
一般社団法人日本電気協会沖縄支部では下記のとおり講習会・講演会を予定しています。詳細は各講習会の約１か月前にご案内いたしますので、
当支部ホームぺージ（https://www.denki.or.jp/okinawa/）をご覧ください。
日時や会場、記載内容は変更になる場合がございます。
受講料はすべて税込です。

　労働安全衛生法は、事業者に各種の安全教育の実施を義務付けています。当協会では事業者に代わり、講習会を実施します。

修了者には修了証（会社用・個人用）を発行します。

１日目：令和５年６月２９日（木） 9：00～18：30 ①令和５年６月６日（火）　

２日目：令和５年６月３０日（金） 9：00～16：10 ②令和５年１１月２日（木）

学科：うるマルシェ（うるま市） 会　 場 沖縄産業支援センター（那覇市）

実技：㈱沖電工　配電技能訓練場（うるま市） 定 　員

定 　員 受講料

受講料 （テキスト代別）

（テキスト代別）

日　 時 令和５年10月予定 9：30～17：00 日　 時： 令和５年８月１５日（火） 14：00～

会 　場 沖縄産業支援センター（那覇市） 会 　場： 沖縄産業支援センター（那覇市）

定 　員 定 　員： ５０名
受講料 受講料： 無料

（テキスト代別） テーマ： 調整中

日 　時 令和５年10月予定 10：00～17：00 日 　時 令和５年12月予定 9：30～17：00

会　 場 沖縄産業支援センター（那覇市） 会　 場 沖縄産業支援センター（那覇市）

定　 員 定　 員

受講料

（テキスト代別）

日 　時 令和５年７月１２日（水） 9：30～17：00 日　 時 令和５年１０月予定 9：30～17：00

会　 場 沖縄産業支援センター（那覇市） 会　 場 沖縄産業支援センター（那覇市）

定　 員 定 　員

受講料 受講料

（テキスト代別） （テキスト代別）

日　 時 令和５年9月予定 10：00～15：40

会 　場 沖縄産業支援センター（那覇市）

定　 員

受講料

（テキスト代別）

令和５年度　講習会・講演会　予定一覧表

低圧電気取扱特別教育講習会高圧・特別高圧電気取扱特別教育講習会

2023.2.1

系統現象・保護協調講習会

会員　　　9,200円

会　 場

５０名

労働安全衛生法では、電気取扱業務の従事者に対し、労働安全
衛生特別教育を行うことを事業者に義務付けています。本講習会
は、低圧電気取扱者に対し事業者に代わって法令に定められて
いる特別教育（学科、実技１時間）を実施します。なお、実技は、
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、７時間以上
（開閉器の操作の業務のみを行う者については、１時間以上）行う
ものとする、とされています。

各回 ５０名

会員　　5,700円

一般　　18,000円
会員　　15,000円

会員　　6,700円

電気工事作業指揮者講習会

指揮者として新た選任された者（される者）に対し、昭和63年12月
28日基発第782号「電気工事作業指揮者に対する安全教育につ
いて」に定める要領に基づき、事業者に代わって実施します。

３０名

会員　　8,200円

電気設備の工事、維持、管理及び運用に従事されている方々を
対象に、「電気設備に関する技術基準を定める省令」及び「電気
設備に関する技術基準の解釈」について、定められた経緯やその
背景についてきめ細かく解説を行います。

３０名

一般　　12,300円

一般　　9,700円

電気設備技術基準・解釈講習会

労働安全衛生法では、高圧・特別高圧電気取扱業務の従事者に
対し、特別教育を行うことを事業者に義務付けています。本講習
会は事業者に代わって法令に定められている特別教育（学科・実
技3時間）を実施します。なお、実技は高圧又は特別高圧の活線
作業及び活線近接作業の方法について、１５時間以上（充電電路
の操作の業務のみを行う者については、１時間以上）行うものとす
る、とされています。

