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令和２年９月　　令和２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２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、組合員の皆さまには益々ご健勝の

こととお慶び申し上げます。

　去る令和２年５月22日　第55回令和２年度工業組合通常総代会が開催されました。新型コロナウイル

ス感染症の影響により、過去に例のない書面議決での開催となりましたが、開催にご理解ご協力いただ

きました皆さまに厚く御礼申し上げます。この総代会でご承認いただきました令和２年度事業計画が組

合員皆さまのお役に立つべく確実に推進していくために、役員一同組合運営をしてまいりたいと思いま

すのでご支援・ご指導宜しくお願い申し上げます。

　さて、新型コロナウイルスが世界各国で猛威を振るっておりますが、日本でも経済への打撃、生活様

式の見直しなど大きな影響をもたらしております。まずは、皆さまのご健康と一日も早い終息を心より

お祈り申し上げます。業界におきましても厳しい状況になることが推察され、住宅建設や設備投資は先

細り感があり先行き不透明であります。

　しかし、行動自粛が業績に直結する業種とは異なり、ありがたいことに我々の取扱う電気は生活に必

要不可欠なライフラインであります。さらに、日々進化を続けるＡＩやＩｏＴは、人と人の非接触が求

められる新しい生活様式にマッチしており、今後は多様性のある需要が見込まれると予測されます。時

代のニーズに応えるためにも、最新の知識と技術の習得に修練を積んでいくことが必要であります。

　労働問題に目を向けますと、人に替わる労働力として既にＡＩ導入が始まっており、新型コロナウイ

ルスに伴う解雇等もあり雇用問題がクローズアップされております。当業界は人手不足・後継者不足が

慢性的な問題になっておりますが、電気工事はＡＩに取って代わられるような仕事ではありません。人

材確保の一環といたしまして、女性が働きやすく活躍できる業界にしていくことも必要だと考えており

ます。上部団体である全日本電気工事業工業組合連合会では、全国に現在３工組ある電工組「女性部」

の設立を全国的に推進しております。性別・世代を問わず魅力的な業界にするためにも、総務財政委員

会を中心に青年部会とも連携を取りながら進めてまいりたいと思います。
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電工組だより電工組だより　　　　令和２令和２年９月年９月

　全国的な事業に触れておきますと、11月24日25日に開催予定でありました第４回全日電工連“電気工

事技能競技全国大会”が新型コロナウイルス感染による健康・安全面を考慮し、再来年に延期されるこ

ととなりました。技術の向上と業界ＰＲの重要な機会であり大変残念ではございますが、次回大会に向

けて準備を進めてまいります。

　また、全日電工連では全国のすべての組合員さまに「組合員実態調査」をさせていただいており、当

工組の組合員皆さまにもご理解ご協力をいただいておるところであります。皆さまの声を組合事業に反

映させ改善してまいりますので、全組合員さまのご回答ご協力をよろしくお願いいたします。

　次に、一般用電気工作物定期調査業務ですが、調査員５人体制に戻りお陰様をもちまして今年度も順

調に推移しております。接客を伴うためマスクの着用やこまめな消毒など、細心の注意を払ったサービ

スに取り組んでおります。また、中部電力様より異常個所多数発見の表彰をいただくことが出来ました。

12年連続の表彰となり、大変名誉なことであります。引続き無事故、適正かつ効率運営に努めてまいり

ます。

　結びに、今年度も組合員皆さまはじめ、長野県産業労働部様・中部電力パワーグリッド株式会社様・

一般財団法人中部電気保安協会様・一般社団法人長野県消防設備協会様、株式会社長野県電気工事協力

会様・一般社団法人長野県電設業協会様等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

いたしまして挨拶といたします。

以　上　
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令和２年９月　　令和２年９月　　電工組だより電工組だより

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　　　

　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。

　本年４月より長野支社長に就任いたしました伊藤でございます。

　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。

　貴組合の創立以来、55年以上もの長きにわたる産業の振興、そして地域の発展へのご尽力に対し、改

めて深く敬意を表します。

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

すが、これまでの長きにわたり無災害かつ適切に業務運営を実施いただくとともに、配電設備の異常箇

所発見のご協力を通じ、弊社の電力安定供給を支えていただいておりますこと、心よりお礼申し上げます。

　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、弊社は今年度より、「中部電力パワーグリッド」として新たな歩みを踏み出しております。

　引き続き、中部電力グループの送配電事業を担い、良質な電気を安全、安価で安定的にお届けすると

いう変わらぬ使命を全うするため、持てる力を最大限に発揮し、新たな時代の安定供給に取り組んでま

いります。

　また、行政、地域産業、防災等のコミュニティへの取り組みにつきましても、様々なデータを活用し

たお客さまサービスの向上、社会インフラをつなぎ進化させた地域へのサービス等を通じ、中部電力グ

ループの総力を結集して「新しいコミュニティの形」を提供していきたいと考えております。

　これからもお客さまや事業パートナーの皆さまと向き合いながら、暮らしやビジネス、地域にとって

今以上に「なくてはならない存在」となれるよう取り組み、一歩先を行く総合エネルギーグループの実

現に向け歩みを進めてまいりますので、引き続きのご支援とご協力を重ねてお願い申し上げます。

　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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電工組だより電工組だより　　　　令和２令和２年９月年９月

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。

　昨年10月に東北信地域で発生した台風19号では、被災した電気設備の復旧において大変なご尽力をい

ただきましたことに改めて御礼と敬意を表するしだいであります。

　本年７月の豪雨においても全国各地で大規模な災害が発生し、いつどこで起きても不思議の無い現況

に、改めて平素からの準備と各団体の協力体制の重要性を痛感いたしまた。

　さて、今年８月の「電気使用安全月間」におきましては、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。

　本年度の月間重点活動テーマにありました「自然災害にともなう電気災害への注意」では、協会とし

ても急な災害・事故にも対応できるよう「24時間365日」の出向体制とともに応急復旧に必要な機材を

配備いたしました。また、雷・水害による高圧受電設備の復旧費用をサポートする「受電設備補償保険」

もご利用いただけます。

　今後も皆さまのご支援とご協力を賜りながら「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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令和２年９月　　令和２年９月　　電工組だより電工組だより

