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設備業（電気工事業、管工事業）の方々のIT化推進を支援させていただく
目的で、設備業界に対してITに関する提案を行っている企業が集い、全国
レベルの組織を共同で設立しました。

【設立】 平成17年5月
（平成28年9月1日 一般社団法人に移行）

【対象】 組合に所属する電気工事業、管工事業

【目標】 組合会員の加入促進

【綱領】 IT活用の意義を理解いただくための啓発活動に重点を置き、
設備業界のIT化のレベルアップに寄与する。
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平成17年に任意団体として発足した全国設備業IT推進会は、設備業界におけるIT利
活用による経営の強靭化を目的に、官公庁や関連団体からの支援を受けて更に支援
内容を拡充するため、平成28年9月1日より、一般社団法人として新たにスタートす
ることになりました。

課題解決のため、更なるサービスの拡充を図り設備業界の方々を支援してまいります。

【一般社団法人 設立目的】
1. 法律に定められた法人としての社会的信用度の向上
2. 自治体や行政機関との契約が可能
3. 各種資格認定事業への取り組み

【業界が抱える課題】
◆ ITリテラシー格差
◆後継者不在による事業承継
◆建設業界全般での人員不足、組合員の減少
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団体名 一般社団法人全国設備業IT推進会

所在地 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目8番8号
TEL：03-5821-9761／FAX：03-5821-9762

設立日 平成28年9月1日

設立発起人
株式会社システムズナカシマ 代表取締役社長 中島 義雄
石田データサービス株式会社 代表取締役 井上 英明
アクアソフト株式会社 代表取締役 鴨井 利典

会長 犬養 弘之（タイセイ電工株式会社）

幹事長 井上 英明（石田データサービス株式会社）

事務局長 粕井 康人（株式会社システムズナカシマ）
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代表理事 橋本 幸夫 （株式会社システムズナカシマ）

理事 犬養 弘之 （タイセイ電工株式会社）

桧山 義則 （桧山電業株式会社）

梶 英正 （株式会社梶岡設備）

林 靖貴 （株式会社大気電機工業所）

中島 誠照 （有限会社中島管工所）

村上 竜馬 （株式会社江四住宅設備）

堀口 繁 （四国電設工業株式会社）

井上 英明 （石田データサービス株式会社）

鴨井 利典 （アクアソフト株式会社）

監事 岡本 光 （株式会社シード・アンド・アーキテクチャー）

笹川 廣太郎 （フレックシステムズ株式会社）
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高柳 茂宣 （株式会社親和設備）
植草 宏介 （共立電設株式会社）

工藤 幸一 （株式会社興和電設）

佐藤 裕之 （羽後設備株式会社）

冨田 一郎 （冨田電機工業株式会社）

加藤 燿秀 （京栄水道株式会社）

中村 吉伸 （株式会社電工社）

宮本 圭一郎 （有限会社ひばり堂ラーク電器）

秋山 雅仁 （株式会社 丸光興業）

川又 健太郎 （川又電機工事株式会社）

瀧島 康秀 （瀧島商事株式会社）

渡邊 隆行 （株式会社セイコー）

岡垣 貴志 （株式会社因幡電機）

菊地 憲幸 （会津電業株式会社）

林 直宏 （林電気株式会社）

中島 啓介 （株式会社中島電器）

木多 俊博 （株式会社木多電気設備）

野村 和也 （株式会社雷電）

渡邉 弘幸 （株式会社ナベカン）

佐藤 孝一 （佐藤電気）

後藤 一弘 （有限会社イケダヤ）

千田 新一 （協栄電工株式会社）

會津 圭一郎 （東北電化工業株式会社）

北川 麻弓 （ウィ・オール）

水谷 弥仁 （株式会社イナトク）

成瀬 章宏 （成瀬管工事株式会社）
安藤 慎也 （安藤電気工業株式会社）
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（順不同）

後援団体・企業 全国中小企業団体中央会

全日本電気工事業工業組合連合会

全国管工事業協同組合連合会

全日本電設資材卸業協同組合連合会

一般社団法人 全国建設産業団体連合会

一般社団法人 日本電設工業協会

岡山経革広場推進協議会

日本マイクロソフト株式会社

NPO法人 高度情報通信推進協議会

一般社団法人 コンピュータソフトウェア協会
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2005年 協賛パートナー16社により「全国設備業IT推進会」を設立
2006年 全国の設備業の方々に対してIT活用支援を目的とした活動を開始

専用サイト「設備経革広場」の運用開始
各地でスキルアップセミナーを開催
東京都管工事工業協同組合主催「管工機材展」にてPR 活動を実施

2007年 マイクロソフトの全面的支援により、「IT ソリューションフェア」を全国各地で開催
社団法人日本電設工業協会主催「電設工業展」にてPR 活動を実施
マスコットキャラクター設備屋の娘「せつ子」ブログ開始
「NetMaster」の開発、運用と無料提供を開始

2008年 埼玉県電気工事工業組合主催「IT ソリューションフェア 2008 in 埼玉」を実施
この年以降毎年恒例となる「ソリューションフェア＆セミナー2008in 岩手」を実施

2009年 活性化分科会で新たなサービス「提案商材＆経費削減サービス」を提供
2010年 全国8箇所でITセミナーとIT製品の展示をする「設備業ITフォーラム2010」を実施
2011年 橋本総業主催の「復興みらい市」に参加

バックアップサービスやソフトウェアを集めた「設備組合クラウドサービス」を開始
2012年 クラウドを設備業で活用するために「寸劇クラウド活用セミナー」を実施

エコをテーマにした提案型技術営業への支援
「岡山ソーラー・エコ協同組合」発足
協賛パートナー同士の連携支援を目的とした「協賛パートナー交流会」を実施

2013年 「組合ホームページ無料作成サービス」開始　（現在56組合で利用）
2014年 設備業の方々とIT業界の情報を共有するための「意見交換会」を開催
2015年 衆議院議員会館の見学会を実施

衆議院議員に参加いただき定例会を開催
2016年 設備業界に特化したマイナンバー制度への対策支援セミナーを実施
2016年9月 一般社団法人へ移行
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運営委員会、分科会、研究会、実行委員会の役割

運営委員会 組合会員から選出 組合代表として意見交換会、その他の行事に参加

パートナー企業

推進コアパートナー（幹事） 5社

協賛パートナー 57社

地域協賛パートナー 5社

エリアパートナー 2社

特別パートナー 1社

分科会 北海道、東北、中部、関西、
中四国、九州 定期開催による地域への展開

研究会 各種研究会 幹事会で決定されたテーマについて研究会を発足

委員会

テレワーク・Web活用推進委員会
補助金・助成金活用委員会
ニュービジネス委員会
フォーマット標準化委員会
バリューアップ委員会

委員会で決定した施策に対して実行委員会を
発足し実施する
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協賛パートナー 57社

推進コアパートナー 5社
1 株式会社システムズナカシマ（事務局） 4 株式会社富士通四国インフォテック
2 石田データサービス株式会社 5 株式会社オービックビジネスコンサルタント
3 アクアソフト株式会社

地域協賛パートナー 5社
1 テクノハウスエイトピア（東北分科会）
2 株式会社アーバンネット（東北分科会）
3 株式会社四電工（関西分科会）
4 第一電子株式会社（関西分科会）
5 株式会社システムA・D（中四国分科会）

エリアパートナー（九州）2社
1 株式会社アシストユウ
2 株式会社アシストプラン

特別パートナー 1社
1 小川電機株式会社（関西分科会）

1 株式会社 iSERVE 16 応研株式会社 30 ナレッジネットワーク株式会社 44 ファイルフォース株式会社
2 株式会社アイネット 17 株式会社カラーチップス 31 株式会社日本M&Aセンター 45 福井コンピュータ株式会社
3 アイ・モバイル株式会社 18 株式会社グローバルワイズ 32 株式会社日本戸建管理 46 株式会社富士通マーケティング
4 アークリード株式会社 19 KDDI株式会社 33 橋本総業株式会社 47 フレックシステムズ株式会社
5 あさかわシステムズ株式会社 20 株式会社建設システム 34 株式会社日立システムズ 48 株式会社ブロードリンク
6 アマゾン・ジャパン合同会社 21 株式会社コンピュータシステム研究所 35 飛天ジャパン株式会社 49 リコージャパン株式会社
7 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. 22 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 36 ビーエヌシー株式会社 50 株式会社ロココ
8 株式会社アンドパッド 23 株式会社コンプケア 37 株式会社ビーガル 51 株式会社MAYA SYSTEM
9 株式会社内田洋行ITソリューションズ 24 合同会社採用支援センター 38 ピー・シー・エー株式会社 52 株式会社日本トリム
10 株式会社エー・エス・ディ 25 株式会社シーエスエー 39 協同組合ビジネスプラザ 53 株式会社ワイズ
11 エスディーエムコンサルティング株式会社 26 株式会社セキュリティソフトウェア 40 株式会社ビジネス・ワン 54 パティオシステムズ株式会社
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				4				アクアクララ株式会社		19				株式会社コンピュータシステム研究所		34				パナソニック株式会社

				5				株式会社内田洋行ITソリューションズ		20				一般社団法人コンピュータソフトウェア協会		35				ビーエヌシー株式会社

				6				株式会社エー・エス・ディ 		21				株式会社コンプケア		36				ピー・シー・エー株式会社 

				7				株式会社エージェンシーソフト 		22				株式会社シーエスエー		37				株式会社日立システムズ 

				8				エスディーエムコンサルティング株式会社		23				地盤ネットホールディングス株式会社		38				飛天ジャパン株式会社 

				9				エナジー・ソリューションズ株式会社		24				全国情報ネットワーク協同組合		39				ファイルフォース株式会社

				10				NTTコミュニケーションズ株式会社 		25				タアロアエンジニアリング株式会社		40				株式会社フォトロン 

				11				株式会社エフアンドエスクリエイションズ		26				株式会社ディーエスブランド		41				株式会社フォーバルテクノロジー

				12				応研株式会社		27				株式会社ディー・オー・エス		42				福井コンピュータ株式会社

				13				オリンパス株式会社		28				トータルソリューション株式会社		43				株式会社富士通マーケティング 

				14				株式会社きっとエイエスピー		29				株式会社ドマーニ		44				フレックシステムズ株式会社

				15				株式会社協同プレス		30				ナレッジネットワーク株式会社		45				FutureOne株式会社













Sheet6 (2)

				1				テクノハウスエイトピア（東北分科会） トウホク ブンカカイ

				2				株式会社アーバンネット（東北分科会） トウホク ブンカカイ

				3				株式会社四電工（関西分科会） ヨンデンコウ カンサイ ブンカカイ





				1				株式会社アシストユウ

				2				株式会社アシストプラン カブシキガイシャ
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				全日本電気工事業工業組合連合会

				全国管工事業協同組合連合会

				一般社団法人 全国建設産業団体連合会

				一般社団法人 日本電設工業協会

				岡山経革広場推進協議会

				日本マイクロソフト株式会社

				NPO法人 高度情報通信推進協議会

				一般社団法人 コンピュータソフトウェア協会　















Sheet1 (3)

				団体名 ダンタイ メイ				一般社団法人全国設備業IT推進会 イッパン シャダン ホウジン ゼンコク セツビ ギョウ スイシン カイ

				所在地 ショザイチ				〒101-0032　東京都千代田区岩本町2-8-8
TEL：03-5821-9761／FAX：03-5821-9762

				設立日 セツリツビ				42614

				設立発起人 セツリツ ホッキ ニン				株式会社システムズナカシマ　　代表取締役社長　中島　義雄
石田データサービス株式会社　 代表取締役　　　　井上　英明
アクアソフト株式会社　　　　　　代表取締役　　　　鴨井　利典

				会長 カイチョウ				犬養　弘之（タイセイ電工株式会社） イヌカイ ヒロユキ デン コウ カブシキガイシャ

				会員企業 カイイン キギョウ				推進コアメンバー （幹事）  　　
協賛パートナー    　　
地域協賛パートナー　   
エリアパートナー            スイシン カンジ キョウサン チイキ キョウサン		5社
48社
3社
2社 シャ シャ シャ シャ								　

				組合会員 クミアイ カイイン				1,188組合 48,565社　　
（電気工事450組合 28,535社、管工事738組合 20,030社）



				幹事長 カンジチョウ				井上　英明（石田データサービス株式会社） イノウエ ヒデアキ イシダ カブシキガイシャ

				事務局長 ジム キョクチョウ				粕井　康人（株式会社システムズナカシマ） カス イ ヤスヒト カブシキガイシャ

								粕井　康人（株式会社システムズナカシマ） カス イ ヤスヒト カブシキガイシャ

				事務局長 ジム キョクチョウ				粕井　康人（株式会社システムズナカシマ） カス イ ヤスヒト カブシキガイシャ

				事務局長 ジム キョクチョウ				粕井　康人（株式会社システムズナカシマ） カス イ ヤスヒト カブシキガイシャ





Sheet1 (4)



				会長 カイチョウ				犬養　弘之　　　　 イヌカイ ヒロユキ		（タイセイ電工株式会社）

				代表理事 ダイヒョウ リジ				橋本　幸夫    　　 ハシモト ユキオ		（株式会社システムズナカシマ）

				理事 リジ				犬養　弘之　　　　 イヌカイ ヒロユキ		（タイセイ電工株式会社）

								桧山　義則　　　  		（桧山電業株式会社）

								梶　　 英正　 　　 		（株式会社梶岡設備）

								林　　 靖貴　 　　 		（株式会社大気電機工業所）

								中島　誠照　  　　		（有限会社中島管工所）

								村上　竜馬　  　　		（株式会社江四住宅設備）　

								井上　英明　 　　　		（石田データサービス株式会社）

								鴨井　利典　 　　 		（アクアソフト株式会社）

				監事 カンジ				岡本　光　　  　　 		（株式会社シード・アンド・アーキテクチャー）

								笹川  廣太郎 		（フレックシステムズ株式会社）





Sheet1 (5)



				幹事長 カンジチョウ				井上　英明　  （石田データサービス株式会社） イノウエ エイメイ イシダ カブシキガイシャ

				副幹事長 フクカンジチョウ				橋本　幸夫    （株式会社システムズナカシマ） ハシモト ユキオ カブシキガイシャ

				会員企業 カイイン キギョウ				推進コアメンバー（幹事） スイシン カンジ		5社 シャ

								協賛パートナー キョウサン		48社 シャ

								地域協賛パートナー チイキ キョウサン		3社 シャ

								エリアパートナー		2社 シャ

				分科会 ブンカカイ				東北、中部、関西、中国、九州 トウホク チュウブ カンサイ チュウゴク キュウシュウ

				研究会 ケンキュウ カイ				各種研究会 カクシュ ケンキュウ カイ

				実行委員会				クラウド普及委員会、その他各種委員会





Sheet2

				株式会社システムズナカシマ（事務局） カブシキ カイシャ ジムキョク		株式会社富士通システムズ・ウエスト カブシキガイシャ フジツウ

				石田データサービス株式会社 イシダ カブシキガイシャ		株式会社オービックビジネスコンサルタント カブシキガイシャ

				アクアソフト株式会社 カブシキガイシャ





Sheet6

				1				株式会社アイ・オー・データ機器		16				株式会社グローバル フューチャー コミュニケーション		31				日興通信株式会社		46				株式会社ホープス

				2				株式会社 iSERVE		17				KDDI株式会社		32				株式会社パシフィックネット		47				リコージャパン株式会社

				3				株式会社アイソトープ・テクノロジー		18				株式会社建設システム		33				橋本総業株式会社 		48				株式会社ワイズ・マーケティング

				4				アクアクララ株式会社		19				株式会社コンピュータシステム研究所		34				パナソニック株式会社

				5				株式会社内田洋行ITソリューションズ		20				一般社団法人コンピュータソフトウェア協会		35				ビーエヌシー株式会社

				6				株式会社エー・エス・ディ 		21				株式会社コンプケア		36				ピー・シー・エー株式会社 

				7				株式会社エージェンシーソフト 		22				株式会社シーエスエー		37				株式会社日立システムズ 

				8				エスディーエムコンサルティング株式会社		23				地盤ネットホールディングス株式会社		38				飛天ジャパン株式会社 

				9				エナジー・ソリューションズ株式会社		24				全国情報ネットワーク協同組合		39				ファイルフォース株式会社

				10				NTTコミュニケーションズ株式会社 		25				タアロアエンジニアリング株式会社		40				株式会社フォトロン 

				11				株式会社エフアンドエスクリエイションズ		26				株式会社ディーエスブランド		41				株式会社フォーバルテクノロジー

				12				応研株式会社		27				株式会社ディー・オー・エス		42				福井コンピュータ株式会社

				13				オリンパス株式会社		28				トータルソリューション株式会社		43				株式会社富士通マーケティング 

				14				株式会社きっとエイエスピー		29				株式会社ドマーニ		44				フレックシステムズ株式会社

				15				株式会社協同プレス		30				ナレッジネットワーク株式会社		45				FutureOne株式会社













Sheet6 (2)

				1				テクノハウスエイトピア（東北分科会） トウホク ブンカカイ

				2				株式会社アーバンネット（東北分科会） トウホク ブンカカイ

				3				株式会社四電工（関西分科会） ヨンデンコウ カンサイ ブンカカイ





				1				小川電機株式会社（関西分科会） オガワ デンキ カブシキガイシャ カンサイ ブンカカイ
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【組合会員加入状況】総数1,268組合（支部を含む）55,950社
電気工事 508組合 35,423社・管工事 742組合 20,154社・消防設備 18組合 373社

（2021年5月19日現在）
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エリア 都道府県 組合名 エリア 都道府県 組合名
北海道 北見地区電気工事業協同組合 静岡 静岡県電気工事工業組合　青年部会
北海道 札幌電気工事業協同組合 静岡 静岡電気工業協同組合
北海道 北海道電気工事業工業組合　青年部連合会 静岡 静岡県東部電気工事協同組合　大仁支部
青森 青森県電気工事業工業組合　青年部 岐阜 岐阜県電気工事工業組合
秋田 秋田県電気工事工業組合　青年部 三重 三重県電気工事業工業組合　青年部
山形 山形県電気工事工業組合 近畿 関西電気工事工業会青年部連合会　2府4県
岩手 協同組合一関電設工業会 近畿 関西電気工事工業協同組合
岩手 岩手県電業協会 滋賀 滋賀県電気工事工業組合
岩手 岩手県電気工事業工業組合 京都 京都府電気工事工業組合　青年部
宮城 仙台電気工事事業協同組合　青年部会 京都 京都府電気工事工業協同組合
福島 福島県電気工事工業組合　相双支部 奈良 奈良県電気工事工業組合
福島 福島地区電気工事協同組合　青年部会 大阪 大阪府電気工事工業組合
群馬 群馬県電気工事工業組合 大阪 東大阪電気工事業協同組合
栃木 栃木県電気工事業工業組合 兵庫 兵庫県電気工事工業組合
茨城 茨城県電気工事業工業組合 和歌山 和歌山県電気工事工業組合
茨城 一般社団法人茨城県電設業協会 中国 全中国電気工事組合連合会 青年部協議会
埼玉 一般社団法人 埼玉県電業協会 岡山 岡山県電気工事工業組合
埼玉 埼玉県電気工事業工業組合 広島 広島県電気工事工業組合
千葉 千葉県電気工事工業組合 山口 山口県電気工事工業組合
千葉 一般社団法人 千葉県電業協会 鳥取 鳥取県電気工事業工業組合
千葉 協同組合千葉電設協会 四国 四国電気工事組合連合会　青年部
東京 東京都電気工事工業組合 香川 香川県電気工事業工業組合

神奈川 神奈川県電気工事工業組合　横須賀地区本部 徳島 徳島県電気工事業工業組合　鴨島支部
神奈川 神奈川県電気工事工業組合　中地区本部 愛媛 愛媛県電気工事工業組合
神奈川 神奈川県電気工事工業組合　旭地区本部 福岡 福岡県電気工事業工業組合
神奈川 神奈川県電気工事工業組合　青年部会 福岡 電九協福岡電設協同組合
新潟 新潟県電気工事工業組合 佐賀 佐賀県電気工事業工業組合
富山 富山県電気工事工業組合 長崎 長崎県電気工事業工業組合
富山 富山県電気工事工業組合　富山支部　青年部 大分 大分県電気工事業工業組合　青年部会
石川 石川県電気工事業工業組合 宮崎 宮崎県電気工事業工業組合　宮崎地区　青年部
福井 福井県電気工事工業組合 鹿児島 鹿児島県電気工事業工業組合
山梨 山梨県電気工事工業組合　青年部会 鹿児島 鹿児島県電設協会
長野 長野県電気工事業工業組合　青年部会 沖縄 沖縄県電気工事業工業組合

