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　当工組では八月の電気使用安全月間運動の展

開として、７月20日に平成23年度の電気使用安

全啓発キャラバンの重点地域である佐渡支部管

内で、県本部から小林理事長、品田副理事長、
齊藤技術委員長、佐渡支部から南子支部長、金

子副支部長、池田技術委員長、事務局３名の総

勢９名でキャラバン隊を編成して電気の安全使

用の啓発活動を展開した。
　 初に佐渡市の高野市長を訪問し、続いて協

賛いただいている東北電力㈱佐渡営業所に八木

沢所長を訪問し、それぞれ趣意書を手渡し、本

月間運動について協力を要請した。
　また、佐渡支部管内で約１万５千枚の漏電遮

断器取付推進運動のチラシを地元新聞などに折

り込んで、電気事故の未然防止を呼びかけるな

ど多彩な行事を実施した。

　７月27日には小林理事長、小島副理事長、吉

田副理事長、品田副理事長、齊藤技術委員長等

で、新潟県庁に泉田知事、東北電力㈱新潟支店

に大山支店長、７月28日には小林理事長、吉田

副理事長等でNHK新潟放送局に西原局長を訪

問して、それぞれ趣意書を手渡し、電気使用安

全月間運動について理解と協力を要請した。
　一方、各支部でも支部独自の企画のもと「一

般家庭を主軸にした活動」を全面的に展開し、
PRリーフレット、チラシ、ウチワ等を一般需

要家に配布し、電気の安全使用についてのPR

につとめた。
　また、今年は節電を呼びかけるチラシを作成

し、本部・支部のキャラバン隊訪問先に配布し

て推進に努めた。

 電気安全啓発キャラバン隊、今年は佐渡支部管内を重点巡回 

 各支部でも一般家庭を主軸に電気使用安全啓発活動を展開！ 

　「電気使用安全月間（経済産業省主唱）」が、本年も８月１日から31日までの１ヶ月間全国

で一斉に実施された。
　本運動も本年は31年目を迎え、当工組では電気安全啓発キャラバン隊を編成して、県庁・
東北電力㈱新潟支店・NHK新潟放送局等を訪問したほか、本年度の重点地域である佐渡支部

管内をきめ細かく巡回して、広く一般に電気使用安全に関する啓発並びにＰＲを行った。

佐渡支部（重点地域）キャラバン隊 佐渡市　高野市長に趣旨説明
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東北電力㈱佐渡営業所　八木沢所長に趣意書を手交 本部キャラバン隊

東北電力㈱新潟支店　大山支店長に趣意書を手交 新潟県　泉田知事を訪問

NHK新潟放送局　西原局長に趣意書を手交
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各事業委員会等役員決まる

　第３回理事会は、去る７月５日電気工事会館において理事29 名、監事３名、陪席として青年部４名

出席のもと開催された。
　議案は［第１号議案］ 各事業委員会の編成・委嘱の件について審議が行われた。
　続いて各事業委員会にわかれて第１回委員会を開催し、理事会は閉会した。
　各事業委員会の編成は次のとおり。

平成23年度　役職・委員会名簿

理 事 長　　　小林　功（上）　（統括・財務） 
副理事長　　　小島重光（魚）　（引込線） 
副理事長　　　吉田徳治（新）　（総務・青年部） 
副理事長　　　品田紘三（柏）　（経営企画・技術） 
　　　　　　　　　　　　　　　監　　事　　小名隆一（新）
議　　長　　　本山秀樹（上）　 監　　事　　栗林義夫（長）
副 議 長　　　荻荘賢一（新）　 監　　事　　山本一久（上）
引込線事業部　統括管理者　　　理　　事　　横田良英（柏）
調査事業部　　管理統括責任者　理　　事　☆川内敏晴（本）

