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夏だ、祭りだ、
清水みなと祭りだ。


今年も暑い夏がやってきた。そうだ、清水みなと祭りの季節
がやってきた。
例年のごとくさつき通りの提灯の配線から清水電気工事協同
組合の清水みなと祭りは始まる。
配線開始は七月一六日、受電は一八日、点灯開始が二二日か
ら、それから毎日のように点灯状況を見て回り、ランプが切れ
ているところを取り替えていくのが祭りの前日まで続く。
祭 り 当 日 に は、 各 第 一 ～ 第 三 本 部 の 当 日 設 営 と パ ー ラ イ ト
四〇台の設置、総踊りの二日間は理事と担当者が電気の本部に
待機し、何かあれば対処できるようにしている。
八月三日の総踊りの次の日の朝から本部の解体があるため、
電 気 の 撤 去 は 総 踊 り の 終 了 後 に や ら な く て は な ら ず、 二 二 時
三〇分から撤去作業を始め、帰る時間は遅くなる。
八月四日の朝から理事によるパーライトの撤去、八月五日に
組合員全員で提灯の撤去。こうして清水電気工事協同組合の清
水みなと祭りは終わる。
清水最大の祭りの電気工事を担い、組合員一丸となり、祭り
の明かりを灯す。
ふだんあまり触れあうことのない組合員同士がいっしょに活
動する組合の一大イベントであり、誇りでもある。
もちろん、我が組合は電気工事をするだけではない。総踊り
にも参加している。今年は七月二三、二六、三一日に清水電気会
館で踊りの練習を行い、万全を期し？八月二日の総踊りに参加
した。私は相変わらず、一つも踊れないが、鈴木理事長をはじ
め熱い人もたくさんいる。
この時期になると毎年思う。「踊れたら楽しいだろうな」と
か、「来年は一曲でも踊れるように練習しよう」とか。しかし
思うだけであり、練習には行かない。
ちなみに、中部電力清水営業所の遠藤達哉所長様も、違う団
体ではあるがご夫婦で総踊りに参加していた。毎年、二日間フ
ルに踊っているらしい。そんな中、組合本部に陣中見舞いに来
ていただいた。その他多くの清水営業所の方が、陣中見舞いや
踊りの応援に駆けつけてくださったことに感謝している。
また、買い出しや連絡等、そして当日は時間外であるのにも
かかわらず、夜遅くまで頑張ってくれている組合事務局の方々
にも、毎年本当にありがたく感謝の気持ちでいっぱいである。
組合員減少のため、いつまで続けられるかわからないし、祭
り自体が今後どういった形態になっていくかも想像もつかない
けれど、これからもできる限り清水の祭りの明かりを灯してい
きたいと思う。
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■電器堂興業株式会社�

時代のニーズに合った商品提供とｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ力

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

清水営業所
清水営業所 〒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

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

焼津営業所
焼津営業所 〒４２５－００７４
〒４２５－００７４ 焼津市柳新屋１１３
焼津市柳新屋１１３
ＴＥＬ：０５４－６２１－３６３０
ＴＥＬ：０５４－６２１－３６３０ ＦＡＸ：０５４－６２６－８３３８
ＦＡＸ：０５４－６２６－８３３８

ＴＥＬ：０５４－２８５－２２４１
ＴＥＬ：０５４－２８５－２２４１ ＦＡＸ：０５４－２８４－４１３８
ＦＡＸ：０５４－２８４－４１３８
沼津営業所
沼津営業所 〒４１１－０９４５
〒４１１－０９４５ 駿東郡長泉町本宿６２２－１
駿東郡長泉町本宿６２２－１
ＴＥＬ：０５５－９８０－６７７１
ＴＥＬ：０５５－９８０－６７７１ ＦＡＸ：０５５－９８０－６４４６
ＦＡＸ：０５５－９８０－６４４６
富士営業所
富士営業所 〒４１９－００５７
〒４１９－００５７ 富士市瓜島町２６－１
富士市瓜島町２６－１
ＴＥＬ：０５４５－５５－３９６０
ＴＥＬ：０５４５－５５－３９６０ ＦＡＸ：０５４５－５５－３９８０
ＦＡＸ：０５４５－５５－３９８０

掛川営業所
掛川営業所 〒４３６－００６５
〒４３６－００６５ 掛川市天王町７－１
掛川市天王町７－１
ＴＥＬ：０５３７－６２－１８８１
ＴＥＬ：０５３７－６２－１８８１ ＦＡＸ：０５３７－６２－１８８６
ＦＡＸ：０５３７－６２－１８８６
浜松営業所
浜松営業所 〒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
ＴＥＬ：０５３－４２３－０７３１
ＴＥＬ：０５３－４２３－０７３１ ＦＡＸ：０５３－４２１－１７７１
ＦＡＸ：０５３－４２１－１７７１
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理 事 会 報 告
【 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
【 第２回 】
１．日時：平成31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
【 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