東海 静岡 静岡県東部電気工事協同組合　三島支部 全国 全国 全日本電気工事業工業組合連合会 全国青年部協議会

近畿

中国

東北

北陸・甲信越

東海

北海道

関東

四国

九州


電気工事

						電気工事 

				No.		組合名		都道府県		エリア

				39		北見地区電気工事業協同組合　5支部（149社） 09/11/11		北海道		北海道 ホッカイドウ

				56		北海道電気工事業工業組合青年部連合会　11支部（305社）13/9/2		北海道		東北 トウホク

				36		青森県電気工事業工業組合　青年部　7支部（143社） 09/6/1		青森		東北 トウホク

				8		協同組合一関電設工業会		岩手		東北 トウホク

				25		岩手県電業協会　13支部　		岩手		東北 トウホク

				42		岩手県電気工事業工業組合　11支部（337社）10/7/30		岩手		東北 トウホク

				52		仙台電気工事事業協同組合　青年部会（27社）		宮城		東北 トウホク

				18		秋田県電気工事工業組合　青年部		秋田		東北 トウホク

				7		山形県電気工事工業組合　5支部		山形		東北 トウホク

				9		福島県電気工事工業組合　相双支部		福島		東北 トウホク

				11		福島地区電気工事協同組合　青年部会		福島		東北 トウホク

				1		茨城県電気工事業工業組合　16支部		茨城		関東 カントウ

				32		栃木県電気工事業工業組合 12支部（838社） 08/9/1　		栃木		関東 カントウ

				10		群馬県電気工事工業組合　12支部		群馬		関東 カントウ

				19		埼玉県電気工事業工業組合　18支部		埼玉		関東 カントウ

				57		一般社団法人 埼玉県電業協会　5支部（69社）　13/9/2		埼玉		関東 カントウ

				28		千葉県電気工事工業組合 16支部（1,557社） 08/3/7		千葉		関東 カントウ

				49		東京都電気工事工業組合 板橋・北地区本部 8支部（211社）13/2		東京		関東 カントウ

				50		東京都電気工事工業組合 武蔵野地区本部（150社）13/2/28		東京		関東 カントウ

				53		東京都電気工事工業組合　21支部（2,914社）		東京		関東 カントウ

				2		神奈川県電気工事工業組合　横須賀地区本部		神奈川		関東 カントウ

				26		神奈川県電気工事工業組合 中地区本部 07/12/19 126社　		神奈川		関東 カントウ

				34		神奈川県電気工事工業組合　旭地区本部　08/10/1 95社　		神奈川		関東 カントウ

				41		神奈川県電気工事工業組合青年部会 18支部（180社）10/5/17		神奈川		関東 カントウ

				14		新潟県電気工事工業組合　13支部		新潟		北陸 ホクリク

				4		富山県電気工事工業組合　4支部　		富山		北陸 ホクリク

				5		富山県電気工事工業組合　富山支部　青年部		富山		北陸 ホクリク

				23		石川県電気工事業工業組合　3支部		石川		北陸 ホクリク

				15		福井県電気工事工業組合　7支部		福井		北陸 ホクリク

				37		山梨県電気工事工業組合 青年部会　8支部（80社） 09/9/14		山梨		中部 チュウブ

				58		長野県電気工事業工業組合青年部会　5支部（64社）　14/8/7		長野		中部 チュウブ

				31		岐阜県電気工事工業組合 5支部（959社） 08/5/15　		岐阜		中部 チュウブ

				3		静岡県東部電気工事協同組合　三島支部		静岡		中部 チュウブ

				12		静岡県電気工事工業組合　青年部会		静岡		中部 チュウブ

				20		静岡電気工業協同組合		静岡		中部 チュウブ

				38		静岡県東部電気工事協同組合　大仁支部（29社） 09/10/08		静岡		中部 チュウブ

				46		関西電気工事工業会青年部連合会　2府4県64支部 11/09/13		近畿地方 キンキ チホウ		近畿 キンキ

				45		滋賀県電気工事工業組合　8支部（344社）11/4/28		滋賀		近畿 キンキ

				47		京都府電気工事工業組合青年部5支部（82社）※関西電気工事工業会青年部連合会として加入　		京都		近畿 キンキ

				43		大阪府電気工事工業組合　14支部（2,593社）10/12/9		大阪		近畿 キンキ

				44		東大阪電気工事業協同組合(13社）11/4/28		大阪		近畿 キンキ

				29		兵庫県電気工事工業組合 12支部（1,971社） 08/3/10　		兵庫		近畿 キンキ

				30		奈良県電気工事工業組合 15支部（355社） 08/4/24　		奈良		近畿 キンキ

				27		和歌山県電気工事工業組合 08/2/25 604社		和歌山		近畿 キンキ

				51		岡山県電気工事工業組合　8支部（533社）		岡山		中国 チュウゴク

				54		広島県電気工事工業組合　10支部（639社）		広島		中国 チュウゴク

				55		山口県電気工事工業組合　9支部（267社）13/6/24		山口		中国 チュウゴク

				13		徳島県電気工事業工業組合　鴨島支部		徳島		四国 シコク

				33		徳島県電気工事業工業組合 青年部 7支部（127社）08/9/10　		徳島		四国 シコク

				22		愛媛県電気工事工業組合　13支部		愛媛		四国 シコク

				40		福岡県電気工事業工業組合　19支部（1,487社） 10/1/30		福岡		九州 キュウシュウ

				17		佐賀県電気工事業工業組合　12支部		佐賀		九州 キュウシュウ

				21		長崎県電気工事業工業組合　6支部		長崎		九州 キュウシュウ

				48		大分県電気工事業工業組合 青年部会（27社）		大分		九州 キュウシュウ

				6		宮崎県電気工事業工業組合　宮崎地区　青年部		宮崎		九州 キュウシュウ

				16		鹿児島県電気工事業工業組合　12支部		鹿児島		九州 キュウシュウ

				35		鹿児島県電設協会（80社） 08/11/5		鹿児島		九州 キュウシュウ

				24		沖縄県電気工事業工業組合　7支部		沖縄		沖縄 オキナワ





電気工事 (2)

										電気工事 

				No.		エリア		都道府県		組合名								支部数 シブ スウ		社数 シャ スウ		加入日 カニュウビ

				1		北海道 ホッカイドウ		北海道		北見地区電気工事業協同組合　5支部（149社） 09/11/11								5		149		2009/11/11

				2		東北 トウホク		北海道		北海道電気工事業工業組合青年部連合会　11支部（305社）13/9/2								11		305		2013/9/2

				3		東北 トウホク		青森		青森県電気工事業工業組合　青年部　7支部（143社） 09/6/1								7		143		2009/6/1

				4		東北 トウホク		岩手		協同組合一関電設工業会

				5		東北 トウホク		岩手		岩手県電業協会　13支部　								13		129		2007/9/21

				6		東北 トウホク		岩手		岩手県電気工事業工業組合　11支部（337社）10/7/30								11		337		2010/7/30

				7		東北 トウホク		宮城		仙台電気工事事業協同組合　青年部会（27社）										27

				8		東北 トウホク		秋田		秋田県電気工事工業組合　青年部

				9		東北 トウホク		山形		山形県電気工事工業組合　5支部								5				2006/7/13

				10		東北 トウホク		福島		福島県電気工事工業組合　相双支部												2006/7/7

				11		東北 トウホク		福島		福島地区電気工事協同組合　青年部会												2006/7/12

				12		関東 カントウ		茨城		茨城県電気工事業工業組合　16支部								16

				13		関東 カントウ		栃木		栃木県電気工事業工業組合 12支部（838社） 08/9/1　								12		838		2008/9/4

				14		関東 カントウ		群馬		群馬県電気工事工業組合　12支部								12

				15		関東 カントウ		埼玉		埼玉県電気工事業工業組合　18支部								18				2007/6/11

				16		関東 カントウ		埼玉		一般社団法人 埼玉県電業協会　5支部（69社）　13/9/2								5		69		2013/9/2

				17		関東 カントウ		千葉		千葉県電気工事工業組合 16支部（1,557社） 08/3/7								16		1,557		2008/3/17

				18		関東 カントウ		東京		東京都電気工事工業組合 板橋・北地区本部 8支部（211社）13/2								8		211		2013/2/19

				19		関東 カントウ		東京		東京都電気工事工業組合 武蔵野地区本部（150社）13/2/28										150		2013/2/28

				20		関東 カントウ		東京		東京都電気工事工業組合　21支部（2,914社）								21		2,914		2013/4/2

				21		関東 カントウ		神奈川		神奈川県電気工事工業組合　横須賀地区本部

				22		関東 カントウ		神奈川		神奈川県電気工事工業組合 中地区本部 07/12/19 126社　										126		2007/12/19

				23		関東 カントウ		神奈川		神奈川県電気工事工業組合　旭地区本部　08/10/1 95社　										95		2008/10/1

				24		関東 カントウ		神奈川		神奈川県電気工事工業組合青年部会 18支部（180社）10/5/17								18		180		2010/5/17

				25		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		新潟		新潟県電気工事工業組合　13支部								13				-

				26		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		富山		富山県電気工事工業組合　4支部　								4				2006/6/20

				27		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		富山		富山県電気工事工業組合　富山支部　青年部

				28		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		石川		石川県電気工事業工業組合　3支部								3		484		2007/6/28

				29		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		福井		福井県電気工事工業組合　7支部								7				2007/3/19

				30		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		山梨		山梨県電気工事工業組合 青年部会　8支部（80社） 09/9/14								8		80		2009/9/14

				31		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		長野		長野県電気工事業工業組合青年部会　5支部（64社）　14/8/7								5		64		2014/8/7

				32		東海 トウカイ		岐阜		岐阜県電気工事工業組合 5支部（959社） 08/5/15　								5		959		2008/5/15

				33		東海 トウカイ		静岡		静岡県東部電気工事協同組合　三島支部												-

				34		東海 トウカイ		静岡		静岡県電気工事工業組合　青年部会												2006/

				35		東海 トウカイ		静岡		静岡電気工業協同組合												2007/6/5

				36		東海 トウカイ		静岡		静岡県東部電気工事協同組合　大仁支部（29社） 09/10/08										29		2009/10/8

				37		近畿 キンキ		近畿地方 キンキ チホウ		関西電気工事工業会青年部連合会　2府4県64支部 11/09/13								64		700		2011/8/23

				38		近畿 キンキ		滋賀		滋賀県電気工事工業組合　8支部（344社）11/4/28								8		344		2011/4/28

				39		近畿 キンキ		京都		京都府電気工事工業組合青年部5支部（82社）※関西電気工事工業会青年部連合会として加入　										82

				40		近畿 キンキ		大阪		大阪府電気工事工業組合　14支部（2,593社）10/12/9								14		2,593		2010/12/9

				41		近畿 キンキ		大阪		東大阪電気工事業協同組合(13社）11/4/28										13		2011/4/28

				42		近畿 キンキ		兵庫		兵庫県電気工事工業組合 12支部（1,971社） 08/3/10　								12		1,971		2008/3/31

				43		近畿 キンキ		奈良		奈良県電気工事工業組合 15支部（355社） 08/4/24　								15		355		2008/4/24

				44		近畿 キンキ		和歌山		和歌山県電気工事工業組合 08/2/25 604社								8		604		2008/2/25

						中国 チュウゴク				全中国電気工事組合連合会青年部協議会　23支部（346社）　18/3/30 ゼン チュウゴク デンキ コウジ クミアイ レンゴウカイ セイネン ブ キョウギカイ シブ シャ								23		346		2018/3/30

				45		中国 チュウゴク		岡山		岡山県電気工事工業組合　8支部（533社）								8		533		2013/3/13

				46		中国 チュウゴク		広島		広島県電気工事工業組合　10支部（639社）								10		693		2013/4/1

				47		中国 チュウゴク		山口		山口県電気工事工業組合　9支部（267社）13/6/24								9		267		2013/6/24

				48		四国 シコク		徳島		徳島県電気工事業工業組合　鴨島支部												2006/12/20

				49		四国 シコク		徳島		徳島県電気工事業工業組合 青年部 7支部（127社）08/9/10　								7		127		2008/9/10

				50		四国 シコク		愛媛		愛媛県電気工事工業組合　13支部								13		888		2007/6/12

				51		九州 キュウシュウ		福岡		福岡県電気工事業工業組合　19支部（1,487社） 10/1/30								19		1,487		2010/1/30

				52		九州 キュウシュウ		佐賀		佐賀県電気工事業工業組合　12支部								12				2007/4/4

				53		九州 キュウシュウ		長崎		長崎県電気工事業工業組合　6支部								6		464		2007/6/11

				54		九州 キュウシュウ		大分		大分県電気工事業工業組合 青年部会（27社）										27

				55		九州 キュウシュウ		宮崎		宮崎県電気工事業工業組合　宮崎地区　青年部

				56		九州 キュウシュウ		鹿児島		鹿児島県電気工事業工業組合　12支部								12				2007/3/16

				57		九州 キュウシュウ		鹿児島		鹿児島県電設協会（82社） 08/11/5										82		2008/11/5

				58		沖縄 オキナワ		沖縄		沖縄県電気工事業工業組合　7支部								7				2007/7/11

						合計 ゴウケイ												470		20,422





電気工事 (3)

										電気工事 

				No.		エリア		都道府県		組合名		支部数 シブ スウ		社数 シャ スウ		加入日 カニュウビ		県工組で
入会 ケン コウ グミ ニュウカイ

				1		北海道 ホッカイドウ		北海道		北見地区電気工事業協同組合		5		149		2009/11/11

				2		北海道 ホッカイドウ		北海道		北海道電気工事業工業組合　青年部連合会		11		305		2013/9/2		○

				3		東北 トウホク		青森		青森県電気工事業工業組合　青年部		7		143		2009/6/1		○

				4		東北 トウホク		秋田		秋田県電気工事工業組合　青年部								○

				5		東北 トウホク		山形		山形県電気工事工業組合		5				2006/7/13		○

				6		東北 トウホク		岩手		協同組合一関電設工業会

				7		東北 トウホク		岩手		岩手県電業協会		13		129		2007/9/21		○

				8		東北 トウホク		岩手		岩手県電気工事業工業組合		11		337		2010/7/30		○

				9		東北 トウホク		宮城		仙台電気工事事業協同組合　青年部会				27

				10		東北 トウホク		福島		福島県電気工事工業組合　相双支部						2006/7/7

				11		東北 トウホク		福島		福島地区電気工事協同組合　青年部会						2006/7/12

				12		東北 トウホク		福島		相双地区電気工事協同組合 ソウ ソウ チク デンキ コウジ キョウドウ クミアイ						2006/6/29

				13		東北 トウホク		福島		相双地区電気工事協同組合　青年部 ソウ ソウ チク デンキ コウジ キョウドウ クミアイ セイネン ブ						2007/1/23

				14		関東 カントウ		群馬		群馬県電気工事工業組合		12						○

				15		関東 カントウ		栃木		栃木県電気工事業工業組合		12		838		2008/9/4		○

				16		関東 カントウ		茨城		茨城県電気工事業工業組合		16						○

						関東 カントウ		茨城		一般社団法人茨城県電設業協会				83		2017/8/1

				17		関東 カントウ		埼玉		一般社団法人 埼玉県電業協会		5		69		2013/9/2		○

				18		関東 カントウ		埼玉		埼玉県電気工事業工業組合		18				2007/6/11		○

				19		関東 カントウ		千葉		千葉県電気工事工業組合		16		1,557		2008/3/17		○

		Щ				関東 カントウ		千葉		一般社団法人 千葉県電業協会 イッパン シャダン ホウジン ギョウ キョウカイ				108		2014/12/18

				20		関東 カントウ		東京		東京都電気工事工業組合		21		2,914		2013/4/2		○

				21		関東 カントウ		東京		東京都電気工事工業組合　板橋・北地区本部		8		211		2013/2/19

				22		関東 カントウ		東京		東京都電気工事工業組合　武蔵野地区本部				150		2013/2/28

				23		関東 カントウ		東京		東京都電気工事工業組　豊島地区本部 トシマ						2006/

				24		関東 カントウ		神奈川		神奈川県電気工事工業組合　横須賀地区本部

				25		関東 カントウ		神奈川		神奈川県電気工事工業組合　中地区本部				126		2007/12/19

				26		関東 カントウ		神奈川		神奈川県電気工事工業組合　旭地区本部				95		2008/10/1

				27		関東 カントウ		神奈川		神奈川県電気工事工業組合　青年部会		18		180		2010/5/17		○

				28		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		新潟		新潟県電気工事工業組合		13						○

				29		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		富山		富山県電気工事工業組合		4				2006/6/20

				30		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		富山		富山県電気工事工業組合　富山支部　青年部

				31		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		石川		石川県電気工事業工業組合		3		484		2007/6/28		○

				32		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		福井		福井県電気工事工業組合		7				2007/3/19		○

				33		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		山梨		山梨県電気工事工業組合　青年部会		8		80		2009/9/14		○

				34		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		長野		長野県電気工事業工業組合　青年部会		5		64		2014/8/7		○

				No.		エリア		都道府県		組合名		支部数 シブ スウ		社数 シャ スウ		加入日 カニュウビ		県工組で
入会 ケン コウ グミ ニュウカイ

				35		東海 トウカイ		静岡		静岡県東部電気工事協同組合　三島支部

				36		東海 トウカイ		静岡		静岡県電気工事工業組合　青年部会						2006/		○

				37		東海 トウカイ		静岡		静岡電気工業協同組合						2007/6/5

				38		東海 トウカイ		静岡		静岡県東部電気工事協同組合　大仁支部				29		2009/10/8

				39		東海 トウカイ		岐阜		岐阜県電気工事工業組合		5		959		2008/5/15		○

				40		近畿 キンキ		近畿地方 キンキ チホウ		関西電気工事工業会青年部連合会　2府4県64支部		64		700		2011/8/23		○

				41		近畿 キンキ		滋賀		滋賀県電気工事工業組合		8		344		2011/4/28		○

				42		近畿 キンキ		京都		京都府電気工事工業組合　青年部
※関西電気工事工業会青年部連合会として加入　				82				○

				43		近畿 キンキ		奈良		奈良県電気工事工業組合		15		355		2008/4/24		○

				44		近畿 キンキ		大阪		大阪府電気工事工業組合		14		2,593		2010/12/9		○

				45		近畿 キンキ		大阪		東大阪電気工事業協同組合				13		2011/4/28

				46		近畿 キンキ		兵庫		兵庫県電気工事工業組合		12		1,971		2008/3/31		○

				47		近畿 キンキ		和歌山		和歌山県電気工事工業組合		8		604		2008/2/25		○

						中国 チュウゴク				全中国電気工事組合連合会青年部協議会		23		346		2018/3/30

				48		中国 チュウゴク		岡山		岡山県電気工事工業組合		8		533		2013/3/13		○

				49		中国 チュウゴク		広島		広島県電気工事工業組合		10		693		2013/4/1		○

				50		中国 チュウゴク		山口		山口県電気工事工業組合		9		267		2013/6/24		○

				51		中国 チュウゴク		山口		山口県電気工事工業組合　青年部 セイネン ブ		9		46		2007/11/29

						四国 シコク		四国 シコク		四国電気工事組合連合会　青年部 シコク デンキ コウジ クミアイ レンゴウカイ セイネン ブ		29		457		2014/12/22

				52		四国 シコク		徳島		徳島県電気工事業工業組合　鴨島支部						2006/12/20

				53		四国 シコク		徳島		徳島県電気工事業工業組合　青年部		7		127		2008/9/10		○

				54		四国 シコク		愛媛		愛媛県電気工事工業組合		13		888		2007/6/12		○

				55		九州 キュウシュウ		福岡		福岡県電気工事業工業組合		19		1,487		2010/1/30		○

				56		九州 キュウシュウ		福岡		電九協福岡電設協同組合 デンキュウキョウフクオカデンセツ キョウドウ クミアイ				201		2006/11/28

				57		九州 キュウシュウ		佐賀		佐賀県電気工事業工業組合		12				2007/4/4		○

				58		九州 キュウシュウ		長崎		長崎県電気工事業工業組合		6		464		2007/6/11		○

				59		九州 キュウシュウ		大分		大分県電気工事業工業組合　青年部会				27				○

				60		九州 キュウシュウ		宮崎		宮崎県電気工事業工業組合　宮崎地区　青年部

				61		九州 キュウシュウ		鹿児島		鹿児島県電気工事業工業組合		12				2007/3/16		○

				62		九州 キュウシュウ		鹿児島		一般社団法人 鹿児島県電設協会 イッパン シャダン ホウジン				82		2008/11/5		○

				63		沖縄 オキナワ		沖縄		沖縄県電気工事業工業組合		7				2007/7/11		○





電気工事 (4)

								電気工事 



				エリア		都道府県		組合名				エリア		都道府県		組合名

				北海道 ホッカイドウ		北海道		北見地区電気工事業協同組合				東海 トウカイ		静岡		静岡県電気工事工業組合　青年部会

						北海道		札幌電気工事業協同組合						静岡		静岡電気工業協同組合

						北海道		北海道電気工事業工業組合　青年部連合会						静岡		静岡県東部電気工事協同組合　大仁支部

				東北 トウホク		青森		青森県電気工事業工業組合　青年部						岐阜		岐阜県電気工事工業組合

						秋田		秋田県電気工事工業組合　青年部						三重		三重県電気工事業工業組合　青年部 ミエケン デンキ コウジ ギョウ コウギョウ クミアイ セイネン ブ

						山形		山形県電気工事工業組合				近畿 キンキ		近畿 キンキ		関西電気工事工業会青年部連合会　2府4県

						岩手		協同組合一関電設工業会						近畿 キンキ		関西電気工事工業協同組合 キョウドウ クミアイ

						岩手		岩手県電業協会						滋賀		滋賀県電気工事工業組合

						岩手		岩手県電気工事業工業組合						京都		京都府電気工事工業組合　青年部

						宮城		仙台電気工事事業協同組合　青年部会						京都		京都府電気工事工業協同組合 キョウドウ クミアイ

						福島		福島県電気工事工業組合　相双支部						奈良		奈良県電気工事工業組合

						福島		福島地区電気工事協同組合　青年部会						大阪		大阪府電気工事工業組合

				関東 カントウ		群馬		群馬県電気工事工業組合						大阪		東大阪電気工事業協同組合

						栃木		栃木県電気工事業工業組合						兵庫		兵庫県電気工事工業組合

						茨城		茨城県電気工事業工業組合						和歌山		和歌山県電気工事工業組合

						茨城		一般社団法人茨城県電設業協会				中国 チュウゴク		中国 チュウゴク		全中国電気工事組合連合会 青年部協議会 ゼン チュウゴク デンキ コウジ クミアイ レンゴウカイ セイネン ブ キョウギカイ

