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新潟県電気工事工業組合

『西蒲原　実りの秋』
撮影場所・撮影日／新潟市西蒲区漆山地内　平成24年９月

【コメント】
　当地、旧三根山藩では、明治維新の際に被災した長岡藩の人たち
に、一刻も早く復旧復興が進むように米百俵を送りました。当時の
長岡藩は今日明日の食糧も不足するという状況でしたが、送られた
米を食べずに、その米をもとに学校を建設して教育を振興し、復興
から今日の長岡へと繁栄に導いたとのことです。
　西蒲原の農家は、実りの秋の収穫を期待して今年も農作業に励み
ます。

撮影者／新潟県電気工事工業組合　燕支部
 白﨑電気株式会社　白﨑　牧夫　氏
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　当工組では８月の電気使用安全月間運動の一

環として、７月29日に小林理事長、小島副理事

長、横田副理事長、齊藤技術委員長等で、新潟

県庁に泉田知事、NHK新潟放送局に坂本局長、

東北電力㈱新潟支店に坂本支店長を訪問して、

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。

　なお、新潟県庁では泉田知事に、電気使用安

全には優秀な人材の確保が必要であり、新潟県

の高等学校教育等での人材育成に協力をお願い

した。

　また、８月８日には平成26年度の電気使用安

全啓発キャラバンの重点地域である新潟支部管

内で、県本部から小林理事長、小島副理事長、

横田副理事長、齊藤技術委員長、新潟支部から

吉田支部長、斎藤副支部長、渡邉副支部長、森

山技術委員長、事務局３名の総勢11名でキャラ

バン隊を編成して、新潟市の篠田市長を訪問

し、本月間運動について趣意書を手渡して協力

を要請した。

　また、本年度から漏電遮断器取付推進運動に

代わって感震装置・避雷器取付推進運動を展開

し、新潟支部管内で約15,000枚のチラシを配布

して、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。

　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、うちわ等を一般需

要家に配布し、電気の安全使用についてのPR

につとめた。

電気安全啓発キャラバン隊、今年の重点地域新潟支部管内を巡回

本年度から感震装置・避雷器取付推進運動を展開！ 

　「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。
　本運動も本年で34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・
NHK新潟放送局・東北電力㈱新潟支店等を訪問したほか、本年度の重点地域である新潟支部

管内を巡回して、地域社会に視点をおいた電気使用安全に関する啓発並びにＰＲを行った。
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篠田新潟市長に趣意書を手交

泉田新潟県知事を表敬訪問 新潟支部キャラバン隊

東北電力㈱新潟支店　坂本支店長に趣意書を手交 NHK新潟放送局　坂本局長に趣意書を手交

10月は、 受信環境クリーン月間 です。

きれいな電波で豊かなくらし。10月１日から10月31日まで「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受

信障害に関するご相談を受け付けています。

　＜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

新潟祭り会場にてうちわ配り
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　全日本電気工事業工業組合連合会（以下、全日電工連）主催による第1回電気工事技