委員会等報告
総務委員会
【 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
（２）第二種電気工事士免状管理、スキルアップ研修
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事業委員会
【 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）
【 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

電気使用安全月間

街頭キャンペーン
〇８月１日、２日
〇JR浜松駅コンコース、JR静岡駅北口地下
広場イベントスペース
〇各委員、各支部の協力のもと、静岡県電
気工事工業組合と（一財）中部電気保安
協会とが共同で実施しました。

技術・広報委員会
【 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

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

三役会
【 第１回 】
１．日時：令和元年７月１日（月） 17：00
２．場所：中島屋グランドホテル
３．出席者：５名
４．議題
（１）女性活躍推進事業青年部委託
（２）Voltage活用方法
（３）経営セミナー
（４）収支見込
【 第２回 】
１．日時：令和元年７月25日（木） 15：00
２．場所：県中小企業家同友会会議室
３．出席者：５名
４．議題
（１）女性活躍推進事業青年部委託案
（２）新たな広告媒体の掘り起こし
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県工組日記
≪４月～８月≫
上期安全推進会議（中部電気保安協会）
監査（静岡電気会館）
理事会（クーポール会館）
定期講習（浜松アクトコングレス）
上期安全推進会議（藤枝）（中部電力㈱藤枝営
業所）
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）
７月25日（木） 三役会（中小企業家同友会会議室）
７月30日（火） 事業委員会（クーポール会館）
７月30日（火）「女性活用推進」にかかる青年部との打合せ

会（クーポール会館）
８月１日（木） 安全月間キャンペーン（浜松駅コンコース）
８月２日（金） 安全月間キャンペーン（静岡駅前地下広場）
８月21日（水） 定期講習（浜松サーラ）
８月23日（金） 全日電工連事務局責任者会議（全日電工連会館）
８月23日（金） 理事会（クーポール会館）
８月23日（金） コンプライアンス研修会（クーポール会館）
８月23日（金） 電設資材との意見交換会（クーポール会館）
４月16日（火）
４月18日（木）
４月23日（火）
５月13日（月）
５月13日（月）

10/19（土）		
11/8（金）		
11/20（水）		
【静岡協組】
10/1（火）		
10/3（木）		
10/11（金）		
10/19（土）		
（P）10月		
（P）10月		
10/25（金）		
11/5（火）		
11/5（火）		
11/13（水）		
11/11（月）～19（火）
11/14（木）～15（金）
11/23（土）		
11/25（月）		
12/12（木）～13（金）
12/25（水）		
12/25（水）		
1/8（水）		
1/8（水）		
1/15（水）～17（金）
1/21（火）		
1/24（金）		
2/3（月）		
2/3（月）		
2/25（火）		
3/4（水）		
3/4（水）		
3/14（土）		
3/25（水）		

【志太榛原協組】
（P）10月
9:00
10/18（金） 10:00
10/18（金） 13:30
（P）10月
13:30
10/21（月） 13:30
（P）11月（８日間）
		
【県工組】
11/13（水） 13:00
10/3（木）
9:00
引込および内線工事技能オリンピック
11/18（月） 10:00
県大会
11/18（月） 13:30
10/11（金） 9:00 	 定期講習（浜松コングレスセンター）
（P）11月
13:30
10/16（水）～18（金） 	 全日電工連全国大会（金沢）
10/29（火）～30（水） 中部Ｂ経営セミナー（Ｈアソシア静岡） 11/20（水） 13:30
（P）12月
9:00
11/6（水） 10:00
中間会計検査（静岡電気会館）
（P）12月
13:30
（P）11/15（金）		
下期安全推進会議 中部電気保安協会
12/18（水） 10:00
11/26（火）		
定期講習（静岡労政会館）
12/18（水） 13:30
（P）11/28（木）		
下期安全推進会議（中電㈱藤枝）
12/20（金） 13:30
1/10（金） 14:30
新年回り
（P）1月
13:30
1/28（火）
9:00
定期講習（静岡労政会館）
1/20（月） 10:00
（P）2/20（木）～21（金） 全日合同会議
1/20（月） 13:30
（P）3月		
総務、事業、技術広報委員会
1/21（火） 13:30
3/2（月） 	
9:00 	 定期講習（浜松サーラ）
（P）2月
13:30
3/11（水） 	
9:00 	 定期講習（静岡労政会館）
2/18（火） 10:00
3/18（水） 	
9:00 	 認定講習（あざれあ）
2/18（火） 13:30
2/20（木） 13:30
【清水協組】
（P）3月
13:30
10/9（水）		
定例理事会（清水協組）