						埼玉		一般社団法人 埼玉県電業協会						岡山		岡山県電気工事工業組合

						埼玉		埼玉県電気工事業工業組合						広島		広島県電気工事工業組合

						千葉		千葉県電気工事工業組合						山口		山口県電気工事工業組合

						千葉		一般社団法人 千葉県電業協会						鳥取 トットリ		鳥取県電気工事業工業組合 トットリケン デンキ コウジ ギョウ コウギョウ クミアイ

						千葉		協同組合千葉電設協会				四国 シコク		四国 シコク		四国電気工事組合連合会　青年部 セイネン ブ

						東京		東京都電気工事工業組合						香川 カガワ		香川県電気工事業工業組合 カガワケン デンキ コウジ ギョウ コウギョウ クミアイ

						神奈川		神奈川県電気工事工業組合　横須賀地区本部						徳島		徳島県電気工事業工業組合　鴨島支部

						神奈川		神奈川県電気工事工業組合　中地区本部						愛媛		愛媛県電気工事工業組合

						神奈川		神奈川県電気工事工業組合　旭地区本部				九州 キュウシュウ		福岡		福岡県電気工事業工業組合

						神奈川		神奈川県電気工事工業組合　青年部会						福岡		電九協福岡電設協同組合 デンキュウキョウフクオカデンセツ キョウドウ クミアイ

				北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		新潟		新潟県電気工事工業組合						佐賀		佐賀県電気工事業工業組合

						富山		富山県電気工事工業組合						長崎		長崎県電気工事業工業組合

						富山		富山県電気工事工業組合　富山支部　青年部						大分		大分県電気工事業工業組合　青年部会

						石川		石川県電気工事業工業組合						宮崎		宮崎県電気工事業工業組合　宮崎地区　青年部

						福井		福井県電気工事工業組合						鹿児島		鹿児島県電気工事業工業組合

						山梨		山梨県電気工事工業組合　青年部会						鹿児島		鹿児島県電設協会

						長野		長野県電気工事業工業組合　青年部会						沖縄		沖縄県電気工事業工業組合

				東海 トウカイ		静岡		静岡県東部電気工事協同組合　三島支部				全国 ゼンコク		全国		全日本電気工事業工業組合連合会 全国青年部協議会





























































管工事

						管工事 

				No.　		組合名		都道府県		エリア

				36		留萌管工事業協同組合（11社：H20.7.14）		北海道		北海道 ホッカイドウ

				34		社団法人青森県管工事業協会（87社：H20.3.31）		青森		東北 トウホク

				35		青森県管工事業協同組合連合会 青年部協議会 5支部（85社：H20.4.30）		青森		東北 トウホク

				15		岩手県消防防災設備協同組合		岩手		東北 トウホク

				28		一般社団法人 岩手県空調衛生工事業協会 青年部		岩手		東北 トウホク

				31		岩手県管工事業協同組合連合会　10支部		岩手		東北 トウホク

				13		大崎市管工事業協同組合		宮城		東北 トウホク

				21		石巻広域管工事業協同組合　青年部		宮城		東北 トウホク

				30		白石市管工事業協同組合		宮城		東北 トウホク

				47		山形市管工事協同組合青年部（21社：H22.8）		山形		東北 トウホク

				19		郡山市管工事業協同組合		福島		東北 トウホク

				33		福島地区管工事協同組合　青年部		福島		東北 トウホク

				50		日立市指定管工事協同組合（35社：H24.12.10）		茨城		関東 カントウ

				51		日立市建設組合（930社：H25.1）		茨城		関東 カントウ

				9		小山市管工事業協同組合　青年部		栃木		関東 カントウ

				10		宇都宮市管工業協同組合　		栃木		関東 カントウ

				6		君津市管工事業協同組合		千葉		関東 カントウ

				7		銚子市管工事協同組合		千葉		関東 カントウ

				8		富津市管工事協同組合		千葉		関東 カントウ

				45		木更津市管工事業協同組合（19社：H21.11.16）		千葉		関東 カントウ

				39		東京都管工事工業協同組合　26支部（1,361社：H20.9.10）		東京		関東 カントウ

				42		三多摩管工事協同組合 26支部（470社：H21.2.23）		東京		関東 カントウ

				3		川崎市管工事業協同組合　		神奈川		関東 カントウ

				4		横須賀市管工事協同組合		神奈川		関東 カントウ

				14		藤沢市管工事業協同組合		神奈川		関東 カントウ

				18		県北管工事協同組合		神奈川		関東 カントウ

				27		茅ヶ崎管工事業協同組合		神奈川		関東 カントウ

				52		韮崎市上水道工事協同組合（10社：H25.1）		山梨		中部 チュウブ

				16		蒲郡市上下水道工事協同組合		愛知		中部 チュウブ

				25		稲沢市上下水道指定店協同組合		愛知		中部 チュウブ

				29		常滑市水道組合		愛知		中部 チュウブ

				53		名古屋市指定水道工事店協同組合 16支部（325社：H25.5）		愛知		中部 チュウブ

				55		愛知県管工事業協同組合連合会青年部協議会 15支部（247社：H26.4.7）		愛知		中部 チュウブ

				37		伊賀市上野水道協同組合（24社：H20.7.10）		三重		中部 チュウブ

				44		社団法人三重県管工事工業協会（80社：H21.9.25）		三重		中部 チュウブ

				32		滋賀県管工事業協同組合連合会　11支部		滋賀		近畿 キンキ

				5		京都府管工事工業協同組合　		京都		近畿 キンキ

				46		兵庫県管工事業協同組合連合会青年部協議会 7支部（92社：H22.7.22）		兵庫		近畿 キンキ

				48		姫路市管工事業協同組合（73社：H22.12.1）		兵庫		近畿 キンキ

				11		奈良市上下水道協同組合		奈良		近畿 キンキ

				24		大和郡山市上下水道協同組合		奈良		近畿 キンキ

				26		米子管工事業協同組合　青年部		鳥取		中国 チュウゴク

				1		岡山市管工設備協同組合　		岡山		中国 チュウゴク

				2		協同組合倉敷市管事業協会　青年部会		岡山		中国 チュウゴク

				43		徳島市指定上下水道工事店協同組合（58社：H21.4.3）		徳島		四国 シコク

				49		三豊市上下水道工事業協同組合 7支部（54社：H23.4.13）		香川		四国 シコク

				40		愛媛県管工事協同組合連合会　13支部（332社：H20.10.20）		愛媛		四国 シコク

				12		福津市管工事協同組合		福岡		九州 キュウシュウ

				23		長崎市管工業協同組合　青年部		長崎		九州 キュウシュウ

				41		八代市管工事業協同組合（21社：H21.1.5）		熊本		九州 キュウシュウ

				22		日出町管工事業協同組合		大分		九州 キュウシュウ

				17		日向管工事協同組合		宮崎		九州 キュウシュウ

				20		延岡市管工事業協同組合		宮崎		九州 キュウシュウ

				54		宮崎管工事協同組合青年部（32社：H25.7）		宮崎		九州 キュウシュウ

				38		出水管工事協同組合（23社：H20.8.28）		鹿児島		九州 キュウシュウ

				56		全国管工事業協同組合連合会青年部協議会 24都道府県28団体（1,528社：H26.5.27）		全国		全国 ゼンコク





管工事 (2)

										管工事 

				No.		エリア		都道府県		組合名		支部数 シブ スウ		社数 シャ スウ		加入日 カニュウビ

				1		北海道 ホッカイドウ		北海道		留萌管工事業協同組合（11社：H20.7.14）				11		2008/7/15

				2		東北 トウホク		青森		社団法人青森県管工事業協会（87社：H20.3.31）				87		2008/3/31

				3		東北 トウホク		青森		青森県管工事業協同組合連合会 青年部協議会 5支部（85社：H20.4.30）		5		85		2008/4/30

				4		東北 トウホク		岩手		岩手県消防防災設備協同組合

				5		東北 トウホク		岩手		一般社団法人 岩手県空調衛生工事業協会 青年部

				6		東北 トウホク		岩手		岩手県管工事業協同組合連合会　10支部		10

				7		東北 トウホク		宮城		大崎市管工事業協同組合						2006/7/26

				8		東北 トウホク		宮城		石巻広域管工事業協同組合　青年部

				9		東北 トウホク		宮城		白石市管工事業協同組合				16		2007/5/21

				10		東北 トウホク		山形		山形市管工事協同組合青年部（21社：H22.8）				21		2010/8/　

				11		東北 トウホク		福島		郡山市管工事業協同組合

				12		東北 トウホク		福島		福島地区管工事協同組合　青年部				35		2007/10/25

				13		関東 カントウ		茨城		日立市指定管工事協同組合（35社：H24.12.10）				35		2012/12/10

				14		関東 カントウ		茨城		日立市建設組合（930社：H25.1）				930		2012/7/24

				15		関東 カントウ		栃木		小山市管工事業協同組合　青年部

				16		関東 カントウ		栃木		宇都宮市管工業協同組合　

				17		関東 カントウ		千葉		君津市管工事業協同組合

				18		関東 カントウ		千葉		銚子市管工事協同組合

				19		関東 カントウ		千葉		富津市管工事協同組合

				20		関東 カントウ		千葉		木更津市管工事業協同組合（19社：H21.11.16）				19		2009/11/16

				21		関東 カントウ		東京		東京都管工事工業協同組合　26支部（1,361社：H20.9.10）		26		1,361		2008/9/10

				22		関東 カントウ		東京		三多摩管工事協同組合 28支部（470社：H21.2.23）		28		470		2009/2/23

				23		関東 カントウ		神奈川		川崎市管工事業協同組合　						2006/

				24		関東 カントウ		神奈川		横須賀市管工事協同組合						2006/

				25		関東 カントウ		神奈川		藤沢市管工事業協同組合						2006/9/26

				26		関東 カントウ		神奈川		県北管工事協同組合						2007/3/14

				27		関東 カントウ		神奈川		茅ヶ崎管工事業協同組合

				28		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		山梨		韮崎市上水道工事協同組合（10社：H25.1）				41		2007/4/4

				29		東海 トウカイ		愛知		蒲郡市上下水道工事協同組合				15		2006/12/14

				30		東海 トウカイ		愛知		稲沢市上下水道指定店協同組合

				31		東海 トウカイ		愛知		常滑市水道組合

				32		東海 トウカイ		愛知		名古屋市指定水道工事店協同組合 16支部（325社）		16		325		2013/5/15

				33		東海 トウカイ		愛知		愛知県管工事業協同組合連合会青年部協議会 15支部（247社：H26.4.7）		15		247		2014/4/7

				34		東海 トウカイ		三重		伊賀市上野水道協同組合（22社：H20.7.10）				22		2008/7/10

				35		東海 トウカイ		三重		社団法人三重県管工事工業協会（80社：H21.9.25）				80		2009/9/25

				36		近畿 キンキ		滋賀		滋賀県管工事業協同組合連合会　11支部		11		305		2007/9/25

				37		近畿 キンキ		京都		京都府管工事工業協同組合　						2006/4/24

				38		近畿 キンキ		兵庫		兵庫県管工事業協同組合連合会青年部協議会 7支部（92社：H22.7.22）		7		92		2010/7/22

				39		近畿 キンキ		兵庫		姫路市管工事業協同組合（73社：H22.12.1）				73		2010/12/1

				40		近畿 キンキ		奈良		奈良市上下水道協同組合

				41		近畿 キンキ		奈良		大和郡山市上下水道協同組合						2007/3/29

				42		中国 チュウゴク		鳥取		米子管工事業協同組合　青年部

				43		中国 チュウゴク		岡山		岡山市管工設備協同組合　						2006/

				44		中国 チュウゴク		岡山		協同組合倉敷市管事業協会　青年部会

				45		四国 シコク		徳島		徳島市指定上下水道工事店協同組合（58社：H21.4.3）				58		2009/4/3

				46		四国 シコク		香川		三豊市上下水道工事業協同組合 7支部（54社：H23.4.13）		7		54		2009/4/13

				47		四国 シコク		愛媛		愛媛県管工事協同組合連合会　13支部（332社：H20.10.20）		13		332		2008/10/20

				48		九州 キュウシュウ		福岡		福津市管工事協同組合						2006/3/30

				49		九州 キュウシュウ		長崎		長崎市管工業協同組合　青年部				16		2007/3/30

				50		九州 キュウシュウ		熊本		八代市管工事業協同組合（21社：H21.1.5）				21		2009/1/5

				51		九州 キュウシュウ		大分		日出町管工事業協同組合

				52		九州 キュウシュウ		宮崎		日向管工事協同組合

				53		九州 キュウシュウ		宮崎		延岡市管工事業協同組合

				54		九州 キュウシュウ		宮崎		宮崎管工事協同組合青年部（32社：H25.7）				32		2013/7/

				55		九州 キュウシュウ		鹿児島		出水管工事協同組合（23社：H20.8.28）				23		2008/8/28

				56		全国 ゼンコク		全国		全国管工事業協同組合連合会青年部協議会 24都道府県28団体（1,528社：H26.5.27）				1,528		2014/5/27

						合計 ゴウケイ						138		6,334





管工事 (3)

										管工事 

				No.		エリア		都道府県		組合名		支部数 シブ スウ		社数 シャ スウ		加入日 カニュウビ		県連で
入会 ケン レン ニュウカイ

				1		北海道 ホッカイドウ		北海道		留萌管工事業協同組合				11		2008/7/15

				2		東北 トウホク		青森		社団法人青森県管工事業協会				87		2008/3/31		○

				3		東北 トウホク		青森		青森県管工事業協同組合連合会　青年部協議会		5		85		2008/4/30		○

				4		東北 トウホク		岩手		岩手県消防防災設備協同組合

				5		東北 トウホク		岩手		一般社団法人 岩手県空調衛生工事業協会　青年部

				6		東北 トウホク		岩手		岩手県管工事業協同組合連合会		10						○

				7		東北 トウホク		山形		山形市管工事協同組合　青年部				21		2010/8/　

				8		東北 トウホク		宮城		大崎市管工事業協同組合						2006/7/26

				9		東北 トウホク		宮城		石巻広域管工事業協同組合　青年部

				10		東北 トウホク		宮城		白石市管工事業協同組合				16		2007/5/21

				11		東北 トウホク		福島		郡山市管工事業協同組合

				12		東北 トウホク		福島		福島地区管工事協同組合　青年部				35		2007/10/25

				13		関東 カントウ		栃木		小山市管工事業協同組合　青年部

				14		関東 カントウ		栃木		宇都宮市管工業協同組合　

				15		関東 カントウ		茨城		日立市指定管工事協同組合				35		2012/12/10

				16		関東 カントウ		茨城		日立市建設組合				930		2012/7/24

				17		関東 カントウ		千葉		君津市管工事業協同組合

				18		関東 カントウ		千葉		銚子市管工事協同組合

				19		関東 カントウ		千葉		富津市管工事協同組合

				20		関東 カントウ		千葉		木更津市管工事業協同組合				19		2009/11/16

				21		関東 カントウ		東京		東京都管工事工業協同組合		26		1,361		2008/9/10

				22		関東 カントウ		東京		三多摩管工事協同組合		28		470		2009/2/23

				23		関東 カントウ		神奈川		川崎市管工事業協同組合　						2006/

				24		関東 カントウ		神奈川		横須賀市管工事協同組合						2006/

				25		関東 カントウ		神奈川		藤沢市管工事業協同組合						2006/9/26

				26		関東 カントウ		神奈川		県北管工事協同組合						2007/3/14

				27		関東 カントウ		神奈川		茅ヶ崎管工事業協同組合

				28		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		山梨		韮崎市上水道工事協同組合				41		2007/4/4

						北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		富山 トヤマ		富山県管工事共同組合連合会　青年部 トヤマケン カン コウジ キョウドウ クミアイ レンゴウカイ セイネン ブ		11		157		2014/12/5

				29		東海 トウカイ		愛知		蒲郡市上下水道工事協同組合				15		2006/12/14

				30		東海 トウカイ		愛知		稲沢市上下水道指定店協同組合

				31		東海 トウカイ		愛知		常滑市水道組合

				32		東海 トウカイ		愛知		名古屋市指定水道工事店協同組合		16		325		2013/5/15

				33		東海 トウカイ		愛知		愛知県管工事業協同組合連合会　青年部協議会		15		247		2014/4/7		○

				34		東海 トウカイ		三重		伊賀市上野水道協同組合				22		2008/7/10

				35		東海 トウカイ		三重		社団法人三重県管工事工業協会				80		2009/9/25		○

				No.		エリア		都道府県		組合名		支部数 シブ スウ		社数 シャ スウ		加入日 カニュウビ		県連で
入会 ケン レン ニュウカイ

						近畿 キンキ		関西 カンサイ		関西配管工事業協同組合				35		2018/7/12

				36		近畿 キンキ		滋賀		滋賀県管工事業協同組合連合会		11		305		2007/9/25		○

				37		近畿 キンキ		京都		京都府管工事工業協同組合　						2006/4/24

				38		近畿 キンキ		奈良		奈良市上下水道協同組合

				39		近畿 キンキ		奈良		大和郡山市上下水道協同組合						2007/3/29

				40		近畿 キンキ		兵庫		兵庫県管工事業協同組合連合会　青年部協議会		7		92		2010/7/22		○

				41		近畿 キンキ		兵庫		姫路市管工事業協同組合				73		2010/12/1

				42		近畿 キンキ		兵庫		西宮管工事業協同組合 ニシノミヤ カン コウジギョウ キョウドウ クミアイ				30		2007/5/31

				43		中国 チュウゴク		鳥取		米子管工事業協同組合　青年部

				44		中国 チュウゴク		岡山		岡山市管工設備協同組合　						2006/

				45		中国 チュウゴク		岡山		協同組合倉敷市管事業協会　青年部会

				46		四国 シコク		香川		三豊市上下水道工事業協同組合		7		54		2009/4/13

				47		四国 シコク		徳島		徳島市指定上下水道工事店協同組合				58		2009/4/3

				48		四国 シコク		愛媛		愛媛県管工事協同組合連合会		13		332		2008/10/20		○

				49		四国 シコク		愛媛		新居浜市管工事業協同組合 ニイハマ シ カン コウジ ギョウ キョウドウ クミアイ						2006/10/20

				50		九州 キュウシュウ		福岡		福津市管工事協同組合						2006/3/30

				51		九州 キュウシュウ		長崎		長崎市管工業協同組合　青年部				16		2007/3/30

				52		九州 キュウシュウ		大分		日出町管工事業協同組合

				53		九州 キュウシュウ		熊本		八代市管工事業協同組合				21		2009/1/5

				54		九州 キュウシュウ		宮崎		日向管工事協同組合

				55		九州 キュウシュウ		宮崎		延岡市管工事業協同組合

				56		九州 キュウシュウ		宮崎		宮崎管工事協同組合　青年部				32		2013/7/

				57		九州 キュウシュウ		鹿児島		出水管工事協同組合				23		2008/8/28

				58		全国 ゼンコク		全国		全国管工事業協同組合連合会青年部協議会 24都道府県28団体				1,528		2014/5/27		○

				59		全国 ゼンコク		全国		全国管工事業協同組合連合会 644団体 ダンタイ				19,467		2015/3　内示 ナイジ		○





管工事 (4)

								管工事 



				エリア		都道府県		組合名				エリア		都道府県		組合名

				北海道 ホッカイドウ		北海道		留萌管工事業協同組合				北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		山梨		韮崎市上水道工事協同組合

				東北 トウホク		青森		社団法人青森県管工事業協会						富山 トヤマ		富山県管工事共同組合連合会　青年部

						青森		青森県管工事業協同組合連合会　青年部協議会				東海 トウカイ		愛知		蒲郡市上下水道工事協同組合

						岩手		岩手県消防防災設備協同組合						愛知		稲沢市上下水道指定店協同組合

						岩手		一般社団法人 岩手県空調衛生工事業協会　青年部						愛知		常滑市水道組合

						岩手		岩手県管工事業協同組合連合会						愛知		名古屋市指定水道工事店協同組合

						秋田 アキタ		秋田管工事業協同組合 青年部協議会						愛知		愛知県管工事業協同組合連合会　青年部協議会

						山形		山形市管工事協同組合　青年部						三重		伊賀市上野水道協同組合

						宮城		大崎市管工事業協同組合						三重		社団法人三重県管工事工業協会

						宮城		石巻広域管工事業協同組合　青年部				近畿 キンキ		関西 カンサイ		関西配管工事業協同組合

						宮城		白石市管工事業協同組合						滋賀		滋賀県管工事業協同組合連合会

						福島		郡山市管工事業協同組合						京都		京都府管工事工業協同組合　

						福島		福島地区管工事協同組合　青年部						奈良		奈良市上下水道協同組合

				関東 カントウ		栃木		小山市管工事業協同組合　青年部						奈良		大和郡山市上下水道協同組合

						栃木		宇都宮市管工業協同組合　						兵庫		兵庫県管工事業協同組合連合会　青年部協議会

						茨城		日立市指定管工事協同組合						兵庫		姫路市管工事業協同組合

						茨城		日立市建設組合				中国 チュウゴク		鳥取		米子管工事業協同組合　青年部

						千葉		君津市管工事業協同組合						岡山		岡山市管工設備協同組合　

						千葉		銚子市管工事協同組合						岡山		協同組合倉敷市管事業協会　青年部会

						千葉		富津市管工事協同組合				四国 シコク		香川		三豊市上下水道工事業協同組合

						千葉		木更津市管工事業協同組合						徳島		徳島市指定上下水道工事店協同組合

						千葉		山武管工事業協同組合 サンブ カンコウジ ギョウ キョウドウ クミアイ						愛媛		愛媛県管工事協同組合連合会

						東京		東京都管工事工業協同組合				九州 キュウシュウ		福岡		福津市管工事協同組合

						東京		三多摩管工事協同組合						長崎		長崎市管工業協同組合　青年部

						神奈川		川崎市管工事業協同組合　						大分		日出町管工事業協同組合

						神奈川		横須賀市管工事協同組合						熊本		八代市管工事業協同組合

						神奈川		藤沢市管工事業協同組合						宮崎		日向管工事協同組合

						神奈川		県北管工事協同組合						宮崎		延岡市管工事業協同組合

						神奈川		茅ヶ崎管工事業協同組合						宮崎		宮崎管工事協同組合　青年部

						群馬 グンマ		太田市管工事協同組合　青年部会						鹿児島		出水管工事協同組合

												全国 ゼンコク		全国		全国管工事業協同組合連合会

































































Sheet3

				北海道・東北 ホッカイドウ トウホク

				北海道 ホッカイドウ

				青森 アオモリ		岩手 イワテ

				秋田 アキタ		宮城 ミヤギ

				山形 ヤマガタ		福井 フクイ

				関東 カントウ

				群馬 グンマ		千葉 チバ

				栃木 トチギ		東京 トウキョウ

				茨城 イバラキ		神奈川 カナガワ

				埼玉 サイタマ

				北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ

				新潟		福井

				富山		山梨

				石川		長野

				東海 トウカイ

				静岡 シズオカ		岐阜 ギフ

				愛知 アイチ		三重 ミエ

				近畿 キンキ

				滋賀 シガ		大阪 オオサカ

				京都 キョウト		兵庫 ヒョウゴ

				奈良 ナラ		和歌山 ワカヤマ
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・・・親会加入
・・・青年部加入

