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令和３年９月　　令和３年９月　　電工組だより電工組だより

理事長あいさつ理事長あいさつ

長野県電気工事業工業組合　　

理事長　藤　沢　一　三　

　令和３年度がスタートし早くも半年が過ぎようとしておりますが、組合員皆さまには益々ご健勝のこ

ととお慶び申し上げます。

　去る５月３１日　第56回令和３年度工業組合通常総代会が開催されました。ご来賓皆さま、総代皆さ

んをお迎えしての開催は２年ぶりとなり、ご出席賜りました皆さまに厚く御礼申し上げます。全ての議

案にご承認いただき、また役員の任期満了・改選では、理事長の要職に引き続き選任いただきました。

職の重みに改めて身の引き締まる思いであります。新役員一同、業界の発展、組合員皆さまの満足度向

上に向けて全力で取組む所存でありますので、より一層のご指導ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。

また、ご来賓皆さまにおかれましては、工業組合事業につきまして変わらぬご理解ご支援を賜りますよ

うお願い申し上げます。

　まず、今夏も全国各地で大雨による被害がございました。被災された方々におかれましては心よりお

見舞い申し上げます。

　さて、東京オリンピック・パラリンピックが開催され、日本選手の活躍や世界中のアスリートの素晴

らしさに皆さんも大いに沸いたことと思います。一方、同時期には新型コロナウイルスの国内新規感染

者が過去最高を記録しました。ワクチン接種にしても、リスクを伴うため個々の立場で判断が異なりま

すし、経済対策もしかり。何事もやるリスクとやらないリスクは常に一体であり、賛否両論ありますが

非常に難しい問題だと感じております。組合運営につきましては、組合員皆さまの健康・安全を優先し

つつ、停滞した空気を変えるチャレンジをし、アフターコロナに備える。「一歩先を照らし、二歩先を

語り、三歩先を見つめる」ことが出来るような、運営を目指してまいりたいと思います。

　世界的な“2050カーボンニュートラル”に関しては、待ったなしの状況から、皆さまも日々色々な

ニュースを目にしていると思います。我々の長野県でも目標達成に向けて、様々な取り組みをしていた

だいております。特に「すべての屋根に太陽光を」を合言葉に、“信州の屋根ソーラー普及事業”がス

タートしておりますが、この事業は我々の技術を活かし地域社会に貢献出来るものと考えております。
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組合員皆さんには、是非、長野県の屋根ソーラー認定事業者となっていただき、普及率向上にご協力い

ただきたいと思います。

　全国的な取組みに目を向けますと、今年になり電気工事士法施行規則の一部改正が行われました。

「第１種電気工事士免状取得に必要な実務経験年数の短縮」並びに「電気工事士免状のプラスチック

カード化」につきましては、以前より要望をあげておりましたが、実現することとなりました。全日電

工連政治連盟では業界の諸問題改善や発展に向けた活動をしておりますが、今回の改正で我々の声が届

いていることを実感することが出来ました。今後も関連諸団体皆さまと連携をとりながら、環境整備に

向けて取組んでまいります。

　次に、一般用電気工作物定期調査業務ですが、お陰様をもちまして今年度も順調に推移しておりま

す。中部電力パワーグリッド㈱様には、今年度も異常箇所多数発見の表彰をいただくことができ、13年

連続の表彰となりました。誠にありがとうございます。また、需要家様への事前周知ハガキの運用を開

始していただき、以前よりも安心して調査を受けていただける体制となりましたことに重ねて御礼申し

上げます。

　結びに、今年度も組合員皆さまのご発展ご健勝を心よりご祈念申し上げ、また長野県産業労働部様は

じめ電気業界関連団体皆様方のご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして挨拶といたします。

以　上　
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ごあいさつごあいさつ

中部電力パワーグリッド株式会社　　　　　　

執行役員　長野支社長　伊　藤　　　令　

　仲秋の候、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

　長野県電気工事業工業組合の皆さまには、日頃から弊社の事業運営に格別のご理解を賜り誠にありが

とうございます。また、貴組合の創立以来、55年以上もの長きにわたり、産業の振興、地域の発展にご

尽力いただきました歴代理事長をはじめ、役員や会員の皆様方の多大なる熱意とご努力に対しまして、

改めて深く敬意を表します。

　弊社より貴組合に対しまして、平成16年度から一般電気工作物の定期調査業務をお願いしております

が、これまでの間、長きにわたり無災害かつ適切に業務運営を実施いただいております。また、毎年、

配電設備の異常箇所発見についても多大なご協力をいただいております。

　このような貴組合の取り組みを通じて、弊社の電力安定供給を支えていただいておりますことに改め

てお礼申し上げます。

　今後も、安全と安心を基盤とした電気保安の確保に対し、変わらぬご支援とご協力を賜りたくお願い

申し上げます。

　さて、2021年の今、新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、暮らしや働き方などの新しい生活様式

が浸透するとともに、脱炭素化への取り組みが加速するなど、社会構造そのものが大きく変容していま

す。とりわけ電力事業は、 2050年のカーボンニュートラル実現を目指す国の政策目標が掲げられる中

で、次のエネルギー基本計画の検討が進められるなど、大きな転換点を迎えています。

　脱炭素化・デジタル化により社会構造が大きく変化する中、電気は人と人、人と社会を結び、便利・

快適な生活とより安全・安心な地域社会の実現に貢献するインフラへ変革していく時代を迎えていま

す。そのような中、弊社は、安定・安価な電力供給という使命を通じ、これからも地域にとって「必要

とされる存在」となれるよう取り組んでまいります。

　長野県電気工事業工業組合の皆さまとは、 この先10年、20年先の時代においても、長野県のエネル

ギーインフラを支えるパートナーとして手を携え、ともに発展していける関係性を築いていければと

思っておりますので、引き続き弊社事業へのご理解とお力添えを、よろしくお願いいたします。

　最後になりますが、一日も早い新型コロナウイルス感染症の収束を願いつつ、安全と健康に十分ご留

意いただき、皆さまが益々ご繁栄されることを祈念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。

以　上　
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ごあいさつごあいさつ

一般財団法人中部電気保安協会　長野支店　

支店長　梨　和　　　修　

　秋冷の候　長野県電気工事業工業組合の皆さまには、日頃から弊協会に対し格別のご理解とご協力を

賜り厚く御礼申し上げます。

　今夏は一年延期されたオリンピックが開催されました。コロナ禍の終息が見られず無観客での開催と

なりましたが、色々な制約下や猛暑の中での選手の頑張りには敬意を表したいと思います。また、８月

の「電気使用安全月間」におきましても、コロナ禍の影響から例年の行事や啓発活動が制限される中、

組合各支部の皆さまには感染防止対策を講じながら公共施設の安全診断等、啓発活動に取り組んでいた

だき、これにつきましても改めて敬意を表するしだいであります。

　本年度の全国統一重点活動テーマにありました「自家用設備は、適切な保守点検と計画的な更新で電

気事故を未然に防ぎましょう」の取り組みとして、協会では７月から９月を「改修促進月間」として、

主に古くなった高圧機器の更新をお客さまにお勧めしてまいりました。これにつきましても工組組合員

の皆さまのご協力を賜りながら設備更新につなげてまいりたいと思っています。また、雷・水害等によ

る事故復旧においても迅速に対応できるよう努めて参りますと共に高圧受電設備の復旧では「受電設備

補償保険」を活用したサポートも継続して参ります。

　今後も組合員の皆さまのご協力を賜りながら、社会に「安全・安心」をお届けできるよう努めてまい

りますのでよろしくお願いいたします。

　最後に、長野県電気工事業工業組合の皆さまのご健勝とご繁栄を祈念申し上げまして挨拶とさせてい

ただきます。

以　上　
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日　　時 　　令和３年５月31日　午後１時より

場　　所 　　長野市南石堂町1346
　　　　　　　　　“ホテルメトロポリタン長野”

総代総数 　　61名

出席総代数 　　60名（うち委任状代理　30名）

１．開会の辞

　　司会の大田常務理事より開会の辞を述べて開会した。

２．総代会成立宣言

　総代61名中、出席60名（うち委任状30名）と過半数に達し総代会成立を司会

が宣言した。

３．理事長あいさつ

　藤沢理事長より、ご臨席を賜ったご来賓の皆さま、またご出席いた

だいた総代の皆さまに感謝を申し上げ、２年ぶりに通常開催すること

が出来たことに御礼を述べた。

　さらに、「コロナ禍が予想以上に長引く中、この業界にも影響が出

ている。しかし、2050年カーボンニュートラルに向けて、また脱ガソ

リン車に向けて大きな変革を迎えている。こうした新しい風を追い風

にしていかなければならない。時代の変化に対応するため、最新の技

術を学び、利用者の信頼を得なければならない」と述べた。

　また、「長野県はソーラー普及事業をスタートさせた。必要とされる業界として、長野県カーボン

ニュートラル達成に向けて是非皆さんにも力を貸してほしい」と訴えた。

　最後に「令和３年度も皆さまのご協力をいただきこの難局を乗り越えていきたい」と挨拶した。

令和３年度 通常総代会開催報告
ご来賓をお招きして２年ぶりの通常開催

第56回

大田常務理事
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４．来賓紹介

　・長野県産業労働部産業技術課　企画幹兼課長補佐兼保安・伝統産業係長　　井口　　渉　様

　・中部電力パワーグリッド株式会社長野支社　電力サービス部長　　　　　　横澤　　良　様

　・長野県中小企業団体中央会　専務理事　　　　　　　　　　　　　　　　　井出　康弘　様

　・一般財団法人中部電気保安協会長野支店　支店長　　　　　　　　　　　　梨和　　修　様

　・長野県電設資材卸業協同組合　理事長　　　　　　　　　　　　　　　　　丸山　幸作　様

　・一般社団法人長野県消防設備協会　常務理事兼事務局長　　　　　　　　　佐藤　公俊　様

５．令和２年度電気工事保安功労等表彰式

　髙見澤常務理事の進行により執り行われた。

　長野県知事表彰電気保安功労に新井電気工業㈱　代表取締役　新井博様が受

賞された。続いて理事長表彰に５名、全日本電気工事業工業組合連合会会長表

彰に１名がそれぞれ受賞された。また、表彰受賞

における工業組合並びに東海電友共済会慶弔規程

に伴う祝金を３名に贈呈した。表彰の後、受賞者

を代表して百瀬正容様より謝辞を述べられた。

　最後に、長野県産業労働部産業技術課企画幹兼課長補佐兼保安・伝統

産業係長　井口渉様より祝辞を頂戴した。

◆各表彰を受賞された皆さま

【長野県知事表彰　電気保安功労】

　飯田支部　新井電気工業㈱　　代表取締役　　新井　　博　様

【理事長表彰】

　長野支部　㈲越後屋電器商会　代表取締役　　村石桂太郎　様

　松本支部　平倉電気商会　　　代　　　表　　平倉　重則　様

　諏訪支部　日栄電気㈱　　　　代表取締役　　堀内　泰治　様

　諏訪支部　㈱ユニオン電設　　代表取締役　　吉澤　健一　様

　職　　員　長野電気安全サービス調査員　　　小林　拓史　様 理事長表彰　村石様

理事長表彰　平倉様 理事長表彰　堀内様  理事長表彰　吉澤様

長野県　井口　渉様

髙見澤常務理事
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【全日本電気工事業工業組合連合会会長表彰　永年勤続】

