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掛川電気工業協同組合理事

目に見えない
お化けとコロナ・・・？？

今年は例年にない長い梅雨と大雨の影響で全国的に洪水や崖崩れなど
による災害が多く、不安な毎日でした。
中部電力管内でも倒木処理の作業中、尊い一人の命が奪われたことは
残念でなりません。亡くなられた方には心よりお悔やみ申し上げます。
八月に入ると一転して暑い夏が始まりました。
夏になれば誰でも涼を求めて海、山、川へ足を運んでみたくなるとこ
ろですが、今年は新型コロナ禍の影響で外出することがままなりません。
こんなとき、掛川の身近なところにも心霊スポットなるところがありま
した。興味のある方は一度出かけてみたらいかがでしょうか。いっぷく
の涼になるかもしれません。
そこは小笠山ハイキングコースの中にある小笠山トンネルです。
トンネルは三つのトンネルからなっていて、一つ目が一番長いトンネ
ル、続いて二つ目が一番短く、そして三つ目が少し長いトンネルになっ
ている感じですが、どのトンネルも中が非常に狭く暗くなっているよう
です。
私が行ったときは、娘二人もまだ小学校低学年のころでした。その日
は午後行くところもなかったので、子供と小笠山にでも行ってみようよ
と三人で出掛けてみました。
小笠山の駐車場についた時はすでに三時を少し過ぎた頃で、空の雲も
低く垂れこめて薄暗くなっていました。
そのときは何も考えずに案内看板だけをみて、三人で小笠池に向かっ
て歩き出していました。
しばらく進むと一つ目のトンネルが見えてきました。
入り口まで来て、中をのぞくと、中は暗く狭かったのですが、懐中電
灯を持っていなかったため、少しためらいながらも「三人なら大丈夫だ
よね」と入り、気がつけば真ん中あたりの真っ暗闇の中で進むべきか戻
るべきか一瞬歩が止まってしまいました。
す る と、 後 ろ の 入 り 口 か ら 冷 た い よ う な 冷 た く な い よ う な 変 な 風 が
サーッとながれてきたのと同時に、三人で出口の明かりに向かって一気
に走り出していったのをおぼえています。
今振り返ると当時はまだそこが霊感スポットであることなどとは知ら
ずに入ってしまいましたが、これを読んでから行けば涼しい風にあたれ
るかもしれません。
でも、もし行くとしても真夜中はやめておいたほうがよろしいでしょ
う。
また、小笠山以外にもここ西部の遠州地方には遠州七不思議等各地の
伝説や怪談にまつわる奇妙なスポットが身近にたくさんあります。怖い
コロナウイルスから逃れるためにも探してみてはいかがでしょうか。
それと、コロナ、お化けも目には見えないですが、電気も目に見えな
いので、夏の発汗時には特に気をつけましょう。
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りになった際に胴ベルトがずり上がり、胸部や腹部が

【技術情報コーナー】

フルハーネス型墜落制止用器具について
中部電力パワーグリッド株式会社


静岡支社

2020.9

電力サービス部

配電運営課

圧迫され死亡に至っています。
このような災害実態から、墜落制止時に抜け落ちる
心配もなく、衝撃を全身で分散することができるフル
ハーネス型への転換が図られたものと考えられます。
■電力会社における対応状況

