組合事業概要

滋賀県電気工事工業組合

理事長挨拶
滋賀県電気工事工業組合理事長 ●

鹿野

敏夫

平素は、組合運営に格別のご支援ご協力を賜り厚くお礼申し
上げます。
さて当組合は、昭和22年9月に設立された滋賀県電気工事協
同組合を母体として昭和40年9月に現在の滋賀県電気工事工業
組合に組織変更し、70年余りの伝統を持つ電気工事業者の組合
です。
電気は現代の我々の生活にとって必要不可欠であることは言うまでもありませんが、その電
気を皆様に安全快適にお届けするのが、私ども電気工事業の仕事です。当組合は、その使命を
担った電気工事業のプロフェッショナルの集団であります。
私ども組合が展開しております事業としては、第一に皆様が安全に電気を使用していただく
ために、
「一般用電気工作物定期調査業務・竣工調査業務」
・
「保守・点検業務」を行っております。
また、毎年8月に経産省主唱により全国的に展開される「電気使用安全月間」キャンペーン
にも積極的に参加し、電気の安全使用についての啓蒙、独居老人宅の電気安全点検、電気に関
する相談窓口の設置などを実施しております。
次に、電気に携わる者の技術知識の向上のために、各種「講習会・研修会」
、
「資格試験受験
対策講習会」を開催しています。さらに、当組合傘下に滋賀電気技術専門学院を設立し、
「第二
種電気工事士免状」が国家試験免除で交付される、養成訓練も行っております。
クリーンエネルギーの活用としては、当会館屋根に「太陽光発電施設」を設置して発電し、
その売電の一部を東日本大震災の被災地や熊本地震の被災地、そして県内災害地への義援金と
して、又、滋賀県及び県下全市町に防災減災に役立てていただくグッズ等を毎年寄贈させてい
ただいております。
災害時に電気を安全安定供給するために、滋賀県及び県下の全市町並びに関西電力送配電㈱
様、全国各都道府県の電気工事工業組合と「災害時における協力協定」をそれぞれ締結し、ま
た地域の「防災訓練」にも積極的に参加しております。さらに、地元青地町様とは、当会館並
びに敷地を緊急時の「避難場所」としてお使いいただく提携を結んでおります。
一方、社会貢献活動として、電線の廃材を当組合員から提供協力いただき、それらを障害者
施設に寄付し、就労支援・財政支援を行っております。この活動は滋賀県下設備業の団体の協
力を得て、平成27年9月に特定非営利活動法人「滋賀県福祉と環境に貢献する会」を設立して
実施しております。併せて平成28年度より県下公立工業高校電気科の生徒を対象に電気業界後
継者育成の一助となるよう「給付型（返済不要）奨学金制度」を導入しました。
また、組合員の安定した事業継承や経営活動を多角的に支援するためJWF協同組合事業や売
買掲示板サイトの開設、婚活パーティーの開催、更には組合員や従業員、そしてその家族を対
象に各種慶弔慰金の支給やJWF-CARD制度の実施など多彩な福利厚生事業にも取り組んでお
ります。
組合について一部ご紹介いたしましたが、詳しくはこの冊子をご覧いただき、当組合並びに
当組合の事業活動を少しでもご理解いただければ幸いです。
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滋賀県下
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昭和22年9月（滋賀県電気工事協同組合として設立し、昭和40年9月に滋賀県電気工事工業組合に組織変更）

立

340社

●上 部 団 体

全日本電気工事業工業組合連合会

全国組合員

約32,000社

●傘 下 組 織

職業訓練法人 滋賀県電気工事技術協会 ［滋賀電気技術専門学院］
滋賀電気安全サービスセンター［全県下97万戸の調査業務］
特定非営利活動法人「滋賀県福祉と環境に貢献する会」
［障害者支援事業］
JWF協同組合［共同購入・ETC割引事業展開］
滋賀電工組株式会社
滋賀県電気工事政治連盟
滋賀電工組会館の概要
名
称／滋賀電工組会館
構造階数／重量鉄骨構造2階建
敷地面積／1,294.19㎡（392坪）
建物延面積／736.30㎡（223坪）
1階 ロビー・会議室・
滋賀調査センター事務室・
応接室・休憩室・委員会室
2階 大中会議室・教材室・教務員室
別棟 実習室（滋賀電気技術専門学院）

滋賀電工組会館全景
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主 な 事 業
〔1〕電気工事関係受託事業
（1）滋賀電気安全サービス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
［滋賀調査センター・八日市調査センター・彦根調査センター］
［全県下97万戸の電気設備の安全調査業務（関西電力送配電㈱からの受託事業）］
（2）国家資格第一種・第二種電気工事士免状交付［滋賀県からの受託事業］‥‥‥‥‥‥‥ 6
（3）電気工事業登録支援業務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
（4）定期講習［経済産業省からの受託事業・第一種電気工事士］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
（5）滋賀県電気工事業者保安講習会［滋賀県からの受託事業］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
（6）でんき工事ホームセンター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
［全県下の電気設備の点検修繕業務（関西電力送配電㈱からの受託事業）
］
（7）高圧引込開閉器操作業務［関西電力送配電㈱からの受託事業］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8

〔2〕教育事業〔経済産業省指定〕〔滋賀県電気工事技術協会〕
（1）養成課程［国家試験免除で第二種電気工事士資格取得］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
（2）短期課程［第一種・第二種電気工事士、消防設備士等受験対策講習］‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
［CAD講習、職長安全衛生責任者教育、低圧電気取扱業務特別教育
高圧ケーブル接続技能者認定試験・更新講習・足場組立等特別教育・他］
（3）電気工事業全国大会・電気工事技能競技全国大会‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11

〔3〕情報宣伝事業
（1）滋賀けんせつみらいフェスタに参加［滋賀県・滋賀県建設産業団体連合会共同主催］ 12
（2）ホームページ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13
（3）工事報及び業界紙、びわ湖放送テレビでのPR放映(40回程度/月)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13

〔4〕福利厚生事業
（1）各支部（8支部）への福利厚生費助成金の交付‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
［グランドゴルフ大会・ゴルフ大会・野球大会・ボウリング大会・健康診断・研修旅行］等
（2）組合員の「祝金規定」「慶弔慰規程」
「その他規定」‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
（3）JWF CARD［組合員福利厚生カード・各施設割引特典等］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16

－2－

〔5〕社会貢献事業
（1）給付型（返済不要）奨学金制度［県内工業高校電気科生徒対象60名］‥‥‥‥‥‥‥ 19
（2）県内工業高校電気科生徒との交流事業［技術研修・懇談会］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
（3）ポリテクセンター滋賀訓練生の企業実習受け入れ（1 ヵ月間）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
（4）特定非営利活動法人「滋賀県福祉と環境に貢献する会」‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21
［障害者就労賃金支援・県の経営事項審査加点項目］
（5）防災協定の締結［県の経営事項審査加点項目］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
（6）防災活動［県及び全13市6町・関西電力送配電㈱防災協定締結、防災訓練参加］‥‥ 23
（7）電気使用安全月間（毎年８月）［経済産業省主唱、消防庁・都道府県・NHK後援］‥‥ 24
（8）太陽光発電事業による売電収益の社会還元事業［滋賀電工組会館 平成24年50kw設置］ 25
（9）太陽光発電事業‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29
（10）業務用産業ロボットの開発事業（産学共同研究開発）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29

〔6〕その他事業
（1）婚活パーティー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
（2）JWF協同組合［共同購入・ETC割引事業展開］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
（3）滋賀電工組株式会社の事業概要‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
（4）売買掲示板サイト事業‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

30
31
31
32

〔7〕保険事業
（1）弔慰金・見舞金〈全日本電気工事業工業組合連合会の制度〉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33
（2）各種保険関係［第三者・業務災害・組立・取引信用・生活総合保険・その他］‥‥‥ 34
（3）労働保険［法人・一人親方、その他］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40