今後の行事予定

2019.10
三地区合同役員会（清水協組）
定例理事会 （清水協組）
全員定例会（清水協組）

理事会（静岡電気会館）
技能オリンピック（中電㈱油山）
定例会（中電㈱静岡）
中部三地区役員懇談会（清水協組）
中間監査会（静岡電気会館）
技能維持教育（中電㈱油山）
四役会（静岡電気会館）
役員会（静岡電気会館）
廿日会（静岡電気会館）
定例会（中電㈱静岡）
第一種電気技能士準備（技能）講習会
耐圧試験（中電㈱静岡）
紅葉見学ツアー
四役会（静岡電気会館）
耐圧試験（中部電気保安協会）
四役会（静岡電気会館）
忘年会
年始回り
役員会（静岡電気会館）
校正試験（静岡電気会館）
新年会
四役会（静岡電気会館）
理事会（静岡電気会館）
理事・ブロック長会（静岡電気会館）
四役会（静岡電気会館）
役員会（静岡電気会館）
廿日会（静岡電気会館）
定例会（中電㈱静岡）
四役会（静岡電気会館）

上期 会計監査（協組２階会議室）
島田地区 地区会（中電㈱島田）
藤枝地区 地区会（協組２階 会議室）
第３回 役員会（協組２階 会議室）
焼津地区 地区会（協組２階 会議室）
第１種電気工事士技能試験準備講習会
主任電気工事士講習会
島田地区 地区会（中電㈱島田）
藤枝地区 地区会（協組２階 会議室）
第５回 理事会（協組２階 会議室）
焼津地区 地区会（協組２階 会議室）
屑線回収事業（中電㈱藤枝）
第６回 理事会（協組２階 会議室）
島田地区 地区会（中電㈱島田）
藤枝地区 地区会（協組２階 会議室）
焼津地区 地区会（協組２階 会議室）
第７回 理事会（協組２階 会議室）
島田地区 地区会（中電㈱島田）
藤枝地区 地区会（協組２階 会議室）
焼津地区 地区会（協組２階 会議室）
第８回 理事会（協組２階 会議室）
島田地区 地区会（中電㈱島田）
藤枝地区 地区会（協組２階 会議室）
焼津地区 地区会（協組２階 会議室）
第９回 理事会（協組２階 会議室）

Voltage

2019.10
3/18（水）
3/18（水）
3/23（月）

10:00
13:30
13:30

【南榛原協組】
（P）10月		
（P）10月		
（P）10月		
（P）10月		
（P）11月		
（P）11月		
（P）11月		
（P）12月		
（P）12月		
（P）1月		
（P）1月		
（P）1月		
（P）1月		
（P）1月		
（P）1月		
（P）2月		
（P）2月		
（P）2月		
（P）3月		
（P）3月		
【掛川協組】
10/3（木）
9:00
11/8（金） 13:00
12/11（水） 15:00
1/24（金）

12:30

3/13（金）

15:00

島田地区 地区会（中電㈱㈱島田）
藤枝地区 地区会（協組２階 会議室）
焼津地区 地区会（協組２階 会議室）

センター定例会（協組会議室）
技能認定維持・昇柱訓練（協組会議室）
定例会、役員会（協組会議室）
協組リクレーション
センター定例会（協組会議室）
定例会、役員会（協組会議室）
主任電気工事士講習会（協組会議室）
センター定例会（協組会議室）
定例会、役員会（協組会議室）
新年挨拶回り
協組の安全祈願（大井神社）
センター定例会（協組会議室）
定例会、役員会（協組会議室）
新年会
防工具点検
センター定例会（協組会議室）
定例会、役員会（協組会議室）
経営講習会
センター定例会（協組会議室）
定例会、役員会（協組会議室）
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【浜松協組】
10/1（火） 20:45
10/3（木）

9:30

10/7（月）
9:00
10/7（月） 13:30
10/8（火）～31（木）
9:30
10/9（水） 13:30
10/11（金） 9:45
11/1（金）～27（水）
9:30
11/7（木） 13:30
11/15（金）～16（土）
（P）11月
9:00
（P）11月
9:00
（P）11月
9:00
12/2（月）
9:00
12/5（木） 13:30
（P）12月
9:00
1/9（木）
13:30
（P）1月
9:00

（P）1月
2/6（木）
（P）2月
（P）2月
技能オリンピック静岡県大会
監査、取締役会、理事会
（掛川電気会館） （P）2月
3/5（木）
経 営講習会、全体忘年会（掛川グラン
ドＨ）
理事長会/理事会/取締役会/役員会/懇
親会
取締役会、理事会（掛川電気会館）

13:30
13:30
9:00
13:30
14:30
13:30

 １種電気工事士試験（筆記）受験前講
第
習会閉講式
引込および内線工事技能オリンピック
県大会
中間監査（協組、センター協力会）
総務委員会、理事会（協組2階会議室）
昇降柱訓練（浜松技術専門校）
安全大会及び定例会
第１種電気工事士定期講習
昇降柱訓練（浜松技術専門校）
総務委員会、理事会（協組2階会議室）
睦月会旅行
防具・保護具類の耐圧試験
防具・保護具類の耐圧試験
職長能力向上教育（３日間）
第1種電気工事士（実技）受験前講習会
総務委員会、理事会（協組2階会議室）
職長能力向上教育（２日間）
総務委員会、理事会（協組2階会議室）
新 規（ランクアップを含む）認定試験
（３日間）
令和元年度第3回定例会
総務委員会、理事会（協組2階会議室）
新規（ランクアップを含む）認定試験
令和元年度下期業務推進会議
令和元年度下期安全推進会議
総務委員会、理事会（協組2階会議室）