2018年６月の労働安全衛生法施行令の改正に伴い、

弊社は、2021年４月からの全面運用を目指し、特

私たちが電柱への昇降柱に使用している現行の「胴ベ

別教育の受講と電柱への昇降柱動作の教育を進めてお

ルト型（Ｕ字つり）安全帯」が使用できなくなり、
「フ

ります。また、全電力統一規格の製品を採用し、購入

ルハーネス型墜落制止用器具」の使用が義務付けられ

手配を済ませております。統一規格品は、柱上作業

ました。

を考慮し、

2022年１月１日までは経過措置期間のため現行の

感電リス

胴ベルト型も使用できますが、2022年１月２日から

ク軽減の

はフルハーネス型に完全移行しなければならず、特

ための金

別教育（学科4.5時間、実技1.5時間）の受講を含め、

属部品の

計画的に準備を進める必要があります。

排除、腰

■法改正の背景

道具との

厚生労働省の統計によりますと、平成18～27年

緩衝を減

（2006～2015年）の10年間で胴ベルト型に起因す

らすため

る墜落死亡災害は６件発生しており、いずれも、宙吊

の構造改
善が施され、安全性・作業性を向上した仕様となって
おります。本品は一般の方にもご購入いただけます。
■おわりに
最後に、フルハーネス型の墜落制止用器具は、主に
墜落阻止時の耐衝撃に優れているのであって「墜落・
転落」を起こらないようにするためのものではありま
せん。取り扱いや構造を理解し、正しく着用して、安
全作業に役立ててください。
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試験、講習会
今後の第一種電気工事士
定期講習の方向性
令和２年７月８日付け経済産業省「第一種電気工事士定
期講習の実施要領（内規）」から抜粋

受賞者紹介
〇 令和２年度電気保安功労者中部近畿
産業保安監督部長表彰（公表：令和２年
７ 月16日、 表 彰： ８ 月21日 メ ル パ ル
クNAGOYA）
電気工事者の営業所の部
有限会社

⃝ 経済産業省からオンライン講習の方向性が提示
されました。

⃝ 「集合講習」
 受講者が指定の日時・会場に集まり、規則第１
項第４号に規定される教科書及び視聴覚教材その
他の教材（以下「教材等」という。）を用いた講
義をその場で受講する方法とする。
 具体的には、対面方式や映像方式（ビデオ再生、

（清水支部）

石野文則（株式会社石野電設）

（浜松支部）

〇 令和２年度電気保安功労者電気安全
中部委員会委員長表彰（公表：令和２年
７ 月16日、 表 彰： ８ 月21日 メ ル パ ル
クNAGOYA）
電気工事者の営業所の部

インターネット回線を通じた配信、衛星中継等）
等によって行うものとする。
⃝ 「オンライン講習」

大東電業

電気工事士

⃝ 今後実施される定期講習は以下の２種類となり
ます。

vol.255（2）

池戸電気

株式会社

（浜松支部）

株式会社

鈴木電気商会

（掛川支部）

知（赤堀電気工業所）

（静岡支部）

電気工事士
赤堀

 受講者がパソコン等を利用し、指定講習機関か
らインターネット回線等を通じて配信される教材
等を用いた講義をパソコン等によって個別に受講
する方法とする。

鈴木金男（鈴金電機工業）

（藤枝支部）

寺田和敬（東電設工業株式会社）

（浜松支部）

鳥羽政次（株式会社

（掛川支部）

鳥羽電気）

望月浩史（ヤマキ電機商会）

 具体的には、Web 会議方式（ライブ講義）
、ス

（清水支部）

トリーミング方式（映像講義）等によって行うも
のとする。また、オンライン講習における「継続

理事会報告（2020年度）

的又は断続的に受講状況の確認ができること」と
は、Web カメラを利用した受講者の状況確認（継
続的及び断続的）、コンテンツ再生時に次画面に
移る際の受講者側の操作履歴（断続的）、コンテ
ンツの受講進捗度をシステム上で記録すること
（継続的及び断続的）等をいう。
⃝ 上記の他に緊急的な措置としてのみ実施可能な
ものとして「オフライン講習」も提示されていま
す。
⃝ なお、開始時期については経済産業省からの今
後の通知によります。