組合加入をご希望の皆さまへ
組合加入の主なメリット
電気工事業登録の支援

p.6

滋賀県への登録申請手続など

国家資格や技術の習得

p.9～10

養成課程（国家試験免除で第二種電気工事士免状を取得）
・各種講習会の開催など

電気工事業界の最新情報の入手

p.12～13

毎月組合工事報の発行・ホームページなど

手厚い福利厚生

p.14～18

「祝金」の支給、JWFカード（福利厚生カード）の交付、各種福利厚生事業への参加など

NPO法人の障害者支援活動への参画

p21

滋賀県の入札に際し、経営事項審査の加点が受けられます。

スケールメリットを生かした充実した保障

p.33～40

慶弔見舞金・第三者損害・業務災害・組立保険・取引信用・生活総合保険・労働保険など

※今後も更に、組合員を支援するため、制度の充実に努めていきます。
－3－

〔1〕電 気 工 事 関 係 受 託 事 業
（1）滋賀電気安全サービス［滋賀調査センター・八日市調査センター・彦根調査センター］
平成17年7月に経済産業大臣から指定を受け、当組合の新たな事業として「滋賀電気安全サービス
八日市調査センター」を開設。その後、平成27年4月1日には「滋賀電気安全サービス滋賀調査セン
ター」を新たに開設し、開設前日の平成27年3月31日には「滋賀電気安全サービス滋賀調査センター」
の駐車場にて「出発祈願神事」と「出発式」が行われ、この式の様子は同日のびわ湖放送のニュース
でもテレビ放映されました。
また平成30年4月1日には「滋賀電気安全サービス彦根調査センター」を開設し、この３ヵ所の調
査センターにより、関西電力送配電㈱から受託する一般用電気工作物調査業務（定期調査・竣工調査）
を全県下97万戸を対象に展開しております。
各ご家庭の皆さんが安全に安心して電気を使用できるよう、調査員並びに所員50数名が一丸とな
って日々訪問点検を行っております。

－4－

滋賀調査センター

〒525-0041

滋賀県草津市青地町299-1

八日市調査センター

〒527-0023

滋賀電工組会館

滋賀県東近江市八日市緑町12-7

A番館店舗A号

彦根調査センター

〒522-0002

TEL 077-569-5043

TEL 0748-25-7552

滋賀県彦根市松原町3428－5 ラフェスタ彦根I－E号

－5－

TEL 0749-21-5021

（2）国家資格電気工事士免状交付
国家資格であります第一種及び第二種電気工事士免状交付業務を滋賀県から受託して発行業務を行
っております。
具体的には、現在滋賀県にお住いの方の電気工事士免状の新規交付申請、また、過去に滋賀県で免
状を交付された方の再交付申請または書換申請業務を行っております。

（3）電気工事業登録支援業務
電気工事士の資格取得者が滋賀県内で電気工事業を営む場合は、滋賀県に対し登録申請などが必要
となるため、その手続業務を支援します。

（4）定期講習［経済産業大臣の指定を受けた講習機関］
第一種電気工事士免状の交付を受けた者は交付日から5年以内に、その後は前回の定期講習を受け
た日から5年以内ごとに定期講習を受講することが法律で義務づけられております。
定期講習は経済産業大臣の指定を受けた講習機関が実施することになっております。
滋賀県の場合は経済産業大臣の指定を受けた全日本電気工事業工業組合連合会の傘下である当組合
が定期講習を実施しております。
受講者の方に快適な講習を受けていただけるよう努めております。

－6－

（5）滋賀県電気工事業者保安講習会［滋賀県受託事業］
滋賀県より委託を受けて、一般用電気工作物および自家用
電気工作物の電気工事による災害防止と電気工事業務の適正
実施の指導を目的に、県下約1,690事業者を対象に実施し
ております。毎年テーマを厳選して講習会を計画し、電気工
事の危険性に対する意識啓発を図るとともに、幅広い見識を
身に着けていただくよう努めております。

（6）でんき工事ホームセンター［全県下の電気設備の点検修繕業務］
「でんき工事ホームセンター」とは、小工事の受付・手配・施工の円滑化・迅速化を図り、電気工
作物の保安を確保することを目的として、滋賀県電気工事工業組合が県下８ヵ所に拠点を設置し、運
営しております。
家庭内の不意の電気トラブル、電気配線の取り付け及び修理やコンセントの増設など、あらゆる電
気の相談に対応しております。

ちいさな工事もお気軽に
工

事

● でんき工事ホームセンター 大

津

（大津市）

0120-877-134

● でんき工事ホームセンター 湖

南

（草津市・栗東市・守山市・野洲市）

0120-877-135

● でんき工事ホームセンター 高

島

（高島市）

0120-877-136

● でんき工事ホームセンター 彦

根

（彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町）

0120-877-137

● でんき工事ホームセンター 湖

北

（長浜市・米原市）

0120-877-138

● でんき工事ホームセンター 水

口

（甲賀市・湖南市・日野町）

0120-877-139

● でんき工事ホームセンター 東近江

（東近江市）

0120-877-140

● でんき工事ホームセンター 八

（近江八幡市・竜王町）

幡

0120-877-141
－7－

（7）高圧引込開閉器操作業務［関西電力送配電㈱からの受託事業］
令和２年10月1日より関西の電気工事組合では初めての取り組みとなります関西電力送配電㈱から
の委託を受けた「高圧引込開閉器操作業務」を実施することと
なりました。
同操作業務とは、滋賀県内において、高圧需要者の自家用電
気工作物の保守・点検等に伴い、需要家設備を停電させるため、
関西電力送配電㈱の高圧引込開閉器の開閉操作を行うものであ
り、現在当組合員の内22社33名が操作者として登録し、教育
及び実技講習を受講して業務内容の知識や作業手順など操作方
法を習得した後、安全かつ円滑に作業に取り組んでいるもので
あります。

9月15日 学科講習時鹿野理事長挨拶

9月15日 学科講習の様子

9月25日 実技講習（大石訓練所）

9月28日 実技講習時鹿野理事長視察

－8－

関西電力送配電㈱様

9月23日 実技講習
（米原訓練所）

9月28日 実技講習
（東近江訓練所）

〔2〕教 育 事 業【経済産業省指定（職業訓練法人）滋賀県電気工事技術協会】
（1）養成課程
滋賀電気技術専門学院は、時代に即した高度な専門知識と技術の教授と、電気工事業務を通して社
会に大きく寄与する人材の育成を建学の目標としております。
養成課程では午後5時45分～午後10時の授業時間で、４月～３月の一年間学修を終えると卒業時
に、試験免除で国家資格である「第二種電気工事士」免状が交付されます。また、希望者には電気工
事会社（組合員）への就職斡旋をしております。

学院生募集!! 卒業と同時に試験免除で国家資格取得！

お問い合わせ

滋賀電気技術専門学院

詳しくは、ホームページをご覧ください

☎ 077-566-4143

https://shigadenkouso.or.jp/school/

－9－

（2）短期課程
滋賀電気技術専門学院は、滋賀県認定訓練校と
して、電気工事に関わる各種資格・免許の取得や
技術の向上を目指して、さまざまな講習会や研修
会を実施しております。
【主な講習一覧】
●第一種電気工事士

受験対策講習

●第二種電気工事士

受験対策講習

●消防設備士（甲4、乙7）受験対策講習
●高圧ケーブル接続技能者認定試験・更新講習
●職長・安全衛生責任者教育
●低圧電気取扱業務特別教育
●CAD研修
●フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
●その他随時講習開催予定
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（3）電気工事業全国大会・電気工事技能競技全国大会
優れた電気工事技術者、後継者の育成には多様な現場経験が必要であり、何より指導者が不可欠で
ありますが事業主も含め熟練技術者の高齢化と減少は大きな支障となっています。新たな技術に対応
できる人材育成が喫緊の課題であり、社会の要請と捉え、電気工事技能競技全国大会は開催されてお
ります。
平成28年11月に開催された第2回電気工事技能競技全国大会には、関西大会を勝ち抜いた水口支
部の日下将太さんが、また平成30年の第3回電気工事技能競技全国大会では、同じく関西大会を勝ち
抜いた彦根支部の古市泰幸さんが一般の部から、そして東近江支部の尾藤沙希さんが女性の部から出
場しました。
電気工事業界は災害時の地域の安全・安心を守る社会の付託があるにも関わらず、仕事の内容や役
割が一般社会から見えにくい側面があるため、地域社会に向け発信ができるように電気工事技能競技
全国大会が行われております。
一方、この技能競技大会とは別に全国の電工組が取り組む幅広い事業活動を発表し表彰等を行う「電
気工事業全国大会」が隔年で開催されており、令和3年11月11日に初めて第34回大会が滋賀県で開
催されました。コロナ禍での開催でしたが、国・滋賀県・大津市や各界からのご来賓の出席をはじめ、
全国から会員500名が会場となった大津市のびわ湖大津プリンスホテルに集い、感染症対策に万全を
期す中、
「絆を深め 業界の発展につなげよう びわ湖の風に乗せて」をメインテーマに大会決議が
採択されるなど、成功裡のうちに執り行われました。
［第34回 電気工事業全国大会［関西・滋賀 びわ湖大会］
］

