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年頭のごあいさつ
一般財団法人東北電気保安協会

理事長

森下

和夫

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
皆さまには、良き年をお迎えのことと心からお慶
び申し上げます。
平素から、私ども協会に対し格別のご愛顧とご理
解を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、わが国経済は、当面、弱さが残るものの、

弊協会では、使用電力の削減に欠かせないデマン
ド監視支援サービスを引き続きお勧めさせていただ
きます。その中には、空調機の運転を止めることな
く消費電力を削減することができる「空調機自動負
荷制御システム」の提案も加えております。また、
省エネルギーを支援するため、専門的知識を有する

雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効

エコパートナーを配置し、省エネのご提案をさせて

果もあって、緩やかに回復していくことが期待され

いただいておりますので、お問い合わせをお待ちし

ています。

ております。

一方、東北経済は、東日本大震災からの復興が加
速しつつあり、公共投資や住宅建設などの需要によ
り回復が緩やかに続いています。

新エネルギーの分野では、再生可能エネルギー特
別措置法が施行されたことにより、太陽光発電設備
の保守管理も拡大してきております。

弊協会は、現在、一般のご家庭を中心とした定期

弊協会は、これらに対応し、今年７月に技術研修

調査業務のお客さま数は年間約141万件、ビル、工

用の太陽光発電設備を開設し、職員の技術レベルの

場などの電気保安管理業務のお客さま数は約5万3

向上を行い、安全確保はもちろん発電性能を長期に

千軒になっておりますが、これもひとえに、皆さま

わたり維持するための効果的な保守サービスの充実

の温かいご理解とご支援の賜物と心から感謝申し上

に努めることとしております。

げます。
弊協会は、電気を安全にお使いいただくためにお
本年も、引き続き、自家用電気設備の確実な点検

客さまの事業場に伺って開催しております、電気安

を行うとともに、24時間の機器監視及び迅速な事故

全セミナーや電気保安を通じて地域のお役に立てる

応動により効率的で、かつ、確実な「電気保安サー

さまざまな活動につきましても、一層充実させて参

ビス」を提供して参ります。なお、改修が必要な設

りたいと存じますので、
ご活用いただければ幸いです。

備については具体的な改修方法を提案させていただ
きます。

最後になりますが、私どもは、お客さまのご期待

また、お客さまの声を今まで以上に大切にし、お

に最大限にお応えできますよう、役職員一同、更に

客さまからの信頼をより強く持っていいただけるよ

精進する所存ですので、本年も引き続きご愛顧のほ

う精進してまいります。

どよろしくお願い申し上げます。
年頭にあたり、皆さまのご繁栄とご健勝を心から

さて、電力需給について、国では、直近の経済成

お祈り申し上げ、
新年のご挨拶とさせていただきます。

長の伸び、企業や家庭における節電の定着などによ
り、必要な予備電力は確保できるものの、電源のト
ラブルによっては安定供給が危惧されることから、
引き続き節電の要請をしております。
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十六橋水門

今季号のお客さま

福島県郡山市

あ さ

か

そ

す い

安積疏水土地改良区 さま
近代化を急ぐ明治の日本が、国家的事業として遂行した安積疏水。
日本海に流れていた猪苗代湖の水を、山を越えた東側の安積原野に導
く、という難工事を当時の政治家、開拓者、地元の有志などが中心と
なり、とてつもない労力をかけてやり遂げたのでした。
その安積疏水の歴史を見守り、水に潤う大地を育んできたのが安積
疏水土地改良区。

安積疏水土地改良区さま事務所

本日は、安積疏水土地改良区 本田陸夫理事長をお訪ねし、弊協会常
務理事 石岡修がお話をうかがいました。

安積疏水土地改良区
理事長

本田 陸夫さま

東北電気保安協会
常務理事

石岡

修

近代日本の疏水のパイオニア

猪苗代湖は会津藩、安積は二本松藩で、二本

石岡：安積疏水は、琵琶湖疏水、那須疏水と並んで

は考えられなかったけれども、明治では合併

松に会津から水を持ってくるなどということ

日本の三大疏水と言われますが、他の疏水に

して１つの県になり、障壁は一応なくなった。

先駆けて造られていますので日本の疏水のま

とはいえ、猪苗代の水を東の安積に持ってこ

さにパイオニアと言えるのではないでしょう
か。明治初期、日本の国力の基礎となる社会
インフラが次々と整備され、殖産興業が展開
されていく大きな流れの中で、安積疏水は特
に重要な事業だったと思われます。まず、そ
の概要から教えてください。
本田：安積疏水とは、水利がよくなくて不毛の大地
だった安積原野を開拓し、猪苗代湖からの水
を引いて水路を設け、実りを生む大地に変え
るという、近代日本における国直轄の農業水
利事業の第１号だったわけです。江戸期には、
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十六橋水門と安積疏水事務所（明治15年撮影）