電設資材・電気設備・太陽光発電システム
電
設
資
材
の
総
合
商
社

【営業ネットワーク網】

田 中 商 事 株 式 会 社

北海道から九州まで

本社

〒140-8543 東京都品川区南大井３丁目２番２号
ＴＥＬ：０３－３７６５－５２１１
ＦＡＸ：０３－３７６５－５２１９

東海営業部
■静岡営業所
〒422-8057 静岡県静岡市駿河区見瀬97番地
TEL:054-202-0600 ／ FAX:054-202-0606
■沼津営業所
〒410-0022 静岡県沼津市大岡438-3
TEL:055-962-1485 ／ FAX:055-951-3790
■富士営業所
〒417-0045 静岡県富士市錦町1-1-7
TEL:0545-52-5270 ／ FAX:0545-52-3163
■藤枝営業所
〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2295-1
TEL:054-635-3541 ／ FAX:054-635-3557

全国52か所でお客様に満足を売っています。

■浜松営業所
〒430-0852 静岡県浜松市中区領家3-3-25
TEL:053-460-9500 ／ FAX:053-460-9505
■豊橋営業所
〒441-8019 愛知県豊橋市花田町字荒木52-1
TEL:0532-31-5101 ／ FAX:0532-31-5104
■名古屋営業所
〒454-0842 愛知県名古屋市中川区宮脇町1-9
TEL:052-362-5551 ／ FAX:052-362-5557

Voltage
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受賞者紹介
【静岡県電気工事工業組合理事長表彰】
５月28日（火） 中島屋グランドホテル
〇組合功労者
武田勝洋
（㈲武田電機）
黒柳 勉
（黒柳電機工業所）
八木 武
（㈲大井川電工舎）
柴山研二
（㈲柴山電機）
鈴木義明
（㈱志高）
石橋祥司
（石橋電気工事）
鈴木政義
（スズサン電気工事店）
山下義昭
（山昭電気工業所）
北堀俊行
（北堀電気工事㈱）
鈴木俊雄
（㈱五和電機）
諸田好雄
（諸田電気商会）
松本文二
（㈲正晃電設）
中村善治
（㈲中村電気設備）
地代三郎
（㈲地代電気）
藤下 勝
（藤下電器）
松下征光
（光生電気設備㈲）
小澤信裕
（㈱小澤電業所）
中根省二
（㈲政和電気）
佐々木孝允
（タカヨシ電設）
髙橋計介
（栄電気工業㈱）
飯田 衛
（白鳥電気工事）
松下 仁
（大柳電気設備）
内山 宏
（㈱ファイトフォー）
鈴木孝始
（（合資）湖西電気工業社）
〇永年勤続優良従業員
築地昭浩
大塚剣次郎
山本恭敬
本田利恵
萩原かおり
小田雅之
米津 勇
渥美利昭
佐藤満幸
田中一宏
中田安明
西澤知浩
森川弘之
築地昭浩
大塚剣次郎
山本恭敬
本田利恵
萩原かおり
小田雅之
米津 勇
渥美利昭
佐藤満幸
田中一宏
中田安明
西澤知浩
森川弘之
石橋隆司
佐藤嘉洋

（㈱和興電機）
（㈱和興電機）
（㈱和興電機）
（㈱和興電機）
（協和電工㈱）
（協和電工㈱）
（協和電工㈱）
（協和電工㈱）
（協和電工㈱）
（㈲武田電機）
（㈲明工電気）
（北堀電気工事㈱）
（高橋電気工業㈱）
（㈱和興電機）
（㈱和興電機）
（㈱和興電機）
（㈱和興電機）
（協和電工㈱）
（協和電工㈱）
（協和電工㈱）
（協和電工㈱）
（協和電工㈱）
（㈲武田電機）
（㈲明工電気）
（北堀電気工事㈱）
（高橋電気工業㈱）
（石橋電気工事）
（㈱朋電舎）

増田健児
八木富士夫
石間利章
宮崎智之
秋野晋一
多々良勝哉
吉川雅利
小澤 忍
鈴木和伯
岡本 勝
伊藤博康
小栗 修
加藤俊夫
山本智之
内藤卓真
飯田浩史
川島正和

2019.10
（㈱朋電舎）
（㈱朋電舎）
（㈱朋電舎）
（高橋電気工業㈱）
（静央電業）
（協和エレコム㈱）
（岩堀電設㈱）
（㈲裕和電設）
（㈲裕和電設）
（㈲裕和電設）
（前島電気工事㈱）
（前島電気工事㈱）
（前島電気工事㈱）
（明光電気㈱）
（明光電気㈱）
（明光電気㈱）
（㈲戸塚電気工業所）

