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令和２年度会務報告
（令和２年４月１日～令和３年３月31日）

１．令和２年度の主要な事業活動
Ⅰ　調査研究事業
１．適正で合理的な入札契約制度並びに合理的な建設生産システムに関する事項
⑴ 分離発注方式に関する調査研究

改正公共工事品質確保法に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」に「設備工事の分離発注」が明記された一
方で、一部の公共発注機関では、多様な入札契約方式の試行や専門技術者の不足、入札不調の増加等の理由から
一括発注方式を採用する動きも見られるため、引き続き、分離発注方式に係る実態調査を実施し、結果を「市町
村における分離発注の現状と今後の方針」として取りまとめ、これを活用し、11月から１月までの３か月間を中
心に、本部・支部・都道府県協会が連携し、公共工事発注機関等に対して、電気設備に係る分離発注の推進を一
斉かつ集中的に展開する「分離発注促進キャンペーン」を実施した。

⑵ 建設生産システム改革等に関する調査研究
中央建設業審議会、社会資本整備審議会その他の研究会等における建設生産システムの改革の検討（入札・契

約制度、企業評価制度、技術者制度、許可業種区分、重層下請構造等）に対応し、働き方改革や生産性向上の方
策等を含め検討するとともに、国土交通省との定例懇談会、官庁営繕部との意見交換会、関係機関への訪問懇談
会等機会を捉え業界意見の反映を図った。

⑶ 発注関係事務の運用に関する指針に関する調査研究
新担い手三法改正により充実された「発注者の責務」を踏まえ、各発注者が改正内容に沿った発注関係事務を適

正かつ効率的に運用するための「発注関係事務の運用に関する指針」等に基づき、公共工事の品質確保並びにその
担い手の中長期な育成及び確保など、同法の基本理念がすべての発注に浸透し、現場で確実に実現することを目
指し、予定価格の適正な設定、週休二日制を踏まえた適切な工期設定と工程管理、設計図書の精度向上等の課題
について、発注者との意見交換等により調査研究を行った。

⑷ 公共工事発注機関との意見交換会等の実施
① 公共工事発注機関との意見交換会の開催
10月27日～ 12月３日の間に、国等の公共工事等発注７機関と、分離発注の一層の推進を始め、入札契約
制度等に関する諸問題について意見交換会を開催した。
② 独立行政法人等との意見交換会の開催

毎年実施している、（一社）日本空調衛生工事業協会、（一社）東京電業協会及び（一社）東京空調衛生工業会
と共同で、８月から９月にかけ独立行政法人等６機関へ訪問し、設備工事業に係る分離発注の推進を始め入
札契約制度等に関する諸問題について意見交換会は、本年度は新型コロナウイルス感染防止対応により、要
望書の書面での提出となった。

２．技術、安全及び環境保全に関する事項
⑴ 電気設備の標準化と効率化の研究
① 「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」及び、「電気設備工事監理指針」の改定に向けたデータの収集、
業界意見の集約等を行い、改定内容への反映を図った。
また、業界実務の大きな指針となる「内線規程」、「高圧受電設備規程」の改定等に際し、日本電気協会技術規
格委員会需要設備専門部会へ委員を派遣し、会員各社からの改定要望意見の集約・調整を行った。

② 施工現場における生産性向上に繋がる新技術の導入例調査として、メーカー・代理店によるICTシステム、
工具、測定器等に関するヒアリングを実施した結果を基に、現場施工及び施工管理業務の生産性向上に有効と
判断した資機材、工具、工法、計測器及びＩＣＴシステム製品、ロボット・センサ類等について取りまとめ、
電設業界全体の発展に向けての技術情報提供・普及促進の一環として、協会ホームページで「生産性向上ツー

（事業報告）



― 2―

ル」情報として、令和３年４月より一般公開した。
③ 世界的な環境負荷の低減・脱炭素化へ向けた動向を注視し、将来のエネルギーミックスを見据えた様々なエ
ネルギー活用や水素活用、蓄電池・EVを連携した分散型グリッド等に関して、電設業界の新たなビジネスの
あり方について検討を進めた。

④ 国土交通省におけるBIM（Building�Information�Modeling）の普及推進に向けた活動に参画し、業界からの
要望意見、諸課題の抽出等の検討を行うとともに、BIMベンダーやメーカーとのヒアリングを実施し、電気設
備工事業におけるBIMの導入促進に向けた情報収集に取り組んだ。

⑵ 電設技術に関する実務手引きの研究
① 「電気設備工事費の積算指針」の改訂に当たり、項目構成の再点検や数量表・図面の見直し等の修正作業を進
めた。また「（仮称）雷保護システムの構築と施工」については、原稿作成後の規格・告示等の適用等を考慮し、
令和３年６月発行予定へ延期した。

⑶ 電気設備実態情報のデータベース化に関する調査研究
① 2019年竣工の新築ビルディング（対象：延床面積1,000㎡以上／高圧、特別高圧で受電）の電気設備に関する
調査、解析及びデータの取得を行い、その成果を『電設技術』2021年１～３月号で発表した。

② 新築ビルディング電気設備の調査結果を「新築ビルディング電気設備データファイル」として提供した。
⑷ 環境技術及び安全作業に関する調査研究
① 経済産業省が主唱する「電気使用安全月間」の主旨の普及のため協会ロゴ入りのポスターを作成し、各支部及
び都道府県電業協会へ配布するとともに、安全行事への参加を促進した。

② 建設現場における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の取組み事例や「感染者と接触した場合の対応フ
ロー例」等を取りまとめ、「新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組み・対応事例」を作成した。

⑸ 電気工事業及び関連事業の技術に関する調査研究等
① 各支部、各都道府県電業協会が主催する技術系講習会について、テキストの作成、講師の推薦・派遣等の手
配調整を行い、効果的な開催が出来るように支援した。

② 電気設備技術に関連する官公庁及び、（一社）公共建築協会、（一社）電気設備学会、（一社）日本電気協会、
（一社）日本電線工業会等の関連団体との連携を図り、所管の外部委員会へ委員を派遣するとともに、関係団体
からの意見提出依頼に対応することで、業界意見の反映に努めた。

３．企業合理化に関する事項
⑴ 電気設備工事の建設生産システムの合理化に関する調査研究
① 建設業法の改正により、本年度７月に中央建設業審議会において策定され、実施が勧告された「工期に関す
る基準」において、「工期に関する基準の作成に関するワーキンググループ」に参画し、業界の業務改善をする
のに効果的な業界意見の反映を図った。参画にあたっては、昨今の施工現場における、工程遅れによるしわ寄
せの実態等、働き方改革に関する電気設備工事業界の課題を把握するための調査を実施した。また、「工期に
関する基準」の現場での浸透を図るための手引書の作成に着手した。

② 災害時の事業継続計画（ＢＣＰ）について、学識経験者の助言を受け、電気工事業に対応したＢＣＰガイドラ
インの策定作業を進めた。

⑵ 電気設備工事に係る団体保険制度の普及
「JECA電気設備工事総合補償制度」の６期目に向け、会員企業の実態及び要望を踏まえ、更なる制度改善に

向けた検討を行った。
なお、本年度の団体保険加入は、賠償責任保険52社、組立保険27社、労働災害保険1社の計80社となった。（昨

年度は計69社）
⑶ 建設キャリアアップシステムへの対応

平成31年４月より本格運用を開始している「建設キャリアアップシステム」について、先行的に活用している現
場での利用状況や問題点についての情報収集を図るとともに、課題や利用状況等を把握するため専門委員会委員
各社へのアンケートを実施し、このシステムへの資金拠出に見合う効果が業界にもたらされるよう、業界意見を
反映すべく運営に参画した。このほか、会員企業における、登録状況・普及状況を把握するためのアンケートの
実施を行い、結果については集計を進めた。

⑷ 電気設備工事業界の海外展開に関する調査研究
海外展開に役立つ情報提供の一環として、既に海外展開している会員企業の現地情報等を2021年１月号のメー



― 3―

ルマガジンで初回配信をした。今後は３ヵ月毎に配信を行う。
⑸ 各種調査の実施

電気設備工事業の経営に関する基礎データを会員、国土交通省を始め多くの関係者に提供するため、以下の経
年調査を実施し、調査結果をホームページやメールマガジンを通じて公表した。
① 会員調査