［電気工事技能競技全国大会］
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〔3〕情 報 宣 伝 事 業
（1）滋賀けんせつみらいフェスタに参加［滋賀県・滋賀県建設産業団体連合会共同主催］
滋賀けんせつみらいフェスタに、当組合も参加し、若者に建設業の魅力を感じてもらい、将来担い
手として建設業を支えていただきたいという願いを込め
て取り組んでおります。
会場では、「組合案内」「自転車での発電体験」「電線剥
離体験」
「電線管の曲げ体験」などの展示や体験型イベン
トを行い、
ＰＲに努めております。
多くの来場者との交流を通じて、電気工事業界の活性
につなげていきたいと考えております。

－ 12 －

（2）ホームページ
滋賀県電気工事工業組合並びに滋賀電気技術専門学院、滋賀電工組株式会社の概要及び活動内容を
掲載しております。また、各種講習・免状交付・学院生募集・奨学金（返済不要）給付・各種申請書
のお知らせや滋賀電気工事報のバックナンバーなどを掲載しております。
（滋賀県電気工事工業組合ホームページ：トップページ（上部）
）

ホームページアドレス：https://shigadenkouso.or.jp/

（3）工事報及び業界紙、びわ湖放送テレビでのPR放映（40回程度/月）
組合員向けに機関誌「滋賀電気工事報」を毎月発行しており、組合及び組合員の活動記録や講習会、
県内の観光に関する情報など、最新で多彩な情報を提供しております。
又びわ湖放送では、月40回程度滋賀電気安全サービス等のPRを行い、知名度の向上に努めており
ます。

びわこ放送出演
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〔4〕福 利 厚 生 事 業
（1）各支部（８支部）への福利厚生費助成金の交付
組合員の交流や親睦を深めていただくため、当組合ではスポーツや旅行など様々な催しを積極的に
行っております。
各支部では、グラウンドゴルフ大会・ゴルフ大会・野球大会・ボウリング大会・研修旅行等を実施
するとともに、また健康診断をはじめ日常の健康管理にも力を注いでおります。
当組合では各大会開催に掛かった費用の一分負担や賞品の提供なども行っております。

－ 14 －

（2）組合員の「祝金規定」「慶弔慰規程」「その他規定」
組合員やその家族の皆さんに、慶弔事に際し各種祝い金や見舞金などを支給しております。
特にお子さまへの祝い金には力を入れており、全国的に大きな課題となっております少子化対策に
少しでも貢献できればという思いで、取り組んでおります。

●祝金規定

（単位＝円）

給付対象者

給付金

結婚祝金

組合員代表者の法律上の婚姻

30,000

出生祝金

組合員代表者と配偶者の間に生まれた子の出生

30,000

出生祝金

組合員代表者の孫の出生

10,000

小学校入学祝金

組合員代表者の子の小学校入学

30,000

中学校入学祝金

組合員代表者の子の中学校入学

10,000

還暦祝金

組合員代表者が満60歳になった時

20,000

古希祝金

組合員代表者が満70歳になった時

10,000

喜寿祝金

組合員代表者が満77歳になった時

10,000

傘寿祝金

組合員代表者が満80歳になった時

10,000

事業継承祝金

組合員代表者が事業から退いた時

30,000

●慶弔慰規程

（※表中の給付金額は令和4年4月1日より改正）

●費弁・旅費規定
●役員慰労金規定
●休業組合員規約
●その他規定
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（3）JWF CARD
組合員・従業員・家族はもちろんのこと業界全体の福利厚生の充実を図ることを目的として、多数
の企業や施設で利用できる「JWF CARD」を作製いたしました。
下記利用可能店に「JWF CARD」を提示することで、ホテルやレストラン、スーパー銭湯などで
さまざまな優待サービスを受けることができます。
これからも内容の充実を図り、全国の団体に広げていきたいと考えております。
この3種類のカードは下記の提携先でご利用になれます

JWF CARD

滋賀県電気工事工業組合会員

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

会員番号

9 9 9 9 9 － 0 0 1

会員番号

＊＊＊＊＊－＊＊＊

会員番号

＊＊＊＊＊－＊＊＊

会員企業名

滋 賀 県 電 気 工 事 工 業 組 合（ 職 員 ）

会員企業名

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

会員企業名

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

有効期限

＊＊＊＊－＊－＊＊

有効期限

＊＊＊＊－＊－＊＊

有効期限

＊＊＊＊－＊－＊＊

滋賀

社・施設名

旅館・ホテル・レストラン関係
●大津市

住所

電話番号

びわ湖大津プリンスホテル

大津市におの浜4-7-7

077-521-1111

琵琶湖ホテル

大津市浜町2-40

077-524-7111

びわ湖花街道

大津市雄琴1丁目1-3

0120-051-041

大津温泉 おふろcafé びわこ座 大津市月輪1-9-18

077-544-0525

琵琶湖グランドホテル京近江 大津市雄琴6-5-1

077-579-2111

湯元舘

077-579-1111

大津市苗鹿2丁目30-7

㈱松喜屋
大津市唐橋町14-17
077-534-2901
大津市石山寺一丁目３番３号 077-537-1436
日本料理 新月
近江牛と近江のしょくざい しちふく 大津市馬場1-4-20
077-521-8868
●草津市
クサツエストピアホテル

草津市西大路町4-32

077-566-3333

●高島市

特典

・婚礼（予約時）、レストラン（利用時）で飲食料金5％割引
※他の割引特典との併用不可
・基本室料 20％割引 ※年末年始、ゴールデンウィーク、
びわ湖大花火大会開催日、お盆を除く
・レストラン飲食料金 5％割引 ※びわ湖大花火大会開催日を除く
・宿泊料金 10％引き ・基本日帰り料金 5％引き《同伴者可》
・入館料金 10％引き（びわこ座）
・宿泊料金 10％引き（ホテル）《同伴者可》
・宿泊料金 10％割引（事前ご予約・現金支払い）
※年末年始、ゴールデンウィーク、びわ湖大花火大会開催日、お盆を除く
・宿泊料金 10％割引
※年末年始・ゴールデンウィークを除く、他の割引との併用不可
・ワンドリンクサービス《同伴者可》
・自家製ちりめん山椒（小袋）謹呈
・ワンドリンクサービス《同伴者可》
・宿泊料金 シングル8,000円・ツイン（2名）13,000円 他 優待価格にてご提供
・飲食料金5％相当額割引（対象外もあります）《同伴者可》

1階レストラン 飲食料金10％割引
高島市今津町今津1689-2 0740-22-6666 ※特別企画商品は除く ※優待割引の併用はいたしかねます
https://sunbridge-hotel.co.jp/
お食事をされた方に1杯ソフトドリンク（5名様まで）
WEST LAKE HOTEL 可以登楼 高島市安曇川町中央2丁目1-6 0740-32-3131
サービスさせていただきます。http://www.kaitorou.com/
・宿泊料金 10％割引 ・日帰り入浴料金 100円引き
白浜荘
高島市安曇川町下小川2300-1 0740-32-0451
※他の割引サービスとの併用不可、宿泊はインターネット限定商品は除く
●甲賀市
水口センチュリーホテル
甲賀市水口町名坂170-1
0748-63-2811 ・室料金 10％割引
●東近江市
・婚礼：料理・飲物 10％割引（ただし料理代金お一人様
東近江市妙法寺町690番地 0748-24-0111
10,000円以上）、衣装代20％割引
八日市ロイヤルホテル
・飲食料金：料理 5％割引《同伴者可》 ・宿泊料金 優待価格
●近江八幡市
・宿泊料金シングル：9,800円ツイン：8,800円
ホテルニューオウミ
近江八幡市鷹飼町1481
0748-36-6666
ツイン（シングルコース）：13,800円（朝食代含）《同伴者可》
ビジネスホテル シェル
近江八幡市友定町494-1 0748-37-8451 ・宿泊料金 100円割引 ※直予約、現金前払いのみ有効
グリーンホテルYes近江八幡 近江八幡市中村町21番6号 0748-32-8180 ・大浴場の利用（日帰り）料金：900円を700円にて利用可能
ステーキハウスRIGI
近江八幡市友定町494-1 0748-37-4686 ・OJ・AJ・各種お茶の中から1杯サービス《同伴者可》
うなぎ・ひつまぶし 炭櫓 近江八幡市音羽町26
0748-31-3325 ・飲食料金10％割引《同伴者可》
炙り焼肉 霜月
近江八幡市出町314-2
0748-36-8778 ・ワンドリンクサービス
●長浜市
・宿泊料金 10％引き ・宴会、お食事 料理5％引き
長浜太閤温泉 浜湖月
長浜市公園町4-25
0749-62-1111
・温泉入浴料 1,500円→1,000円
今津サンブリッジホテル