　松本支部　三協電気工業㈱　代表取締役　　百瀬　正容　様

◆慶弔規程による祝金贈呈の皆さま

【中部近畿産業保安監督部長表彰】

　〇営業所の部　　諏訪支部　日栄電気㈱　様

　〇個 人 の 部　　長野支部　大田　敬一　様

【長野県知事表彰】

　飯田支部　新井電気工業㈱　代表取締役　　新井　　博　様

６．議長選出

　　上田支部総代の清水雄二さんが議長に就任した。

７．議　　事

　第一号議案　　令和２年度事業・決算報告並びに監査報告承認の件

　委員会報告を担当委員長から、決算報告を倉澤副理事長からそれぞれ説明

がなされた。次に吉川監事より監査報告がなされ、第一号議案は満場一致で

承認された。

　第二号議案　　令和３年度事業計画案並びに収支予算案承認の件

　藤沢理事長より事業計画案を、倉澤副理事長より収支予算案の説明がなされた。第二号議案は満

場一致で承認された。

祝金贈呈　大田様 代表で謝辞を述べられる百瀬様

全日会長表彰　百瀬様

清水雄二さん
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　第三号議案　　借入金残高最高限度額決定の件

　　　藤沢理事長より説明がなされ、第三号議案は満場一致で承認された。

　第四号議案　　任期満了に伴う理事・監事選任並びに総代報告承認の件

　役員の選任は定款第36条第４項の定めにより指名推選の方法で行うことに出席者全員が同意し

た。次に、新役員候補者を会場に諮り全員の承認を得た。その後、有賀顧問を議長とし別室にて第

１回理事会を開催し、以下の通り理事長、副理事長、常務理事を選任した。

　　　　・理 事 長　　藤沢　一三

　　　　・副理事長　　新井　　博　　髙見澤讓治

　　　　・常務理事　　大田　敬一　　室井　一郎　　堀内　泰治　　伊東　敬晃　　関森　春美

　また、本理事会で引き続き有賀昭彦氏に顧問を委嘱することを決定した。

　第五号議案　　その他の件

　その他に申出はなく、以上で議事を終了した。

８．報告事項

　藤沢理事長より、関連団体である長野県電工組政治連盟、自由民主党長野県電気工事業工業組合支

部について報告をした。

９．特別功労表彰

　組合役員を永年務めていただきました倉澤英行様、髙津和忠様に、特別功労表彰として表彰状並び

に記念品を贈呈した。お二方には、永きにわたり電気工事業界並びに組合の発展に大変なご尽力を賜

り深く感謝申し上げます。

　　・倉澤　英行　様　　役員11期　21年　　　　・髙津　和忠　様　　役員11期　21年

特別功労表彰　倉澤様 特別功労表彰　髙津様
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令和３年９月　　令和３年９月　　電工組だより電工組だより

10．新理事長就任あいさつ

　再任した藤沢理事長より就任の挨拶を頂き、「この業界にも大変な波が押し寄せているが、役員と

力を合わせて電気工事業界のために尽くしていく。本日ご臨席賜りました関係団体の皆さまのお力を

借りて邁進していきたい」と力強く述べた。

11．祝　辞

　　ご来賓を代表してお二方に祝辞を頂戴した。

12．顧問あいさつ

　総代会を総括して有賀顧問に挨拶を頂いた。ご来賓皆様

への感謝を述べられた後、「必要不可欠な業界ですが人材

が不足している。今後を担う皆さんには、この業界をどう

していきたいのか、若者が希望を持てる魅力ある業界にす

るためにどうしたらいいのか、どんどん提案をしてより良

い工業組合にして欲しい」と期待を込められた。

13．閉会の辞

　　司会の大田常務理事が閉会の言葉を述べ第56回通常総代会を閉会した。

中部電力パワーグリッド㈱
長野支社電力サービス部長

横澤　　良　様

長野県中小企業団体中央会
専務理事　井出　康弘　様
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電工組だより電工組だより　　　　令和３令和３年９月年９月

●●●●　顧問・役員・監事名簿　●●●●
敬称：略

役職名 氏　　　名 会　　社　　名 郵便
番号 所　　在　　地 電話番号 FAＸ番号

顧　問 有　賀　昭　彦 ㈱電管エンジニアリング 392-
0016 諏訪市大字豊田1215-1 0266-53-1421

0266-
53-1157

理事長 藤　沢　一　三 高　 山　 電　 業 ㈱ 382-
0052 須坂市大字塩川490番地１ 026-245-5733 026-

245-5784
副理事長 新　井　　　博 新 井 電 気 工 業 ㈱ 399-

4117 駒ケ根市赤穂4729-1 0265-82-5261 0265-
82-5260

同 髙見澤　讓　治 信　　 電　　 工 ㈱ 385-
0021

佐久市大字長土呂
1040-1 0267-67-1270 0267-

67-4901
常務理事 大　田　敬　一 日 東 電 気 工 事 ㈱ 380-

0901 長野市居町71-1 026-263-6878 026-
263-6875

同 室　井　一　郎 大　 同　 電　 気 ㈱ 390-
0305 松本市大字惣社479-3 0263-32-7493 0263-

32-4003
同 堀　内　泰　治 日　 栄　 電　 気 ㈱ 392-

0016 諏訪市大字豊田41-3 0266-58-3080 0266-
58-3081

同 伊　東　敬　晃 ㈲ 伊 東 電 機 商 会 380-
0871 長野市大字西長野町408-1 026-235-1223

026-
232-6066

同 関　森　春　美 ㈲ 関　 森　 電　 設 392-
0015 諏訪市大字中洲5300-3 0266-53-4546

0266-
58-5651

理　事 町　田　幸　司 大 栄 電 気 設 備 ㈱ 380-
0928 長野市若里6-8-35 026-226-4662 026-

226-4073
同 村　石　桂太郎 ㈲越後屋電器商会 389-

2253 飯山市大字飯山3144 0269-62-2422 0269-
62-1337

同 久保田　貴　律 久保田電設工業㈱ 381-　
1226 長野市松代温泉89 026-278-6605 026-

278-9276
同 高　橋　秀　弘 ㈲ 松 沢 電 気 商 会 386-

1214 上田市下之郷525-20 0268-38-3232 0268-
38-8538

同 宮　森　文　男 ㈲ ミ ヤ モ リ 電 気 389-
0804 千曲市大字戸倉1827-3 026-275-0547

026-
275-0559

同 栁　澤　厚　己 下 原 電 業 社 384-
2104 佐久市甲1316 0267-58-2540 0267-

58-3349
同 新　井　巻　好 ㈱ 栄 　 　 　 建 390-

0221
松本市大字里山辺字川
バタ58-4 0263-36-1913 0263-

33-0222
同 百　瀬　正　容 三 協 電 気 工 業 ㈱ 390-

0806 松本市女鳥羽1-8-5 0263-35-3322 0263-
35-3323

同 野　島　　　裕 ㈲ 野 島 電 気 工 事 390-
1702 松本市梓川梓2702-2 0263-78-5070 0263-

78-2994
同 竹　内　浩　喜 ㈱ 穂 高 電 気 工 事 399-

8303 安曇野市穂高2594-5 0263-82-2570 0263-
82-9036

同 吉　澤　健　一 ㈱ ユ ニ オ ン 電 設 391-
0011 茅野市玉川927-178 0266-72-4338 0266-

72-4018
同 倉　田　孝　一 ㈱ケイ・ディー・エス 393-

0072 諏訪郡下諏訪町346-3 0266-28-0446 0266-
28-0448

同 久保田　和　彦 ㈱ 龍 光 電 気 工 業 399-
2561 飯田市駄科1487-2 0265-26-8595 0265-

26-8047
同 西　村　正　史 ㈲西村電気工事商会 396-

0026 伊那市西町4929-2 0265-72-3998 0265-
72-0374

同
（青年部会） 橋　本　　　優 上 田 信 州 電 機 ㈲ 386-

0002 上田市住吉527 0268-22-3920 0268-
25-4948

監　事 元　木　昭　洋 ㈱ 元 木 工 電 舎 399-
0422

上伊那郡辰野町平出
1767-1 0266-41-0341 0266-

41-0911
同 湯　澤　英　喜 ㈲ 湯　 澤　 電　 工 399-

4231 駒ヶ根市中沢1634 0265-87-2233 0265-
87-2235

同 伊　藤　善　宣 ㈱ コ ス モ 電 設 381-
0024

長野市大字南長池字長
池田792-16 026-244-0802 026-

244-1487

令和３～４年度工業組合　顧問・役員・監事名簿
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令和３年９月　　令和３年９月　　電工組だより電工組だより