企業会員本社295社のうち、平成27年度から平成元年度までの５年間毎年回答を得た224社の職員数、技術職
員数、資格取得者数、完成工事高、受注高、事業所数等を調査し、資本金、地域別に集計した。

② 受注調査
企業会員本社約167社を対象として、年間、四半期毎の電気工事受注高及び内線工事受注高、新エネルギー

関連工事を調査し、資本金、地域別、大企業・中小企業別に集計した。
③ 受注調査（5年統計）

企業会員本社約167社を対象に、平成26年度から平成元年度までの５年間毎年回答を得た133社の年間の電気
工事受注高及び内線工事受注高を調査し、資本金、地域別、大企業・中小企業別に集計した。

④ 経営状況分析
企業会員本社293社のうち、平成28年度から令和２年度までの経営事項審査結果を取得できた240社の売上高

経常利益率等経営状況に関する指標を資本金、完工高、地域別に集計した。
⑤ 採用状況並びに女性職員数等に関するアンケート調査

企業会員本社295社のうち、平成28年度から令和2年度までの５年間毎年回答を得た184社の男女別採用状況、
従業員数、役職者数、技術者数を集計した。なお、本年度から採用の内訳について、総合職・一般職から、職
種別採用調査（技術職、技能職、事務・営業他）に変更した。また外国人技術職の採用数を追加した。

４．資材等に関する事項
⑴ 電設資材の市場動向調査と新製品情報の提供

電気銅、工事用電線、ケーブルその他の電設資材に関する市場動向調査を毎月実施し、最新情報の提供を行う
とともに、優良な新製品44点を『電設技術』及びホームページに掲載した。

⑵ 電設資材関連情報の提供
令和元度の電設資材の動向及び令和元年度の傾向並びに関連する統計資料「資材白書」を取りまとめた。

⑶ 電設資材電子カタログ（JECAMEC）の管理・運用
① 運用状況

電設資材電子カタログ（JECAMEC）について、身近なツールとしての活用に努めた（３月末までの累計で約
3,816万アクセス）

② 維持管理等
JECAMEC利用者の要望を踏まえ、検索機能を向上、最新技術・新製品の充実等システムの向上を行った。

⑷ 電設資機材に関係する団体との情報の共有化
電設資材に関係する（一社）日本電線工業会、（一社）日本照明工業会、（一社）日本配電制御システム工業会等の

団体との情報交換を通じて、情報の共有化を図った。

５．人材の確保及び育成に関する事項
⑴ 働き方改革に向けての検討（長時間労働の是正等）

会員企業等の時間外労働の削減や週休二日の定着を図ることを目的に推進期間を５年間（2018年度～ 2022年
度）としての取組方針を取りまとめた「働き方改革に向けた基本方針」（H30.4策定）に基づき、実体把握として実
施した働き方改革に向けた第２回基本方針フォーローアップ調査の集計・整理結果を取りまとめ公表（R2.9）す
るとともに、電設業界としての働き方改革を進め、電設業界の長時間労働の是正に取り組んだ。また、「第３回
フォーローアップ調査を実施（R3.3 ～ 4）した。

⑵ 電気設備工事業における人材確保・育成のあり方の総合的な検討
若年入職者の減少と技術者・技能者の高齢化に対応し、優秀な人材の確保と技術・技能の継承を進めるととも

に、就労環境の改善、若年入職者の確保を図るため、以下の活動を行った。
① 現場において基幹的な役割を担う登録電気工事基幹技能者の社会的地位の向上を目指し、工事現場への配置
義務化、総合評価方式での加点評価等、有効活用及び適正評価の一層の推進を関係機関との意見交換等を通じ
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て働きかけた。
② 若年者の入職促進策の一環として、ホームページ上に「電気設備業界就職情報ポータルサイト」を開設（R2.3.1
～ R2.9.31）した。なお、予定していた「電気設備業界プロモーションコーナー」の開設については、JECA
FAIR�2020（第68回電設工業展）の開催中止に伴い中止することとした。

③ 経済産業省の産業構造審議会（電気安全小委員会）電気保安人材・技術ワーキンググループに参画し、実務経
験を短縮しても施工品質は維持・確保できる等の主張やエビデンスの提出など通じて、第一種電気工事士の実
務経験年数見直しに筋道をつけ、令和３年度より電気工事士法施行規則の一部改正が施行されることとなり、
学歴によらず実務経験年数が一律に３年以上に緩和・統一されることとなった。

⑶ 会員が進める人材開発事業の支援方策の検討
① 電気技術者の資格取得後の能力維持・資質向上を図ることを目的とした「継続教育」（CPD）に関する業界と
してのあり方について、建設業振興基金が進める「建築・設備施工管理CPD制度」運営委員会に参加し検討を
進めるとともに、支部・都道府県協会が「講習会メニュー」に基づき開催する講習会が既存のCPD運営団体の
「CPD学習プログラム」として認定される仕組みの活用等の推進を通じて、CPD認定講習会の企画・運営を支
援した。（本年度51講習のうち18講習がCPD講習として実施）

② 電気設備工事業の質的向上を図るため、国家資格取得のための支援と情報提供を行った。
⑷ 社会保険加入促進

「建設業社会保険推進・処遇改善連絡協議会」で示される社会保険加入対策への取組方針を踏まえ、会員に国
が進める社会保険加入対策強化に向けた施策等の情報提供に努めるとともに、引き続き「標準見積書」の普及・浸
透を図ることなどにより社会保険加入の推進に努めた。

⑸ 外国人技能労働者の受入れの検討
新たな外国人材受け入れのための在留資格（特定技能）の電工職種における活用の検討を進め、正会員として加

入する（一社）建設技能人材機構への参加を通じて、先行する団体の情報収集を行い、職種追加に向けての活動を
行った。

⑹ 技能労働者の能力評価への対応
国が進める建設技能労働者の能力評価制度に対応し、国土交通省から認定を受けた電気工事技能者の能力評価

基準に基づき、「電気技能者（電工）の賃金等実態調査」結果に基づき電工の目標年収の検討を進めるとともに、能
力評価制度の適正・円滑な運用を図るための建設技能者能力評価制度推進協議会に参画し活動を進めた。

Ⅱ　登録電気工事基幹技能者認定事業
⑴ 登録電気工事基幹技能者認定講習

10月24日及び25日の２日間、全国14会場で認定講習を開催し438名が受講。講習修了試験を実施し、新たに
429名を登録電気工事基幹技能者認定・登録した。

⑵ 登録電気工事基幹技能者認定・登録、更新
登録電気工事基幹技能者の認定・登録、更新は以下のとおり。

単位：人

区分 2016 2017 2018 2019 2020 有効修了証
保持者数

当該年度
認定者数 716 649 723 523 429 3,040

更新者数 827 813 1,423 1,326 1,073 5,494

有効修了証
保持者数 1,543 1,462 2,146 1,849 1,502 8,534

＊有効修了証保持者数はR3.2.20現在の数

⑶ 登録基幹技能者制度の推進と普及
登録基幹技能者の登録講習機関である専門工事業35職種52団体で構成する「登録基幹技能者制度推進協議会」に

委員を派遣するとともに、同協議会の活動に参画した。また、『電設技術』、メルマガ等を通じて、認定講習の
PRを行った。



― 5―

Ⅲ　工業展事業（展示会の開催）
⑴ JECA�FAIR�2020　～第６８回�電設工業展～�の開催中止

５月27日（水）～５月29日（金）の３日間、「つなぐ！拓く！電設技術で新たな時代」のテーマのもとにインテッ
クス大阪で開催予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大のため３月27日（金）付で開催中止を決定した。出
展に関する費用については出展規約に基づき開催中止までに掛かった経費を各出展者にご負担いただいた。
次回のJECA�FAIR�2021�～第69回電設工業展～�は例年では東京開催となるが、東京オリンピック・パラリン

ピックが延期となったため大阪で開催することで準備を進めている。特に新型コロナウイルス感染症の動向につ
いては、最大限の注視をする。

Ⅳ　人材育成事業（人材の確保・育成及び技術向上を図る事業の支援及び助成）
１　支部及び都道府県協会が実施する事業の支援及び助成

人材の確保・育成を目的とした、支部、都道府県協会の以下の活動を支援した。
①　講習会メニューに基づく講習会　　　　　（51回）（＊１）
②　教育機関関係者との意見交換会　　　　　（３回）
③ 高校生、大学生等を対象とする現場見学会（２回）
④ リーフレット等のツールの提供 　（53団体等）
（＊１）：51講習のうち17講習をCPD認定講習として開催（再掲）

