寒かったですが、日中は暖かく楽しくプレーが出
来て会員相互の交流を深めました。

結果は、
優　勝：川原さん
準優勝：福島さん
第 3位：浅沼さん
でした。

　2022年 6 月 9 日㈭岡山金陵カントリークラブにて、
第26回会員交流ゴルフ大会を開催しました。
　当日は会員、賛助会員他合わせて31名が参加し、良
い天気でのプレーとなり会員相互の交流を深めまし
た。

結果は、
優　勝：沖田さん
準優勝：遠部さん
第 3位：浅沼さん
でした。

参加していただいた皆様ありがとうございました。
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