日　　時 　　令和２年５月22日　午後１時30分より

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（うち書面議決書出席　58名）

１．開会の辞

　司会の新井副理事長より開会の辞を述べて始まった。

　続けて、2019年度中に組合員で亡くなられた方１名ならびに２名の前

組合員の方々に対し全員で黙祷を行った。

２．総代会成立宣言

　司会者より総代61名中、本人出席２名、書面議決書出席58名、合計60

名となり過半数に達していることを報告し、総代会成立を宣言した。

３．理事長挨拶

　藤沢理事長より、今年度の総代会は新型コロナウイルス感染拡大防止の観

点から、書面議決での出席ならびに開催のご協力に対し御礼を述べた。

　「昨年度は台風19号の広範囲に渡る甚大な被害や暖冬による経済への悪影

響などがあり、さらに新型コロナウイルス感染症は人類が経験したことのな

い世界的な災害となっております。新たな年度を迎えましたが、新型コロナ

ウイルスによる事業の中止や延期など見通しがつかない状況であります。建

設業界にも影響が及んでおり、住宅着工や企業設備投資の減少など今後は厳しい状況が予想されま

す。」と述べた。さらに「今は我慢の時。皆様のご協力をいただき工業組合一丸となってこの難局に

立ち向かうことが必要であります。」と訴えた。

　また、「令和３年度の総代会は総代さんを迎えて盛大に開催し、世の中が日常を取り戻すことを切

に願っております。」と挨拶し開会した。

長野県電気工事業工業組合

令和２年度 通常総代会開催報告
第
55
回
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４．令和２年度電気工事保安功労等表彰式

　関森常務理事の司会・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松本支部 三協電気工業㈱ 代表取締役百瀬

正容様が受賞された。続いて理事長表彰に３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。

　最後に受賞者を代表して百瀬様より謝辞を述べられた。

◆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】

　　松本支部　三協電気工業㈱　　代表取締役　百瀬　正容　様

　【理事長表彰】

　　長野支部　丸十電気㈱　　　　　　代表取締役　酒井　重喜　様

　　松本支部　㈱栄建　　　　　　　　代表取締役　新井　巻好　様

　　飯田支部　㈲西村電気工事商会　　代表取締役　西村　正史　様

　【全日本電気工事業工業組合連合会会長表彰　永年勤続】

　　飯田支部　㈱龍光電気工業　　代表取締役　久保田和彦　様

県知事表彰　百瀬様

全日会長表彰　久保田様

理事長表彰　酒井様 理事長表彰　新井様 理事長表彰　西村様



9

令和２年９月　　令和２年９月　　電工組だより電工組だより

◆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】

　　松本支部　㈱向陽電気商会　　代表取締役　吉村　慎也　様

　　飯田支部　㈲藤本電気商会　　代表取締役　藤本　光利　様

　【長野県知事表彰】

　　松本支部　三協電気工業㈱　　代表取締役　百瀬　正容　様

５．議長選出

　議長選出において、「執行部一任」の声に藤沢理事長は長野支部総代の

玉木新二様を議長に選任し、玉木総代が議長に就任した。

６．議　　事

　第一号議案　　2019年（令和元年）度事業・決算報告並びに監査報告承認の件

　玉木議長が第一号議案を上程し審議に入った。藤沢理事長から事業報

告を、倉澤副理事長から決算報告をそれぞれ資料に基づき説明がなされた。

　次に監事を代表して吉川会計監事より監査報告

がなされた。

　議長は第１号議案の採決に移り、書面議決書よ

り賛成60名反対０名で原案通り可決承認されたこ

とを議場に伝えた。

祝金贈呈　吉村様 代表で謝辞を述べられる百瀬様



10

電工組だより電工組だより　　　　令和２令和２年９月年９月

　第二号議案　　令和２年度事業計画案並びに収支予算案承認の件

　議長は第二号議案を上程し審議に入った。藤沢理事長より事業計画案を、倉澤副理事長より収支

予算案を資料に基づき説明がなされた。

　議長は第二号議案の採決に移り、書面議決書より賛成60名反対０名で原案通り可決承認されたこ

とを議場に伝えた。

第三号議案　　借入金残高最高限度額決定の件

　議長は第三号議案を上程し審議に入った。藤沢理事長より「従来通り今年度も金１億円の借入金

残高最高限度額としたい」旨説明がなされた。

　議長は第三号議案の採決に移り、書面議決書より賛成60名反対０名で原案通り可決承認されたこ

とを議場に伝えた。

　最後に、室井常務理事より新型コロナウイルスへの対策を講じる要望が

提案され、今後の検討事項として共有認識した。

　玉木議長は全ての議事が終了したことを告げ、議事進行への協力に御礼

を述べ議長を退任した。

７．報告事項

　新井副理事長より①工業組合旅費規程一部変更　②長野電興合同会社　③長野県電工組政治連盟　

④自由民主党長野県電気工事業工業組合支部について資料に基づき説明がなされ、それそれの決定機

関において承認されていることを報告した。

　次に監事を代表して吉川会計監事より②長野電興合同会社の監査報告がなされた。

８．閉会の辞

　　司会の新井副理事長より閉会の言葉を述べ、第55回通常総代会を閉会した。
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令和２年９月　　令和２年９月　　電工組だより電工組だより

