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年頭のご挨拶
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謹んで新春のお慶びを申し上げます。
昨年中は、関係団体及び静岡県電気工事工業組合会員の
皆様におかれましては、ひとかたならぬ御協力を賜り御礼
申し上げます。
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さて、私事ではございますが、令和元年秋の叙勲に際し
ましては、はからずも旭日双光章を拝受する栄を賜り、身
に余る光栄と感激いたしております。さる一二月一二日に
勲記と勲章の伝達を受け、引き続き皇居に参内して天皇陛
下に拝謁の栄を賜り、感激の極みでございます。
これもひとえに永年にわたる皆々様の温かい御支援、御
厚情の賜物と衷心より厚く御礼申し上げます。
今後は、この栄誉に恥じることのないよう、電気工事業
界、そして地域社会の発展のために、よりいっそうの精進
を い た す 所 存 で ご ざ い ま す の で、 今 後 と も 変 わ ら ぬ ご 指
導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

昨年は台風一五号、一九号により全国的に大きな被害が
発生しました。被災された皆様方には衷心よりお見舞いを
申し上げます。
このように自然災害の激甚化が高まる中で感じることが
あります。それは、電気はインフラ中のインフラであると
いうことです。その重要なインフラを担う私共は、その社
会的使命を更に自覚し、今後とも業界を挙げて災害対応力
の強化に取り組んでまいりたいと考えております。
静岡県電気工事工業組合は、全日本電気工事業工業組合
連合会と共に関係行政機関のご指導のもと、電力会社をは
じめ関係団体、企業等と連携、協力しながら、お客様との
信頼関係の向上など、組合員の皆様の役に立つ事業展開に
取り組んでまいります。
本年もよりいっそうのご指導、ご鞭撻を賜りますようお
願い申し上げます。
結びに、皆様のご健勝とますますのご発展を心より祈念
いたしまして、年頭のご挨拶といたします。
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年頭の御挨拶

川勝平太

明けましておめでとうございます。
皆様には、健やかに新年を迎えられたこととお慶び申し上
げます。
貴組合におかれましては、日頃から、本県電気保安行政に、
格別の御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。また、
平時における電気の安定供給や設備の安全確保、災害時にお
ける迅速な復旧に努めていただいておりますことに対し、深
く敬意を表するとともに、引き続き御尽力をお願いする次第
であります。
本県の景気は意欲的な設備投資を背景に緩やかに拡大を続
けており、雇用情勢も改善しております。一方で、生産年齢
人口の減少等により、人材不足が深刻化し、人材の確保と育
成が喫緊の課題となっておりますことから、県では、「静岡
県産業人材確保・育成プラン」に基づき、様々な施策を展開
しております。
特に、人材確保対策では、若者に対し、「30歳になったら
静岡県！」をキャッチフレーズに、ＳＮＳ等を活用して県内
企業の最新情報等を提供し、県内就職を勧める取組を推進し
ております。あわせて、東京圏から本県に移住して就業・起
業した方に、新たな住まいや仕事の確保などに必要な経費を
支援する制度を創設し、移住の促進に努めております。
さらに、人材育成対策では、産業構造の変化を見据えた高
度な技術人材を育成するため、沼津と清水の技術専門校を統
合して、令和３年４月に、職業能力開発短期大学校を開校い
たします。同校に設置する電気技術科では、電気工事の施工
技術はもとより、工場電気設備の管理・保守にも対応できる
人材を養成してまいります。
本県経済の持続的発展のためには、女性をはじめ多様な人
材が活躍できる環境づくりが不可欠であります。貴組合では、
一昨年、「電気工事業における女性活躍推進」をテーマとし
たワークショップを開催されたと伺っております。このよう
な将来を見据えた取組が、電気工事業界、ひいては本県産業
界全体の活性化につながることを期待しております。
県といたしましては、官民を挙げ、社会総がかりで「働い
てよし」「住んでよし」の富国有徳の美しい“ふじのくに”づ
くりを進めてまいります。皆様におかれましても、引き続き
お力添えを賜りますようお願い申し上げます。
結びに、貴組合並びに組合員の皆様の御発展と御健勝を祈
念いたしまして、年頭の御挨拶といたします。