・・・支部加入

電気工事 508組合 35,423社
管工事 742組合 20,154社
消防設備 17組合 336社

（2021年5月19日現在）

※全日本電気工事業工業組合連合会
全国青年部協議会分の印は入れていません。
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エリア 都道府県 組合名 エリア 都道府県 組合名
北海道 北海道 留萌管工事業協同組合 山梨 韮崎市上水道工事協同組合

青森 社団法人青森県管工事業協会 富山 富山県管工事共同組合連合会　青年部
青森 青森県管工事業協同組合連合会　青年部協議会 愛知 蒲郡市上下水道工事協同組合
岩手 岩手県消防防災設備協同組合 愛知 稲沢市上下水道指定店協同組合
岩手 一般社団法人 岩手県空調衛生工事業協会　青年部 愛知 常滑市水道組合
岩手 岩手県管工事業協同組合連合会 愛知 名古屋市指定水道工事店協同組合
秋田 秋田管工事業協同組合 青年部協議会 愛知 豊田市管工事業協同組合
山形 山形市管工事協同組合　青年部 愛知 愛知県管工事業協同組合連合会
宮城 宮城県管工事業協同組合 三重 伊賀市上野水道協同組合
宮城 大崎市管工事業協同組合 三重 社団法人三重県管工事工業協会
宮城 石巻広域管工事業協同組合　青年部 関西 関西配管工事業協同組合
宮城 白石市管工事業協同組合 滋賀 滋賀県管工事業協同組合連合会
福島 郡山市管工事業協同組合 京都 京都府管工事工業協同組合　
福島 福島地区管工事協同組合　青年部 奈良 奈良市上下水道協同組合
栃木 小山市管工事業協同組合　青年部 奈良 大和郡山市上下水道協同組合
栃木 宇都宮市管工業協同組合　 兵庫 兵庫県管工事業協同組合連合会　青年部協議会
茨城 日立市指定管工事協同組合 兵庫 姫路市管工事業協同組合
茨城 日立市建設組合 鳥取 米子管工事業協同組合　青年部
千葉 君津市管工事業協同組合 岡山 岡山市管工設備協同組合　
千葉 銚子市管工事協同組合 岡山 協同組合倉敷市管事業協会　青年部会
千葉 富津市管工事協同組合 香川 三豊市上下水道工事業協同組合
千葉 木更津市管工事業協同組合 徳島 徳島市指定上下水道工事店協同組合
千葉 山武管工事業協同組合 愛媛 愛媛県管工事協同組合連合会
東京 東京都管工事工業協同組合 福岡 福津市管工事協同組合
東京 三多摩管工事協同組合 長崎 長崎市管工業協同組合　青年部

神奈川 川崎市管工事業協同組合　 大分 日出町管工事業協同組合
神奈川 横須賀市管工事協同組合 熊本 八代市管工事業協同組合
神奈川 藤沢市管工事業協同組合 宮崎 日向管工事協同組合
神奈川 県北管工事協同組合 宮崎 延岡市管工事業協同組合
神奈川 茅ヶ崎管工事業協同組合 宮崎 宮崎管工事協同組合　青年部
群馬 太田市管工事協同組合　青年部会 鹿児島 出水管工事協同組合

全国 全国 全国管工事業協同組合連合会

東北

関東

北陸・甲信越

東海

九州

四国

中国

近畿


電気工事

						電気工事 

				No.		組合名		都道府県		エリア

				39		北見地区電気工事業協同組合　5支部（149社） 09/11/11		北海道		北海道 ホッカイドウ

				56		北海道電気工事業工業組合青年部連合会　11支部（305社）13/9/2		北海道		東北 トウホク

				36		青森県電気工事業工業組合　青年部　7支部（143社） 09/6/1		青森		東北 トウホク

				8		協同組合一関電設工業会		岩手		東北 トウホク

				25		岩手県電業協会　13支部　		岩手		東北 トウホク

				42		岩手県電気工事業工業組合　11支部（337社）10/7/30		岩手		東北 トウホク

				52		仙台電気工事事業協同組合　青年部会（27社）		宮城		東北 トウホク

				18		秋田県電気工事工業組合　青年部		秋田		東北 トウホク

				7		山形県電気工事工業組合　5支部		山形		東北 トウホク

				9		福島県電気工事工業組合　相双支部		福島		東北 トウホク

				11		福島地区電気工事協同組合　青年部会		福島		東北 トウホク

				1		茨城県電気工事業工業組合　16支部		茨城		関東 カントウ

				32		栃木県電気工事業工業組合 12支部（838社） 08/9/1　		栃木		関東 カントウ

				10		群馬県電気工事工業組合　12支部		群馬		関東 カントウ

				19		埼玉県電気工事業工業組合　18支部		埼玉		関東 カントウ

				57		一般社団法人 埼玉県電業協会　5支部（69社）　13/9/2		埼玉		関東 カントウ

				28		千葉県電気工事工業組合 16支部（1,557社） 08/3/7		千葉		関東 カントウ

				49		東京都電気工事工業組合 板橋・北地区本部 8支部（211社）13/2		東京		関東 カントウ

				50		東京都電気工事工業組合 武蔵野地区本部（150社）13/2/28		東京		関東 カントウ

				53		東京都電気工事工業組合　21支部（2,914社）		東京		関東 カントウ

				2		神奈川県電気工事工業組合　横須賀地区本部		神奈川		関東 カントウ

				26		神奈川県電気工事工業組合 中地区本部 07/12/19 126社　		神奈川		関東 カントウ

				34		神奈川県電気工事工業組合　旭地区本部　08/10/1 95社　		神奈川		関東 カントウ

				41		神奈川県電気工事工業組合青年部会 18支部（180社）10/5/17		神奈川		関東 カントウ

				14		新潟県電気工事工業組合　13支部		新潟		北陸 ホクリク

				4		富山県電気工事工業組合　4支部　		富山		北陸 ホクリク

				5		富山県電気工事工業組合　富山支部　青年部		富山		北陸 ホクリク

				23		石川県電気工事業工業組合　3支部		石川		北陸 ホクリク

				15		福井県電気工事工業組合　7支部		福井		北陸 ホクリク

				37		山梨県電気工事工業組合 青年部会　8支部（80社） 09/9/14		山梨		中部 チュウブ

				58		長野県電気工事業工業組合青年部会　5支部（64社）　14/8/7		長野		中部 チュウブ

				31		岐阜県電気工事工業組合 5支部（959社） 08/5/15　		岐阜		中部 チュウブ

				3		静岡県東部電気工事協同組合　三島支部		静岡		中部 チュウブ

				12		静岡県電気工事工業組合　青年部会		静岡		中部 チュウブ

				20		静岡電気工業協同組合		静岡		中部 チュウブ

				38		静岡県東部電気工事協同組合　大仁支部（29社） 09/10/08		静岡		中部 チュウブ

				46		関西電気工事工業会青年部連合会　2府4県64支部 11/09/13		近畿地方 キンキ チホウ		近畿 キンキ

				45		滋賀県電気工事工業組合　8支部（344社）11/4/28		滋賀		近畿 キンキ

				47		京都府電気工事工業組合青年部5支部（82社）※関西電気工事工業会青年部連合会として加入　		京都		近畿 キンキ

				43		大阪府電気工事工業組合　14支部（2,593社）10/12/9		大阪		近畿 キンキ

				44		東大阪電気工事業協同組合(13社）11/4/28		大阪		近畿 キンキ

				29		兵庫県電気工事工業組合 12支部（1,971社） 08/3/10　		兵庫		近畿 キンキ

				30		奈良県電気工事工業組合 15支部（355社） 08/4/24　		奈良		近畿 キンキ

				27		和歌山県電気工事工業組合 08/2/25 604社		和歌山		近畿 キンキ

				51		岡山県電気工事工業組合　8支部（533社）		岡山		中国 チュウゴク

				54		広島県電気工事工業組合　10支部（639社）		広島		中国 チュウゴク

				55		山口県電気工事工業組合　9支部（267社）13/6/24		山口		中国 チュウゴク

				13		徳島県電気工事業工業組合　鴨島支部		徳島		四国 シコク

				33		徳島県電気工事業工業組合 青年部 7支部（127社）08/9/10　		徳島		四国 シコク

				22		愛媛県電気工事工業組合　13支部		愛媛		四国 シコク

				40		福岡県電気工事業工業組合　19支部（1,487社） 10/1/30		福岡		九州 キュウシュウ

				17		佐賀県電気工事業工業組合　12支部		佐賀		九州 キュウシュウ

				21		長崎県電気工事業工業組合　6支部		長崎		九州 キュウシュウ

				48		大分県電気工事業工業組合 青年部会（27社）		大分		九州 キュウシュウ

				6		宮崎県電気工事業工業組合　宮崎地区　青年部		宮崎		九州 キュウシュウ

				16		鹿児島県電気工事業工業組合　12支部		鹿児島		九州 キュウシュウ

				35		鹿児島県電設協会（80社） 08/11/5		鹿児島		九州 キュウシュウ

				24		沖縄県電気工事業工業組合　7支部		沖縄		沖縄 オキナワ





電気工事 (2)

										電気工事 

				No.		エリア		都道府県		組合名								支部数 シブ スウ		社数 シャ スウ		加入日 カニュウビ

				1		北海道 ホッカイドウ		北海道		北見地区電気工事業協同組合　5支部（149社） 09/11/11								5		149		2009/11/11

				2		東北 トウホク		北海道		北海道電気工事業工業組合青年部連合会　11支部（305社）13/9/2								11		305		2013/9/2

				3		東北 トウホク		青森		青森県電気工事業工業組合　青年部　7支部（143社） 09/6/1								7		143		2009/6/1

				4		東北 トウホク		岩手		協同組合一関電設工業会

				5		東北 トウホク		岩手		岩手県電業協会　13支部　								13		129		2007/9/21

				6		東北 トウホク		岩手		岩手県電気工事業工業組合　11支部（337社）10/7/30								11		337		2010/7/30

				7		東北 トウホク		宮城		仙台電気工事事業協同組合　青年部会（27社）										27

				8		東北 トウホク		秋田		秋田県電気工事工業組合　青年部

				9		東北 トウホク		山形		山形県電気工事工業組合　5支部								5				2006/7/13

				10		東北 トウホク		福島		福島県電気工事工業組合　相双支部												2006/7/7

				11		東北 トウホク		福島		福島地区電気工事協同組合　青年部会												2006/7/12

				12		関東 カントウ		茨城		茨城県電気工事業工業組合　16支部								16

				13		関東 カントウ		栃木		栃木県電気工事業工業組合 12支部（838社） 08/9/1　								12		838		2008/9/4

				14		関東 カントウ		群馬		群馬県電気工事工業組合　12支部								12

				15		関東 カントウ		埼玉		埼玉県電気工事業工業組合　18支部								18				2007/6/11

				16		関東 カントウ		埼玉		一般社団法人 埼玉県電業協会　5支部（69社）　13/9/2								5		69		2013/9/2

				17		関東 カントウ		千葉		千葉県電気工事工業組合 16支部（1,557社） 08/3/7								16		1,557		2008/3/17

				18		関東 カントウ		東京		東京都電気工事工業組合 板橋・北地区本部 8支部（211社）13/2								8		211		2013/2/19

				19		関東 カントウ		東京		東京都電気工事工業組合 武蔵野地区本部（150社）13/2/28										150		2013/2/28

				20		関東 カントウ		東京		東京都電気工事工業組合　21支部（2,914社）								21		2,914		2013/4/2

				21		関東 カントウ		神奈川		神奈川県電気工事工業組合　横須賀地区本部

				22		関東 カントウ		神奈川		神奈川県電気工事工業組合 中地区本部 07/12/19 126社　										126		2007/12/19

				23		関東 カントウ		神奈川		神奈川県電気工事工業組合　旭地区本部　08/10/1 95社　										95		2008/10/1

				24		関東 カントウ		神奈川		神奈川県電気工事工業組合青年部会 18支部（180社）10/5/17								18		180		2010/5/17

				25		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		新潟		新潟県電気工事工業組合　13支部								13				-

				26		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		富山		富山県電気工事工業組合　4支部　								4				2006/6/20

				27		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		富山		富山県電気工事工業組合　富山支部　青年部

				28		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		石川		石川県電気工事業工業組合　3支部								3		484		2007/6/28

				29		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		福井		福井県電気工事工業組合　7支部								7				2007/3/19

				30		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		山梨		山梨県電気工事工業組合 青年部会　8支部（80社） 09/9/14								8		80		2009/9/14

				31		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		長野		長野県電気工事業工業組合青年部会　5支部（64社）　14/8/7								5		64		2014/8/7

				32		東海 トウカイ		岐阜		岐阜県電気工事工業組合 5支部（959社） 08/5/15　								5		959		2008/5/15

				33		東海 トウカイ		静岡		静岡県東部電気工事協同組合　三島支部												-

				34		東海 トウカイ		静岡		静岡県電気工事工業組合　青年部会												2006/

				35		東海 トウカイ		静岡		静岡電気工業協同組合												2007/6/5

				36		東海 トウカイ		静岡		静岡県東部電気工事協同組合　大仁支部（29社） 09/10/08										29		2009/10/8

				37		近畿 キンキ		近畿地方 キンキ チホウ		関西電気工事工業会青年部連合会　2府4県64支部 11/09/13								64		700		2011/8/23

				38		近畿 キンキ		滋賀		滋賀県電気工事工業組合　8支部（344社）11/4/28								8		344		2011/4/28

				39		近畿 キンキ		京都		京都府電気工事工業組合青年部5支部（82社）※関西電気工事工業会青年部連合会として加入　										82

				40		近畿 キンキ		大阪		大阪府電気工事工業組合　14支部（2,593社）10/12/9								14		2,593		2010/12/9

				41		近畿 キンキ		大阪		東大阪電気工事業協同組合(13社）11/4/28										13		2011/4/28

				42		近畿 キンキ		兵庫		兵庫県電気工事工業組合 12支部（1,971社） 08/3/10　								12		1,971		2008/3/31

				43		近畿 キンキ		奈良		奈良県電気工事工業組合 15支部（355社） 08/4/24　								15		355		2008/4/24

				44		近畿 キンキ		和歌山		和歌山県電気工事工業組合 08/2/25 604社								8		604		2008/2/25

						中国 チュウゴク				全中国電気工事組合連合会青年部協議会　23支部（346社）　18/3/30 ゼン チュウゴク デンキ コウジ クミアイ レンゴウカイ セイネン ブ キョウギカイ シブ シャ								23		346		2018/3/30

				45		中国 チュウゴク		岡山		岡山県電気工事工業組合　8支部（533社）								8		533		2013/3/13

				46		中国 チュウゴク		広島		広島県電気工事工業組合　10支部（639社）								10		693		2013/4/1

				47		中国 チュウゴク		山口		山口県電気工事工業組合　9支部（267社）13/6/24								9		267		2013/6/24

				48		四国 シコク		徳島		徳島県電気工事業工業組合　鴨島支部												2006/12/20

				49		四国 シコク		徳島		徳島県電気工事業工業組合 青年部 7支部（127社）08/9/10　								7		127		2008/9/10

				50		四国 シコク		愛媛		愛媛県電気工事工業組合　13支部								13		888		2007/6/12

				51		九州 キュウシュウ		福岡		福岡県電気工事業工業組合　19支部（1,487社） 10/1/30								19		1,487		2010/1/30

				52		九州 キュウシュウ		佐賀		佐賀県電気工事業工業組合　12支部								12				2007/4/4

				53		九州 キュウシュウ		長崎		長崎県電気工事業工業組合　6支部								6		464		2007/6/11

				54		九州 キュウシュウ		大分		大分県電気工事業工業組合 青年部会（27社）										27

				55		九州 キュウシュウ		宮崎		宮崎県電気工事業工業組合　宮崎地区　青年部

				56		九州 キュウシュウ		鹿児島		鹿児島県電気工事業工業組合　12支部								12				2007/3/16

				57		九州 キュウシュウ		鹿児島		鹿児島県電設協会（82社） 08/11/5										82		2008/11/5

				58		沖縄 オキナワ		沖縄		沖縄県電気工事業工業組合　7支部								7				2007/7/11

						合計 ゴウケイ												470		20,422





電気工事 (3)

										電気工事 

				No.		エリア		都道府県		組合名		支部数 シブ スウ		社数 シャ スウ		加入日 カニュウビ		県工組で
入会 ケン コウ グミ ニュウカイ

				1		北海道 ホッカイドウ		北海道		北見地区電気工事業協同組合		5		149		2009/11/11

				2		北海道 ホッカイドウ		北海道		北海道電気工事業工業組合　青年部連合会		11		305		2013/9/2		○

				3		東北 トウホク		青森		青森県電気工事業工業組合　青年部		7		143		2009/6/1		○

				4		東北 トウホク		秋田		秋田県電気工事工業組合　青年部								○

				5		東北 トウホク		山形		山形県電気工事工業組合		5				2006/7/13		○

				6		東北 トウホク		岩手		協同組合一関電設工業会

				7		東北 トウホク		岩手		岩手県電業協会		13		129		2007/9/21		○

				8		東北 トウホク		岩手		岩手県電気工事業工業組合		11		337		2010/7/30		○

				9		東北 トウホク		宮城		仙台電気工事事業協同組合　青年部会				27

				10		東北 トウホク		福島		福島県電気工事工業組合　相双支部						2006/7/7

				11		東北 トウホク		福島		福島地区電気工事協同組合　青年部会						2006/7/12

				12		東北 トウホク		福島		相双地区電気工事協同組合 ソウ ソウ チク デンキ コウジ キョウドウ クミアイ						2006/6/29

				13		東北 トウホク		福島		相双地区電気工事協同組合　青年部 ソウ ソウ チク デンキ コウジ キョウドウ クミアイ セイネン ブ						2007/1/23

				14		関東 カントウ		群馬		群馬県電気工事工業組合		12						○

				15		関東 カントウ		栃木		栃木県電気工事業工業組合		12		838		2008/9/4		○

				16		関東 カントウ		茨城		茨城県電気工事業工業組合		16						○

						関東 カントウ		茨城		一般社団法人茨城県電設業協会				83		2017/8/1

				17		関東 カントウ		埼玉		一般社団法人 埼玉県電業協会		5		69		2013/9/2		○

				18		関東 カントウ		埼玉		埼玉県電気工事業工業組合		18				2007/6/11		○

				19		関東 カントウ		千葉		千葉県電気工事工業組合		16		1,557		2008/3/17		○

		Щ				関東 カントウ		千葉		一般社団法人 千葉県電業協会 イッパン シャダン ホウジン ギョウ キョウカイ				108		2014/12/18

				20		関東 カントウ		東京		東京都電気工事工業組合		21		2,914		2013/4/2		○

				21		関東 カントウ		東京		東京都電気工事工業組合　板橋・北地区本部		8		211		2013/2/19

				22		関東 カントウ		東京		東京都電気工事工業組合　武蔵野地区本部				150		2013/2/28

				23		関東 カントウ		東京		東京都電気工事工業組　豊島地区本部 トシマ						2006/

				24		関東 カントウ		神奈川		神奈川県電気工事工業組合　横須賀地区本部

				25		関東 カントウ		神奈川		神奈川県電気工事工業組合　中地区本部				126		2007/12/19

				26		関東 カントウ		神奈川		神奈川県電気工事工業組合　旭地区本部				95		2008/10/1

				27		関東 カントウ		神奈川		神奈川県電気工事工業組合　青年部会		18		180		2010/5/17		○

				28		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		新潟		新潟県電気工事工業組合		13						○

				29		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		富山		富山県電気工事工業組合		4				2006/6/20

				30		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		富山		富山県電気工事工業組合　富山支部　青年部

				31		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		石川		石川県電気工事業工業組合		3		484		2007/6/28		○

				32		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		福井		福井県電気工事工業組合		7				2007/3/19		○

				33		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		山梨		山梨県電気工事工業組合　青年部会		8		80		2009/9/14		○

				34		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		長野		長野県電気工事業工業組合　青年部会		5		64		2014/8/7		○