令和２年度 委員会事業報告について令和２年度 委員会事業報告について

総務委員会総務委員会

～コロナ禍が問うもの～

　中島みゆきの曲に「時代」という歌がある。「あんな時代もあったねと

きっと笑って話せるわ・・まわるまわるよ時代はまわる　喜び悲しみくり

返し・・・」と唄う。

　昨年の台風19号による災害の復興が盛んに行われていた今年の１月。そ

のとき東京オリンピックの開催が延期になると誰が想像しただろうか。そして世界的なコロナウイルス

の流行は、世界情勢を大きく変え、国も人も経済をも分断した。それを政府は「これからは新生活様式」

といって、新しい社会が来るように思わせる。でもそれは一時のこと。コロナ禍が過ぎれば、いずれ人

は、元の生活に戻る。遥か昔から人は群れを造り、喜びも悲しみも、怒りも感動も、その群れの中で育

み生きてきた。所詮、人間はひとりでは、生きては行かれない。

　けれどコロナ禍は、世界と時代を変える。それは昔、ペストやスペイン風邪の流行が、コロナ禍と同

様に、社会・経済を壊し、人々の宗教世界観までも変えた。それが後の戦争や革命へと繋がっていく。

今、歴史が我々の未来に問いかけている。急速な分断により、国や社会経済の格差を助長し、社会の構

図さえも変えている。善くも悪くも、現代という歴史を映し出した「天井のガラス」が割られた。その

先に人は何を映すのだろうか。

　今年度の工業組合の総代会がそうだったのように、多くの団体が総会、会議や行事の形を変えざるを

えなかった。そして、いつ収束するかわからないコロナ禍の中で、工業組合は、次世代の将来像と問題

点を映し出さなければならない。

　今年度の「総務委員会」では、今までの活動を踏襲しながらも、業界・団体の未来を見据えた、より

活発な活動をしていきたい。

　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」事業の積極的に取り組み、電気事故を未然に防ぐ

ため配線診断・各種研修等の活動を行う

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：青年部会の育成並びに会員の増強を支援し、組合事業への積極的参加と相合の連携強化を行う

６：全日電工連事業を積極的に推進する

７：もっと女性が活躍できる電気工事業界を目指すために「電工組女性部」の設立を支援する

　宜しくお願い致します。

委員長　大田　敬一



12

電工組だより電工組だより　　　　令和２令和２年９月年９月

委員長　髙津　和忠

指導教育委員会指導教育委員会

　令和２年度委員会事業は以下の内容で進めて参りますので、宜しくお願

い致します。

１．組合員全員参加による電気工事保安講習会を開催し、電気保安の確保並びに労働災害防止に努める。

　　⇒11月に県下５会場にて開催します。全員出席でお願い致します。　　

２．第一種電気工事士定期講習会業務の適切な運営並びに完全処理

⇒今年度は、長野会場２回・松本会場１回、計３会場で開催致します。受講対象の方は必ず受講を

お願いします。なおコロナウイルス感染状況による日程や会場の変更にご注意ください。

３．電気工事業に関連した各種資格取得に向けてのサポート（講習会の開催・案内等）を行う

　・第一種／二種電気工事士　・施工管理技士　・認定電気工事従事者　・電気取扱作業者　他

　　⇒上記資格を中心にサポートして参ります。

４．電気工事業法申請関係の完全処理

　　⇒事務局を中心に申請漏れのないように努めます。

５．“製・販・工　懇談会”の開催　（令和３年２月開催予定）

　　⇒コロナウイルス感染状況を見極めながら現在検討中です。

６．（一社） 長野県消防設備協会事業への協力

　　⇒当組合から選任されている役員を中心に、事業協力を推進します。

７．その他

　当初計画していた事業のうち、コロナウイルス感染による影響により、今年度中止が決定したもの

は以下の通りです。

・中部経営セミナーへの参加（10月に名古屋市で開催予定でしたが、来年度に延期となりました。）

・第４回全日電工連“電気工事技能競技全国大会”への参加（11月に横浜アリーナで開催予定でした

が、再来年度に延期となりました。）
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令和２年９月　　令和２年９月　　電工組だより電工組だより

福利厚生情報委員会福利厚生情報委員会

　2020年　令和２年度がスタートいたしました。

　コロナウイルスの感染拡大、大雨の水害被害と厳しいスタートとなりま

したが前年度に引き続き皆さんのお力をお借りしながら委員長を努めさせ

ていただきます。

　本年度もよろしくお願いいたします。

　前年度の全日電工連　第三者損害賠償制度の優良表彰を受賞し割戻しをいただきました。

　これも組合員皆さんの安全に対する取り組みの結果だと感謝申し上げます。

１．委員会組織

　　　委 員 長　　髙見澤讓治

　　　副委員長　　西村　正史

　　　委　　員　　伊藤　善宜　　久保田貴律　　栁澤　厚己

　　　　　　　　　中嶋　幸男　　関森　春美

２．令和２年度　委員会事業計画

１）電気工事業会報の発行

・会報（電工組だより第171号・172号）を年２回発行し、組合員並びに関係機関へのきめ細やかな

情報提供を行う。

・広く寄稿を求め　組合員の皆様に様々な有益な情報をお届けする。

２）各種保険・共済の案内と共に加入促進をより一層行う。

・第三者損害賠償制度をはじめとする、業務災害補償制度・組立保険制度・東海電友共済・自動車

共済等の加入促進及び適正な運用を図る。

・未加入者の加入促進を図り、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

を図り予期せぬ高額な損害賠償を負わないように一層事故の再発防止に努め、かつ適正運用に努

める。

３）工業組合のホームページの整備

・工業組合のホームページを全面リニューアルして中身の充実を図る。

・一般の人々には　工業組合の知名度アップを図る。

・組合員には各種講習、試験案内、イベント等のお知らせに、また各企業情報の掲載も検討する。

委員長　髙見澤讓治
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電工組だより電工組だより　　　　令和２令和２年９月年９月