【第55回電気保安功労者経済産業大臣表彰】
８月１日（木） 東海大学校友会館
㈱法月電設（電気工事業の営業所の部）
【静岡県男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞】
８月１日（木）あざれあ
石黒加奈（㈲モンヤ電気）

【電気保安功労者委員長表彰】
８月23日（金） メルパルクＮＡＧＯＹＡ
株式会社鈴木電気工業所（電気工事業者の営業所）
髙橋電気工業株式会社（電気工事業者の営業所）
兒玉俊明（電気工事士）
坂田 望（電気工事士）
鈴木基文（電気工事士）
武田勝洋（電気工事士）
福世雅隆（電気工事士）
あけぼの幼稚園（優良一般電気施設）
御前崎市立 北こども園（優良一般電気施設）
六合幼稚園（優良一般電気施設）
【中部近畿産業保安監督部長表彰】
林 利行（電気工事士）
【優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）】
10月11日（金） メルパルクホール
若林貴弘（㈱榛原電業）
【青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰（建設ジュニアマ
スター）】
10月11日（金） メルパルクホール
石黒加奈（㈲モンヤ電気）

Voltage

2019.10

本
社
営 業 本 部
物流センター

〒411-8623
〒411-8623
〒411-8623

＜事業所＞

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

Voltage
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マス号の運行強化をはじめ、平成31年３月の川根本町

首長訪問

伝統文化伝承館「時愛～ときあ～」落成、令和元年５
月の天皇陛下へのお茶の献上、６月の東海高等学校総

心がふれあう感動のまちづくり
川根本町

2019.10

鈴木敏夫町長 取材

合体育大会カヌー競技、８月のゾーホージャパン株式
会社との防災減災と地方創生協定等、川根本町の発展
を強力にリードされておられる。

川根本町は静岡県の中央部に位置し、東は静岡市、

また、リニア中央新幹線建設に伴う大井川の水量に

南は島田市、西は浜松市に隣接するほか、北は長野県

関する問題には静岡県庁を中心としたオール静岡の体

との県境となっています。

制で果敢に取り組まれています。

町域は大井川に沿った東西約23km、南北約40kmの
南北に細長い形で、面積は496.72km²（県全体の6.4％）、
このうちの約90％を森林が占める山あいの町です。
町の範囲は東西15km、南北20kmで2019年８月１日
現在の人口は6,385人（出典：静岡県の推計人口）です。
2005年９月20日に、本川根町と中川根町が合併して
成立しました。
南アルプス南部の山麓とその前方の山々が織り成す
四季折々の美しい景観なかに、「美女づくりの湯」と
呼ばれる寸又峡温泉や「若返りの湯」と呼ばれる接岨
峡温泉などがあります。
また、蒸気機関車がほぼ毎日走る大井川鐵道大井川
本線と、日本唯一のアプト式ラック鐵道である大井川
鐵道井川線「南アルプスあぷとライン」、徳山のしだ
れ桜、南赤石林道周辺のアカヤシオ、シロヤシオなど
観光資源に恵まれ、大井川をはさむように茶園が広が
る銘茶「川根茶」のふるさとです。
「水と森の番人が創る癒しの里

左から、中村副地区長、鈴木町長、松田理事長

そうした鈴木町長の御趣味はアユ釣りで、「世のた

川根本町～豊かな

め人のため」を座右の銘とされ、町議会議員時代、町

自然、お茶と温泉に彩られた、だれもが安心して暮ら

議会議長時代、そして町長とそれぞれの立場で、町民

せるふるさと～」の実現を目指し、まちづくりに取り

が笑顔と活力があふれ、町民一人一人が町のことを誇

組んでいます。

りに思う、「心がふれあう感動のまちづくり」の実現
に向け、まい進されています。

令和元年８月26日に、鈴木敏夫町長に県工組のイン
タビューに応じていただきました。

以下、その鈴木町長から伺った町政に対する取り組
みを御紹介いたします。

鈴木町長は1943年５月生まれの76歳、川根本町千頭
の御出身です。

〇大井川鐵道ときかんしゃトーマス

34歳から本川根町議会議員となり、通算で町議会議

まずは、大井川鐵道はもともと資材運搬の鉄道だっ

員を４期務められ、1995年～1997年には町議会議長と

たのですが、それが観光に特化したことによって、今

しても町の発展に尽力されてきました。

は多くのお客様が来ていただいている。

1998年6月12日から2005年9月19日の間、本川根町長

平成26年７月12日にアジア初の「きかんしゃトーマ

を２期務められ、2005年9月20日から2005年10月16日

ス号」運行が始まりました。以来、通勤通学ユーズよ

に川根本町長職務執行者、2013年10月16日からは川根

りも観光ユーズが大きくなり、稼ぎ頭はきかんしゃ

本町長となり現在２期目です。

トーマスの運行になっている。
また今年は６月22日～12月１日までの半年間にわた

直近では、県立川根高等学校における「川根留学」

りトーマス号が運行されているので、春夏秋冬の川根

等の新たな取り組みや大井川鐵道でのきかんしゃトー

路を楽しむことができるようになっている。また千頭

2019.10
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から井川までの井川線も町が経営を支えるのではなく
単独で経営が成り立っている。
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築き上げていくことにも取り組み始めた。
また、ゾーホージャパン株式会社と共同で移住政策
も進めており、空き家を活用して、現在10世帯以上の