－ 16 －

滋賀

社・施設名

スーパー銭湯関係
●大津市

住所

大津温泉 おふろcafé びわこ座 大津市月輪1-9-18
●東近江市
八風の湯
機械リース関係
●大津市
カキザキ建機㈱本社

電話番号

077-544-0525

特典

・入館料金 10％引き（びわこ座）
・宿泊料金 10％引き（ホテル）《同伴者可》

東近江市永源寺高野町352 0748-27-1126

・全日

入館料300円引き（大人1グループ）

大津市富士見台15番33号 077-534-6746

・車両およびレンタカー 10％引き
・上記以外の建設用機械レンタル 20％引き

●草津市
カキザキ建機㈱草津センター 草津市矢橋町120-2

077-562-8210

・車両およびレンタカー 10％引き
・上記以外の建設用機械レンタル 20％引き

●愛知郡
滋賀建機株式会社
冠婚葬祭関係
●大津市
セレマ
●彦根市
公益社
旅行関係
●大津市

愛知郡愛荘町中宿160番地1 0749-42-8668

・建設機械器具、車両レンタル
定価より10％割引

大津市札の辻1-22

0120-094-110

・割引特典有

彦根市西今町939番地

0120-61-4000 ・割引特典有

・ミシガンクルーズ全般乗船料 20％引き
大津市浜大津5丁目1番1号 0570-052-105 ・竹生島クルーズ乗船料 20％引き
※ただし（1）今津航路（2）長浜航路（3）びわ湖横断航路に限る《同伴者可》

琵琶湖汽船
●草津市

㈱日本旅行

草津支店

草津市大路1-10-1

・赤い風船3%割引 ・ベスト、ベストエクセレント5%割引 ・マッハ5%割引
※オプショナルツアーは除く。また、他の割引との重複割引は行わない
077-562-2327 ※割引額の100円未満は切捨てとする
※インターネット限定商品（webコレクション）及び旅ぷらざ・ベストリザーブ宿ぷらざを除く
※4月29日～5月5日、8月12～8月15日、12月29日～1月3日は適応時除外日とする

その他
●栗東市
パナソニックリビングショウルーム 栗東市霊山寺5-4-18
0800-170-3863 ・来場記念品贈呈
●野洲市
ゴルフキッズ デイスターモール野洲店 野洲市市三宅1013番地 デイスターモール内 077-586-7611 ・中古ゴルフクラブ全品5％割引
●近江八幡市
・練習ボール代金の割引（平日2円割引・土日祝日1円割引）
㈱太田産業 グリーンピア近江八幡ゴルフ練習場 近江八幡市倉橋部町146-5 0748-37-2010
・練習場に附帯する他の設備の割引・各種催しへの案内と優先参加等
●愛知郡
・戸狩温泉スキー場 リフト券40％割引（同伴者可）
愛知郡愛荘町中宿160番地1 0749-42-8668
滋賀建機株式会社
※例年12月1日～翌年3月31日まで
京都
大阪

社・施設名

住所

電話番号

特典

社・施設名

住所

電話番号

特典

旅館・ホテル・レストラン関係
●京都市
京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町28 075-252-0329 ・ワンドリンクサービス《同伴者可》
㈱松喜屋 京都四条店
物産・食品関係
●八幡市
日本ハム西販売㈱京阪営業所 八幡市上津屋中堤117
075-983-8586 ・35％引き

物産・食品関係
●大阪市
丸大食品㈱関西特販営業課 大阪市西成区南津守2-1-10 06-6657-0071 ・25～30％引き

当サービス内容は、令和4年2月現在のものです。以降の利用可能店についてはホームページ等をご参照下さい。
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このカードは下記の提携先でご利用になれます

JWF CARD
JWF CARDについて

会員番号

9 9 9 9 9 － 0 0 1

1．
本証はJWF CARD会員であることを証明するものです。
2．
本証の有効期限は表面に記載のとおりです。
3．
本証を他人に貸与したり譲渡してはいけません。
4．
本証の紛失、
盗難、
破損の際は、
JWF CARD事務局までご連絡ください。
5．
本証が退会、その他により不要になった際は、必ずJWF CARD事務局
まで返還してください。
6．
提携先の契約施設等をご利用の際、特典・留意事項を確認の上、各窓口や
店頭で本証を提示してください。

会員企業名

滋 賀 県 電 気 工 事 工 業 組 合（ 職 員 ）

提携先について

有効期限

＊＊＊＊－＊－＊＊

滋 賀 県電気工事工業組合会員

提携先は右のＱＲコードよりご確認ください。

JWF CARD本部

TEL.077-535-9062

滋賀

社・施設名

電設・管工事資材関係
●大津市
滋賀特機㈱本社
ニシムラ㈱大津営業所
ツルタ電機㈱大津営業所
小川電機㈱大津営業所
堤電気産業㈱
㈱扇港電機大津営業所
●草津市
ツルタ電機㈱草津営業所
●栗東市
ニシムラ㈱栗東営業所
㈱京榮商会 滋賀営業所
小川電機㈱栗東営業所
東田電機産業㈱栗東支店
●守山市
滋賀特機㈱守山営業所
ツルタ電機㈱特販営業所
村田電光㈱本社
●野洲市
村田電光㈱野洲営業所
●高島市
滋賀特機㈱高島営業所
●彦根市
滋賀特機㈱彦根営業所
ニシムラ㈱彦根営業所
東田電機産業㈱彦根本店
㈱扇港電機彦根営業所
●長浜市
滋賀特機㈱長浜営業所
ニシムラ㈱長浜営業所
ツルタ電機㈱長浜営業所
東田電機産業㈱長浜支店
●甲賀市
滋賀特機㈱水口営業所
ニシムラ㈱水口営業所
ツルタ電機㈱水口営業所
東田電機産業㈱甲賀支店
●湖南市
㈱山中
●東近江市
滋賀特機㈱八日市営業所
ツルタ電機㈱八日市営業所
小川電機㈱湖東営業所
㈲かじ徳
●近江八幡市
滋賀特機㈱近江八幡営業所
フカオ産業㈱

京都

社・施設名

●京都市
ニシムラ㈱本社
ツルタ電機㈱本社
㈱京榮商会 本社

住所

電話番号

特典

大津市におの浜4丁目1-25
大津市下阪本1丁目18番4号
大津市西の庄5-10
大津市唐崎1-16-1
大津市月輪2丁目6-10
大津市大将軍3丁目19-8

077-523-1261
077-577-2251
077-522-2496
077-579-1200
077-545-3651
077-547-2020

・現金購入可
・現金購入可
・現金購入可
・現金購入可
・現金購入可
・現金購入可

草津市野村8-5-25

077-561-1392

・現金購入可

栗東市大橋5丁目157-5
栗東市出庭531番地3、533番地16
栗東市小柿4丁目13-13
栗東市下鈎841-1

077-553-2181
077-553-3251
077-554-3411
077-552-3651

・現金購入可
・現金購入可
・現金購入可
・現金購入可

守山市千代町字高田108番地1 077-583-5221 ・現金購入可
守山市伊勢町中東浦81-1 077-582-8553 ・現金購入可
守山市今宿町335-10
077-583-0139 ・現金購入可
野洲市野洲1513-1

077-587-1700 ・現金購入可

高島市安曇川町青柳1473-2 0740-32-1386 ・現金購入可
彦根市古沢町姫袋448-4
彦根市野田山町字北浦1090-1
彦根市東沼波町190-1
彦根市山之脇町10

0749-23-1261
0749-24-0899
0749-23-2311
0749-47-3157

・現金購入可
・現金購入可
・現金購入可
・現金購入可

長浜市神照町945-3
長浜市榎木町西反橋615-3
長浜市加納町字新入道671-3
長浜市小堀町210-3

0749-63-1882
0749-65-1190
0749-62-2522
0749-63-2711

・現金購入可
・現金購入可
・現金購入可
・現金購入可

甲賀市水口町宇川字稲場566-1
甲賀市水口町植219
甲賀市水口町名坂65
甲賀市水口町中邸5-55

0748-62-4151
0748-63-1610
0748-62-8111
0748-63-7371

・現金購入可
・現金購入可
・現金購入可
・現金購入可

湖南市吉永44

0748-72-1200

・現金購入可

東近江市小脇町字福563-2
東近江市東沖野1-1727-1
東近江市五個荘竜田町683-2
東近江市東沖野一丁目1番11号

0748-23-6831
0748-22-4521
0748-48-2123
0748-22-1547

・現金購入可
・現金購入可
・現金購入可
・現金購入可

近江八幡市市井町22番地 0748-32-6366 ・現金購入可
近江八幡市中村町648番地 0748-33-5111 ・現金購入可

住所

電話番号

京都市南区上鳥羽角田町32 075-681-2331 ・現金購入可
京都市中京区六角通高倉西入滕屋町174 075-211-9351 ・現金購入可
京都市下京区河原町通松原下ル難波町412 075-341-4151 ・現金購入可
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特典