定期調査業務委員会定期調査業務委員会

　組合員の皆さまにおかれましては、この厳しい社会情勢の中、特に昨年

より続く、日常的に全国各地で発生する、もう異常気象とは言えないほど

の大豪雨災害・水害に遭われた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。

また本年年明けから世界中を震撼させている新型コロナ感染の発生により

多くの感染者が出て、世界の祭典とも言える2020オリンピック・パラリンピックの開催が延期されるな

ど経済構造が全く様変わりしてしまった昨今、これらの環境下において各々皆さまご苦労されている事

とご推察申しあげます。

　私ども、長野電気安全サービスも中部電力パワーグリッド株式会社長野支社様及び安曇野営業所様の

ご指導・ご支援並びに一般財団法人中部電気保安協会長野支店様のご協力の下、本事業は順調に推移し

ておりますことに心より感謝申し上げます。

　中でも新型コロナにおきましては、私どもの業務は需要家皆様とフェイス トゥ フェイスで直接お会

いして電気設備の状態等をお聞きして漏電調査を実施させていだく業務なので、ウイルス感染の防止に

は最大限の努力を続けております。そのために、いち早くマスクを数多く確保して除菌関係の薬品も準

備して事務所内を始め感染防止の徹底を行っており、お客さまの大事な電気設備を安心・安全にお使い

いただけるように日々務めております。

　安全面につきましては、作業災害並びに交通事故は１件もなくお陰さまで無事故を続けております。

　中部電力様より、中部電力管内の“災害速報（作業並びに車両）”を発生の都度ご提供いただいてお

りますので、発生の月毎に調査員全員にて事故内容検討及び対策検討会を開催し、事故の共有化を図ら

せていただいて事故防止に活用させていただいております。

　最近は、蜂やクマに襲われる報道が多く、調査区域には山間部が多いため、特に注意して参りたいと

思います。

　当工業組合がこの業務を開始して16年が経過いたしました。組合員皆さまと、関連機関の皆さまに改

めて御礼申しあげます。

　今年度上期の安全パトロールとして８月５日㈬に定期調査業務委員会の役員の皆さん５名の出動のも

と、調査マニュアルに基づき業務（技術）・交通安全対策等について各々の調査員と行動し、チェック

する安全パトロールを実施致しましたので、次回の電工組だより新年号にてご報告させていただく予定

ですので宜しくお願い致します。

委員長　関森　春美
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令和２年９月　　令和２年９月　　電工組だより電工組だより

　また８月11日には今年度も‟危険箇所発見事業所表彰”を中部電力様よりいただく事ができましたの

で、併せて次号にて詳細をご報告させていただきます。

４月～７月分迄の調査処理件数　　11,894件（特定・再新含む）

　下期も委託実施細目に基づき、業務を遂行して参りますので、皆様のご理解・ご協力宜しくお願い致

します。

安全を期しての全体朝礼風景 出発前の車両点検

今日も元気で、、、ラジオ体操♪第一 ＰＲパンフ4,500部 を全員で手書き修正
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電工組だより電工組だより　　　　令和２令和２年９月年９月

長野県電気工事業工業組合　青年部会　

会　長　唐　木　敏　彰　

　藤沢一三理事長をはじめと致します県工組の皆さま、そして業界関係者の皆さまにおかれましては、

青年部活動への多大なるご理解、ご支援を頂き厚く御礼申し上げます。

　また関森和広相談役、各支部長をはじめと致します青年部会員の皆さまにおかれましては、日頃より

青年部活動への積極的な参加と事業展開へのご支援ご協力を頂き、心より感謝申し上げます。

　昨年、青年部会会長という大役を仰せつかり何も分らぬまま皆さまのご支援を頂きながら、何とか１

年間活動して参りました。振り返ると県内では台風豪雨により各地で大規模な水害が発生し、多くの会

員の皆様も復旧作業に携わった事と思います。また年明け後は、都心部を中心に新型コロナウイルスの

感染が拡がり、その影響は全国規模となり、いまだに収束の兆しが見えない状況が続いております。感

染拡大防止の為、新しい生活様式が確立されるなか、令和２年度の活動がスタートしました。

　５月13日には令和２年度第32回通常総会が伊那市にて開催される予定でしたが、活動報告・事業計

画・決算、予算案等の議案については書面決議により各会員様のご承認をいただきました。

　全日、中部連合青年部の活動についても総会等は書面決議となり、全国大会・中部各県交流会も今年

度は中止となりました。

　例年、県内で開催されている「ものづくりフェア長野」の参画についても現在開催方法について検討

段階となっており、何らかの形で業界ＰＲが出来るよう模索している最中でございます。

　人が集まることが大幅に制限される中、従来の活動方法は難しい状況ではありますが、皆さまと工夫

しながら業界発展の為に青年部会を、盛り上げていけるよう今後ともご支援ご協力をお願い申し上げま

す。

青年部会活動報告青年部会活動報告
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令和２年９月　　令和２年９月　　電工組だより電工組だより

（福利厚生情報委員会）

　全日電工連新聞令和２年７月１日号にも掲載されてお

りましたが、組合員様にご加入いただいております第三

者損害賠償制度ですが、この度の全日電工連総会におい

て事故の撲滅・加入促進に務めた組合として優良表彰を

受けることができました。受賞は平成30年度に続き２年

連続３回目となります。

　受賞の条件といたしまして、第三者損害賠償制度にお

いて過去１年間に下記２項目をいずれもクリアすること

が必須であります。

　　①　加入率70%以上（長野県工組は90.0%）
　　②　損害率20%以下（長野県工組は17.5%）
　

　これも偏に、皆様の日頃からの事故防止への

取組成果だと思います。

　今年度は長野県工組含め全国で11県工組が受

けることができ、藤沢理事長に盾と目録が授与

されました。盾は長野電気会館の２階工組事務

局のカウンターに飾っておりますので、お立ち

寄りの際は是非ご覧ください。

　第三者損害賠償保険は、ワイドな補償と全日電工連のスケールメリットを活かした保険料設定になっ

ております。近年、精密機械などの増加に伴い高額な賠償事故が発生しており、長野県内の支払保険金

額も増加傾向にあります。まだ加入されていない方で興味がある方は、最寄りの事務局へ是非ご相談く

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 “第三者損害賠償制度優良組合表彰” を受けました長野県工組 “第三者損害賠償制度優良組合表彰” を受けました
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保険のココが変わりました！！

　2020年度　全日電工連認定損害保険にご加入頂きありがとうございます。

　既に保険補償を開始しておりますが、昨年度からの改訂がございますのでご紹介さ

せて頂きます。

♦業務災害補償制度♦
　役員・個人事業主・家族従事者コースでは、３プランご用意させて頂いておりま

した。

　その中でさらに天災補償希望あり・なしコースや、24時間補償か業務中のみ対

応、といった細かい区分けになっておりましたが、今年度３プランはそのままに、

加入型をシンプルにいたしました。

♦グループ共済♦
　本年度より「経営者おすすめコース」を新設いたしました。

　60歳までの方は2,500万円と3,000万円をご用意しております。経営者が万が

一の場合でも事業継承ができ、大切な会社・従業員・ご家族を守る為の備えが必要

です。

　また、新型コロナウイルス感染症への対応として、同感染症を原因として死亡さ

れた場合には、災害保障特約による「災害保険金」のお支払対象となっております。
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令和２年９月　　令和２年９月　　電工組だより電工組だより

