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《 南榛原支部 》

榎

勇

治

毎年（と言っても今回で三回目）恒例のレクリエーション。去年は台

風が接近して雲行きも良くなかったものですが、今年は天気も良く、絶

好の旅行日和です。行き先は御殿場高原ビール、三島スカイウォーク、

組合員をはじめ、中電さん、保安協会さんにも出席していただき、総

沼津深海水族館です。

バスは東名高速吉田インターに向かい、高速に入る前から、理事長挨

勢三〇名で出発進行。

拶も始まらないうちに「お～い、ビール持って来て」の一声から始まり、

「つまみも何かあるか～」で和気あいあいと楽しい旅が始まります。

そうこうしているうちに富士川サービスエリアに到着です。休憩を取

shizukendenko.org fb.me / shizuokakendenko

南榛原電気工事協同組合

恒例の
組合レクリエーション

り、バスに戻ると恒例の「ビンゴ大会（午前の部）」が始まります。景

お腹がすいていない状態で御殿場高原ビールへ到着。それでも八〇分

品が洒落ているので、車内は大盛り上がりです。

バイキング食べ放題、ビール飲み放題で、心もお腹も満たされ、売店で

チーズ、ソーセージ、ワイン等のお土産を購入し御殿場高原ビールをあ

乙 女 峠 ～ 箱 根 町 港 を 抜 け、 日 本 最 長 の 大 吊 り 橋「 三 島 ス カ イ ウ ォ ー

とにします。
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TEL:054(288)1250

〒422-8056 静岡市駿河区津島町12-27

ク」へと向かいます。三島スカイウォークでは、食後の運動ということ

で全長四〇〇ｍの大吊り橋を歩きます。想像以上に揺れが大きくて、足

元がフラフラしてしまいますが、ふだんあまり歩くこともないので、往

復八〇〇ｍの散歩はとても気持ちがいいものです。天気も良いので、汗

再びバスに乗り込み、最終の見学場所、沼津港深海水族館へ向かいま

もかいて、いい運動になります。

到着時間も遅いので沼津港市場は閉まっていましたが、深海水族館に

す。

は入館できました。シーラカンスは初めて実物を見ましたが、意外と大

きいことに驚きます。土産屋に立ち寄り、魚類を購入し、バスに戻り帰

まだ、後半のビンゴ大会が残っているので、バスの中では寝る人もな

路に就きます。

く、再びビンゴ大会で盛り上がります。帰りもバスの中は賑やかで、ビ

ンゴの景品も全員に行き渡り、皆が終始笑顔で過ごす楽しい一日でした。

昨年は山梨ぶどう狩り、ワイン工場見学。一昨年は横須賀港遊覧、横
浜中華街。

今年はコロナウイルス禍の影響で秋ごろバスの予約が取れるかどうか
心配ではあります。
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理事随想
アフターコロナは「心と知恵」で


常務理事

杉山

直

皆様、こんにちは。久し振りの「理事随想」です。
本来なら「～へ行って非常に素晴らしかった」、「ス
ポーツ観戦で感動した！」などの記事を書きたいとこ
ろですが、今は旅行すらできない状況です。
2020年は日本中が夢見ていた「東京オリンピックの
開催」でした。
しかし、２か月足らずでどん底に進んでしまいまし
た。何と言っても新型コロナウイルス禍で全世界が経
験したことがない状態になってしまったのです。
私にとって、皆様もそうだと思いますが、日本で開
催する２回目の夏季オリンピック、パラリンピックで
す。まさか２回も見られるとは思っていませんでした。
チケットを家族中でネット予約したり、新国立競技
場のこけら落としを見に行ったり、気分は最高でした。
しかし、新型コロナウイルス禍により世界の動きが
止まってしまったのです。
誰がこの現実を予想したでしょうか。昨年11月に中
国武漢市で「原因不明のウイルス性肺炎」として最初
の症例が確認されて以降、世界規模で大流行してしま
いました。全世界ではこれまで10,268,786人が感染し、
504,345人 の 方 が 亡 く な り、 日 本（ ク ル ー ズ 船 を 除
く）でも感染者数18,476人、死亡者数972人が出てお
ります。（６月30日現在、Johns Hopkins Coronavirus
Resource Center）