委員会名 委員長名 副委員長名 委　員　名

事
　
　
　

業
　
　
　

委
　
　
　

員
　
　
　

会

総務委員会 　本山秀樹（上） 　荻荘賢一（新）

　　樋口　等（津） 　　山野　功（燕）

　　後藤和夫（十） 　　南子茂雄（佐）

（青）星野泰助（燕）

経営企画推進委員会 　斎藤　賢（新）
　関川正一（三）
　兼古　清（長）

　　髙野英一（村） 　　齊藤   淳（発）

　　山本   進（小） 　　富山久夫（魚）

（青）丸山正孝（発）

技術委員会 　齊藤　隆（長） 　佐藤春男（小）

　　小田保積（村） 　　大原義弘（三）

　　有坂友栄（燕） 　　庭野信吉（十）

　　金子正勝（佐） 　☆川内敏晴（本）

引込線事業委員会 　横田良英（柏） 　石澤正二（長）
　　長浜春一（新） 　　三母英二（発）

　　松原千臣（津） 　　清水一夫（上）

インストラクター専門部会

部　会　長 副 部 会 長 部　　会　　員

＊村田　靖（長） ＊久保田一（新）

 ＊田中三郎（新） 　＊小池正司（村）

　＊渡辺智明（発） 　＊渡辺　順（津）

　＊坂上壽男（三） 　＊斎藤　弘（燕）

　＊小越　隆（長） 　＊佐藤春男（小）

　＊罍　良平（柏） 　＊金子幸雄（上）

　＊小沼正平（魚） 　＊山田英治（十）

　＊池田正利（佐）

注：氏名前の☆は員外役員、＊は支部長推薦、（青）は青年部

注： 氏名後の（新）は新潟支部、（村）は村上支部、（発）は新発田支部、（津）は新津支部、（三）は三条支部、（燕）は燕支部、（長）は長岡支部、
　　（小）は小千谷支部、（柏）は柏崎支部、（上）は上越支部、（魚）は魚沼支部、（十）は十日町支部、（佐）は佐渡支部、（本）は県本部

第 3 回理事会

平成23年10月 第186号県　電　だ　よ　り

3



平成23年度

電気保安功労者表彰

　８月24日（水）午前10時より、仙台市ホテル
白萩において、経済産業省　原子力安全 ・ 保安
院長の出席のもと「平成23年度電気保安功労者
表彰式」が挙行され、電気保安の確保に顕著な
功績のあった事業場及び個人を表彰した。
　当工組より、電気工事業者の営業所の部で株
式会社荻荘電機、並びに共栄電気株式会社が永
年にわたり電気保安の確保に顕著な功績があっ
たとして表彰された。

▼原子力安全・保安院長表彰

― 電気工事業者の営業所の部 ―

　株式会社　荻荘電機

　　代表取締役社長

　　　荻荘　賢一　氏

 （新潟支部）

▼電気安全東北委員会委員長表彰

― 電気工事業者の営業所の部 ―

　共栄電気　株式会社

　　代表取締役社長

　　　斎藤　　實　氏

 （新潟支部）

表　彰　式

平成23年度

建災防表彰

　７月21日午後1時より、新潟ユニゾンプラザに
おいて、第46回新潟県建設業労働災害防止大会
が開催され、席上表彰式が挙行された。
　当工組より、優良事業場の部で大進電業株式
会社、個人功績の部で池田宏氏が各々永年にわ
たり事業場等の労働安全確保に顕著な功績が
あったとして表彰された。
　また、職長の部で小林和典氏が永年にわたり
事業場の安全衛生の向上に顕著な功績があった
として表彰された。

◇優良事業場賞

　大進電業株式会社

　　代表取締役

二瓶　雄司　氏

 （新発田支部）

◇個人功績賞

　十日町電設工業株式会社

　　代表取締役

 池田　　宏　氏

 （十日町支部）

◇職長賞

　株式会社大原電機商会

　　係　長

 小林　和典　氏

 （三条支部）
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良寛は現在の三島郡出雲崎町に生まれた。
四男三女の長子で、良寛の父はこの地区の名主