静岡県中小企業団体中央会
会長
諏訪部敏之

明けましておめでとうございます。
静岡県電気工事工業組合様並びに組合員の皆様におかれま
しては、輝かしい新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
さて昨年は、貴組合の理事長、松田良克様が令和元年秋の
栄典において“旭日双光章”を受章されました。
この栄えあるご受章は、県内電気工事業界の発展並びに、
重要な資源である電力の安定供給を通じた経済へのご貢献が
認められたものであり、深甚なる敬意を表しますと共に、心
よりお慶び申し上げます。
今日、中小企業は少子高齢化、人口減少と言う構造的問題
を背景に多くの経営課題を抱えておりますが、松田理事長の
ご尽力と貴組合の活発な事業運営により諸々の課題は容易に
克服されるものと確信致します。
私共中央会では、昨年より中小企業の「経営力強化・生産
性向上」、そして「安定した事業環境づくり」に向けて、会
員組合の皆様のご協力の基、中小企業の皆様の持続的な発展
を目指した事業を展開しております。
その具体例として生産性向上に資する「ものづくり補助金」
の活用促進や働き方改革関連法への対応、更に、後継者育成
を始めとした事業承継支援、近年の自然災害対応への指針と
なるＢＣＰの普及などに取り組んでおります。これらは人材
の確保・育成と共に本年も一層その促進に向け注力する必要
があると感じます。
また、近年の異常気象とも言える大規模自然災害に対しま
しては、備えるべき災害レベルの想定を引き上げると共に、
それに対応した社会インフラ強化の必要性が迫られておりま
すが、その中でライフラインである電力確保のための防災・
早期復旧という面におきまして、貴組合が存在する重要性は
ますます高まっていると言えます。
2019年ラグビーワールドカップでの日本代表の活躍は、
チームが一丸となる“ワンチーム”の重要性を広く知らしめま
した。これはまさに、相互扶助の精神の基、多くの中小企業
が一丸となって課題解決に挑む中小企業組合の理想的な在り
方に通じます。
貴組合におかれましても、一層の団結と共に、その組織力
を遺憾なく発揮され、産業並びに組合員各位の発展に取り組
まれますことを切望致します。
私共中央会と致しましては、組合、中小企業の皆様が大い
なる飛躍の年を迎えられますよう、役職員一同、新年の決意
も新たに業務に邁進してまいりますことをお誓い申し上げま
す。
結びに、本年が、皆様にとりまして希望に溢れる一年とな
りますことをご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただ
きます。
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をより一層高める取り組みを継続的に進め、これらの取り組
みについて、地域、社会の皆さまに丁寧にご説明しご理解い
ただけるよう努めてまいります。
さて、弊社は本年４月に送配電事業と販売事業を「分社化」
いたします。分社化後の新社名には、持株会社、送配電事業



中部電力株式会社 常務執行役員電力
ＮＷＣＰ 静岡支社長
佐々木敏春
明けましておめでとうございます。
貴組合の皆さまにおかれましては、ご家族お揃いで明るい

新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
旧年中は、弊社の事業運営に、格別のご理解とご協力を賜
り厚く御礼申し上げます。

会社、販売事業会社ともに「中部電力」という名前を引き継
ぐことといたしました。これは、分社化しても総力を結集し
てお客さまや社会の期待を超えていくという意志を反映して
おります。
会社の形は変わりますが、良質なエネルギーを、安全、安
価で安定的にお届けするという使命は変わるものではありま
せん。お客さまに電気を安全に安心してお使いいただくため
には、弊社供給設備とお客さまの内線設備が共に的確かつ高
品質に構築され、相互に繋がることが不可欠です。お客さま
の内線設備の構築等に従事される貴組合の皆さまとは、よき

近年、エネルギー事業、電力ネットワークを取り巻く環境

パートナーとして連携しつつ、電力の安定供給に向けて邁進

は大きく変化しており、デジタル化の進展による機能の高度

してまいりたいと存じますので、本年もこれまでと変わらぬ

化、低炭素化社会実現に向けた再エネ導入、災害の激甚化を

ご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

踏まえた防災対策の強化など、我々、事業者が果たすべき役
割は多様化しております。
弊社では、多様化するニーズに寄り添い、お応えしていく

結びに、貴組合の益々のご発展と皆さまのご健勝を心より
祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

ことが不可欠であると考え、お客さまとの「つながり」や「信
頼関係」を礎として「新しいコミュニティーの形」の創出を
目指し、地域社会の課題を解決するための様々なサービスの
開発・展開に取り組んでおります。
最新デジタル技術で電力・通信ネットワークをつなぐ「コ
ミュニティーサポートインフラ」の構築を通じて、地域・高
齢者等の見守り防犯サービス、IoT機器・ビッグデータ解析
技術を活用した暮らしサポートなど、安全・安心・快適に暮
らせるまちの実現に貢献してまいります。
また、災害の激甚化については、昨年も一昨年に続き、全
国的に台風等の自然災害が多発した一年でありました。弊社
管内では10月に発生した台風19号において、延べ14万戸の停
電が発生し、多くのお客さまにご迷惑をおかけいたしました。
通信や上下水道等にも影響を及ぼし、あらためて「電力はイ
ンフラの中のインフラである」ということを強く認識してい

組合御加入が、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。

るところであります。
引き続き、過去の台風被害を教訓に、「設備復旧の体制」、
「お客さまへの情報発信」、「自治体等との情報共有・連携」
の３つの主要課題に対するアクションプランを実践し、災害
対応力の更なる強化に取り組んでまいります。
次に、ご心配をおかけしております浜岡原子力発電所につ
きましては、新規制基準を踏まえて安全性向上対策を進める
とともに、３、４号機について適合性確認審査を受けており
ます。また、万が一に備えた防災体制の強化や教育訓練の充
実を図るとともに、国・自治体等との連携の一層強化に取り
組んでいるところです。
今後も、新規制基準への対応にとどまることなく、安全性

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。
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そして夜半に海岸で神迎えの神座を設け、篝火を一切

理事随想

用いない中で祝詞奏上により神迎えの儀式を行う。迎
えられた神はひもろぎに宿り、神職はそのひもろぎを
持って松並木を通り神社境内に至る。その後、社前の
大釜で粥を煮て竹筒を入れ、筒の中に入った粥の量で
その年の作柄の占いを行う」（Wikipediaから抜粋）と
いうものです。