〔5〕社 会 貢 献 事 業
（1）給付型（返済不要）奨学金制度
滋賀県電気工事工業組合では、原則として滋賀県に在住し、滋賀県立瀬田工業高校（全日制・定時制）
・
八幡工業高校・彦根工業高校で学ぶ電気科の生徒さんを対象に、将来の建設業界の活性化に寄与する
ことを目的に、担い手育成の観点から、第一・二種電気工事士といった資格取得に主眼を置いた学習
活動を支援するため給付型（返済不要）の奨学金を支給しています。
●応募資格：下記のとおり
（1）県内に在住し、指定する学校・学科に在学する者
（2）生活上経済的援助が必要だと認められ、かつ学業成績が優秀な者
（3）在籍年数（休学期間を除く）が在籍する課程の最短修了年数を超えていない者
（4）県内の工業高校に概ね1年以上（申請時以前に在籍した期間を含む）在籍しようと
する者
●募集定員：毎年60名以内
●給 付 額：1人当たり年額3万円
●給付期間：1年間、ただし、翌年以降も応募可能。
●申請手続：毎年度はじめに学校を通じて募集し、指定の申請書に必要書類を添付し学校毎取りまと
めの上、期限までに当組合に提出。
●選考方法：当組合内で設置する選考委員会で受給者を決定し、学校を通じて同受給者に文書で通知。
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（2）県立工業高校電気科生徒との交流事業［技術研修・懇談会］
当事業（業界理解促進交流事業）は、電気系教育機関の生徒と電気工事業者との交流を通じて、第
一線の現場で働いている技術者の生の声やその技術に触れることで、学校教育者や生徒に「電気工事
業」への興味や理解を深めていただくことを目的に推進しているものです。
私ども滋賀県電気工事工業組合では、その趣旨に基づき平成30年度より県下工業高校において、
校内施設での照明の取替え等の技術講習や懇談
会といった交流事業を実施しています。

（3）ポリテクセンター滋賀訓練生の企業実習受け入れ（１ヵ月間）
ポリテクセンターの実施する公共職業訓練において、知識や技術を習得するための実践の場を提供
するなど、人材育成事業に寄与しています。
具体的には、訓練生の企業実習に当たって、本組合の事業所がその受け入れを行うなど、職業訓練
の一端を担って
お り、電 気 設 備
技術の習得を支
援することによ
っ て、将 来 の 電
気工事業界の活
性化に取り組ん
でいます。
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（4）特定非営利活動法人「滋賀県福祉と環境に貢献する会」
［障害者就労賃金支援・県の経営事項審査加点項目］
私たち電気工事事業をはじめ設備関連事業に携わる事業者が中心となって地域の福祉と環境保全に
寄与することを目的に、平成27年9月18日に特定非営利活動法人「滋賀県福祉と環境に貢献する会」
を設立しました。
活動は、関係事業所から電気工事等の際、廃材として出た電線類を障害者施設に無償提供すること
によって、施設就労者の新たな雇用や工賃の向上につなげるとともに、資源としてリサイクルするこ
とで自然環境の保全を図ることが可能になると考えており、今後もこの活動を通して、障害者への支
援の輪が全国に広がるよう取り組んでまいります。
また電線類の無償提供による障害者支援活動は県の経営事項審査の際の加点項目の対象となります。

組

織

概

要

●ＮＰＯ法人の事業目的
・電線被覆剥離作業を通じて障害者の就労支援をサポートする。障害者の作業工賃アップを推進する。
・地球環境保護のため、廃棄物削減と再資源化を推進する。
・行政・企業・地域の社会貢献活動のネットワーク構築を目指す。
・障害者支援の全国展開を目指す。

●参加協力団体
・滋賀県電気工事工業組合
・（一社）滋賀県空調衛生設備工業協会
・滋賀電設資材卸売協同組合
・（職）滋賀県電気工事技術協会
・関西電力送配電株式会社滋賀支社

・滋賀県管工事業協同組合連合会
・
（一社）滋賀県電業協会
・大津電気事業協同組合
・滋賀電工組株式会社
・株式会社きんでん滋賀支店
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（5）防災協定の締結［県の経営事項審査加点項目］
平成22年度までに滋賀県内13市6町の全市町との「災害時における電気設備の応急復旧の応援に
関する協定」の締結を完了し、平成24年3月には滋賀県とも「災害時における応急救援活動への応援
に関する協定」を締結いたしました。
なお、県及び県下全市町との防災協定の締結は全国の組合の中でも3番目であります。
また、当組合内の「災害復旧支援組織連絡網」を整備するとともに、毎年防災訓練の実施、連絡体制・
組織の充実を図るなど、総合的な防災体制の強化に努めています。
これらのことから、当組合では県の経営事項審査の際に加点項目となる防災協定証明書を組合員に
対し発行しております。
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災害時における応急救援活動への
応援に関する協定書

団体加入防災協定および防災活動証明書

滋賀県電気工事工業 組 合 災 害 復 旧 支 援 組 織 連 絡 網

（6）防災活動［災害時における応急救援活動］
滋賀県電気工事工業組合では、県民市民ための安全で安心なまちづくりに向け、行政との連携を図
るため、平成22年度までに滋賀県内13市6町の全市町と「災害時における電気設備の応急復旧の応
援に関する協定」を締結し、平成24年3月には滋賀県とも「災害時における応急救援活動への応援に
関する協定」を締結しました。
さらに、平成26年2月には関西電力送配電㈱滋賀支社様・全日本電気工事業工業組合連合会・関西
電気工事工業会と「非常災害時における設備調査等の協力に関する協定」を締結し、組合としての役
割を充分発揮した災害時対応に努めております。
また、平成25年12月には当組合が所在する草津市青地町様との間で「青地町防災協力要請受託式」
が執り行いました。
このことによって組合では、地元青地町住民皆様の万一の非常時に備えるため、避難場所の提供や
携帯電話及び電気自動車の充電用コンセントの利用環境を整えております。
当組合としては、今後も「災害復旧支援組織連絡網」を整備するなど、組合として総合的な防災体
制の充実に努めていきます。
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（7）電気使用安全月間（毎年８月）
経済産業省の主唱のもと、感電事故の発生率が高いとされる夏場の8月を「電気使用安全月間」と
して、県下８ヵ所を基点にキャラバン隊を編制し、電気事故防止の啓発活動を行うとともに、無料相
談所の開設や公共施設、さらには独居老人宅での電気器具の無料点検などを行っております。

活動の様子
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（8）太陽光発電事業による売電収益の社会還元事業
当組合では本部組合会館に太陽光発電パネルを設置しております。その太陽光発電で得た売電収益
を財源として、自然災害による被災地や防災活動に役立てていただけるように滋賀県や県内各自治体、
組合本部地元の自治会などに防災グッズなどの寄贈を2011年より行ってきております。
このような活動は、社会貢献事業として今後ともできるだけ継続していきたいと考えております。

これまでの寄贈、寄付実績
寄付／寄贈先
●2011年
福島県電気工事工業組合へ
日本赤十字社
●2012年
福島県電気工事工業組合へ
滋賀県
●2013年
福島県電気工事工業組合へ
台風18号の被災者へ
●2014年
福島県電気工事工業組合へ
滋賀県・13市6町+青地町
●2015年
福島県電気工事工業組合へ
滋賀県
滋賀県・13市6町・地元青地町
●2016年
滋賀県消防学校
滋賀県・13市6町・熊本県
●2017年
滋賀県・13市6町
滋賀県
●2018年
滋賀県（消防学校）・13市6町
●2019年
滋賀県（防災航空隊・消防学校）・13市6町
●2020年
滋賀県（県・消防学校）・13市6町
●2021年
滋賀県（県・消防学校）・13市6町
滋賀県・大津市