日 　時 日 　時 9：00～18：10

３０名
一般　　8,700円

３０名
一般　　7,700円

自家用電気工作物保安管理規程講習会

高圧受電設備規程講習会内線規程講習会

「高圧受電設備規程」は、電気事業者から高圧で受電する自家用電気
工作物である高圧受電設備の設計、施工、維持、検査の規範として技
術的事項を具体的かつ詳細に規定した民間規格です。本講習会では
重要な規定事項をわかりやすく解説します。

「内線規程」は電気工作物の工事や維持及び運用に関し、守るべ
き技術的事項を定めた民間規格です。その運用に関する理解を
深め、重要事項の由来や事故事例背景など実務に役立つ解説を
行います。

自家用電気工作物における高圧・低圧の仕事、維持及び運用に
関し、保安管理の適切性を確認できる要件等を定めた民間規格
です。本講習会では、遵守すべき法令の規定に定める設備の保
守、点検の内容等について解説します。

保護協調・高調波のほかに電圧フリッカや瞬時電圧低下などの系
統現象を加え、それらの発生メカニズム対策について事例を用い
て説明します。

会員　　5,700円

受講料

３０名 ３０名
一般　　9,200円 一般 　10,700円
会員　　7,600円 会員　 　8,700円

一般　　7,700円

一般社団法人日本電気協会 沖縄支部

〒900-0029 那覇市旭町114-4
（おきでん那覇ビル6階）
電話 ０９８－８６２－０６５４
ＦＡＸ ０９８－８６２－０６８７

労働安全関係講習会

講 演 会

電気関係技術者講習会

電気使用安全月間特別講演会

「電気使用安全月間」期間中に、電気事故防止と安全意識の高揚に
努めるため、特別講演会を開催します。



一般社団法人日本電気協会沖縄支部では下記のとおり講習会を予定しています。詳細は各講習会の約１か月前にご案内いたしますので、当支部ホームぺージ
（https://www.denki.or.jp/okinawa/）をご覧ください。
日程や会場、記載内容は変更になる場合がございます。

2023.2.1
講習 受講料 受付開始
日数 （税込） （予定）

令和５年 学科：うるマルシェ

６月２９日（木）　～ （うるま市字前原183-2）

６月３０日（金） 実技：㈱沖電工　配電技能訓練場

（うるま市州崎13-31）

①令和５年

６月６日（火）

②令和５年

１１月２日（木）

令和５年 一般　  9,700円

10月予定 会員　  8,200円

令和５年 一般　  9,200円

７月１２日（水） 会員　  7,600円

令和５年 一般　  7,700円

9月予定 会員　  5,700円

令和５年 一般　  7,700円

１０月予定 会員　  5,700円

令和５年 一般   10,700円

１０月予定 会員　  8,700円

令和５年 一般　  8,700円

１２月予定 会員　  6,700円

＊その他ございます

＊その他ございます

電気設備技術基準・解釈講習会 １日間 ３０名

定　員

電
気
関
係
技
術
者
講
習
会

高圧・特別高圧電気取扱特別教
育講習会

裏面もご覧ください

一般　12,300円
会員　  9,200円

① ５月
②10月

沖縄産業支援センター
（那覇市字小禄1831-1）

３０名１日間

低圧電気取扱特別教育講習会

９月

令和５年度　講習会予定一覧表

労
働
安
全
関
係
講
習
会

系統現象・保護協調講習会

電気工事作業指揮者講習会

テキスト代
別途必要

日　　程 会　　　　　　　　場

３０名 ９月

自家用電気工作物保安管理規程
講習会

１日間 ３０名 ８月

備　考講　習　会　名

５月

９月

１日間

５０名

各回
５０名

一般　18,000円
会員　15,000円

２日間

テキスト代
別途必要

内線規程講習会 １日間 ３０名 ６月

高圧受電設備規程講習会 １日間

１１月

１日間 ３０名

電気安全DVD 書 籍

≪ご案内≫当支部までお気軽にお問合せください

一般社団法人日本電気協会 沖縄支部

〒900-0029 那覇市旭町114-4（おきでん那覇ビル6階）
電話 ０９８－８６２－０６５４ ＦＡＸ ０９８－８６２－０６８７

２回開催

2022年改定