〇川根留学
もう一つが川根高校だ。この２、３年前までは、地
元の生徒も部活の関係等もあって島田市とか静岡市、

移住が実現している。（プロジェクトＫ）
この流れをもとに、は40～50世帯の移住も実現でき
るだろうと目論んでいる。

藤枝市へ出てしまうということが続いていた。生徒の
半数以上が下流部の市へ行ってしまって、そういう中
で高校自体の存続も危ぶまれていた。

〇伝統文化伝承
町では、豊かな自然と人々の暮らし、歴史・文化を

そこで寄宿舎を作り、学区外にも生徒の募集を行

大切に守り持続的発展を目指す取り組みに加え、独自

なっている。これには県のほうの御協力をいただいて

性の高い地域資源や地域文化を継承していく活動によ

いる。今では県内のみならず、県外からも留学が始

り、町民が活躍する組織風土が確立されてきたことな

まっています。これが「川根留学」。

どが評価され、「南アルプスユネスコエコパーク」及

2019年度には６人の生徒が入学した。今後もこの流
れが大きくなっていくと期待している。

び「日本で最も美しい村連合」に加盟が認められた。
その認定要件には持続的に伝統文化の継承をしていく
ことが求められている。

〇総合病院の遠隔診療支援の活用
福祉、医療の関係からみた場合、診療所がないと挙

そうしたなか、町には国指定の無形民俗文化財であ
る「徳山の盆踊」や県指定の「梅津神楽」、
「田代神楽」、

家離村で子どもといっしょに町を出てしまう。子ども

「徳山神楽」以外にも、地区で伝承されている「神楽」

が町外の学校に行くからと医療施設の充実した都市部

や「赤石太鼓」などがあるが、いずれも近年の少子高

に家族総出で引っ越してしまっていた。

齢化の影響などから伝統文化の継承が困難になってき

そこで、町の「いやしの里診療所」では、平成24年

ている。

４月から遠隔診療に取り組んでいる。これまで、県立

私はかねてより、各地区で伝承されているお祭が区

総合病院循環器内科、整形外科、市立島田市民病院皮

民の心のよりどころとなり、地域が活性化する源であ

膚科、県立総合病院糖尿病・内分泌内科の支援を得て

ると考えている。

遠隔医療を実施し、ＩＣＴネットワークを生かし、町

この３月に伝統文化伝承館が落成した。

民が町内に居ながらにして高度な診療を受けることが

この伝承館は、貴重な伝統文化を絶やすことなく伝

できる体制を整備している。

承者を養成することと地域活性化を目的に建設したも
の。

〇ＩＣＴネットワークと技術の活用と移住

この伝承館を練習や交流会などで活用するほか、生

次に、ＩＣＴのお話。川根本町は、静岡県が推進す

涯学習として多くの町民の皆様に伝統文化について考

る“ふじのくに”のフロンティアを拓く取り組みとし

える機会を持っていただき、体験を通じて文化を伝承

て光ファイバと高速無線による情報通信ネットワーク

し地域活性化を進める拠点として活用している。

を構築してきた。そして、サテライトオフィス誘致や
テレワークを推進してきた。

〇大井川流域の水資源と住民の生活を守る

その取り組みのなか、企業向けＩＴサービスの販売

最後に、ＪＲ東海が進めているリニア中央新幹線建

や提供を行っているゾーホージャパン株式会社が、平

設に伴う大井川の水量に関する問題がある。これにつ

成29年４月に本町にサテライトオフィスを開設した。

いては静岡県を中心に流域の市町と協力しながらオー

以来、川根高校生を対象としたインド本社でのＩＴ
エンジニア育成研修をはじめ、町内オフィスへの本社
エンジニアの派遣など、日本で初めてとなる開発拠点

ル静岡の態勢で対応している。
静岡県難波副知事の強力な御指導のもと、大井川流
域の水資源と住民の生活を守り抜いていく。

の構築に向けた検討も進められている。
このようにＩＴ人材の育成とグローバル化が加速す

◎編集後記

るなか、ゾーホージャパン株式会社の専門的見識やノ

鈴木町長の熱い想いに触れた53分間。川根本町は町

ウハウを活用した災害対策の強化を図り、事業者と行

民と行政が一体となって、一歩一歩進化していると実

政がともに手を取り合い、より強固な危機管理体制を

感する貴重な時間となりました。

Voltage
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理事随想
イタリア紀行


常務理事

前嶋

純

令和の到来と共に訪れた大型連休に、私と妻、息子
夫婦、娘と婚約者の6人でイタリア旅行へ行きました。
都市によってさまざまな異なる文化、歴史が育まれ、
個性あふれるイタリアの旅行記を記していきたいと思