毎年冬になると「インフルエンザに注意」と言って
いましたが、比べものにならないくらい恐ろしい感染
です。今年の秋から冬にかけてインフルエンザと新型
コロナウイルスにどうやって防いでいけばよろしいの
でしょうか。
「３つの密（密閉・密集・密接）」の回避を守りながら、
「マスクをして身を守る。人混みを避ける。手洗いう
がいをこまめにおこなう。新型コロナウイルスという
病気を理解する。栄養と睡眠をとる」などでしょうか。
一方、最近では日本の周辺、国際社会でも色々と
ニュースになることが非常に多いと思います。

2020.7

日本と韓国との問題。領土問題をはじめ、従軍慰安
婦、徴用工問題や輸出規制問題により世界貿易機関へ
提訴したり、軍艦島をユネスコの世界遺産の取り消し
を求めたり、経済の鎖国状態が続いています。
また、北朝鮮が最近韓国との南北共同連絡事務所を
爆破するなど不気味な動きをしています。日本にとっ
ては拉致被害の問題を何としてでも解決しなければな
りませんが、進展していません。いら立ちと焦りを感
じずにはいられません。
中国は香港の一国二制度を破棄し、香港国家安全維
持法を成立させました。これまで、若者が中心となっ
て大規模なデモを展開してきましたが、もはや香港の
自由の火は消えました。また中国は台湾に対して様々
なプロバガンダ、圧力をかけ、新疆ウイグル自治区で
はウイグル人を弾圧しています。
海洋支配への動きに目を向けると、中国は南沙諸島
や西沙諸島の領有権を主張して軍施設配備を進めると
ともに、沖縄県尖閣諸島周辺の接続水域に中国海警局
船を78日連続（６月30日現在）で航行させています。
現在、アメリカと中国はその覇権をかけて貿易戦争
等で互いに譲らない状況ですが、自由主義圏と中国と
の闘いの様相を呈しています。
静岡県での問題と言えば、ＪＲ東海が進めている
「リニア工事」です。
６月末に行われた川勝知事とＪＲ東海金子社長との
トップ会談では一致点は見いだせず、会談は物別れに
終わったようです。
何としてでも2027年に開業したいＪＲ東海と、大井
川の水の大切さ、南アルプスの自然保護を大切にした
い静岡県。
日本国としてリニアを予定通り開通させたい気持ち
は分からない訳ではないが、自然は一度破壊したら戻
らない現実を考えると知恵を出し合って自然を守り、
良い道を進んでもらいたいと思います。

色々と最近の問題を書かせていただきましたが、日
本国内の問題、近隣諸国との問題、世界的な問題など、
今後解決しなくてはならない問題が山積みです。
人間は「心と知恵」を持っています。強引に向かう
のではなく広い視野で考え、子供、孫、それ以上の子
孫のことを考え、世界平和に進んでもらいたいと思い
ます。
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試験、講習会

受賞者紹介

第一種電気工事士定期講習
お申し込みの皆様へ

【静岡県電気工事工業組合理事長表彰】
５月27日（水）静岡電気会館

（6/１８定期講習延期のお知らせ）

〇

支 部

⃝６月18日（木）サーラシティ浜松で開催予定の第
一種電気工事士定期講習は、新型コロナウイル
ス感染拡大を防ぐ観点からのガイドライン（100
人以下）に基づいた開催ができないため、定期
講習を延期
⃝代 替日程、会場は、改めて定期講習申込者に個
別に連絡
⃝受 講料について（今回お支払いいただきました
受講料は、代替日程決定後も有効。再度の受講
料支払は不要）

お問合せ先：静岡県電気工事工業組合
ＴＥＬ：０５４－２８８－１２５０

令和２年度
認定電気工事従事者認定講習
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。
本年度の認定講習は、当初7月29日(水)にコング
レスセンター浜松で開催予定でしたが、コロナ禍の
影響で下記に順延になっています。
〇
〇
〇
〇