２　実技講習会の開催支援
教育・研修施設を有する大手会員企業の協力を得て、７支部の会員企業７社の教育研修施設７会場で、支部・

都道府県協会が主体となって開催する14の実技講習会を支援した。（受講者総数193名）
３　中小会員企業が取組むインターンシップの支援

中小会員企業が学生の就業体験として取組むインターンシップについて、９社を対象として学生34名の受入れ
を助成した。

Ｖ　会員等交流事業
１　メールマガジンの発行

電気設備業界に関連する経済、政策、法令などの最新で重要性の高い情報を毎月１回会員等に配信した。また、
読者拡大に向け、協会活動も情報開示を積極的に行うため、冒頭に毎月協会トピックスとして、各委員会の活動
報告書や、会長メッセージ等を掲載した。令和２年度末の読者登録者数は3,897名であった。

２　会員大会の開催等
⑴ 会員大会の開催

令和２年10月15日に名古市で開催を予定していた「令和２年度会員大会」については、新型コロナウイルス感染
症感染拡大の影響を踏まえ、開催を中止することとした。

⑵ 賀詞交歓会
令和３年１月８日に開催を予定していた「令和３年新年外交歓会」については。新型コロナウイルス感染症感

染拡大の影響を踏まえ、開催を中止することとした。
⑶ 国際交流

本年度派遣を予定していた第65次海外電設視察団（視察地：米国、五大湖・東海岸周辺）は、米国での新型コロ
ナウイルス感染症拡大の影響と団員の健康と安全確保の観点から実施は困難とし、派遣を中止した。

Ⅵ　出版事業
１　月刊誌『電設技術』の発行

電気設備についての総合技術誌として、『電設技術』を月間約３千７百部、年間約４万４千部発行し、現場実務
に役立つ電設技術を提供するほか、人材育成の取組、BIMの最新情報やワイヤレス技術などの最近の動向を取り
上げ、時代の潮流や読者のニーズに適合した電気設備の最新情報の発信に努めた。
　新規読者の開拓と人材の確保・育成のためのツールとして工業高校、工業系大学等の教育機関に贈呈を希望

する支部・都道府県協会に対してバックナンバーを提供した。
２　単行本の発行

下の５図書を重版発行するとともに、２図書の改訂版を発行した。
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＜重版発行＞
①『新編�新人教育－電気設備（改訂第３版）』（第２刷）
②『現場管理技術　改訂版』（第３刷）
③『施工計画書集成　改訂第３版』（第10刷）
④『自主検査と現場試験　改訂版』（第２刷）
⑤『高圧受変電設備　改訂第６版』（第３刷）

＜改訂版の発行＞
①『新編　施工図の書き方　改訂第３版』（2021年２月発行）
②『自主検査と現場試験　改訂第２版』（2021年４月発行）

Ⅶ　その他の事業等
１　情報発信力の強化・戦力的広報活動・関係団体との連携強化等

①　「生産性向上ツール」のＨＰからの一般提供
② 分離発注推進キャンペーンの実施（R2.11 ～ R3.1の３か月間）
③ 会員に限定した会員専用ダウンロードサービスの充実（国土交通省との定例懇談会議事録、働き方改革フォ
ローアップ調査（令和２年）集約結果、受注調査詳細版�等）

④ 協会ＨＰ会員専用サイトの「本・支部・都道府県協会ひろば」の活用を通じて協会活動成果の「見える化」の促
進（支部を含め30団体から活動成果を発信）

２　電設協本部、支部及び都道府県協会の連携の強化
行政機関を始めとする関係機関への要望・提言活動などの電設協本部、支部及び都道府県が行う活動について、

適宜情報交換を行い、連携・協力を進めた。
３　その他
⑴ 第３次アクションプランの策定準備のための検討
⑵ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策（最新のガイドラインに基づく対策の徹底、各種イベントの中止等）
⑶ 建設キャリアアップシステムへの対応（建設業振興基金への出捐1,600万円（R2.12.17））
⑷ 公益目的支出計画の実施完了（R3.3.10付けで内閣総理大臣名の実施完了確認書を受領）
⑸ 事業実施体制の効率化、合理化の推進
⑹ 団体保険業務（損害保険代理業）
⑺ 三輪・富井賞、退任役員及び退任委員への感謝状の贈呈
⑻ 関係団体、有識者との交流・懇談会の開催



― 7 ―

２．諸会議の開催状況

⑴ 第70回定時総会

開催年月日 議　題
令和２年５月14日（木） １．令和２年度会務報告

２．令和２年度収支決算承認
３．令和２年度事業計画及び収

支予算報告
４．役員の報酬及び費用に関す

る規程の一部を改正する件
５．役員改選

⑵ 令和２年10月臨時総会

開催年月日 議　題
令和２年10月15日（木） １．理事２名の補欠選任の件

（理事２名の欠員に伴う後任理
事２名の補欠選任）

⑶ 第10回諮問委員会

開催年月日 議　題
令和２年４月16日（木）
（書面による意見聴取）

１．令和２年度事業計画
２．令和２年度収支予算

⑷ 理事会

開催年月日 議　題
令和２年４月27日（月）

（電子理事会）

令和２年５月15日（金）
（電子理事会）

令和２年６月26日（金）
（電子理事会）

令和２年９月30日（水）
（電子理事会）

１．令和元年度会務報告
２．令和元年度収支決算
３．第70回定時総会付議事項
４．役員の報酬及び費用に関す

る規程の一部を改正する件
５．建設技能者能力評価制度推

進協議会の設立について
１．会長（代表理事）の選定
２．副会長、支部長及び常任理

事の選定
３．専務理事、常務理事の選定
４．諮問委員の委嘱
１．専務理事の選定
２．諮問委員の補充委嘱
３．入会申込者の入会承認
１．臨時総会の招集について
２．定款「細則」の一部を改正す