●●●●　総　代　名　簿　●●●●
敬称：略

支 部 名 氏　　　名 会　　　社　　　名 氏　　　名 会　　　社　　　名

長　　野
（23名）

日極　量博
堀内　秀樹
大橋　　晃
山本　克美
宮下　幸夫
渡部　　進
久保田雅史
小島　　司
石川　睦夫
柳澤　正則
湯本　栄二
中澤　　純

中部電工㈱
㈱市星電気
㈲大橋電気サービス
㈲アルプスデンキ商会
㈲長野寿電設工業
㈲明星電設
㈱ケーテック
ツカサ電気㈲
㈱石川電気
㈱協電舎
㈱信濃電設
㈲オメノ

中澤　文貴
永井　竹彦
宮﨑　　至
小林　　忠
山浦　亮人
山浦　克人
蟹澤　佳治
畔上　　豊
中西　健一
中澤　輝幸
西條　泰崇

末広電気㈱
やまたけ電業㈱
㈲ながや電気
小林電気㈱
中野電機工業㈱
㈲ヤマウラ電工
賛宝電気㈱
畔上電気工事㈱
中西電工
中澤電業社
電気工事店　西條

上　　田
（８名）

渋沢健一郎
玉井権太郎
滝澤　真一
深井　英敏

渋沢電設㈱
玉井電設㈱
㈲滝沢電気工事
深井電気工事

荻原　晴彦
鈴木　政雄
市川　信雄
石原　保道

㈲荻原電気商会
㈱タシマ電機
佐久電工商会
㈲共栄電気工事

松　　本
（17名）

山田　善敬
関口　範久
間瀬　大吾
永田　善正
宮下　　強
髙橋　昭彦
小林　洋一
有賀　賢一
小松　幸紀

㈱山田電器店
関口電機
リニア電気工業㈱
㈲永光電気
共立電気工事㈱
㈲タカハシ電設
㈲信和電設工業
㈲新電舎
㈱塩尻電気工業

小川　和寿
宮下　　朗
平倉　重則
齊藤潤一郎
松坂　　広
五十嵐國明
島崎　哲也
宮下雄一郎

㈱小川電気
㈲宮下電業
平倉電気商会
㈲斉藤電設
㈱黒部電業舎
㈲安曇電化センター
㈲南木曽電気商会
㈱ミヤティック

諏　　訪
（６名）

花岡　幸徳
中澤　成夫
上條　英雄

㈱天竜電気商会
㈲アイワ電気
㈱上條電設工業

平出　富保
髙木　克己
有賀　俊文

平出電気㈲
髙木電気工事㈲
㈱電管エンジニアリング

飯　　田
（７名）

北澤　孝夫
藤本　光利
松村　　彰
下平　光広

㈲阿南電気商会
㈲藤本電気商会
㈲松村電気
信興電気㈲

中島　和彦
宮原雄一朗
伊藤　幸雄

中島電気工事㈲
宮原電気工事㈱
㈲林電機商会
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電工組だより電工組だより　　　　令和３令和３年９月年９月

●●●●　令和３～４年度　工業組合委員会名簿　●●●●
◎委員長　　○副委員長

委員会名 長野支部 上田支部 松本支部 諏訪支部 飯田支部

総務委員会
（６名） ◎大田　敬一 　高橋　秀弘 　百瀬　正容

　新井　巻好 　倉田　孝一 〇西村　正史

指 導 教 育
委　員　会
（７名）

〇伊東　敬晃
　村石桂太郎 　宮森　文男 ◎室井　一郎

　竹内　浩喜 　吉澤　健一

　橋本　　優（青年部会）

福 利 厚 生
情報委員会
（６名）

　町田　幸司
　久保田貴律 〇栁澤　厚己 　野島　　裕　◎堀内　泰治 　久保田和彦

定 期 調 査
業務委員会
（５名）

　藤沢　一三 　髙見澤讓治 ○室井　一郎 ◎関森　春美 　新井　　博

担当副理事長
　　新井副理事長　　　・総務委員会
　　　　　　　　　　　・指導教育委員会

　　髙見澤副理事長　　・会計
　　　　　　　　　　　・福利厚生情報委員会

●●●●　令和３～４年度　長野電興合資会社　●●●●

役　職　名 氏　　　名

無限責任社員 藤　沢　一　三

有限責任社員 新　井　　　博

同 髙見澤　讓　治

同 小　林　巨　樹

同 桑　原　亜希子

監　　事 元　木　昭　洋

同 湯　澤　英　喜
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令和３年９月　　令和３年９月　　電工組だより電工組だより

●●●●　令和３～４年度　長野県電工組政治連盟　●●●●

役 職 名 氏　　　　名 役 職 名 氏　　　　名 役 職 名 氏　　　　名

会 長 藤　沢　一　三 理　 事 村　石　桂太郎 理　 事 吉　澤　健　一

幹 事 長 新　井　　　博 同 久保田　貴　律 同 倉　田　孝　一

副幹事長 髙見澤　讓　治 同 高　橋　秀　弘 同 久保田　和　彦

副 会 長 大　田　敬　一 同 宮　森　文　男 同 西　村　正　史

同 室　井　一　郎 同 栁　澤　厚　己 同 橋　本　　　優

同 堀　内　泰　治 同 新　井　巻　好 監　 事 元　木　昭　洋

同 伊　東　敬　晃 同 百　瀬　正　容 同 湯　澤　英　喜

同 関　森　春　美 同 野　島　　　裕

理　 事 町　田　幸　司 同 竹　内　浩　喜

●●●●　令和３～４年度　自由民主党長野県電気工事業工業組合支部　●●●●

役　 職 　名 氏　　　　名

支　  部 　 長 藤　沢　一　三

幹　 事　 長
会計責任者の
職 務 代 行 者

新　井　　　博

会 計 責 任 者 髙見澤　讓　治
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電工組だより電工組だより　　　　令和３令和３年９月年９月

令和３年度 委員会事業推進について令和３年度 委員会事業推進について

総務委員会総務委員会

～ 秋月？ ～

　昨夜、窓辺から外を眺めると、お盆からの長雨のせいか、心に染み入る

ような美しい月が、辺りの浮雲を白く照らしていた。雲がゆったりと流れ

「国破れて山河あり」とは、こんな風情だったのかと。いつの間にか厚い

雨雲の奥では、秋のお色直しが進んでいた。

　そして新型コロナの爆発的感染の拡大が止まらない。長野県内でも一日では過去最多の152人の感染

者が報告され、医療崩壊が現実となり、日本中で自助努力の自宅療養が強いられている。まるで全土が

野戦病院になったようだ。

　また、今夏、無観客で始まった「2020東京オリンピック」は、日本中に「感動」と「涙」と「勇気」

を与えてくれた。けれど新型コロナの「爆発的感染拡大」と虚しく響く「非常事態宣言」は、それをか

き消してしまった。

　もしも！「正義」が映る天秤座の皿に「光と闇」を載せたなら、「光」が「闇」を照らして、世界中

を明るくしてくれるだろうか？

　もしも！「パンドラの箱」がもう一度、開けられたなら、最後に残った「希望の光」が飛び出して、

世界中に夢を降り注ぐだろうか？

　もしも！二年前の「電工組だより」に書いた「この総務委員会のメンバーで、お酒を酌み交わし活発

な議論をしたい」と、もう一度、書いたなら、その願いが叶えられ、またお酒を楽しく酌み交わすこと

ができるだろうか？

　さて、今年は、総務委員会メンバーが少し変わり、委員長；大田敬一（長野支部）・副委員長；西村

正史（飯田支部）・委員は、高橋秀弘（上田支部）・百瀬正容（松本支部）・新井巻好（松本支部）・倉田

孝一（諏訪支部）の６名になりました。事業内容は、総代数の見直し等の定款変更を始め、電気工事士

免状交付の事務受託、青年部への支援など活動に資するものが多くあります。会員の皆様にはコロナで

大変な時代ですが、「希望と勇気」を届けられるように、業界・団体の先を見据え、より活発な活動を

していきたいと考えています。具体的には

　　１：各支部の特色を活かした「電気使用安全月間」事業に積極的に取り組む

　　２：一般用電気工作物点検業務の点検を確実に実施し、既存契約確保に努める

　　３：電気工事士免状交付事務受託に向けての取組みを行う

　　４：時代に対応した定款・規約・細則等の検討を必要に応じて行う

　　５：青年部会の育成・会員の増強を支援し、組合事業への積極的参加と連携強化を行う

　　６：全日電工連推奨の“オートリース事業”を推進する

　宜しくお願い致します。  以　上　

委員長　大田　敬一
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令和３年９月　　令和３年９月　　電工組だより電工組だより

指導教育委員会指導教育委員会

　この度、指導教育委員会委員長に選ばれました、松本支部の室井です。

　理事は数年やらさせて頂きましたが、指導教育委員会は初めてですの

で、前任の大ベテランの髙津前委員長のようにはいきませんが、一つ一つ

確認をしながら、藤沢理事長そして新井担当副理事長、そして委員の皆様

と相談しながら進めていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

　指導教育委員会の事業としましては、

　　・組合員の為の講習会の開催（第一種電気工事士の定期講習会・認定電気工事従事者の認定講習会等）

　　・資格取得に向けたサポート

　　・労働災害防止のための保安講習会の開催に向けての調整

　　・製・販・工懇談会の開催・調整

　　・電気工事業全国大会・中部経営セミナー等の参加

以上が主の事業になります。

　いまだにコロナ禍という事で、各種の行事にも制約が発生しそうですが、各種事業開催に向けて基本

的に開催のつもりで準備を行いながら、状況を注視していくつもりでおります。

　組合員の為に少しでも有益な事業推進が出来ればと思っております。

　今後とも皆様のご協力をお願い申し上げます。

　最後に、まだまだコロナ感染防止が必須でありますが、経済活動も少しずつ行いながら、皆様の健康

と電気工事業が盛り上がっていくことを祈念しまして、挨拶とさせていただきます。

  以　上　

委員長　室井　一郎
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電工組だより電工組だより　　　　令和３令和３年９月年９月