バーベキュー大会で

ワンチーム！


現在ある羽衣の松は３代目となります。初代は1707
年（宝永４年）の富士山宝永大噴火の際に海に沈んだ
理事

伊東達也

藤枝引込センター主催、志太榛原南榛原電気工事組
合共催の第２回親睦会バーベキュー大会が10月27日

と伝えられています。
２代目は樹齢650年のクロマツでしたが、立ち枯れ
が問題となっていました。そこで2010年10月にクロマ
ツの付近にあった別の松を３代目として認定しました。

（日）に開催されました。
今年は10月12日（土）の予定で準備を進めておりま
したが、台風のために順延になったものです。
当初の参加人数は140名ほどでしたが、順延の影響
で当日参加者は70名ほどになりました。
今回の親睦会バーベキュー大会の昨年との違いはバ
スで現地に直接行くのではなく、「御穂神社」、「神の
道」、「三保の松原」などのユネスコ富士山世界文化遺
産を散策し、その後に現地にてバーベキューをすると
いうものです。

いよいよ現地に到着して、バーベキュー大会の始ま
りです。
増田センター代表の綿菓子には子供たちが集まります。
また、昨年、サンマを焼いたときには火力調整に失
敗して焦がしてしまいましたが、今年は大成功です！
「御穂神社」は三保の松原にある羽衣の松をご神体
とする神社です。
また、「神の道」は樹齢200～300年の老松の並木が

バッチグー！
生節、飲み物は有り余るほど用意して大宴会が始ま
ります。

500ｍほど続く御穂神社から羽衣の松を結ぶ道です。
藤枝、島田、静岡、清水の中部電力様、保安協会様、
毎年２月14日（バレンタインデー）の夜から15日に
かけて、この道を通って神を天からお迎えする筒粥祭

静岡、清水の工事組合の方々も参加してくださり有意
義な１日でした。

（つつかゆさい）という神事が行われています。
この筒粥祭は豊作祈願の祭事です。

このようなイベントの積み重ねにより、今後の台風
や地震災害があっても、仲間の団結で電力の安定供給

「まず拝殿前に大釜を据えて粥を煮る準備をする。

にワンチームとして臨めるのではないかと思います。
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のが、昼食と買い物に立ち寄る「よこすかポートマー

支部だより

ケット」の駐車場です。ここから係留中の様々な船を
横目に歩いてすぐのところに、日露戦争日本海海戦で
ロシアバルチック艦隊に勝利した旗艦「戦艦三笠」が
記念艦として保存されている三笠公園があります。
大正末期から保存され、今日まで大勢の見学者の心
を惹きつけ、見る人にいろいろな想いを起こさせる歴
史的近代兵器。

秋の恒例バスツアー

平和な今だからこそ、ああ凄いものだ、かっこいい
知

と感じますが、当時、苦しい戦争を繰り返し、ヨー

11月23日土曜日は天気が崩れるとされていました。

ジアの地位を確立させたその犠牲に感謝の念を抱いた

しかしバスが高速に乗って東上しだすと、見事に上

のは、係の方の説明のときに寝てしまっていた私だけ



静岡電気工業協同組合

福利厚生委員長

赤堀

半分を白くした富士山と、沼津あたりから山手にかか

ロッパの列強に「日本ここにあり」と、今の日本やア

でしょうか。

る虹の橋を見ることができました。
これなら横須賀の旅も案外イケるかもと期待したの
は、秋の恒例バスツアー参加者40名全員だったと思い
ます。

雨や時間制限の中で、甲板や艦橋へ出ての見学は皆
さん控え気味でした。
主砲の大きさや室内のノスタルジックな雰囲気も格
別で、今は無きスカンジナビア号を思い出します（砲

静岡電気工業協同組合福利厚生委員会における年１
回のバスツアーを担当して３回目となり、毎回行き先
に悩んで、いろんな支度を整え、当日朝早くからオ

台はありませんでしたが）。
足早になってしまった三笠の見学からいったんバス
へ戻ります。

シャレを決め込み（ひげを剃っただけ）、横須賀の三
笠公園に着いた時には雨でした。一日中、雨でした。
それはそれは冷たい雨でした。
本来この時期の旅は紅葉見学が主な目的でしたが、
今回は横須賀の記念艦三笠見学、横須賀軍港クルーズ
というコースになり、都会に縁のない参加者（私だけ
です）にちょっと刺激になるのでは（私だけでしょう
けど）と期待しました。

バス移動で次の目的地、遊覧船による「ＹＯＫＯＳ
ＵＫＡ軍港めぐり」へ向かいます。
天気の具合で欠航しないかと、ガイドさんと道々心
配していましたが・・・。
120名ほど座れる１階客室と、展望がさぞ素晴らし
いであろう２階露天の観覧席。
１階では船員さんが、港内の様子や停泊している日
組合員と関係者様、中部電力静岡営業所様、中部電
気保安協会様及び組合理事とり交ぜて、ワイワイと賑
やかに談笑して（呑んで）いるうちにバスが到着した

米艦船の名称や種類を地図パネルに沿って詳しく説明
されていました。
港内には多数のイージス艦や機雷除去船、それに潜

（5）vol.252

Voltage

水艦も。
そして米原子力空母「ロナルド・レーガン」までも
寄港していました。
２階の観覧席から360°展望を楽しむ私の眼は、見た
ことないものを一気に吸収し、スマホと一緒にスト