水を通し、大地を潤した歴史が今に。
安積疏水は、明治時代の国家プロジェクト。
ようという考え方と行動力は、明治でも驚異
的なことだったと思います。

延べ85万人の労力で難工事を完遂

そもそも猪苗代湖の水は、すべて日本海側

石岡：東側に水を流すために、奥羽山脈にトンネル

に流れていたわけです。それは湖の東側に分

を貫通させたんですね。そんな桁外れの大工

水嶺である奥羽山脈があるからです。東に流

事で、たいへんな困難があったかと思います

れるわけがないわけです。それをやってのけ

が、わずか３年で完成させたそうですね。

たのが、安積疏水なんです。

本田：そうです。着工前年に総監督オランダ人技師

郡山市歌に「天の時あり 地の利あり 人の

ファン・ドールンによって現地調査が行われ、

和ありて 事の成る」という歌詞があります

明治12年から始まって、水路の延長127km 、

が、ちょうど内務卿 大久保利通や開拓事業

受益面積約3,000ヘクタールになるという工

者 中條政恒の存在があったという好機があ

事を、延べ85万人の労力をかけてわずか３年

り、地元では阿部茂兵衛が人を集めたり郡山

で完成させました。工事については、蒸気機

財界の人たちが資金集めに尽力した、まさし

関からダイナマイトまで使っていて、当時の

くそれらの結集によって事が成就したのだと

明治政府の最新技術をすべて導入していまし

思います。

た。外国の技術を導入して、日本の国内のイ

なかじょうまさつね

ンフラを早急に整備しようという国家的大事
業だったのだと思います。
伊藤博文、大久保利通など明治政府のリー
ダーが外国を見てきて、日本が生き残るには
国力を上げるしかないんだと考えていた。そ
の熱意があったからこそ、技術も労働力も惜
しみなく注ぎ込んだのだと思います。
安積疏水幹線

新安積幹線

■：受益地

現在の安積疎水管内図

ファン・ドールン像
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石岡：労働力の面では、
どういう状況だったのでしょ
うか。

この開墾があったからこそ、後の広大な安
積開墾に結びついたということです。そして

本田：疏水の基本は、水路を開発して水利のいい大
地をつくるということですが、安積疏水は、
不毛の大地だった安積原野の開墾という課題

安積疏水によって、原野が徐々に一大穀倉地
帯に生まれ変わっていきました。
石岡：猪苗代湖の水は全部日本海側に流れていたも

がありました。疏水事業の着工に先立って、

のを何分の１かをこちらに流すようになった

明治６年に二本松藩士が入植し、開墾が始め

ということだと思いますが、どれくらいの割

られていました。当時、多くの士族の生活が

合になりますか？

困窮を極め、士族救済は国策として極めて重

本田：12％です。猪苗代湖の面積が約100㎢ですの

要な課題であったかと思います。安積開拓に

で１cm で100万トンになります。１cm 、100

は、久留米や高知など全国９藩から2,000人

万トンあれば１万ヘクタールの田んぼに水を

の士族が入植しますが、工事は、山田寅吉が

１cm 分張れるということになります。

フランスの規則を参考とした“請負及び入札
の規則”や労務管理により、全国から集まっ
た多くの労働者の綱紀粛正が図られ、これだ
けの工事にかかわらず２名の殉職者しか出さ
なかったそうです。

安積疏水の歴史を伝えていく
石岡：今までお話しいただいた、こうした明治日本
の地域開発という大きなテーマの中で、とて
つもなく大きな役割を果たした安積疏水。そ
してその安積疏水を守り、管理運用している
のが土地改良区さまの事業ということになる
と思いますが、
「疏水の礎は水」という事業
の理念について、水に対する感謝の気持ちが
伝わってくるような印象をもちました。どん
な思いが込められているのでしょうか。
本田：古来利水に恵まれず蒼茫とした安積原野に猪
苗代湖の水を導水し、実り豊かな大地に変貌

新安積幹線トンネルの内部

させてくれたのは大久保利通です。その恩返
しの思いも込めて、郡山市安積町牛庭地区の

石岡：先ほど、事業の成就には開拓事業者 中條政

人々は、大久保神社を建立し大久保利通を

恒の存在が大きかったとの指摘がありまし

祀っています。また、郡山市熱海町にある安

た。中條政恒とは、どのような人物だったの

積疏水神社では、伊藤博文と大久保利通を合

でしょうか。
本田：安積開拓、安積疏水の構想を、郡山に訪れた
大久保利通に訴えたのが、福島県の役人中條
政恒です。彼は安積開拓の父とも呼ばれる元
米沢藩士で、藩に蝦夷開拓を建言したことも
ある、開拓事業に情熱をもって取り組んでい
た人です。ロシアなどに侵略されないように、
北海道を開拓して日本の国を守らなければな
らないと考えていたようです。安積疏水事業
に先立って行われた県による開墾事業もこの
中條政恒の進言によるものでした。
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じょう こ

