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沖縄電力株式会社 配電工事協力会社

あかりを届ける。
社会を照らす。
そして、人を輝かせる。

（株）奥原電設

TEL/098-840-6882
豊見城市長堂180-3

(有)旭電工

TEL/098-880-6806

那覇市泊1-17-12　
賀茂コーポ201号

（株）那覇電工

TEL/098-868-8674
那覇市若狭3-15-1

南部電工（株）

TEL/098-994-2607
糸満市西崎町5-6-20

（株）東部電気土木

TEL/098-945-2043
与那原町字上与那原398

（株）國場組

TEL/098-851-5201
那覇市久茂地3-21-1

(株)南星電気工事社

TEL/098-832-5287
那覇市松川2-7-14 （株）三光電設

TEL/0980-82-3836
石垣市字平得212

（株）紫電舎

TEL/0980-82-4811
石垣市字真栄里375-8

（株）八電工

TEL/0980-82-2825
石垣市字登野城1004

（株）栄電社

TEL/0980-87-2047
与那国町字与那国128

渡嘉敷村座間味村

久米島町
粟国村

渡名喜村

南大東村

北大東村

宮古島

多良間島

石垣島
西表島

波照間島

与那国町

（有）宮里電気

TEL/0980-58-1437
名護市字田井等391

（株）崎浜電工

TEL/0980-53-2137
名護市宮里1-2-6

（有）文化電気商会

TEL/0980-49-2101
伊江村字川平363番地

（有）平良設備工業

TEL/0980-53-7283
名護市字宮里7-3-11

（有）大進工業

TEL/0980-46-2133
伊平屋村字前泊195-1

(有)星電気工事社

TEL/0980-52-1237
名護市為又1219-275

（有）大翔電工

TEL/0980-55-8475
名護市字三原360-2

（有）仲村電気工事社

TEL/0980-41-2210
国頭村字辺土名1703

北部地区

南部地区

中部地区

八重山地区

（有）仲電工

TEL/098-973-3136
うるま市字上江洲88-2

（株）比謝川電気

TEL/098-956-2253
嘉手納町字嘉手納284

（株）奥原電設 中部支店

TEL/098-934-0039
沖縄市美原1-18-26

（有）知念電気工事社

TEL/098-938-2833
沖縄市照屋5-18-14

（株）東興電設

TEL/098-929-1772
沖縄市字桃原207-2

（有）共栄電工

TEL/098-874-5515
浦添市字牧港2-541-1

（株）球電舎

TEL/098-892-2041
宜野湾市喜友名1-1-29

（株）東江電気工事 

TEL/098-956-2298 
嘉手納町水釜6丁目5番18号 

（株）比嘉電工

TEL/098-945-0108
西原町字小那覇1048-3

（有）尚伸電工

TEL/098-956-1694
嘉手納町字水釜389-7

（有）玉城電工

TEL/098-956-0806
読谷村字大湾589番地

日進電気土木（株）

TEL/0980-72-1563
宮古島市平良字下里225

大和電工（株）

TEL/0980-72-4514
宮古島市平良字西里1275-15

（同）長浜電工

TEL/0980-79-0808
宮古島市平良字下里223-2

（有）久貝電設土木

TEL/0980-78-3549
宮古島市伊良部字長浜190-1

（有）共伸電気

TEL/0980-79-2701
多良間村字仲筋467

進龍電気

TEL/0980-72-8866
宮古島市平良字下里732-6

宮古地区

久米島地区
（合）球美電気工事社 

TEL/098-985-8200 
久米島町字謝名堂906-51

（合）具志川電気工事社 

TEL/098-985-2985 
久米島町字仲泊418番地1 
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空気が自然にあるように、

あるのがあたり前に思える電気だけど、

もし電気がなかったら、

ぼくらの生活はいったいどうなるだろう？

蛇口をひねれば水が出てくるように、

いつでも電気を使えるのは、

配電工が24時間電気の供給を支えているから。

そう、配電工は社会を支える仕事なのです。

あかりを届ける。
社会を照らす。
そして、人を輝かせる。
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必
要
な
の
は