2020.1

とてもリフレッシュに繋がります。
紅葉のような自然の恵みを愛でるのも、文明的かつ
歴史的な遺産を鑑賞するのも、仕事に疲れた体にはエ
ネルギーに代わるものだと感じました（酒の力ではあ
りません）。

レージ容量がいっぱいになってしまいました。
テンションが上がり、２階にも聞こえる船員さんの
説明と撮影に勤しんでいましたが、冷たい雨の中です。
誰も船上に出てきません。テンション下がりついで

バスでの往復は、高速とバイパス、そして旅行会社
様の安全で機知にとんだ計らいでとても快適に過ごす
ことができました。

に１階へ降り、そのあとは曇った窓越しに軍艦を観る
ことにしました。

日頃お世話になっている中部電力様、中部電気保安
協会様をはじめ、組合員相互またそのお連れ様との和

船の係留情報は事前に知ることができない極秘事項
なので、この日の艦船群はなかなか見ごたえのあるも

気あいあいとした空気を、また今年も感じました（酒
の力ではありません）。

のだったようです。晴れていれば。
寒さの中、約45分のクルーズを終え、次に向かった

来年も皆様で楽しめるこの催しができることを期待

のはもちろんトイレ、ではなく昼食が待っている「よ

して、及ばずながら活動に励んでいきたいと思う晩秋

こすかポートマーケット」です。

の夜長です。

こちらには地場産の野菜や海産物、パンにお土産を

ご報告は以上、さあ今度はどこ行こうかなっ！

売る店、スカジャンの店もありました。
とりあえず併設の食堂において昼食タイムです。
やはり横須賀と言えば・・・海鮮料理でしょう。
海軍カレーと思いきや、ここは刺身でしょう。それ
には理由があります。
今日は土曜日、カレー曜日は海上自衛隊では金曜日
の食事だからです。
船の中の生活で曜日感覚が狂わないようカレーを金
曜日の食事としてあるのです。
実際の海自のカレーは船ごとに味が違うそうなので、

委員会等報告
三役会
【 第３回 】
１．日時：令和元年10月15日（火） 15時00分
２．場所：クーポール会館
３．出席者：５名

横須賀海軍カレーはお土産で選んでいただけたらと考

４．議題

えた次第です。

（１）全国大会参加にむけた確認

横須賀に点在する海軍カレーと呼ばれるメニューを
提供するお店では、そこに必ず牛乳が付いてくるそう

（２）経営セミナー静岡開催に向けた確認
（３）その他

です。お酒の入っている我々にはちょっとどうかなと
思ったわけで。

【 第４回 】
１．日時：令和元年10月28日（月） 14時00分

食事が終わった方から市場へ足を向け、思い思いに
ショッピングを楽しみました。
ここの海鮮類がわりと安く、買って帰りたい気持ち
になりましたがレトルトカレーとお菓子にしておきま

２．場所：クーポール会館
３．出席者：７名
４．議題
（１）祝賀会開催協議

した。
また横須賀に来ることができたら必ず海軍カレーを

【 第５回 】

食しますという、神様に勝手な誓いを立てバスへと引

１．日時：令和元年11月28日（木） 13時12分

き上げました。

２．場所：掛川グランドホテル
３．出席者：５名（議題（２）以降７名）

今回のバスツアーの行程はここまでです。

４．議題

ふだんそうはお目にかかれないものに遭遇するのは

（１）事務局職員等の冬季手当

Voltage
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10月３日（木） 第35回技能オリンピック静岡大会（油
山）