上田支部

　かねてから工事を進めておりました東信電気会館が完成し、６月17日に竣工式を行いました。
　場所は東御市加沢681番地１号、上田市と小諸市の中間に位置しています。
　敷地は1431㎡　約433坪、建物は木造２階建延床面積219.85㎡　約67坪、外観は白と黒の縦模様のモ
ダンな建物となっています。
　当会館北側には昇柱訓練用のコン柱が６本立っています。自前なのでいつでも訓練が出来ます。
　事務所は１階にあり１部屋をパーテーションで仕切って引込センターさんと共有しています。
　又、耐圧試験装置が設置された耐圧試験室があり、いつでも使用可能です。
　１階ではその他に小会議室、トイレ、給湯室等があります。
　２階は書庫と会議室で、会議室は89.435㎡　約27坪、収容人数は45人程度です。
　引っ越しをしたばかりでまだ落ち着きませんが、引込センターさんと共に上田支部の発展のため気持
ちを新たにして取り組んでいきたいと思います。どうぞお近くへお越しの際には遠慮なくお立ち寄り下
さい。

２階会議室 事務所内部

道路より全景 南側より全景

支 部 紹 介支 部 紹 介（東信電気会館　完成報告）（東信電気会館　完成報告）
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電工組だより電工組だより　　　　令和２令和２年９月年９月

　上田支部は下記の地区で構成されています。
　１．上田地区　　２．丸子地区　　３． 坂城地区　　４．小諸・軽井沢地区　　５．佐久地区

１．上田地区は人口約15万人の上田市と小県郡からなる地区です。
　長野県の中では長野市、松本市に次ぐ３番目の規模の都市です。戦国武将　真田幸村で知られる
上田城、また鎌倉時代の北条一族が治めた塩田平には別所温泉があり、北向観音等の多くの古社寺
があり信州の鎌倉と呼ばれています。松茸も全国的に知られています。

２．丸子地区
　大正時代の丸子町は全盛期には数千人の工女さんが
いたとされる製糸業で栄えた町です。現在は軽工業の
町として変貌を遂げています。
　湯治として有名な鹿

か け ゆ

教湯温泉、大塩温泉、霊泉寺温
泉からなる丸子温泉郷は国民保養温泉地に指定され、
「お医者さんが薦める本当に体に良い温泉ベスト30」
にも選ばれています。
３．坂城地区
　長野県の中東部に位置する坂城町と千曲川の対岸にある戸倉上山田温泉からなる地区です。
　南と東は上田市、北は千曲市に隣接しています。坂城町は工業の町として知られ、機械金属加工を
中心に多種多様な技術を持つ中小企業が多数集まり、自立心・独立心が強く、旺盛な企業家精神が育
ちやすい風土があります。
　戸倉上山田温泉は善光寺詣りの精進落としの湯として昔から親しまれ、開湯120年を超えます。
　源泉が多く、その泉質の良さから「美肌の湯」として知られる長野県屈指の温泉です。
４．小諸・軽井沢地区
　小諸市も軽井沢町も浅間山の南側のすそ野に位置する高原都市、高原の町です。
　城下町として北國街道の宿場町として栄えてきた小諸市は島崎藤村の詩でも知られています。
　又軽井沢町は明治時代から避暑地として知られ多くの著名人の別荘があり新幹線で東京から１時間
余りで来ることが出来るため夏はたくさんの観光客でにぎわっています。
５．佐久地区
　佐久地区は人口約10万人の佐久市と南佐久郡からなる地域です。
　南は山梨県に東は群馬県に接しており八ヶ岳や蓼科
山を配し甲武信岳を源流とする千曲川沿いに広がる地
域です。農業では川上村、野辺山のキャベツ、レタス
等の高原野菜が有名です。
　佐久市は佐久甲州街道と中山道が交わる交通の要衝
でもあり、近年新幹線の佐久平駅を中心とした開発が
進み大きく変貌を遂げています。
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指導教育委員会

　現在、工業組合では各種試験・講習会の開催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、参考にご覧ください。

　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受験準備
講習会

９月10日㈭～11日㈮
および

９月16日㈬～17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受験準備
講習会 11月25日㈬～26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４日㈰

長野県（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㈯

１級電気工事施工管理実地試験
受験講習会 調　整　中 松筑建設会館

１級電気工事施工管理学科試験 10月18日㈰
東京・名古屋・新潟ほか

１級電気工事施工管理実地試験 2021年
２月21日㈰

２級電気工事施工管理試験 11月８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　　　　上田会場
　　　　同　　　　飯田会場
　　　　同　　　　諏訪会場
　　　　同　　　　松本会場

11月11日㈬
11月12日㈭
11月25日㈬
11月26日㈭
11月30日㈪

長野市若里市民文化ホール
上小トラック研修会館
駒ヶ根市民交流活性化センター
諏訪市文化センター
松本市勤労者福祉センター

第一種電気工事士定期講習会
　　　　　　　　　長野会場 12月１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

2021年
１月26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
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推推推 メメメ シシシししし Vol.1
飯田支部
西村正史

ソースカツ丼ソースカツ丼ソースカツ丼

　飯田支部上伊那地区からは何と言っても「ソースカツ丼
‼」です。ソースかつ丼はご飯の上に千切りキャベツを敷
き、その上に秘伝のソースにくぐらせた「カツ」を載せた
丼です。シンプルな料理ながら、熱々のカツと冷たいキャ
ベツの歯ざわり、それらに絡む甘辛味のソースが絶妙です。肉厚のカツはソースに浸かっ
ているのになぜか衣はサクサク、お肉は柔らかくとても不思議な感じです。不思議といえ
ばどのお店も肉厚でとても量が多いのにほぼ蓋をのせてきます。初めて見た人は蓋の意味
が無いじゃないかと思うくらいなのですが、これには深い意味がありソースカツ丼には蓋
は欠かせないのです。肉厚で量が多いため蓋にカツを２枚ほどのせて食べ始めないとキャ
ベツや白米に出会うことができずとても食べにくいのです。私が今までに見た一番の強者
は、運ばれてきたソースカツ丼のカツを全て蓋にのせ甘辛味のソースのしみたキャベツと
ご飯だけを食べ、それが終わると、白米だけをお代わりして蓋にのせておいたカツで白米
を美味しそうにペロリと食べていきました。