います。
日本と同じように四季がはっきりしているこの国で
は、21時頃まで明るいという日の長さで暖かい季節へ
向かっていましたが、少し肌寒く防寒具が必需品とな
る旅でした。
最初に訪れたのは、何百年もの歴史に培われてきた
建築物と最新のファッションが融合する都市ミラノで
す。
ミラノを象徴するゴシック様式の教会「ドゥオーモ」
は、堂々とした正面を飾るブロンズ製の扉、細やかな
装飾、教会のステンドグラスなど荘厳さと威厳に満ち
溢れていました。

2019.10

また、国そのものが世界遺産であるヴァチカン市国
があります。世界一小さい国として有名ですが、１日
あっても回り切れないほどの魅力が詰まっています。
キリスト教会の建築としては最大級のサン・ピエトロ
大聖堂やヴァチカン美術館等歴史的にも芸術的にも重
要なものが多いヴァチカン市国には、世界各国の観光
客が訪れます。その観光客の多さを私たちは侮ってい
ました。もちろん朝一に到着しましたが、既にヴァチ
カン市国に入るための長蛇の列。他の観光客の方曰く
「まだまだ短いほうだ」とのことでしたが。
ヴァチカン市国一番のおすすめは、サン・ピエトロ
大聖堂の頂上（クーポラ）からの眺めです。高さが約
130mもあるため、階段で551段を上る必要があります。
エレベーターで320段まで行くことが可能で、私たち
は残りの約230段を上りました。ところどころで、人
ひとりがやっと入れるくらいの狭いところを通りなが
ら、頂上に到着しました。
そこからは、ヴァチカン市国の広場や庭園の美しい
景観、そしてその先にはローマ市街の眺めがあり、周
囲には高い建物が少ないため360度すべての方角で美
しい展望を望めます。
日本とは違ったローマの長い歴史と、これからの未
来に思いをはせられる特別な場所で、上ることに苦労
をしたことなど忘れてしまうほどでした。
ミラノ、ローマと滞在し、私たちはたくさんのイタリ
ア料理をいただきました。さすがは本場で、パスタ、ピ
ザは間違いなく美味しい。他にもティラミス、生ハム、
チョコレート等美味しいものがたくさんありますが、な
んとラーメンも美味しいのです。日本の味にとても似て
いて、複数軒行きましたが、どれも満足でした。
続いて、世界で「最も美しい都市」として指折りの
街フィレンツェに訪れました。中世の面影が色濃く残
り、どこを歩いてもまるで美術館にいるようで、ルネサ
ンス期にタイムスリップしたような街並みは圧巻です。
ミラノ同様、ドゥオーモや美術館はありますが、造
り等は全く違っていて、違う国の建造物のようでした。
また、革製品で有名なフィレンツェの街中には、数々
のレザーショップが軒を連ねています。手作り製品が
多く、どこのお店を見ても違う製品があり、見て回る
のはとても楽しかったです。

お昼はスターバックス リザーブロースタリーへ。
日本でもお馴染みのスターバックスですが、世界で数
店舗しかないリザーブロースタリーは初めてでした。
まるで歴史的建造物のような外観で、すぐにはスター
バックスだとわかりませんでした。店内には見たこと
もないほど大型の焙煎機があり、店内を回遊しながら
コーヒー豆が焙煎されている光景が印象的です。外観
とは雰囲気が変わり工場のような空間ですが、多用さ
れているブロンズやインテリアの明るい色合いはミラ
ノらしさが出ていました。
続いて、訪問した都市がローマ。
コロッセオをはじめとする巨大な建造物には、2000
年も前の電気も機械もない時代に、人の手だけで作り
上げたという、知恵と、力と、執念に驚愕です。

最後に訪れたのは、水の都ヴェネチア。その名の通
り町中が水に囲まれています。その景観はまるで異世
界で、物語の中に入り込んだかのようでした。ヴェネ
チア本島での生活は基本的に、徒歩、船のみとなり、
それもまた非日常でした。
小さい都市ですが、ヴェネチアングラス、仮面、宝
石、ブランドとお店が隙間なく並んでいて、寄り道し
なければ30分の道のりを急いでも半日かかりました。
そして、ここでは世界で最も古いカフェ「カフェ・フ
ローリアン」に訪れました。
内装はいかにもヨーロッパ風といったきらきらとし
た金色の壁に、美術館にあるようなたくさんの絵画が
飾られています。このカフェは、カフェ・ラテを考案
した場所とのことで、私たちはカフェ・ラテを注文し、
サンドイッチとともに優雅なひと時を過ごすことがで
きました。
最後に、この６泊８日のイタリア旅行は、家族との
すばらしい思い出となり、また機会があったらもう一
度訪れてみたいと思います。
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認定電気工事従事者
認定講習のご案内