				No.		エリア		都道府県		組合名		支部数 シブ スウ		社数 シャ スウ		加入日 カニュウビ		県工組で
入会 ケン コウ グミ ニュウカイ

				35		東海 トウカイ		静岡		静岡県東部電気工事協同組合　三島支部

				36		東海 トウカイ		静岡		静岡県電気工事工業組合　青年部会						2006/		○

				37		東海 トウカイ		静岡		静岡電気工業協同組合						2007/6/5

				38		東海 トウカイ		静岡		静岡県東部電気工事協同組合　大仁支部				29		2009/10/8

				39		東海 トウカイ		岐阜		岐阜県電気工事工業組合		5		959		2008/5/15		○

				40		近畿 キンキ		近畿地方 キンキ チホウ		関西電気工事工業会青年部連合会　2府4県64支部		64		700		2011/8/23		○

				41		近畿 キンキ		滋賀		滋賀県電気工事工業組合		8		344		2011/4/28		○

				42		近畿 キンキ		京都		京都府電気工事工業組合　青年部
※関西電気工事工業会青年部連合会として加入　				82				○

				43		近畿 キンキ		奈良		奈良県電気工事工業組合		15		355		2008/4/24		○

				44		近畿 キンキ		大阪		大阪府電気工事工業組合		14		2,593		2010/12/9		○

				45		近畿 キンキ		大阪		東大阪電気工事業協同組合				13		2011/4/28

				46		近畿 キンキ		兵庫		兵庫県電気工事工業組合		12		1,971		2008/3/31		○

				47		近畿 キンキ		和歌山		和歌山県電気工事工業組合		8		604		2008/2/25		○

						中国 チュウゴク				全中国電気工事組合連合会青年部協議会		23		346		2018/3/30

				48		中国 チュウゴク		岡山		岡山県電気工事工業組合		8		533		2013/3/13		○

				49		中国 チュウゴク		広島		広島県電気工事工業組合		10		693		2013/4/1		○

				50		中国 チュウゴク		山口		山口県電気工事工業組合		9		267		2013/6/24		○

				51		中国 チュウゴク		山口		山口県電気工事工業組合　青年部 セイネン ブ		9		46		2007/11/29

						四国 シコク		四国 シコク		四国電気工事組合連合会　青年部 シコク デンキ コウジ クミアイ レンゴウカイ セイネン ブ		29		457		2014/12/22

				52		四国 シコク		徳島		徳島県電気工事業工業組合　鴨島支部						2006/12/20

				53		四国 シコク		徳島		徳島県電気工事業工業組合　青年部		7		127		2008/9/10		○

				54		四国 シコク		愛媛		愛媛県電気工事工業組合		13		888		2007/6/12		○

				55		九州 キュウシュウ		福岡		福岡県電気工事業工業組合		19		1,487		2010/1/30		○

				56		九州 キュウシュウ		福岡		電九協福岡電設協同組合 デンキュウキョウフクオカデンセツ キョウドウ クミアイ				201		2006/11/28

				57		九州 キュウシュウ		佐賀		佐賀県電気工事業工業組合		12				2007/4/4		○

				58		九州 キュウシュウ		長崎		長崎県電気工事業工業組合		6		464		2007/6/11		○

				59		九州 キュウシュウ		大分		大分県電気工事業工業組合　青年部会				27				○

				60		九州 キュウシュウ		宮崎		宮崎県電気工事業工業組合　宮崎地区　青年部

				61		九州 キュウシュウ		鹿児島		鹿児島県電気工事業工業組合		12				2007/3/16		○

				62		九州 キュウシュウ		鹿児島		一般社団法人 鹿児島県電設協会 イッパン シャダン ホウジン				82		2008/11/5		○

				63		沖縄 オキナワ		沖縄		沖縄県電気工事業工業組合		7				2007/7/11		○





電気工事 (4)

								電気工事 



				エリア		都道府県		組合名				エリア		都道府県		組合名

				北海道 ホッカイドウ		北海道		北見地区電気工事業協同組合				東海 トウカイ		静岡		静岡県東部電気工事協同組合　三島支部

						北海道		北海道電気工事業工業組合　青年部連合会						静岡		静岡県電気工事工業組合　青年部会

				東北 トウホク		青森		青森県電気工事業工業組合　青年部						静岡		静岡電気工業協同組合

						秋田		秋田県電気工事工業組合　青年部						静岡		静岡県東部電気工事協同組合　大仁支部

						山形		山形県電気工事工業組合						岐阜		岐阜県電気工事工業組合

						岩手		協同組合一関電設工業会						三重		三重県電気工事業工業組合　青年部 ミエケン デンキ コウジ ギョウ コウギョウ クミアイ セイネン ブ

						岩手		岩手県電業協会				近畿 キンキ		近畿 キンキ		関西電気工事工業会青年部連合会　2府4県

						岩手		岩手県電気工事業工業組合						滋賀		滋賀県電気工事工業組合

						宮城		仙台電気工事事業協同組合　青年部会						京都		京都府電気工事工業組合　青年部

						福島		福島県電気工事工業組合　相双支部						京都		京都府電気工事工業協同組合 キョウドウ クミアイ

						福島		福島地区電気工事協同組合　青年部会						奈良		奈良県電気工事工業組合

				関東 カントウ		群馬		群馬県電気工事工業組合						大阪		大阪府電気工事工業組合

						栃木		栃木県電気工事業工業組合						大阪		東大阪電気工事業協同組合

						茨城		茨城県電気工事業工業組合						兵庫		兵庫県電気工事工業組合

						茨城		一般社団法人茨城県電設業協会						和歌山		和歌山県電気工事工業組合

						埼玉		一般社団法人 埼玉県電業協会				中国 チュウゴク		中国 チュウゴク		全中国電気工事組合連合会 青年部協議会 ゼン チュウゴク デンキ コウジ クミアイ レンゴウカイ セイネン ブ キョウギカイ

						埼玉		埼玉県電気工事業工業組合						岡山		岡山県電気工事工業組合

						千葉		千葉県電気工事工業組合						広島		広島県電気工事工業組合

						千葉		一般社団法人 千葉県電業協会						山口		山口県電気工事工業組合

						東京		東京都電気工事工業組合				四国 シコク		徳島		徳島県電気工事業工業組合　鴨島支部

						神奈川		神奈川県電気工事工業組合　横須賀地区本部						愛媛		愛媛県電気工事工業組合

						神奈川		神奈川県電気工事工業組合　中地区本部						四国 シコク		四国電気工事組合連合会　青年部 セイネン ブ

						神奈川		神奈川県電気工事工業組合　旭地区本部				九州 キュウシュウ		福岡		福岡県電気工事業工業組合

						神奈川		神奈川県電気工事工業組合　青年部会						福岡		電九協福岡電設協同組合 デンキュウキョウフクオカデンセツ キョウドウ クミアイ

						新潟		新潟県電気工事工業組合						佐賀		佐賀県電気工事業工業組合

				北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		富山		富山県電気工事工業組合						長崎		長崎県電気工事業工業組合

						富山		富山県電気工事工業組合　富山支部　青年部						大分		大分県電気工事業工業組合　青年部会

						石川		石川県電気工事業工業組合						宮崎		宮崎県電気工事業工業組合　宮崎地区　青年部

						福井		福井県電気工事工業組合						鹿児島		鹿児島県電気工事業工業組合

						山梨		山梨県電気工事工業組合　青年部会						鹿児島		鹿児島県電設協会

						長野		長野県電気工事業工業組合　青年部会						沖縄		沖縄県電気工事業工業組合

												全国 ゼンコク		全国		全日本電気工事業工業組合連合会 全国青年部協議会































































管工事

						管工事 

				No.　		組合名		都道府県		エリア

				36		留萌管工事業協同組合（11社：H20.7.14）		北海道		北海道 ホッカイドウ

				34		社団法人青森県管工事業協会（87社：H20.3.31）		青森		東北 トウホク

				35		青森県管工事業協同組合連合会 青年部協議会 5支部（85社：H20.4.30）		青森		東北 トウホク

				15		岩手県消防防災設備協同組合		岩手		東北 トウホク

				28		一般社団法人 岩手県空調衛生工事業協会 青年部		岩手		東北 トウホク

				31		岩手県管工事業協同組合連合会　10支部		岩手		東北 トウホク

				13		大崎市管工事業協同組合		宮城		東北 トウホク

				21		石巻広域管工事業協同組合　青年部		宮城		東北 トウホク

				30		白石市管工事業協同組合		宮城		東北 トウホク

				47		山形市管工事協同組合青年部（21社：H22.8）		山形		東北 トウホク

				19		郡山市管工事業協同組合		福島		東北 トウホク

				33		福島地区管工事協同組合　青年部		福島		東北 トウホク

				50		日立市指定管工事協同組合（35社：H24.12.10）		茨城		関東 カントウ

				51		日立市建設組合（930社：H25.1）		茨城		関東 カントウ

				9		小山市管工事業協同組合　青年部		栃木		関東 カントウ

				10		宇都宮市管工業協同組合　		栃木		関東 カントウ

				6		君津市管工事業協同組合		千葉		関東 カントウ

				7		銚子市管工事協同組合		千葉		関東 カントウ

				8		富津市管工事協同組合		千葉		関東 カントウ

				45		木更津市管工事業協同組合（19社：H21.11.16）		千葉		関東 カントウ

				39		東京都管工事工業協同組合　26支部（1,361社：H20.9.10）		東京		関東 カントウ

				42		三多摩管工事協同組合 26支部（470社：H21.2.23）		東京		関東 カントウ

				3		川崎市管工事業協同組合　		神奈川		関東 カントウ

				4		横須賀市管工事協同組合		神奈川		関東 カントウ

				14		藤沢市管工事業協同組合		神奈川		関東 カントウ

				18		県北管工事協同組合		神奈川		関東 カントウ

				27		茅ヶ崎管工事業協同組合		神奈川		関東 カントウ

				52		韮崎市上水道工事協同組合（10社：H25.1）		山梨		中部 チュウブ

				16		蒲郡市上下水道工事協同組合		愛知		中部 チュウブ

				25		稲沢市上下水道指定店協同組合		愛知		中部 チュウブ

				29		常滑市水道組合		愛知		中部 チュウブ

				53		名古屋市指定水道工事店協同組合 16支部（325社：H25.5）		愛知		中部 チュウブ

				55		愛知県管工事業協同組合連合会青年部協議会 15支部（247社：H26.4.7）		愛知		中部 チュウブ

				37		伊賀市上野水道協同組合（24社：H20.7.10）		三重		中部 チュウブ

				44		社団法人三重県管工事工業協会（80社：H21.9.25）		三重		中部 チュウブ

				32		滋賀県管工事業協同組合連合会　11支部		滋賀		近畿 キンキ

				5		京都府管工事工業協同組合　		京都		近畿 キンキ

				46		兵庫県管工事業協同組合連合会青年部協議会 7支部（92社：H22.7.22）		兵庫		近畿 キンキ

				48		姫路市管工事業協同組合（73社：H22.12.1）		兵庫		近畿 キンキ

				11		奈良市上下水道協同組合		奈良		近畿 キンキ

				24		大和郡山市上下水道協同組合		奈良		近畿 キンキ

				26		米子管工事業協同組合　青年部		鳥取		中国 チュウゴク

				1		岡山市管工設備協同組合　		岡山		中国 チュウゴク

				2		協同組合倉敷市管事業協会　青年部会		岡山		中国 チュウゴク

				43		徳島市指定上下水道工事店協同組合（58社：H21.4.3）		徳島		四国 シコク

				49		三豊市上下水道工事業協同組合 7支部（54社：H23.4.13）		香川		四国 シコク

				40		愛媛県管工事協同組合連合会　13支部（332社：H20.10.20）		愛媛		四国 シコク

				12		福津市管工事協同組合		福岡		九州 キュウシュウ

				23		長崎市管工業協同組合　青年部		長崎		九州 キュウシュウ

				41		八代市管工事業協同組合（21社：H21.1.5）		熊本		九州 キュウシュウ

				22		日出町管工事業協同組合		大分		九州 キュウシュウ

				17		日向管工事協同組合		宮崎		九州 キュウシュウ

				20		延岡市管工事業協同組合		宮崎		九州 キュウシュウ

				54		宮崎管工事協同組合青年部（32社：H25.7）		宮崎		九州 キュウシュウ

				38		出水管工事協同組合（23社：H20.8.28）		鹿児島		九州 キュウシュウ

				56		全国管工事業協同組合連合会青年部協議会 24都道府県28団体（1,528社：H26.5.27）		全国		全国 ゼンコク





管工事 (2)

										管工事 

				No.		エリア		都道府県		組合名		支部数 シブ スウ		社数 シャ スウ		加入日 カニュウビ

				1		北海道 ホッカイドウ		北海道		留萌管工事業協同組合（11社：H20.7.14）				11		2008/7/15

				2		東北 トウホク		青森		社団法人青森県管工事業協会（87社：H20.3.31）				87		2008/3/31

				3		東北 トウホク		青森		青森県管工事業協同組合連合会 青年部協議会 5支部（85社：H20.4.30）		5		85		2008/4/30

				4		東北 トウホク		岩手		岩手県消防防災設備協同組合

				5		東北 トウホク		岩手		一般社団法人 岩手県空調衛生工事業協会 青年部

				6		東北 トウホク		岩手		岩手県管工事業協同組合連合会　10支部		10

				7		東北 トウホク		宮城		大崎市管工事業協同組合						2006/7/26

				8		東北 トウホク		宮城		石巻広域管工事業協同組合　青年部

				9		東北 トウホク		宮城		白石市管工事業協同組合				16		2007/5/21

				10		東北 トウホク		山形		山形市管工事協同組合青年部（21社：H22.8）				21		2010/8/　

				11		東北 トウホク		福島		郡山市管工事業協同組合

				12		東北 トウホク		福島		福島地区管工事協同組合　青年部				35		2007/10/25

				13		関東 カントウ		茨城		日立市指定管工事協同組合（35社：H24.12.10）				35		2012/12/10

				14		関東 カントウ		茨城		日立市建設組合（930社：H25.1）				930		2012/7/24

				15		関東 カントウ		栃木		小山市管工事業協同組合　青年部

				16		関東 カントウ		栃木		宇都宮市管工業協同組合　

				17		関東 カントウ		千葉		君津市管工事業協同組合

				18		関東 カントウ		千葉		銚子市管工事協同組合

				19		関東 カントウ		千葉		富津市管工事協同組合

				20		関東 カントウ		千葉		木更津市管工事業協同組合（19社：H21.11.16）				19		2009/11/16

				21		関東 カントウ		東京		東京都管工事工業協同組合　26支部（1,361社：H20.9.10）		26		1,361		2008/9/10

				22		関東 カントウ		東京		三多摩管工事協同組合 28支部（470社：H21.2.23）		28		470		2009/2/23

				23		関東 カントウ		神奈川		川崎市管工事業協同組合　						2006/

				24		関東 カントウ		神奈川		横須賀市管工事協同組合						2006/

				25		関東 カントウ		神奈川		藤沢市管工事業協同組合						2006/9/26

				26		関東 カントウ		神奈川		県北管工事協同組合						2007/3/14

				27		関東 カントウ		神奈川		茅ヶ崎管工事業協同組合

				28		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		山梨		韮崎市上水道工事協同組合（10社：H25.1）				41		2007/4/4

				29		東海 トウカイ		愛知		蒲郡市上下水道工事協同組合				15		2006/12/14

				30		東海 トウカイ		愛知		稲沢市上下水道指定店協同組合

				31		東海 トウカイ		愛知		常滑市水道組合

				32		東海 トウカイ		愛知		名古屋市指定水道工事店協同組合 16支部（325社）		16		325		2013/5/15

				33		東海 トウカイ		愛知		愛知県管工事業協同組合連合会青年部協議会 15支部（247社：H26.4.7）		15		247		2014/4/7

				34		東海 トウカイ		三重		伊賀市上野水道協同組合（22社：H20.7.10）				22		2008/7/10

				35		東海 トウカイ		三重		社団法人三重県管工事工業協会（80社：H21.9.25）				80		2009/9/25

				36		近畿 キンキ		滋賀		滋賀県管工事業協同組合連合会　11支部		11		305		2007/9/25

				37		近畿 キンキ		京都		京都府管工事工業協同組合　						2006/4/24

				38		近畿 キンキ		兵庫		兵庫県管工事業協同組合連合会青年部協議会 7支部（92社：H22.7.22）		7		92		2010/7/22

				39		近畿 キンキ		兵庫		姫路市管工事業協同組合（73社：H22.12.1）				73		2010/12/1

				40		近畿 キンキ		奈良		奈良市上下水道協同組合

				41		近畿 キンキ		奈良		大和郡山市上下水道協同組合						2007/3/29

				42		中国 チュウゴク		鳥取		米子管工事業協同組合　青年部

				43		中国 チュウゴク		岡山		岡山市管工設備協同組合　						2006/

				44		中国 チュウゴク		岡山		協同組合倉敷市管事業協会　青年部会

				45		四国 シコク		徳島		徳島市指定上下水道工事店協同組合（58社：H21.4.3）				58		2009/4/3

				46		四国 シコク		香川		三豊市上下水道工事業協同組合 7支部（54社：H23.4.13）		7		54		2009/4/13

				47		四国 シコク		愛媛		愛媛県管工事協同組合連合会　13支部（332社：H20.10.20）		13		332		2008/10/20

				48		九州 キュウシュウ		福岡		福津市管工事協同組合						2006/3/30

				49		九州 キュウシュウ		長崎		長崎市管工業協同組合　青年部				16		2007/3/30

				50		九州 キュウシュウ		熊本		八代市管工事業協同組合（21社：H21.1.5）				21		2009/1/5

				51		九州 キュウシュウ		大分		日出町管工事業協同組合

				52		九州 キュウシュウ		宮崎		日向管工事協同組合

				53		九州 キュウシュウ		宮崎		延岡市管工事業協同組合

				54		九州 キュウシュウ		宮崎		宮崎管工事協同組合青年部（32社：H25.7）				32		2013/7/

				55		九州 キュウシュウ		鹿児島		出水管工事協同組合（23社：H20.8.28）				23		2008/8/28

				56		全国 ゼンコク		全国		全国管工事業協同組合連合会青年部協議会 24都道府県28団体（1,528社：H26.5.27）				1,528		2014/5/27

						合計 ゴウケイ						138		6,334





管工事 (3)

										管工事 

				No.		エリア		都道府県		組合名		支部数 シブ スウ		社数 シャ スウ		加入日 カニュウビ		県連で
入会 ケン レン ニュウカイ

				1		北海道 ホッカイドウ		北海道		留萌管工事業協同組合				11		2008/7/15

				2		東北 トウホク		青森		社団法人青森県管工事業協会				87		2008/3/31		○

				3		東北 トウホク		青森		青森県管工事業協同組合連合会　青年部協議会		5		85		2008/4/30		○

				4		東北 トウホク		岩手		岩手県消防防災設備協同組合

				5		東北 トウホク		岩手		一般社団法人 岩手県空調衛生工事業協会　青年部

				6		東北 トウホク		岩手		岩手県管工事業協同組合連合会		10						○

				7		東北 トウホク		山形		山形市管工事協同組合　青年部				21		2010/8/　

				8		東北 トウホク		宮城		大崎市管工事業協同組合						2006/7/26

				9		東北 トウホク		宮城		石巻広域管工事業協同組合　青年部

				10		東北 トウホク		宮城		白石市管工事業協同組合				16		2007/5/21

				11		東北 トウホク		福島		郡山市管工事業協同組合

				12		東北 トウホク		福島		福島地区管工事協同組合　青年部				35		2007/10/25

				13		関東 カントウ		栃木		小山市管工事業協同組合　青年部

				14		関東 カントウ		栃木		宇都宮市管工業協同組合　

				15		関東 カントウ		茨城		日立市指定管工事協同組合				35		2012/12/10

				16		関東 カントウ		茨城		日立市建設組合				930		2012/7/24

				17		関東 カントウ		千葉		君津市管工事業協同組合

				18		関東 カントウ		千葉		銚子市管工事協同組合

				19		関東 カントウ		千葉		富津市管工事協同組合

				20		関東 カントウ		千葉		木更津市管工事業協同組合				19		2009/11/16

				21		関東 カントウ		東京		東京都管工事工業協同組合		26		1,361		2008/9/10

				22		関東 カントウ		東京		三多摩管工事協同組合		28		470		2009/2/23

				23		関東 カントウ		神奈川		川崎市管工事業協同組合　						2006/

				24		関東 カントウ		神奈川		横須賀市管工事協同組合						2006/

				25		関東 カントウ		神奈川		藤沢市管工事業協同組合						2006/9/26

				26		関東 カントウ		神奈川		県北管工事協同組合						2007/3/14

				27		関東 カントウ		神奈川		茅ヶ崎管工事業協同組合

				28		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		山梨		韮崎市上水道工事協同組合				41		2007/4/4

						北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		富山 トヤマ		富山県管工事共同組合連合会　青年部 トヤマケン カン コウジ キョウドウ クミアイ レンゴウカイ セイネン ブ		11		157		2014/12/5