内

容

東日本大震災義援金
東日本大震災義援金
東日本大震災義援金
放射能線量計
東日本大震災義援金
義援金
東日本大震災義援金
防災アンプ（21台）
東日本大震災義援金
80インチ大型ディスプレイ（タッチパネル）
60インチ大型ディスプレイ（タッチパネル）
インタラクティブプロジェクター
強力LEDライト60時間点灯可（500台）
大型ディスプレイ（タッチパネル）
強力LEDライト60時間点灯可（合計1,100台）
LEDヘッドライト（250台）・拡声器（250台）
メガホン型多言語音声翻訳サービス「メガホンヤク」
2台提供【日本語・英語・中国語・韓国語】
LEDヘッドライト（220台）・拡声器（212台）
インバータ発電機

超低騒音仕様

3KVA（22台）

パワーチャージライトスポット・軽量三脚（40セット）
避難体験ムービー版一式
ディスクボール収納ケース付（20台）・電子黒板一式
非接触 検温 サーモグラフィーカメラ（2台）
（アルコールディスペンサー・スタンド付）
※第34回電気工事業全国大会（関西・滋賀 びわ湖大会）
開催記念として、県及び会場地大津市に寄贈
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社会 還 元 事 業 の 活 動 記 録

滋賀県

滋賀県

滋賀県消防学校

東日本大震災義援金
福島県電気工事工業組合

滋賀県・滋賀県消防学校・航空隊

滋賀県消防学校

滋賀県消防学校

滋賀県・滋賀県消防学校

滋賀県
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大津市

13市6町の防災グッズ寄贈式
（2014年～2020年）

大津市

草津市

栗東市

守山市

野洲市

湖南市

甲賀市

近江八幡市

東近江市

彦根市

米原市

長浜市

高島市

竜王町

日野町

愛荘町

豊郷町

甲良町

多賀町
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13市6町の防災グッズ寄贈式
（2021年）

大津市

草津市

栗東市

守山市

野洲市

湖南市

甲賀市

近江八幡市

東近江市

彦根市

米原市

長浜市

高島市

竜王町

日野町

愛荘町

豊郷町

甲良町

多賀町
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（9）太陽光発電事業
我々組合としても、電気事業業界にかかわる者として、今日の大きな社会問題である地球温暖化等
環境・エネルギー問題に貢献していきたいと考え、平成24年7月に本電工組会館に40kWの太陽光
発 電 設 備 を 設 置 し、発 電 を 開 始 い た し ま し た。平 成25年10月 に は9.9kWを 増 設 し、現 在 は 約
50kWの発電能力を有しています。
太陽光発電は、自然エネルギーを活用して発電することで環境に優しく、また防災意識の高まりの
中で非常時の電源確保として期待されるところであり、まさに私ども組合が進めている未来や次世代
に向けた、時代の変革を見据えた事業展開の1つとして、今後も積極的に取り組んでいきたいと思っ
ています。

（10）業務用産業ロボットの開発事業（産学共同研究開発）
人口減少に伴う深刻化する人手不足を補うために、また業務の生産性の向上、効率化を図り、週休
二日制などの休日確保、長時間労働の改善、残業時間の短縮など「働き方改革」を進めていくために、
「業
務用産業ロボット」の開発を令和元年5月から推進しております。
開発の進捗状況はまだ初期段階ではありますが、我々電気事業業界の将来にとって極めて重要な課
題であると捉え、その実現に向けて取り組んでいます。
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〔6〕そ の 他 事 業
（1）婚活パーティー
滋賀県電気工事工業組合では建設業界の将来を担う若者に、少しでも出会いの場を提供することに
よって、楽しいひとときを過ごし結婚への意識を高めていただくため、また業界全体の活性や社会全
体の少子化対策の一環として、婚活応援プロジェクト事業に取り組んでおります。
これまでの開催結果
パーティー名

応募者数

2016年

第1回婚活ときめきパーティー

67名

2017年

第2回婚活パーティー

67名

2018年

第3回婚活パーティー

67名

2019年

第4回婚活パーティー

52名

2020年

新型コロナウイルスの影響により開催中止

2021年

新型コロナウイルスの影響により開催中止
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（2）JWF協同組合（創立70周年記念事業）
滋賀県電気工事工業組合では、建設業界を取り巻くエネルギー問題や環境問題、更には少子・高齢
化問題など多様な課題を抱え、ますます厳しさを増す社会情勢の中で、組合員の安定した事業継承や
業績確保など経営活動を多角的に支援するため、新たな取り組みとしてJWF協同組合を平成29年7
月に立ち上げました。
このことによって、組合員等の結束を更に深めていくとともに、技術研鑽のための教育事業や共同
購入事業、また高速道路（ETC）の通行割引を受けるための施策などを展開することによって、未来
に眼を向けた時代の変革に耐えうる強靭な体質の創造に、そして県民の皆様の安心安全な生活環境の
構築と建設業界全体の活性化につながっていくものと考えています。今後多くの皆さんのご加入をお
待ちしております。なお、高速道路通行割引制度の共同清算事業については、令和元年9月に西日本
高速道路株式会社に「ETCコーポレートカード」の利用申請を行ってきた結果、当組合の事業実績が
認められ、令和元年12月に「ETCコーポレートカード」の発行が承認され、事業がスタートしたも
のです。

（3）滋賀電工組株式会社の事業概要
滋賀県電気工事工業組合の傘下組織である滋賀電工組株式会社は平成4年に組合本部・技術センタ
ーの新会館建設を目的に設立され、平成6年の滋賀電工組会館新設に伴い、旧技術センター跡地に賃
貸マンション（鉄筋コンクリート造、7階28戸）を建て経営を担ってきた。
以後、マンションの収益によって、組合本部の土地・建物の取得をはじめ、多彩な事業の円滑な推
進が図られてきた。
現在は、マンションを令和元年度に売却し、その資金を活用して業界の活性化に向けた次世代育成
事業や組合員の事業活動を多角的に支援するための諸施策に取り組むなど、本部組合が株主となって
有効な資産運用に努めている。

エクセムマンションの全景

滋賀電工組会館の全景
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（4）売買掲示板サイト事業
令和3年11月1日から組合員専用の物品等「売買掲示板サイト」を開設しました。
不要になった電線や資材等を同掲示板を使って、組合員間の交渉に基づき、売買するものです。
また、物品等の売却だけでなく、仕事の応援・請負の募集や困り事なども掲載できます。
掲示板を活用して、リサイクルに貢献するとともに、組合員のコミュニケーションとなり、情報交換・
共有の場となることを期待するものです。

開設日
URL

令和 3 年 11 月 1 日～
https://shigadenkouso.or.jp/trade/

滋賀電工組 HP のバナーをクリック︕

※パスワードは「shigadenkouso」と入力！！
※ご利用案内

組合員専用の物品売買掲示板です。余った電線や資材等を出品して売却や仕事の応援・請負も募集ができ、利用料・
出品料は無料です。必要な資材を売買掲示板サイトで検索して購入できます。物品等の売買交渉は組合員同士でお願
いいたします。（交渉に事務局は関与いたしません）

お問い合わせは事務局までお気軽に︕
滋賀県電気工事工業組合 事務局 〒525-0041 滋賀県草津市青地町 299-1
ＴＥＬ 077-562-2069 ＦＡＸ 077-562-2081
URL
https://shigadenkouso.or.jp/ E-mail
info@shigadenkouso.or.jp
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〔7〕保 険 事 業
（1）弔慰金・見舞金〈全日本電気工事業工業組合連合会の制度〉
全日電工連組合員が全員ご加入いただく制度です。
この制度は、組合員の相互扶助の精神を柱として設立・運営されております。
組合員の代表の方が万一の場合や組合員登録営業事務所が罹災にあった場合などに弔慰金・見舞金
が支払われる制度です。

●補償期間
4月1日 午後4時から翌年4月1日 午後4時までの1年間

●このような場合に支払われます
火災・風水雪災による
営業所の全半焼・
全半壊・流失
電気工事中の事故死

病気などによる死亡

水災による営業所の床上浸水

災害による立入禁止、避難
命令その他の処理が行わ
れ、7日以上営業所に立入
りができなくなった場合

地震・噴火・津波による
営業所の全半壊

●弔慰金額・見舞金額
弔慰金額

10万円

電気工事中の事故死

2万円

上記以外の死亡
火災・風水雪災による営業所の全半焼・全半壊・流失＊
水災による営業所の床上浸水

見舞金額

10万円
増額

地震・噴火・津波による営業所の全半焼・全半壊・流失＊
災害による立入禁止、避難命令その他の処置が行われ
7日以上営業所に立入りができなくなった場合
電気工事中の事故により7日以上入院した場合