日時：令和２年11月18日（水）
場所：サーラシティ浜松
講習時間：午前10時から午後５時
申込期間：募集終了

お問合せ先：静岡県電気工事工業組合
電話：０５４（２８８）１２５０

組合功労者

〇

氏

名

事業所名

清水

菊地志津雄

長崎電気工事所

清水

鈴木彬之

㈱エビハラ電機

静岡

近藤繁雄

中部電設工業㈱

静岡

西村秀樹

西村電気工事

静岡

北川文久

北川電機㈱

藤枝

望月栄三

望月電機

藤枝

佐塚雄司

シオンテック㈱

藤枝

岩瀬憲治

イワセ電機

藤枝

塚本

塚本電機工業所

藤枝

鈴木金苗

㈱寿電機

藤枝

西野訓史

㈱藤興

南榛原

中西達男

中西電気

掛川

土井幸子

土井電気工事㈱

掛川

竹下雄司

竹下電気工事社

掛川

栗本イツコ

㈲遠州電気工事

掛川

鈴木安夫

㈲祥浩電気工業所

掛川

寺井邦夫

㈲中泉電気工業

掛川

平田孝子

㈲恵電社

浜松

菅沼憲治

㈾菅沼電気商会

浜松

林

明光電気㈱

浜松

天野新司

㈲ニシオカ電気設備

浜松

杉浦教仁

㈱浜松電工

忍

眞一郎

永年勤続優良従業員
支 部

氏

名

事業所名

藤枝

鈴木勝幸

北堀電気工事㈱

藤枝

長谷川隆史

北堀電気工事㈱

藤枝

西野浩史

㈱藤興

藤枝

佐久間三津代

㈱三晃電気工業所

藤枝

長野健吾

鈴金電機工業

藤枝

酒井孝幸

㈱豊国電気

南榛原

永井道治

㈲戸塚電気商会

南榛原

大井啓由

鈴木電気㈱

南榛原

横山俊己

㈲ＹＫ電気

南榛原

良知弘也

大洋電設㈱
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（３）第３号議案

2020.7

浜松

鈴木伊都子

東電設工業㈱

2020年度事業計画案及び同収支予算案の

浜松

曽根原今朝茂

㈾曽根原電気工業所

承認の件				

浜松

岡部正彦

㈱前島電気工業社



浜松

髙橋裕子

㈱前島電気工業社

浜松

鈴木洋祐

明光電気㈱

可決

（４）第４号議案 定款の一部変更（案）承認の件		


承認

（５）第５号議案 役員選出の件				

理事会報告（2020年度）

承認


（６）2019年静岡県電工組政治連盟決算報告		

承認



【 2020年度 第１回 】

（７）2021年度総代会日程案（2021年５月27日（木）
）

１．日時：平成２年４月22日（水）～16：00



２．場所：書面

委員会報告（2020年度）

３．出席者：理事18名／18名中
４．議題
（１）第１号議案

承認

第１号議案

2019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

三役会

算書、剰余金処分案の承認の件

【 第1回 】

（２）第２号議案

2020年度賦課金の額及び賦課徴収方法

１．日時：令和２年４月６日（月）～12：00

（３）第３号議案

2020年度事業計画案及び同収支予算案の

２．場所：書面

承認の件

３．出席者：５名

（４）第４号議案

理事のうち常務理事数の見直しの件

４．議題：

（５）第５号議案

役員選出の件

（１）2020年度第１回理事会

（６）2021年度総代会の日程案（2021年５月27日（木））
【 2020年度 第２回 】

（２）2020年度通常総代会

県工組日記（2020年度）

１．日時：令和２年５月27日（水）16：20
２．場所：静岡電気会館
３．出席者：理事18名／18名中

【 ４月 】

４．議題

６日（月）10：00

第１回三役会（書面）

17日（金）10：00

監査（書面）

22日（水）13：00

理事会（書面）

28日（火）

各支部向け文書等定期発送

（１）第１号議案

常任理事追加選任の件

総代会報告（2020年度）

【 ５月 】
20日（水）

ボルテージ５月号発行

【 2020年度通常総代会 】

27日（水）15：30

総代会、理事会（静岡電気会館／書面）

１．日時：令和２年５月27日（水）15：30

29日（金）

各支部向け文書等定期発送

２．場所：静岡電気会館

【 ６月 】

３．出席者：53名（書面を含む）

８日（月）13：00

４．議題
（１）第１号議案

【理事長】
2019年度事業報告及び同収支決算、貸借

18日（木）13：30

対照表、財産目録、収支計算書、剰余金
処分案の承認の件			

（２）第２号議案

中部連正副会長会（愛知電気会館）

可決

リンスホテル）【理事長】
19日（金）

中部連総会理事会（書面）

30日（火）

各支部向け文書等定期発送

2020年度賦課金の額及び賦課徴収方法

【 ７月 】



20日（月）

可決

全 日電工連第100回通常総会（東京プ

ボルテージ７月号発行

Voltage
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県工組予定（2020年度）
（Ｐ）７月31日（金）