能競技全国大会（以下、競技大会）が11月29日、「呼び起こせ、スペシャリストの新た

な風！」を大会テーマに、東京・両国国技館で開催されます。同競技大会には、各ブ

ロック連合会から計30名の選手がエントリー予定で、新潟県工組（東北ブロック連合

会）から高野勝治選手（新潟支部・第一電設工業㈱）が出場いたしますので、組合員皆

様方からのご支援ご声援をよろしくお願いいたします。

　全日電工連では、毎年、各ブロック持ち回り

で全国大会を開催してきましたが、今年度より

全国大会と競技大会を隔年で開催することと

し、今回が全国大会に代わる初めての競技大会

になります。同競技大会は「全日電工連に所属

する電気工事技術者を中心とし、その電気工事

技術者の資質ならびに技術水準の向上を通じ、

お客様満足と安全・安心に電気をお届けするた

めの電気保安の確保を担う電気工事業界の発展

に寄与する」ことを目的に、個人戦で学科競技

（30分）と技能競技（180分）が行われます。技

能競技は課題に基づき競技パネル（幅1800mm

×高さ1800mm）に作品を完成させる内容で、

電気工事の必須技術・技能に、時代のトレンド

を加味した課題となります。出場選手は各ブ

ロック連合会２名を基本とし、組合員数に応じ

て増員、全体で30名が出場予定です。

　また、大会当日は、付帯行事として創エネ、

省エネ、蓄エネ等の最新技術に対応した製品や

エネルギーマネジメントシステム・スマートコ

ミュニティ構築など、高度化・多様化する社会

ニーズに応える製品が展示される「メーカー

展示コーナー」と、「新技術・新商材提案セミ

ナー」も併催されます。

全日本電気工事業工業組合連合会主催

第１回電気工事技能競技全国大会
新潟県工組より選手１名出場！
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平成26年度

電気保安功労者表彰

　９月３日（水）午前11時より、仙台市ホテル白

萩において、経済産業省　関東東北産業保安監

督部東北支部長の出席のもと「平成26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第

一電設工業株式会社、並びに個人の部の電気工

事士の部で株式会社英電社　横田良英氏、個人

の部の電気保安関係永年勤続者の部で大和電建

株式会社　本山秀樹氏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。

▼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�―

　第一電設工業　株式会社

　　取締役社長

　　　吉田　徳治　氏

� （新潟支部）

▼電気安全東北委員会委員長表彰

―�個人の部の電気工事士の部�―

　株式会社　英電社

　　代表取締役

　　　横田　良英　氏

� （柏崎支部）

▼電気安全東北委員会委員長表彰

―�個人の部の電気保安関係　　　

　　　　　永年勤続者の部�―

　大和電建　株式会社

　　代表取締役社長

　　　本山　秀樹　氏

� （上越支部）
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　信越本線荻川駅の北側、小阿賀野川沿いに車

場（くるまば）という地名があります。地名の

由来は「加賀の国大聖寺の城主　拝郷五左エ門

の臣、森田新左エ門房晴の子孫の男兄弟４人

が、寛永14年（1637年）に越後の国小須戸（現

在の新潟市秋葉区小須戸）に落ち着いた。三男

の森田能右エ門が三年間日々通って車場新田を

開墾したと記録が残っており、小須戸から四里

の道を農具や食料を持って往復する訳にいか

ず、荷車と共に置き放していたため車場と称さ

れた」と云われています。

　今は人口が増えて、荻川地区で一番大きな町

になってしまいました。

　荻川小学校が新設され、コンビニやコインラ

ンドリーにお医者さんもあり、本当に便利にな

りました。

　８月も後半になるとあちこちで笛や太鼓、子

供たちのワッショイの掛け声が聞こえてきま

す。昔は各部落で祭の日にちが決まっていて１

日ずつずれて何処かでやっていたものですが、

この頃は土日にかけるようになり、ほぼ一斉に

するようになりました。　

　そんな喧騒の中、どっしりと根を張って存在

感を示しているのが、車場八幡宮の境内にある

新 津 支 部

我が町の鎮守様

縁日の夜店縁日の奉納神楽

御神木の大銀杏
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　今回は三条市の下田地区のご紹介をしてみた