上戸頭首工（水を引入れる施設）

祀しています。職員にもそのことはいつも話

どに関心をもち、それを誇りに思ってくれる

していますが、そういう感謝の気持ちや義理

ような人が少しでも育ってくれたらいいなと

人情の厚さは、今も残っている。歴代の理事

思っています。大変だけど地道にじっくりと、

長もそういうことを大切にしていました。

立派な子どもたちを育てるために、そして立
派なふるさとを育てていくために、安積疏水
もいっしょに協力してやっていきたいと考え
ているところです。

省エネや効率的な更新の形を探る
石岡：最後に、電気をいつもお使いいただいている
中で、私どもにご要望はございますか。老朽
化している電気設備とか省エネ対応機器への
更新などありましたらご相談いただければと
昭和37年まで使用されていた揚水ポンプ
現在は土地改良区事務所敷地内に保管されている

思います。
本田：私たちのような特殊な設備、例えばゲートな

石岡：安積疏水は地域の方々に愛されていると思い

どはどうやって省エネをしていいのか、どう

ますが、これからの時代について何かお考え

いう形で更新をすればいいのか、改修をする

のことはありますか。

のであればどうやって改修をすれば省エネに

本田：安積疏水は歴史的な価値の高いものであると

つながるのかという情報が少なく、難しいの

私たちは考えています。郡山市でも世界遺産

が実情です。その辺を保安協会さんにもご協

申請の機運は出ているものの、施設が改修を

力いただき、いろいろとアドバイスしていた

重ねていて昔の古いものもなくなり、市内に

だければと思っています。

あった歴史的建造物も改修されましたので、
なかなか難しい面もあります。

石岡：私どもでは、省エネに関してもいろいろなご
提案をさせていただければと思っています。

それから残念なことですが、ここに嫁いで

お客さまのニーズに的確に応えられるよう

きた方や引っ越してきた方々は安積疏水を知

サービスと体制を整えておりますので、電気

らない人が多いんです。管内の小学４年生の

保安に限らず、いつでも気軽にご相談いただ

子どもたちは必ず授業で安積疏水を学び、安

ければうれしく思います。

積疏水を見学に来てくれます。このことで安
積疏水だけではなくて、地域の歴史や伝統な

須賀川市泉田地内にある円筒分水工（水を公平に分ける施設）

本日はたいへん貴重なお話を聞かせていた
だきありがとうございました。

明治15年安積疏水全図
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検査員の現場報告1

東

職場コミュニケーションの力―高圧受電設備での接触不良を早期発見―
宮古事業所

千葉 健太郎

難しい電気事故を迅速に解決することができ、お
客さまに大変喜んでいただいた事例を紹介します。

〔状況〕
農事用揚水機場のお客さまから事業所に「キュー
ビクルから異音がするので、このまま揚水ポンプを
運転していいのか確認してほしい。」との連絡があ
りました。

を得ました。

その連絡を出先で受けた私は、ポンプが故障すれ

電気工事会社で調査の結果、やはり配線の接続箇

ば水の供給が止まり、水田の稲に大きな影響を及ぼ

所が接触不良となっており、すぐに改修してもらい

してしまうと判断し、予定の仕事を変更して現場に

無事に対応を終えることができました。

２名で急行しました。
揚水機場に到着したところ、心配そうな顔をした
連絡責任者の方とポンプ運転担当者の方が待ってお
られました。

〔お客さまの声〕
お客さまからは、弊協会の組織力、技術力と迅速
な対応を高く評価をいただき、「いつもながら困っ
たときに頼りなるのは保安協会だね。時間がない中

〔調査〕
早速、キュービクルに近づくと変圧器の付近から

対応が早くて助かったよ。ありがとう。」と感謝の
言葉を頂戴しました。

「キィー！キィー！」と音が聞こえます。揚水ポン
プはすでに運転を停止し、そのほかの電気設備も運
転していない状態で異音が発生していました。

〔まとめ〕
以前聞いた電気事故の知識が役立ちました。日頃

原因を調査しようとした時、ふと過去に先輩が「接

から職場で「今日の事故対応は……。原因は……。」

触不良によりラジオにノイズが入ることがある。」

などと話し合い、情報を共有できるのが弊協会の良

と話していたことを思い出しました。そういえば、

いところで、経験談には技術力を築く重要なヒント

揚水機場に到着したとき、ラジオにノイズが入って

があるのだと実感しました。

聴こえない状況で、お客さまの設備のどこかに接触
不良の箇所があるのでは、と考えました。

〔原因と復旧〕
早速高圧気中開閉器を点検したところ、
開閉器負荷
側の配線に不自然な曲がりがあるのを発見しました。
もしかすると配線の接続部分で接触不良になって
いるのでは、と思いこのままの状態で揚水ポンプを
運転すると、機器焼損のおそれがある事をお客さま
へ説明し、電気工事会社へ対応して頂くことの了解
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接触不良箇所

検査員の現場報告2

東

お客さま構内の電柱で強い光－そのお申し出が決め手でした－
本荘事業所

柴田 宏栄

今回は、お客さまの冷静な状況把握が早期解決に
つながった事例を紹介します。

〔状況〕
お客さま（小学校）から夕方５時頃に「停電して
います。分電盤のブレーカーは切れていないので見
てほしい。
」との電話がありました。お話を聞いた
ところ、落雷と同時に停電したとのことでした。
私はお客さまの構内にある「高圧気中開閉器（高