5万円
10万円

増額
新

10万円
2万円

＊延べ床面積の50％以上を焼失、倒壊または流失したことをいいます。

●補償対象
弔慰金

組合に登録している代表者が対象です。

見舞金

組合に登録している営業事務所が対象です。

※営業事務所が複数ある場合でも、組合に登録している営業事務所1か所のみが対象です。

※営業事務所は原則として、電気工事業法および組合に登録している主たる営業事務所とします。

●加入費
加入費は、年間600円です。
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（2）各種保険関係 （※保険会社のパンフレットより抜粋）
●第三者損害賠償制度

第三者（他人）に損害を与えてしまった場合に補償します
日本国内において対象工事の作業中、またはその作業完成後に発生した業務上の偶然な事故に起
因して、第三者（他人）の身体に障害を、または財物に損壊を与えたことにより、組合員の皆さま
が法律上の賠償責任を負担した場合に被る損害を補償する制度です。
（例：作業中、誤って工具を落として通行人にケガをさせた）
●加入資格
滋賀県電気工事工業組合に所属する組合員、ただし資本金3億円以上または従業員300人以上の
事業所は加入できません。別途個別の保険をご用意しておりますので、東芝保険サービスまでお問
い合わせください。
●被保険者（保険の補償を受けられる方）の範囲
①組合員（ご加入者）
②組合員の役員・使用人
組合員の業務に関する限りにおいて、補償の対象（被保険者）となります。
③組合員の下請負人
組合員が請け負った業務の一部または全部を組合員から請け負った方をいいます。
（複数段階の
請負は含みますが単なる取引先や業務委託先は含まれません。組合員の業務に関する限りにおい
て、補償の対象（被保険者）となります。
）
④組合員の下請負人の役員・使用人
組合員が請け負った業務の一部または全部を組合員から請け負った方をいいます。
（複数段階の
請負は含みますが単なる取引先や業務委託先は含まれません。組合員の業務に関する限りにおい
て、補償の対象（被保険者）となります。
）
⑤工事の発注者
組合員の業務が元請負工事の場合に限ります。なお、発注者には工事業者を含みません。また「工
事の発注者」は作業引渡まで被保険者の範囲に含まれます。組合員の業務に関する限りにおいて、
補償の対象（被保険者）となります。
●対象工事の範囲
ア

電気工事
●補償内容

イ

ウ

電気通信
工事

管工事

エ

オ

㋐～㋓までに
掲げる工事に伴う
専門工事

消防施設
工事

カ

㋐～㋔の保守業務

（有償・無償に係わらず、需要家と
契約されているものにかぎります。）

このような事故を補償します。

作業中の事故

工事中、誤って工具を落と
し通行人にケガをさせた。

防犯電子
ロックの
取付作業中、誤って玄関のド
アをキズつけてしまった。

空調設備工事中、誤って
壁をキズつけた。

配線工事のため道路掘削中、
誤って地下通信線を切った。

作業完成後の事故
5年前の太陽光発電システム
設置工事の際、ボルトの締め
が緩かったためすき間ができ、
雨漏りが発生した。
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工事に不備があり、引渡後に照明器具
が落ち、家財を破損した。
※作業のやり直し費用に関する損害は
お支払いの対象となりません。

●ワイドプラン（W型）
【ワイドプラン】では【基本プラン】に加え、
「財物損壊を伴わない使用不能損害」と「生産物自体の損害」
、および「人格権損害」を補償しています。
「財物損壊を伴わない使用不能損害」と「生産物自体の損害」の保険金額は「特定財物賠償保険金額」の内枠とな
りますので保険金額の見直しを忘れずにお願いします。なお「人格権損害」の保険金額は1,000万円となります。

基本プラン（Z型）
発注者からの要望にお応えできます！
近年増加する、発注者さまより各種特約のセットを要請されるケースに対応するためオプションとして、発
注者さまの要望に応えられるプランをご用意しました。また、重複して複数の契約を結ぶ必要がないので、
大幅なコスト削減ができます。

財物損壊を伴わない使用不能損害
スマートメーター（支給材）の
取り付の際、誤結線してしまい、
スマートメーターの誤作動によ
り、電気代が3倍となった。後日、
発注者から差額について賠償請
求された。
配電盤（組合員の調達資材）の据付
工事を行った際、工事ミスにより配
電盤がショートして送電が停止し、
工場ラインをストップさせた。
後日、
発注者から製造できていれば得られ
るはずであった利益について賠償請
求された。

太陽光発電パネル（支給材）の設
置の際、誤接続してしまい、発電
ができなかった。後日、発注者か
ら発電できるはずであった電気代
について賠償請求された。

人格権の損害
エ レ ベ ー タ ー の 改 修 作業
後、工事不具合によりエレ
ベーターが止まってしまっ
たため、人を閉じ込めてし
まった。

引渡し後の生産物自体の損害
工場配電盤の設置工事後、誤結線に
より、工場を全焼させてしまった。
その際、配電盤も損傷した。（生産物
自体の損害以外の第三者損害が発生
している場合に限ります。
）

エアコン設置工事後、設置ミスによ
りエアコンが落下し、お客様にケガ
を負わせてしまった。その際、設置
したエアコンについても損傷してし
まった。

●業務災害補償制度（事業活動総合保険）
労災リスクに備える補償

被保険者が業務上および通勤時の偶然な事故によってケガ、または業務上疾病を発症された場合
に給付金が支払われます。政府労災の上乗せの保険となります。
●加入資格
滋賀県電気工事工業組合に所属する組合員
●補償対象者
【役員・個人事業主・家族従事者コース】
①法人の役員
②個人事業主
③個人事業主の家族従事者（家族従事者は従業員・下請人コースでは補償されません。
）
家族従事者とは個人事業主と同居するご家族のうち、個人事業主との間に使用従属関係がある方
で、直接賃金のお支払いを受ける方をいいます。
④法人の役員兼務従業員（役員兼務従業員は従業員・下請負人コースでは補償されません。
）
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【従業員・下請負人コース（業務中のみ補償）
】売上高の区分によりご加入いただくことで、次に記載の全員が人数に関係なく補償対象者となります。
①加入申込人（加入者）の従業員（臨時雇いを含みます。
）
②加入申込人（加入者）の下請負人（下請負人の役員・従業員・臨時雇いが対象です。また下請負
人は加入申込人の下請負業務中の事故のみ補償します。共同施工方式によるJV工事の場合、下
請負人は対象外です。
）
③対象工事（対象業務）
通勤時（出退勤）を含み、被保険者が行うすべての業務中の事故が対象
●補償内容
このようなケガなどを補償します。
業務災害補償制度は、被保険者が急激かつ偶然な事故によってケガをされた場合、または業務上疾病＊1を発
症された場合に保険金をお支払いします。
＊1 次の要件をすべて満たす症状にかぎります。
❶偶然かつ外来によるもの。
❷労働環境に起因するもの。❸その原因の発生が時間的および場所的に確認でき
るもの。
（具体的には熱中症、しもやけなどが該当します。）
地震によって
転落して亡く
なられた。
（天
災補償有の場
合のみ）

作業中に感電
して亡くなら
れた。

通勤中に交通事故
にあい亡くなられ
た。

プライベートでゴルフ中、転倒してケガ
をして入院した。
（役員・個人事業主・家族従事者コースの
24時間補償の「充実プラン」
「基本プラ
ンのみ」）
※プランの内容は組合事務局にお問い合わせ下さい。

●特長
特長1

炎天下での作業
中、熱中症にかか
り、入院した。
（「充実プラン」
「基
本プラン」のみ）

経営事項審査の加点評価基準を充足！

従業員・下請負人コースに加入されることにより、経営事項審査の加点評価基準を充足し、加点
評価の対象となります。
加点ポイントが

15ポイント
特長2

加点評価の
ための条件

①すべての工事を対象としている。
②死亡および後遺障害の第1級～第7級を対象としている。
③通勤時の災害も補償している。
④従業員および下請負人の従業員すべてを対象としている。
※上記④と同じ要件を満たす行政労災に加入し、審査基準日を含む
年度の労災保険料を納付済みであることも条件です。