いと思います。何がすばらしいといえば、それ

は空気のよさと水のおいしさ、そして緑のきれ

いさ。要するに自然が豊か。

　そこで、まず道の駅漢学の里に寄ってみまし

た。ここには農家レストラン「庭月庵悟空」が

あります。とってもヘルシーで、おいしいとう

わさのお店です。土曜日、日曜日はバイキング

になっていて、好きなものが食べられます。ス

パゲティサラダだと思ったら糸瓜のサラダだっ

たり、ぜんまいの煮つけがあったりして、地元

色豊かなバイキングでした。別料金で手打ちそ

ばがあるんですが、つるつるでほんとにおいし

かったです。

　おなかがいっぱいになったところで、お隣の

農産物直売所「彩遊記」へ行ってみました。三

条の新鮮な野菜、果物をたくさん売っていま

す。なんてでっかいスイカ！とか、もぎたての

ブルーベリーとか、50㎝はありそうなユウガオ

などが売っておりました。せっかくなので、ブ

ルーベリーとミョウガを買ってきました。

そして、店の一角にアイスクリームスタンドが

ありまして、食べてばっかりいるようですがソ農産物直売所「彩遊記」

三 条 支 部

三条市下田地区のご紹介

御神木の大銀杏です。幹回り４ｍ、樹齢約250

年と伝えられていますが、樹勢は旺盛で衰えを

感じさせません。

　秋になると実をたくさんつけて、独特の臭い

をさせています。　

　写真は８月に撮影したもので、まだ葉っぱが

青いのですが、もう少しすると全体が鮮やかな

黄色になり、巨木が増々存在感を増します。　

　昔は境内の木々がうっそうと繁り、鎮守の森

にふさわしい様相を呈していましたが、立ち枯

れが目立つようになってから大分切ってしまい

ました。

　夜店の光が楽しかった幼い頃を走馬灯のよう

に浮かび上がらせ、秋の虫の音と共に郷愁を誘

います。

2014.9_198号.indd   6 2014/10/01   15:42:23



平成26年10月� 第198号県　電　だ　よ　り

7

フトクリームが食べられます。やっぱり水がお

いしいからでしょうか、さっぱりしていておい

しいです。ブルーベリーソフトがおすすめです。�

　そして次です。ここには「諸橋徹次記念館」

というアカデミックな場所もあります。「大漢

和辞典」を編纂した諸橋徹次博士の記念館です。

庭が美しくて、なにやらすがすがしい気持ちに

なれます。これから紅葉の季節になると、また

違った美しさを堪能できるのでは…。この日は

空も抜けるように青く抜群の景色でした。

　さて、次は８月23日に開催されていた「下田

ふるさと祭り」の会場へ行ってみました。下田

大橋のたもとが会場になっていて、とてもにぎ

やかです。雨生の大蛇が練り歩くという行事も

あります。残念ながらそこまでは見られません

でしたが、模擬店がたくさん出ていたり、ス

テージではにぎやかにバンドのライブをやって

いたりして、楽しめる時間でした。模擬店も他

のお祭りとはちょっと違った感じです。ポテト

フライはサツマイモでしたし、只見町から味付

マトンケバブのお店が来ていました。その他に

も子供が喜ぶスーパーボールすくいや、冷たい

かき氷など定番もばっちりありました。

　おいしかったのはもち豚ベーコン。厚切りの

ベーコンが串に刺してあって、店のおじさんが

軽くあぶってくれるのですが、外で食べると二

倍おいしいです。もう絶妙の塩加減で、癖にな

ります。

　そして、いろいろ食べて楽しんだ後は花火大

会でおしまいになります。下田大橋にかかるナ

イアガラがとてもきれいでした。

　三条市の下田地区は、やっぱり魅力的なとこ

ろです。

　なんだか食べてばっかりのようですが、奥に

行けば「いい湯らてい」でちょっと温泉もいい

ですし、冬になれば白鳥も来ます。秋も冬も堪

能できるかと思いますので、皆様ぜひ行ってみ

てください。

下田ふるさと祭り

しただ観光マップ
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　７月19日東北七県電気工事組合連合会青年部

(以下、七県青年部)主催、岩手県電気工事業工

業組合青年部主管による第1回東北七県電気工

事組合連合会青年部会員大会が岩手県盛岡市の

ホテルメトロポリタンニューウイングにおい

て、七県青年部会員175名を含む約220名参加の

もと盛大に開催されました。当県青年部からは

19名事務局１名の計20名が参加しました。

　まず初めに意見交換会が開催され、参加した

約160名の青年部会員は「会社の後継者・後輩を

育てていくためにどうすればよいですか」「あな

たはリーダーとして完璧ですか」をテーマに、

グループ形式で活発な意見を交わしました。

　次に記念式典では、菅野七県青年部会長によ

る主催者挨拶、来賓からの祝辞ののち、品田七

県青年部副会長（県青年部会長）による東北七

県の紹介と青年部の今後についてのプレゼン

テーションが行われました。

　式典後の懇親会では和やかに会員交流が行わ

れる中、「ミスさんさ踊り」による華やかな

「さんさ踊り」が披露され、また、アトラク

ションでは各県から２名ずつ出場しての「わん

県 青 年 部

第１回東北七県電気工事組合連合会青年部会員大会に参加！
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こそば大会」が開催され、会場を更に盛り上げ

