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会長挨拶

協会概要

我々、奈良電業協会は奈良県を代表する主要な電気設備工事の専門職の団体であります。

奈良電業協会は昭和６０年に発足し、以来、経営の合理化や技術の向上を目指し地域社会の

発展と公共福祉の増進を目的として健全に進歩してまいりました。

会員数は少々、少なくなりまして24社の少数精鋭で地域貢献や新世代の育成、そして業界発展

のため貢献してまいりました。

我々、電気設備工事業は建設業に分類されます。建設業を取り巻く環境は日に日に悪化してい

ます。景気後退による建設不振で在ったりするわけなのですが、電気設備業は英知を絞り、自

助努力をすることにより、発展しなければなりません。たとえば新たな分野である太陽光発電で

あったり、オール電化などエコをキーワードとしたものが新たなビジネスチャンスであると思っ

ています。

これからも、新しい分野の情報発信基地としてご利用いただけましたら幸いと存じます。

社団法人 奈良電業協会 会長

藤原 隆夫

名称 社団法人　奈良電業協会

設立日 昭和60年2月9日

住所

0742-34-6207

0742-34-6200

奈良市三条桧町29番３号

常設委員会 総務委員会、経営委員会、政策委員会、技術委員会、広報委員会

会員数

FAX

TEL

正会員　：　24社
会長　　：　1名
副会長　：　1名
理事　　：　6名
監事　　：　2名
顧問　　：　2名      
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組織図

アクセス

【車でお越しの方】
  国道24号線三条大路2交差点より東へ、奈良大宮郵便局右折、約2分
  旧国道24号線大森町交差点より約5分

【電車でお越しの方】
  近鉄新大宮駅より徒歩約15分、ＪＲ奈良駅より徒歩約15分。同各駅よりタクシーで約5分。
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平成17年、奈良電業協会は20周年を迎えました。
本業界は、この目まぐるしく変化する社会情勢の中にあって、高度化と多様化が進み、未だ発展の要素を抱えており、将来性豊かな業界であ
ることを理念に、会員企業の経営基盤向上へ活発な事業を展開して参りました。 会員の意識高揚と共に各事業への参加と支援を頂くことに
より、経営基盤向上への足がかりも見えて参りました。
先輩諸氏が築き上げてきた軌跡を礎に、更なる研鑽を重ね、時代の要請に応えうる事業の展開を手掛けると共に、目まぐるしく変化する時代
に敏感に即応しうる、若い世代の育成と登用を進め、地域社会への貢献と社会福祉の増進にも寄与して参りたいと決意を新たにするもので
あります。（会長：山口直之　20周年の挨拶より）

写真でつづる奈良電業協会の歴史

奈良電業協会20周年記念式典
左：設立20周年記念式典　　右：山口会長挨拶

技術研修会

昭和62年度技術研修会（住都公団） 昭和63年度技術研修会（県営繕課） 平成2年度技術研修会（県電工組）

平成3年度県外技術研修会（東芝三重工場） 平成4年度県外技術研修会（サントリー山崎工場） 平成16年度県外技術研修会（松下電工津工場）

奈良電業協会設立発会式

左：奈良電業協会設立発会式　　右：松田会長挨拶

奈良電業協会10周年式典

左：設立10周年記念式典　　右：松田会長へ、藤原会長から感謝状

昭和60年2月9日
既存の任意団体奈良県電気設備研究会のメンバーにより、
奈良電業協会設立発起人会を開催し、本協会設立を議決。

昭和60年11月5日 社団法人奈良電業協会の認可を奈良県知事より受ける。

昭和60年2月23日

奈良電業協会設立総会を開催し、既存の奈良県電気設備研究会を解散。
その財産を本協会に寄付すると共に、奈良県電気設備研究会メンバー全員が
会員とした以後、直ちに社団法人として公益法人の資格取得の申請を奈良県
当局に行う。

