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この原稿依頼をいただいたのが四月の初め、その直後、政府より緊急事
態宣言が発令され、世間は大騒ぎのなか、今回執筆させていただくことに
なりました。
今号が発行され、皆様の手元に届くころには新型コロナウイルスとの戦
いが終息に向かっていることを願いながら掛川支部の紹介をさせていただ
きたいと思います。

わが掛川支部は平成二九年に創立六〇周年を迎えました。
創立時に五三社から始まり、ピーク時の平成三年には一七三社もの大所
帯の組合でしたが、その後は廃業などによる減少が続き、現在は一一〇社
程度となっております。
今後も減少が続く見込みとなっておりますが、なんとか持ち直し組合加
入者が増えるよう活動をしております。

shizukendenko.org fb.me / shizuokakendenko

掛川電気工事工業協同組合

掛川

FAX:054(288)1252

TEL:054(288)1250

〒422-8056 静岡市駿河区津島町12-27

人材の宝庫


そんななか、良い話としては、ここ最近支部内の事業所が数々と受賞し
ております。
近年の女性活躍社会の発展を受け、袋井のモンヤ電気の石黒加奈さんが
二〇一九年八月に「静岡県知事表彰」、続けて一〇月には「国土交通大臣
表彰」を受賞しました。
さらに一二月には支部の理事長でもある松田理事長が令和元年秋の叙勲
に際し「旭日双光章」を拝受する栄を賜りました。
残念ながら新型コロナウイルス禍により記念祝賀会は延期となっており
ますが、たいへん名誉な出来事であります。

支 部 活 動 と し て 特 筆 し た い の が 青 年 部 活 動 で す。 掛 川 支 部 の 青 年 部 は
様々な活動を積極的に行っております。
青年部の現在の支部長は、先ほど女性活躍で受賞をした石黒さんです。
ここ数年は近隣の浜松支部との合同で事業や懇親会も行っており、高齢化
の進む近年の電気工事業界、建設業界の中では若手が活発に活動している
良い事例なのではと思っております。

青年部掛川支部独自の事業では、電気工事業界に入ってきた新人の定着
と同業者間の横のつながりを強固にするため、支部内の組合加入事業所の
新入社員向けに引込工事などの初任者研修などを行っています。
その他には、中部電力様の御協力をいただき、青年部員が清水区にある
メガソーラー清水の見学勉強会を行いました。

様々な業種で人手不足が叫ばれているなか、電気工事業においても高齢
化や廃業による人手不足は今後ますます深刻になっていくと思われます。
そんななか、掛川支部としては、理事やセンター役員が替わる際には、
ブロック内で若手からの参加を促し、担い手の若返りを進めております。
１００周年を迎える２０５７年には、活発な活動のなかで、社会に必要
とされ、日本の産業発展、インフラ整備に重要な責務を果たせる掛川電気
工業協同組合でありたいと思っております。
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理事随想

大吊り橋をバックに記念撮影

て後半のた
めに力を蓄

“山歩き”の楽しみ
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えます。
専務理事

岩堀英治

この辺り

私の楽しみに“山歩き”と“旅行”があります。

がちょうど

“山歩き”の仲間は私を含め高齢化が進み、身体のい

中間地点な

ろいろなところに故障が出始めて全員が万全の状態で

のでこれか

勢ぞろいすることが難しく、しばらく休業の状態です。

らいよいよ

旅行のほうは、乗り物で移動できますから問題はな

“八 橋 小 道

いのですが、世界のあちこちにコロナウイルスがはび

ラブロマン

こってしまい、身動きができずとても憂鬱な毎日です。

スロード”に

桜の花が満開になり、やがて全山が新緑に包まれ、
オゾンが充満する季節がやって来ました。
目の前に山が現れた時、少しでも早く歩きたくて足
がムズムズしてくるあの感触は最高です。ゾクゾクし
てきます。

挑むことになります。
左に大井川の本流を眺めながら谷間から流れ込む川
に掛けられた８つの珍しい吊り橋が次々と現れ、まさ
に“アドベンチャーウォーク”の醍醐味です。
新緑のトンネルの中を登ったり下ったりと森の匂い
を胸いっぱいに吸い込み、いつ来ても山はいいなと思

今までに歩いたところで思い出に残るのは大井川の

います。

源、南アルプスの連峰をはるかに、手付かずの自然が
いたるところに残る川根本町です。
新緑の奥大井を訪ね“接岨峡アドベンチャーウォー
ク”に挑戦しました。

最後の吊り橋を渡り終えると河内地蔵堂が見えてき
ます。ここまで来れば接岨峡温泉会館はもうすぐです。
これからが“山歩き”の後の一大イベントの始まりです。

朝の６時に牧之原市を運転手付きのレンタカーで出

ひと汗かいた後は“若返りの湯”と言われる名湯に浸

発。各地で仲間を拾いながら一路、川根筋を登り井川

かり、ゆっくりとウォーキングの疲れをほぐします。

線の長島ダム駅を目指します。
駅に着くと汽車を待つ間に山歩きの身支度を整え

八橋小道ラブロマンスロード

ます。２駅先の湖上駅で下車し、いよいよ“アドベン
チャーウォーク”の始まりです。足がうずきます。
まずは長島

レインボーブリッジと遊歩道

ダムによって
出来た湖の上
の遊歩道を
ゆっくりと渡
ります。
“レインボー
ブリッジ”を後
に見ながらし
ばらく行くと

そしてお待ちかねの酒宴の始まりです。

不動の滝に出

現地調達のビールを飲んでから、牧之原から運んで

ます。ここで

きた冷酒とワインに移ります。昼食を摂りながらのく

一休みした後

つろぎのひとときは、いつも最高です！

は一気に“南アルプス接岨大吊り橋”まで歩き、吊り橋
をバックに記念撮影をしながら水分の補給とおやつタ

帰りは車の中でコックリ、コックリしながら家山の
名物大福を土産に買って家路に着きました。
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試験、講習会、登録運用
第一種電気工事士定期講習について（１）
＜第１種電気工事士の定期講習について＞