				29		東海 トウカイ		愛知		蒲郡市上下水道工事協同組合				15		2006/12/14

				30		東海 トウカイ		愛知		稲沢市上下水道指定店協同組合

				31		東海 トウカイ		愛知		常滑市水道組合

				32		東海 トウカイ		愛知		名古屋市指定水道工事店協同組合		16		325		2013/5/15

				33		東海 トウカイ		愛知		愛知県管工事業協同組合連合会　青年部協議会		15		247		2014/4/7		○

				34		東海 トウカイ		三重		伊賀市上野水道協同組合				22		2008/7/10

				35		東海 トウカイ		三重		社団法人三重県管工事工業協会				80		2009/9/25		○

				No.		エリア		都道府県		組合名		支部数 シブ スウ		社数 シャ スウ		加入日 カニュウビ		県連で
入会 ケン レン ニュウカイ

						近畿 キンキ		関西 カンサイ		関西配管工事業協同組合				35		2018/7/12

				36		近畿 キンキ		滋賀		滋賀県管工事業協同組合連合会		11		305		2007/9/25		○

				37		近畿 キンキ		京都		京都府管工事工業協同組合　						2006/4/24

				38		近畿 キンキ		奈良		奈良市上下水道協同組合

				39		近畿 キンキ		奈良		大和郡山市上下水道協同組合						2007/3/29

				40		近畿 キンキ		兵庫		兵庫県管工事業協同組合連合会　青年部協議会		7		92		2010/7/22		○

				41		近畿 キンキ		兵庫		姫路市管工事業協同組合				73		2010/12/1

				42		近畿 キンキ		兵庫		西宮管工事業協同組合 ニシノミヤ カン コウジギョウ キョウドウ クミアイ				30		2007/5/31

				43		中国 チュウゴク		鳥取		米子管工事業協同組合　青年部

				44		中国 チュウゴク		岡山		岡山市管工設備協同組合　						2006/

				45		中国 チュウゴク		岡山		協同組合倉敷市管事業協会　青年部会

				46		四国 シコク		香川		三豊市上下水道工事業協同組合		7		54		2009/4/13

				47		四国 シコク		徳島		徳島市指定上下水道工事店協同組合				58		2009/4/3

				48		四国 シコク		愛媛		愛媛県管工事協同組合連合会		13		332		2008/10/20		○

				49		四国 シコク		愛媛		新居浜市管工事業協同組合 ニイハマ シ カン コウジ ギョウ キョウドウ クミアイ						2006/10/20

				50		九州 キュウシュウ		福岡		福津市管工事協同組合						2006/3/30

				51		九州 キュウシュウ		長崎		長崎市管工業協同組合　青年部				16		2007/3/30

				52		九州 キュウシュウ		大分		日出町管工事業協同組合

				53		九州 キュウシュウ		熊本		八代市管工事業協同組合				21		2009/1/5

				54		九州 キュウシュウ		宮崎		日向管工事協同組合

				55		九州 キュウシュウ		宮崎		延岡市管工事業協同組合

				56		九州 キュウシュウ		宮崎		宮崎管工事協同組合　青年部				32		2013/7/

				57		九州 キュウシュウ		鹿児島		出水管工事協同組合				23		2008/8/28

				58		全国 ゼンコク		全国		全国管工事業協同組合連合会青年部協議会 24都道府県28団体				1,528		2014/5/27		○

				59		全国 ゼンコク		全国		全国管工事業協同組合連合会 644団体 ダンタイ				19,467		2015/3　内示 ナイジ		○





管工事 (4)

								管工事 



				エリア		都道府県		組合名				エリア		都道府県		組合名

				北海道 ホッカイドウ		北海道		留萌管工事業協同組合				北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		山梨		韮崎市上水道工事協同組合

				東北 トウホク		青森		社団法人青森県管工事業協会						富山 トヤマ		富山県管工事共同組合連合会　青年部

						青森		青森県管工事業協同組合連合会　青年部協議会				東海 トウカイ		愛知		蒲郡市上下水道工事協同組合

						岩手		岩手県消防防災設備協同組合						愛知		稲沢市上下水道指定店協同組合

						岩手		一般社団法人 岩手県空調衛生工事業協会　青年部						愛知		常滑市水道組合

						岩手		岩手県管工事業協同組合連合会						愛知		名古屋市指定水道工事店協同組合

						秋田 アキタ		秋田管工事業協同組合 青年部協議会						愛知		豊田市管工事業協同組合

						山形		山形市管工事協同組合　青年部						愛知		愛知県管工事業協同組合連合会

						宮城		宮城県管工事業協同組合						三重		伊賀市上野水道協同組合

						宮城		大崎市管工事業協同組合						三重		社団法人三重県管工事工業協会

						宮城		石巻広域管工事業協同組合　青年部				近畿 キンキ		関西 カンサイ		関西配管工事業協同組合

						宮城		白石市管工事業協同組合						滋賀		滋賀県管工事業協同組合連合会

						福島		郡山市管工事業協同組合						京都		京都府管工事工業協同組合　

						福島		福島地区管工事協同組合　青年部						奈良		奈良市上下水道協同組合

				関東 カントウ		栃木		小山市管工事業協同組合　青年部						奈良		大和郡山市上下水道協同組合

						栃木		宇都宮市管工業協同組合　						兵庫		兵庫県管工事業協同組合連合会　青年部協議会

						茨城		日立市指定管工事協同組合						兵庫		姫路市管工事業協同組合

						茨城		日立市建設組合				中国 チュウゴク		鳥取		米子管工事業協同組合　青年部

						千葉		君津市管工事業協同組合						岡山		岡山市管工設備協同組合　

						千葉		銚子市管工事協同組合						岡山		協同組合倉敷市管事業協会　青年部会

						千葉		富津市管工事協同組合				四国 シコク		香川		三豊市上下水道工事業協同組合

						千葉		木更津市管工事業協同組合						徳島		徳島市指定上下水道工事店協同組合

						千葉		山武管工事業協同組合 サンブ カンコウジ ギョウ キョウドウ クミアイ						愛媛		愛媛県管工事協同組合連合会

						東京		東京都管工事工業協同組合				九州 キュウシュウ		福岡		福津市管工事協同組合

						東京		三多摩管工事協同組合						長崎		長崎市管工業協同組合　青年部

						神奈川		川崎市管工事業協同組合　						大分		日出町管工事業協同組合

						神奈川		横須賀市管工事協同組合						熊本		八代市管工事業協同組合

						神奈川		藤沢市管工事業協同組合						宮崎		日向管工事協同組合

						神奈川		県北管工事協同組合						宮崎		延岡市管工事業協同組合

						神奈川		茅ヶ崎管工事業協同組合						宮崎		宮崎管工事協同組合　青年部

						群馬 グンマ		太田市管工事協同組合　青年部会						鹿児島		出水管工事協同組合

												全国 ゼンコク		全国		全国管工事業協同組合連合会































































Sheet3

				北海道・東北 ホッカイドウ トウホク

				北海道 ホッカイドウ

				青森 アオモリ		岩手 イワテ

				秋田 アキタ		宮城 ミヤギ

				山形 ヤマガタ		福井 フクイ

				関東 カントウ

				群馬 グンマ		千葉 チバ

				栃木 トチギ		東京 トウキョウ

				茨城 イバラキ		神奈川 カナガワ

				埼玉 サイタマ

				北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ

				新潟		福井

				富山		山梨

				石川		長野

				東海 トウカイ

				静岡 シズオカ		岐阜 ギフ

				愛知 アイチ		三重 ミエ

				近畿 キンキ

				滋賀 シガ		大阪 オオサカ

				京都 キョウト		兵庫 ヒョウゴ

				奈良 ナラ		和歌山 ワカヤマ
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・・・親会加入
・・・青年部加入

・・・支部加入

※全国管工事業協同組合連合会分の印は入れていません。

管工事 742組合 20,154社
電気工事 508組合 35,423社
消防設備 17組合 336社

（2021年5月19日現在）
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エリア 都道府県 組合名
東北 岩手 一般財団法人岩手県防災保安協会青年部
関東 東京 日本防災設備協同組合
近畿 大阪 大阪消防設備協同組合


電気工事

						電気工事 

				No.		組合名		都道府県		エリア

				39		北見地区電気工事業協同組合　5支部（149社） 09/11/11		北海道		北海道 ホッカイドウ

				56		北海道電気工事業工業組合青年部連合会　11支部（305社）13/9/2		北海道		東北 トウホク

				36		青森県電気工事業工業組合　青年部　7支部（143社） 09/6/1		青森		東北 トウホク

				8		協同組合一関電設工業会		岩手		東北 トウホク

				25		岩手県電業協会　13支部　		岩手		東北 トウホク

				42		岩手県電気工事業工業組合　11支部（337社）10/7/30		岩手		東北 トウホク

				52		仙台電気工事事業協同組合　青年部会（27社）		宮城		東北 トウホク

				18		秋田県電気工事工業組合　青年部		秋田		東北 トウホク

				7		山形県電気工事工業組合　5支部		山形		東北 トウホク

				9		福島県電気工事工業組合　相双支部		福島		東北 トウホク

				11		福島地区電気工事協同組合　青年部会		福島		東北 トウホク

				1		茨城県電気工事業工業組合　16支部		茨城		関東 カントウ

				32		栃木県電気工事業工業組合 12支部（838社） 08/9/1　		栃木		関東 カントウ

				10		群馬県電気工事工業組合　12支部		群馬		関東 カントウ

				19		埼玉県電気工事業工業組合　18支部		埼玉		関東 カントウ

				57		一般社団法人 埼玉県電業協会　5支部（69社）　13/9/2		埼玉		関東 カントウ

				28		千葉県電気工事工業組合 16支部（1,557社） 08/3/7		千葉		関東 カントウ

				49		東京都電気工事工業組合 板橋・北地区本部 8支部（211社）13/2		東京		関東 カントウ

				50		東京都電気工事工業組合 武蔵野地区本部（150社）13/2/28		東京		関東 カントウ

				53		東京都電気工事工業組合　21支部（2,914社）		東京		関東 カントウ

				2		神奈川県電気工事工業組合　横須賀地区本部		神奈川		関東 カントウ

				26		神奈川県電気工事工業組合 中地区本部 07/12/19 126社　		神奈川		関東 カントウ

				34		神奈川県電気工事工業組合　旭地区本部　08/10/1 95社　		神奈川		関東 カントウ

				41		神奈川県電気工事工業組合青年部会 18支部（180社）10/5/17		神奈川		関東 カントウ

				14		新潟県電気工事工業組合　13支部		新潟		北陸 ホクリク

				4		富山県電気工事工業組合　4支部　		富山		北陸 ホクリク

				5		富山県電気工事工業組合　富山支部　青年部		富山		北陸 ホクリク

				23		石川県電気工事業工業組合　3支部		石川		北陸 ホクリク

				15		福井県電気工事工業組合　7支部		福井		北陸 ホクリク

				37		山梨県電気工事工業組合 青年部会　8支部（80社） 09/9/14		山梨		中部 チュウブ

				58		長野県電気工事業工業組合青年部会　5支部（64社）　14/8/7		長野		中部 チュウブ

				31		岐阜県電気工事工業組合 5支部（959社） 08/5/15　		岐阜		中部 チュウブ

				3		静岡県東部電気工事協同組合　三島支部		静岡		中部 チュウブ

				12		静岡県電気工事工業組合　青年部会		静岡		中部 チュウブ

				20		静岡電気工業協同組合		静岡		中部 チュウブ

				38		静岡県東部電気工事協同組合　大仁支部（29社） 09/10/08		静岡		中部 チュウブ

				46		関西電気工事工業会青年部連合会　2府4県64支部 11/09/13		近畿地方 キンキ チホウ		近畿 キンキ

				45		滋賀県電気工事工業組合　8支部（344社）11/4/28		滋賀		近畿 キンキ

				47		京都府電気工事工業組合青年部5支部（82社）※関西電気工事工業会青年部連合会として加入　		京都		近畿 キンキ

				43		大阪府電気工事工業組合　14支部（2,593社）10/12/9		大阪		近畿 キンキ

				44		東大阪電気工事業協同組合(13社）11/4/28		大阪		近畿 キンキ

				29		兵庫県電気工事工業組合 12支部（1,971社） 08/3/10　		兵庫		近畿 キンキ

				30		奈良県電気工事工業組合 15支部（355社） 08/4/24　		奈良		近畿 キンキ

				27		和歌山県電気工事工業組合 08/2/25 604社		和歌山		近畿 キンキ

				51		岡山県電気工事工業組合　8支部（533社）		岡山		中国 チュウゴク

				54		広島県電気工事工業組合　10支部（639社）		広島		中国 チュウゴク

				55		山口県電気工事工業組合　9支部（267社）13/6/24		山口		中国 チュウゴク

				13		徳島県電気工事業工業組合　鴨島支部		徳島		四国 シコク

				33		徳島県電気工事業工業組合 青年部 7支部（127社）08/9/10　		徳島		四国 シコク

				22		愛媛県電気工事工業組合　13支部		愛媛		四国 シコク

				40		福岡県電気工事業工業組合　19支部（1,487社） 10/1/30		福岡		九州 キュウシュウ

				17		佐賀県電気工事業工業組合　12支部		佐賀		九州 キュウシュウ

				21		長崎県電気工事業工業組合　6支部		長崎		九州 キュウシュウ

				48		大分県電気工事業工業組合 青年部会（27社）		大分		九州 キュウシュウ

				6		宮崎県電気工事業工業組合　宮崎地区　青年部		宮崎		九州 キュウシュウ

				16		鹿児島県電気工事業工業組合　12支部		鹿児島		九州 キュウシュウ

				35		鹿児島県電設協会（80社） 08/11/5		鹿児島		九州 キュウシュウ

				24		沖縄県電気工事業工業組合　7支部		沖縄		沖縄 オキナワ





電気工事 (2)

										電気工事 

				No.		エリア		都道府県		組合名								支部数 シブ スウ		社数 シャ スウ		加入日 カニュウビ

				1		北海道 ホッカイドウ		北海道		北見地区電気工事業協同組合　5支部（149社） 09/11/11								5		149		2009/11/11

				2		東北 トウホク		北海道		北海道電気工事業工業組合青年部連合会　11支部（305社）13/9/2								11		305		2013/9/2

				3		東北 トウホク		青森		青森県電気工事業工業組合　青年部　7支部（143社） 09/6/1								7		143		2009/6/1

				4		東北 トウホク		岩手		協同組合一関電設工業会

				5		東北 トウホク		岩手		岩手県電業協会　13支部　								13		129		2007/9/21

				6		東北 トウホク		岩手		岩手県電気工事業工業組合　11支部（337社）10/7/30								11		337		2010/7/30

				7		東北 トウホク		宮城		仙台電気工事事業協同組合　青年部会（27社）										27

				8		東北 トウホク		秋田		秋田県電気工事工業組合　青年部

				9		東北 トウホク		山形		山形県電気工事工業組合　5支部								5				2006/7/13

				10		東北 トウホク		福島		福島県電気工事工業組合　相双支部												2006/7/7

				11		東北 トウホク		福島		福島地区電気工事協同組合　青年部会												2006/7/12

				12		関東 カントウ		茨城		茨城県電気工事業工業組合　16支部								16

				13		関東 カントウ		栃木		栃木県電気工事業工業組合 12支部（838社） 08/9/1　								12		838		2008/9/4

				14		関東 カントウ		群馬		群馬県電気工事工業組合　12支部								12

				15		関東 カントウ		埼玉		埼玉県電気工事業工業組合　18支部								18				2007/6/11

				16		関東 カントウ		埼玉		一般社団法人 埼玉県電業協会　5支部（69社）　13/9/2								5		69		2013/9/2

				17		関東 カントウ		千葉		千葉県電気工事工業組合 16支部（1,557社） 08/3/7								16		1,557		2008/3/17

				18		関東 カントウ		東京		東京都電気工事工業組合 板橋・北地区本部 8支部（211社）13/2								8		211		2013/2/19

				19		関東 カントウ		東京		東京都電気工事工業組合 武蔵野地区本部（150社）13/2/28										150		2013/2/28

				20		関東 カントウ		東京		東京都電気工事工業組合　21支部（2,914社）								21		2,914		2013/4/2

				21		関東 カントウ		神奈川		神奈川県電気工事工業組合　横須賀地区本部

				22		関東 カントウ		神奈川		神奈川県電気工事工業組合 中地区本部 07/12/19 126社　										126		2007/12/19

				23		関東 カントウ		神奈川		神奈川県電気工事工業組合　旭地区本部　08/10/1 95社　										95		2008/10/1

				24		関東 カントウ		神奈川		神奈川県電気工事工業組合青年部会 18支部（180社）10/5/17								18		180		2010/5/17

				25		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		新潟		新潟県電気工事工業組合　13支部								13				-

				26		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		富山		富山県電気工事工業組合　4支部　								4				2006/6/20

				27		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		富山		富山県電気工事工業組合　富山支部　青年部

				28		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		石川		石川県電気工事業工業組合　3支部								3		484		2007/6/28

				29		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		福井		福井県電気工事工業組合　7支部								7				2007/3/19

				30		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		山梨		山梨県電気工事工業組合 青年部会　8支部（80社） 09/9/14								8		80		2009/9/14

				31		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		長野		長野県電気工事業工業組合青年部会　5支部（64社）　14/8/7								5		64		2014/8/7

				32		東海 トウカイ		岐阜		岐阜県電気工事工業組合 5支部（959社） 08/5/15　								5		959		2008/5/15

				33		東海 トウカイ		静岡		静岡県東部電気工事協同組合　三島支部												-

				34		東海 トウカイ		静岡		静岡県電気工事工業組合　青年部会												2006/

				35		東海 トウカイ		静岡		静岡電気工業協同組合												2007/6/5

				36		東海 トウカイ		静岡		静岡県東部電気工事協同組合　大仁支部（29社） 09/10/08										29		2009/10/8

				37		近畿 キンキ		近畿地方 キンキ チホウ		関西電気工事工業会青年部連合会　2府4県64支部 11/09/13								64		700		2011/8/23

				38		近畿 キンキ		滋賀		滋賀県電気工事工業組合　8支部（344社）11/4/28								8		344		2011/4/28

				39		近畿 キンキ		京都		京都府電気工事工業組合青年部5支部（82社）※関西電気工事工業会青年部連合会として加入　										82

				40		近畿 キンキ		大阪		大阪府電気工事工業組合　14支部（2,593社）10/12/9								14		2,593		2010/12/9

				41		近畿 キンキ		大阪		東大阪電気工事業協同組合(13社）11/4/28										13		2011/4/28

				42		近畿 キンキ		兵庫		兵庫県電気工事工業組合 12支部（1,971社） 08/3/10　								12		1,971		2008/3/31

				43		近畿 キンキ		奈良		奈良県電気工事工業組合 15支部（355社） 08/4/24　								15		355		2008/4/24

				44		近畿 キンキ		和歌山		和歌山県電気工事工業組合 08/2/25 604社								8		604		2008/2/25

						中国 チュウゴク				全中国電気工事組合連合会青年部協議会　23支部（346社）　18/3/30 ゼン チュウゴク デンキ コウジ クミアイ レンゴウカイ セイネン ブ キョウギカイ シブ シャ								23		346		2018/3/30

				45		中国 チュウゴク		岡山		岡山県電気工事工業組合　8支部（533社）								8		533		2013/3/13

				46		中国 チュウゴク		広島		広島県電気工事工業組合　10支部（639社）								10		693		2013/4/1

				47		中国 チュウゴク		山口		山口県電気工事工業組合　9支部（267社）13/6/24								9		267		2013/6/24

				48		四国 シコク		徳島		徳島県電気工事業工業組合　鴨島支部												2006/12/20

				49		四国 シコク		徳島		徳島県電気工事業工業組合 青年部 7支部（127社）08/9/10　								7		127		2008/9/10

				50		四国 シコク		愛媛		愛媛県電気工事工業組合　13支部								13		888		2007/6/12

				51		九州 キュウシュウ		福岡		福岡県電気工事業工業組合　19支部（1,487社） 10/1/30								19		1,487		2010/1/30

				52		九州 キュウシュウ		佐賀		佐賀県電気工事業工業組合　12支部								12				2007/4/4

				53		九州 キュウシュウ		長崎		長崎県電気工事業工業組合　6支部								6		464		2007/6/11

				54		九州 キュウシュウ		大分		大分県電気工事業工業組合 青年部会（27社）										27

				55		九州 キュウシュウ		宮崎		宮崎県電気工事業工業組合　宮崎地区　青年部

				56		九州 キュウシュウ		鹿児島		鹿児島県電気工事業工業組合　12支部								12				2007/3/16

				57		九州 キュウシュウ		鹿児島		鹿児島県電設協会（82社） 08/11/5										82		2008/11/5

				58		沖縄 オキナワ		沖縄		沖縄県電気工事業工業組合　7支部								7				2007/7/11

						合計 ゴウケイ												470		20,422





電気工事 (3)

										電気工事 

				No.		エリア		都道府県		組合名		支部数 シブ スウ		社数 シャ スウ		加入日 カニュウビ		県工組で
入会 ケン コウ グミ ニュウカイ

				1		北海道 ホッカイドウ		北海道		北見地区電気工事業協同組合		5		149		2009/11/11

				2		北海道 ホッカイドウ		北海道		北海道電気工事業工業組合　青年部連合会		11		305		2013/9/2		○

				3		東北 トウホク		青森		青森県電気工事業工業組合　青年部		7		143		2009/6/1		○

				4		東北 トウホク		秋田		秋田県電気工事工業組合　青年部								○

				5		東北 トウホク		山形		山形県電気工事工業組合		5				2006/7/13		○

				6		東北 トウホク		岩手		協同組合一関電設工業会

				7		東北 トウホク		岩手		岩手県電業協会		13		129		2007/9/21		○

				8		東北 トウホク		岩手		岩手県電気工事業工業組合		11		337		2010/7/30		○

				9		東北 トウホク		宮城		仙台電気工事事業協同組合　青年部会				27

				10		東北 トウホク		福島		福島県電気工事工業組合　相双支部						2006/7/7

				11		東北 トウホク		福島		福島地区電気工事協同組合　青年部会						2006/7/12

				12		東北 トウホク		福島		相双地区電気工事協同組合 ソウ ソウ チク デンキ コウジ キョウドウ クミアイ						2006/6/29

				13		東北 トウホク		福島		相双地区電気工事協同組合　青年部 ソウ ソウ チク デンキ コウジ キョウドウ クミアイ セイネン ブ						2007/1/23