る件
３．令和３年新年賀詞交歓会に

ついて
４．会員の入会承認
５．諮問委員の補充委嘱
６．顧問の委嘱
７．定款第21条第７項に基づく

報告（令和２年度上半期の業
務執行状況の報告）

８．会員の退会報告

開催年月日 議　題

令和３年３月24日（水）
（WEB開催）

９．中建審「工期に関する基準」
策定について

10．建設キャリアアップシステ
ムへの対応

11．第３次アクションプランの
策定に向けて

12．新型コロナウイルス感染症
に関するアンケートについて

13．第２回働き方改革フォロー
アップ調査（令和２年）結果概
要

14．令和２年度公共工事等発注
機関訪問懇談実施（要領）

15．「分離発注促進キャンペー
ン」の実施について

16．JECA FAXにて2021実施計
画

17．令和３年度行事予定
１．第３次アクションプラン
２．令和３年度事業計画
３．令和３年度収支予算
４．第71回定時総会の招集につ

いて
５．令和３年度会員大会につい

て
６．新型コロナウイルス感染症

拡大による企業活動への影響
に関するアンケート結果

７．JECA FAIR2021の 進 捗 状
況の報告

８．公益目的支出計画の完了報
告

９．電気工事業の受注調査（第
３四半期）の結果

10．会員企業の経審データ分析
（平成28年度～令和２年度･
５年統計）

11．会員の退会報告
12．定款第21条第７項に基づく

報告

（附属明細書）
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⑸ 常任理事会

開催年月日 議　題
令和２年６月12日（金）

（書面開催）

令和２年7月22日（水）

令和２年11月20日（金）

１．理事会付議事項（電子理事
会の開催（6.12 ～ 6.26）

２．会員代表者の変更に伴う役
員交代の基本的考え方

３．副委員長の設置、委員定数
及び会員外委員の委嘱

４．JECA FAIR 2021 ～第69回
電設工業展～開催について

５．諮問委員の補充委嘱
６．会員の入会承認
７．JECA FAIR2020 ～ 第68回

電設工業展～出展小間料の返
却について

８．（一社）建設人材機構第３回
定時総会について

９．会員の退会報告
10．退任委員への感謝状の贈呈
１．令和２年度の会員大会につ

いて
２．９月開催の運営委員会につ

いて
３．令和３年度主要行事予定
４．令和３年度常任理事会・運

営委員会開催予定
５．第３次アクションプランの

骨子について
６．第２回「働き方改革に向け

た基本方針」フォローアップ
調査について

７．中建審「工期に関する基準」
策定について

８．国土交通省技術検定不正受
検防止対策検討会（仮称）の設
置について

９．2020年登録電気工事基幹技
能者認定講習について～実施
計画及び認定講習ご案内～

10．建設業の一人親方問題に関
する検討会について

11．建設キャリアアップシステ
ム運営協議会について～利用
料金改定案等について～

12．電気工事受注調査（令和元
年度第４四半期分）の結果

13．電気工事受注調査（平成27
年度～令和元年度分・５年統
計）の結果

14．新型コロナウイルス感染症
にかかる協会としての取組み
方針

15．退任委員への感謝状の贈呈
16．第113回国土交通省との定

例懇談会の結果報告
１．建設キャリアアップシステ

ムへの追加出捐について
２．令和２年度収支予算の一部

修正について
３．理事会付議事項

開催年月日 議　題

令和３年１月22日（金）

４．建設分野特定技能制度にお
ける電気工事の職種追加につ
いて

５．「工期に関する基準」への協
会としての対応について

６．施工管理技術検定試験に関
する不正防止対策について

７．新型コロナウイルス感染症
拡大による企業活動への影響
に関するアンケート実施につ
いて

８．JECA電気設備工事総合補
償制度加入状況と事故状況の
推移

９．電気工事受注調査（令和２
年度第１四半期）の結果

10．令和２年度当協会関係者の
叙勲・褒章表彰等受章状況

11．会員の退会報告
12．退任委員への感謝状の贈呈
13．第114回国土交通省との定

例懇談会について
１．第３次アクションプランに

ついて
２．「工期に関する基準」につい

てのガイダンス資料（仮称）に
ついて

３．出版委員会副委員長の交代
４．新型コロナウイルス感染防

止対策を考慮した今後の協会
行事の開催について

５．JECA FAIR2021 ～ 第69回
電設工業展～開催概要と出展
申込状況

６．新型コロナウイルス感染症
拡大による企業活動への影響
に関するアンケート結果

７．会員企業の経営実態調査結
果（ 平 成27年 度 ～ 令 和 元 年
度・５年統計）

８．会員企業の「採用状況」並び
に「女性活躍促進等」に関する
アンケート調査結果（平成28
年度～令和２年度の５年統
計）

（運営委員会との合同開催。）
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⑹ 令和２年度会員大会

開催年月日 議　題
令和２年10月15日（木）
開催中止／新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため

（名古屋市：名古屋観光ホテ
ル）

⑺ 令和３年新年賀詞交歓会

開催年月日 議　題
令和３年１月８日（金）

開催中止／新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため

（ホテルグランドパレス）

⑻ 国土交通省との定例懇談会

開催年月日 議　題
令和２年７月22日（水）

令和２年11月20日（金）

令和３年３月24日（水）
開催中止／新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため

１．感染症等に対する現場環境
整備等について

２．分離発注への引き続きのご
支援について

３．技術提案・交渉方式の活用
について

４．概成工期の推進について
１．適正工期の柔軟な対応につ

いて
２．中小地方公共団体における

入札契約方式適正化の促進に
ついて

３．災害に強い官庁施設の非常
時の電力確保について

⑼ 支部長会議

開催年月日 議　題
令和２年４月17日（金）

令和２年９月30日（水）

１．理事等の候補者の選定につ
いて

（1）理事、監事の候補者（案）
（2）会長の候補者（案）
（3）副会長の候補者（案）
（4）支部長の候補者（案）
（5）常任理事の候補者（案）
（6）専務理事、常務理事等の候

補者（案）
（7）諮問委員の候補者
（1）理事候補者の選定
（2）顧問の委嘱及び退任役員へ

の感謝状の贈呈

⑽ 委員会（専門委員会等は除く。）
① 運営委員会

開催年月日 議　題
令和２年４月20日（月）

（書面開催）

令和２年９月３日（木）
開催中止／新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため

令和２年９月23日（水）
（書面開催）

１．理事会付議事項（電子理事
会の開催）

２．令和元年度会務報告
３．令和元年度収支決算
４．第70回定時総会付議事項
５．三輪・富井賞候補者
６．役員の報酬及び費用に関す

る規程の一部を改正する件
７．職員退職金支給規程の一部

を改正する件
８．建設技能者能力評価制度推

進協議会の設立について
９．JECA FAIR2020開催中止
10．技術・安全委員会WGの報

告について
（1）スマートグリッドの現状と

課題
―新たなビジネスモデル創出を

目指して―第３次報告
（2）第４次報告「エネルギー

ミックス全体における新たな
ビジネスチャンスの動向」

（3）生産性向上に向けた新技術
の検討

―現場施工及び施工管理義務の
生産性向上―

１．理事会付議事項（電子理事
会の開催）

（1）臨時総会の招集について
（2）定款細則の一部を改正す

る件
（3）令和３年新年賀詞交歓会に

ついて
（4）会員の入会承認
（5）諮問委員の補充委嘱
（6）顧問の委嘱
２．定款第21条第７項に基づく

報告
３．会員の退会報告
４．退任委員への感謝状の贈呈
５．中建審「工期に関する基準」

策定について
６．建設キャリアアップシステ

ムへの対応
７．第３次アクションプランの

策定に向けて
８．新型コロナウイルス感染症

に関するアンケートについて
７．第２回働き方改革フォロー

アップ調査（令和２年）調査結
果概要

８．令和２年度公共工事等発注
機関訪問懇談実施（要領）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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開催年月日 議　題