苦労はしたものの、約２時間後には復旧することが
できました。

圧のスイッチ）が切れているかもしれない」と思い、
職員２名でお客さまへ向かうことにしました。

〔お客さまの声〕
「雷と同時の停電だったので、はじめはこのあた

〔調査・原因〕
その小学校への到着は午後６時頃で、建物内は

り一帯の停電かと思いましたが、まさか自分のとこ
ろだけ停電しているなんて思いもしませんでした。

真っ暗な状態となっており事務員の方も不安な様子

真っ暗だと不安になりますが、電気が点くと本当に

でした。連絡責任者の方より鍵をお借りし受電設備

安心します。早急に応急処置をしていただいて助か

を確認したところ、思ったとおり高圧気中開閉器が

りました。」とのお話をいただき、職員室に灯りが

切れていることが確認できました。

点いたことを喜んでいただきました。

「変わったことはなかったですか？」とお聞きし
たところ、
「落雷の発生と同時に電柱のほうで強い
光があった。
」とのお話がありました。

〔まとめ〕
今回はお客さまへの問いかけと、お客さまからの

これまでの経験から、電柱の上の碍子が落雷の衝

的確な情報が早期の復旧につながったものと思いま

撃で損傷したのでは、と考え電柱に昇って碍子をひ

す。これからもお客さまの声に耳を傾け、正確・迅

とつひとつ入念にチェックしていったところ、予想

速・丁寧に対応していくことを心掛けていきます。

どおりひび割れし損傷した碍子を発見しました。
「こ
れだ！」

〔復旧〕
碍子がひび割れた原因は、落雷による大きな衝撃
に耐え切れなかったものと推測されます。
電柱上での復旧作業を進めながら、事業所に連絡
して緊急対応のために備えてあった応急資材を取り
寄せる手配をしました。強風と雨の中での作業で、
機材を揚げ降ろしするロープが風にあおられるなど

ひび割れした碍子
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検査員の現場報告3

東

故障は突然やってくる―受電設備の更新は計画的に―
白河事業所

大竹 守雄

電気設備の故障はいつも突然です。突然の故障か
ら思わぬ停電となった事例を紹介します。

〔状況〕
ひどい雷雨となっていた朝７時前、お客さまから
「付近の信号やお店の電気は点いているが当病院だ
け停電しています。」と幣協会の夜間受付電話に連
絡がありました。
受付当番者からその連絡を受けた私が現場に到着
したところ、非常用予備発電装置が運転しており、

タルの大型発電機2台で対応することにしました。
復旧工事が完了したのは停電事故発生から２日目

最低限の電源は確保できていましたが、厨房機器や

の夕方で、この間病院は休診とせざるを得ませんで

多くの医療機器が使用できない状況となっており、

した。その間は入院されている方の食事が作れず、

お客さまの宿直の方は非常にお困りの様子でした。

また、エレベーターが使用できないことから車いす

〔調査・原因〕
調査を開始したところ、高圧受電設備に何らかの

の方の移動が制限されるなど大変不便な様子でした。

〔お客さまの声〕

異常が発生し、
高圧気中負荷開閉器に付属している保

「ケーブルを含めた高圧受電設備が更新推奨時期

護装置が動作して停電に至ったものと判明しました。

にきているのは点検時に説明を受けていましたが、

これらの状況を協会事業所に連絡し、迅速に調査

まさか、こんなに突然故障するとは・・・」とびっ

するための測定機材の手配と対応要員の増員を要請

くりされておりました。また、「緊急電源を手配し

しました。しかし、その時事業所には検査員は誰も

ていただいたことから、入院患者様のご容態も変わ

残っておらず、それぞれ予定のお客さまへ向かって

りなくほっとしています。保安協会や工事会社の方

いました。

には大変お世話になりました。」と感謝のお言葉を

緊急事態であることからその内の一人に連絡し、

頂きました。

訪問予定のお客さまに何とか日程の変更を承知して
いただいた上で事故現場に駆けつけてもらいまし

〔まとめ〕

た。その効果もあり、異常の原因は、設置後25年経

今回の故障による停電で、病院は休診を余儀なく

過の高圧ケーブルが、当日の雷の影響で損傷したも

されました。工場などの場合も突然の操業停止など

のと判明しました。

で生産ができなくなる場合がありますので、計画的

〔復旧〕

に設備更新していただくようお願いいたします。

しかし、
ここからが大変でした。損傷した高圧ケー
ブルは地中に埋設しており、しかも140m 程の長さ
がありました。これは資材の調達等に数日を要す大
規模な工事であり、すぐさま電気工事店に高圧ケー
ブルの発注と緊急工事を手配しました。
また、お客さまには本日中の復旧が困難であるこ
とを説明し、その間は病院運営に必要な電源（通信
機器、ポンプ、ナースコール、冷蔵庫など）をレン
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急遽用意したレンタルの発電機

青森事業所

照明器具の LED 化による省エネ
有限会社どもんさまの省エネ取組み状況のご紹介
LED 照明は消費電力が少ないことから注目を浴び、近年は普及とともに価格も安くなってきています。今
回は照明器具の LED 化による省エネの取組み事例を紹介いたします。
「有限会社どもん」さまは、婦人服の製造及び販