				14		関東 カントウ		群馬		群馬県電気工事工業組合		12						○

				15		関東 カントウ		栃木		栃木県電気工事業工業組合		12		838		2008/9/4		○

				16		関東 カントウ		茨城		茨城県電気工事業工業組合		16						○

						関東 カントウ		茨城		一般社団法人茨城県電設業協会				83		2017/8/1

				17		関東 カントウ		埼玉		一般社団法人 埼玉県電業協会		5		69		2013/9/2		○

				18		関東 カントウ		埼玉		埼玉県電気工事業工業組合		18				2007/6/11		○

				19		関東 カントウ		千葉		千葉県電気工事工業組合		16		1,557		2008/3/17		○

		Щ				関東 カントウ		千葉		一般社団法人 千葉県電業協会 イッパン シャダン ホウジン ギョウ キョウカイ				108		2014/12/18

				20		関東 カントウ		東京		東京都電気工事工業組合		21		2,914		2013/4/2		○

				21		関東 カントウ		東京		東京都電気工事工業組合　板橋・北地区本部		8		211		2013/2/19

				22		関東 カントウ		東京		東京都電気工事工業組合　武蔵野地区本部				150		2013/2/28

				23		関東 カントウ		東京		東京都電気工事工業組　豊島地区本部 トシマ						2006/

				24		関東 カントウ		神奈川		神奈川県電気工事工業組合　横須賀地区本部

				25		関東 カントウ		神奈川		神奈川県電気工事工業組合　中地区本部				126		2007/12/19

				26		関東 カントウ		神奈川		神奈川県電気工事工業組合　旭地区本部				95		2008/10/1

				27		関東 カントウ		神奈川		神奈川県電気工事工業組合　青年部会		18		180		2010/5/17		○

				28		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		新潟		新潟県電気工事工業組合		13						○

				29		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		富山		富山県電気工事工業組合		4				2006/6/20

				30		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		富山		富山県電気工事工業組合　富山支部　青年部

				31		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		石川		石川県電気工事業工業組合		3		484		2007/6/28		○

				32		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		福井		福井県電気工事工業組合		7				2007/3/19		○

				33		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		山梨		山梨県電気工事工業組合　青年部会		8		80		2009/9/14		○

				34		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		長野		長野県電気工事業工業組合　青年部会		5		64		2014/8/7		○

				No.		エリア		都道府県		組合名		支部数 シブ スウ		社数 シャ スウ		加入日 カニュウビ		県工組で
入会 ケン コウ グミ ニュウカイ

				35		東海 トウカイ		静岡		静岡県東部電気工事協同組合　三島支部

				36		東海 トウカイ		静岡		静岡県電気工事工業組合　青年部会						2006/		○

				37		東海 トウカイ		静岡		静岡電気工業協同組合						2007/6/5

				38		東海 トウカイ		静岡		静岡県東部電気工事協同組合　大仁支部				29		2009/10/8

				39		東海 トウカイ		岐阜		岐阜県電気工事工業組合		5		959		2008/5/15		○

				40		近畿 キンキ		近畿地方 キンキ チホウ		関西電気工事工業会青年部連合会　2府4県64支部		64		700		2011/8/23		○

				41		近畿 キンキ		滋賀		滋賀県電気工事工業組合		8		344		2011/4/28		○

				42		近畿 キンキ		京都		京都府電気工事工業組合　青年部
※関西電気工事工業会青年部連合会として加入　				82				○

				43		近畿 キンキ		奈良		奈良県電気工事工業組合		15		355		2008/4/24		○

				44		近畿 キンキ		大阪		大阪府電気工事工業組合		14		2,593		2010/12/9		○

				45		近畿 キンキ		大阪		東大阪電気工事業協同組合				13		2011/4/28

				46		近畿 キンキ		兵庫		兵庫県電気工事工業組合		12		1,971		2008/3/31		○

				47		近畿 キンキ		和歌山		和歌山県電気工事工業組合		8		604		2008/2/25		○

						中国 チュウゴク				全中国電気工事組合連合会青年部協議会		23		346		2018/3/30

				48		中国 チュウゴク		岡山		岡山県電気工事工業組合		8		533		2013/3/13		○

				49		中国 チュウゴク		広島		広島県電気工事工業組合		10		693		2013/4/1		○

				50		中国 チュウゴク		山口		山口県電気工事工業組合		9		267		2013/6/24		○

				51		中国 チュウゴク		山口		山口県電気工事工業組合　青年部 セイネン ブ		9		46		2007/11/29

						四国 シコク		四国 シコク		四国電気工事組合連合会　青年部 シコク デンキ コウジ クミアイ レンゴウカイ セイネン ブ		29		457		2014/12/22

				52		四国 シコク		徳島		徳島県電気工事業工業組合　鴨島支部						2006/12/20

				53		四国 シコク		徳島		徳島県電気工事業工業組合　青年部		7		127		2008/9/10		○

				54		四国 シコク		愛媛		愛媛県電気工事工業組合		13		888		2007/6/12		○

				55		九州 キュウシュウ		福岡		福岡県電気工事業工業組合		19		1,487		2010/1/30		○

				56		九州 キュウシュウ		福岡		電九協福岡電設協同組合 デンキュウキョウフクオカデンセツ キョウドウ クミアイ				201		2006/11/28

				57		九州 キュウシュウ		佐賀		佐賀県電気工事業工業組合		12				2007/4/4		○

				58		九州 キュウシュウ		長崎		長崎県電気工事業工業組合		6		464		2007/6/11		○

				59		九州 キュウシュウ		大分		大分県電気工事業工業組合　青年部会				27				○

				60		九州 キュウシュウ		宮崎		宮崎県電気工事業工業組合　宮崎地区　青年部

				61		九州 キュウシュウ		鹿児島		鹿児島県電気工事業工業組合		12				2007/3/16		○

				62		九州 キュウシュウ		鹿児島		一般社団法人 鹿児島県電設協会 イッパン シャダン ホウジン				82		2008/11/5		○

				63		沖縄 オキナワ		沖縄		沖縄県電気工事業工業組合		7				2007/7/11		○





電気工事 (4)

								電気工事 



				エリア		都道府県		組合名				エリア		都道府県		組合名

				北海道 ホッカイドウ		北海道		北見地区電気工事業協同組合				東海 トウカイ		静岡		静岡県東部電気工事協同組合　三島支部

						北海道		北海道電気工事業工業組合　青年部連合会						静岡		静岡県電気工事工業組合　青年部会

				東北 トウホク		青森		青森県電気工事業工業組合　青年部						静岡		静岡電気工業協同組合

						秋田		秋田県電気工事工業組合　青年部						静岡		静岡県東部電気工事協同組合　大仁支部

						山形		山形県電気工事工業組合						岐阜		岐阜県電気工事工業組合

						岩手		協同組合一関電設工業会						三重		三重県電気工事業工業組合　青年部 ミエケン デンキ コウジ ギョウ コウギョウ クミアイ セイネン ブ

						岩手		岩手県電業協会				近畿 キンキ		近畿 キンキ		関西電気工事工業会青年部連合会　2府4県

						岩手		岩手県電気工事業工業組合						滋賀		滋賀県電気工事工業組合

						宮城		仙台電気工事事業協同組合　青年部会						京都		京都府電気工事工業組合　青年部

						福島		福島県電気工事工業組合　相双支部						京都		京都府電気工事工業協同組合 キョウドウ クミアイ

						福島		福島地区電気工事協同組合　青年部会						奈良		奈良県電気工事工業組合

				関東 カントウ		群馬		群馬県電気工事工業組合						大阪		大阪府電気工事工業組合

						栃木		栃木県電気工事業工業組合						大阪		東大阪電気工事業協同組合

						茨城		茨城県電気工事業工業組合						兵庫		兵庫県電気工事工業組合

						茨城		一般社団法人茨城県電設業協会						和歌山		和歌山県電気工事工業組合

						埼玉		一般社団法人 埼玉県電業協会				中国 チュウゴク		中国 チュウゴク		全中国電気工事組合連合会 青年部協議会 ゼン チュウゴク デンキ コウジ クミアイ レンゴウカイ セイネン ブ キョウギカイ

						埼玉		埼玉県電気工事業工業組合						岡山		岡山県電気工事工業組合

						千葉		千葉県電気工事工業組合						広島		広島県電気工事工業組合

						千葉		一般社団法人 千葉県電業協会						山口		山口県電気工事工業組合

						東京		東京都電気工事工業組合				四国 シコク		徳島		徳島県電気工事業工業組合　鴨島支部

						神奈川		神奈川県電気工事工業組合　横須賀地区本部						愛媛		愛媛県電気工事工業組合

						神奈川		神奈川県電気工事工業組合　中地区本部						四国 シコク		四国電気工事組合連合会　青年部 セイネン ブ

						神奈川		神奈川県電気工事工業組合　旭地区本部				九州 キュウシュウ		福岡		福岡県電気工事業工業組合

						神奈川		神奈川県電気工事工業組合　青年部会						福岡		電九協福岡電設協同組合 デンキュウキョウフクオカデンセツ キョウドウ クミアイ

						新潟		新潟県電気工事工業組合						佐賀		佐賀県電気工事業工業組合

				北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		富山		富山県電気工事工業組合						長崎		長崎県電気工事業工業組合

						富山		富山県電気工事工業組合　富山支部　青年部						大分		大分県電気工事業工業組合　青年部会

						石川		石川県電気工事業工業組合						宮崎		宮崎県電気工事業工業組合　宮崎地区　青年部

						福井		福井県電気工事工業組合						鹿児島		鹿児島県電気工事業工業組合

						山梨		山梨県電気工事工業組合　青年部会						鹿児島		鹿児島県電設協会

						長野		長野県電気工事業工業組合　青年部会						沖縄		沖縄県電気工事業工業組合

												全国 ゼンコク		全国		全日本電気工事業工業組合連合会 全国青年部協議会































































管工事

						管工事 

				No.　		組合名		都道府県		エリア

				36		留萌管工事業協同組合（11社：H20.7.14）		北海道		北海道 ホッカイドウ

				34		社団法人青森県管工事業協会（87社：H20.3.31）		青森		東北 トウホク

				35		青森県管工事業協同組合連合会 青年部協議会 5支部（85社：H20.4.30）		青森		東北 トウホク

				15		岩手県消防防災設備協同組合		岩手		東北 トウホク

				28		一般社団法人 岩手県空調衛生工事業協会 青年部		岩手		東北 トウホク

				31		岩手県管工事業協同組合連合会　10支部		岩手		東北 トウホク

				13		大崎市管工事業協同組合		宮城		東北 トウホク

				21		石巻広域管工事業協同組合　青年部		宮城		東北 トウホク

				30		白石市管工事業協同組合		宮城		東北 トウホク

				47		山形市管工事協同組合青年部（21社：H22.8）		山形		東北 トウホク

				19		郡山市管工事業協同組合		福島		東北 トウホク

				33		福島地区管工事協同組合　青年部		福島		東北 トウホク

				50		日立市指定管工事協同組合（35社：H24.12.10）		茨城		関東 カントウ

				51		日立市建設組合（930社：H25.1）		茨城		関東 カントウ

				9		小山市管工事業協同組合　青年部		栃木		関東 カントウ

				10		宇都宮市管工業協同組合　		栃木		関東 カントウ

				6		君津市管工事業協同組合		千葉		関東 カントウ

				7		銚子市管工事協同組合		千葉		関東 カントウ

				8		富津市管工事協同組合		千葉		関東 カントウ

				45		木更津市管工事業協同組合（19社：H21.11.16）		千葉		関東 カントウ

				39		東京都管工事工業協同組合　26支部（1,361社：H20.9.10）		東京		関東 カントウ

				42		三多摩管工事協同組合 26支部（470社：H21.2.23）		東京		関東 カントウ

				3		川崎市管工事業協同組合　		神奈川		関東 カントウ

				4		横須賀市管工事協同組合		神奈川		関東 カントウ

				14		藤沢市管工事業協同組合		神奈川		関東 カントウ

				18		県北管工事協同組合		神奈川		関東 カントウ

				27		茅ヶ崎管工事業協同組合		神奈川		関東 カントウ

				52		韮崎市上水道工事協同組合（10社：H25.1）		山梨		中部 チュウブ

				16		蒲郡市上下水道工事協同組合		愛知		中部 チュウブ

				25		稲沢市上下水道指定店協同組合		愛知		中部 チュウブ

				29		常滑市水道組合		愛知		中部 チュウブ

				53		名古屋市指定水道工事店協同組合 16支部（325社：H25.5）		愛知		中部 チュウブ

				55		愛知県管工事業協同組合連合会青年部協議会 15支部（247社：H26.4.7）		愛知		中部 チュウブ

				37		伊賀市上野水道協同組合（24社：H20.7.10）		三重		中部 チュウブ

				44		社団法人三重県管工事工業協会（80社：H21.9.25）		三重		中部 チュウブ

				32		滋賀県管工事業協同組合連合会　11支部		滋賀		近畿 キンキ

				5		京都府管工事工業協同組合　		京都		近畿 キンキ

				46		兵庫県管工事業協同組合連合会青年部協議会 7支部（92社：H22.7.22）		兵庫		近畿 キンキ

				48		姫路市管工事業協同組合（73社：H22.12.1）		兵庫		近畿 キンキ

				11		奈良市上下水道協同組合		奈良		近畿 キンキ

				24		大和郡山市上下水道協同組合		奈良		近畿 キンキ

				26		米子管工事業協同組合　青年部		鳥取		中国 チュウゴク

				1		岡山市管工設備協同組合　		岡山		中国 チュウゴク

				2		協同組合倉敷市管事業協会　青年部会		岡山		中国 チュウゴク

				43		徳島市指定上下水道工事店協同組合（58社：H21.4.3）		徳島		四国 シコク

				49		三豊市上下水道工事業協同組合 7支部（54社：H23.4.13）		香川		四国 シコク

				40		愛媛県管工事協同組合連合会　13支部（332社：H20.10.20）		愛媛		四国 シコク

				12		福津市管工事協同組合		福岡		九州 キュウシュウ

				23		長崎市管工業協同組合　青年部		長崎		九州 キュウシュウ

				41		八代市管工事業協同組合（21社：H21.1.5）		熊本		九州 キュウシュウ

				22		日出町管工事業協同組合		大分		九州 キュウシュウ

				17		日向管工事協同組合		宮崎		九州 キュウシュウ

				20		延岡市管工事業協同組合		宮崎		九州 キュウシュウ

				54		宮崎管工事協同組合青年部（32社：H25.7）		宮崎		九州 キュウシュウ

				38		出水管工事協同組合（23社：H20.8.28）		鹿児島		九州 キュウシュウ

				56		全国管工事業協同組合連合会青年部協議会 24都道府県28団体（1,528社：H26.5.27）		全国		全国 ゼンコク





管工事 (2)

										管工事 

				No.		エリア		都道府県		組合名		支部数 シブ スウ		社数 シャ スウ		加入日 カニュウビ

				1		北海道 ホッカイドウ		北海道		留萌管工事業協同組合（11社：H20.7.14）				11		2008/7/15

				2		東北 トウホク		青森		社団法人青森県管工事業協会（87社：H20.3.31）				87		2008/3/31

				3		東北 トウホク		青森		青森県管工事業協同組合連合会 青年部協議会 5支部（85社：H20.4.30）		5		85		2008/4/30

				4		東北 トウホク		岩手		岩手県消防防災設備協同組合

				5		東北 トウホク		岩手		一般社団法人 岩手県空調衛生工事業協会 青年部

				6		東北 トウホク		岩手		岩手県管工事業協同組合連合会　10支部		10

				7		東北 トウホク		宮城		大崎市管工事業協同組合						2006/7/26

				8		東北 トウホク		宮城		石巻広域管工事業協同組合　青年部

				9		東北 トウホク		宮城		白石市管工事業協同組合				16		2007/5/21

				10		東北 トウホク		山形		山形市管工事協同組合青年部（21社：H22.8）				21		2010/8/　

				11		東北 トウホク		福島		郡山市管工事業協同組合

				12		東北 トウホク		福島		福島地区管工事協同組合　青年部				35		2007/10/25

				13		関東 カントウ		茨城		日立市指定管工事協同組合（35社：H24.12.10）				35		2012/12/10

				14		関東 カントウ		茨城		日立市建設組合（930社：H25.1）				930		2012/7/24

				15		関東 カントウ		栃木		小山市管工事業協同組合　青年部

				16		関東 カントウ		栃木		宇都宮市管工業協同組合　

				17		関東 カントウ		千葉		君津市管工事業協同組合

				18		関東 カントウ		千葉		銚子市管工事協同組合

				19		関東 カントウ		千葉		富津市管工事協同組合

				20		関東 カントウ		千葉		木更津市管工事業協同組合（19社：H21.11.16）				19		2009/11/16

				21		関東 カントウ		東京		東京都管工事工業協同組合　26支部（1,361社：H20.9.10）		26		1,361		2008/9/10

				22		関東 カントウ		東京		三多摩管工事協同組合 28支部（470社：H21.2.23）		28		470		2009/2/23

				23		関東 カントウ		神奈川		川崎市管工事業協同組合　						2006/

				24		関東 カントウ		神奈川		横須賀市管工事協同組合						2006/

				25		関東 カントウ		神奈川		藤沢市管工事業協同組合						2006/9/26

				26		関東 カントウ		神奈川		県北管工事協同組合						2007/3/14

				27		関東 カントウ		神奈川		茅ヶ崎管工事業協同組合

				28		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		山梨		韮崎市上水道工事協同組合（10社：H25.1）				41		2007/4/4

				29		東海 トウカイ		愛知		蒲郡市上下水道工事協同組合				15		2006/12/14

				30		東海 トウカイ		愛知		稲沢市上下水道指定店協同組合

				31		東海 トウカイ		愛知		常滑市水道組合

				32		東海 トウカイ		愛知		名古屋市指定水道工事店協同組合 16支部（325社）		16		325		2013/5/15

				33		東海 トウカイ		愛知		愛知県管工事業協同組合連合会青年部協議会 15支部（247社：H26.4.7）		15		247		2014/4/7

				34		東海 トウカイ		三重		伊賀市上野水道協同組合（22社：H20.7.10）				22		2008/7/10

				35		東海 トウカイ		三重		社団法人三重県管工事工業協会（80社：H21.9.25）				80		2009/9/25

				36		近畿 キンキ		滋賀		滋賀県管工事業協同組合連合会　11支部		11		305		2007/9/25

				37		近畿 キンキ		京都		京都府管工事工業協同組合　						2006/4/24

				38		近畿 キンキ		兵庫		兵庫県管工事業協同組合連合会青年部協議会 7支部（92社：H22.7.22）		7		92		2010/7/22

				39		近畿 キンキ		兵庫		姫路市管工事業協同組合（73社：H22.12.1）				73		2010/12/1

				40		近畿 キンキ		奈良		奈良市上下水道協同組合

				41		近畿 キンキ		奈良		大和郡山市上下水道協同組合						2007/3/29

				42		中国 チュウゴク		鳥取		米子管工事業協同組合　青年部

				43		中国 チュウゴク		岡山		岡山市管工設備協同組合　						2006/

				44		中国 チュウゴク		岡山		協同組合倉敷市管事業協会　青年部会

				45		四国 シコク		徳島		徳島市指定上下水道工事店協同組合（58社：H21.4.3）				58		2009/4/3

				46		四国 シコク		香川		三豊市上下水道工事業協同組合 7支部（54社：H23.4.13）		7		54		2009/4/13

				47		四国 シコク		愛媛		愛媛県管工事協同組合連合会　13支部（332社：H20.10.20）		13		332		2008/10/20

				48		九州 キュウシュウ		福岡		福津市管工事協同組合						2006/3/30

				49		九州 キュウシュウ		長崎		長崎市管工業協同組合　青年部				16		2007/3/30

				50		九州 キュウシュウ		熊本		八代市管工事業協同組合（21社：H21.1.5）				21		2009/1/5

				51		九州 キュウシュウ		大分		日出町管工事業協同組合

				52		九州 キュウシュウ		宮崎		日向管工事協同組合

				53		九州 キュウシュウ		宮崎		延岡市管工事業協同組合

				54		九州 キュウシュウ		宮崎		宮崎管工事協同組合青年部（32社：H25.7）				32		2013/7/

				55		九州 キュウシュウ		鹿児島		出水管工事協同組合（23社：H20.8.28）				23		2008/8/28

				56		全国 ゼンコク		全国		全国管工事業協同組合連合会青年部協議会 24都道府県28団体（1,528社：H26.5.27）				1,528		2014/5/27

						合計 ゴウケイ						138		6,334





管工事 (3)

										管工事 

				No.		エリア		都道府県		組合名		支部数 シブ スウ		社数 シャ スウ		加入日 カニュウビ		県連で
入会 ケン レン ニュウカイ

				1		北海道 ホッカイドウ		北海道		留萌管工事業協同組合				11		2008/7/15

				2		東北 トウホク		青森		社団法人青森県管工事業協会				87		2008/3/31		○

				3		東北 トウホク		青森		青森県管工事業協同組合連合会　青年部協議会		5		85		2008/4/30		○

				4		東北 トウホク		岩手		岩手県消防防災設備協同組合

				5		東北 トウホク		岩手		一般社団法人 岩手県空調衛生工事業協会　青年部

				6		東北 トウホク		岩手		岩手県管工事業協同組合連合会		10						○

				7		東北 トウホク		山形		山形市管工事協同組合　青年部				21		2010/8/　

				8		東北 トウホク		宮城		大崎市管工事業協同組合						2006/7/26

				9		東北 トウホク		宮城		石巻広域管工事業協同組合　青年部

				10		東北 トウホク		宮城		白石市管工事業協同組合				16		2007/5/21

				11		東北 トウホク		福島		郡山市管工事業協同組合

				12		東北 トウホク		福島		福島地区管工事協同組合　青年部				35		2007/10/25

				13		関東 カントウ		栃木		小山市管工事業協同組合　青年部

				14		関東 カントウ		栃木		宇都宮市管工業協同組合　

				15		関東 カントウ		茨城		日立市指定管工事協同組合				35		2012/12/10

				16		関東 カントウ		茨城		日立市建設組合				930		2012/7/24

				17		関東 カントウ		千葉		君津市管工事業協同組合

				18		関東 カントウ		千葉		銚子市管工事協同組合

				19		関東 カントウ		千葉		富津市管工事協同組合

				20		関東 カントウ		千葉		木更津市管工事業協同組合				19		2009/11/16

				21		関東 カントウ		東京		東京都管工事工業協同組合		26		1,361		2008/9/10

				22		関東 カントウ		東京		三多摩管工事協同組合		28		470		2009/2/23

				23		関東 カントウ		神奈川		川崎市管工事業協同組合　						2006/

				24		関東 カントウ		神奈川		横須賀市管工事協同組合						2006/

				25		関東 カントウ		神奈川		藤沢市管工事業協同組合						2006/9/26

				26		関東 カントウ		神奈川		県北管工事協同組合						2007/3/14

				27		関東 カントウ		神奈川		茅ヶ崎管工事業協同組合

				28		北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		山梨		韮崎市上水道工事協同組合				41		2007/4/4