ていました。

　今後は２年ごとにこの会員大会開催が予定さ

れており、次回第2回会員大会は宮城県で開催

予定となっています。
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　魚沼支部青年部は７月10日に開催された経営

層研修会に参加協力しました。講師の先生は

（一社）新潟県労働衛生医学協会　教育研修部　常

務理事　大西　金吾�様で、テーマは「輝いて生き

る～自分らしい生き方とは」でした。ユーモア

あふれる講演会で爆笑の渦に包みこまれ、あっ

という間の90分でした。

　今回青年部は、会場の設営からお茶の買い出

し、受付から後片付けまでお手伝いし、阿部会

長が講師紹介を務めました。

　続きまして、７月23日に魚沼支部駐車場にて

組合員の親睦を深めるべくバーベキューが催され、

今回も会場の設営、飲物や食材の買い出し、受付

から後片付けまでお手伝いしました。

　焼いては飲み、焼いては食べ、飲んでは食べ、

食べては飲みと大変忙しかったのですが、楽しい

時間でした。電車の時間の関係で早めに切り上げ

て、焼肉臭いまま２次会に行ったとか行かないと

か…これからも、親会事業に協力していきますの

でよろしくお願いします。

　以上で魚沼支部青年部の活動報告とさせて頂

きます。ありがとうございました。�

魚沼支部青年部

　親会事業の協力

青年部納涼会ジャンケン大会勝者

　十日町支部青年部では８月１日(金)、青年部

会員相互の親睦をはかる為、毎年の恒例行事で

ある納涼会をやまだ屋屋上ビアガーデンにて行

いました。　今回佐藤会長は急用の為欠席にな

りましたが、東北電力㈱十日町営業所より三名、

問屋さんからも一名出席いただき、会員、OB会

員合わせて計14名が参加して行われました。

　副会長の簡単な挨拶と、６月に五泉で行われ

た青年部支部間交流親善スポーツ大会の結果報

告の後、東北電力㈱春日課長の乾杯の御発声で

納涼会が始まりました。　

　今年は冷夏という当初の予想が外れて毎日暑

い日が続き、また金曜日ということもあって他

のテーブルも満席でした。最初は他の団体に圧

倒され気味だったものの、時間と酒が進むにつ

れて、今後の青年部の活動についていろんな意

見や要望が出たり、また他の建設業では女性の

現場作業員がけっこういるけれども、電工はあ

まり見ないので十日町支部から女性の電工が出

れば、組合だけでなく電気業界全体が活性化

するのではないかという意見で盛り上がったり、

豪華景品？がもらえるジャンケン大会をしたり

と、和気あいあいとした中にも真面目な意見交

換ができた納涼会でした。　

　これからも青年部会員みなで力を合わせて、

「基本は楽しく」活動していきたいと思います。

十日町支部青年部

青年部納涼会の開催
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　佐渡支部青年部は佐渡高等職業訓練校からの

依頼を受けて、第２種電気工事士の資格取得を

希望する受験生に対して実技講義の指導を行い

ました。

　皆様もご存知の通り今では第２種電気工事士

の試験は年に２回となり、受講者は電気工事に

携わる人はもちろん多種多様、異業種からの参

加も多数おられました。

　期間は６月９日から７月16日までの約１か月

以上、延べ17日間の実技講習にて、岡部電気の

岡部さんが中心となり、日中の作業を終えた夕

方６時から９時までの講習でした。

　訓練校としても今年から初めての電気工事士

の講習で、我々青年部を指名して下さり大変感

謝申し上げると同時に、責任の重大さを感じな

がら講義を進めて参りました。

　受講された方の中に、なんと私の高校の時の

担任N先生が生徒（！）として一生懸命に取り

組んでおられました。

　「まさか先生が」と目を疑いたくなりました

が、間違いなく私が迷惑ばかりかけていた先生

です。

　だいぶご高齢になられた先生ですが、まだ勉

強する？一生徒として受験する？電気工事始め

る？とお聞きしたい事が沢山ございましたが、

やっぱり人間一生勉強なんだと痛切に感じてし

まいました。

　先生を始め受験された皆様の合格を祈念して

おります。

佐渡支部青年部

第２種電気工事士資格取得実技講義の実施
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組 合 員 の 変 更
平成26年７月～平成26年８月組合提出分