【 第６回 】

10月11日（金） 定期講習（アクト浜松）

１．日時：令和元年12月17日（火） 11時00分

10月15日（火） 三役会（クーポール会館）

２．場所：掛川グランドホテル

10月16日（水） 電気工事業全国大会（金沢）

３．出席者：11名

～17日（木）

４．議題

10月28日（月） 三役会（クーポール会館）

（１）旭日双光章受章祝賀会発起人会

10月29日（火） 経営セミナー（Ｈアソシア静岡）
～30日（水）（中部電力浜岡原発見学）

県工組日記

11月６日（水） 中間会計検査
11月15日（金） 安全推進会議（中部保安協会静岡支店）
11月26日（火） 定期講習（静岡労政会館）

４月16日（火） 上期安全推進会議（中部電気保安協会）

11月28日（木） 三役会（掛川ＧＨ）

４月18日（木） 監査（静岡電気会館）

12月２日（月） 安全推進会議（中電藤枝営業所）

４月23日（火） 理事会（クーポール会館）

12月13日（金） 青年部出前講座（県立浜松工業高校）

５月13日（月） 定期講習（浜松アクトコングレス）

12月17日（火） 三役会（掛川ＧＨ）

５月13日（月） 上 期 安 全 推 進 会 議（ 藤 枝 ）
（中部電力

１月10日（金） 年始まわり（中電静岡、中央会、県庁）

（株）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）

今後の行事予定

５月28日（火） 総代会（中島屋グランドホテル）

【県工組】

５月28日（火） 理事会（中島屋グランドホテル）

１月28日（火）

定期講習（静岡労政会館）

５月30日（木） 技術・広報委員会（クーポール会館）

２月12日（水）

全日合同会議（札幌市）

５月30日（木） 事業委員会（クーポール会館）

～13日（木）

５月30日（木） 総務委員会（クーポール会館）

２月29日（土）

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）

松田良克氏旭日双光章受章祝賀会
（掛川グランドホテル）

（P）３月

総務、事業、技術広報委員会

６月22日（土） 青年部総会（クーポール会館）

３月２日（月）

定期講習（浜松サーラ）

６月27日（木） 全日電工連総会（東京プリンスＨ）

３月11日（水）

定期講習（静岡労政会館）

７月１日（月） 三役会（中島屋グランドホテル）

３月18日（水）

認定講習（あざれあ）

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）

【清水協組】

７月30日（火） 事業委員会（クーポール会館）

１月８日（水）

定例理事会

７月30日（火）「女性活用推進」にかかる青年部との


１月16日（木）

組合新年会

２月６日（木）

定例理事会

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

（P）３月

定例理事会

（P）３月

全員定例会

（P）３月

組合ボウリング大会

広場）
８月21日（水） 定期講習（浜松サーラ）

【静岡協組】

８月23日（金） 全
 日電工連事務局責任者会議
（全日電

１月15日（水）

工連会館）

校正試験（静岡電気会館）

～17日（金）

８月23日（金） 理事会（クーポール会館）

１月21日（火）

新年会

８月23日（金） コ
 ンプライアンス研修会
（クーポール

１月24日（金）

四役会（静岡電気会館）

２月３日（月）

理事会（静岡電気会館）

２月３日（月）

理事・ブロック長会
（静岡電気会館）

２月25日（火）

四役会（静岡電気会館）

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）

Voltage
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３月４日（水）

役員会（静岡電気会館）

３月４日（水）

廿日会（静岡電気会館）

３月14日（土）

定例会（中電（株）静岡）

３月25日（水）

四役会（静岡電気会館）

【志太榛原協組】
１月17日（金）

第７回理事会（協組２階 会議室）

１月20日（月）

島田地区会（中電（株）島田）

１月20日（月）

藤枝地区会（協組２階 会議室）

１月21日（火）

焼津地区会（協組２階 会議室）

２月14日（金）

第８回 理事会（協組２階 会議室）

２月18日（火）

島田地区会（中電（株）島田）

２月18日（火）

藤枝地区会（協組２階 会議室）

２月20日（木）

焼津地区会（協組２階 会議室）

３月16日（月）

第９回 理事会（協組２階 会議室）

３月18日（水）

島田地区会（中電（株）島田）

３月18日（水）

藤枝地区会（協組２階 会議室）

３月23日（月）

焼津地区会（協組２階 会議室）

【南榛原協組】
１月９日（木）

新年挨拶回り

１月９日（木）

協組の安全祈願（大井神社）

１月24日（金）

センター定例会（協組会議室）

１月24日（金）

定例会、役員会（協組会議室）

１月24日（金）

新年会

１月28日（火）

防工具点検

２月20日（木）

センター定例会（協組会議室）

２月20日（木）

定例会、役員会（協組会議室）

２月20日（木）

経営講習会

３月23日（月）

センター定例会（協組会議室）

３月23日（月）

定例会、役員会（協組会議室）

2-201905定期講習登録Ａ4チラシＨ30.11.5.pdf 1 2019/12/19 14:57:34
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【掛川協組】
１月24日（金）

理事長会、理事会、取締役会、役
員会、懇親会

３月13日（金）

取締役会、理事会（掛川電気会館）

【浜松協組】
１月27日（月）
～28日（火）

新規（ランクアップを含む）認定試
験（２日間）

１月23日（木）

令和元年度第３回定例会

２月６日（木）

総 務委員会、理事会（協組２階会
議室）

２月14日（金）

新規
（ランクアップを含む）
認定試験

２月17日（月）

令和元年度下期業務推進会議

２月17日（月）

令和元年度下期安全推進会議

３月５日（木）

総 務委員会、理事会（協組２階会
議室）

1111.pdf 1 2019/12/19 12:00:39
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各種試験、 講習会

ポリテクセンター静岡 能
力開発セミナーのお知らせ

第一種電気工事士定期講
習のお知らせ

在職者を対象として、業務に必要な技術・技能・知
識のレベルアップを図るための短期間の職業訓練（能
力開発セミナー）
令和２年度のラインナップは下記リンクをご覧くだ
さい。

プラサヴェルデ（沼津市） 1/28（火）、3/13（金）
●会場コード
333907
333908
●送付先 （一社）日本電気協会 中部支部
沼津労政会館 ３階（沼津市） 2/4（火）
●会場コード
133911
●送付先
県東部電気工事協同組合
静岡労政会館 ６階（葵区） 1/28（火）、3/11（水）
●会場コード
133913
133913
●送付先
静岡県電気工事工業組合
↓

日程等はこちら

https://koshu.eei.or.jp/

お問合せ、登録先
（一財）電気工事技術講習センター
電話：０３（３４３５）０８９７

http://www3.jeed.or.jp/shizuoka/poly/zaishoku/in
dex.html

お問合せ先

ポリテクセンター静岡 訓練課
電話：０５４（２８５）７１８４

清水テクノカレッジ 在職
者コースのお知らせ
レディーメイド型と、事業主の皆様のご要望に応じ
て実施するオーダーメイド型があります。
ラインナップは下記リンクをご覧ください。

https://shimizu-tc.ac.jp/#ippan01

令和２年度 認定電気工事
従事者認定講習予定告知
高圧で受電するビル等の最大 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。
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（電路線
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。
〇
〇
〇
〇
〇