【 2020年度 第１回 】
１．日

時：令和２年４月22日（水）～16：00

２．場

所：書面

３．出席者：理事18名／18名中
４．議

題

（１）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、収支計算書、剰余金
処分案の承認の件



承認
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（２）第２号議案

2020年度賦課金の額及び賦課徴収方法

委員会報告（2020年度）

承認


（３）第３号議案

2020.9

2020年度事業計画案及び同収支予算案の
承認の件
承認


（４）第４号議案

承認


（５）第５号議案

三役会

理事のうち常務理事数の見直しの件
役員選出の件
承認



（６）2021年度総代会の日程案（2021年５月27日（木））
承認



【 第１回 】
１．日

時：令和２年４月６日（月）～12：00

２．場

所：書面

３．出席者：５名
４．議

題：

【 2019年度 第２回 】

（１）2020年度第１回理事会開催（案）

１．日

時：令和２年５月27日（水）16：20



２．場

所：静岡電気会館

（２）2020年度通常総代会開催（案）

承認
承認

３．出席者：理事18名／18名中



４．議

【 第２回 】

題

（１）第１号議案

常任理事追加選任の件
決定



１．日

時：令和２年７月６日（月）

２．場

所：書面

３．出席者：５名

総代会報告（2020年度）

４．議

題：

（１）職員夏季賞与等について
承認


【 第３回 】

【 2020年度通常総代会 】

１．日

時：令和２年８月26日（水）13：50

１．日

時：令和２年５月27日（水）15：30

２．場

所：静岡電気会館

２．場

所：静岡電気会館

３．出席者：５名

３．出席者：53名（書面を含む）

４．議

４．議

（１）女性活躍推進事業の進め方

題

（１）第１号議案



対照表、財産目録、収支計算書、剰余金

（２）SDGsの進め方

処分案の承認の件


可決

2020年度賦課金の額及び賦課徴収方法
可決


（３）第３号議案

2020年度事業計画案及び同収支予算案の
承認の件
可決


（４）第４号議案

承認
役員選出の件



承認

（６）2019年静岡県電工組政治連盟決算報告


（３）2020年度立入調査受託事業中止
承認


（４）その他

承認



総務委員会
１．日

時：令和２年８月７日（金）

２．場

所：書面審査

３．出席者：９名
４．議

承認

（７）2021年度総代会日程案（2021年５月27日（木））


承認

【 第１回 】

定款の一部変更（案）承認の件


（５）第５号議案

承認

2019年度事業報告及び同収支決算、貸借


（２）第２号議案

題：

題：

（１）女性活躍推進、電工女性部の設立状況
（２）2019年度SDGs活用研究結果と今後の対応

承認

（３）全日電工連「組合員実態調査」実施（報告）

Voltage

2020.9
（４）2020年度一般用電気工作物調査業務（報告）

【 ６月 】

（５）ネットワーク会議の在り方

８日（月）13：00

中部連正副会長会（愛知電気会館）
【理
事長】

（６）2020年度事業計画
18日（木）13：30

事業委員会

vol.255（4）

全 日電工連第100回通常総会（東京プ
リンスホテル）【理事長】

【 第１回 】

19日（金）

中部連総会理事会（書面審議）

１．日

時：令和２年８月６日（木）

30日（火）

各支部向け文書等定期発送

２．場

所：書面審査

【 ７月 】

３．出席者：７名

６日（月）

第２回三役会（書面審議）

４．議

20日（月）

ボルテージ７月号発行

（１）2019年度第三者損害賠償保険適用事故（報告）

30日（木）

各支部向け文書等定期発送

（２）2019年度SDGs活用研究結果と今後の対応

【 ８月 】

（３）2020年度電気使用安全月間事業キャラバン隊中止
（報告）

５日（水）

第１回技術・広報委員会（書面審査）

（４）2020年度感震ブレーカー補助制度設置状況（報告）

６日（木）

第１回事業委員会（書面審査）

（５）2020年度定期講習、認定講習実施状況（報告）

７日（金）

第１回総務委員会（書面審査）

（６）2020年度事業計画

26日（水）13：50

第２回三役会

28日（金）

各支部向け文書等定期発送

題：

技術・広報委員会
【 第１回 】
１．日

時：令和２年８月５日（水）

２．場

所：書面審査

県工組予定（2020年度）

３．出席者：８名
４．議

題：

（１）広報誌Voltage掲載計画