（2020年４月22日更新）
電気工事士法に基づく講習がキャンセルされたこと
に伴い、期限内に講習を受講できなかった場合、直ち
に電気工事士免状は失効してしまうのでしょうか。
（回答）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐ目的で
講習が延期されたことにより、電気工事士の方が免状
の交付を受けた日又は前回の講習から５年以内に講習
を受講できない場合、都道府県が直ちに免状の返納を
求めることはありません。
なお、講習がキャンセルされたことにより受講でき
なかった旨を証明するものとして、申し込みを行った
ことを確認できる書類をお手元に保管していただくよ
うお願いいたします。ただし、国の講習延期要請によ
り申し込み受付が中止になった場合は除きます。
出典：経済産業省産業保安グループ電力安全課
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_
safety/oshirase/2020/03/20200302.html

第一種電気工事士定期講習について（２）
全日電工連講習部では新型コロナウイルス感染症の
拡大が続く中では、定期講習を実施することは困難と
考えています。
５月の連休明けすぐの開催会場もあることから、経
済産業省電力安全課の発表を待たずに開催日の早い会
場から順次、個別に延期要請の申し入れを行っていま
す。
６月以降の定期講習についての最新情報が入りしだ
いお伝えします。
お問合せ先：静岡県電気工事工業組合

０５４（２８８）１２５０

第二種電気工事士上期筆記試験
（５/31）の中止




2020年４月15日10：00掲載
2020年４月15日17：00更新
一般財団法人電気技術者試験センター

令和２年５月31日（日）に実施予定の、第二種電気
工事士上期筆記試験につきましては、実施に向けて準
備を進めてまいりましたが、新型コロナウイルス感染
症拡大防止の観点から、試験の実施を中止いたします。
受験を予定されておられました皆様には、ご理解賜
りますようお願い申し上げます。
１．中止に伴う対応
次の①か②とさせていただきます。
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①上期試験への申し込みを、下期に予定している試験
へ自動的に振り替える。
②受験せず返金を希望される方には、受験手数料を返
還する（返金手続きを行わない場合は、自動的に下
期へ振り替えられます）。
受験手数料の返還の詳細につきましては、決まり次
第、このホームページで公表いたします。
なお、７月18日（土）、19日（日）に予定されてい
る技能試験を「筆記試験免除で申し込みをされた方」
を対象に実施するか否かについては、現時点では不明
です。
決定次第、ホームページで公表いたします。
２．その他試験の日程
第一種電気工事士試験、第二種電気工事士下期試験、
電気主任技術者試験の日程は、今のところ予定通りで
す。
これらの試験の実施については、新型コロナウイル
ス感染拡大防止の観点から変更する場合がありますの
で、ホームページをご確認ください。

https://www.shiken.or.jp/index.html
お問合せ先：一般財団法人 電気技術者試験センター

テクノカレッジ
（静岡県立技術専門
校）
スキルアップ研修のお知らせ
仕事に就いている方が自身のスキルアップを目指す
ための訓練です。
そのうち、成長産業分野の訓練は、これからの時代
を作る新しい技術に興味のある方向けの在職者コース
です。
https://shimizu-tc.ac.jp/itakuPDF/02zaisyokupamphlet.pdf
お問合せ先

沼津テクノカレッジ ０５５（９２５）１０７１

清水テクノカレッジ ０５４（３４５）３０９８

浜松テクノカレッジ ０５３（４６２）５６０２
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理事会報告（2019年度）
【 2019年度第１回 】
１．日時：平成31年４月23日（火）14：00
２．場所：クーポール会館
３．出席者：理事19名／21名中
４．議題
（１）平成30年度定期調査事業報告及び決算書、監査結果
（２）議案
第１号議案 平成30年度事業報告及び同収支決算、貸借
対照表、財産目録、収支計算書、剰余金処
分案の承認の件
第２号議案 2019年度事業計画案及び同収支予算案の承
認の件
第３号議案 総代定数見直しにかかる定款変更
第４号議案 役員選出の件
報告事項 ①平成30年静岡県電気工組政治連盟事業報告
②県工組理事長表彰
③青年部活動報告
（３）総代会の役割分担（案）および来賓について
（４）次回総代会の日程について
（５）その他 新規組合加入書式の簡素化
【 2019年度第２回 】
１．日時：令和元年５月28日（火）17：05
２．場所：中島屋グランドホテル
３．出席者：理事17名／17名中
４．議題
（１）議案
第１号議案 代表理事、副理事長、専務理事及び常務理
事選任の件
第２号議案 各委員会の構成及び開催計画の件
第３号議案 令和２年度総代会の開催時期及び会長の件
報告事項 ①総務委員会、技術・広報委員会、事業委員
会の開催案内
②県工組理事長表彰
③青年部活動報告
【 2019年度第３回 】
１．日時：令和元年８月23日（金）13：00
２．場所：クーポール会館
３．出席者：理事16名／17名中
４．議題
（１）静岡県工組機関報「Voltage」の機能強化等見直し
（２）持続可能な開発目標（SDGs）への取組
（３）女性活躍推進事業
（４）10/29-30経営セミナー
（５）電気工事業コンプライアンス研修会