減を確認できました。LED 照明に交換したことに

売を事業とされており、パートを含めた26名の方が

よる低減は２kW なのですが、そのほかに工場の動

働いておられます。平成25年１月に弊協会のデマン

いていない時間帯に、電気ポットを沸かすようにす

ド監視装置を導入し、積極的に省エネに取組んでお

るなどの取組みもあり、その２kW と併せて４kW

られます。

と多くなりました。また、消費電力量は交換前の試

今回は更に厚生労働省が進めている高年齢者雇用
安定助成金※を利用して照明器具を LED 化し、作
業環境の改善を図るとともに省エネにも取組みたい
とのお話があり、交換を実施しました。

算 で は336［kWh］ で し た が、 実 績 は339［kWh］
の低減となりました。
交換後に照度を測定した結果、工場内の平均で
27% も明るくなり、お客さまは電気料金が削減され

交換は工場内の蛍光灯46台とし、作業は工場の休

たことはもとより「交換前より明るくなりました

みとなる日曜日に行い、作業員５人で約半日の作業

ね。」と作業環境が改善された効果を実感されてい

となりました。

ました。

交換後の状況ですが、最大電力は「４kW」の低

LED化による改善の試算
蛍光灯
取替台数
消費電力
消費電力量／月
電気料金／月
消費電力量／年
電気料金／年

LED

40W型2灯×46台

新たに設置したLED照明
差
－

86W×46台≒4kW

44W×46台≒2kW

2kW

672
〔kWh〕

336〔kWh〕

336〔kWh〕

10〔千円〕

5〔千円〕

5〔千円〕

8,064〔kWh〕

4,032
〔kWh〕

4,032〔kWh〕

120〔千円〕

60〔千円〕

60〔千円〕

最近の LED は光の点が見えなくなりました

月間点灯時間168時間（8時間/日・21日/月）、年間点灯時間2,016時間、電力
量料金15円/kwhと仮定した場合の照明機器46台分の試算結果。基本料金は含ん
でおりません。

※高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して助成するものであり、
高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。
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平成25年度の自家用電気工作物（需要設備関係）に係る国の立入検査結果について
関東東北産業保安監督部 東北支部
Ⅰ

立入検査結果の概要

１．立入検査結果の概要
平成25年度は33箇所の事業場に立入検査を実施しました。
選定した事業場は、電気事故報告があった事業場が19箇所（感電６、波及10、設備３）
、電気事故等が発生
した場合に社会的影響が大きいと認められる事業場が１箇所、電気保安の実態の把握が必要と認められる事業
場が13箇所です（図１参照）
。
業態別の件数では、工場・作業場が24件、公共施設が５件、その他４件（図２参照）
。県別では青森県が３件、
岩手県が３件、宮城県が５件、秋田県が３件、山形県が５件、福島県が７件、新潟県が７件でした（図３参照）
。
立入検査の結果、13事業場において法令違反等が認められました。選任形態別に確認すると、専任７事業場、
外部委託５事業場及び未選任１事業場で法令違反が確認されました。検査項目別では、保安規程の遵守状況と
技術基準の適合状況が遵守されていない事業場が多く見受けられました。

電気保安の実態の把握が
必要と認められる事業場
13箇所
電気事故があった事業場
19箇所

全33箇所
電気事故等が発生した場合には
社会的に影響が大きいと
認められる事業場
1箇所

図1

その他
4件
公共施設
5件

全33件

事業場選定基準

青森県
3件

新潟県
7件

工場・
作業場
24件

全33件
福島県
7件
山形県
5件

図2
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業態別内訳

岩手県
3件

図3

宮城県
5件
秋田県
3件

県別内訳

２．項目別不備事項の概要
（1）主任技術者（電気管理技術者、保安業務従事者を含む以下同じ）の執務状況
電気事業法第43条では、自家用電気工作物を設置する者は、その工事、維持及び運用に関する保安の監
督をさせるため、主任技術者を選任することを定めています。また、同条第４項では、主任技術者が自家
用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならないことを定め
ています。
立入検査を実施した事業場（未選任事業場を除く。
）において、
主任技術者の執務状況を確認したところ、
改善が必要な事業場はありませんでした。
（2）保安規程の遵守状況
電気事業法第42条において、自家用電気工作物を設置する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運
用に関する保安を確保するため必要な事項について保安規程を定め、国に届け出るとともに、自家用電気
工作物を設置する者及びその従業者は、この保安規程を遵守しなければならないことを規定しています。
立入検査を実施した事業場において、保安規程の遵守状況を確認したところ、９事業場において21件の
不遵守事項が認められました（表１参照）
。
表１ 保安規程不遵守の内容
保安規程の不遵守事項
保安組織

