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組合加入のおすすめ 
 

 

 

 

    

    

    表紙写真 天空の山城として名高い備中松山城 

歴史ロマンに想いを馳せる天空の山城として脚光を浴びている備中松山城（標高 430ｍ）は、 

唯一、天守が現存する近世の山城です。臥牛山一帯が中世の遺構を備えており日本の山城の典型 

       ともいわれています。            撮影；平成２７年１０月２３日  五老海理事 

 

    

    

    

    

    

         岡山県電気工事工業組合 
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組合の紹介             

 

         私たち組合は、「中小企業団体の組織に関する法律」に基づいて行政の

指導により設立いたしました。岡山県内電気工事業者の結集する法的団体

であり、県下電気工事業界唯一の工業組合であります。 

設立目的   「電気工事業を営む中小企業者の改善発展を図るための必要な事業を行 

い、組合員各々の経営の安定および合理化を図ること」を目的として、併 

せて、組合員および従業員に対する福利厚生事業、教育指導事業をはじめ 

諸事業を行いそれぞれの社会的、経済的地位の向上を図ることを目的とし 

ています。 

 

 

 

 

          私たちの組合は、組合法に基づいた岡山県下唯一の商工組合です。組 

        合に加入されることで皆さまの福利厚生や万が一の補償制度を用意し、 

安心して事業を展開することが可能です。 

理事長からの  組合員は岡山に５３０社、全国４７都道府県に３５,０００社の仲間が 

  ご挨拶   いることで、各種保険制度は掛金の安いスケ－ルメリットを生かした制 

度となっています。また、電気工事士、施工管理技士等の資格取得講習 

会を案内し後継者育成の一助を担っています。 

中国電力の認定制度により引込線・計器工事も受託可能なことで、自 

        社の施工管理に大きく貢献しています。 

  組合員には、「信頼される街の電気ドクタ－」として、活力ある地域づ 

 くりに寄与することで、「街が元気だから企業も業界も元気」を目指した 

いと考えています。 

電気工事業を主とされる皆さま方のご加入を心よりお待ちしています。  

 

                                岡山県電気工事工業組合 

                                理事長  清 原 三 郎 

名 称 岡山県電気工事工業組合 

当組合の   会員数 ５３０社（平成２８年２月現在） 

沿革    創立日 昭和３９年１１月１日  

       区 域 岡山県、香川県の一部 

       支部数 岡山県７支部（岡山、倉敷、津山、岡山東、高梁、笠岡、玉野） 

香川県１支部（小豆島） 
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福利・厚生事業       
 

第三者      作業中あるいは作業完了後に発生した事故により第三者の身体や財 

損害賠償制度   産に損害を与えた場合の独自の補償制度です。  

          全国組織である組合のスケ－ルメリットを生かした格安の賠償制度 

         です。 

 

 業務災害     万一の労災事故に対するリスクを排

補償制度    除し、より経営を安定させたいというニ                       

         －ズに対応する補償制度です。 

 

 組立保険     工事の目的物や材料、仮設物が火災・、 

  制度     爆発、盗難などにより生じた損害を補 

補償する制度です 

 

 

 弔慰金      組合員の代表者が万一の場合や事務所が罹災にあった場合などに弔 

見舞金制度    慰金・見舞金をお支払する補償制度です。 

 

 

グル－プ共済    全国組織のスケ－ルメリットを生かした低掛金で有利な共済制度で 

す。 

 

国民年金基金    国民年金基金制度は、国民年金加入者が国民年金の上乗せ給付を目的

として加入する制度です。 

 

 

オ－トリ－ス    全国組織のスケ－ルメリットを生かし、リ－ス料に還元し、車両導入 

 制度      コストの軽減を可能にしたお得な制度です。 

 

 

電気工事総合    第三者損害賠償制度と同様の全中国電工連の制度です。 

賠償責任保険 

 

任意労災      電気工事自営業者用の労災保険で全中国電工連の制度です。 

補償制度 
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情報の提供        

広報誌の発刊   組合広報誌「共生と協調」、全日電工連    

        の機関紙を配布することで、最新の各種 

        情報を提供しています。 

 

ホームページ   岡山県電気工事工業組合と青年部会の 

の発信     ホームページへ最新の各種情報を提供し 

ています 

        

法令改正等    法令改正等の経営に重要な変更事項が 

の最新情報   あった際には、全日電工連の機関紙や組    

        

 

      

合窓口において情報を提供しています 

 

組合員相互    組合は、組合員相互の友好、親睦が組 

の連絡     織の基本です。各種の会合や親睦会、旅行           

等を通じて組合員相互の関係が緊密にな 

       

り、各種の情報収集が可能となります

 

教育支援          
 

各種講習会  第一種電気工事士の定期講習や電気工事士 

       ・施工管理技士等の国家資格取得準備講習 

会も開催しており、労働安全に関する特別 

教育のほか、これらに関する情報提供も受 

 

 

 

 

 

 

認定電気工事  第二種電気工事士でも自家用電気工作物 

従事者講習  の低圧設備工事が可能となる認定従事資格 

  申請の講習会も開催しています。 

 

ＥＶ施工    電気自動車の充電設備の設置工事に関す 

パートナー  技術研修終了者「ＥＶ施工パートナー」 

       の認定や、自動車メ－カ－との提携によ 

り、お客さま紹介をしています。 
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事業発展のための取組     

 