（２）2020年度第４回技能競技大会全国大会中止（報告）

（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）

（３）2020年度経営セミナー中止（報告）
（４）県工組HP運営状況2020.７.28現在Top Page（報告）

NAGOYA）
（中止）
10月27日（火）

（５）2020年度事業計画

県工組日記（2020年度）
【 ４月 】

経 営 セ ミ ナ ー（ ホ テ ル メ ル パ ル ク
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）

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

６日（月）10：00

第１回三役会（書面審議）

12月29日（火）

事務局仕事納め

17日（金）10：00

監査（書面監査）

１月６日（水）

事務局仕事始め

22日（水）13：00

理事会（書面審議）

１月８日（金）

ボルテージ１月号発行

28日（火）

各支部向け文書等定期発送

１月８日（金）

新年回り

１月19日（火）

定期講習（サーラシティ浜松）

【 ５月 】
12日（火）

上期委託作業安全推進会議（書面）

（Ｐ）１月29日（金）

各支部向け文書等定期発送

20日（水）

ボルテージ５月号発行

（Ｐ）２月

全日合同会議（沖縄）

27日（水）

総代会、理事会（静岡電気会館／一部

（Ｐ）２月26日（金）

各支部向け文書等定期発送

書面）

（Ｐ）３月中下旬

総務、事業、技術広報委員会

各支部向け文書等定期発送

（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

29日（金）

Voltage
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組合員の異動
●

変

【 代表者 】

更

2020.9

福利厚生制度の改正点のご紹介
2020.9.1-2全国事務局長会議から抜粋

（１）2021 年度募集スケジュール

㈲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】

北区引佐町花平222-3／053（542）2233
大王電機㈱
代表取締役 磯谷洋之

【静岡】

葵区一番町15／054（253）6111
㈱エイデン
代表取締役社長 黒川明貞

【静岡】

葵区柳町69／054（271）5605
㈲近藤電気設備
代表取締役 近藤忠久

【浜松】

湖西市新居町新居1213／053（594）2468
㈱芝電気工事
代表取締役 内山範彦

【浜松】

西区伊左地町2350-2／053（485）2789
㈲モンヤ電気
代表取締役 石黒和彦

【掛川】

袋井市川井348／0538（42）8456
㈱坂田電気工業所
代表取締役 坂田雅信

【浜松】

西区雄踏町宇布見5175-1／053（592）1309
【 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 ← ㈲岡田電機

【藤枝】

藤枝市天王町2-9-28／054（641）0417
㈱鈴鹿電気工事 ← 鈴鹿電気工事

【浜松】

中区浅田町110／053（441）2369
尾崎電気 ← ㈲尾崎電気

【静岡】

駿河区東新田3-3-20／054（201）3888

●

脱

退

小野電機／小野

剛

【静岡20200430】

増田電気商会／坂入勝彦

【掛川20200530】

弘真電工／杉山

【静岡20200531】

弘

㈲塚本電機／塚本倫生
伊東電機工業㈱／伊東

【静岡20200531】
廣

【藤枝20200731】

（２）各制度改定点
①業務災害補償制度：
『従業員・下請負人コー
ス』を加入型集約によるシンプル化（より
手厚く、分かりやすく、加入しやすい制度
へリニューアル）
②グ ループ共済制度：『経営者おすすめコー
ス』の加入、増口年齢の引き上げ（加入年
齢を70歳まで引上げ、以降80歳まで最高
2000 万保障継続が可能に）
③全日電工連新認定制度『取引信用保険制度』
～組合員を不測の『貸倒リスク』から守り、
安心の経営を～
ア．『取引信用保険』とは：取引先の倒産
などにより、請負工事など係る代金の回
収ができないことにより発生した損害
（貸倒損害）について、一定割合を保険
金として支払うもの
イ．全日の『取引信用保険制度』はココが
違う！《全日電工連だけのメリット》業
界初！
ａ． 無審査：取引先明細の提出が不要
→ 取引先を問わずに補償！
ｂ．シンプルで加入しやすい！：加入費
テーブル方式で、面倒な見積・計算は
不要！
ｃ．手続きが簡単：申込書１枚で手続き
完了！