昭和60年11月14日 登録完了し、正式に公益法人となる

昭和60年12月7日 社団法人奈良電業協会発会式　日本電設工業協会に団体会員として加入する。

沿革
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事業要旨

総務委員会 経営委員会

1.    総会及び各会議開催等に関する件

2.    事務局の業務及び運営に関する件

3.    財産の管理、運用に関する件

4.    予算、決算及び会員会費に関する件

        但し、３，４についての事務取扱及び入出金は会計が取り扱う

5.    親睦会、同好会等に関する件

6.    研修会、見学会等に関する事項の補助

7.    他の委員会に属せざる運営事項に関する件

8.    日本電設工業協会に関する事務取扱

9.    他電業協会に関する事務取扱

10.  必要図書の購入備付

11.  優良従業員等の表彰

1.    建設業における電気設備業界の地位向上を図ると共に、
　   それに資する教育、研修会の実施

2.    工事用資材関係団体との懇談会ならびに研修会の開催

3.    経営合理化ならびに向上に関する調査研究と研修の実施

4.    諸物価ならびに工事諸経費の分析、研究

5.    必要に応じ会員の苦情処理ならびに指導

6.    他電業協会との交流及び部会（営業、工事）活動

7.    労務（賃金を含む）及び雇用に関する調査研究ならびに
　   研修会の実施

8.    社員（営業・工事）教育に関する件

9.    災害対策緊急時対応組織の確立と実施 

政策委員会 技術委員会

1.     国・県及び県下市町村の分離発注の陳情ならびに推進

2.     官公庁、その他諸機関に対する各種要望

3.     建設業界他、建設関連団体との懇談会、研修会の推進

広報委員会

1.   ＨＰ開設、維持更新等に係る取材・編集

2.   年間事業計画の紙面報告

3.   年間実施事業の紙面報告（前年度分）

4.   会員の作品（写真・絵画・俳句等）と意見募集及びＨＰ掲載

5.   関係機関及び公的機関の事業と年間行事の公表

6.   広告の募集

7.   陳情等に活用するＰＲ紙の編集及び発刊

8.   各事業、行事等活動状況の取材と編集及び保存

1.     電気設備工事に関する技術、技術精度向上の為の研修会の実施

2.     技術者、技能者の公的資格取得ならびに資質向上を図る為の
　　研修会、講習会の実施

3.    電気設備の高度化、多様化に伴う知識と技能向上研修会の実施

4.    省力化、省資源による施工技術向上に資する為の調査研究

5.    技能競技大会の協賛と開催

6.    見学会の開催：最新電気設備の施工及び技術向上に資する為の
　   見学会

7.    安全衛生教育ならびに指導

8.    安全優良事業場及び社員の表彰

9.    現場技術研修会の開催

10. 安全衛生管理規則の活用

11. 電設工業展の共催

12. 技能競技大会の協賛

13. 配線図面コンクール・設計コンクール協賛

14. その他、関連団体との共催による研修会、講演会の開催
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奈良市（11社）

株式会社アスカ電工
【代表者】　和田　敬司
〒630-8043　奈良市六条2-20-35
TEL: 0742-41-2111　FAX: 0742-41-2011

asukacad@kcn.ne.jp

関西電工株式会社
【代表取締役】　山口　直巳
〒630-8445　奈良市池田町76-10
TEL: 0742-61-2950　FAX: 0742-61-2910

ymg@kansai-dk.jp

学園前電気商会
【代表者】　染川　佳才
〒631-0004　奈良市登美ケ丘6-10-1
TEL: 0742-44-5854　FAX: 0742-45-6940

gakuen-e@m4.kcn.ne.jp

小寺電業株式会社 奈良支店
【代表取締役】　青木　一男
〒630-8133　奈良市大安寺6-2-13
TEL: 0742-62-1591　FAX: 0742-62-4805

k213-aoki@kotera-kk.co.jp

株式会社武部商会
【代表取締役】　武部　徹也
〒630-8325　奈良市西木辻町200-70
TEL: 0742-24-0855　FAX: 0742-26-5603

office@takebesyokai.com

竹村電気株式会社
【代表取締役】　竹部　宗規
〒630-8443　奈良市南永井町405
TEL: 0742-62-0861　FAX: 0742-62-8877

takemune@oak.ocn.ne.jp

伏見電業株式会社
【代表取締役】　東郷 勲
〒630-8452　奈良市北之庄西町2丁目1番地11
TEL: 0742-62-3458　FAX: 0742-62-3101

narafushimi@ares.eonet.ne.jp

藤原電気工業株式会社
【代表取締役】　藤原　良輔
〒630-8014　奈良市紀寺町671-1-201
TEL: 0742-33-6223　FAX: 0742-33-2617

y.tutihasi@matuda-dnk.co.jp

kuroki@fujiwara-fdk.co.jp

pbkp36116@maia.eonet.ne.jp

松田電気工業 奈良支店
【執行役員奈良支店長】　土橋　祥弘
〒630-8441　奈良市神殿町698-3
TEL: 0742-61-5781　FAX: 0742-61-0965

mekkusnara@rapid.ocn.ne.jp

吉田機電株式会社
【代表者】　高橋　敏彦
〒630-8001　奈良市法華寺町213番1
TEL: 0742-35-9731　FAX: 0742-35-9730

aito.muramatsu@yoshida-kiden.co.jp

株式会社メックス 奈良支店
【取締役支店長】　細田　基博
〒630-8127　奈良市三条添川町3-2サンライト新大宮ビル 2F
TEL: 0742-36-8501　FAX: 0742-36-8503

企業名 地域 E-mail

桜井市（1社）

日光電気工事株式会社
【代表取締役】　泉谷　正文
〒633-0063　桜井市川合265-5
TEL: 0744-43-0071　FAX: 0744-45-1770

nikkou-denki@zeus.eonet.ne.jp

企業名 地域 E-mail

生駒市（1社）

小南電気工業株式会社
【代表取締役】　小南　広行
〒630-0226　生駒市小平尾町1567
TEL: 0743-77-8201　FAX: 0743-76-7046