各支部向け文書等定期発送

８月３日（月）

安全月間キャンペーン（静岡駅前地下
広場）（中止）

８月４日（火）

安 全月間キャンペーン（浜松駅コン
コース）（中止）

vol.254（4）

組 合 員 の 異 動
●

変

【 代表者 】

更

・㈲竹下電気工業所
代表取締役

竹下祥晃		

【藤枝】

焼津市小川新町2-12-12／054（629）7077
・㈲城山電気
代表取締役 前嶋栄路		

【浜松】

８月５日（水）14：00

技術・広報委員会（静岡電気会館）

８月６日（木）14：00

事業委員会（静岡電気会館）

８月７日（金）11：30

三役会（静岡電気会館）

代表取締役 磯谷洋之		

総務委員会（静岡電気会館）

葵区一番町15／054（253）6111

８月７日（金）14：00

８月12日（水）～14日（金）事務局夏季休暇
８月21日（金）

電設資材との意見交換会（中止）

（Ｐ）８月28日（金）

各支部向け文書等定期発送

（Ｐ）９月23日（水）

ボルテージ９月号発行

（Ｐ）９月30日（水）

各支部向け文書等定期発送

10月14日（水）

経 営 セ ミ ナ ー（ ホ テ ル メ ル パ ル ク
NAGOYA）

10月27日（火）

定期講習（６/18順延分）サーラシティ
浜松

（Ｐ）10月30日（金）

各支部向け文書等定期発送

（Ｐ）11月上旬

中間会計検査

11月18日（水）９：00

認定講習（サーラシティ浜松）

（Ｐ）11月20日（金）

ボルテージ11月号発行

（Ｐ）11月27日（金）

各支部向け文書等定期発送

（Ｐ）12月24日（木）

各支部向け文書等定期発送

12月29日（火）

事務局仕事納め

１月６日（水）

事務局仕事始め

１月８日（金）

ボルテージ１月号発行

１月８日（金）

新年回り

（Ｐ）１月中下旬

定期講習（浜松市）

（Ｐ）１月29日（金）

各支部向け文書等定期発送

（Ｐ）２月

全日合同会議（沖縄）

（Ｐ）２月26日（金）

各支部向け文書等定期発送

（Ｐ）３月中下旬

総務、事業、技術広報委員会

（Ｐ）３月22日（月）

ボルテージ３月号発行

（Ｐ）３月30日（火）

各支部向け文書等定期発送

北区引佐町花平222-3／053（542）2233
・大王電機㈱
【静岡】

【 住所 】
・駿府電機			

【静岡】

葵区八千代町12／054（254）0970
・ミノシマ㈱静岡営業所		

【静岡】

駿河区寿町9-6／054（291）6401
【 名称 】
・㈱岡田電気			

【藤枝】

藤枝市天王町2-9-28／054（641）0417
【浜松】

・㈱鈴鹿電気工事		
中区浅田町110／053（441）2369

【静岡】

・尾崎電気			

駿河区東新田3-3-20／054（201）3888

●

脱

退

【静岡】小野電機／小野

剛

【掛川】増田電気商会／坂入勝彦
【静岡】弘真電工／杉山

弘

【静岡】㈲塚本電機／塚本倫生

「Voltage」原稿変更
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①

沼津

ＴＥＬ／ＦＡＸ

Voltage

2020.7

変更

全日電工連グループ共済制度

途中加入毎月受付中！
【増口・減口、加入、脱退の御案内】

共に未来を創る

株式会社

掛 金 １ 口 あ た り の 死 亡 保 険 金
（高度障害保険金）
は1,000千円です。

すみや電器

2020年3月から（年齢は保険年齢です）
本
社 〒420-0018
☆ 15歳～50歳／1口360円（最大30口まで）
☆ 51歳～60歳／1口580円（最大30口まで引