件数
3件

規定している保安組織が実態と異なる

1

主任技術者の代務者を指定していない

1

年度実施計画が総括管理者の承認を経たものとなっていない

1

保安教育

2件

保安に従事する者に対して保安教育・訓練を適切に実施していない
巡視点検

2
5件

点検頻度が遵守されていない

1

巡視、点検及び測定が規定のとおり実施されていない

1

記録が定める様式により作成されていない

1

点検内容が規定されていない設備がある

1

接地抵抗測定結果に基づく必要な措置を講じていない

1

運転又は操作

5件

運転又は操作基準が適切に定められていない

4

運転又は操作基準と点検記録が整合していない

1

書類保管

1件

関係書類の保管期間が守られていない

1

その他

5件

緊急時に連絡すべき事項の掲示がない

2

工事に係る記録等が整備されていない

2

B 種接地抵抗値（計算値）と測定値を照合していない

1
合

計

21件
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（3）技術基準の適合状況
電気事業法第39条において、自家用電気工作物を設置する者は、その電気工作物を技術基準に適合する
よう維持しなければならないことを規定しています。
立入検査において事業場の設備を確認したところ、９事業場において13項目17件の指摘事項が認められ
ました（表２参照）
。内訳は技術基準に抵触する事項（不良事項）が10項目14件、技術基準に抵触しない
が改善が必要なため指示した事項（注意事項）が３項目３件です。
表２ 電気工作物の指摘事項
指

摘

事

項

技術基準

解釈

件数

【受電設備】

6件

接地抵抗の値が過大

11

17

2

接地線の防護管が破損している

11

17

1

高圧受配電設備に立入禁止の表示がない

23

38

1

キュービクルが腐朽している

－

－

1

高圧設備が設置後、長期更新されていない

－

－

1

【負荷設備】

11件

電線の接続方法が不適切

7

12

1

架空弱電流電線が低圧架空電線の上に設置されている

28

81

1

移動電線に VFF ケーブルを使用

56

171

2

ケーブル工事が不適切（支点間の距離）

56

164

1

56、59

145

1

低圧屋内配線にビニルコードを使用

57

146、164

2

電路の絶縁抵抗値が基準を満たしていない

58

13、14

2

－

－

1

引込み線が金属板と電気的に接続しないように施設されていない

不要配線が撤去されていない
・電気工作物の不良事項： 10項目
・電気工作物の注意事項：

3項目

技術基準及び解釈の数字はそれぞれの条項です。

14件
3件

（4）電気事業法遵守状況
関係法令の遵守状況に関して、前記の保安規程遵守状況及び技術基準の適合状況以外で、電気事業法の
不遵守が確認された事業場は、１事業場において１件確認されました（表３参照）
。全体としては概ね遵
守されていると判断されます。
表３ 電気事業法遵守状況
電気事業法不遵守事項
主任技術者の選任が行われていない【法第43条】
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1件
1

Ⅱ

総 括（まとめ）

電気事業法において、自家用電気工作物を設置する者に求められている保安は、
「自主保安体制」の確立です。
この自主保安体制は、技術進歩や事業者の自主保安への認識の高まりなどの環境変化を背景に、これまでに幾
度かの電気事業法改正を行い国の直接関与を必要最小限とし、自主保安を基本とした保安規制へと移行がされ
てきたところです。
平成25年度の自家用電気工作物の立入検査を実施した結果、保安規程遵守状況については21件、技術基準に
ついては17件、電気事業法不遵守１件の指摘を行い、立入検査を実施した33事業場のうち13事業場において、
何らかの法令違反等が確認されました。実施したうちの４割の事業場において指摘事項が確認されるなど、電
気工作物の保安に関する制度や責任・義務といった基本的な事項についての認識・理解が不十分である事業場
が多く見られました。
中には、経営コストの削減により、計画的な設備更新がなされていない事業場も確認されましたが、このよ
うな状況を放置すれば将来的に電気事故につながる可能性はますます高まるのではないかと考えられます。一
旦事故を発生させれば、生産活動等の停止に伴う金銭的損失のみならず、感電死亡事故や波及事故においては
周辺の需要家を停電させてしまうなど、社会的に大きな影響を引き起こすことになります。自家用電気工作物
の設置者は、電気主任技術者を中心に、自主保安体制が適切であることを確認し、必要に応じて計画的な設備
更新を実施するなど、電気保安のより一層の充実に向けた取組みを行う必要があります。
「電気の保安」は関係する皆様方の一つ一つの実績の積み重ねで成り立っております。改めて電気の大切さ、
電気事故の怖さを認識していただき、電気事業法及び電気保安行政へのご理解ご協力を賜りますようよろしく
お願い申し上げます。
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冬季の省エネルギーについて
東北地方は、冷暖房利用などにより、電力使用のピークとなる時期は夏季と冬季の二つになる特徴があり
ます。夏季のピークは14時頃ですが、冬季のピークは、朝・夕を中心に長時間となる傾向があります。
政府は、10月31日、「2014年度冬季の電力需給対策について」を決定し、政府自ら率先し、省エネルギー・
節電に取組むとともに、事業者及び家庭等において、無理のない範囲で省エネルギー・節電に取組むよう呼
びかけを行っています。
そこで今回は、身近にできる省エネルギー・節電対策の一例をご紹介します。
ちなみに冬季におけるオフィスビルと卸・小売り店（百貨店、ドラッグストアなど）の消費電力の内訳は
図１のとおりです。