技
術
力

電所でつくられた電気も配
る人がいなければ使うこと

ができません。発電所から変電所を
経由して一般家庭、工場やオフィス
に電気を届けるための設備（電線や
電柱など）を管理するのが配電工の
仕事です。電気を配る配電のシステ
ムは、電力を社会の隅々にまで行き
渡らせる複雑で広大な設備や部品
で支えられています。

配電工とは文字通り、
電気を配る技術職です。

配電工ってどんな仕事？

大切なのは
チームプレー

目
に
見
え
な
い
電
気
を
扱
う
仕
事
だ
か
ら
︑

器
用
で
細
か
い
手
作
業
か
ら
電
柱
を
建
て
る
大
技
ま
で
︑

プ
ロ
の
技
術
が
必
要
だ
︒

仕事を事故なく安全に、

そして、短時間で正確に。

そこで大切なのがチームプレイ。

仲間意識と息ピッタリの協力が

プロの仕事を形に変える。

おしえて！

現場での仕事には職人技が求められます。先輩の仕事ぶりを観察
して技を盗む前のめり感が必要です。

トランス（変圧器）の取り換えや低圧線の張り替えなどの作業中は
停電状態。待っているお客さまのために仕事はテキパキ、確実に。

職人的な技術系の仕事だけど、困っていたり、急いでいたりするお
客さまへの臨機応変な対応も求められる時があります。電気を配
るだけでなく心も配りましょう。

スキル１：積極性

スキル２：スピード感

スキル３：心配り

0504

配
電
工
に
必
要
な
も
の

発



変圧器工事
　「変圧器工事」とは電気を送る時に必要な変圧器を取り付け
る工事のことです。新たなお客さまへ電気を送るため変圧器
を取り付けたり、錆など腐食した変圧器を取り替えたりする
のが主な内容です。工事のポイントとして、高所作業車で変圧
器を持ち上げて取り付ける工事と、電線と変圧器の電線を取
り付ける工事があります。

配電工の主な仕事の紹介

変圧器とは、変電所から送られている高圧の電気を一般家庭や外灯などで使用する低圧
の電気へ変圧する機器のことです。

高所作業車

配電工のお仕事に欠かせない
特殊道具を紹介！

　沖縄の災害で最も頻度が多いのが台風。台風が原
因で電柱が折れたり電線が切れたりして、お客さま
へ電気を送ることが出来なくなります。台風通過後
は、総動員で復旧作業を行います。
　まずは、設備の巡視。2人1組のペアを組み、車で
電気設備の巡視を行い、台風で壊れた設備箇所を特
定します。時には、雨・風がある中での巡視となるこ
とも。
　次に巡視で発見された不良箇所の復旧。復旧は外
線工事、引込工事の順に行います。外線工事では、折
れた電柱の建て替えや切れた電線の張り替え、時に
は台風で折れて電線に接触している樹木の撤去（樹
木伐採）など、復旧内容は多岐に渡ります。引込工事
では、お客さまのところへ1件1件訪問し不良箇所
の特定を行い、修理の件数は1つの台風で千件以上
になることもあります。
　完全復旧まで数日かかる場合もありますが、早期
復旧を目指し一丸となって作業を行います。

トラック式で、伸縮ブーム先端に
バケット（積載2人）を装備した特
殊作業車のこと。

絶縁手袋、絶縁上衣、
絶縁長靴が基本装備。
作業時に感電を防止す
るため絶縁性の材質で
作られた保護具

電線カッター
大径被覆電線などは、通常のカッターでは切りにくいが、こちらは刃
先の形状がオウムの口のように湾曲しており、電線を切るために適し
ている。呼び名は、マーベル社製ラベルがあることから活線ケーブル
カッターと区別する意味でマーベルだが、「マーブル」と呼ばれること
が多い。

現場ではシメラーとかバイスと
か呼ばれる。電柱間などに電線
に張力をかける工具。

電線工事
　電気を送る時に必要な電線を張る工事のことをいいます。
電気を送り、新たに電柱を建てた後に電線を張ったり、電気を
使用する量が増えた地域には電線のサイズを大きくするた
め、張り替え工事なども行っています。工事のポイントとして
は、電線を延線し電柱へ取り付けたり、停電をさせた後、高所
作業車を使って電線を降ろしたりする工事があります。