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

き上げ（経営者おすすめコース新設）
営 業）
所
☆ 61歳～70歳／1口1,260円（最大20口まで
① 沼 津

ＴＥＬ ： ０５５-９５１-７５３５

ＦＡＸ ： ０５５-９５１-６９９５

富 士）
引き上げ（経営者おすすめコース新設）

ＴＥＬ ： ０５４５-６２-４６６２

ＦＡＸ ： ０５４５-６２-４６６３

清 水
ＴＥＬ ： ０５４-３４８-１６００
☆ 71歳～80歳／1口1,260円
（最大10口まで）

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

ＴＥＬ ： ０５４-６２９-５１６１

ＦＡＸ ： ０５４-６２８-２５８０

現在の備えを見直してみませんか？

津

◆増口、減口ができる月は、９月と３月です。
島 田
ＴＥＬ ： ０５４７-３５-６６２２
増口、減口（９月分） 7月27日（月）
必着
浜 松
ＴＥＬ ： ０５３-４２１-４４１１
加入（例月）
脱退（例月）

5日必着
S E 課

ＴＥＬ ： ０５４-２５４-１８６３

ＦＡＸ ： ０５４７-３５-６６８９
ＦＡＸ ： ０５３-４２１-４４１８
ＦＡＸ ： ０５４-２５５-４１４２

20日必着

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

Voltage
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そこで当社は、昨年度にVPP構築実証事業に初めて参画し、

【技術情報コーナー】

関わりのある企業様の
プレスリリースから

調整力となる多様なリソースを制御するために必要なシステ
ム開発および制御方法を構築しました。

令和2年度VPP構築実証事業の実施について

今年度に行う実証事業では、製造業等の企業、学術機関を

～お客さまのエネルギーリソースを活用した

始めとした多種多様な事業者・お客さまとコンソーシアムを



ビジネスモデルの構築を目指します～

形成し、需給調整市場への参入に向け、リソース容量の拡大、



2020年６月５日

制御精度の向上を図ります。また、市場参入に向けたビジネ



中部電力ミライズ株式会社

スモデルに加えて、小売電気事業者、再生可能エネルギー発
電事業者向けのモデル構築を目指します。

当社は、経済産業省資源エネルギー庁の補助事業である
「令和2年度需要家側エネルギーリソースを活用したバー

当社は、コンソーシアム参画者とともにVPPに関する技

（以下、VPP）構築実証事業費補

術検証を進め、VPPを活用した新たなエネルギーサービス

助金」 のうち「VPPアグリゲーション事業」に申請し、補

の構築を目指していくとともに、ESGの推進やSDGsへの貢

助金の執行団体である一般社団法人環境共創イニシアチブよ

献に向けた取り組みを進め、お客さまのご期待にこたえてま

り2020年5月29日に交付決定を受け、本日より今年度の実

いります。

チャルパワープラント

※1

※2

証事業を開始します。
再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、電力の安定供給に
寄与する、照明・蓄電池・電気自動車等のお客さまのエネル
ギーリソースを活用した調整力への期待が高まっています。
調整力は2021年4月に開設される需給調整市場※3を介して
取引され、調整力の制御技術の確立やビジネスモデルの構築
等が課題となっております。

※1 太陽光発電等の再生可能エネルギー発電設備、蓄電池、お客さ
まの電力使用設備等をネットワークでつなぎ、あたかも1つの
発電所のように機能させる仕組み
※2 経済産業省が、VPPの構築に係る実証事業を行う経費に対して、
当該費の一部を助成するもの
※3 一般送配電事業者が需要と供給の差（需給ギャップ）をなくす
ための電源（調整力）をあらかじめ確保するための市場

Voltage
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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
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
焼津市柳新屋１１３
〒４２５－００７４ 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

ＴＥＬ：０５４５－５５－３９６０
ＴＥＬ：０５４５－５５－３９６０ ＦＡＸ：０５４５－５５－３９８０
ＦＡＸ：０５４５－５５－３９８０

－43－
－47－
－43－

ＴＥＬ：０５３－４２３－０７３１
ＴＥＬ：０５３－４２３－０７３１ ＦＡＸ：０５３－４２１－１７７１
ＦＡＸ：０５３－４２１－１７７１

Voltage
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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）
（株）オノマシン

〒420-0851

静岡営業所
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

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

（株）三桂製作所

〒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

（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

（9）vol.254
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Youth Group Square
「持続可能な開発目標（SDGs）への取組」
検討結果報告
2020.3.31
１．目 的
持続可能な開発目標（SDGs：エスディージーズ）への取組