時期：令和２年７月（日程未定）
地区：浜松市内（会場未定）
講習時間：午前 10 時から午後５時
受講料：12,500 円（税込）
申込期間：令和２年２月下旬からの見込み

お問合せ先

静岡県電気工事工業組合
電話：０５４（２８８）１２５０

お問合せ先

清水テクノカレッジ
電話：０５４（３４５）２０３２

沼津テクノカレッジ 在職
者訓練のお知らせ
企業就職者を対象に技術・技能のレベルアップを図
ります。レディーメイド型と、事業主の皆様のご要望
に応じて実施するオーダーメイド型があります。
ラインナップは下記リンクをご覧ください。

http://www.numazu-vtc.ac.jp/zaisyokusya/index.
html#syousai

お問合せ先

沼津テクノカレッジ
電話：０５５（９２５）１０７１

Voltage
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第３５回引込および内線工事
技能オリンピック静岡大会

創立６０周年記念第３３回
電気工事業全国大会

10月３日（木）に（株）静岡県電
気工事協力会主催の第35回引込およ
び内線工事技能オリンピック静岡県
大会が開催されました。

10月16日（水）～17日（木）に全
日電工連創立60周年記念第33回電気
工事業全国大会が石川県立音楽堂を
メイン会場として開催されました。

日時：2019年10月３日（木）9：30-16：10
場所：中部電力（株）静岡配電訓練センター
（静岡市葵区油山1621-1）
当日は、お天気が
心配されていました
が、曇時々晴れとい
う好天に恵まれ盛大
行われました。

競技結果：

「輝く明日へ

社会を照らす使命のリレーを、いま

【県協力会社長賞】

【中部電力賞】

ここから」のテーマのもと全国大会が金沢の地で開催

１位

浜松センター

１位

浜松センター

されました。

２位

清水センター

２位

清水センター

今回の全国大会は台風19号により各地に被害が出る

３位

藤枝センター

３位

藤枝センター

なか、また、来場者輸送の大動脈と目されていた北陸

【優勝センター賞】

新幹線が不通となる等の幾多の困難があるにもかかわ

１位

らず、敢然と開催したものです。

浜松センター

【保安協会賞】

【技術者協会賞】

１位

浜松センター

１位

清水センター

まさに、私たちの組織としての団結力の固さを内外

２位

清水センター

２位

浜松センター

に示すなかで、60年を迎えることができたことの先達

３位

藤枝センター

３位

静岡センター

への感謝と、70年に向けてスタートを切った大会とな
りました。

【学科賞】
１位

清水センター（有）海生電気：海野

２位 （株）天野電機：入江

翼

淳

３位

藤枝センター（株）朋電舎：植田

潤

３位

浜松センター（株）天野電機：小杉浩久

静岡からは10名（役員４名、青年部５名、事務局１
名）が意見交換会、大会式典、交流会に参加し全国の
精鋭との交流を深めました。
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2019年 度 第43回 経 営
セミナーを静岡で開催

経済産業大臣表彰受賞
祝賀会

10月29日（火）～30日（水）に中
部電気工事業組合連合会経営セミ
ナーを静岡市葵区、ホテルアソシア
静岡で開催しました。

11月16日（土）に、（株）法月電
設様 第55回電気保安功労者 経済産
業大臣表彰受賞祝賀会が盛大に挙行
されました。

経営セミナーは中部５県の電気工事業工業組合役員
が参集し、業界の抱える課題や将来展望について議論
し、今後の事業展開と組合運営に資することを目的と
して毎年開催しているものです。

席上、藤沢会長は「ほとんどのモノが電気につなが
る現在、業界は恵まれた業種であるが、休日勤務、長
時間労働等の克服すべき現実がある。いま、能力ある
若者を確保するためには働き方改革は喫緊の課題だ。
その解決に敢然と取り組みたい」との決意を述べた。
全日電工連の五十畑正美常任理事事務局長からは全
日電工連の重点事業等の報告をいただいた。
その後、静岡県副知
事の難波喬司氏から御
講演をいただいた。
そこでは、「『新たな
価値の創造・共創』の
時代の『実務家公務員
の技術力』」をテーマ
として、実務家たる公
務員の使命と技術構造に言及され、また副知事が手掛
る経済産業政策の啓発がなされた。
セミナー後には懇談会で来賓の方々も加わっていた
だき盛大に交流を図った。
また、翌30日には中部電力（株）静岡支店様の御協
力により、浜岡原子力発電所の見学会を実施した。

日時：2019年11月16日（土）17：30開会
場所：ホテルアンビア松風閣
３階コンベンションホール富士

Voltage
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謹賀新年
謹賀新年

2020.1

２０２０年元旦
２０２０年元旦

清水電気工事協同組合
清水電気工事協同組合
理事長 鈴 木
稔
理事長 鈴 木
稔
静岡市清水区春日二丁目 5-12
静岡市清水区春日二丁目
5-12
電話 054（353）6165
電話
FAX 054（353）6165
054（353）6166
FAX 054（353）6166
mailto:s.denkikoujikumiai@poem.ocn.ne.jp
mailto:s.denkikoujikumiai@poem.ocn.ne.jp