（橘屋）であり、以南という俳人でもあった。
良寛は18歳の時出家し、出家後は現在の岡山県

倉敷市の円通寺国仙和尚に師事し諸国を廻る。
48歳の時現在の燕市国上山（くがみやま）国上

寺（こくじょうじ）の五合庵、61歳の時乙子神

社境内の草庵に住んだ。無欲な性格で一生涯寺

を持たず、難しい説法を民に対しては行わず質

素な生活を示す事や、簡単な言葉によって一般

庶民にわかり易く仏法を説いた。
　良寛は子供達を愛し、子供達と遊ぶことを好

み、かくれんぼや手毬をついたりしては遊んだ

という。ある日の夕暮れ時に子供達と隠れん坊

をして遊んでいて、自分が隠れる番になり田ん

ぼに隠れた。しかし日が暮れて暗くなり、子供

達は隠れている良寛を探し出せないまま家に

帰った。翌朝、農夫が田んぼに来るとそこに良

寛が隠れたままいて、農夫が問いただすと良寛

は「静かに、大声を出すと子供達に見つかって

しまうではないか」と言ったという。
現在の新人類は、このような事をどう解釈する

でしょうか。
また般若湯（僧家の隠語で酒）を好み、弟子で

もある貞心尼にほのかな恋心を抱いていたとい

われている。
　写真の五合庵は現在の燕市国上にあり、313

メートルの国上山の小山に国上寺という真言宗

の古刹があり、五合庵は国上寺を少し下った場

所にある。ここで良寛は、48歳から59歳まで住

んだと言われる。
簡素きわまる草庵だが、良寛はここで座禅を

し、詩歌を詠じ一日の糧をもとめて、托鉢に出

たと伝えられている。何よりも「たくほどは

風が持てくる落ち葉かな」の句が、良寛の人柄

を物語っている。この世知辛い現代社会に於い

て、我々は学ぶべきことがあるのではないで

しょうか。

燕 支 部

良 　 　 　 寛

良寛と子どもたち五　合　庵

北野電機店　北野慶明 氏（撮影）　

10月は、 受信環境クリーン月間 です。

　信越受信環境クリーン協議会では、テレビやラジオをきれいな画面や音声でお楽しみいただける

よう電波障害の防止に努めています。

　＜問合せ先＞

　　　信越受信環境クリーン協議会事務局　　TEL 026-234-9991　FAX 026-234-9999
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　県本部インストラクター専門部会が、１年を

かけて製作した「低圧引込線以下工事　改訂　

標準作業マニュアル」が完成した。この新マ

ニュアルの特徴は、とにかく写真が多く分か

り易い事、さらには村田靖部会長を始め長年引

込線作業訓練の指導に携わって来た方々の経験

や知恵が随所に生かされている事である。例年

引込協力店に対しては、３年に１度の引込技能

認定試験を行なっているが、作業を中心として

行なうため、マニュアルに目を通す時間が少な

い。新マニュアルにじっくり目を通していただ

き、今後の引込技能認定試験や引込線作業に役

立ててもらおうと研修会を開催した。

　９月２日（金）午前と９月５日（月）午後の

２回に分けて開催し、120名が参加した。開会の

挨拶で、小越技術委員長は、先日発生したトー

クス会津若松営業所委託社員の全撤作業時にお

ける墜落災害に触れ、原因の確定はまだだが、
胴綱が著しく磨耗していた事が原因と考えられ

る。新マニュアルに掲載されている「柱上安全

帯ロープの取換基準」を参考に、自社に帰った

ら磨耗した胴綱を使用していないか確認してほ

しいと話した。

　研修会の１番目は、小越隆技術委員長から内

線工事の不良率及び検査不備の改善について資

料を基に説明が行なわれた。内線工事の不良率

では、特に接地が未施工だったり、抵抗値を測

定していなかった為に検査時に不良となる、ま

た、不適合ブレーカの取付で不良になるケース

が多いので改善してほしいと話した。

　２番目は、石澤正二副支部長から引込線事業

部としての安全施工管理についての話があっ

た。以前は各事業所が電力会社と契約をしてい

たが、現在は県本部の引込線事業部の引込協力

店として工事に携わっている。各事業所の事故

は全体に迷惑をかけることになる。県本部の引

込線事業部が始まってから５年が経過し、認識

が薄れて来ているので再認識してほしいと話し

た。

　３番目は、村田靖インストラクター専門部会

長から新マニュアルを基に引込線工事や計器工

事のポイントや特に注意する事項についての説

明が行なわれた。村田部会長は、新マニュアル

の編纂に携わると共に、作業写真のモデルとし

てもたびたび登場している。作業時の服装の記

述で反射ベストの着用については、電力の基準

では無いが安全上必要なので推奨として記述し

た。訓練の時にズックで参加している人をた

まに見かけるが、ズボンの裾が電柱の突起物な

どに触れて大変危険であるし、感電事故にもな

る。電力の仕事をしているんだと自覚して作業

にあたってほしいと話した。

　研修会で新マニュアルをじっくりと勉強でき

た事は非常に良かった。今後の引込認定試験や

引込線作業にぜひとも役立ててほしい。

長 岡 支 部

改訂版マニュアルで引込協力店技能認定者研修会を開催
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　はじめに、2011年３月11日発生の東日本大震