　上伊那の皆さんはそれぞれお好みのお店があると思います。私のお気に入りのお店を紹
介したいのですが美味しいお店がたくさんありますのでぜひ上伊那に何度もお越しいただ
き、ご自分の好みのお店をみつけてくだい。ほんとに美味しいです‼
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　下の写真、ご覧になった方はいらっしゃるでしょうか？
　長野県電気工事業工業組合のホームページのトップ画面です。
　長野県の豊かな自然を高台から写した壮大な写真となっており
ます。
　より多くの皆様に見て頂けるために、掲載方法を工夫して情報
発信できるように検討しております。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
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　また、組合員さんへの情報発信の方法として、「お知らせ」を掲載しております。
　スマートフォン対応になっておりますので、時間や場所を限定することなくご覧いただけます。
　今後も情報量を増やして組合員さんに寄り添ったよりよいホームページにしていきたいと思い
ます。
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綿内弥栄社御祭禮（天王祭） 

長野支部　伊　藤　善　宣

　今年に入ってからの新型コロ

ナウイルス、７月に入って日本

でも感染者が１万人を超えて第

２波の兆候が見え始め、今年の

行事・祭事等が各地で中止又は

延期となる中、当綿内地区で江

戸時代から220年余り続いてい

る最大の祭典が規模を縮小して

八月一日から八月七日までの七

日間行われた。

　祭りの起源は昔何度も疫病が

流行り、多くの人が苦しみ、

人々は誰言うと無く、これは牛

頭天王の祟りだということにな

り、牛頭天王を祭神として祀り

疫病から救ったと言われていま

す。

　綿内弥栄社御祭禮では、この

天にまします牛頭天王に八月の

大祭りに天から降りていただき、小内神社の神輿に遷っていただき街屋の御仮屋に奉迎し、村役は羽

織・袴の正装で郷中の安寧と五穀豊穣・疫病退散を祭事で祈願し、又七日に小内神社まで奉送します。

奉迎の行列

小内神社
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　例年では神輿の奉迎・奉送に

は羽織・袴の正装した役員をは

じめ、御旗・献灯・灯篭・提灯

を持った百数十名の人々が、約

３Ｋ余り御囃子とともに行列す

る姿は実に美しく品格に満ちて

いました。

　今年は縮小にはなりました

が、祭事が執り行われた事で何

とかこの新型コロナウイルス

（疫病）が退散することを信じたいと思います。

「本当だったら」

上田支部　高　橋　秀　弘

　今年に入って間もなく新型コロナウイルスの感染拡大により、私たちの生活は大きく変化せざるを得

なくなりました。ほとんどの人が窮屈さを感じる生活です。

　「本当だったら」正確に言い換えると予定通りだったら、今頃、「今年のオリンピックは金メダルを

ＸＸ個取った！」とか、「・・・選手の活躍はすごかった！」なんて話題で、夏を思い出したりしてい

るんでしょうか。

　昨年末の頃、まだ「予定通り」だった頃、新国立競技場のこけら落としイベントを観覧する機会に恵

まれて、完成間もないスタジアムを観ることがで

きました。建物の設計は、皆さまご存知の隈研吾

さん。「杜のスタジアム」とのコンセプトで設計

され、屋根や軒庇などは鉄骨と木材のハイブリッ

ト構造、使用する木材は47都道府県から集められ

たそうです。個人的な感想ですが、木がふんだん

に使われており、とっても好感のもてる雰囲気で

した。大型映像装置は南北に１基づつ、２層目ス

タンドの先端部分にはリボンボード（全長は640

街屋の御仮屋に納められた神輿

ハイブリット構造
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ｍ）。ＬＥＤ投光器（約1,300台）と相まって、演

出効果は素晴らしかったです。また、入場の際は

チケットをかざすだけのデジタル認証ゲートが採

用されており、非接触で入場できました。さらに、

場内にはフリーの無線ＬＡＮが完備されており、

ＳＮＳ投稿などもスムーズにできました。残念な

がら、スタンドの火報設備は確認できませんでし

た。興味がある方は自身で調べてみて下さい。

　「本当だったら」、すでに、様々なスポーツ大

会やイベントが開催され、もっと身近なスタジアムとして認知させていたんだろうと想像する、とって

も窮屈な今日この頃です。

サッカーのある人生

松本支部　小　松　幸　紀

　私は、小学校５年よりサッカーを始め、いろんなポジションを経験し最終的にはゴールキーパーにな

り、高校時代には国体候補に挙がるも選考されず、悔しい思いもしました。

　高校卒業後、山雅フットボールクラブ（現在の松本山雅）に入部当時は、社会人の北信越リーグに所

属しており、週３日は仕事が終わった後、高綱中学校で夜間練習、リーグ戦の無い日曜日は、県内の高

校・大学・社会人チームと練習試合をし、リーグ戦で遠征の時は土曜日の仕事が終わった後に集合し車

何台かに乗合で、新潟・富山・石川・福井へ行き１泊し、日曜日に試合をし帰ってくるという、ハード

な生活をしていました。

　この頃は社会人チームで、お金もなく全てが実費で給

料もまだ少なく大変だったのが懐かしいです。

　応援に来てくれる人も、家族や友達しかいませんでし

たが、楽しい日々でした。

　その後山雅シニアに移籍し県リーグで数年プレーを

し、その後地元の塩尻でサッカースクールのコーチをし

ていましたが、独立し会社を始めた時に仕事でなかなか

練習に出ていけない為コーチもやめてしまいました。

フィールド
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　現在では、松本山雅の試合観戦・年に数回の仲間と出場するフットサル大会が楽しみです。