志太榛原電気工事事業協同組合
志太榛原電気工事事業協同組合

静岡電気工業協同組合
静岡電気工業協同組合
理事長 藤 田 良 彦
理事長 藤 田 良 彦
静岡市駿河区津島町 12-27
静岡市駿河区津島町
12-27
電話 054（288）1234
電話FAX054（288）1234
054（202）8350
FAX 054（202）8350
mailto:e-kumiai@cronos.ocn.ne.jp
mailto:e-kumiai@cronos.ocn.ne.jp
URL:denki-shizuoka.com/
URL:denki-shizuoka.com/

南榛原電気工事協同組合
南榛原電気工事協同組合

理事長 法 月 昭 治
理事長 法 月 昭 治

理事長 岩 堀 英 治
理事長 岩 堀 英 治

藤枝市青木二丁目 36-13
藤枝市青木二丁目 36-13
電話 054（641）1231
電話 054（641）1231
FAX 054（645）0480
FAX 054（645）0480
mailto:wbs.50473@mail.wbs.ne.jp
mailto:wbs.50473@mail.wbs.ne.jp

牧之原市静波 2220 の 29
牧之原市静波 2220 の 29
電話 0548（22）5121
電話 0548（22）5121
FAX 0548（22）8813
FAX 0548（22）8813
mailto:minamihaibara@outlook.com
mailto:minamihaibara@outlook.com

掛川電気工業協同組合
掛川電気工業協同組合

浜松電気工事協同組合
浜松電気工事協同組合

理事長松松田田良良克 克
理事長

理事長
天天
野 野
裕 裕
介 介
理事長

掛川市久保二丁目
22-14
掛川市久保二丁目
22-14
電話0537（22）5815
0537（22）5815
電話
0537（24）8569
FAXFAX0537（24）8569
mailto:wbs35891@mail.wbs.ne.jp
mailto:wbs35891@mail.wbs.ne.jp
URL:siz-sba.or.jp/kdkumiai/
URL:siz-sba.or.jp/kdkumiai/

浜松市中区鴨江町
浜松市中区鴨江町
24 24
053（453）6251
電話電話
053（453）6251
053（453）5838
FAX FAX
053（453）5838
mailto:
hamaden@ia9.itkeeper.ne.jp
mailto:
hamaden@ia9.itkeeper.ne.jp

Voltage
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謹賀新年
謹賀新年
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２０２０年元旦
２０２０年元旦

一般社団法人 静岡県設備協会
清水電気工事協同組合
会長 磯 谷
巖
理事長 鈴 木
稔
静岡市駿河区泉町 5-12
3-3
静岡市清水区春日二丁目
054（282）6618
電話電話054（353）6165
F
A
X
054（287）0415
FAX 054（353）6166
mailto:s.denkikoujikumiai@poem.ocn.ne.jp

一般財団法人 静岡県消防設備協会

志太榛原電気工事事業協同組合
理事長 鈴 木 文 三

一般社団法人 静岡県電業協会
静岡電気工業協同組合
会 長 夏 目 英 明
副会長 鈴 木 英 二
理事長
田 良 弘彦 幸
同 藤森
同
長谷川吉昭
同
内 田
豪
静岡市駿河区津島町
12-27
静岡市駿河区泉町
3-3
電話電話054（288）1234
054（281）7158
FAXF A054（202）8350
X 054（284）2180

mailto:e-kumiai@cronos.ocn.ne.jp
URL:denki-shizuoka.com/
一般財団法人
中部電気保安協会

南榛原電気工事協同組合
静岡支店長 髙 瀬 孝 一

理事長 法 月 昭 治

理事長 岩 堀 英 治

静岡市葵区紺屋町 11-4
太陽生命静岡ビル
藤枝市青木二丁目
36-13
電話 054（252）5541
電話FAX054（641）1231
054（272）7202
FAX 054（645）0480
mailto:wbs.50473@mail.wbs.ne.jp

静岡市葵区春日三丁目 4-18
電話 054（253）6310
牧之原市静波
2220 の 29
F A X 054（271）8377
電話 0548（22）5121
FAX 0548（22）8813
mailto:minamihaibara@outlook.com

一般社団法人 東海電友共済会

茂
理事長 坂 田
掛川電気工業協同組合
専務理事 藤 井 信 行
理事長 松 田 良 克

(株)静岡県電気工事協力会

浜松電気工事協同組合
代表取締役社長
松 本 高 明
理事長 天 野松裕田介良 克
代表取締役副社長

浜松市中区鴨江四丁目 10-20
代表取締役副社長 髙 橋 計 介
掛川市久保二丁目
22-14
浜松市中区鴨江町 24
電話 053（454）7340
電話F A X0537（22）5815
電話 053（453）6251
053（454）3821
専
務 取053（453）5838
締役 �
和
FAX 0537（24）8569
FAX
mailto:wbs35891@mail.wbs.ne.jp
mailto: hamaden@ia9.itkeeper.ne.jp
静岡県電気工事業健康保険組合
常務取締役 青木功一郎
URL:siz-sba.or.jp/kdkumiai/