共に未来を創る

■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�

株式会社
Voltage

2020.9



すみや電器

vol.255（6）

本
社 〒420-0018 静岡市葵区土太夫町１０番地
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

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

営 業 所
①

静岡営業所
静岡営業所

沼

津

富

士

ＦＡＸ ： ０５５-９５１-６９９５
静岡営業部
ＴＥＬ ： ０５４５-６２-４６６２ ＦＡＸ ： ０５４５-６２-４６６３
ＴＥＬ ： ０５５-９５１-７５３５

清 水
〒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
静 岡
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

ＴＥＬ：０５４－３６１－２６１１
ＦＡＸ：０５４－３６６－５３０１
ＴＥＬ：０５４－３６１－２６１１
ＦＡＸ：０５４－３６６－５３０１
ＴＥＬ ： ０５４-２５４-２４２１
ＦＡＸ
： ０５４-２５４-３５０５
焼津営業所

静岡南

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
焼 津
〒４１１－０９４５ 駿東郡長泉町本宿６２２－１
駿東郡長泉町本宿６２２－１

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
島 田
〒４１９－００５７
〒４１９－００５７ 富士市瓜島町２６－１
富士市瓜島町２６－１

浜 松
ＴＥＬ：０５４５－５５－３９６０
ＴＥＬ：０５４５－５５－３９６０ ＦＡＸ：０５４５－５５－３９８０
ＦＡＸ：０５４５－５５－３９８０
S E 課

ＴＥＬ
： ０５４-３４８-１６００
ＦＡＸ ： ０５４-３４８-１６０５
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
〒４２５－００７４ 焼津市柳新屋１１３

焼津営業所 〒４２５－００７４ 焼津市柳新屋１１３
ＴＥＬ
： ０５４-２８１-５２８５
ＦＡＸ ： ０５４-２８５-５１９９
ＴＥＬ：０５４－６２１－３６３０ ＦＡＸ：０５４－６２６－８３３８
ＴＥＬ：０５４－６２１－３６３０ ＦＡＸ：０５４－６２６－８３３８

掛川営業所
〒４３６－００６５
ＴＥＬ
： ０５４-６２９-５１６１
ＦＡＸ ： ０５４-６２８-２５８０
掛川営業所
〒４３６－００６５ 掛川市天王町７－１
掛川市天王町７－１
ＴＥＬ：０５３７－６２－１８８１ ＦＡＸ：０５３７－６２－１８８６

ＴＥＬ：０５３７－６２－１８８１ ＦＡＸ：０５３７－６２－１８８６
ＴＥＬ
： ０５４７-３５-６６２２
ＦＡＸ ： ０５４７-３５-６６８９
浜松営業所 〒４３５－００４２ 浜松市東区篠ヶ瀬町１２０３－２
浜松営業所

〒４３５－００４２ 浜松市東区篠ヶ瀬町１２０３－２

ＴＥＬ ： ０５３-４２１-４４１１
ＦＡＸ
： ０５３-４２１-４４１８
ＴＥＬ：０５３－４２３－０７３１
ＦＡＸ：０５３－４２１－１７７１
ＴＥＬ：０５３－４２３－０７３１
ＦＡＸ：０５３－４２１－１７７１
ＴＥＬ ： ０５４-２５４-１８６３