一般財団法人 電気工事技術講習センター
「認定電気工事従事者」認定証の交付を受けた方は
高圧で受電するビル等の最大電力500kW未満の需要設備については、自家用電気工作
物（※）となるため、第二種電気工事士の資格のみでは、その電気工事に従事することはできま
せん。

1h30m
1h30m
2h00m
1h00m

電気工事士等の資格と従事できる工事範囲
発電所、変電所、送電線路、保安通信設備、

自家用電気工作物

最大電力500kW以上の需要設備

特殊電気工事
・ネオン工事

電圧600V以下で使用する

特種電気工事資格者

（電線路に係るものを除く）

業

事

電気工作物の工事

事

工

簡易電気工事

・非常用予備発電装置工事

気

第一種電気工事士

電

最大電力500kW未満の需要設備

自家用電気工作物（※）の工事

気
士

認定電気工事従事者

法

法

４．受 講 料 12,500 円（税込）
５．定
員 60 名程度
６．申込期間 2019/10/25(金) ～ 11/14(木)
７．申 込 先 静岡県電気工事工業組合事務局
電話：054-288-1250／FAX：054-288-1252

（下図参照、電気工事士法第3条第4項）

電

静岡県男女共同参画センター「あざれあ」
〒422-8063 静岡市駿河区馬渕 1 丁目 17-1

ただし、
「認定電気工事従事者」認定証の交付を受けると、電圧600V以下で使用する電
気工作物の工事（電線路に係るものを除く）
（簡易電気工事）に従事することができます。

（電気主任技術者等の保安監督範囲）

１．講 習 日
2020 年３月 18 日（水）10:00～17:00
２．科
目
配線器具並びに電気工事用の材料及び工具
電気工事の施工方法
自家用電気工作物の検査方法
自家用電気工作物の保安に関する法令
３．会
場

「認定電気工事従事者」という資格を
ご存知ですか！

一般用電気工作物の工事
第二種電気工事士

（無断複写、複製、転写等を禁じます。）

Voltage
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静岡県電設資材卸業協同組合
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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）

神奈川営業部

〒222-0033

横浜市港北区新横浜 2-12-12
新横浜ＩＫビル６Ｆ

045-470-2141

（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)

東日本営業部

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。
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青年部総会報告
青年部会は令和元年６月22日（土）、静岡市の静岡クーポー
ル会館で通常総会を開催した。
平成30年度事業報告、収支決算報告、令和元年度事業計画
案、収支予算案、役員改選等の５議案が審議され全て承認さ
れた。
任期満了による役
員改選により、磯谷
会長はじめ新メン
バーが揃って所信を
述べ、今後の運営へ
の協力を要請した。
参加者一同拍手を
持って賛同した。会
員数は93名である。

第３号議案

役員改選

西野会長挨拶（議長）

開会の辞

司会

鳥羽副会長

鈴木基文幹事

第１号議案

第２号議案

高瀬会計・鈴木監査

疋田副会長

第５号議案

新幹事発表

磯谷会長

第４号議案

江間副会長

閉会の辞

北堀副会長

石黒会計

令和元年度事業計画
１．幹事定例会
２．会員交流事業
３．会員の拡大
４．対 内広報事業（Voltage、ホームページの活用）
及び対外広報事業
５．組織の強化
６．技術研修会
７．女性活躍推進事業
８．業界理解促進事業
来賓左から、
静岡県電気工事工業組合
理事長松田良克様／同副
理事長長谷川吉昭様／静
岡県電設資材卸業協同組
合理事長 深瀨和彦様／
静岡県東部電気工事協同
組合青年部会長 益山嘉
寛様／同相談役 渡邉啓
太様

組合御加入が、お手軽にできるようになり
ました！
組合員として新規に加入していただく際の提出書類を簡素化しました。
（2019 年３月～）
１．加入申込書
２．弔慰金・見舞金制度加入申込書
３．出資引受書
の３つの書類を提出し、加入手数料 20,000 円、出資金 2,000 円、弔慰金・見舞金制度加入料 600
円を納入していただけば、加入していただけます。
組合員になれば、
 静岡県電気工事業健康保険組合への加入
 安くてお得な組合員限定の第三者損害賠償保険制度をはじめとした、全日電工連の「認定損
害保険」にご加入いただけます。
 その他、地域での会社経営にタイムリーに役立つ研修、講習会等を実施しています。

あなたの会社経営をしっかり守ります！
◎ お問い合わせ先・・・静岡県工組事務局 ☎ 054-288-1250 までお気軽に。