福利厚生情報委員会福利厚生情報委員会

　この度、福利厚生情報委員会の委員長を仰せつかりました堀内です。こ

の委員会も委員長も全く初めての経験ではありますが、理事長をはじめ理

事の皆さんのご指導を仰ぎながら、また委員会メンバーの皆様のお力をお

借りして着実に事業を進めて参りたいと思います。どうぞ宜しくお願い致

します。

１．委員会構成

　　　委 員 長　　堀内　泰治

　　　副委員長　　栁澤　厚己

　　　委　　員　　町田　幸司

　　　　　　　　　久保田貴律

　　　　　　　　　野島　　裕

　　　　　　　　　久保田和彦

２．事業計画

１）電気工事業会報の発行

　・「電工組だより」を年２回発行し、有意義な情報提供が出来るように努める

　・広く寄稿を求め親しみやすい広報を作り、組合の存在意義を高められる会報にする

２）各種保険・共済の加入促進をより一層行う

・第３者損害賠償制度を始めとする、業務災害・組立保険・東海電友共済・自動車共済の加入促進

及び適正な運用を図る

・事故発生後は各地区・支部において事故内容を確認した上で共有化を図り、多額の事故について

は防止策を検討するなどして、組合全体で事故の再発防止に努める

３）魅力あるホームページの作成をする

・今後のホームページの在り方を見直し、組合員の皆様に有効な情報を発信出来る様、内容をより

充実させていく

以　上　

委員長　堀内　泰治
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令和３年９月　　令和３年９月　　電工組だより電工組だより

定期調査業務委員会定期調査業務委員会

定期調査業務委員会現況報告
　令和３年度がスタートし４ヶ月が経過しました。お陰様を持ちまして一
般用電気工作物定期調査業務も平成16年に発足以来、順調に推移しており
ます。
　長野電気安全サービスの業務も関係各位の皆様のご指導・ご協力のもと

に無事故無災害を継続しております。この事は全調査員が今年度の事業計画である業務の質の向上を務
め、安心して電気をお客様にお届けし、ご使用いただける様調査業務を実施しております。（今年度約
12,000件完了）
　安全面にも力を入れ、中部電力パワーグリッド㈱様より資料提供いただいている‟災害事故発生報
告”を共有化させて頂き、事故再発防止を目標に全員で隔月で検討会を開催しております。
　今年度よりスタートしました需要家皆様のご自宅・会社等に調査を実施させていただく旨の事前通知
はがきを発送していただくようになり、より業務も順調に推移しております。
　７月26日、異常箇所発見表彰として、中部電力パワーグリッド㈱長野支社電力サービス部長表彰をい
ただくことができました。
　当日は新たに着任された林克彦営業部長様から藤沢理事長に感謝状及び記念品が授与されました。
　８月31日には上期安全パトロールを定期調査委員の皆様に参加いただき実施いたしました。
　この結果は中部電力パワーグリッド㈱長野支社、（一財） 中部電気保安協会様を主査とする下期委託
作業安全推進会議に報告させていただく予定です。
　安全パトロールは当組合以外に中部電力パワーグリッド㈱長野支社様にも実施していただいておりま
す。
　尚、調査員の小林拓史氏が理事長表彰を受けましたので併せてご報告させていただきます。

　以　上　

委員長　関森　春美

4/19　上期委託作業安全推進会議　（一財） 中部電気保安協会様にて

7/26　異常箇所発見表彰式
当電気安全サービスにて
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電工組だより電工組だより　　　　令和３令和３年９月年９月

●●●●　令和３～４年度　全日本電気工事業工業組合連合会　関係役職名　●●●●

役　職　名 氏　　　　名 職　務　分　掌

副　会　長 藤　沢　一　三

総務・財政担当
政治連盟幹事長

㈱全日電工連総合サービス
取　締　役

●●●●　令和３～４年度　中部電気工事業組合連合会　●●●●

役　職　名 氏　　　名

会　　 長 藤　沢　一　三

理　　 事
新　井　　　博

髙見澤　讓　治

●●●●　令和３～４年度　 （一社） 東海電友共済会　常務理事•理事•監事•代議員　●●●●

役　　　職 氏　　　　名 支　部　名

常 務 理 事 藤　沢　一　三 長　　野

理　　 事 新　井　　　博 飯　　田

監　　 事 大　田　敬　一 長　　野

代 議 員
（４名）

伊　東　敬　晃 長　　野

高　橋　秀　弘 上　　田

室　井　一　郎 松　　本

堀　内　泰　治 諏　　訪

関連団体役員名簿
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令和３年９月　　令和３年９月　　電工組だより電工組だより

●●●●　令和３～５年度　中部設備工事業企業年金基金代議員　♦♦♦

選　　　　定　（12名） 互　　　　選　（12名）

氏　　　　名 支部名 形態 氏　　　　名 支部名 形態

藤　沢　一　三 長　野 会議 新　井　亮　太
（新　井　　　博） 飯　田 会議

髙　津　和　忠 長　野 書面 中　澤　文　貴 長　野 書面

大　田　敬　一 長　野 書面 町　田　幸　司 長　野 書面

吉　川　広　利 長　野 書面 永　井　竹　彦 長　野 書面

髙見澤　讓　治 上　田 書面 渋　沢　健一郎 上　田 書面

土　屋　貴　史 上　田 書面 松　山　特　憲 上　田 書面

倉　澤　英　行 松　本 書面 齊　藤　潤一郎 松　本 書面

百　瀬　正　容 松　本 書面 有　賀　賢　一 松　本 書面

山　田　善　敬 松　本 書面 須　澤　正　英 松　本 書面

片　瀬　一　則 松　本 書面 柄　澤　守　孝 松　本 書面

堀　内　泰　治 諏　訪 書面 角　屋　岳　人 松　本 書面

代　田　昌　康 飯　田 書面 花　岡　幸　徳 諏　訪 書面

●●●●　令和２～３年度　 （一社） 長野県消防設備協会　会長•副会長•理事•監事　●●●●

役　　　職 氏　　　　名 支　部　名

会　　　長 藤　沢　一　三 長　　野

副　会　長 髙　津　和　忠 長　　野

理　　　事
（４名）

髙見澤　讓　治 上　　田

中　嶋　幸　男 松　　本

関　森　春　美 諏　　訪

西　村　正　史 飯　　田

監　　　事 倉　澤　英　行 松　　本

（一社） 長野県消防設備協会は今年度役員改選ではありませんので変更ありません。
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電工組だより電工組だより　　　　令和３令和３年９月年９月

長野県電気工事業工業組合　青年部会　

会　長　橋　本　　　優　

　この度、青年部会長に就任いたしました、橋本　優（はしもと　ゆう）と申します。まだまだ経験不

足ですが、業界発展の一翼を担えるよう善処したいと思います。

　さて、私が常日頃大切にしている考え方があります。それは「想像力」です。この「想像力」が優れ

ているか、欠如しているかで多くの仕事の質が変わってくると考えております。明日伺う現場の状況

や、それに応じた工具や道具、材料、人員配置、手順等など皆様も常日頃行われていることと存じま

す。これが中途半端だと、人工が多くかかったり、材料が不足したり、延いては人の財産を傷つけたり

といった最悪の事態まで考えられます。

　この想像する力は現在の混沌としたコロナ禍でも同様の事が考えられます。皆様はこの様なコロナウ

イルスが蔓延して社会経済が混乱している世の中を想像できたでしょうか？もちろんこれは殆どの人が

想像できなかったと思います。しかし重要なのはこのアフターコロナにどのような社会情勢になり、何

が必要とされるか？といった事が想像できるかということです。

　現状を悲観したり、体制を批判したりするのは誰でもできます。しかし今後の世の中を想像する事は

誰でも可能です。勿論社会全体を俯瞰する事は難しいかもしれませんが、自分たちの置かれた業界の今

後を想像することは、少なくとも違う業界の人よりも容易であり、的確な将来が想像できるものだと考

えます。

　私たち青年部では、この「想像力」を

大切にして、チャレンジする精神を逡巡

する事無く、業界の発展に寄与していき

たいと思います。

青年部会 通常総会　新役員紹介

青年部会活動報告青年部会活動報告
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令和３年９月　　令和３年９月　　電工組だより電工組だより

長野県電気工事業工業組合青年部会　役員名簿
自　　令和３年４月１日
至　　令和５年３月31日

＊令和５年度総会日まで  敬称：略

役　職　名 氏　　　　名 会　　　社　　　名 電 話 番 号 ＦＡＸ番号

顧　　問 藤 沢 一 三 長野県電気工事業工業組合
理 事 長 026－232－4675 026－235－2868

相 談 役 唐 木 敏 彰 ㈲ 唐 木 電 設 0265－78－1485 0265－78－1444

会　　長 橋　本　　　優 上 田 信 州 電 機 ㈲ 0268－22－3920 0268－25－4948

副 会 長
（長野支部長） 宮 﨑 弘 章 ㈲ 宮 﨑 電 気 026－292－4457 026－292－4733

同
（上田支部長） 玉　井　権太郎 玉 井 電 設 ㈱ 0268－24－6160 0268－24－1755

同
（松本支部長） 鳥 羽 芳 皆 信 越 電 気 工 事 ㈱ 0263－26－4404 0263－26－4044

同
（諏訪支部長） 伊 東 俊 明 伊 東 電 気 工 事 店 0266－53－6472 0266－58－9795

同
（飯田支部長） 鈴　木　　　勝 ㈲ み の わ 電 気 工 事 0265－76－5341 0265－76－5342

理　　事 猪 俣 千 晴 ㈲ ハ イ テ ッ ク 026－222－8323 026－222－8523

同 望 月 一 宏 ㈱ 町 田 電 機 商 会 026－234－5404 026－234－1431

同 池 田 京 太 池 田 電 気 工 事 0268－36－2816 0268－36－0328

同 中 村 栄 希 ㈲エヌ・エス電気設備 0268－27－5450 0268－27－5470

同 間 瀬 大 吾 リ ニ ア 電 気 工 業 ㈱ 0263－47－7662 0263－47－6150

同 冨 岡 潤 一 安 曇 電 設 ㈱ 0261－22－5128 0261－22－7941

同 河　西　　　稔 ㈲ マ ル ニ 電 気 設 備 0266－52－5516 0266－53－0014

同 倉 田 博 充 ㈱ケイ・ディー・エス 0266－28－0446 0266－28－0448

同 宮 下 竜 一 中 部 電 通 ㈱ 0265－83－4693 0265－83－3253

同 久保田　竹　彦 ㈱ 龍 光 電 気 工 業 0265－26－8595 0265－26－8047

監　　事 宮 内 光 敏 平 成 電 設 ㈱ 0263－47－9440 0263－47－9452

同 中 澤 哲 男 ㈲ ア イ ワ 電 気 0266－58－3598 0266－58－1045
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電工組だより電工組だより　　　　令和３令和３年９月年９月