企業名 地域 E-mail

川西町（1社）

新栄電設工業株式会社
【代表取締役】　竹村　宥治
〒636-0202　磯城郡川西町結崎216-7
TEL: 0745-43-0100　FAX: 0745-44-1801

yuko-sin@muc.biglobe.ne.jp

企業名 地域 E-mail

大和郡山市（1社）

日進電工株式会社
【代表取締役】　西田　進
〒639-1058　奈良県大和郡山市矢田町9-6
TEL: 0743-54-1805　FAX: 0743-56-2550

soumu@nisshindenko.jp

企業名 地域 E-mail

田原本町（2社）

大和電機工業株式会社
【代表取締役】　芋生　恵宥
〒636-0247　磯城郡田原本町阪手654-2
TEL: 0744-32-4477　FAX: 0744-33-5432

yamato@mb1.kisweb.ne.jp

株式会社渡辺電気工事
【代表取締役】　渡辺　繁
〒636-0246　磯城郡田原本町千代341-1
TEL: 0744-33-2025　FAX: 0744-33-6583

Hiroyuki.Watanabe@mb6.seikyou.ne.jp

企業名 地域 E-mail

会員名簿
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広陵町（1社）

株式会社倭電気
【代表取締役】　宮崎　敏一
〒635-0804　北葛城郡広陵町沢495
TEL: 0745-56-5423　FAX: 0745-56-4111

t.miyazaki@yamato-denki.com 

企業名 地域 E-mail

橿原市（2社）

株式会社森電設工業
【代表取締役】　森　信二
〒634-0007　橿原市葛本町95
TEL: 0744-24-4873　FAX: 0744-25-6825

info@wada-eg.co.jp

株式会社和田エンジニアリング
【代表取締役】　和田　修志
〒634-0847　橿原市飯高町215-1
TEL: 0744-24-4873　FAX: 0744-25-6825

info@wada-eg.co.jp

企業名 地域 E-mail

大和高田市（2社）

タカダデンキ株式会社
【代表取締役】　河本　光市
〒635-0014　大和高田市三和町14-12
TEL: 0745-22-1234　FAX: 0745-22-1235

kazu@tkdele.co.jp

松田電気工業株式会社
【代表取締役】　辻　修
〒635-0064　大和高田市栄町4-33
TEL: 0745-52-1115　FAX: 0745-23-7720

sales@matuda-dnk.co.jp

企業名 地域 E-mail

五條市（2社）

株式会社五伸
【代表取締役】　巽　敬造
〒637-0038　五條市野原東5-3-25
TEL: 07472-2-5653　FAX: 07472-3-5656

goshin@smile.ocn.ne.jp

企業名 地域 E-mail

御所市（1社）

宮原電気株式会社
【代表取締役】　宮原　和之
〒639-2241　御所市茅原197-9
TEL: 0745-63-1771　FAX: 0745-62-3170

honsya@mdk-ek.com

企業名 地域 E-mail

明日香村（1社）

株式会社平山電機興業
【代表取締役】　平山　茂樹
〒634-0111　高市郡明日香村岡1153
TEL: 0744-54-2075　FAX: 0744-54-3259

hrymdnk@lily.ocn.ne.jp

企業名 地域 E-mail
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平成25年度役員

奈良電業協会 平成25年度役員

会長 藤原 隆夫 藤原電気工業株式会社

副会長 芋生 恵宥 大和電機工業株式会社

理事 湯谷 主計 松田電気工業株式会社

理事 青木 一男 小寺電業株式会社奈良支店

理事 和田 修志 株式会社 和田エンジニアリング

理事 竹村  宗規 竹村電気株式会社

理事 山口 直巳 関西電工株式会社

監事 巽 　敬造 株式会社五伸

監事 細田　 基博 株式会社メックス 奈良支店

顧問 松田 利治 松田電気工業株式会社

顧問 山口 直之 関西電工株式会社



委員会構成

総務委員会

委員長 湯谷 主計 松田電気工業株式会社

副委員長 和田 修志 株式会社 和田エンジニアリング

委員 細田 基博 株式会社メックス奈良支店

和田 敬司 株式会社アスカ電工

政策委員会

委員長 芋生 恵宥 大和電機工業株式会社

副委員長 宮原 克尚 宮原電気株式会社

委員 染川 佳才 学園前電気商会

本多 政敏 吉田機電株式会社

泉谷 正文 日光電気工事株式会社

山下  清一 タカダデンキ株式会社

西田 進 日進電工株式会社

広報委員会

委員長 山口 直巳 関西電工株式会社

副委員長

委員

吉川 克巳 伏見電業株式会社

宮崎 敏一 株式会社倭電気

事務局

局長 黒木 康博 藤原電気工業株式会社

局員   杉本 知紀 松田電気工業株式会社

竹村 宗規 竹村電気株式会社

橋本　 潔 新栄電設工業株式会社

和田 修志 株式会社 和田エンジニアリング

技術委員会

委員長 青木 一男 小寺電業株式会社奈良支店

副委員長 巽　敬造 株式会社五伸

委員 平山 茂樹 株式会社平山電機興業

竹村 昭男 新栄電設工業株式会社

経営委員会

委員長 竹村　勲 竹村電気株式会社

副委員長

委員 渡辺　繁 株式会社渡辺電気工事

武部 徹也 株式会社武部商会

小南 広行 小南電気工業株式会社
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