政府労災保険の認定を待たずに保険金をお支払い！

政府労災の認定を持つことなく、保険金が支払われます。なお、保険金の支払い先は原則ケガを
された方ご本人となります。
特長3

労災事故による使用者（企業）責任も補償が可能！

万一の労災事故により、被災した従業員やそのご遺族から組合員の皆さまが訴えられてしまい、
安全義務違反を問われ、高額の賠償金が発生した場合の補償がされます。
最近では、長時間労働などに伴う精神疾患や自殺によるものが多いですが、それ以外の高額訴訟
事案も増加しています。
これらのリスクをカバーするため、従業員・下請負人コースのご加入をお勧めします。
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●組立保険制度
組合員の皆さまの工事資材、工事物件を守ります
組立保険は、組合員の工事資材や工事物件をお守りします。最近では損害賠償に対する認識が高
まり、第三者損害賠償制度には多くの組合員が加入しています。しかしながら、組合員に損害賠償
が発生しない工事用資材の盗難や工事物件の火災などは第三者損害賠償制度では補償されません。
そのために組立保険制度があります。工事ごとに組立保険に加入している組合員もあり、この制度
では年間包括して加入ができ、加入費も工事ごとに加入するより割安です。また、手続きも年に1
回で済むため、組合員の事務処理も簡素化されます。
●加入資格
滋賀県電気工事工業組合に所属する組合員
●被保険者（保険の補償を受けられる方）の範囲
①組合員（ご加入者）
②①のすべての下請負人
③工事の発注者
④工事の元請負人
⑤保険の目的にリース物件が含まれている場合はそのリース業者
●対象工事
ア

イ

電気工事

ウ

電気通信工事

エ

管工事

オ

消防施設工事

㋐～㋓までに
掲げる工事に伴う
建設業法上の専門工事

●補償内容
工事現場において、不測かつ突発的な次のような事故によって保険の対象に生じた損害に対して保
険金が支払われます。
施工上の作業に伴い発生する事故の場合
❶作業員、従業員また
は第三者の取扱い上
の 未 熟、拙 劣、過 失
などが原因となって
起こるもの

❷組立作業の欠陥が原
因となって起こるも
の

❸設 計、材 質、製 作 の
欠陥が原因となって
起こるもの
など

外来的な事故の場合

土地の沈下・隆起・地すべり、
土砂崩れによって起こるもの
※地震もしくは噴火またはこ
れらによる津波による損害
は対象外

暴風雨、高潮、洪水、はん濫、
落雷、冷害、氷害またはこれ
らに類似の自然変象によるも
の

工事現場での盗難によるもの

など

その他の事故の場合
火災、爆発、破裂によるもの

ショート、アーク、スパーク、
過電流などの電気的現象によ
って起こるものなど
など

－ 37 －

●取引信用保険制度
お取引先が商品の販売やサービスの提供にかかわる代金支払債務を履行しないことで、組合員（被
保険者）が損害を被った場合に、その損害の一定割合を保険金としてお支払いする保険です。（令
和3年4月よりスタート）
① 無審査で広いカバー
・一般的な取引信用保険と異なり、取引先の情報の提出や審査手続きは一切不要です。
無審査で全ての取引先が対象となります。
・
「夜逃げ」やいわゆる「コロナ倒産」等を含め、予想できない高額な貸倒れ損害を幅広くカバー
します。
② 全日電工連のスケールメリットがきいたお手頃な加入費
・一般的な取引信用保険に比べて加入しやすいお手頃な加入費を実現しました。年間加入費5万円
台からご加入が可能です！
・売上高・支払限度額ごとの分かりやすい加入費テーブルとなりますので、面倒な見積もり・加入
費計算が不要です。
・保険料は全額損金計上が可能です。
③ シンプルで簡単なお申込み手続き
・お申込みは同封の加入申込書1枚を提出頂くだけで簡単です。

●グループ共済制度（災害保障特約付

団体定期保険）

役員及び従業員の死亡や高度障害に不慮の事故での入院に対しての保障がされます。
●制度のご案内
24時間保障
「全日電工連グループ共済制度」なら、病気・災害・業務上・業務外 いずれの死亡の場合も、保険
金が支払われます！
※不慮の事故による5日以上の入院も保障！
●グループ共済制度イメージ（2019年度）
保険金額
2000万円（20口）

加入限度口数 20口

71歳以降は
新規加入・増口が
できません。

加入限度口数 20口

加入限度口数 10口

保険金額
1000万円（10口）

ご加入・増口は健康なうちに（医師の診査不要・告知扱）
※告知の内容によっては加入（増口）
できない場合があります。

50歳

15歳
1口

360円（注）

60歳

1口

560円（注）

65歳までに必要な保障を
確保しましょう

70歳
1口

80歳
1,320円

（注）記載の金額は1～10口の1口あたりの概算掛金額です。11口以上の概算掛金額は「③加入コースと掛金」を確認してください。
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●生活総合保険制度
「4つの補償」があなたとご家族の生活を守ります。
「4つの補償」は、それぞれ個別でもご加入いただけます。
①個別賠償責任補償
偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして損害を与え、法律上の損害賠
償責任を負担することによって損害を被った場合……
保険期間あたり国内『無制限』
、国外『1億円』を限度にお支払いします。
※2022年4月1日から従来の基本補償（Bタイプ）と基本補償に弁護士費用等特約付き（Aタイプ）
の2タイプとなります。
②所得補償
病気やけがで働けなくなり、その期間が免責期間※1（4日）を超えた場合に、最長2年保険金10
万円もしくは20万円/月をお支払いします。
※1 保険金をお支払いしない期間をいいます。
※2 骨髄移植を目的とする骨髄採取手術により入院し働けなくなった場合についても、保険金を
お支払いします。
③介護補償
公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた場合、または東京海上日動所定の要介護状
態（要介護2用）と診断され、その状態が90日を超えて継続した場合に保険金をお支払いします。
④がん補償
◇初期のがんでも……「上皮内新生物」も補償対象になります。また「白血病」もがんに含まれま
すので補償対象になります。
◇再発・転移しても……がん診断保険金は、初めてがんと診断されたときはもちろん、継続前契約で
既に診断確定されたがんが一旦治癒した後の再発・転移や、新たながんが生
じたときでも、それまでのお支払い回数にかかわらずお支払いします。
※支払事由に該当した最後の診断確定日からその日を含めて1年以内であるときは、がん診断保険
金をお支払いできません。

「4つの補償」は、それぞれ個別でもご加入いただけます。

「4つの補償」があなたと、ご家族の生活を守ります。

個人賠償責任補償

所得補償

介護補償
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がん補償

●その他の保険
自動車保険／所得補償制度

（3）労働保険
電気工事業で労働者を1人でも雇用している事業主は、その従業員のために労働保険（労災保険と
雇用保険）に加入しなければなりません。組合は、政府の認可団体として一切の事務手続きを代行し
ております。
（一人親方の場合も加入できます）

●特別加入制度〈一人親方その他の自営業者用〉
●業務災害
保険給付の対象となる災害は、加入者ごとに一定の業務を行っていた場合に限られています。
次に該当する場合に保険給付を受けることができます。
〈建設業の一人親方等〉
①請負契約に直接必要な行為を行う場合
②請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
③請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
④請負工事に関する機械や製品を運搬する作業（手工具類程度のものを携行して通勤する場合を
除く）およびこれに直接附帯する行為を行う場合
⑤突発事故（台風、火災など）により予定外に緊急の出勤を行う場合
●保険料
年金保険料は、保険料算定基礎額（給付基礎日額×365）にそれぞれの事業に定められた保険料
率を乗じたものになります。
なお、年度途中で、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、その年
度内の特別加入月数（1 ヵ月未満の端数があるときは、これを1 ヵ月とします）に応じた保険料算
定基礎額により保険料を算出します。
（表）
給付基礎日額・保険料一覧表
給付基礎日額
A

保険料算定基礎額
B＝A×365日

25,000円
24,000円
22,000円
20,000円
18,000円
16,000円
14,000円
12,000円
10,000円
9,000円
8,000円
7,000円
6,000円
5,000円
4,000円
3,500円

9,125,000円
8,760,000円
8,030,000円
7,300,000円
6,570,000円
5,840,000円
5,110,000円
4,380,000円
3,650,000円
3,285,000円
2,920,000円
2,555,000円
2,190,000円
1,825,000円
1,460,000円
1,277,500円

年間保険料
年間保険料＝保険料算定基礎額（注）×保険料率
（例1）建設の事業の場合
（例2）個人タクシー事業の場合
保険料率19/1000
保険料率13/1000
173,375円
118,625円
166,440円
113,880円
152,570円
104,390円
138,700円
94,900円
124,830円
85,410円
110,960円
75,920円
97,090円
66,430円
83,220円
56,940円
69,350円
47,450円
62,415円
42,705円
55,480円
37,960円
48,545円
33,215円
41,610円
28,470円
34,675円
23,725円
27,740円
18,980円
24,263円
16,601円

（注）特別加入者全員の保険料算定基礎額を合計した額に千円未満の端数が生じるときは端数切り捨てとなります。
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本文中においては、敬称を略して記載させていただきました。
また、写真をご提供いただきありがとうございました。
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