指導教育委員会

　当組合では各種試験・講習会の開催運営やご案内をしております。

　今年度内に実施する講習会・試験等を下記の通りご紹介いたしますのでご覧ください。

　なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より、中止および延期になる場合もございます。

　その場合は、試験情報は実施機関のＨＰ等において、講習会情報は組合ＨＰまたはお申込者様へ直接

お知らせいたします。

講　　習　　会　　名 開　　催　　日 会　　　　　場

第一種電気工事士筆記試験
受験準備講習会

９月６日㈪～７日㈫
および

９月14日㈫～15日㈬ （一財） 中部電気保安協会
長野支店

第一種電気工事士技能試験
受験準備講習会 11月24日㈬～25日㈭

第一種電気工事士筆記試験
第二種電気工事士筆記試験（下期）

10月３日㈰
10月24日㈰

長野県内（会場は未定）
第一種電気工事士技能試験
第二種電気工事士技能試験（下期）

12月12日㈯
12月18日㈯・19日㈰

認定電気工事従事者認定講習 2022年
３月３日㈭ 松筑建設会館

１級電気工事施工管理二次検定
受験講習会

８月31日㈫　　　
　　～10月16日㈯

Ｗｅｂ開催

１級電気工事施工管理二次検定 10月17日㈰ 東京・名古屋・新潟ほか

２級電気工事施工管理検定 11月14日㈰
東京・名古屋・新潟ほか
学生は長野県会場あり

電気工事保安講習会長野会場
　　　　同　　　　松本会場
　　　　同　　　　諏訪会場
　　　　同　　　　飯田会場
　　　　同　　　　上田会場

11月16日㈫
11月19日㈮
11月24日㈬
11月25日㈭
11月26日㈮

長野市若里市民文化ホール
松本市勤労者福祉センター
諏訪市文化センター
駒ヶ根市民交流活性化センター
佐久平交流センター

第一種電気工事士定期講習会
　　　　　　　　　長野会場 11月９日㈫ 長野地域職業訓練センター

第一種電気工事士定期講習会
　　　　　　　　　松本会場 11月17日㈬ 松筑建設会館

　上記講習会関係のお問合せは、長野県電気工事業工業組合事務局　℡０２６－２３２－４６７５まで。

各種講習・試験実施開催一覧表各種講習・試験実施開催一覧表



25

令和３年９月　　令和３年９月　　電工組だより電工組だより

（福利厚生情報委員会）

　この度の全日電工連総会において、「第三者損害賠償
制度　優良組合表彰」を受けました。平成30年度から３
年連続、４度目の受賞となり、今年度は当組合含め全国
で９工組が、事故撲滅・加入促進の両面にわたり、優秀
な実績を上げたとして表彰を受けました。

　受賞条件は以下２項目

　　①　第三者損害賠償制度の加入率70％以上
　　②　損害率20％以下

　当組合の過去１年間の実績は、全国でも上位の加入率89.1％、組合員皆様の日頃からの
事故防止への取り組みの成果である損害率は18.1％となりました。トロフィーは組合事務
局カウンターに飾らせていただきますので、お立ち寄りの際にははぜひご覧ください。

　第三者損害賠償保険は、全日電工連のスケールメリットを活かしたお手頃な保険料設定
になっており、近年の高額な保険金の発生する賠償事故に備えるものです。
　基本プラン（作業中の事故・預かっているものに対する事故・作業完成後の事故）に加え、
ワイドプラン（基本プラン＋財物損壊を伴わない使用不能損害・人格権の損害・引き渡し後
の生産物自体の損害）がございます。加入ご希望の際には各支部事務局へご連絡ください。
　引き続き、事故防止に特段のご協力を宜しくお願い致します。

長野県工組長野県工組
「第三者損害賠償制度 優良組合表彰」 を受けました「第三者損害賠償制度 優良組合表彰」 を受けました

全日電工連新聞（令和３年７月1日）第627号より
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電工組だより電工組だより　　　　令和３令和３年９月年９月

　長野県では「2050ゼロカーボン」達成に向けて、地球と調和した太陽光発電設備の設置拡大を図るた

めに、信州の屋根ソーラー普及を推進しております。「すべての屋根に太陽光を」を合言葉に、様々な

施策を展開することで、目標の達成を目指しております。

　県は普及に向けた制度の１つとして、「事業者認定制度」を創設しました。屋根ソーラーの普及推進

を加速させるため、太陽光発電システムの設置普及に積極的に取り組む事業者を募集・認定する制度で

す。当組合では普及に向けて積極的に協力することとし、５月24日の受付開始から30組合員が応募、現

在29社が認定を受けております。

　また、次ページチラシの通り、認定事業者支援および県民支援など、認定事業者制度とセットになっ

た支援制度も始まっております。

　本事業・本制度を通し、「2050ゼロカーボン」

達成に向けて、また地域社会への貢献の１つと

して、組合員皆さまのご理解とご協力をお願い

いたします。

　当組合ホームページのトップ画面に、「信州

屋根ソーラー普及事業」に関するバナーを設け

ました。関連情報の取得や組合員企業の認定事

業者一覧はこちらからご覧いただけます。

　また、これから認定事業者申請をお考えの方

は、ホームページのトップ画面１番上の「様式

集」から、「信州屋根事業者認定制度」に関す

る申請書類をダウンロードすることが出来ま

す。是非ホームページをご活用ください。

⃝ 制度・申請に関するお問い合わせ先 ⃝
長野県環境部環境政策課ゼロカーボン推進室

認定事業者制度担当 様
℡026-235-7179　FAX026-235-7491
E-mail：sai-ene@pre.nagano.lg.jp

⃝ 申請書類提出先 ⃝
長野県電気工事業工業組合　事務局：小林
〒380-0815
長野市大字鶴賀田町2088番地
℡026-232-4675　FAX026-235-2868
E-mail：info@koso-nagano.or.jp

⻑⻑野野県県「「信信州州のの屋屋根根ソソーーララーー普普及及事事業業」」ににつついいてて 

 
 ⻑野県では「2050 ゼロカーボン」達成に向けて、地球と調和した太陽光発電設備
の設置拡⼤を図るために、信州の屋根ソーラーの普及を推進しております。「すべて
の屋根に太陽光を」を合⾔葉に、様々な施策を展開することで普及スピードを加速
させ、⽬標の達成を⽬指しております。 
 県は普及に向けたな制度の１つとして、「事業者認定制度」を創設しました。屋根ソ 
ーラーの普及推進を加速させるため、太陽光発電システムの設置普及に積極的に取り 
組む事業者を募集・認定する制度です。当組合では普及に向けて積極的に協⼒するこ 
ととし、５⽉２４⽇の受付開始から３０組合員が応募、現在２５社が認定を受けてお 
ります。 
 また、次ページチラシの通り、認定事業者⽀援および県⺠⽀援など、認定事業者制 
度とセットになった⽀援制度も始まっております。 
 本事業・本制度を通し、「2050 ゼロカーボン」達成に向けて、また地域社会への
貢献の１つとして、組合員皆さまのご理解とご協⼒をお願いいたします。 
 
 当組合ホームページのトップ画⾯に、「信
州屋根ソーラー普及事業」に関するバナー
を設けました。関連情報の取得や組合員企
業の認定事業者⼀覧はこちらからご覧いた
だけます。 
 また、これから認定事業者申請をお考え
の⽅は、組合ホームページのトップ画⾯１
番上の「様式集」から、「信州屋根事業者認
定制度」に関する申請書類をダウンロード
することが出来ます。是⾮ホームページを
ご活⽤ください。 
 
 制度・申請に関するお問い合わせ先 
⻑野県環境部環境政策課ゼロカーボン推進室 

認定事業者制度担当 様 
℡026-235-7179  FAX026-235-7491 
E-mail：sai-ene@pre.nagano.lg.jp 

申請書類提出先 
⻑野県電気⼯事業⼯業組合 事務局：⼩林 
〒380-0815 ⻑野市⼤字鶴賀⽥町 2088 番地 
℡026-232-4675  FAX026-235-2868 

 E-mail：info@koso-nagano.or.jp  

長野県「信州の屋根ソーラー普及事業」について
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【認定の要件】

信州の屋根ソーラー普及事業
《事業者認定制度／事業者・県民支援制度》

・これまでに太陽光発電システム等の販売・施工実績を有すること
（実績を有しない場合は、２者以上の認定事業者からの推薦でも可）
・適切な施工・保守等の履行について誓約すること
・ゼロカーボン施策に関する勉強会に定期的に参加すること

県内に本店を置き、太陽光発電システム等の販売又は施工を行う事業者

太陽光発電システム等の普及に積極的に取り組む事業者を認定・公
表し、広く県民にＰＲするほか、普及活動を支援。また、認定事業
者により設置する太陽光発電システム等の県民向け補助も実施。

【対象となる方】

太陽光発電システム等の普及に取り組む事業者を県が認定、
県のホームページや「信州屋根ソーラーポテンシャルマップ」上で広くＰＲ
し、地域に密着した事業者へのアクセスを高めます。

５月 日
受付開始
６月 日
第１次分公表

※以降随時

【対象となる経費】
太陽光発電システムや蓄電池といった創エネ・蓄エネに関するもののほ
か、省エネ機器等の販売促進に関するもの
《例》チラシやお店のホームページ作成費、ダイレクトメッセージの委託費