委員会報告（2019年度）
総務委員会

【 2019年度第１回 】
１．日時：令和元年５月30日（木） 14：30
２．場所：クーポール会館
３．出席者：委員７名／９名中
４．議題
（１）女性活躍推進事業の進め方
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（２）第二種電気工事士免状管理、スキルアップ研修
【 2019年度第２回 】
１．日時：令和２年３月26日（木）13：00
２．場所：静岡電気会館３階会議室
３．出席者：委員７名／９名中
４．議題：
（１）2019年度決算見込み及び2020年度予算（案）
⃝ 県工組決算見込、予算（案）
⃝ 調査事業実績
⃝ 政治連盟決算
⃝ 収益、費用損失の推移（シミュレート）
（２）総代会議案及び役割分担（案）等
⃝ 事業経過報告
⃝ 事業計画案
⃝ 分担案
（３）女性活用推進事業
⃝ 2019年度事業報告
（４）その他
⃝ 第三者損害賠償保険事故実績報告
⃝ 役員賠償責任保険加入報告
⃝ 全日会長表彰候補該当なし報告
⃝ 武漢ウイルス肺炎のオーバーシュート（爆発的患
者急増）が発生した場合の来年度の理事会、総代
会の対応

事業委員会

【 2019年度第１回 】
１．日時：令和元年５月30日（木） 13：00
２．場所：クーポール会館
３．出席者：委員７名／９名中
４．議題
（１）電気使用安全月間
（２）第三者損害賠償保険事故状況と誤配線に起因する事故
（３）委員会の事業
（立入調査、講習会、防災対策、ハーネス）
【 2019年度第２回 】
１．日時：令和元年７月30日（火） 15：00
２．場所：クーポール会館
３．出席者：委員７名／９名中
４．議題
（１）電気使用安全月間最終確認
（２）2018年度（H30年度）第三者損害賠償制度 加入損害
報告
（３）令和元年度登録電気工事業者立入調査等業務委託
（４）SDGsへの対応
【 2019年度第３回 】
１．日時：令和２年３月23日（月） 13：00
２．会場：静岡電気会館３階会議室
３．出席者：委員８名／９名中
４．議題：
（１）2019年度の実績等
ア、電気使用安全月間事業実施結果
①電気安全呼びかけ、災害時対応、感電ブレーカ設置
啓発
②令和元年８月１日～２日を中心に８月の月間中に各
協同組合で実施
③JR浜松駅コンコース（８／１）、JR静岡駅北口地
下広場（８／２）、清水みなと祭り、各事業所訪問、
等で啓発
④延べ８日、102名参加
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イ、立ち入り調査事業 事務処理委託事業実施結果
①静岡市からの委託分 調査件数31件、法令違反０件
（標識の不備が２件、指導改善済）
②静岡県からの委託分 調査件数86件、法令違反０件
（但し、不明３、不在５、廃業２、死亡３、廃業届
指示８）
③令和２年度も実施見込
ウ、感震ブレーカ事業進捗状況（調査中）
エ、第３者損害賠償保険 事故状況
①2019年受付分は44件（うち誤配線によるものは18件、
41％）、支払完了分は36件。誤配線を防ぐことがで
きれば事故は半分になる。
オ、その他（女性活躍推進事業等）
①女性活躍推進事業（青年部へ委託）
ａ．ワークショップレポート配布
ｂ．出前講座（R１.12.12 県立浜松工業高等学校電
気科41名対象。午後の三単元の授業枠でPR動
画・実技。運営に30名の青年部員が参加）
ｃ．静岡電工ガール座談会（R２.３.10実施計画し
たが、武漢ウイルス感染防止のため令和２年度
に順延）

技術・広報委員会

【 2019年度第１回 】
１．日時：令和元年５月30日（木） 10：00
２．場所：クーポール会館
３．出席者：委員６名／10名中
４．議題
（１）広報誌「Voltage」の活用方法の見直し
（２）2020年度第４回技能競技全国大会への対応
【 2019年度第２回 】
１．日時：令和２年３月26日（木） 10：30
２．会場：静岡電気会館３階会議室
３．出席者：委員８名／10名中
４．議題：2019年度の実績と2020年度の計画
（１）広報誌Voltage
ア、2019年度実施済み
⃝ VoltageのＡ４判化
⃝ 紙質見直し、新コーナー新設（試験・講習会のお
知らせ、女性活躍推進コーナー、中電お知らせコー
ナー）
イ、2020年度実施計画
⃝（有償）中電お知らせコーナー、協力会お知らせ

コーナー設置
⃝ 発刊回数の増（隔月に、１、３、５、７、９、11月刊）
⃝ 掲載記事執筆計画案
（２）第４回電気工事技能競技全国大会（2020年11月24日～
25日）選手選出方針案
（３）第33回全日電工連全国大会（2019.10.17-18＠金沢市）
（４）ホームページ、Facebook
（５）その他

事業審査委員会

【 2019年度第１回 】
１．日時：令和２年３月26日（木） 14：35
２．場所：静岡電気会館３階会議室
３．出席者：委員５名／５名中
４．議題
（１）青年部の定年の変更
（２）調査業務の利益率改善方法
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（３）事務局事務分掌の見直し