電線は被覆という黒いカバーの中に銅でできた電線が入っており、銅線を通して電気を送ってい
ます。被覆は、感電防止や風で飛んでいる石や砂からの電線の保護のために取り付けています。

電柱建柱工事
　「電柱建柱工事」とは、電気を送る時に必要な電線や機器を
載せるコンクリート電柱を建てる工事のことです。区画整理
などで新たに電気を繋げるために電柱を建てたり、保修が必
要となった電柱を建て替えたりもしています。工事のポイン
トは、電柱を建てるための穴掘り工事と、電柱を持ち上げて穴
へ電柱を建てる工事です。

電柱を建てるため、2.5～3ｍ程度穴を掘っています。バスケットリングの高さと同じぐ
らい深く掘っています。

これが電工マンの必需品「腰道具」
3

2

1

電工マンなら、必ず身に付ける「腰道具」には、
このような道具が入ってます。どれも毎日の作業に欠かせない道具です。

ラチェット
レンチドライバー 検電器 モンキーレンチ ペンチ 胴綱補助ロープ電工ナイフ

主な配電工事内容

配 電 工 特 殊 道 具

0706

災害復旧（台風復旧）について

絶縁保護具　

張線器「オーガー」と呼ばれ、回
転する削孔刃にて地面
に穴を掘りクレーンを用
いて電柱を建て
るための車輌。

穴掘建柱車



頼られる先輩に
なれるよう、
自分なりに
頑張ってます

生気分はもう抜けましたね。自分はプ
ロなんだという自覚を持ち始めてま

す」。そう語る兼城健人さんは、配電マンに
なって今年で２年目。高校に入学するまでは
配電の仕事がどういうものかまったく知らな
かったという彼はなんとなくこの仕事を選ん
だのだそうだ。入社してすぐは、材料や工具の
名前を覚えるので精一杯。何をすればよいの
かわからずに「自分に続けられるかなあ」と自
分でも不安だったという。1年以上経った今、
作業の流れもだいたい頭に入ってきて、先輩

の補助をする仕事を中心に配電マンらしく
なっていった。これまで続けてこれたのはお
客さまから感謝されたり、テキパキ仕事をこ
なす先輩の後ろ姿がカッコイイからなのだと
か。腕を磨いて少しでも早く先輩に追いつき
たいという兼城さんに仕事選びをしている高
校生にメッセージはないか聞いてみた。返っ
てきたのは、「きつい仕事だし、経験が必要だ
し、大変だけど、やる気があれば一生続けられ
るはず。興味を持ってくれた人にはチャレン
ジしてほしい」という言葉だった。

配電マンの仕事って実際はどんな仕事なんだろう？
世代的に一番近い入社2年目を迎える先輩に率直なところ
どうなのか、話を聞いてみよう。

ルーキーたちに
聞きました
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先輩から新入社員安全衛生教育

工具・資材の名前と使い方を覚える

班長と行動をする

太陽の直射日光が結構きつい

地上から柱上に昇る

強風の中での台風復旧作業

高所作業車操作方法を教わる

近ごろ言葉づかいが悪くなり先輩に注意される

涼しくなってきたなぁ、体が良く動く

今年は先輩に迷惑かけないよう頑張る

電柱の上から見る景色って意外に良く、地上
の班長の声が良く聞こえる

4月から新入社員が入る、俺もいよいよ先輩

になる

　配電工事の業界で県内最大手の沖電工は
新入社員研修、入社2年目社員研修、技能職
フォロー研修など経験に応じた実務型の研
修を行っている。この研修に参加できるのは
県内のすべての配電工事の協力会社だ。休み
を除くと正味47日間の研修で学べるのはナ
イフを使っての電線の皮むき、電柱上で作業
をするのに必要なロープワーク、電線を上手
に早く取り付ける訓練、電柱の建て方など、現

場で必要な実務ばかり。教室での講義を取り
入れながら短期間で効果的に実務の基本を
マスターできる。どうしても個人差があるの
で、習得度に応じて個人フォローも行ってい
る。安全担当者でもある勝連さんの日頃の業
務は現場のパトロール。研修で教えた若手が、
いきいきのびのび現場で働いている姿を目
にするたびにこの仕事をやってよかったと
思うのだそうだ。