その他
10%

エレベーター 7%
冷蔵庫 1%
コピー機 6%
プリンタ 4%
FAX 1%

空調
28%

その他
16%

OA機器 5%

空調
31%

冷蔵庫 4%
ショーケース 8%

パソコン
10%

照明
33%

照明
36%

オフィスビルのピーク時の消費電力
（例）
（暖房は、主としてエアコンなどの電気を使用する場合）

図1

卸・小売り店のピーク時の消費電力
（例）

消費電力の内訳
（資源エネルギー庁推計）

冬季の省エネルギー・節電対策例
省エネルギー・節電の取組みは、地球温暖化の防止や省マネーに繋がり、地球やお財布に優しくなります。
対象機器

対策例

エアコン

1
2
3
4
5

室温20℃を目安にする。
器具のフィルターを定期的に清掃する。
窓からの冷気の流入を防止する。
天井付近の暖気を扇風機、サーキュレーターで循環させる。
暖房区域を区切るなど、暖房面積を小さくする。

照明

1
2

不要な照明は、できる限り消灯する。
昼休み、人がいない部屋は、消灯する。

パソコン

1
2

使用しない時は主電源を切り、待機電力を削減する。
画面の輝度を下げる。

冷凍・冷蔵ショーケース

1 ショーケースの吸込み口と吸出し口には商品を置かないようにする。
2 設定温度の見直しを行う。

電気の見える化（デマンド監視装置）で省エネルギー・節電
省エネを実践するためには、電力使用量の把握が必要です。現在と過去の使用量を比較することで、何を
すればよいのか、結果としてどれだけ節電できたのかなどが分かります。
高圧受電されているお客さまは、デマンド監視装置を取付けることで電力使用量を数値化、グラフ化でき、
電気の見える化となります。
弊協会では、デマンド監視業務として、デマンド監視装置をレンタルにて、お手頃な価格で提供しています。
併せて、お客さまと一緒に省エネルギー・節電方法を考え、アドバイスを行っていますので、最寄りの事業
所又は担当検査員にお問い合わせください。
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自然災害に備えた電気設備の安全対策
これからの季節は、電気設備にとって強風や風雪による被害が多く発生します。特に日本海側は雷のシー
ズンを迎え雷害による停電事故も多く発生することが考えられます。
電力会社の配電線を停止させてしまう波及事故や自社内の停電事故を防ぐために事前の予防対策が重要です。
1 強風対策
強風により電柱が倒壊したり電線に樹木や看板など
が接触したりすると短絡や地絡の事故になるおそれが
あります。あらかじめ構内の電柱の支線の確認、樹木
の伐採、看板の補強などをしておきましょう。

2 吹き込み対策
暴風雪により電気室内、キュービクル内及び分電盤
内などに雪が入ると停電事故や故障のもととなりま
す。小動物の侵入防止と併せて、隙間や損傷箇所は早
めに修繕しておきましょう。

3 雷害対策
雷による高圧機器類の損傷を防止・軽減するためには、
受電点に避雷器（ＬＡ）やＬＡ内蔵型の高圧気中開閉器
の取付けが有効とされています。
また、避雷器の機能を維持するためには接地抵抗値を
規定値の10オーム以下に保つことも重要です。
【避雷器
の交換推奨期限15年】
（参考：弊協会の保安管理業務の
お客さまにおいて、平成26年４月～11月までの期間で雷
を原因とする波及事故が11件発生しています。
）

【お願い】
上記の予防対策及び設備の改修については適切な対策と事故防止のため、最寄りの事業所又は担当検査員にお問い合わせください。
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電気設備の工事をする場合は
すぐにご連絡をお願いします
₁
₂
₃

電気室やキュービクルのカギを使用するときは、
主任技術者（保安協会等）へ連絡しましょう。
電気設備の工事を計画したときは、主任技術者（保安協会等）へ連絡しましよう。
設置者は従業員の方々に弊協会で行う電気安全セミナー（P18参照）などを活用し、電気は
危険であることを周知しましょう。

●なお、電気室及びキュービクル以外の低圧分電盤のブレーカー交換や配線等の変更に係る工事
を計画したときにもご連絡をお願いします。
今年発生した作業者の過失による短絡事故及び感電死亡事故の事例について紹介します。なお、
残念ながら両事例とも弊協会に事前連絡をしていただけませんでした。

◎設備業者作業員のキュービクルでの短絡事故（Ｈ26.1発生）
洗車機の不具合を調査に来ていた設備
業者作業員が、洗車機に電源が来ていな
いと思い電圧を確認するため、お客さま
の立会者にキュービクルの扉を開けてい

テスターの棒を持ち測定

ただいた。
その後、キュービクル内の高圧負荷開

テスター

閉器（6,600Ｖ）のところでテスターを
使用し電圧測定をしたところ、異音とと
もに短絡事故が発生し停電した。幸いに
して作業員にけがは無かった。
（テスター

短絡発生時の状況

は低圧回路用の測定器で高電圧回路には
使用できません。）

◎電気工事業者作業員の感電死亡事故（Ｈ26.7発生）
電気工事業者作業員が低圧ブレーカー
の交換工事を実施した際、低圧ブレー
カーの電源側は活線状態にあるため工場
操業後の停電による作業を計画していた。
しかし、作業計画を単独で変更し、ま
た適切な安全対策を講じず、停電しない
まま電源側の電線を金属製の電線カッ
ターで切断したことにより感電死亡した。