女性活躍推進事業

【県工組と青年部との打合せ会】
１．日時：令和元年７月30日（火） 17：30
２．場所：クーポール会館
３．出席者：青年部５人、三役等５人
４．議題
（１）女性活躍推進事業委託
（２）Voltage2019.10号「青年部総会」記事、写真
【青年部出前講座（県立浜松工業高校）】
１．日時：令和元年12月13日（金）
２．場所：県立浜松工業高校
３．出席者：青年部30人、生徒41名
【静岡電工ガール座談会】（武漢ウイルス蔓延により中止）
１．日時：令和２年３月10日（火）
２．場所：静岡県男女共同参画センター「あざれあ」
【持続可能な開発目標（SDG’s）への取組報告】
１．日時：令和２年３月30日（月）
２．今後の取組内容
（１）「５．ジェンダー平等を実現しよう」
⃝ 女性活躍推進事業の開催
⃝ 女性従業員の雇用促進
⃝ 先入観や思い込みを捨て、平等に対応する
（２）「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」
⃝ 持続可能なエネルギーとは何かを知る
⃝ 再生可能エネルギーの普及に向け、勉強会の開催
⃝ 暮らしの中で無駄な電力を使っていないかチェッ
クする
（３）「働きがいも経済成長も」
⃝ 高等学校等での出前授業開催
⃝ 各種イベント等での電気工事業アピール
⃝ 長時間労働の是正や柔軟な働き方がしやすい環境
の整備を行う

県工組日記（2019年度）
４月16日（火） 2 019年度上期安全推進会議（中部電気保安協
会）
４月18日（木） 監査（静岡電気会館）
４月23日（火） 理事会（クーポール会館）
５月13日（月） 定期講習（浜松アクトコングレス）
５月13日
（月） 上期安全推進会議
（藤枝）
（中部電力
（株）
藤枝）
５月19日（日） 定期講習（浜松サーラ）
５月20日（月） ボルテージ５月号発行
５月28日（火） 役員会（中島屋グランドホテル）
５月28日（火） 総代会（中島屋グランドホテル）
５月28日（火） 理事会（中島屋グランドホテル）
５月30日（木） 技術・広報委員会（クーポール会館）
５月30日（木） 事業委員会（クーポール会館）
５月30日（木） 総務委員会（クーポール会館）
６月３日（月） 中部連各県正副会長会（愛知電気会館）
６月10日（月） 中部連総会理事会（愛知電気会館）
６月22日（土） 青年部総会（クーポール会館）
６月27日（木） 全日電工連総会（東京プリンスＨ）
７月１日（月） 三役会（中島屋グランドホテル）
７月19日（金） 定期講習（静岡商工会議所）
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■本社営業部�
■本社営業部� ■浜松東�
■浜松東� ■浜松北�
■浜松北� ■磐田�
■磐田� ■袋井�
■袋井� ■掛川�
■掛川� ■浜岡�
■浜岡� ■吉田�
■吉田� ■静岡�
■静岡� ■豊橋�
■豊橋� ■SOLAE
■SOLAE
■株式会社DKDテクノコーポレーション
■株式会社DKDテクノコーポレーション
■電器堂興業株式会社�
■電器堂興業株式会社�

７月25日（木） 三役会（中小企業家同友会会議室）
11月６日（水） 中間会計検査
７月30日（火） 事業委員会（クーポール会館）
11月15日（金） 安全推進会議（中部保安協会静岡支店）
７月30日（火）「女性活用推進」青年部打合せ会（クーポー