災により亡くなられた方々にお悔やみを申し上

げますと共に、被災された方々・地域のより早

い復旧・復興を願うところであります。
　この震災直後より、被災地では津波や原発事

故による風評被害など、経済活動に大きな影響

が出ている事は多くの皆様がご承知と思いま

す。そこで小千谷支部青年部で納涼親睦会を８

月５日に計画し、その中で被災地の方々に何か

できないかと考え「チャリティービンゴ」を開

催しました。
　当地域は過去の震災時に全国の多くの皆様よ

り温かいご支援を頂いた経験もあり、その御恩

返しにと思い、ビンゴでの売上を県工事組合を

通じ全額義援金として送らせて頂きました。景

品も東北地方の名産品を選定し、被災地の経済

活動に少しでも貢献できるよう工夫してみまし

た。ビンゴカードの購入を納涼会に参加されて

いる方々にお願いすると「少しでも被災地の為

に何かできるのなら。」と快く引き受けて下さ

り、準備したカードを全て売り切ることができ

ました。その善意を肌で感じ、改めて「人と人

とのつながり」の大切さを認識させられた気が

します。

　会の中、「地元に根差し商売をしている者た

ちにとって地域への貢献は大事なもの。」と参

加されたある事業所の社長がお話しになり、今

後の組合・青年部の活動のヒントを一つ頂いた

と思えました。また、参加された方々より「気

さくな雰囲気で色々な話もできたし、チャリ

ティーもできて楽しい会になった。」との感想

も頂き、少しは組合員の皆様の役に立ったのか

なとも感じました。
　少人数の小千谷支部青年部ですが、自身の商

売・経営のみならず、地域・社会の発展に役立

つ活動を少しずつでも行えたら・・・。ちょっ

と高い目標かもしれませんが、今後の活動に活

かしていけたらと思います。

小千谷支部青年部

東日本復興支援チャリティービンゴを開催

小林　功
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　柏崎支部青年部は発足時より、組合員の知識

及び技術の向上を目的といたしまして、青年部

会員を主とした教養研修会を実施しています。
　３月11日の東日本大震災の影響を受け、「節

電」「エコ」には今まで以上に意識をし、組

合、電気業界としてどう対処すべきか考えてい

かなければならないところです。これに伴い

「LED電球」の需要も伸びてきています。
　そこで本年度は、8月26日にワークプラザ柏崎

において親会経営委員会と青年部共催で教養研

修会を開催し、「LED電球」を含めた「節電」
を中心にパナソニック電工㈱及び東芝ライテッ

ク㈱の各担当者様を講師にお招きして、より有

意義な研修をさせていただきました。
　特にLED電球の中でも直管形LEDランプは

近急ピッチに開発が進められ、各メーカーか

ら販売されていますが、この度、法改正が予定

されており、近々〔PSE〕マークが無いと販売

できなくなるとのお話をしていただきました。
このような流れにより、無名なメーカーやラン

プ等が市場に出回らなくなり、安全かつ安心し

てご使用・販売していけるのではないかと思い

ました。余談ですが、直管形LEDランプは既設

蛍光灯のランプのみを取り替える方法が主流と

思っておりましたが、現在販売されているもの

は専用ソケット及びランプということでした。
　さて、９月９日には震災後続けられてきまし

た東京電力・東北電力管内での大口需要家に対

する15％節電義務付けの電力使用制限令が解除

になったわけですが、実際それ以上の節電成果

があり大口需要家を中心に一人一人が努力した

結果だと思われます。しかしながら、制限令が

解除されたからと言って電気にゆとりがあるわ

けではありません。なにせ現在は電気の時代で

す。今後はもっと電気自動車も普及していくで

しょう。ですので、「LED電球」をはじめ「節

電」を今後もより一層意識しながら電気工事に

取り組んでいこうという意識を持てた有意義な

研修会ができたと思います。
　また、研修会終了後、青年部納涼会を兼ねた

懇親会を講師の方も交え開催し、こちらの方も

かなり有意義なものとなりました。今後も教養

研修会を継続していくと共に、柏崎支部青年部

の活動にご理解とご協力を宜しくお願いいたし

ます。

柏崎支部青年部

「節電」をテーマに教養研修会を開催

研修会風景

最新のLED照明も展示

第186号 平成23年10月県　電　だ　よ　り
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組 合 員 の 変 更
平成23年７月～平成23年９月