　新型コロナウイルスの影響で今年はまだ、試合観戦に行けていませんが、早く収束し活気のあるスタ

ジアムに戻って欲しいです。

土嚢作成と活用方法について

諏訪支部　森　元　雅　也

　今年は何か例年と違って大変な年になっているのを日々実感しています。

　新型コロナウイルス、異常気象、地震など挙げればきりがないほどたくさんあります。その中でも長

い梅雨で大雨が続き災害の発生が心配なところなので、土嚢について書いていこうと思います。

土嚢作成方法

　サイズは、特殊な重機運搬用のものを除き、48×62㎝の１種類

のみです。

　容量の目安は約25㎏。土砂を入れた時、25㎏となる位置に線の

入った土嚢袋も販売されています。

　土嚢袋に線がある場合は、土嚢袋のひもの先端を縛り、袋に書

かれている線の位置まで土を入れます。大体袋の５～６分目、ス

コップで５～７杯分です。この時、２人１組で１人が袋を持ち、

もう１人が土を入れるようにします。

　袋の端のひもを引いて絞ります。親指を下に向けて土嚢袋の上

を持ち、ひもを親指の下を２周させます。１周ごとにしっかり締

めることが丈夫な土嚢を作るコツです。３周目は親指を巻き込む

ようにして巻きます。親指分の隙間ができるので、この隙間にひもを通して、下に引き下げます。そ

してひもを上に引っ張って絞れば完成です。

土嚢の活用方法

　水の侵入を防ぐ場合は、水が来る逆の方向に結び目を向けて置き並べていきます。足などで平らに

ならして土嚢同士の隙間を埋めていきます。二段、三段と積んでいく場合には互い違いに並べていき

ます。
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　水に流れがある場合には、下流へ結び目をもってい

き結び目を土嚢の下に隠しながら同じ要領で積んでい

きます。ブルーシートを引いた上に土嚢を並べていき

最後にそのブルーシートに包めばより防水性が高まり

ます。

　何が起こるかわからないので色々と調べてみると勉

強になると感じましたのでこんなことを書いてみまし

た。備えあれば憂いなし、ということで仕事でもプライベートでも励んでいきたいと思います。

ボランティアを終えて

飯田支部　代　田　昌　康

　飯田支部上伊那地区会（伊那地区会）では８月１日からはじまる「令和２年度　電気使用安全月間」

に先立ち７月28日に伊那市内４カ所の公園で外灯、トイレ等の清掃ボランティアを11社21名の参加によ

り実施いたしました。梅雨は開けておらず小雨交じりのなか参加された皆さんは熱心に作業に取り組ん

でいただき例年通りに外灯がきれいになりました。しかし、例年とは違う苦労がありました。それは「マ

イマイガ」です。みなさんのお住いの地区はいかがでしょうか。伊那地区ではマイマイガが大量発生し

ており「街路灯を一定期間点灯しないように。」との要望もありました。

　マイマイガは、10年ほどの周期で大量発生し、終息するまでに２～３年程度かかると言われていま

す。日本全国で生息する在来の蛾（ガ）の一種で、各地で年を変えて大量発生します。ネットで検索し

てみると各自治体のホームページに「生態、防除、駆除」について詳しく記載されており、その対策に

苦慮しているようです。伊那地区のボランティアは今年で20回になりますがこのような経験ははじめて

で、街灯のポール、電柱を一面埋め尽くすように集まっているマイマイガの様子は大抵の虫は大丈夫な

私でも、さすがに気持ち悪くてたまりませんでした。終息に２～３年程度かかるということは来年も覚

悟しなければなりませんが、翌年の発生を抑えるためには卵塊を除去することが効果的だそうです。そ

して、照明を誘虫性の低い光源のＬＥＤに交換するのも有効であると言われています。なんとか大量発

生を抑制し、来年からは気持ちよく作業ができればと切に願っております。
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　保険や点検業務を中心に８年間、組合員の

皆さまに寄り添って仕事をされた山﨑亜弥

さんが９月20日をもって退職することとな

りました。皆様の長年にわたるご指導あり

がとうございました。

　後任として、７月16日より桑
くわばら

原亜
あ き こ

希子さん

が入職されました。明るく努力家で、早くも

職場に馴染んでおります。引続き皆様のご

指導ご鞭撻の程宜しくお願いいたします。

　　山﨑さんから組合員さんへ

　　桑原さんから組合員さんへ

左　山﨑さん　　右　桑原さん

　平成24年６月より８年間大変お世話になりましたが、この度退職することと
なりました。
　これまで皆様には大変お世話になり、心より感謝申し上げます。
　業務を通じてたくさんの方と出会い、関わり、様々なことを学ばせていただき
ました。
　今までの貴重な経験を今後の人生に生かして励んで参りたいと思います。
　最後になりますが、貴組合のご発展と皆様のますますのご活躍を心よりご祈念
申し上げます。

　７月16日より当組合の事務局員として入組いたしました、桑原亜希子と申し
ます。私事ですが、毎日少しずつ歩いたり、体幹を鍛える体操をし、体力をつけ
ようと頑張っております。変化の程は・・・まだ不明
です。
　趣味は、ミシンを使っての小物の制作。ついこの前、
娘に頼まれ持ち手付きの「辞書カバー」なるものを制
作いたしました。自分の幼少期にはなかったものです
が、なるほどあったら便利な物でした。同じ趣味をお
持ちの方、ぜひお声掛けください。
　日々の業務の中、不慣れでご迷惑をおかけすることが多々あると思いますが、
一生懸命学んで参ります。皆さまのご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

事務局からのお知らせ
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福利厚生情報委員会　　　　　　

委員長　髙見澤　讓　治　

　今年の夏は東京オリンピックで日本中が大いに盛り上がっているはずでした。

　しかし、世界中で新型コロナウイルスが猛威を振るい、人との接触は避け不要不急の外出は控えるよ

うにとの感染防止対策は、新型コロナウイルスの爆発的な感染増加には有効でしたが日本経済には大き

な痛手となりました。幸いにも建設業は現在においては大きな落ち込みはありませんでしたが、特に観

光業飲食業の落ち込みは目を覆うばかりの状態です。

　さらに追い打ちをかけるように梅雨前線が九州各地および東海地方に大雨を降らせ水害、土砂災害と

甚大な被害をもたらしました。

　これから日本はどうなってしまうんだろうかと心配になりますが、一日も早いコロナウイルスの収束

と大雨災害の復旧を願い平穏な日々が訪れることを願って止みません。

　令和２年の最初の会報発行に際し、大変お忙しい中ご寄稿頂きました組合員、また関係者の皆様　広

告掲載企業団体の皆様にお礼申し上げます。皆様のご協力のおかげで発刊出来ましたことを深く感謝申

し上げます。皆様のこれからの益々のご発展を心からお祈り申し上げますとともに本年度もよろしくお

願いいたします。
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住宅内の火花放電を検出し
電気火災の未然防止に貢献します

住所：　〒390-0814
　　　  長野県松本市本庄1丁目3番10号
　　　  大同生命松本ビル 5階

TEL:　(0263)44-1711(代)
FAX:　(0263)44-1712

電話番号と FAX 番号
変わりました！

日東工業　松本営業所

移転しました !!