南部電工
兼城健人（かねしろ　けんと）さん
南部工業高校卒

毎日が勉強です！

一足先に配電のお仕事についた、配電工
ルーキーたちにこの仕事についた理由、
将来の目標や仕事のやりがいを聞いてみ
ました。

現場で必要な実務のイロハを
集中的にマスターできる！

　「学

仕事のやりがいは？
自分が行った仕事でお客様に電気を送ることが出来る
こと。

渡邉　一羽（32歳）／西原高校
仕事のやりがいは？
お客様に電気を供給できる事です。

上原　仁弥（26歳）／沖縄水産高校

将来の目標は？
配電工事の基礎知識をたくさん学び現場で活用したい
です。

宮里　智太（33歳）／豊見城高校
将来の目標は？
まずは一つでも出来る仕事を増やす事です。

冨平　良太（31歳）／北谷高校

将来の目標は？
目的意識をしっかり持ち、作業にあたり考えて行動して
いきたい。

呉屋　克成（31歳）／那覇国際高校　

将来の目標は？
現場で装柱作業がスムーズに出来るように頑張りたい。

又吉　博樹（26歳）／北谷高校

将来の目標は？
立派な電工になれるよう頑張る。

島袋　裕也（30歳）／北谷高校
この仕事についた理由は？
電気に携わる仕事がしたいと思ったからです。

知念　勇太（22歳）／本部高校新入社員の
一年

沖電工 安全担当　勝連　淳功

（あいさつの難しさと学校と社会人の違いを教わる）

0908

新入社員研修制度もあります。



やりがいがありそうな仕事だということはなんとなく分かってきたと思うけど、この仕事の大変な所、経験を積ん
でいくと将来どうなっていくのかまだよく分からないよね。今度はベテランの先輩たちに話を聞いてみよう。

長く働くからには、将来のことが気になります。先輩たちってどんな立ち位置なんだろう。

まだまだ気になること、聞いてみました。

※待遇・報酬面は各社によって異なります

しーじゃインタビュー

続けていれば
自然に体が覚えてくれる

城さんがこの仕事についたのはおよそ40年ほ
ど前のこと。その頃の電柱はコンクリートで

はなくて木製だったし、高所作業車などはなく、一段
一段手足を使って電柱に登っていたし、電線は今のよ
うに絶縁体でカバーされておらず、むき出しだったそ
うだ。商業科を卒業してこの道に入り、3年ほど現場の
仕事を経験した。班長を任されたのは５年くらい経っ
てからのことだったという。40歳を過ぎた頃からは、
トンネルや学校など大規模な公共事業の管理を任さ
れ、現在は全体の安全管理を行う業務についている。
作業のそれぞれの工程や工事車両などの機械・設備ま
で安全に関わる課題を見つけ改善していく重要な仕
事だ。「東北大震災でも、熊本地震でも、停電した地域
に電気を再び送るのは配電マンにしかできない仕事。
誇りある仕事なのでぜひチャレンジしてほしい」と優
しい笑顔で語る金城さん。「心が折れることがあって
も、酒飲んで朝になればもう大丈夫」という前向きな
言葉がいかにも大先輩的で印象深かった。

きつい仕事だからこそ
仲間意識がとても強い

経験年数

（有）宮里電気  金城秀人さん

名護高校卒

きんじょう ひでと

41年

経験年数

（株）三光電設 山城考史さん
やましろたかふみ

八重山高校卒

10年

経験年数

（同）長浜電工 池間竜兵さん
いけまりゅうへい

翔南高校卒

5年

経験年数

(株)球電舎 奥山英光さん
日本文理大学卒

18年

来てくれるのは嬉しいけど、自分からは誘わない。
だって大変な仕事だから

でも忘れられないのは、初めて電柱に
登った時のことですね。５段目あたり

で足が震えて、恐怖心で動けなくなったんで
す」。山城さんはその時、自分はこの仕事を本
当に続けられるんだろうかと本気で思ったそ
うだ。先輩に「最初から大丈夫なヤツはいな
い。心配するな。すぐ慣れる」と励まされ、少し
でも早く恐怖を克服しようと、仕事外に自分
で自分に訓練を課したという。小さい頃から
憧れていた仕事でもあったし、自分に負けた
くなかったからだそうだ。「チームプレイが求