令和２年12月11日（金）
開催中止／新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため

令和３年３月19日（金）
（書面開催）

９．「分離発注促進キャンペー
ン」の実施について

10．JECA FAIR2021実施計画
11．令和３年度行事予定

１．理事会付議事項
２．第３次アクションプラン
３．令和３年度事業計画
４．令和３年度収支予算
５．第71回定時総会の招集につ

いて
６．第71回定時総会に向けての

スケジュール
７．令和３年度会員大会につい

て
８．JECA FAIR2021の 進 捗 状

況の報告
９．公益目的支出計画の完了確

認
10．電気工事業の受注調査（第

３四半期）の結果
11．会員企業の経審データ分析
（平成28年度～令和２年度･
５年統計）

12．会員の退会報告
13．定款第21条第７項に基づく

報告
（常任理事会との合同開催分は除く。）

② 政策委員会

開催年月日 議　題
令和２年５月27日（水）

（書面開催）

令和２年７月10日（金）

令和２年９月８日（火）
（書面開催）

１．令和元年度｢分離発注促進
活動｣の実績結果について

２．令和元年度のNEXCO西日
本、中日本との懇談会につい
て

３．７月外部開催（７月10 ～ 11
日）での視察先等の検討につ
いて

４. 定時総会について
１．政策委員会の構成委員の再

確認
２．本年度の外部開催について
３．令和２年度公共工事発注機

関等訪問懇談実施計画（案）
１．公共工事発注機関等訪問懇

談実施について
２．令和２年度｢市町村におけ

る分離発注の現状と今後の方
針｣調査結果

３．令和２年度｢分離発注促進
キャンペーン｣の実施につい
て

４．来年度（令和３年）政策委員
会開催日程について

開催年月日 議　題
令和２年11月10日（火）

令和２年12月８日（火）
（書面開催）

令和３年３月９日（火）
（書面開催）

１．令和２年度｢公共工事機関
等への分離発注要請活動｣に
ついて

２．新たな｢アクションプラン
（R2.4 ～ R6.3）｣で の 取 組 み
検討

１．令和２年度公共工事発注等
機関訪問懇談の経過報告

２．建設キャリアアップシステ
ムへの追加出捐について

３．建設分野特定技能制度にお
ける電気工事の職種追加につ
いて

１．当委員会の｢令和３年度 事
業計画｣（案）について

２．令和２年度公共工事発注等
機関訪問懇談の結果報告につ
いて

３．第３次アクションプランの
ロードマップ（活動計画）につ
いて

③ 技術・安全委員会

開催年月日 議　題
令和２年5月27日（水）

（書面開催）

令和２年７月９日（木）

１．「工程遅れによるしわ寄せ
の実態調査」について

２．各専門委員会・ＷＧ 活動
報告について

３．中央建設業審議会第３回｢
工期に関する基準の作成に関
するＷＧ｣について

４．｢建築物における電気設備
の浸水対策のあり方に関する
検討会｣について

５．事業者・関係団体における
｢感染防止のガイドライン｣に
ついて

６．外部委員会報告について
１．技術・安全委員会｢施設見

学会｣の開催について
２．中央建設業審議会｢工期に

関する基準の作成に関するＷ
Ｇ｣について

３．｢建築物における電気設備
の浸水対策ガイドライン｣の
公表について

４．関連団体からの意見照会に
ついて

（1）｢公共建築工事標準仕様書
（電気設備工事編）｣等への改
定意見照会（国交省より）

（2）「 内 線 規 程（JEAC 8001-
2016）」に関する改定意見照会

（日本電気協会より）
５．2020年度｢電気使用安全月

間｣の実施について
６．外部委員会報告について

（ ）
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開催年月日 議　題

令和２年10月27日（火）
（書面開催）

令和２年12月４日（金）
（書面開催）

令和３年２月26日（金）
（書面開催）

７．工程遅れによるしわ寄せの
実態調査［2019年分］について

（確認）
８．日建連｢感染予防対策ガイ

ドライン｣の改訂について（周
知）

１．｢工程遅れによるしわ寄せ
の実態調査｣集計結果につい
て

２．電設協 第３次アクション
プランの策定について

３．｢標準仕様書等改定ＷＧ｣の
構成、報告

４．関連団体からの意見照会に
ついて

（1）「建築設備計画基準」及び｢
建築設備設計基準｣令和３年
版改定二次案への意見照会

（国交省より）
５．外部委員会報告について
６．来年度の技術・安全委員会

開催日程について
７．第一種電気工事士の実務経

験年数見直しについて
１．電設協｢第３次アクション

プラン｣案について
２．電気設備データベース管理

運用専門委員会より2020年新
築ビルディング電気設備調査
について（協力依頼）

３．2020年度｢技術系講習会｣開
催状況について 

４．外部委員会報告について
１．2021年度事業計画（案）、次

期アクションプランについて 
２．2021年度からのＷＧ構成に

ついて
・新規ＷＧ｢電気設備レジリエ

ンス検討ＷＧ（仮称）｣の設置
・「LED照明器具取付標準化Ｗ

Ｇ」の終了
３．2021年度施設見学会見学先

について
４．新型コロナウイルス感染症

拡大による企業活動への影響
に関するアンケート結果（参
考）

５．専門委員会の成果物報告に
ついて

・安全・防災専門委員会より…
「新型コロナウイルス感染症
拡大防止の取組み・対応事
例」

６．「テレワークの現状に関す
るアンケート」協力のお願い
について（情報通信専門委員
会より）

開催年月日 議　題
７．『新築ビルディング電気設

備データファイル』購入のお
願いについて（電気設備デー
タベース管理運用専門委員会
より）

８．外部委員会報告について
９．日建連、建築ロボットの利

用促進に向けた方策の検討に
ついて

④ 経営企画委員会

開催年月日 議　題
令和２年４月９日（火）

（書面開催）

令和２年７月14日（火）

１．国際交流専門委員会〔協議〕
・第65次海外電設視察団 視察

先・工程について
２．経営合理化等専門委員会
〔報告〕

・JECA電気設備 総合保障制度
（団体保険）５期目の状況

３．経営実態調査ＷＧ〔報告〕
・電気工事受注調査 令和元年度

第３四半期
４．専門工事業の施工能力見え

る化評価制度について〔報告〕
５．建設キャリアアップシステ

ムについて〔報告〕
１．国際交流専門委員会〔協議〕
・第65次海外電設視察団派遣中

止について
２．令和２年度｢会員調査｣等の

実施について（経営実態調査
WG）〔協議〕

（1）概要・会員調査表・記入要
領・スケジュール等

（2）令和２年４月の採用状況並
びに女性職員数等に関するア
ンケート

（3）新型コロナウイルスに関す
るアンケートについて

３．令和２年度経営企画委員会
の施設見学会（沖縄）について

〔協議〕
４．専門工事企業の施工能力の

見える化評価制度について
〔報告〕

　（1）専門工事企業の施工能力
の見える化に関する告示、ガ
イドライン等について

　（2）建設技能者の能力評価制
度

５．建設キャリアアップシステ
ム運営評議会について〔報告〕

６．電気工事業の受注調査〔報
告〕

　（1）四半期別（令和元年度分第
４四半期分）

　（2）５年統計（平成27年－令和
元年度分）
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開催年月日 議　題
令和２年11月24日（火）
開催中止／新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため

令和２年12月10日（木）
（書面開催）

令和3年2月12日（木）
（書面開催）

１．国際交流専門委員会〔報告〕
・第66次海外電設視察団の方向

性について
２．海外展開専門委員会〔報告〕
・メールマガジン2021年１月号

｢電設業界｣での記事配信につ
いて

３．経営合理化等専門委員会
〔報告〕

・JECA電気設備工事 総合補償
制度（団体保険）５期目の状況

４．経営実態調査ＷＧ〔報告〕
（1）経営実態調査結果（平成27

年度～令和元年度の５年統
計）の報告

（2）採用状況並びに女性活躍促
進等に関するアンケート調査
結果

（平成28年度～令和２年度の５
年統計）の報告

（3）電気工事業の受注調査結果
（令和２年度第２四半期）の報
告

５．建設キャリアアップシステ
ム専門委員会〔報告〕

（1）建設キャリアアップシステ
ムについて

・建設キャリアアップシステム
の加入状況（電工）

・能力評価レベル判定状況
・建設技能者に対するスキル向

上特別講習（CCUSカード取
得者向け）

６．アクションプラン策定に関
するご意見について

７．新型コロナウイルスに関す
るアンケート調査の中間報告

１．第66次海外視察団の派遣に
ついて（案）〔協議〕

２．｢会員企業の海外拠点及び
現地生活面のご紹介｣のメー
ルマガジン掲載について〔報
告〕

３．電気工事業向けBCPガイド
ラインの策定について〔報告〕

４．建設キャリアアップシステ
ム専門委員会の開催状況及び
現在の検討事項について〔報
告〕

５．建設キャリアアップシステ
ム運営評議会第12回運営委員
会の動きについて〔報告〕

６．経営実態調査について〔報
告〕

開催年月日 議　題
・会員企業の経審データ分析（平

成28年度～令和２年度）
・新型コロナウイルス感染症拡

大による企業活動への影響に
関する

アンケート結果
７．令和３年度経営企画委員会

事業計画（案）について

⑤ 資材委員会

開催年月日 議　題
令和２年５月26日（火）
開催中止／新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため

令和２年７月15日（水）

令和２年12月８日（火）
（書面開催）

令和３年３月10日（水）
（書面開催）

１．電設資材情報 銅事情・電
線市況（６月分）について協
議

２．電子カタログ管理ＷＧ
（1）アクセス数の報告
（2）リンク更新の報告
３．JECA FAIR 2020 開催中

止報告
４．JECA FAIR 2021に向けて

協議
５．令和元年度 電設資材関連

資料の作成についてお願い
６．令和２年度 資材委員会行

事予定について
１．電設資材情報 銅事情・電

線市況（11月分）について協
議

２．JECA FAIR 2021の進捗に
ついて

（1）出展申込み状況（12月８日
現在）の報告

（2）感染症対策ガイドライン
（案）

（3）特別講演会講師の検討〔協
議〕

３．令和２年度資材委員会の
行事日程（予定）

４．LED照明器具への取換え
促進チラシ（（一社）日本照明
工業会）

１．電設資材情報 銅事情・電
線市況（２月分）について協
議

２．JECA FAIR 2021
（1）出展申込み状況（３月10日

現在）の報告
（2）開催概要の報告
（3）出展に関する注意事項（動

画）及び小間割り会議の報告
（4）小間割り図の報告
３．令和３年度資材委員会事

業計画（案）〔協議〕
４．LIGHTING FAIRのご紹介

（ ）

（ ）
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⑥ 出版委員会

開催年月日 議　題
令和２年７月16日（木）

令和２年11月12日（木）

令和３年２月10日（水）
（書面開催）

１．『電設技術』について
（1）2019年度『電設技術』収支

結果他
（2）『電設技術』2021年～ 2022

年特集企画
（3）『電設技術』バックナンバー

贈呈について
（4）『電設技術』広告拡大ＷＧ

について
２．｢単行本｣について
（1）2020年度｢単行本｣出版予

定
（2）2019年度｢単行本｣収支結

果
（3）｢単行本｣年度別販売実績

一覧
（4）｢単行本｣年度別販売部数

一覧
３．メールマガジンについて
４．協会ホームページについて
１．『電設技術』について
（1）令和２年度『電設技術』上半

期収支結果
（2）広告拡大ＷＧについて
２．『単行本』について
（1）令和２年度『単行本』上半期

収支結果
（2）年度別販売実績一覧及び著

作権料
（3）年度別販売部数一覧
（4）令和２年度単行本出版予定
３．メールマガジンについて
４．協会ホームページについて
１．2020年度主要な事業活動
（案）について