ＦＡＸ ： ０５４-２５５-４１４２

－43－
－47－
－43－

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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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
全国48か所でお客様に満足を売っています。

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

■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

��

〒���������
〒���������

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�

Voltage
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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＞

vol.255（8）

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／

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.@
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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）

〒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

（株）三桂製作所

〒146-8585

東京都大田区下丸子 4-21-1

03-3758-2226

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）静岡日立

静岡営業所

本社営業部

〒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

機器営業部

〒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

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

Youth Group Square
「静岡県工組青年部近況報告」


2020.9.14

１．活動

ず、そのために県内各地から幹事を集める必要があり、皆が
集まる＝三密となり、感染のリスクが高まることから、万が
一集まった青年部員の中で感染者が出た場合のことを考え活
動を行えていません。
３． 活動再開に向けて
静岡県工組青年部正副会長会議を令和２年７月９日開催し、
各地の現状について確認、青年部活動について話し合いまし

新型コロナウイルスが報道され始めてから約８か月、本来

た。
各地の現状はとしては、マスクの着用率が下がってきてい

ならば青年部活動として、

る。飲食店が徐々に営業を再開していると確認できました。

①業界理解促進事業

青年部活動は、やはり各地から青年部員を集める必要があ

電気工事業ＰＲ活動（出前授業）
ＳＤＧｓ普及活動

り、万が一のことを考慮すると、今はまだ活動再開をする時

地域イベントへの参画

期ではない。もう少し様子を見て秋頃から活動できるか？と

・・

話し合いました。今年度は活動自粛で動けない分、青年部と
してどんな活動を行っていきたいかを考える時です。

②女性活躍推進事業
静岡電工ガール

イベント開催

・・

４．今後の取組
Ｗｅｂ会議（オンライン会議）について検討をし、各地域

これらの事業を数個実施、企画推進していても良い時期で
すが、現時点では活動は行えていません。

の幹事と青年部活動について、各支部の現況について話し合
える場を作るよう取り組む必要があると考えます。

２． なぜ活動できないのか
毎日のように感染者が増えたことが報道され、クラスター
として感染元が非難され悪者とされています。
青年部活動実施のためには、幹事会等開催しなくてはなら

また、青年部の問題点となっている会員数の減少に歯止め
をかけるべく、魅力的な活動・今後継続して行える活動を考
えていきます。


（静岡県電気工事工業組合 青年部会会長

磯谷洋之）

＜中部電力パワーグリッド㈱静岡支社からのお知らせ＞

台風対策 していますか？

中部電力
＜中部電力パワーグリッド㈱静岡支社からのお知らせ＞
強風によりビニールや畑の表面を覆うマルチ、看板が飛来すると電柱や電線に引っか
パワーグリッドからの

かり、停電の原因となりますので、台風接近前の対策にご協力をお願いいたします。

お願い

台風接近前の停電予防のお願い
直進あと

5 km

マルチやビニールシートは
土をかけて押さえましょう。
マルチやビニールシートは
土をかけて押さえましょう。

不要なビニール・マルチ等は
片づけましょう。
不要なビニール
・マルチ等は
片づけましょう。

台風時期の前に、ハウスや管理小屋の補修を終えましょう。

老朽化した看板は撤去しましょう。
老朽化した看板は撤去しましょう。

ロープ・シートによる固定や早めの撤去で
ハウスのビニールの飛散を防ぎましょう。

台風通過後の事故防止のお願い

切れて垂れ下がった電線や電柱・電線に巻き付いた

ハウス等のビニールシートに触れると、感電などの

恐れがあり大変危険です。絶対に近づかないで
中部電力へご連絡ください。

連絡先 裏面に記載されている
「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」
まで
停電に関するお問い合わせ先
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

☎：０１２０－９８５－２３２

【スマホアプリのご紹介】

※24 時間承ります。
（停電・設備以外は、月～金曜／9：00～17：00）