11月26日（火） 定期講習（静岡労政会館）
ル会館）
11月28日（木） 三役会（掛川ＧＨ）
８月１日（木） 安全月間キャンペーン（浜松駅コンコース）
12月２日（月） 安全推進会議（中電藤枝営業所）
８月２日（金） 安全月間キャンペーン（静岡駅前地下広場）
12月13日（金） 青年部出前講座（県立浜松工業高校）
８月21日（水） 定期講習（浜松サーラ）
12月17日（火） 三役会（掛川ＧＨ）
８月23日（金） 全日電工連事務局責任者会議（全日電工連会
12月25日（水） 三役会（クーポール会館）
館）
１月10日（金） 年始まわり（中電静岡、中央会、県庁）
８月23日（金） 理事会（クーポール会館）
１月28日（火） 定期講習（静岡労政会館）
８月23日（金） コンプライアンス研修会（クーポール会館）
２月６日（木） 三役会（掛川ＧＨ）
８月23日
（金）
電設資材との意見交換会（クーポール会館）
２月12日（水）
静岡営業所
〒４２２－８０６５
静岡市駿河区宮本町９－３３
清水営業所
〒４２２－００４４
静岡営業所 〒４２２－８０６５ 静岡市駿河区宮本町９－３３
清水営業所
〒４２２－００４４ 静岡市清水区江尻台町６－１
静岡市清水区江尻台町６－１
10月３日（木） 引 込、内線工事技能オリンピック静岡大会
～13日（木）
全日合同会議（札幌ビューＨ大通公園）
ＴＥＬ：０５４－２８５－２２４１
ＴＥＬ：０５４－３６１－２６１１
ＦＡＸ：０５４－３６６－５３０１
ＴＥＬ：０５４－２８５－２２４１ ＦＡＸ：０５４－２８４－４１３８
ＦＡＸ：０５４－２８４－４１３８
ＴＥＬ：０５４－３６１－２６１１
ＦＡＸ：０５４－３６６－５３０１
静岡特機営業所
〒４２２－８０６５
焼津営業所
〒４２５－００７４
焼津市柳新屋１１３
（油山）
３月２日（月）
定期講習（浜松サーラ）
静岡特機営業所
〒４２２－８０６５ 静岡市駿河区宮本町９－３３
静岡市駿河区宮本町９－３３
焼津営業所
〒４２５－００７４
焼津市柳新屋１１３
ＴＥＬ：０５４－２８５－２２４１
ＴＥＬ：０５４－６２１－３６３０
ＦＡＸ：０５４－６２６－８３３８
10月11日（金） 定期講習（アクト浜松）
３月11日（水）
定期講習（静岡労政会館）
ＴＥＬ：０５４－２８５－２２４１ ＦＡＸ：０５４－２８４－４１３８
ＦＡＸ：０５４－２８４－４１３８
ＴＥＬ：０５４－６２１－３６３０
ＦＡＸ：０５４－６２６－８３３８
沼津営業所
〒４１１－０９４５
駿東郡長泉町本宿６２２－１
掛川営業所
〒４３６－００６５
掛川市天王町７－１
10月15日
（火）
三役会（クーポール会館）
３月18日
（水）
認定講習（あざれあ）
沼津営業所 〒４１１－０９４５ 駿東郡長泉町本宿６２２－１
掛川営業所 〒４３６－００６５ 掛川市天王町７－１
ＴＥＬ：０５５－９８０－６７７１
ＴＥＬ：０５３７－６２－１８８１
ＦＡＸ：０５３７－６２－１８８６
10月16日（水）
３月23日（月）
事業委員会
ＴＥＬ：０５５－９８０－６７７１ ＦＡＸ：０５５－９８０－６４４６
ＦＡＸ：０５５－９８０－６４４６
ＴＥＬ：０５３７－６２－１８８１
ＦＡＸ：０５３７－６２－１８８６
富士営業所
〒４１９－００５７
浜松営業所
〒４３５－００４２
浜松市東区篠ヶ瀬町１２０３－２
富士営業所
〒４１９－００５７ 富士市瓜島町２６－１
富士市瓜島町２６－１
浜松営業所
〒４３５－００４２
浜松市東区篠ヶ瀬町１２０３－２
～17日
（木） 第33回電気工事業全国大会（金沢）
３月26日（木）
技術・広報委員会
ＴＥＬ：０５４５－５５－３９６０
ＴＥＬ：０５３－４２３－０７３１
ＦＡＸ：０５３－４２１－１７７１
ＴＥＬ：０５４５－５５－３９６０ ＦＡＸ：０５４５－５５－３９８０
ＦＡＸ：０５４５－５５－３９８０
ＴＥＬ：０５３－４２３－０７３１
ＦＡＸ：０５３－４２１－１７７１
10月28日（月） 三役会（クーポール会館）
３月26日（木）
総務委員会
10月29日（火） 中部連合会第２回理事会（Ｈアソシア静岡）
３月26日（木） 事業審査委員会
10月29日（火）
～30日（水） 経営セミナー（Ｈアソシア静岡）
－43－
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静岡営業部
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本
社
営 業 本 部
物流センター

〒411-8623
〒411-8623
〒411-8623

＜事業所＞
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静岡県駿東郡清水町卸団地 37 番地 TEL（055）971-9516（代）
静岡県駿東郡清水町卸団地 67 番地 TEL（055）976-0251（代）
静岡県駿東郡清水町卸団地 67 番地 TEL（055）971-9534（代）

電設・開発・三島・沼津・沼北・富士・富士宮・下田・伊東・御殿場
清水・静岡・静岡葵・湘南・東京・甲府昭和・甲府中央・山梨住設
石和・富士吉田
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｙｓａｙ．ｃｏ．ｊｐ／

浜

松

ＴＥＬ ： ０５３-４２１-４４１１

ＦＡＸ ： ０５３-４２１-４４１８

S E 課

ＴＥＬ ： ０５４-２５４-１８６３

ＦＡＸ ： ０５４-２５５-４１４２

Voltage
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共に未来を創る

株式会社
本

社

すみや電器

〒420-0018

静岡市葵区土太夫町１０番地

ＴＥＬ ： ０５４-２５４-１７５１ ＦＡＸ ： ０５４-２５２-３６３２
ＵＲＬ： http://www.sumiya-d.co.jp

営 業 所
沼

津

ＴＥＬ ： ０５５-９２８-６４７０

ＦＡＸ ： ０５５-９２８-６４７６

富

士

ＴＥＬ ： ０５４５-６２-４６６２

ＦＡＸ ： ０５４５-６２-４６６３

清

水

ＴＥＬ ： ０５４-３４８-１６００

ＦＡＸ ： ０５４-３４８-１６０５

静

岡

ＴＥＬ ： ０５４-２５４-２４２１

ＦＡＸ ： ０５４-２５４-３５０５

静岡南

ＴＥＬ ： ０５４-２８１-５２８５

ＦＡＸ ： ０５４-２８５-５１９９

焼

津

ＴＥＬ ： ０５４-６２９-５１６１

ＦＡＸ ： ０５４-６２８-２５８０

菊

川

ＴＥＬ ： ０５３７-２８-８８８８

ＦＡＸ ： ０５３７-６４-３３８８

浜

松

ＴＥＬ ： ０５３-４２１-４４１１

ＦＡＸ ： ０５３-４２１-４４１８

S E 課

ＴＥＬ ： ０５４-２５４-１８６３

ＦＡＸ ： ０５４-２５５-４１４２

■本社営業部� ■浜松東� ■浜松北� ■磐田� ■袋井� ■掛川� ■浜岡� ■吉田� ■静岡� ■豊橋� ■SOLAE
■株式会社DKDテクノコーポレーション
■株式会社DKDテクノコーポレーション
■電器堂興業株式会社�
■電器堂興業株式会社�
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静岡営業部
静岡営業所
静岡営業所