理事長 杉 山

直

静岡市駿河区津島町 12-27
電話 054（287）5800
F A X 054（287）5802

静岡市駿河区津島町 12-27
電話 054（654）9111
F A X 054（654）9112

Voltage
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2020.1

謹賀新年
2020 年元旦

静岡県電設資材卸業協同組合
中部支部会員
株式会社 シ ズ デ ン シ ス テ ム

東芝電材マーケティング(株)東日本営業統括部 静岡支店

株式会社 す

み

や

電

器

株式会社 カ

株式会社 マ

コ

ト

電

商

株式会社 電 器 堂

ミツワ電機株式会社 静岡営業部

株式会社 大 成

メ

ヨ

シ

静岡営業所
静岡ブロック

東部支部会員
愛 光 電 気 (株 )
有限会社 鎌

沼 津 営 業 所
野

電

気

ミツワ電機(株) 静岡営業部沼津営業所

株式会社 大

成

有限会社 ム ロ ノ 電 気 商 会
(株 )す み や 電 器

沼津営業所

(株 )シ ズ デ ン シ ス テ ム 東 部 支 店

西部支部会員
三

光

電

機

株

式

会

社

株式会社 大

新

生

電

材

株

式

会

社

株式会社 電

社

東芝電材マーケティング(株)東日本営業統括部 静岡支店 浜松(営)

広 中 電 機 (株 )浜 松 電 材 営 業 所

三浦電気（株）浜松営業所

株式会社 東

海

(株 )す み や 電 器

電

材

浜松営業所

東

電
器

材
堂

Voltage

2020.1

静岡県電設資材卸業協同組合

vol.252（14）

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

エナジーサポート 名古屋営業所

〒484-8505

愛知県犬山市字上小針１

0568-67-9811

（株）遠藤照明 静岡営業所

〒420-0851

オーデリック（株） 静岡営業所

〒422-8034

（株）オノマシン 静岡営業所

〒422-8037

静岡市駿河区下島 344-2

054-236-5230

河村電器産業（株） 静岡営業所

〒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

（株）三桂製作所 本社営業部

〒146-8585

東京都大田区下丸子 4-21-1

03-3758-2226

（株）静岡日立 機器営業部

〒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) 静岡営業所

〒422-8056

静岡市駿河区津島町 13-3

054-283-1811

ＤＸアンテナ(株) 静岡営業所

〒420-0851

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

内外電機(株) 静岡営業所

〒422-8041

静岡市駿河区中田 3-1-9
光ビル４Ｆ

054-282-8210

日動電工(株) 営業本部 中部営業部

〒463-0021

名古屋市守山区大森 2-101-1

052-768-1711

日東工業(株) 静岡営業所

〒420-0851

静岡市葵区黒金町 61-5
中西ビル３Ｆ西

054-280-7005

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

未来工業(株) 静岡営業所

〒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

(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

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

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

054-255-1307
054-237-1211

054-252-8670
054-251-5350

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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��

〒���������
〒���������

静岡県浜松市南区卸本町��������
静岡県浜松市南区卸本町��������
����������������������������������
����������������������������������
�������������������������
�������������������������
■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�

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

－43－
－43－

（17）vol.252

Voltage

2020.1

Voltage

2020.1

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

vol.252（18）

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／
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－49－
☎
📠📠
「第 3 回電気工事技能競技全国大会

高校生・学生向けダイジェスト動画」から抜粋

2020.1

Voltage

vol.252（20）

（21）vol.252

Voltage

2020.1

⑤ 太物ケーブルの敷設体験（CVT100sqの引張体

青年部 女性活躍推進
事業（出前講座）報告

験）※ロープでの引張、ウインチ使用体験
⑥

各種工具・測定機器の展示説明

⑦

質疑応答・総評

令和元年12月13日（金）、青年部初の試みとなる出
前授業を、静岡県立浜松工業高等学校（以下：浜工）
で開催しました。
浜工電気科１年生の41名を対象として、午後から３
単元の授業枠を使わせていただき、「これから目指す
電気工事業、電気工事士を身近に感じて貰う」をテー
マとして、生徒さんに実技などを通して体験していた
だきました。
１単元目：開会挨拶～電気工事業のＰＲ動画の上映、
実技体験に向けて、ＫＹ活動の演習
各支部合わせて30名の青年部員が参加しました。
各実技体験の担当支部を決め、支部長さんをはじめ
たくさんの方の協力を得て開催することができました。

２～３単元目：実技体験
①

高所作業体験（バケット車７台）
実技体験では、高校生へ体験と説明を行ったのです
が、この説明が上手くできるかどうかが開催するまで
若干不安でしたが、さすがはふだんから工事を行って
いる青年部員！親切丁寧に説明しており、とても嬉し
く安心しました。
出前授業を開催して印象的だったのは、浜工高校生
の楽しそうな表情です。
ＰＲ動画上映中は真剣な眼差しで動画を視聴してく
れて、また実技演習中の笑顔は素敵なものでした。

② 大口径の配管曲げ体験（E51配管を油圧ベン
ダーで曲げ体験）※手動・電動を体験
③ 太物電線の切断体験（CVT100sqの切断体験）
※手動・電動を体験

今回は、浜工での出前授業でしたが、東は清水から
西は浜松まで工業系の高校はたくさんあります。次回
開催に向け、今回の反省点を生かしさらにブラッシュ
アップしてこの活動を展開していきたい。

④ 太物電線の圧着体験（CVT100sqへの端子圧着
体験）※手動・電動を体験



（青年部会長

磯谷洋之）
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