・①の認定事業者のうち、中小事業者（みなし大企業を除く。）
【対象となる方】

認定事業者（中小事業者に限る。）が行う一般県民向けの太陽光発電システ
ム等の普及活動を支援します。

② 太陽光発電等普及活動支援補助金〈認定事業者向け〉

７月 日
申請受付
開始

【補助額】
対象経費の２分１以内、上限 万円

・自己居住用の既存住宅に太陽光発電システム（ 未満）と蓄電池
（４ 以上）を同時に設置する方
＊既に太陽光発電システムが設置されている場合は、蓄電池のみの設置も可

・認定事業者の販売・施工により設置する方
・家庭の省エネ診断「うちエコ診断」（ＷＥＢ版）を受けていただく方

一般県民が既存住宅に行う太陽光発電システムと蓄電池の設置を支援します。
③ 既存住宅エネルギー自立化補助金〈県民向け〉

７月 日
申請受付
開始

１戸当たり 万円（蓄電池の設置のみの場合 万円）

【対象となる方】

【補助額】

①信州の屋根ソーラー事業者認定制度 ＊３年毎に更新（実績のあった事業者に限る）

＊グループ・パワー・チョイス（共同購入事業）との併用不可

・事業活動温暖化対策計画を策定した事業者
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　全日本電気工事業工業組合連合会では、組合員の採用活動への支援を目的としたサービスの提供を開

始しました。
　人口減少・高齢化により、電気工事技能者の人手不足が深刻化する中、ミイダス㈱と業務提携するこ
とで、組合員皆さま（ご利用は法人の組合員に限る）が抱える採用課題に合わせたサービスを提供し、
人手不足に悩む組合員に対し相互に連携し協力して取り組むことが目的です。
　当組合ではミイダス㈱と契約することで、個々で契約するより廉価に利用することが可能となりまし
た。既に無料登録された組合員さんもいます。是非、人材確保ツールの１つとしてご利用ください。

【お申込方法】
①　無料・有料問わず、利用希望の組合員様は、
次ページ「登録シート」へ必要事項をご記入し、
県組合事務局へご提出ください。

　　　ＦＡＸ：０２６－２３５－２８６８
　　　メール：info@koso-nagano.or.jp 

②　組合で受付をし、ミイダス㈱へ「登録シート」を送ります。

③　後日、ミイダス㈱担当者より組合員様へ、お電話にて無料登録方法やサービス利用方法のご説明を
おこない登録をいたします。

④　登録が終わると、組合ホームページトップ画面より「ミイダス」のバナーから簡単に入り検索等が
可能となります。

人材確保事業　採用支援サービス「ミイダス」のご案内

◆ ミイダスの特徴 ◆
◇直接求職者にアプローチできる 　� 　
企業側が求職者データベースから検索をし、マッチング機能を活用して企業に最
適な人材に直接アプローチできる。

◇詳細な検索機能で自社が求める人材を無料検索できる 　� 　
職種・スキル・求職者の就業状況、経験者数、全社の業種、資格取得、希望勤務
地等の細かい検索項目で自社が求める人材を無料で検索できる。検索し採用した
い人材がいたら有料プランに切り替えることでアプローチができる。

◇組合員特別価格　有料プランは360日／180日定額制 　� 　
アプローチできるオファー数や求人の掲載数は無制限。何人採用しても追加費用
が生じないサービスとなっている。採用時の成功報酬は無し。



29

令和３年９月　　令和３年９月　　電工組だより電工組だより

採用支援サービス
人材マッチング情報登録シート

ミイダス株式会社 御中
長野県電気工事業工業組合 御中

私は、長野県電気工事業工業組合に対しミイダス株式会社およびその関連会社（パーソル
ホールディングス株式会社）から、ミイダス利用についての説明を受けることを依頼し、以
下の情報を提供することに同意します。

利用希望者情報 以下の項目をご記入ください
依 頼 日 年 月 日

利用希望サービス  ☐中途採用 ミイダス ☐無料組織診断 ミイダス

法 人 名

住 所

ふりがな

担 当 者

役 職

電話番号

メールアドレス

【組合員さまの個人情報の取扱について】
・長野県電気工事業工業組合とミイダス株式会社は、ご記入いただきました情報につきましては、個人情
報の保護に関する法律に則った取扱いをいたします。

・ご記入いただきました情報は、長野県電気工事業工業組合からミイダス株式会社へ取り次がれ、サービ
ス案内のため同社担当から直接連絡がございます。

・ご記入いただきました情報は、本サービスの目的以外に利用いたしません。

【本サービス利用に際してのご注意】
・ご案内したサービスの利用には、ミイダス株式会社が提供するサービスに応じて費用が掛かる場合がご
ざいます。

・ミイダス株式会社が提供する各サービスに係る契約は、契約当事者間の判断と責任のもとで行い、当組
合は一切の責任を負いません。

・本サービスは、組合員さまの人材採用を保証するものではありません。

送付先： ✉
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経営に関するハナシ今知りたい今知りたい今知りたい今知りたい

日本型インボイス制度の導入と今後の対応

朝日税理士法人

代表社員税理士　西　山　利　昭　

　平成28年度税制改正により決定されたインボイス制度の導入が令和５年10月から導入されま

す。同制度の導入により、消費税の仕入税額控除の方式が大きく変わることになります。イン

ボイス制度の導入は、消費税を納めている事業者だけではなく、基準期間における課税売上高

が1,000万円以下のため消費税を納めていない免税事業者についても、対応が必要になります。

１．インボイス制度
（１）インボイス制度とは

　複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として令和５年10月から採用される

「適格請求書等保存方式」をインボイス制度といいます。

　事業者が申告する消費税額の算定は、「課税売上に係る消費税額」から「課税仕入れ等

に係る消費税額（以下「仕入税額控除」といいます。）」を差し引いて求めるのが原則的な

計算方法です。インボイス制度導入後において、仕入税額控除の要件を満たすためには、

「適格請求書発行事業者」が発行する「適格請求書（いわゆるインボイス）」等の保存が

必要となります。

（２）適格請求書　

　適格請求書とは、「売手が、買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるため

の手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をい

います。なお、適格請求書に記載すべき事項は、以下のとおりです。
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①　適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び

登録番号

②　取引年月日

③　取引内容（軽減税率の対象品目である旨）

④　税率ごとに合計した対価の額（税抜き又は

税込み）及び適用税率

⑤　消費税額等（端数処理は１つの請求書当た

り、税率ごとに１回ずつ）

⑥　書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

　なお、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業者、飲食店業、タクシー業等につい

ては、上記のうち⑥を省略した請求書（「適格簡易請求書」といいます。）を交付すること

ができます。

（３）適格請求書発行事業者

　適格請求書を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。「適格請求書発

行事業者」となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、

登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければ、登録を受けることはできま

せん。

２．適格請求書発行事業者の登録申請スケジュール
　登録申請書は、令和３年10月１日から提出可能です。インボイス制度が導入される令和

５年10月１日から登録を受けるためには、原則として令和５年３月31日までに登録申請書

を提出する必要があります。したがって、令和３年10月１日から令和５年３月31日の期間

に、登録申請書を提出するかどうかを判断する必要があります。
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３．今後の対応
（１）課税事業者の場合

　毎期の課税売上高が1,000万円超であり、毎期課税事業者である場合には、令和３年

10月１日以降に登録申請を速やかに行うことにより、インボイス制度導入後において、

適格請求書の発行をスムーズに行うことができます。

（２）免税事業者の場合

　基準期間における課税売上高が1,000万円以下であり、免税事業者である場合には、登

録申請を行うかどうかを検討する必要があります。

①　登録申請を行う場合

　令和５年10月以降の消費税については、納税義務が免除されないため、消費税の申

告納付を行う必要があります。したがって、消費税の負担が生じます。一方で、取引の

相手先から見た場合、当該事業者に支払った消費税については適格請求書等を保存する

ことにより要件を満たし、仕入税額控除が可能となります。したがって、従来の取引先

に対しても、取引において影響を与えることはありません。

②　登録申請を行わない場合

　基準期間における課税売上高が1,000万円以下の課税期間については、消費税の納税

義務を負わず、消費税の負担が生じることはありません。一方で、取引の相手先の立場

から考えると、当該事業者の発行する請求書等は、適格請求書等の要件を満たさないた

め、現在は認められている仕入税額控除がインボイス制度導入後は認められず、消費税

の負担が増す結果となります。ただし、経過措置として、制度開始後６年間は、一定割

合の仕入税額控除が認められています。

　このように、取引の相手先からみると、同じ金額を支払うのであれば、消費税の負担

増加を回避するため、適格請求書等を発行できる他の事業者へ契約を変更することが予

想され、免税事業者は取引から排除される可能性があります。
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推推推 メメメ シシシししし Vol.3
上田支部
栁澤厚己

かつの店ながたやさんのかつ丼かつの店ながたやさんのかつ丼かつの店ながたやさんのかつ丼

　上田支部　小諸・軽井沢地区からは、おいしいお蕎麦・みそかつ丼…等沢山ありますが

今回は私のお気に入りの一つをご紹介します。

　ある日、元請けの社長さんに連れられて入ったのが「かつの店ながたや」さんでした。

　注文してしばらく待っていると四角いお盆にのせられて来ました。

　丼と小皿にお新香、お椀に味噌汁といたってシンプル。

　丼のふたをあけると２～３ｃｍくらいのお肉がキツネ色の衣をまとい、さらにその上に玉

ねぎとみつばがトロトロの玉子と共にとじてあります。

　しょう油ベースで甘めの味付けですが、広がりを感じさせる味付けです。

　よく見るとしいたけも入っていました。

　かつ丼だけでもうまいのに、お新香の塩味、麹の香るみつばの入ったみそ汁のバランス

が絶妙で、さらに食欲を誘います。

　以来、私のお気に入りの一品となりました。

　こちら、かつの店ながたやさんは小諸市小原にあります。

　現在は土日のみの営業ということです。

　コロナ禍で厳しい面もありますが、機会があればいかがでしょうか。
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諏訪支部