〒４２２－８０６５
〒４２２－８０６５ 静岡市駿河区宮本町９－３３
静岡市駿河区宮本町９－３３
ＴＥＬ：０５４－２８５－２２４１
ＴＥＬ：０５４－２８５－２２４１ ＦＡＸ：０５４－２８４－４１３８
ＦＡＸ：０５４－２８４－４１３８
静岡特機営業所
静岡特機営業所 〒４２２－８０６５
〒４２２－８０６５ 静岡市駿河区宮本町９－３３
静岡市駿河区宮本町９－３３

清水営業所
清水営業所
焼津営業所
焼津営業所

〒４２２－００４４
〒４２２－００４４ 静岡市清水区江尻台町６－１
静岡市清水区江尻台町６－１
ＴＥＬ：０５４－３６１－２６１１
ＴＥＬ：０５４－３６１－２６１１ ＦＡＸ：０５４－３６６－５３０１
ＦＡＸ：０５４－３６６－５３０１
〒４２５－００７４
〒４２５－００７４ 焼津市柳新屋１１３
焼津市柳新屋１１３

沼津営業所
沼津営業所

ＴＥＬ：０５４－２８５－２２４１
ＴＥＬ：０５４－２８５－２２４１ ＦＡＸ：０５４－２８４－４１３８
ＦＡＸ：０５４－２８４－４１３８
〒４１１－０９４５
〒４１１－０９４５ 駿東郡長泉町本宿６２２－１
駿東郡長泉町本宿６２２－１

掛川営業所
掛川営業所

ＴＥＬ：０５４－６２１－３６３０
ＴＥＬ：０５４－６２１－３６３０ ＦＡＸ：０５４－６２６－８３３８
ＦＡＸ：０５４－６２６－８３３８
〒４３６－００６５
〒４３６－００６５ 掛川市天王町７－１
掛川市天王町７－１

富士営業所
富士営業所

ＴＥＬ：０５５－９８０－６７７１
ＴＥＬ：０５５－９８０－６７７１ ＦＡＸ：０５５－９８０－６４４６
ＦＡＸ：０５５－９８０－６４４６
〒４１９－００５７
〒４１９－００５７ 富士市瓜島町２６－１
富士市瓜島町２６－１

浜松営業所
浜松営業所

ＴＥＬ：０５３７－６２－１８８１
ＴＥＬ：０５３７－６２－１８８１ ＦＡＸ：０５３７－６２－１８８６
ＦＡＸ：０５３７－６２－１８８６
〒４３５－００４２
〒４３５－００４２ 浜松市東区篠ヶ瀬町１２０３－２
浜松市東区篠ヶ瀬町１２０３－２
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車検 も
中電オートリースへ お任 せ 下 さ い !!
静岡県下（富士川以西）、約３５の
指定工場で万全の整備体制 です。

■静岡支店

■浜松支店

〒422-8027 静岡市駿河区豊田1丁目2番46号

〒430-0856 浜松市中区中島3丁目22番8号

TEL （054）284-7358 FAX （054）284-7359
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ：0120-816990

TEL （053）460-8025 FAX （053）460-8026
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ：0120-228025

Voltage

（9）vol.253

静岡県電設資材卸業協同組合

2020.5

賛 助 推 進 会 員

アイホン（株）

静岡営業所

〒420-0852

静岡市葵区紺屋町 11-7
櫻井・第一共同ビル７Ｆ

054-266-4110

岩崎電気（株）

静岡営業所

〒422-8076

静岡市駿河区八幡 5-8-24

054-287-2771

〒484-8505

愛知県犬山市字上小針１

0568-67-9811

エナジーサポート
（株）遠藤照明

名古屋営業所

静岡営業所

オーデリック（株）

〒420-0851

（株）オノマシン

静岡営業所

054-255-1307
054-237-1211

〒422-8037

静岡市駿河区下島 344-2

054-236-5230

〒420-0858

静岡市葵区伝馬町 11-3
迦葉館５Ｆ

054-205-6021

コイズミ照明（株）中部営業部浜松営業所

〒430-0926

浜松市中区砂山町 351-1

053-451-7722

光昭（株）

第 1 電線事業部静岡電線営業所

〒420-0839

静岡市葵区鷹匠 3-1-20
サンパレス鷹匠２F

054-205-3311

（株）三金

富士営業所

〒419-0201

富士市厚原 772-4

0545-73-2001

〒146-8585

東京都大田区下丸子 4-21-1

03-3758-2226

〒422-8007

静岡市駿河区聖一色 84-1

054-264-7177

ダイキン HVAC ソリューション東海(株)
静岡支店

〒422-8036

静岡市駿河区敷地 1-12-7

054-236-5301

大光電機(株)

〒422-8056

静岡市駿河区津島町 13-3

054-283-1811

河村電器産業（株）

静岡営業所

〒422-8034

静岡市葵区黒金町 59-7
ニッセイ静岡駅前ビル４Ｆ
静岡市駿河区高松 2-13-37
マイメジャー高松 101

（株）三桂製作所

静岡営業所

（株）静岡日立

本社営業部

機器営業部

静岡営業所

ＤＸアンテナ(株)

静岡営業所

〒420-0851

静岡市葵区黒金町 11-7
三井生命静岡駅前ビル 11Ｆ
静岡市葵区御幸町 11-10
第一生命静岡鉄道ビル６Ｆ

054-252-8670

ＴＯＡ(株) 静岡営業所

〒422-0857

テンパール工業(株)