ことで、環境保護への活動を行っている団体、企業としての
価値が生まれます。そして、それが対外的なアピールとなり、
相乗効果をもたらすことになると思います。
４．県工組としての取組
県工組で取組んでいるSDGsの目標「5.ジェンダー平等を
実現しよう／7.エネルギーをみんなに そしてクリーンに／
8.働きがいも 経済成長も」で行う取組としては、

「5.ジェンダー平等を実現しよう」として、
① 女性活躍推進事業の開催
２．SDGsとは
② 女性従業員の雇用促進
SDGsは、“Sustainable Development Goals”の略称で、
③ 先入観や思い込みを捨てて、平等に対応する
日本語では「持続可能な開発目標」という。
地球上のさまざまな課題を解決するために、掲げられた世
「7.エネルギーをみんなに そしてクリーンに」として、
界共通の目標です。
① 持続可能なエネルギーとは何かを知る
2030年までに達成すべき目標として全部で17のゴール
② 再生可能エネルギーの普及に向け、勉強会の開催
があげられており、さらにその目標の達成基準を具体化した
③ くらしの中で無駄な電力を使っていないかをチェック
169のターゲットがあります。
SDGsのゴール及びターゲットは、「貧困」や「飢餓」だ
「8.働きがいも 経済成長も」として、
けに限らず、
「気候変動」、
「経済成長や雇用」、
「エネルギー」
① 高等学校等での出前授業開催
といった課題が盛り込まれています。
② 各種イベント等での電気工事業アピール
③ 長時間労働の是正、柔軟に働ける環境を整備する
３．静岡県電気工事工業組合の取組可能性の検討
これらの取組をあげることができます。
静岡県電気工事工業組合（以下：県工組）では2018年度
から女性活躍推進事業に取組んでいます。これは17のゴー
５．取組の実施に向けて
ルで示されている「5.ジェンダー平等を実現しよう／8.働き
それぞれの行動目標での取組みを実施するため、まずは県
がいも 経済成長も」に該当します。
工組としてSDGsを宣言することが必須となります。その後、
また、電気工事そのものが、
「7.エネルギーをみんなに そ
県工組会員様、青年部員で取組みに向けた計画を練ることが
してクリーンに」に該当します。
必要です。
このように、県工組の事業として行っていること、通常、
青年部としては、正副会長、会計の４役でSDGsバッジを
業務として行っていることもSDGsのゴールの一つなので
着用すると共に、女性活躍推進事業及び、高等学校等での出
す。
前授業を継続事業として実施していきます。
昨今SDGsの認知度は高まりつつありますが、今後の展開

（静岡県電気工事工業組合 青年部会長 磯谷洋之）
を考えると、県工組としてSDGsを宣言し、活動していく
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停電・復旧情報をプッシュ通知でお知らせ！
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静岡市葵区本通 1丁目

戸数（発生時）

200戸

戸数（現在）

10戸未満

復旧状況

工事中

復旧見込

4月25日 22時目途

停電理由

飛来物による電線断線

復旧見込や
停電原因等を
確認できます

避難施設までの
道順を検索できます！
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分電盤の操作方法をご説明
させていただきます。
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地域（現在）
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停電に関する相談を
チャットで解決！

確認しましたが、操作方法が
分からない。

発生日時

分電盤の操作方法 タップ

お客様が自身で撮影した画像の送信も可能です。

当社ＨＰでも停電情報や復旧見込が確認できます！
停電中の地域
現在、以下の地域において広域にわたる停電が発生しております。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、早期復旧に努めておりますので、
ご理解とご協力のほどよろしくお願い申しあげます。
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（現在）

4月25日
16時40分

静岡市葵区本通1丁目

戸数
戸数
（発生時） （現在）
200戸

復旧見込

停電理由

工事中

4月25日
22時目途

飛来物による電線断線

iosはこちら

停電に関するお問い合わせ先

中部電力パワーグリッド
（株）
ネットワークコールセンター

☎０１２０-９８５-２３２

10戸未満

復旧状況

２４時間承ります。

Androidはこちら

App Store･
Google Playから
「停電情報お知らせサービス」
アプリをダウンロード
してください。

停電・設備以外のお問い合わせは、受付時間：月～金曜／９
：
００～１７
：
００ ※土曜、日曜、祝日、年末年始除く

www.powergrid.chuden.co.jp

中部電力パワーグリッド

停電情報
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