一般用電気工作物    経済産業省に定期調査業務が実施できる登録調査機関「岡山電気 

の定期調査業務    安全サ－ビス」として登録し、これにより中国電力から委託を受け

て一般用電気工作物の定期調査業務（漏電調査）を実施しています。  

            現在約１５万口実施しており、全国的にも上位にランクされます。 

 

提案型技術営業     攻めの営業として、提案型技術営業活動の研修会を開催し、本格 

活動研修会      化された電力システム改革に備え、新しいサ－ビスの展開に欠かせ

ない各家庭の電力使用量の見える化が期待できるスマ－トメ－タ

－や「ＨＥＭＳ分電盤」の理解に重点を置いて研修等を実施してい

ます。 

 

 

電力会社との連携       
中国電力への      組合員は、お客さまの電気使用申込みを代行し、組合支部窓口 

電気使用申込み    へ電気使用申込書を提出しますが、組合は中国電力のインタ－ネッ

トソフトを使用し、工程管理に沿って適格にデ－タ入力しています。 

             

引込線・計器      中国電力の引込線・計器工事技能認定制度により、技能認定資格 

工事施工       取得者は引込線・計器工事施工が可能であります。 

組合員は大多数資格を取得し、電気工事の仮設工事から、本工事 

の施工、引込線・計器工事に至るまで、お客さまのニ－ズに併せた 

自主工程管理が可能なのが魅力であります。 

 

安全技能競技      引込線・計器工事の安全作業徹 

大会開催       底のため、定期的に安全パトロ－

ルを実施するとともに、電柱の昇

降柱訓練をしたり、組合独自の安

全技能競技大会を開催し、作業安

全の確保に努めています。 
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 地域社会との共生       
 

電気使用       毎年８月の「電気使用安全月間」に 

安全月間運動    おいて、電気使用の安全に関する知 

識と理解を深めるためのＰＲ活動等                 

          を行い、地域社会に向けた啓発活動 

          を実施しています。 

 

 

 

 

 

ポリテク       職業訓練生を受け入れている「ポ 

センタ－岡山    リテクセンタ－岡山」は、第二種・ 

          第一種電気工事士の資格取得準備講 

          習や、技能競技大会の合同訓練会場 

          として利用しています。 

 

高校生ものづくり   次世代の電気工事業界構築のため 

りコンテスト    岡山県下工業高校電気科他で開催さ

れている「高校生ものづくりコンテ

スト」の支援・後援を平成２４年度か

ら開始しています。 

 

 

 

 

青年部会            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青年部会      青年部活動を通じて、親会と若い世 

活動支援     代の交流、各種研修会、高等学校に出向 

いての高校生との意見交換会、高校生 

         インタ－ンシップの受け入れ等、青年 

部の活動について支援を行っています。 
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   岡山県電工組 組合員新規加入の推進！ 
    

  我が組合は、岡山県下の電気工事業者を組織した技術集団として、お客さまに電気設備

工事を通じて安全・安心な生活と思いやりの提供に取り組んでいます。 

平成２８年２月現在、組合員数は県下８支部、５３０社でありますが、新加入・事業廃

止等によってほぼ横ばいの状況が続いています。 

  組合員の新規加入を推進することで、岡山県電工組の組織を強化し、組合員のための組

合をモット－として施工管理面等のバックアップを充実していく所存であります。 

  組合員の新規加入をお待ちしています。 

 【組合加入時の所要資金】           【組合費その他】 

    

出資金    100,000円     賦 課 金   ５,000円 

    加入手数料   50,000円     申込手数料  所定の金額 

                     工事金手数料  2％  

 

連絡先一覧        
本部    〒700-0942 岡山市南区豊成１丁目９番９－３号   TEL 086-261-0900 

          E-MAIL oecia4@black.megaegg.ne.jp        FAX 086-261-9410 

岡山支部  〒700-0945 岡山市南区新保１０４－３            TEL 086-224-5208        

          E-MAIL oecia-ok@ms6.megaegg.ne.jp        FAX 086-224-5202                   

倉敷支部  〒710-0001 倉敷市三田７６－１          TEL 086-463-7200 

          E-MAIL qq527c29k@coast.ocn.ne.jp         FAX 086-463-7201 

津山支部  〒708-0001 津山市小原１４７－３         TEL 0868-22-5519  

          E-MAIL oecia-tu@ms5.megaegg.ne.jp        FAX 0868-22-5587 

岡山東支部 〒704-8191 岡山市東区西大寺中野５１９－４    TEL 086-942-4503  

          E-MAIL oecia-hi@ms1.megaegg.ne.jp        FAX 086-942-4525 

高梁支部  〒716-0061 高梁市落合町阿部６０２－３      TEL 0866-22-1502 

          E-MAIL takahashishibu@luck.ocn.ne.jp   FAX 0866-23-0975 

笠岡支部  〒714-0086 笠岡市五番町５－４３         TEL 0865-63-4707 

          E-MAIL oecia-ka@ms1.megaegg.ne.jp        FAX 0865-62-0370 

小豆島支部 〒761-4121 香川県小豆郡土庄町渕崎甲２１４６－２ TEL 0879-62-0150 

          E-MAIL syoudoshimashibu@luck.ocn.ne.jp   FAX 0879-62-0956       

玉野支部  〒706-0011 玉野市宇野３－１－１５        TEL 0863-31-0614  

          E-MAIL oecia-ta@ms7.megaegg.ne.jp        FAX 0863-31-0604 

           岡山県電気工事工業組合
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