２．2021年度事業計画（案）につ
いて

３．2020年度『電設技術』の収支
実績について

４．電設技術広告拡大ＷＧにつ
いて

５．2020年度単行本収支実績に
ついて

６．単行本年度別販売実績につ
いて

（1）単行本－年度別販売実績
（2）単行本－年度別販売部数一

覧
７．メールマガジンについて
８．協会ホームページについて

⑦ 人材委員会

開催年月日 議　題
令和２年７月21日（火）

（書面開催）

令和２年９月10日（木）
開催中止／新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため

令和２年12月14日（月）
（書面開催）

１．第２回「働き方改革に向け
た基本方針」フォローアップ
調査について

２．令和２年度「実技講習会」の
実施計画について

３．2020年登録電気工事基幹技
能者認定講習の実施計画とご
案内

４．能力評価基準検討専門委員
会での検討テーマについて

５．第３次アクションプラン
（R2.4 ～ R6.3）骨子の検討

１．第３次アクションプラン
（2020 ～ 2023年度）の策定に
当たって

２．2020年登録電気工事基幹技
能者認定講習の結果報告

３．令和２年度実技講習会の実
施状況（中間報告）

４．リクルーティングフェア
2021に向けて

５．特定技能制度における電気
工事の職種追加について

６．レベル毎の年収について
（国交省より指導）

７．一人親方検討会での中間と
りまとめ

（ ）
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３．支部活動
⑴ 北海道支部
○４月13日（月）～４月24日（金）　第１回常議員会を書

面により開催。
 ・ 電設協道支部 第64回定時総会付議事項（案）等

について審議。（みなし決議日：４月24日）
○４月23日（木）～４月28日（火）　臨時常議員会を書面

により開催。
 ・ 第64回定時総会の開催方法の変更（案）につい

て審議。（みなし決議日：４月28日）
○４月28日（火）～５月20日（水）　第64回北海道支部定

時総会を書面により開催。（議案２件を審議、３件を
報告/みなし決議日：５月20日）

○６月25日（木）　第２回常議員会を開催。
 ・  令和２年度の役員体制と事業実施計画（案）等

について審議
○８月20日（木）　本部・支部事務連絡会議。（Web会議

＆書面開催）
○８月28日（金）　第３回常議員会を開催。

 ・  経営者懇談会･セミナーの開催要領（案）等につ
いて審議。

○10月23日（金）　第４回常議員会を開催。
 ・  臨時総会の開催等について審議。

○10月24日（土）　登録電気工事基幹技能者認定講習を札
幌市にて開催。（２日間）

○10月26日（月）　北海道開発局営繕部との意見交換会を
開催。

○10月28日（水）～ 11月20日（金）　北海道支部臨時総会
を書面により開催。（議案 役員の補欠選任１件を審議
/みなし決議日：11月16日）

○12月４日（金）～ 12月15日（火）　第５回常議員会を書
面により開催。

 ・  定時総会までの協会主要スケジュール等につ
いて審議。（みなし決議日：12月15日）

○１月20日（水）　実技講習会｢シーケンス制御の基礎（実
技）講習会｣を札幌市にて開催。

○１月29日（金）　第６回常議員会を開催。
 ・  ｢任期満了に伴う役員改選｣に係る定時総会ま

での対応等について審議。
○２月３日（水）　技術講習会｢自主検査と現場試験のポ

イント｣をＷebセミナー方式で開催。
○３月１日（月）　本部・支部事務連絡会議。（書面開催）
○３月12日（金）　電気・空衛連絡協議会及び同協議会と

札幌市都市局との意見交換会を開催。
○３月30日（火）　第７回常議員会を開催。

 ・  電設協道支部第65回定時総会付議事項（案）等
について審議。

（新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和

２年度に開催を中止した主な事業）
 ・  新人研修をはじめ座学・実技等の各種講習会
 ・  安全大会（他団体との共催）
 ・  技術系学校の先生との意見交換会及び学生の

現場見学会
 ・  発注官公庁との意見交換会（北海道）など

⑵ 東北支部
○４月８日（水）　第１回運営委員会（通常総会関連）を開

催。
○４月17日（金）　第１回常任委員会（通常総会関連）を書

面開催。
○５月22日（金）　第63回支部通常総会を規模縮小開催。
○６月６日（木）　電気安全東北委員会第61回総会に出席。
○７月９日（木）　第２回常任委員会（議題：森澤常任委

員、阿部常任委員退任による補充選出）書面開催。
○８月20日（木）　本部・支部事務連絡会議。（Web会議

＆書面開催）
○８月26日（水）　電気保安功労者表彰（仙台国際ホテル）

に参加。（主催：関東東北産業保安監督部　電気安全
東北委員会/概要：電設協東北支部推薦４名受賞（㈱ユ
アテック））

○10月24日（土）～ 25日（日）　登録電気工事基幹技能者
講習（仙台会場）を開催。（概要：61名受講/合格61名/
講師：㈱ユアテック電気設備部）

○11月11日（水）　学生・教職員との懇談会を開催。（主
催：電設協東北支部　労務安全委員会/概要：東北地
区電気工学部系学生と教職員との懇談会/学生教職員
出席：39名/労務安全委員他14名出席/セミナー：㈱ユ
アテック人事労務部採用担当）

○12月２日（水）　建築設備工事東北ブロック会議を開催。
（主催：電設協東北支部　日空衛東北支部/概要：東北
地方整備局、東北防衛局、東北六県各自治体との意見
交換会/出席：官側16名、電設協東北支部12名、日空
衛東北支部14名）

○12月10日（木）～ 11日（金）　１月28日（木）～ 29日
（金）　令和２年度実技講習会を開催。（主催：電設協
東北支部（於：㈱ユアテック人財育成センター）/概
要：前期：受変電設備の停復電作業及びシーケンス制
御の基礎と安全体感講習会【技術】講習（７名）、後期：
同上【技術】講習（５名）/講師：㈱ユアテック人財育成
センター）

○３月１日（月）　本部・支部事務連絡会議。（書面開催）
○３月17日（水）　労務安全委員会（於：戦災復興記念館）

を開催。
○３月18日（木）　技術・資材委員会（於：戦災復興記念

館）を開催。
○３月25日（木）　電気記念日記念式典（主催：実行委員

会電設協東北支部委員）を規模縮小開催。
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⑶ 北陸支部
○４月21日（火）　第１回常議員会を書面により開催。主

な議題審議は次のとおり。
 ・  第64回支部通常総会開催について

○４月21日（火）　第64回通常総会を書面により開催。
提出５議案を原案通り承認可決

○５月15日（金）～ 17日（日）　１級（学科）電気工事施
工管理技術検定試験受験準備講習会。（テキスト販売、
出題傾向等の配布のみ）

○６月23日（火）　第２回常議員会を開催。主な議題審議
は次のとおり。

１．各種講習会開催について
２．北陸地方整備局との意見交換会議題について

○７月14日（火）　第１回委員会（運営・政策、経営・広
報、技術・安全・環境）を開催。主な議題審議は次の
とおり。

１．令和２年度事業計画について
２．令和２年度講習会実施計画について

○７月15日（水）　シーケンス制御の基礎と実用講座、自
主検査と現場試験のポイント講習会を開催。

○７月30日（木）～９月24日（木）まで計10回、安全体感
研修会を開催。

○８月４日（火）　営繕部における働き方改革研修会を開
催。

○８月20日（木）　本部・支部事務連絡会議。（Web会議
＆書面開催）

○８月25日（火）　第３回常議員会を開催。主な議題審議
は次のとおり。

１．各種講習会開催について
２．各種講習会実施報告について

○８月31日（月）　統合ネットワーク構築の基礎と工事、
現場管理業務のポイント講習会を開催。

○10月20日（火）　第４回常議員会を開催。主な議題審議
は次のとおり。

１．国土交通省北陸地方整備局との意見交換会議
題について

２．各種講習会実施報告について
○10月24日（土）～ 25（日）　2020年登録電気工事基幹技

能者認定講習（石川会場）を開催。
○11月10日（火）　国土交通省北陸地方整備局・電設協・

日空衛との意見交換会開催。主な議題は次のとおり。
１．建設キャリアアップシステムの今後について
２．工期設定の適正化について（猶予期間制度）
３．建設労働者の雇用に伴う必要経費を含む金額