支　部 事　�業　�所 変更箇所 変　�更　�前 変　�更　�後

新　潟 ㈱斎藤電設 住 所 〒950-0892 〒950-0801

新潟市東区寺山1-17-32 新潟市東区津島屋7-24-1

㈱東光クリエート　

　新潟営業所

住 所 〒950-0964 〒950-0992

新潟市中央区網川原1-17-7 新潟市中央区上所上3-1-25

㈱トーホー 住 所 〒950-1123 〒950-1123

新潟市西区黒鳥1437-1 新潟市西区黒鳥1450

村　上 タキ電気 住 所 〒958-0264 〒958-0214

村上市鵜渡路1824 村上市板屋越1003

㈲本田電機工業所 代表者 本田　恵次 本田　直也

新　津 ㈱ｆｏｒｕｍ 商 号 エレクトロニックｆｏｒｕｍ ㈱ｆｏｒｕｍ

住 所 〒956-0011 〒956-0011

新潟市秋葉区車場5-1-36 新潟市秋葉区車場1-24-21

ＦＡＸ 0250-22-4927 0250-22-4928

㈱八重電業社 代表者 久保　修一 五十嵐　晃

㈱八重電業社　五泉営業所 代表者 五十嵐　晃 野崎　剛

燕 ㈱三興電気 代表者 岡﨑　宣爾 岡﨑　朋子

㈱高井電気 商 号 高井電気 ㈱高井電気

長　岡 越後交通工業㈱ 代表者 穴沢　文夫 志田　潔

関矢電気 代表者 関矢　孝雄 関矢　幸子

上　越 ㈲飯田電気商会 住 所 〒943-0896 〒943-0228

上越市大字飯718-1 上越市三和区神明町1290-21

電 話 025-524-0282 025-530-7400

ＦＡＸ 025-524-0282 025-530-7400

㈱上越コープサービス 代表者 服部　武 青木　克明

水島電機産業㈱ 住 所 〒949-0303 〒949-0303

糸魚川市大字田海5699 糸魚川市大字田海1179-1

魚　沼 井川電気 ＦＡＸ 025-799-3204 025-793-7045

※　県本部宛変更届提出分について掲載しております。

組 合 員 の 異 動
平成26年７月～平成26年８月理事会承認分

日　付 支　部

Ｈ26.��5.��7 脱 退 燕 小林電機商会

Ｈ26.��6.�30 脱 退 燕 岡村電気

2266

26 9

次のような場合に保険金をお支払いします。

2014.9_198号.indd   12 2014/10/01   15:42:28



平成26年10月� 第198号県　電　だ　よ　り

13

2266

26 9

次のような場合に保険金をお支払いします。
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●危険物取扱者試験（３月分）

試 験 日 平成27年３月７日（土）

受付期間　電子申請 平成27年１月10日（土）～１月25日（日）

　　　　　書面申請 平成27年１月13日（火）～１月28日（水）

試験種類 甲種・乙種第１～６類・丙種

受 験 地 新潟市・長岡市・上越市

●消防設備士試験（３月分）

試 験 日 平成27年３月14日（土）

受付期間　電子申請 平成27年１月23日（金）～２月７日（土）

　　　　　書面申請 平成27年１月26日（月）～２月10日（火）

試験種類 甲種第１～５類・乙種第１～７類

受 験 地 新潟市・長岡市・上越市

（一財）消防試験研究センター　新潟県支部

　※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。�

〒950-0965　新潟市中央区新光町10－３　技術士センタービルⅡ　７階703号

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