められる仕事だから、輪を乱さないように、足
を引っ張らないように」と頑張って、現場の責
任者である班長を任されるまでに成長した山
城さん。頑張ってこれたのは今年で65歳にな
るという大先輩の存在だった。「昨日より少し
でも早く、正確に仕事ができるよう、自分の技
術を磨きたい。“職人”の神様みたいなこの先
輩のようにいつかなりたい」と現場で腕を磨
くことを選び、班長から班員に戻してもらっ
たというくらいこの仕事が好きでたまらない
らしい。

きついけど、手に職がつくし、
やりがいのある一生の仕事だと思う

柱は立っているのが当たり前で、以前
は気にもとめなかったと過去を振り返

る池間さん。この仕事をするようになって、電
柱を見る自分の目が、最近変わってきたとい
う。島を一度は離れたいという思いがずっと
あって、高校を卒業して就職したのは本島
だった。2年ほどして宮古に帰ってきた時に
この仕事を知り、迷わず就職した。「先輩に怒
鳴られるし、危険だし、夏は暑いし、何度も辞
めようと思いましたけど、自分がやっている
のはみんなの暮らしを支える大切な仕事なの

だと、ある時気付いてから、誇りを持って頑張
れるようになりました」と池間さん。４年間で
身につけてきた技術は一生の宝物なのだとい
う。「まだまだ未熟だけど、最近は電柱を１本
任せてもらえるようになったんです」と嬉し
そうだ。目を輝かせて語る池間さんの目標は
班長になってみんなをまとめること。「工事車
両が大好きな４歳の子どものためにも頑張っ
ていきたい」と語る表情は見るからに頼もし
い。

待遇・報酬面はどうですか？

現場にも慣れたころで、高低圧作業全
般において独力で作業対応できるレ
ベルへ成長し、合わせて、後輩たちの
指導など技術向上成長期

Q
Q 入社時に必要な資格、持っていた

方がいい資格はありますか？
将来的に電工以外に
どの様な仕事がありますか？Q Q

A

A A A

&

将来のフローチャート

3年目
▶

基本8：00～17：00の勤務時間で残業は
ほとんどなく、日曜日にしかできない停電
作業もありますが代休もあります。電気
工事士等の資格手当や合格時には金一
封があります。（球電舎／奥山さん）

普通自動車運転免許はもちろん、電気工
事士1種・2種があると有利です。
（三光電設／山城さん）

1110

これまでの知識を生かして現場代理人
（いわゆる現場監督）や技術系事務職・配
電資材の管理業務・安全技術管理等の仕
事があります。（南部電工／兼城さん）

おくやま　ひでみつ

金

の仕事を続けてきてよかったと、僕が言える
のは、先輩や仲間に恵まれてきたからです。と

にかく、チーム力がすごいんですよ」。そう語る奥山さ
んは、お客さまに工事の内容を説明したり、現場の仕
事の割り振りをする、現場調整業務を担当しているベ
テランだ。「昔は怒鳴られるのは当たり前だし、仕事は
見て覚えろと言われる業界だったんですが、最近で
は、先輩が危ないことは危ないと教えてくれるし、
ちょっとしたことでも声をかけてくれるんです」と奥
山さん。実際、ご自身も壁にぶち当たった時、先輩に助
けられたという。「こちらからは一言も言っていない
のに、先輩が気付いてくれて向こうから励ましにきて
くれたのが今でも忘れられないんです」。高いところ
から眺める世界は他では味わえない魅力だし、見た目
は怖くても後輩を可愛がる優しい先輩も少なくない
というこの業界。続ければ続けるほど、やりがいが出
てくるのだそうだ。