静岡営業所

〒422-8035

静岡市駿河区宮竹 1-14-3

054-237-5255

東芝ライテック(株)

静岡営業所

〒422-8061

静岡市駿河区森下町 1-35
静岡ＭＹタワー13Ｆ

054-654-7733

(株)戸上電機製作所

営業本部中部支店

〒456-0033

名古屋市熱田区花表町 21-2

052-871-6471

〒422-8041

静岡市駿河区中田 3-1-9
光ビル４Ｆ

054-282-8210

〒463-0021

名古屋市守山区大森 2-101-1

052-768-1711

〒420-0851

静岡市葵区黒金町 61-5
中西ビル３Ｆ西

054-280-7005

内外電機(株)

静岡営業所

日動電工(株)

営業本部

日東工業(株)

静岡営業所

中部営業部

054-251-5350

日本アンテナ(株)

静岡営業所

〒422-8076

静岡市駿河区八幡 2-12-15

054-283-2870

ネグロス電工(株)

静岡営業所

〒422-8027

静岡市駿河区豊田 2-4-35

054-280-4610

パナソニック(株)ライフソリューションズ社
中部営業部静岡電材営業所

〒420-0817

静岡市葵区東静岡 1-2-14

054-261-8618

富士電線販売(株)

営業統括部第二営業部

〒582-0001

大阪府柏原市本郷 5-5-48

072-971-8831

マスプロ電工(株)

静岡営業所

〒422-8041

静岡市駿河区中田 2-1-6
村上石田街道ビル 502

054-283-2220

〒422-8035

静岡市駿河区宮竹 2-23-9

054-238-1505

〒488-0044

愛知県尾張旭市南本地ヶ原 3-83

0561-51-0816

〒422-8058

静岡市駿河区中原 913

054-283-6141

〒422-8072

静岡市駿河区小黒 3-8-15

054-283-1152

〒422-8063

静岡市駿河区馬淵 3-6-30

054-286-2211

未来工業(株)

静岡営業所

(株)ＭＡＲＵＷＡ ＳＨＯＭＥＩ
名古屋営業所
三菱電機住環境システムズ(株)
中部支社静岡支店
矢崎エナジーシステム(株)

静岡支店

菱電商事(株)
静岡支社 FA システム部第一課

皆さまの手足となるメーカーです。ご利用ください。

組合員各位
～皆さん、従業員の福利厚生をいっそう充実いたしませんか～
当共済会では退職金共済事業を継続事業とする非営利型の一般社団法人として事業活動を行っています。
主な営業種目は、退職金共済、災害補償共済、労働災害包括共済の３種目です。
いつでもご加入いただけますので是非ご活用ください。

退職金共済
○退職金制度は従業員の大きな関心事です。
当退職金共済は、従業員の長期勤続を奨励し定着を促進しようとする趣旨から加入期間の長い人ほど有利に
なっているので従業員の定着化に大いに役立ちます。
○掛け金は、円～円まで選択できます。（増額はいつでもお受けします。）
○経営事項審査項目の加点対象となっています。

★上記退職金共済は、一般社団法人 東海電友共済会が独自で行っている共済制度です。

災害補償共済（傷害総合保険）

○就業中のケガが補償されます。（通勤途上を含みます。）
□死亡保険金・後遺障害保険金は、最高万円が支払われます。
□入院保険金は、$プランでは日額円が、%プランでは円が支払われます。
入院日数に対し日を限度
□手術保険金は、入院保険金日額の倍（外来時）または１０倍（入院時）が支払われます。
□通院保険金は、$プランでは日額円が、%プランでは日額円が支払われます。
事故の発生日から日以内の日が限度
○地震、噴火またはこれらによる津波によるケガも補償されて安心です。
〇１人あたりの毎月の掛金（保険料制度運営費）は、$プランが円（保険料円制度運営費円）
%プランが円（保険料円制度運営費円）と大変お得です。

労働災害包括共済（労災総合保険）

○従業員、下請従業員、臨時労働者、アルバイトなど従業員が労災事故に遭った場合に保険金が支払われます。
○年間掛金 保険料制度運営費 は、年間完成工事高によって決定されます。
○年間掛金は年間完成工事高2,000万円あたり１口につき4,300円（保険料3,650円＋制度運営費650円）です。
○口あたりの保険金額
死亡保険金は万円、後遺障害保険金 後遺障害等級級～級 は万円～万円が支払われます。
最高口まで加入できます。
○経営事項審査項目の加点対象となっています。 年月現在）
★この広告は、概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
★ご契約者 加入者 以外に補償の対象となる方 被保険者 がいらっしゃる場合にはその方にもパンフレットに記載した内容をお伝えください。
★取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。
したがいまして、取扱代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
お問い合わせ先
＜取扱代理店＞

一般社団法人東海電友共済会
〒 静岡県浜松市中区鴨江
7(/ )$;