支　部 事　 業　 所 変更箇所 変　 更　 前 変　 更　 後

新　潟 コープエンジニアリング㈱ 代 表 者 大屋　　隆 柴田　由昭

新　津 斎藤電機㈱ 代 表 者 斎藤　恒雄 斎藤　　剛

燕 皆川電機㈱ 代 表 者 皆川　良介 皆川　光司

長　岡 ㈲小玉電機商会 代 表 者 小玉　重信 小玉　訓路

柏　崎 柏崎協電㈱ 代 表 者 長谷川昌樹 土田　勝利

魚　沼 ㈱関電気 代 表 者 関　　栄一 関　　　聡

 ※県本部宛変更届提出分について掲載しております。

試 験 日  平成24年２月25日（土）
受付期間 電子申請 平成24年１月１日（日）～１月15日（日）
 書面申請 平成24年１月４日（水）～１月18日（水）
試験種類  甲種第１～５類・乙種第１～７類

受 験 地  新潟・長岡・上越

● 消防設備士試験（２月分）

● 危険物取扱者試験（３月分）

試 験 日  平成24年３月10日（土）
受付期間 電子申請 平成24年１月13日（金）～１月24日（火）
 書面申請 平成24年１月16日（月）～１月27日（金）
試験種類  甲種・乙種第１～６類・丙種

受 験 地  新潟・長岡・上越

（財）消防試験研究センター　新潟県支部

〒950－0965　新潟市中央区新光町10－３　技術士センタービルⅡ7階703号

　　　　　　 ＴＥＬ  025－285－7774　　ＦＡＸ  025－211－7011　　http://www.shoubo-shiken.or.jp

※受験願書、免状の書換え申請書は、支部及び県内の消防署で配布しています。
※年間の日程等については、下記にお問い合わせ下さい。 

※受験願書、免状の書換え申請書は、支部及び県内の消防署で配布しています。
※年間の日程等については、下記にお問い合わせ下さい。 

開　催　日 会　　　　場

平成23年10月16日（日） 燕三条地場産センター　メッセピア ５階　総合研修室

　　　　12月７日（水） 新潟ユニゾンプラザ ４階　大研修室　

■㈶燕三条地域地場産業振興センター　メッセピア　

　　　　　　　　　　　三条市須頃１－17　　　　　  TEL 0256－32－2311

■新潟ユニゾンプラザ　新潟市中央区上所２－２－２　TEL 025－281－5511

※新潟県電気工事工業組合担当開催分を掲載

平成23年度　第一種電気工事士定期講習会開催

平成23年10月 第186号県　電　だ　よ　り
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団体傷害保険のおすすめ団体傷害保険のおすすめ団体傷害保険のおすすめ
平成 23 年度

次のような場合に保険金をお支払いします。

仕事中の事故によってケガを
して入院、手術をした。

スポーツ中にケガをして
通院した。

料理中にヤケドをして通院した。

新潟県電気工事工業組合

組合員、組合員の役員・従業員の皆様へ

　＜ご加入プラン例（H8 型の場合）＞　１名あたり　年間保険料：6,000 円

　　◎死亡・後遺障害保険金額：250 万円 

　　◎入院保険金額　日額：1,500 円 　　◎通院保険金額　日額：1,000 円　　

※団体傷害保険が更新をむかえます。
　平成23年11月10日までに、所属支部へお申し込みください。

第186号 平成23年10月県　電　だ　よ　り
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～10月31日まで

全日電工連グループ共済制度って！

平成23年10月 第186号県　電　だ　よ　り
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総務省・経済産業省・都道府県・市町村

【お問い合わせ先】新潟県総務管理部統計課 電話 025-280-5120（直通）

 

http://www.stat.go.jp/data/e-census/guide/index.htm 

経済センサス総合ガイド
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調査の方法 

【単独の事業所（支社等を持たない企業）】 

   

 

【支社等を持つ企業】 

   

 

総務省・経済産業省・都道府県・市町村

【お問い合わせ先】新潟県総務管理部統計課 電話 025-280-5120（直通）

 

 

http://www.stat.go.jp/data/e-census/guide/index.htm 

経済センサス総合ガイド 検索
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編集発行：新潟県電気工事工業組合

　　　　　〒 951-8068

　　　　　新潟市中央区上大川前通６番町1203番地

　　　　　＜管理部門＞　TEL　025（229）4101

　　　　　＜資材部門＞　TEL　025（229）1586

印　　刷：株式会社　大創
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