の参考表示について
４．新型コロナウイルス感染症を踏まえた国の対

応について
５．賦課（足場、仮囲い損料）について
６．BIMの普及促進について

７．分離発注推進キャンペーンについて
○12月１日（火）～２日（水）　第一種電気工事士実技講

習会を開催。
○12月15日（火）　第５回常議員会を開催。主な議題審議

は次のとおり。
１．令和３年度各種講習会開催（案）について
２．令和３年度役員会・講習会等予定（案）につい

て
○12月19日（土）～ 20日（日）　１級（実地）電気工事施工

管理技術検定準備講習会を開催。
○12月23日（水）～ 24日（木）　高圧・特別高圧電気取扱

特別教育実技講習会を開催。
○2月16日（火）第2回委員会（運営・政策、経営・広報、

技術・安全・環境）を開催。主な議題審議は次のとお
り。

１．令和３年度事業計画（案）について
２．令和３年度講習会開催（案）について

○３月１日（月）　本部・支部事務連絡会議。（書面開催）
○３月16日（火）　第６回常議員会を開催。主な議題審議

は次のとおり。
１．令和２年度会務報告・決算（予測）について
２．令和３年度事業計画（案）・予算（案）について
３．各種講習会開催（案）について

⑷ 関東支部
＜会議等の出席状況＞
○７月14日（火）　関東地区協議会を開催。主な議案審議

は次のとおり。
１．役員の選任について
２．令和元年度会務報告及び収支決算報告につい

て
３．2020年会員大会の視察について
４．2022年会員大会の準備状況について
５．各協会からの提案事項、現状・課題等につい

て
６．その他

○８月20日（木）　本部･支部事務連絡会議。（Web会議
＆書面開催）

○２月１日（月）　関東地区協議会を書面開催。
※新型コロナウイルス感染症の影響により会議を中止と

し、書面開催とした。
○２月１日（月）　国土交通省関東地方整備局営繕部との

意見交換会。
※新型コロナウイルス感染症の影響により中止
○３月１日（月）　本部・支部事務連絡会議。（書面開催）
＜講習会・見学会・説明会の開催＞
○2020電気工事施工管理技士技術検定試験受験講習会を

協賛。（主催：地域開発研究所）
１級学科（２日間）
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　千葉　４月21日（火）～ 22日（水）
　東京　４月18日（土）～ 19日（日）
　　　　４月27日（月）～ 28日（火）
　　　　５月14日（木）～ 15日（金）
　横浜　５月12日（火）～ 13日（水）
　松本　４月14日（火）～ 15日（水）
　新潟　５月12日（火）～ 13日（水）
１級学科（４日間）
　東京　４月４日（土）～５日（日）、
　　　　４月11日（土）～ 12日（日）
　横浜　４月９日（木）～ 10日（金）、
　　　　４月16日（木）～ 17日（金）
１級学科（実力テスト）
　東京　５月22日（金）、23日（土）
　横浜　５月22日（金）
１級実地（１日）
　千葉　９月４日（金）
　東京　８月26日（水）、８月29日（土）、９月２日（水）
　横浜　８月28日（金）、９月12日（土）
　松本　９月９日（水）
　新潟　９月２日（水）

２級学科・実地（２日間）
　東京　10月７日（水）～８日（木）

 　横浜　10月１日（木）～２日（金）
２級学科・実地（前期学科のみ試験に対応）

　東京　５月13日（水）～ 14日（木）
○10月24日（土）～ 25日（日）　2020年登録電気工事基幹

技能者認定講習を開催。
　 東京会場（東京電業会館）受講者46名/合格者42名
　 埼玉会場（埼玉建産連研修センター）受講者31名/合

格者30名
　 長野会場（松本商工会議所）受講者21名/合格者21名
　 新潟会場（新潟テルサ中会議室）受講者26名/合格者

25名

⑸ 東海支部
○６月15日（月）　第１回地区協議会を書面開催。①役員

の一部変更について、②令和元年度収支決算報告書に
ついて、の２協議事項を承認、３項目を報告。

○８月20日（木）　本部・支部事務連絡会議。（Web会議
＆書面開催）

○９月10日（木）～ 11日（金）　㈱トーエネック教育セン
ターと共催で、実技講習会第一種電気工事士筆記試験
対策講座を開催。（受講者６名）

○９月25日（金）　第１回企画委員会を開催、国土交通省
中部地方整備局との懇談会（案）について審議決定。引
き続き第２回地区協議会を開催、①支部役員の一部変
更について、企画委員会決定事項１項目、の２協議事
項を承認、６項目を報告。終了後、懇親会を開催。

○10月21日（水）　（一社）愛知電業協会と共催で、愛知県
内私立大学先生方との第30回懇談会を開催。

○10月24日（土）～ 25日（日）　登録電気工事基幹技能者
認定講習名古屋会場を開催。（受講者25名）

○12月１日（火）　国土交通省中部地方整備局と支部役員
との懇談会開催中止に伴い、懇談項目について整備局
より回答を頂いた。

○12月７日（月）～ 11日（金）　㈱トーエネック教育セン
ターと共催で、実技講習会第一種電気工事士技能試
験対策講座、第二種電気工事士技能試験対策講座を開
催。（第一種:受講者７名/第二種:受講者２名）

○３月１日（月）　本部・支部事務連絡会議。（書面開催）
○３月10（水）　第２回企画委員会を開催、①令和３年度

事業計画（案）について、②令和３年度収支予算書（案）
について、③令和３年度支部行事･講習会日程（案）に
ついて、の３協議事項を審議決定。
引き続き第３回地区協議会を開催、企画委員会決定事
項の３協議事項を承認、７項目を報告。

〇３月30日（火）　中日本高速道路㈱訪問懇談会を実施、
東技術･建設本部技術管理部担当部長他５名の出席を
賜り、愛知電業協会代表４名と４項目にわたり意見交
換を行った。

⑹ 関西支部
○５月14日（木）　令和元年度会計監査を実施。
○５月22日（金）  第104回地区協議会を開催。（出席者16

名）
○８月20日（木）　本部・支部事務連絡会議。（Web会議

＆書面開催）
○９月９日（水）　JECA FAIR 2021第１回実行委員会を

書面開催。
○10月13日（火）　第48回電気工事士技能競技大会を開催。
（出場選手一般の部25名）

○10月24日（土）～ 25日（日）　登録電気工事基幹技能者
認定講習を開催。（受講者30名）

○11月９日（月）　令和２年度上期会計監査を実施。
○11月25日（水）　第105回地区協議会を開催。（出席者15

名）
○11月26日（木）　（一社）日本電気協会関西支部に令和３

年電気記念日行事電気関係諸事業功績者表彰候補者
６名を推薦。

○12月３日（木）　国土交通省近畿地方整備局営繕部との
意見交換を開催。

○12月25日（金）　関西電気安全委員会に令和３年度電気
保安功労者表彰候補者１名を推薦。

○１月26日（火）　JECA FAIR 2021第２回実行委員会を
書面開催。

○２月８日（月）　建設マスター候補者１名を推薦。
○３月１日（月）　本部・支部事務連絡会議を書面開催。
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○３月１日（月）　西日本高速道路（株）との意見交換を開
催。