詳しくはコチラ
「スパーテクト 導入編」



35

令和２年９月　　令和２年９月　　電工組だより電工組だより

〒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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半段：W183×H130ｍｍ　【1C】
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すすべべててははおお客客様様ののたためめにに  

 
 
 
 
 

                     

 

  

豊豊かかなな暮暮ららししのの実実現現をを目目指指ししてて  
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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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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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全日電工連認定の

損 害 保 険 制 度

へ
の
補
償

物

へ
の
補
償

人人

第三者 の損害 ご自身 の損害

第三者損害賠償制度
第三者の身体や財物への財物への賠償責賠償責任を

補償します。補償します。

（賠償責任保険）

組立保険制度

（組立保険）

会社の工事資材や工事物件に対する会社の工事資材や工事物件に対する
損害を補償します。損害を補償します。

（事業活動総合保険）

従業員や役員、個人事業主などの従業員や役員、個人事業主などの
労災に対し補償します。労災に対し補償します。

業務災害補償制度

補償範囲を
大好評

第三者への賠償から、ご自身の損害までさまざまなトラブルから、あなたの会社経営を守る保険制度です。

万一のトラブルに、あなたの会社経営をしっかり守ります。

取扱代理店

引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社

受付時間
平日9時～17時（会社定休日を除く）080-050-02141商品に関するお問い合わせ

（通話無料）

〒210-0024  神奈川県川崎市川崎区日進町7-1 川崎日進町ビル

※このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、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。

企業営業第四部 営業開発課  TEL：03-3231-3379  受付時間：平日9時～17時

承認番号：SJNK18-17596 2019.6.17
19A-9131　（使用期限：2021年7月31日）
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雷や水災による受電設備の工事費を含めた復旧雷や水災による受電設備の工事費を含めた復旧雷や水災による受電設備の工事費を含めた復旧雷や水災による受電設備の工事費を含めた復旧

費用をサポートします。費用をサポートします。費用をサポートします。費用をサポートします。

「受電設備補償保険制度」のご案内

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

木曽 諏訪 飯田 伊那 佐久http://www.cdh.or.jp

高圧事故・故障の復旧

突然の事故・故障復旧に必要な機材を準備しています。

・構内第一柱のＡＯＧ、ＳＯＧが落雷で損壊してしまった。・構内第一柱のＡＯＧ、ＳＯＧが落雷で損壊してしまった。・構内第一柱のＡＯＧ、ＳＯＧが落雷で損壊してしまった。・構内第一柱のＡＯＧ、ＳＯＧが落雷で損壊してしまった。

・台風、大雨で受電設備が水に浸かってしまった。・台風、大雨で受電設備が水に浸かってしまった。・台風、大雨で受電設備が水に浸かってしまった。・台風、大雨で受電設備が水に浸かってしまった。

そんな時は中部電気保安協会にご相談下さい。そんな時は中部電気保安協会にご相談下さい。そんな時は中部電気保安協会にご相談下さい。そんな時は中部電気保安協会にご相談下さい。

※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。

台風シーズン到来

準備品：ＡＯＧ ・ＳＯＧ ・高圧ケーブル （詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。）
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支援内容

就業規則の改正事項を

記載例を示しながら

改正まで支援を実施。

併せて 36 協定の新様式の

策定支援や活用できる

助成金をご案内。

ご
相談内容

現行の就業規則
が実態と合って

いない
支援内容

「不合理な待遇差解消の

ための点検・検討マニュアル」

等を使い点検・確認。

確認の結果、不合理でない

といえない待遇があった。  

施行までに対応を実施。　

ご
相談内容

同一労働同一賃金の対応に向けて、現在の状況に問題がないか確認してほしい

パゆう

無料で

サポートします！

長野働き方改革推進支援センターでは、長野労働局からの委託を受けて働き方改革の対応に向けた

①電話による個別相談

④事業主向けセミナー③出張相談会

②事業所訪問による相談支援

を無料で実施しております。

忙しくて相談に行く暇がない … そんな場合でも大丈夫︕
社会保険労務士等の専門家が事業所に訪問し、労務管理上の疑問点をお聞きし、最大 5 回まで
支援を行っています。

以下の対応はお済みですか！？

2
時間外労働の上限規制

ご相談窓口

長野働き方改革推進支援センター　☎0800-800-3028
長野市中御所岡田 131-10　 長野県中小企業団体中央会 内

3
同一労働同一賃金

1
有給休暇 年5日取得

サポート事例

自社内の働き方改革を検討している事業主の皆さま

厚生労働省 長野労働局

長野県中小企業団体中央会は長野労働局より「働き方改革推進支援事業」を委託されています
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　該当箇所にご記入、☑をお願いいたします

〒

電話

従業員数

〒

電話

□　何から始めたらよいか？ □賃金の適正な支払

□　就業規則の作成・見直し □生産性向上・賃金引き上げ

□　労働条件の明示 □同一労働同一賃金

□　長時間労働の改善（36協定） □各種助成金

□　労働時間の把握 □その他

□　年次有給休暇の時季指定等

事業所名 　　　　　名
     　　　（うち非正規　　名）

申込書　□　事業所訪問による支援（専門家派遣）

ご連絡先

希望日時       　月　　日　　　　：　　　～　　：

備      考

　送信先　長野働き方改革推進支援センター
　ＦＡＸ：026－228－1184　E-mail: work-alps@alps.or.jp

   □　セミナー（  □  共催    ,    □  講師派遣 ）
   □　出張相談　相談員派遣 申込書

団　体　名

（ふりがな）
ご担当者

役職名

相談内容

備      考

希望日時
第1希望　　　　　　月　　　日（　　）　　　　：　　　　～

第2希望　　　　　　月　　　日（　　）　　　　：　　　　～

（ふりがな）

ご担当者
役職名

ご連絡先
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　　　 広告掲載企業一覧（五十音順） 　　　

⃝大沢電機㈱　　　　　　　　　　　⃝オリックス自動車㈱

⃝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