こ「

今

電

「

これまでの経験や知識など工事班長
をサポートし、チームとして班をまと
めるレベルまで成長した段階で、「電
工のプロ」といえるレベル

5年目
▶ 現場の班長クラスの施工判断や、指導が

できるレベルとなり、これまでの経験を
生かして全体的な施工管理や安全管理
など周囲をまとめる業務に対応でき、習
熟した段階

10年目
▶ 現場での施工管理以外に、技術系事務

職への転向により時代の変化に対応し
た新しい工具や工法のリーダー、また安
全管理に関する教育や指導担当者など
で未来の電工職を育てる職務レベル

20年目



お仕事ブック

電気を通して人と社会をつないでいます

Work Book

社会を支える
電気を運ぶ
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沖縄電力株式会社 配電工事協力会社

あかりを届ける。
社会を照らす。
そして、人を輝かせる。

（株）奥原電設

TEL/098-840-6882
豊見城市長堂180-3

(有)旭電工

TEL/098-880-6806

那覇市泊1-17-12　
賀茂コーポ201号

（株）那覇電工

TEL/098-868-8674
那覇市若狭3-15-1

南部電工（株）

TEL/098-994-2607
糸満市西崎町5-6-20

（株）東部電気土木

TEL/098-945-2043
与那原町字上与那原398

（株）國場組

TEL/098-851-5201
那覇市久茂地3-21-1

(株)南星電気工事社

TEL/098-832-5287
那覇市松川2-7-14 （株）三光電設

TEL/0980-82-3836
石垣市字平得212

（株）紫電舎

TEL/0980-82-4811
石垣市字真栄里375-8

（株）八電工

TEL/0980-82-2825
石垣市字登野城1004

（株）栄電社

TEL/0980-87-2047
与那国町字与那国128

渡嘉敷村座間味村

久米島町
粟国村

渡名喜村

南大東村

北大東村

宮古島

多良間島

石垣島
西表島

波照間島

与那国町

（有）宮里電気

TEL/0980-58-1437
名護市字田井等391

（株）崎浜電工

TEL/0980-53-2137
名護市宮里1-2-6

（有）文化電気商会

TEL/0980-49-2101
伊江村字川平363番地

（有）平良設備工業

TEL/0980-53-7283
名護市字宮里7-3-11

（有）大進工業

TEL/0980-46-2133
伊平屋村字前泊195-1

(有)星電気工事社

TEL/0980-52-1237
名護市為又1219-275

（有）大翔電工

TEL/0980-55-8475
名護市字三原360-2

（有）仲村電気工事社

TEL/0980-41-2210
国頭村字辺土名1703

北部地区

南部地区

中部地区

八重山地区

（有）仲電工

TEL/098-973-3136
うるま市字上江洲88-2

（株）比謝川電気

TEL/098-956-2253
嘉手納町字嘉手納284

（株）奥原電設 中部支店

TEL/098-934-0039
沖縄市美原1-18-26

（有）知念電気工事社

TEL/098-938-2833
沖縄市照屋5-18-14

（株）東興電設

TEL/098-929-1772
沖縄市字桃原207-2

（有）共栄電工

TEL/098-874-5515
浦添市字牧港2-541-1

（株）球電舎

TEL/098-892-2041
宜野湾市喜友名1-1-29

（株）東江電気工事 

TEL/098-956-2298 
嘉手納町水釜6丁目5番18号 

（株）比嘉電工

TEL/098-945-0108
西原町字小那覇1048-3

（有）尚伸電工

TEL/098-956-1694
嘉手納町字水釜389-7

（有）玉城電工

TEL/098-956-0806
読谷村字大湾589番地

日進電気土木（株）

TEL/0980-72-1563
宮古島市平良字下里225

大和電工（株）

TEL/0980-72-4514
宮古島市平良字西里1275-15

（同）長浜電工

TEL/0980-79-0808
宮古島市平良字下里223-2

（有）久貝電設土木

TEL/0980-78-3549
宮古島市伊良部字長浜190-1

（有）共伸電気

TEL/0980-79-2701
多良間村字仲筋467

進龍電気

TEL/0980-72-8866
宮古島市平良字下里732-6

宮古地区

久米島地区
（合）球美電気工事社 

TEL/098-985-8200 
久米島町字謝名堂906-51

（合）具志川電気工事社 

TEL/098-985-2985 
久米島町字仲泊418番地1 
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