　諏訪電気会館は昭和47年 3 月30日、現在

の前身である諏訪岡谷電気工事業協同組合

により建設されました。電気工事業の発展

と組合員の技術、知識向上のため多くの諸

先輩方のご尽力のもと現在の諏訪電気工事

業工業組合の礎を築いていただきました。

しかしながら社会情勢の変化に伴い平成６

年度の68店社をピークに現在では38店社と

組合員も減少し組織の今後についても話し合っていかなければならない時期に差し掛かっているのも事

実です。しかし私たちには太古の昔より御柱祭で培ってきた一致協力の精神があります。曳子衆、木遣

衆、梃子衆、元綱衆、すべての気と間合いが一致しないと御柱は動きません、私たちも当初の使命・役

割を見失わないよう少数精鋭ではありますが一致協力のもと目的地へ向け柱を進めてまいりたいと思っ

ております。

　さて、前置きが長くなりましたが諏訪支部の紹介をさせていただきます。

　諏訪支部は諏訪圏域６市町村及び上伊那郡辰野町を含む以下の四つの地区で構成されております。

［岡谷・辰野地区］［諏訪地区］［茅野・富士見・原地区］［下諏訪地区］。隔月（基本偶数月）で地区会

を行いそれぞれの地域の特色を生かした活動を行っております。８月の電気使用安全月間ではそれぞれ

の地域からの要望を受け、諏訪湖周辺の街路灯の清掃、学校施設の設備点検・改修、独居老人宅の配線

診断等を行っており地域の皆様からも大変喜ばれております。コロナ禍の現在ですが地域からの要請も

あり、本年もできる限りの感染対策を講じ実行することができました。

　支部全体としては隔月（基本奇数月）で定例会が行われ県関係等全体報告の後、各地区報告、技術者

講習会などもこの中で行われます。また中部電力様、中部電気保安協会様とも忌憚のない意見交換の場

として組合員の親睦も大変高まっております。また、秋にはゴルフコンペの後、松茸を囲んでの定例会

なども行われます。しかし残念ながらこちらの方もコロナ禍の状況を鑑み現在は最低限必要な会合のみ

電気会館で行われるといった状況に変わってしまいました。当組合も含め日本中、世界中が笑顔で元の

生活に戻れる日が訪れることを願ってやみません。

支　部　紹　介支　部　紹　介
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　次に電気会館の施設についてでありますが、小

規模ながらも会館敷地内に訓練場があることが最

大の利点だと感じております。昇柱訓練用の柱が

３本常設されておりいつでも訓練が可能となって

おります。また耐圧試験室も構内に併設されてお

り以前は手間のかかった耐圧試験もスムーズに行

うことができるようになりました。建物は前述の

とおり昭和47年完成でありますので老朽化はかな

り進んでおります。あちらこちらを修繕しながら使用しているのが現状でありますが、何とか持ちこた

えさせて何年か先には新築できるような環境づくりをしていかなければならないと感じております。

　さて、私共の諏訪地域は来年（令和４年）７年

に一度の御柱祭が行われます。今の状況がどのよ

うに変化しているかは未知数ですが開催は必ずさ

れるとのことです。県内の組合員の皆様には是非

諏訪の地を訪れていただき、諏訪人の心意気を感

じていただければ幸いと存じます。その際には心

より歓迎申し上げます。
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　「組合員様のお役に立ちたい！」そんなホームページが少しずつ形になってきております♪
　組合ホームページへGO!!!　　http://www.koso-nagano.or.jp/

斡旋販売等お得情報はこちら！

試験・講習会の日付を確認！

組合、今月の開催情報は？？

「必要書類が見つからない…」
を解決！

トップページから「様式集」へ！

ホームページ掲載情報
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クリック   すれば、詳細情報！

トップページのトップページの「事業内容」「事業内容」をクリックをクリック 気になる事業の気になる事業の 「詳細はこちら⇒」  「詳細はこちら⇒」 をクリックをクリック

気になる情報の 気になる情報の 「〇〇はこちら⇒」 「〇〇はこちら⇒」 をクリックをクリック 連絡先 連絡先 やや  書式書式  のリンク先へのリンク先へ

気になる事業 気になる事業 をクリックをクリック
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麺 の か け 橋

長野支部　町　田　幸　司

　長野支部　長野東地区長の町田でございます。今回、電工組だよりのフリートークを投稿させて頂き

ます。東京オリンピックも始まりそして夏休みもあって原稿のネタには全く困らないと思い気軽に投稿

を受けてしまいましたが、コロナ禍であり私的な全ての予定・行事をキャンセルしてしまいネタが全く

ありません。そこで私の趣味を紹介して長野全県の組合員の皆様にかけ橋としたいと思います。これぞ

『虹のかけ橋』です。ただ例年各支部にてお店紹介のコーナーがありますが今回はお許しください。

　お題は長野市のおススメなラーメン店です。趣味は当然ラーメンを愛している事です。

　長野にお越しの際は時間を作って頂き、できる限りご紹介する店舗に足を運んでいただけると幸いで

す。今回は長野駅周辺　部門別にてご紹介します。

　先ずは、味噌部門

　　　≪みそ家≫　長野駅善行寺口徒歩１分　信州味噌の本格店です。

カウンターのみですが一人でも入りやすく駅前店のわりに料金は安め

私のおススメの食べ方はみそラーメンを注文してにんとんと呼ばれる薬味を多めに

投入して八幡屋磯五郎の七味をかけてください。

辛みそラーメンもありますが私は必ず味噌ラーメンです。
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　次は、とんこつ部門

　　　≪よし家≫　長野駅前大通り徒歩５分　家系の醤油とんこつ店です。

カウンターのみですが女性が比較的多めの長野では珍しい家系のお店

東京の醤油とんこつ系なのでしつこくなく生キャベツがとても魅力

私も東京から長野に戻った25年前から通っている名店です。

ちなみにお母さんが作っている餃子も絶品です。

　最後は、今私がはまっている店をご紹介します。

　　　≪麺屋　どんく≫　長野駅中央通り徒歩６分　居酒屋系

今回は写真を掲載します。岩手の鴨に信州中野マルヰ醤油を使用しており実

に奥深い味です。最近のラーメン店の傾向ですが全てが御洒落です。店内も

居酒屋風ですがまぎれもなくラーメン店です。創作メニューが多くあります

が一押しは鴨醬油麺です。

店舗入口

鴨担々麵

鴨醤油麺
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「佐久鯉」は元気の源

上田支部　柳　澤　正　則

　佐久の郷土料理といえば全国ブランドとして名高い「佐久鯉」は有名ですが、その起こりは江戸時代

に養殖が始まり明治後期には宮内省に買い上げとなり昭和初期には全国一の生産量を誇り、鯉の博覧会

や品評会で日本一の称号を得ました。

　他の産地の鯉は通常２年程で出荷されますが、佐久の気候、風土と千曲川の清流と伏流水の冷たい流

水で飼育されるためその成長が遅いのが特徴です。

　しかし、それだけに臭みもなく、身が引き締まって脂肪が適度にのった美味しい肉質となっています。

　佐久鯉は「薬用魚」「療養魚」といわれるほど栄養価に富んでいます。

　効用としては、糖尿病の食事療法に良い、強肝作用のあるタウリンが豊富で緑内障の予防に良い、た

んぱく質が豊富で水分を排する作用でむくみや腎臓病の予防になる、母乳の出をよくするなどほかにも

色々ありますが、免疫力を向上させ、体力アップ、疲労回復と佐久鯉は元気の源と言われています。

　佐久地方では正月や冠婚葬祭では必ずと言って良いほ

ど鯉の料理が出てきます。その為か、佐久地方は健康長

寿日本一になったこともあり、元気なお年寄りが多いこ

とにも注目されています。

　我が家でも、鯉のあらい、うま煮、鯉こく、唐揚げな

どお祝いごとには必ず食べています。

　そんな「佐久鯉」の効能が効いているのか、弊社は今

年、令和３年10月で創業100周年を迎えることとなりま

した。

　私で３代目となりますが現在は会長（２代目）と私の

後継者と３代が会社にいられるのも、幼いころから食べ親しんでいる「佐久鯉」のおかげかもしれませ

んね。

　出来ることなら、新型コロナウイルスが終息して盛大にお祝いをしたいと思っています。

　当然、料理は「佐久鯉」で・・・
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新 し い 型

松本支部　宮　下　　　朗

　８月になっても新型コロナウイルスの猛威は衰えを知らず、県内の感染者数は100人を超え、過去最

高を記録しています。

　そんな中、地域の小学校からタブレット端末を利用したリモート授業をするのでビデオカメラの設定

や生徒たちのタブレット操作の補助をしてくれないかとお話しがあり、パソコン販売やＬＡＮ配線工事

に携わってきた事業所としてご依頼を受け、学校に行ってまいりました。

　教室に入ってみると、生徒さんはタブレット端末を使用し、当日在宅の生徒さんはモニター越しに授

業に参加されていました。端末のカメラ機能を使って写真を見せ合ったり、先生の質問に答えたりして

いました。低学年の生徒さんたちには文字入力等で多少補助させていただきましたが、高学年の生徒さ

んたちは、日頃からゲーム機やスマホに慣れているので、私の補助がいらないくらい端末を使いこなし

ていました。

　コロナ禍をきっかけに、学校でも職場でもリモートワークのような“新しい型”が生まれています。

地域の電気屋として少しでもこの時代のお役に立てればと考えている今日この頃です。
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東京2020オリンピック･パラリンピック開幕