						北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		富山 トヤマ		富山県管工事共同組合連合会　青年部 トヤマケン カン コウジ キョウドウ クミアイ レンゴウカイ セイネン ブ		11		157		2014/12/5

				29		東海 トウカイ		愛知		蒲郡市上下水道工事協同組合				15		2006/12/14

				30		東海 トウカイ		愛知		稲沢市上下水道指定店協同組合

				31		東海 トウカイ		愛知		常滑市水道組合

				32		東海 トウカイ		愛知		名古屋市指定水道工事店協同組合		16		325		2013/5/15

				33		東海 トウカイ		愛知		愛知県管工事業協同組合連合会　青年部協議会		15		247		2014/4/7		○

				34		東海 トウカイ		三重		伊賀市上野水道協同組合				22		2008/7/10

				35		東海 トウカイ		三重		社団法人三重県管工事工業協会				80		2009/9/25		○

				No.		エリア		都道府県		組合名		支部数 シブ スウ		社数 シャ スウ		加入日 カニュウビ		県連で
入会 ケン レン ニュウカイ

						近畿 キンキ		関西 カンサイ		関西配管工事業協同組合				35		2018/7/12

				36		近畿 キンキ		滋賀		滋賀県管工事業協同組合連合会		11		305		2007/9/25		○

				37		近畿 キンキ		京都		京都府管工事工業協同組合　						2006/4/24

				38		近畿 キンキ		奈良		奈良市上下水道協同組合

				39		近畿 キンキ		奈良		大和郡山市上下水道協同組合						2007/3/29

				40		近畿 キンキ		兵庫		兵庫県管工事業協同組合連合会　青年部協議会		7		92		2010/7/22		○

				41		近畿 キンキ		兵庫		姫路市管工事業協同組合				73		2010/12/1

				42		近畿 キンキ		兵庫		西宮管工事業協同組合 ニシノミヤ カン コウジギョウ キョウドウ クミアイ				30		2007/5/31

				43		中国 チュウゴク		鳥取		米子管工事業協同組合　青年部

				44		中国 チュウゴク		岡山		岡山市管工設備協同組合　						2006/

				45		中国 チュウゴク		岡山		協同組合倉敷市管事業協会　青年部会

				46		四国 シコク		香川		三豊市上下水道工事業協同組合		7		54		2009/4/13

				47		四国 シコク		徳島		徳島市指定上下水道工事店協同組合				58		2009/4/3

				48		四国 シコク		愛媛		愛媛県管工事協同組合連合会		13		332		2008/10/20		○

				49		四国 シコク		愛媛		新居浜市管工事業協同組合 ニイハマ シ カン コウジ ギョウ キョウドウ クミアイ						2006/10/20

				50		九州 キュウシュウ		福岡		福津市管工事協同組合						2006/3/30

				51		九州 キュウシュウ		長崎		長崎市管工業協同組合　青年部				16		2007/3/30

				52		九州 キュウシュウ		大分		日出町管工事業協同組合

				53		九州 キュウシュウ		熊本		八代市管工事業協同組合				21		2009/1/5

				54		九州 キュウシュウ		宮崎		日向管工事協同組合

				55		九州 キュウシュウ		宮崎		延岡市管工事業協同組合

				56		九州 キュウシュウ		宮崎		宮崎管工事協同組合　青年部				32		2013/7/

				57		九州 キュウシュウ		鹿児島		出水管工事協同組合				23		2008/8/28

				58		全国 ゼンコク		全国		全国管工事業協同組合連合会青年部協議会 24都道府県28団体				1,528		2014/5/27		○

				59		全国 ゼンコク		全国		全国管工事業協同組合連合会 644団体 ダンタイ				19,467		2015/3　内示 ナイジ		○





管工事 (4)

								管工事 



				エリア		都道府県		組合名				エリア		都道府県		組合名

				北海道 ホッカイドウ		北海道		留萌管工事業協同組合				北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ		山梨		韮崎市上水道工事協同組合

				東北 トウホク		青森		社団法人青森県管工事業協会						富山 トヤマ		富山県管工事共同組合連合会　青年部

						青森		青森県管工事業協同組合連合会　青年部協議会				東海 トウカイ		愛知		蒲郡市上下水道工事協同組合

						岩手		岩手県消防防災設備協同組合						愛知		稲沢市上下水道指定店協同組合

						岩手		一般社団法人 岩手県空調衛生工事業協会　青年部						愛知		常滑市水道組合

						岩手		岩手県管工事業協同組合連合会						愛知		名古屋市指定水道工事店協同組合

						秋田 アキタ		秋田管工事業協同組合 青年部協議会						愛知		愛知県管工事業協同組合連合会　青年部協議会

						山形		山形市管工事協同組合　青年部						三重		伊賀市上野水道協同組合

						宮城		大崎市管工事業協同組合						三重		社団法人三重県管工事工業協会

						宮城		石巻広域管工事業協同組合　青年部				近畿 キンキ		関西 カンサイ		関西配管工事業協同組合

						宮城		白石市管工事業協同組合						滋賀		滋賀県管工事業協同組合連合会

						福島		郡山市管工事業協同組合						京都		京都府管工事工業協同組合　

						福島		福島地区管工事協同組合　青年部						奈良		奈良市上下水道協同組合

				関東 カントウ		栃木		小山市管工事業協同組合　青年部						奈良		大和郡山市上下水道協同組合

						栃木		宇都宮市管工業協同組合　						兵庫		兵庫県管工事業協同組合連合会　青年部協議会

						茨城		日立市指定管工事協同組合						兵庫		姫路市管工事業協同組合

						茨城		日立市建設組合				中国 チュウゴク		鳥取		米子管工事業協同組合　青年部

						千葉		君津市管工事業協同組合						岡山		岡山市管工設備協同組合　

						千葉		銚子市管工事協同組合						岡山		協同組合倉敷市管事業協会　青年部会

						千葉		富津市管工事協同組合				四国 シコク		香川		三豊市上下水道工事業協同組合

						千葉		木更津市管工事業協同組合						徳島		徳島市指定上下水道工事店協同組合

						千葉		山武管工事業協同組合 サンブ カンコウジ ギョウ キョウドウ クミアイ						愛媛		愛媛県管工事協同組合連合会

						東京		東京都管工事工業協同組合				九州 キュウシュウ		福岡		福津市管工事協同組合

						東京		三多摩管工事協同組合						長崎		長崎市管工業協同組合　青年部

						神奈川		川崎市管工事業協同組合　						大分		日出町管工事業協同組合

						神奈川		横須賀市管工事協同組合						熊本		八代市管工事業協同組合

						神奈川		藤沢市管工事業協同組合						宮崎		日向管工事協同組合

						神奈川		県北管工事協同組合						宮崎		延岡市管工事業協同組合

						神奈川		茅ヶ崎管工事業協同組合						宮崎		宮崎管工事協同組合　青年部

						群馬 グンマ		太田市管工事協同組合　青年部会						鹿児島		出水管工事協同組合

												全国 ゼンコク		全国		全国管工事業協同組合連合会

































































Sheet3

				北海道・東北 ホッカイドウ トウホク

				北海道 ホッカイドウ

				青森 アオモリ		岩手 イワテ

				秋田 アキタ		宮城 ミヤギ

				山形 ヤマガタ		福井 フクイ

				関東 カントウ

				群馬 グンマ		千葉 チバ

				栃木 トチギ		東京 トウキョウ

				茨城 イバラキ		神奈川 カナガワ

				埼玉 サイタマ

				北陸・甲信越 ホクリク コウシンエツ

				新潟		福井

				富山		山梨

				石川		長野

				東海 トウカイ

				静岡 シズオカ		岐阜 ギフ

				愛知 アイチ		三重 ミエ

				近畿 キンキ

				滋賀 シガ		大阪 オオサカ

				京都 キョウト		兵庫 ヒョウゴ

				奈良 ナラ		和歌山 ワカヤマ





消防設備

		エリア		都道府県		組合名

		東北 トウホク		岩手 イワテ		一般財団法人岩手県防災保安協会青年部

		関東 カントウ		東京 トウキョウ		日本防災設備協同組合 ニホン ボウサイ セツビ キョウドウ クミアイ

		近畿 キンキ		大阪 オオサカ		大阪消防設備協同組合 オオサカ ショウボウ セツビ キョウドウ クミアイ
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・・・親会加入
・・・青年部加入

・・・支部加入

消防設備 18組合 373社
電気工事 508組合 35,423社
管工事 742組合 20,154社

（2021年5月19日現在）
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全国設備業IT推進会では、IT活用による経営革新や設備業様の業務効率化に
つながる様々なサービスをご提供しています。

無料セミナーの開催
組合会員の経営者、実務者
を対象としたITの有効活用
を知っていただくための無
料セミナーや、講演会形式
のセミナー、実際にパソコ
ンを操作していただく体験
セミナーを実施しています。

専用サイト「設備経革広場」
メールマガジンの配信

IT活用のためのセミナー案内や
設備業トレンドニュース、IT製
品新着情報、お得なキャンペー
ン情報などを提供しています。
また、業界関連ニュース、お得
なキャンペーン情報、補助金助
成金情報などをメールマガジン
にて配信しています。

会員組合様向け
無料ホームページ作成サービス

当会にご加入の組合様限定で、無
料でホームページ作成・運営でき
るサービスです。
フォームに必要事項を入力するだ
けで簡単にホームぺージを開設・
運営することが可能です。
（支部単位での構築もOK！）

組合連絡網システム
組合会員間を専用ネットワー
クでつないだ情報共有システ
ム「NetMaster」は、会員事
業者同士のコミュニケーショ
ン向上、情報共有化を促進さ
せ、組合活動の効率改善を実
現します。
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設備業組合様を対象として、ITの有効活用方法を知っていただくための
無料セミナーをご提供しています。

最新のトレンドに合わせたセミナーや業務改善のためのセミナーなど多数ご用意しています。
ご要望に合わせてビジネスマナーセミナーや経営革新セミナーも提供可能です。
当会協賛メンバーにより、毎年200回近くの無料ITセミナーを開催しています。

昨年実施した人気セミナー

• 設備工事業様向け補助金・助成金活用、税制優遇制度活用ITセミナー
• スマートフォンによる工事写真・電子小黒板体験セミナー
• ソフトウェア体験型セミナー（CAD、見積・積算、原価管理など）
• 東電インターネット申請・施工証明書作成体験セミナー
• 5年先を見据えた会社経営セミナー
• 事業承継！社長の仕事とは何かセミナー※有料
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無料セミナー一覧 ※一覧にない内容のセミナーについてもご相談に応じます。

セミナータイトル セミナーの概要 ポイント

情報セキュリティ対策
セミナー

ランサムウェアなどのウィルス被害や情報漏え
いの急増、改正個人情報保護法の施行により、
急務となった情報セキュリティ対策について、
「ITによる情報セキュリティ対策編」と、SNS
の内部漏えいや個人情報保護などの「今日から
できる情報セキュリティの体制編」で、わかり
やすくご紹介します。

情報セキュリ
ティ対策

公共工事における積算
ノウハウの蓄積と活用
例

公共工事の積算は、役所が何を基にしている
か？を徹底分析する必要があります。他工種の
事例も踏まえた解説を濃縮してお届けします。

公共工事積算

拾い出し作業の効率化
拾い出し作業の効率UPをはかり見積金額の根拠
と作業のメリットの重要性をわかりやすく説明
します。

拾い出し

顧客に分かりやすい、
見積の作成方法とは！

お客様に理解していただきやすい見積の作成方
法をご紹介！提案時に差を付ける見積を分かり
やすく説明します。

積算見積

確実に利益を生み出す
情報の見える化

本当にその工事で利益は出ていますか！社員の
意識改革で利益を生み出す方法をご紹介します。 原価管理

設備CADシステム体験
セミナー

工事に関わる様々な図面（設計図・施工図・電
力会社の施工証明・水道申請・本管など）を作
成できるCADシステムを体験いただけます。

設備専用CAD

５年先を見据えた経営
セミナー

ヒトが集まる企業！ヒトともめない企業！とは
「いい人がこない」「応募しても反応がない」
募集時のポイントを大公開！

人材獲得

セミナータイトル セミナーの概要 ポイント

「会社」「従業
員」「家族」を守る
安全管理と安全教育

ISO45001の労働安全衛生マネジメントシステム
の国際規格がスタートし、労働者の安全面、環境に
は注目を浴びております。万が一事故を起こしてし
まうと、4重苦と言われ、企業、従業員、従業員の
家族までも影響を及ぼし、人生が大きく変わってい
くことになります。事故を起こさず、安全に現場を
回すには、知ること（教育）ルーティーン（仕組
み）が重要になります。会社に規模にあった安全管
理と教育について、解説致します。

安全管理・
安全教育

5G（第5世代移動
通信システム）これ
からの展望

2020年から開始される通信規格5Gによるスマート
ファクトリーやスマートシティー構想について動画
を交えてご説明いたします。

5G 

簡単にできる電子
納品

難しいガイドラインの解読や大量のデータ編集な
ど、電子納品は難しいと思っていませんか？この
セミナーでは、簡単にできる電子納品のコツを伝
授します。

電子納品
チェックシス
テム

スマートフォンに
よる工事写真・小
黒板電子化

国土交通省発注工事では平成27年度「工事写真の
小黒板電子化」の試行案件が出てきています。セ
ミナーでは、建設業でも普及しているスマート
フォンやクラウドの活用メリットや、活用によっ
て今後建設現場がどのように変化していくのか等、
クラウド・スマートフォン初心者世代の現場監督
様を対象に、分かりやすく解説します。

クラウド・
モバイル
（現場管理）

勤怠管理・就業管
理について

建設業では、2024年4月以降に「働き方改革関連
法案」が適用されます。時間外労働の上限規制の
適用とともに従業員の労働時間を適切に把握する
ことが求められます。本セミナーでは、直行直帰
が多い中で、現場で打刻できる勤怠管理や新たな
制度に対応した就業管理の方法を分かりやすく解
説します。

勤怠・
就業管理
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専用サイト「設備経革広場」 メールマガジンの配信

IT活用のためのセミナー案内や設備業トレンドニュース、IT製
品新着情報、お得なキャンペーン情報などをご提供しています。
また、設備業者様のIT導入事例を動画でご紹介しています。

業界関連ニュース、お得なキャンペーン情報、補助
金助成金情報などのお役立ち情報をメールマガジン
にて月2回配信しています。
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当会にご加入の組合様限定 無料ホームページ作成サービス

入力フォームに必要事項を入力するだけで簡単にホームページを開設・運営することが可能です。
ホームページを持つことで、組合の認知度や信用度を高めることができ、多くの組合様にご利用いただいて
います。支部単位での構築も可能です。
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組合連絡網システム「NetMaster」

組合会員間の情報共有システム「NetMaster」は、IT化に積極的に取り組んでいる設備業の組
合様のご意見を元に開発されました。組合事務局への負担を軽減し、ITに不慣れな組合員へも
満遍なく通知ができる連絡網システムとして、多くの組合様にご利用いただいています。
会議への参加依頼、出欠確認、関連資料の閲覧・共有も可能です。
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全国設備業IT推進会 有料会員サービスは、個々の企業でご加入いただくサービス
です。有料会員限定の充実したサービスでIT活用の支援を行います。
※年会費：36,000円（税別）

現場の出退勤管理サービス工事写真台帳作成サービス
工事写真を工事毎に簡単に管理できるサービスです。
写真のアップロードも工事毎の仕分けも難しい操作は
必要なく、工事写真台帳を初めて作成する方でも
カンタンにご利用いただけます。

モバイルを利用して、現場で出退勤の打刻が行える
サービスです。Web上で打刻した時間と位置の確認や、
出退勤の実績をCSVファイルに出力できます。

PDF図面CAD変換サービス会社のホームページ作成&運営
入力フォームに情報を入力するだけで簡単にホームページ
を作成できます。作成したホームページは、パソコン、タ
ブレット、スマホで閲覧できるので、会社のPRや施工実
績、採用情報など様々な情報を配信できます。

PDF図面をアップロードするだけで自動でCADデータに
変換できるサービスです。通常1枚の変換1,800円の
サービスが、回数無制限でご利用いただけます。
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会社のホームページ作成&運営

会社のホームページをご自身で作成する場合に必要なドメインの取得やレンタルサーバーの契約
など一切不要！入力フォームに必要事項を入力するだけで簡単にホームページを開設・運営する
ことが可能です。
作成したホームページは、パソコン、タブレット、スマホで閲覧できるので、会社のPRや施工実
績、採用情報など様々な情報を配信できます。
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PDF図面CAD変換サービス

PDF図面をアップロードするだけで自動でCADデータに変換できるサービスです。
通常1枚の変換1,800円のサービスが、回数無制限でご利用いただけます。
図面をトレースする作業の手間と時間の削減に貢献します。
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工事写真台帳作成サービス

工事写真を工事毎に管理できるサービスです。
写真のアップロードも工事毎の仕分けも操作は簡単で、工事写真台帳を初めて作成する
方でもカンタンにご利用いただけます。工事写真台帳は、PDFとExcelに出力可能です。

写真管理画面 工事写真台帳作成画面（PDF・Excelに出力可能です）
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現場の出退勤管理サービス

モバイルを利用して、現場で出退勤の打刻が行えるサービスです。Web上で打刻した時
間と位置の確認や、出退勤の実績をCSVファイルに出力できます。

モバイルで出退勤の
打刻ができる

出退勤の位置情報を
確認できる
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協賛パートナーにより積極的な活動が展開されています。

月1回必ず
定例会を開催

会全体の
活動を各社で

確認

展示会、セミナー、
交流会など多数

パートナー間の
コミュニケーションの

機会

各分野で
設備業の課題解決や

企画検討

5つの委員会が
積極的に活動

定時総会 展示会

ITフェア セミナー

5つの委員会が月1回活動状況を発表
● テレワーク・Web活用推進委員会
● 補助金・助成金活用委員会
● ニュービジネス委員会
● フォーマット標準化委員会
● バリューアップ委員会
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設備業の方々の業務改善、経営力向上を目的に５つの委員会を発足し、活動して
います。

テレワーク・Web活用推進委員会
テレワークのニーズ調査、情報提供や事例のご紹介、
Webツール活用支援、ご相談窓口の開設

補助金・助成金活用委員会
新型コロナウイルス関連支援対策、補助金、助成金、
融資情報収集と情報提供、ご相談窓口の開設

ニュービジネス委員会
組合収益事業、MA関連事業、ギガスクール委託事業
事例収集と情報提供、その他新規事業の検討・企画

フォーマット標準化委員会
協賛パートナー間のシステム連携におけるデータ連携
フォーマット（ITESファイル）の実用化、製品周知、
ITコーディネーター協会との連携

バリューアップ委員会（VUP）
組合との関係強化、協賛パートナーの活性化、バ
リューアップ（価値を高めること）企画の検討
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6つの地域分科会が活動しています。

北海道分科会
・各組合との関係構築
・当会の周知活動及び組合会員向けにWebセミナー企画・

実施

東北分科会
・ITフェア in 岩手の開催
・各組合との関係構築
・組合ニーズに合ったWebセミナー開催とバーチャ

ル展示会の企画・開催

中部分科会
・当会の周知活動及び組合会員向けにWebセミナー開催と

バーチャル展示会の企画・開催

関西分科会
・IT導入補助金提案のための各組合広報誌への記事掲

載、及びチラシ配信
・資材販社（特別パートナー）でのWEB展示会
・ITフェア開催

中四国分科会
・外国人技能実習生受入れ事業による人材不足問題への取

り組み
・組合ニーズに合ったWebセミナー開催とバーチャル展

示会の企画・開催

九州分科会
・Web利用した組合セミナー、勉強会、研修会の実施
・バーチャル展示会の開催
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2月9日～10日にオンラインイベント「設備業ITフェアONLINE2021」を開催しました。

「withコロナ」における設備業の働き方改革セミナーや、設備業の皆様の課題解決に役立つ最新の
製品・サービスのWeb展示会を特設サイトにて開催しました。
2日間の総ログイン数は858名、9日に行われた働き方改革セミナーやパネルディスカッションは
100名以上の方にご視聴いただきました。
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全国設備業IT推進会は平成17年に設立し、平成28年9月に
一般社団法人化し、通算「16年目」を迎えました。

更なる設備業界でのIT活用を推進するため、サービスの拡充
に努め、これまで以上に設備業の皆様の業務改善、ビジネス
拡大のお役に立てるよう邁進してまいります。

引き続きご理解とご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上
げます。

一般社団法人全国設備業IT推進会
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