＜引受保険会社＞

損害保険ジャパン株式会社

浜松支店 浜松中央支社

〒 静岡県浜松市中区旭町２
7(/ )$;
>6-1.@

今後の行事予定
【静岡県工組】
（P）５月27日（水）
５月27日（水）15：30
（P）６月上旬～
６月１日（月）
６月８日（月）
６月18日（木）９：00
（P）７月20日（月）
７月29日（水）９：00
８月３日（月）
８月４日（火）
８月21日（金）
（P）９月23日（水）
10月14日（水）
（P）11月上旬
（P）11月20日（金）
12月29日（火）
１月８日（金）
１月８日（金）
（P）１月中下旬
（P）２月
（P）３月１日（月）
～３月中
（P）３月22日（月）
【清水協組】
（P）６月８日（月）15：00
（P）６月18日（木）13：30
（P）７月８日（水）15：00
（P）８月７日（金）15：00
（P）８月12－26日（各水）
（P）８月12－28日８：00
（P）８月28－30日18：00
（P）８月31日（月）
（P）９月８日（火）15：00
（P）９月18日（金）13：30
（P）９月20日（日）８：00
（P）10月８日（木）15：00
（P）11月９日（月）15：00
（P）11月18日（水）13：30
（P）12月８日（火）15：00
（P）１月８日（金）15：00
（P）１月20日（水）13：30
（P）２月８日（月）15：00
（P）３月８日（月）15：00
（P）３月18日（木）13：30
（P）３月24日（水）18：30

ボルテージ５月号発行
総代会静岡電気会館（書面）
総務、事業、技術・広報委員会
中部連合会正副会長会（書面）
中部連合会総会・理事会（書面）
定期講習（サーラシティ浜松）
ボルテージ７月号発行
認
 定講習
（浜松コングレスセンター）
安全月間キャンペーン（静岡駅前
地下広場）
安全月間キャンペーン（浜松駅コ
ンコース）
電設資材との意見交換会
ボルテージ９月号発行
経営セミナー（メルパルク名古屋）
中間会計検査
ボルテージ11月号発行
仕事納め
ボルテージ１月号発行
新年回り
定期講習（浜松）
全日合同会議（沖縄）
総務、事業、技術広報委員会
ボルテージ３月号発行
定例理事会（清水電気会館）
全員定例会（清水電気会館）
定例理事会（清水電気会館）
定例理事会（清水電気会館）
みなと祭り踊り練習（清水電気会
館）
みなと祭り仮設電気工事（さつき
通り）
みなと祭り さつき通り
みなと祭り撤去工事（さつき通り）
定例理事会（清水電気会館）
全員定例会（清水電気会館）
職人まつり（ＪＲ清水駅東口イベ
ント広場）
定例理事会（清水電気会館）
定例理事会（清水電気会館）
全員定例会（清水電気会館）
定例理事会（清水電気会館）
定例理事会（清水電気会館）
組合新年会（未定）
定例理事会（清水電気会館）
定例理事会（清水電気会館）
全員定例会（清水電気会館）
組合ボウリング大会（ヤングラン
ドボウル）

【静岡協組】
（2020.５.12現在、提供データなし）
【志太榛原協組】
５月28日（木）

定時総会（書面開催）

【南榛原協組】
６月22日（月）９：00
６月25日（木）９：00
（P）７月上旬 ９：00
７月20日（月）９：00
（P）７月～12月
８月３日（月）９：30
（P）８月中旬
８月20日（木）９：00
８月20日（木）10：30
（P）９月中旬
９月21日（月）９：00
（P）10月下旬 ９：00
10月20日（火）９：00
11月20日（金）９：00
11月25日（水）９：00
12月21日（月）９：00
（P）１月上旬 ９：00
１月20日（水）17：00
１月20日（水）18：00
２月22日（月）９：00
２月25日（木）10：00
３月22日（月）９：00
【掛川協組】
６月12日（金）16：00
６月18日（木）10：00
７月３日（金）10：00
７月17日（金）14：00
（P）８月
９月４日（金）15：00
９月18日（金）
（P）10月～11月
10月14日（水）15：00
11月６日（金）13：00
１月22日（金）12：30
（P）２月
３月19日（金）15：00
【浜松協組】
６月４日（木）13：10

定例会／役員会（協同組合）
防工具点検（協同組合）
くず線回収（協同組合）
定例会／役員会（協同組合）
組合員の為の安全パトロール３件
電気安全使用月間（牧之原市「ほ
うせん館」）
中部電力歓送迎会（牧之原市）
定例会／役員会（協同組合）
点検技術員更新講習会（協同組合）
組合レクリエーション日帰り旅行
定例会／役員会（協同組合）
技能維持昇柱訓練（協同組合）
定例会／役員会（協同組合）
定例会／役員会（協同組合）
防工具点検（協同組合）
定例会／役員会（協同組合）
新年挨拶回り、安全祈願
定例会／役員（協同組合）
組合新年会（牧之原市）
定例会／役員会（協同組合）
経営講習会（協同組合）
定例会／役員会（協同組合）
 常総会、株主総会及び懇親会
通
（掛川GH）
契約更新安全講習会（掛川生涯学
習センター）
各種委員会、理事長会
理事会、取締役会、役員会
耐電圧試験
取締役会、理事会
経営研修会
技能認定訓練（昇柱・計器）
技 術研修会 掛川生涯学習セン
ター
監査、取締役会、理事会
理事長会、理事会、取締役会、役
員会
耐電圧試験
取締役会、理事会

 務委員会、理事会（協同組合会
総
議室）
７月９日（木）13：10
総務委員会、理事会（協同組合会
議室）
８月６日（木）13：10
総務委員会、理事会（協同組合会
議室）
９月３日（木）13：10
総務委員会、理事会（協同組合会
議室）
10月８日（木）13：10
総務委員会、理事会（協同組合会
議室）
11月５日（木）13：10
総務委員会、理事会（協同組合会
議室）
11月６日（金）－７日（土） 睦月会旅行（京都方面）
12月３日（木）13：10
総務委員会、理事会（協同組合会
議室）