○３月１日（月）　本部・支部事務連絡会議。（書面開催）

⑺ 中国支部
○４月14日（火）　第１回地区協議会（事業報告会関連）を

書面開催。
○５月13日（水）～ 15日（金）　１級電気工事施工管理技

術検定学科受験準備講習会（岡山会場）を開催。（受講
者59名）

○５月15日（月）　令和元年事業報告会を書面開催。
○８月20日（木）　本部・支部事務連絡会議。（Web会議

＆書面開催）
○９月４日（金）　（第18回）中国地方整備局営繕部意見交

換会を開催。中国支部/出席者７名。（一社）日本空調
衛生工業協会中国支部と合同開催。

○９月16日（水）～ 18日（金）　１級電気工事施工管理技
術検定学科受験準備講習会（山口会場）を開催。（受講
者14名）

○９月23日（水）～ 25日（金）　１級電気工事施工管理技
術検定学科受験準備講習会（広島会場）を開催。（受講
者45名）

○１月29日（金）　１級電気工事施工管理技術検定実地受
検準備講習会（広島会場）を開催。（受講者26名）

○１月26日（火）　１級電気工事施工管理技術検定実地受
検準備講習会（岡山会場）を開催。（受講者33名）

○１月27日（水）　１級電気工事施工管理技術検定実地受
検準備講習会（山口会場）を開催。（受講者14名）

○11月13日（木）　第２回地区協議会（事業報告会関連）を
書面開催。

○10月24日（土）～ 25日（日）　登録電気工事基幹技能者
認定講習（広島開場）を開催。（受講者19名）

○３月１日（月）　本部・支部事務連絡会議。（書面開催）

⑻ 四国支部
〇４月７日（火）　四国支部会員に対し実施した「工期の

しわ寄せ」に関するアンケート調査結果のまとめ。
 ・  地区協議会で結果を周知、今後の対応を検討

〇４月７日（火）　監査を実施。
〇４月30日（木）　令和２年度第１回地区協議会を書面開

催。
〇５月18日（月）　（一社）電気設備学会四国支部第22回定

時総会を書面開催。
〇５月28日（木）　第64回通常総会を書面開催。
〇６月10日（水）　照明用電気計器対策委員会を書面開催。
〇６月12日（金）　四国電気安全委員会第61回通常総会を

書面開催。
〇６月17日（木）　照明用電気計器対策委員会を書面開催。
〇６月26日（金）  四国建設広報協議会（Web会議）に出席。

〇８月４日（火）～５日（水）　令和２年度四国地方整備
局管内技術・業務研究発表会。（オンライン配信）

○８月20日（木）　本部・支部事務連絡会議。（Web会議
＆書面開催）

〇８月24日（月）　国土交通省四国地方整備局（営繕部）と
の意見交換会を開催。（日空衛と共催）

〇10月12日（月）　国土交通省四国地方整備局（営繕部）と
の懇談会を開催。（日空衛と共催）【香川地区】

〇10月21日（水）　国土交通省四国地方整備局（営繕部）と
の懇談会を開催。（日空衛と共催）【徳島地区】

〇10月24日（土）～ 25日（日）　登録電気工事基幹技能者
認定講習を開催。

〇11月４日（水）　国土交通省四国地方整備局（営繕部）と
の懇談会を開催。（日空衛と共催）【愛媛地区】

〇11月25日（水）　令和２年度四国４県設備協会事務局代
表者会議を書面開催。

国土交通省四国地方整備局（営繕部）との懇談会を開催。
（日空衛と共催）【高知地区】

〇11月26日（木）　登録電気工事基幹技能者認定専門委員
会を書面開催。

〇12月１日（火）　令和２年度第２回地区協議会を開催。
〇12月15日（火）　四国版リクルート用パンフレット「電

設業界へようこそ」を作成。四国４県各協会に配布。
〇12月18日（金）　「工期のしわ寄せについて」アンケート

の継続的な協力を四国支部の役員会員に依頼。
 ・  アンケートの回収は、４月初旬を予定

〇２月３日（水）　四国建設広報協議会（Web会議）に出
席。

○３月１日（月）　本部・支部事務連絡会議。（書面開催）
〇３月４日（木）　令和２年度第１回四国建設広報協議会

会議に出席。

⑼ 九州支部
○５月26日（火）　第78回地区協議会を開催。
○５月26日（火）　九州電業会館において第64回通常総会

を開催し、次の議案を審議し承認された。
第１号議案　令和元年度事業概況報告
第２号議案　令和元年度収支決算報告
第３号議案　令和２年度事業計画（案）
第４号議案　令和２年度収支予算（案）
第５号議案　役員改選について

○８月20日（木）　本部・支部事務連絡会議。（Web会議
＆書面開催）

○９月９日（水）　｢新人教育－電気設備｣講習会を開催。
（九州電業会館/受講者25名）

○10月７日（水）　｢建築電気設備技術計算の基礎｣講習会
を開催。（九州電業会館/受講者26名）

○10月24日（土）、25日（日）　登録電気工事基幹技能者認
定講習を開催。
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 ・  福岡会場（九州電業会館/ 受講者25名）
 ・  熊本会場（ユースピア熊本（熊本県青年会館）/

受講者52名）
 ・  鹿児島会場（鹿児島電設会館/受講者19名）

○11月４日（水）　｢現場管理業務のポイント｣講習会を開
催。（九州電業会館/受講者25名）

○11月28日（土）、29日（日）　｢第一種電気工事士【技能】
試験受検対策講習会｣を開催。（九電工アカデミー /受
講者27名）

○３月１日（月）　本部・支部事務連絡会議。（書面開催）
○３月16日（火）　第79回地区協議会を開催。
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４．栄典・表彰関係
⑴　叙勲
○　令和２年春
　旭日双光章
　　山科　隆雄　 現 （一社）京都電業協会副会長 

現 山科電気工事（株）社長 
現 本会　諮問委員

　瑞宝単光章
　　永島　　潔　 元 日本電設工業（株）鉄道統括本部電

力部部長

　瑞宝単光章
　　松本　　猛　 元 新生テクノス（株）名古屋支店担当

部長兼名古屋支店多治見営業所所長

○　令和２年秋
　旭日双光章
　　中村　　達　 現 三栄工業（株）社長 

現 （一社）沖縄県電気管工事業協会会長

　旭日双光章
　　増田　玲司　 元 （株）シズデン社長 

元 （一社）静岡県電業協会会長 
元 本会　理事

　瑞宝単光章
　　尾崎　　宏　 元 日本コムシス（株）ドコモ事業本部

モバイルエンジニアリング部門 
担当部長

　瑞宝単光章
　　佐々木好一　 元 日本電設工業（株）東北支店秋田支

社電力グループグループ長

　瑞宝単光章
　　庄子　邦夫　 元 大和電設工業（株）エンジニアリン

グ本部仙南営業所長

　瑞宝単光章
　中川　雄志　 元 日本リーテック（株）新潟支店信号通

信課課長

　瑞宝単光章
　　吉田　　忍　 元 新生テクノス（株）東京新幹線支店

電路部担当部長 
兼東京新幹線支店電路部送電線課課長

⑵　褒章
○　令和２年春
　黄綬褒章
　　松橋　武志　 現 種市電工（株）代表取締役 

現 （一社）岩手県電業協会会長

○　令和２年秋
　黄綬褒章
　　五十嵐治美　 現 友信電気（株）代表取締役 

現 （一社）千葉県電業協会会長 
現 本会　常任理事

⑶　令和２年度建設事業関係功労者等国土交通大臣表彰
　　工藤　幸一　 現 （株）興和電設代表取締役社長 

現 （一社）岩手県電業協会理事
　　永井　　博　 現 郡山電工（株）代表取締役 

現 （一社）福島県電設業協会副会長
　　山口　　宏　 現 （株）共栄社代表取締役社長 

現 （一社）神奈川県電業協会会長 
現 本会　理事

　　藤原　隆夫　 現 藤原電気工業（株）代表取締役社長 
現 （一社）奈良電業協会会長

　　宇都健三郎　 現 （株）宇都電設代表取締役 
現 （一社）鹿児島県電設協会理事

⑷　令和２年度優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マス
ター）

　　岡山　英樹　（株）関電工
　　吉田　雅一　（株）鈴鹿テクト 
　　糸賀　正樹　（株）中電工

⑸　令和２年度青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰
（建設ジュニアマスター）

　　田中　　潤　（株）関電工
　　奥田祐一郎　島根電工（株）

⑹　2020年三輪・富井賞
　　池田　秀基　 日昭電気（株）代表取締役社長
　　坂下　　充　 元 日本リーテック（株）社会インフラ

本部ビルインフラ支店顧問
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５．令和２年度新入会員名

令和２年６月
・（株）アコードエンジニアリング（東海・正会員）

所在地　豊橋市吉川町１５１－２
代表者　川瀬　知幸

令和２年９月
・（株）ホシモト（関西・賛助会員）

所在地　大阪市生野区中川西２－２４－３２
代表者　星本　康雄

以上　　　・正　会　員　１社
・賛 助 会 員　１社

計   　　２社
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