諏訪支部　有　賀　俊　文

　７月に入り１年延期されていた東京オリンピックが開催されました。緊急事態宣言中での開催に賛否

両論ありましたが、連日アスリートの熱戦が繰り広げられました。その中で競技後のアスリートの姿が

とても印象的でした。金メダルを期待されながらメダルに手が届かなかった方、周囲の期待以上の活躍

ができた方など様々ですが、ほぼすべての選手が第一声で今まで支えてくれた方への感謝の言葉を口に

していました。またメダルを獲得しても金ではなかったことに悔し涙を流す姿は目標の高さに驚かされ

ました。

　アスリートにとっては１年延長されたことで、モチベーションの維持やコンディション管理がかつて

ないほど困難な大会だったという話があります。それでも４年に１度のその一瞬にかける高い集中力や

日々の厳しい練習に耐える強い精神力を感じ取ることができるからこそ、結果に関係なく観客は魅了さ

れ、人は心を動かされるんだなと改めて思いました。

　今後の日本人選手の益々ご活躍を心からお祈りします。

諏訪地域では来年に行われる御柱祭の準備が、コロナ感
染症対策をとりながら着々と進んでいます。

地元の神社 御柱休めの様子
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風　越　山

飯田支部　酒　井　正　司

　風越山（かざこしやま）標高1,535mは飯田市のシンボルの山である。

　飯田市民の多くは風越山は（ふうえつざん）とも権現山（ごんげんやま）とも呼んでいる。

　飯田市のどこからも見える山で、私の勤める会社からも勿論見える。

　若かりし頃、東京から帰省してこの風越山をみると田舎へ帰って来たと感激したものである。

　まさに石川啄木の「ふるさとの山に向かひて言うことなし　ふるさとの山はありがたきかな」の心境

であった。都会の喧騒から逃れて風越山を眺めると妙に落ち着いたものである。

　仕事中、或いは通勤の行き帰り当たり前のようにみえる風景に感謝をしている。

　この親しみやすさのためか市内には風越（ふうえつ）と名が付く高校、保育園、公共施設、会社等が

多数存在する。

　この山に雲が架かってくると今に雨が降る、天気が悪くなるといった天気予報の判断にも有効で、自

分なりの判断をしている。まさに「ありがたき山」なのである。

　テレビのＢＳでグレートトラバースをよく視る、全国各地にある山それぞれに魅力がある。

　しかし私は慣れ親しんだこの山【風越山】がどうしても好きなのである。
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豊かで安心できる
生活を提供します

電電設設資資材材 FFAA機機器器 シシスステテムム提提案案

本社 岡谷市若宮二丁目2番38号
TEL 0266-23-3131
FAX 0266-22-8450

https://www.shinanodenzai.co.jp/
松本 松本市庄内三丁目6番12号
TEL 0263-26-6062
FAX 0263-25-5933

切替開閉器60A・100Aタイプ

緊急時の蓄電池運用に欠かせない切替開閉器
全負荷、特定負荷どちらにも対応できる様々なラインナップを取り揃えています！

商品のご案内

KSS-103

（単三専用 2P60A,3P60A、2P100A,3P100A　（それぞれ補助接点付有））

KSS-62 KSS-63 KSS-62,63-CH（補助接点付）

停電対策に、商用/非常用の電源を切替えられる開閉器

長野営業所　090-8462-1580
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○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。

○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。

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～

★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。

〒 静岡県浜松市中区鴨江 〒 静岡県浜松市中区旭町 ２

お問い合わせ先
＜取扱代理店＞ ＜引受保険会社＞

一般社団法人東海電友共済会 損害保険ジャパン株式会社
浜松支店 浜松中央支社

退職金共済

災害補償共済（傷害総合保険）

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）

★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。

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。
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中小企業・個人事業所の

  
 

 

共共済済商商品品のの内内容容  
    

保障のコース 
①①  入入院院共共済済金金  

入院１日目から３０日まで 

②②  休休業業支支援援共共済済金金  

継続して３０日以上の入院 

３０日以上入院した場合 

の合計額 （ ①＋② ） 

１１００００万万円円
ココーースス  

１１日日ににつつきき

１１００ ００００００円円
入入院院共共済済金金支支払払限限度度３３００万万円円

一一時時金金でで７７００万万円円 １１００００万万円円

５０万円コース 
１日につき ５，０００円 

入院共済金支払限度１５万円 
一時金で ３５万円 ５０万円 

３０万円コース 
１日につき ３，０００円 

入院共済金支払限度９万円 
一時金で ２１万円 ３０万円 

○ 詳細につきましてはパンフレットをご覧ください。  

 
 
  

休休 業業 支支 援援 共共 済済
 

 

持持病病をを  

おお持持ちちのの方方もも  

ごご相相談談  

      くくだだささいい。。  

 

長野県福祉共済協同組合 【北信支部】 長野市中御所岡田 131 10 長野県中小企業会館 3階 
【東信支部】 上田市常田 2丁目 20 26 トキダビル３階 

【中信支部】 松本市中央 1丁目 23 1 松本商工会館３階 
【南信支部】 諏訪市高島 2丁目 1201 40 RAKO 華乃井ホテルパレス１階 
【飯田支所】 飯田市主税町３ １ いいだ会館３階 

〒380 0936長野市中御所岡田131 10 長野県中小企業会館3階 

TEL.026(269)0885 
TEL.0268(24)1789 

TEL.0263(33)0510 
TEL.0266(78)4033 
TEL.0265(24)7099 

 大 黒 柱
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パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 関東電材営業部 長野電材営業所 〒380-0916 長野市稲葉中千田沖2188-1 TEL .026-228-2211A Better Life,A Better World

熱交換気ユニット 床置形 補助金情報
公開中！

※複数台の設置または設置環境によって施工時間は異なります。

CO2濃度に応じて床置形で 快適キープで
風量自動調整本格換気1day最短  施工

※

パナソニックの置くだけ換気
室温・花粉・騒音・害虫など、換気のお悩みに

換気と快適。
うちの店は
どちらもあきらめたくない。

熱交換気ユニット 床置形／長野県【電工組だより】 （W182mm × H263mm）

2021.8.20
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Eco から
防災まちづくりまで

幅広く力を入れています。

株式会社株式会社

照明器具・電設資材総合卸照明器具・電設資材総合卸

ニッセー電機ニッセー電機

〒380-0803　長野市三輪 1 丁目 1 番 6 号
TEL (026)241-1566　　FAX (026)244-0923
E-MAIL　info@nisse-el.jp

〒380-0803　長野市三輪 1 丁目 1 番 6 号
TEL (026)241-1566　　FAX (026)244-0923
E-MAIL　info@nisse-el.jp
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全日本電気工事業工業組合連合会

各制度の詳細につきましては、専用のパンフレットをご用意しております。

080 -050-02141
受付時間／平日 9：00～17：00（会社定休日を除く）

取扱幹事代理店：東芝保険サービス株式会社　　引受保険会社：損害保険ジャパン株式会社　東京海上日動火災保険株式会社

■お申込み・お問い合わせは
　各支部（地区本部）・工組、または東芝保険サービス（株）までご連絡ください。

ゼン ニ  チ　ヨ  イ

「会社経営」と、「従業員の生活」を
さまざまなリスクから守ります。

[全日電工連認定 生活総合保険制度]
暮らしのリスクから「従業員の生活」を守る。暮らしのリスクから「従業員の生活」を守る。暮らしのリスクから「従業員の生活」を守る。

所得補償

休業中の
生活費を
サポート

個人賠償責任補償
他人への
損害賠償に

他人への
損害賠償に

介護補償

介護に係る
初期費用をカバー

がん補償

がん治療に係る
出費への備えに

2021年4月より
組合員の皆さまの

「貸倒れリスク」を補償する
画期的な

「取引信用保険制度」を
新たに新設しました！

全日電工連だけのメリット

無 審 査 シンプルで
加入しやすい 手続きが簡単

取引先情報の申告は
不要です。

（取引先を問わず補償します。）

売上高ごとの補償プラン
選択方式のため

めんどうな保険料計算が
不要です。

ご加入は加入申込書1枚
を提出するだけです。

[全日電工連 認定損害保険制度]
業務のリスクから「会社経営」を守る。

[全日電工連認定 取引信用保険制度]
組合員の皆さまの「貸倒れリスク」を補償する。

工事物件・資材への保険
組立保険制度

従業員へ労災の補償
業務災害補償制度第三者損害賠償制度

第三者への損害賠償

補償範囲を

ワイドプランワイドプラン

大好評

2021年4月より
新制度がスタート！
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〒380-8507長野市三輪荒屋１１５４番地 TEL026-243-0146㈹ FAX026-243-5150

http://www.showadenkikk.co.jp/

支店・営業所／長野・上田・佐久・松本・飯田・諏訪・伊那・甲府・中津川・東京・相模原

上越・長岡・新潟・六日町・柏崎・三条・長野産機・東信産機
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工事店さまと共に電気の安全を守ります

【長野支店】 長野市桐原１丁目5-8

〒381-0045 TEL 026-241-4991
【営業所】 長野 中野 上田 松本 大町

諏訪 飯田 伊那 佐久http://www.cdh.or.jp

落雷・水災時の受電設備の復旧費用を サポート！！
保安協会とご契約のお客さまなら被災した受電設備の

復旧費用を サポートします！

「受電設備補償保険制度」のご案内

中部電気保安協会のホームページから

自家用の新設・設備更新の申込ができるようになりました。

インターネット申込を是非ご活用ください！

インターネット申込のご案内

従来通り、お電話・来所での申込も可能です。

詳しくは中部電気保安協会のホームページをご覧ください。

中部電気保安協会 ＵＲＬ http://www.cdh.or.jp

※保険の対象・適用については、最寄りの営業所までお問合せ下さい。

インターネットで申込み！
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表３
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〒390-0814　長野県松本市本庄 1丁目 3番 10号
松本営業所 /TEL（0263）44-1711（代）

※詳しくはお問合わせください ・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

　　　 広告掲載企業一覧（五十音順） 　　　

・大沢電機㈱

・河村電器産業㈱　長野営業所

・桜田電気工業㈱

・信濃電材㈱

・昭和電機産業㈱

・住友生命保険相互会社　

・損害保険ジャパン㈱　長野支店　長野法人支社

・大光電機㈱　長野営業所

・ （一財） 中部電気保安協会　長野支店

・㈱デンセン

・ （一社） 東海電友共済会

・東芝保険サービス㈱

・東芝ライテック㈱　関信越営業部　長野営業所

・内外電機㈱　長野営業所

・長野県福祉共済協同組合

・㈱ニッセー電機　　

・日東工業㈱　松本営業所

・パナソニック㈱ライフソリューションズ社

関東電材営業部　長野電材営業所

・㈱冨士電機

・三井住友トラスト・ライフパートナーズ㈱

・三菱電機住環境システムズ㈱　東京支社長野支店
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表３

昭和・平成
令和

平成・令和
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