充電中の電線を電線カッターで
切断したことにより感電
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事故発生時の状況

冬季の電気安全について
電気暖房器具は、火を使っていませんが取扱い方によっては火災等の危険が潜んでいます。
その一例として、今回は「蓄熱式暖房器」の使用時の注意事項について紹介します。

蓄熱式暖房器は、「熱を蓄える蓄熱体（レンガ）」、「電気ヒーター」等から組立てられた構造で、深夜にレ
ンガを温めて熱を蓄え、日中にレンガから放出される熱を利用する暖房器具です。

上に物を載せないで！
蓄熱式暖房器の表面温度は60～70℃位になります。上
に物を載せたまま放置すると、発火し火災になるおそれ
があります。
オフシーズンも含めて、絶対に上に物を載せないよう
にしましょう。洗濯物やカーテンなども同様です。

本体と壁の隙間に物を入れないで！
設置時には本体と壁の間に、安全な間隔が確保されて
います。
隙間に物を入れることは安全な間隔が確保されなくな
り危険です。絶対にやめましょう。

前面部分に物を置かないで！
前面部分に引火性の物を近づけると燃える可能性があ
ります。
また、誤って身体を触れ続けるとヤケドする可能性が
あります。
火を使う暖房器具と同様に注意して扱いましょう。

「電気ストーブ」や「オイルヒーター」などの他の電気暖房機器も同様です。
電気器具を使用する際は、使用上の注意事項を守り安全にお使いください。
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仙台東事業所

理研食品株式会社本社工場さま
今回ご紹介する理研食品本社工場さまは、宮城
県の多賀城市にあり、有名な「ふえるわかめちゃ
ん」を中心としたわかめ関連製品の製造および開
発を行っております。
2011年に発生した東日本大震災では大津波によ
り工場が被災し、生産機能が全て失われましたが、
現在は従業員全員のご努力により生産ラインは復
旧しております。
今回の電気安全セミナーは、工場内の安全衛生
委員会で決定した安全衛生活動の一環として12名

理研食品株式会社本社工場さま

の社員の方を対象に実施させていただきました。

セミナーの内容
今回のセミナーは、電気の基礎的な知識と工場
内及び一般家庭において電気を安全に使用できる
ように次の内容で実施しました。
●電気の基礎的な用語について
●電気の正しい使用方法について（トラッキング
現象、たこ足配線の危険性）
●電気の異常個所発見のポイントについて
●素人工事の危険性について
●漏電遮断器、接地（アース）の必要性について
● DVD 放映による電気の安全な使用方法につい

セミナー開催風景

て（検証！電気の安全）

セミナー後の受講者の感想
●初心者にも分かりやすい内容で良かった。
●工場内だけではなく、家庭での電気取扱いについても説明があり、理解を深められた。
●ドラムコードに定格電流があるのを知らなかったので、使用するにあたっての留意点が理解できて良
かった。
●電気災害の危険を再認識し、現場に危険な工事等がされていないか等点検する必要があると感じた。
などの感想や、東日本大震災の経験から、緊急避難時の対応についてのご質問がありました。また、
今後も継続してセミナーを開催したいとのお話をいただきました。
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「忠犬ハチ公」の生誕地・大館市のシンボル
「秋田犬会館」電気設備の安全診断
大館事業所

大館事業所は「平成26年度お客さま感謝月間」

る犬種のひとつです。

期間中における社会貢献地域活動の一環とし

当保存会の佐々木隆本部事務局長は「電気料

て、大館市の中心部にある「秋田犬会館」の電

金の値上げや消費税率の引上げもあり、今年か

気設備安全診断を実施しました。

ら秋田犬会館内の事務室及び博物室の照明をす

昭和２年５月に当時の大館町町長・泉茂家氏
によって秋田犬保存会が設立され、昭和53年５
月に創立50周年を記念して秋田犬会館が建てら
れました。

べて LED に交換し、省エネルギーに積極的に
取組んでいます。
」と話しておられました。
今回は電気設備の使用状況確認、照明装置の
清掃及び外観点検、コンセントの内部点検、接

１階は本部事務室、２階は会議室、３階は秋
田犬博物室になっており、我が国犬種団体唯一
の博物室として高く評価されています。
秋田犬は忠犬ハチ公でも知られており、主人
に従順な家庭犬として昔から人々に愛されてい

秋田犬会館さま

地抵抗測定、漏れ電流測定、接地線未取付け箇
所の取付けサービスを行いました。
点検の結果異常が無いことを報告し、佐々木
隆本部事務局長からは感謝のお言葉をいただき
ました。

照明器具点検・清掃作業
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電気の「子メーター」管理者の皆さまへ
証明用電気計器（子メーター）の有効期限が過ぎていませんか？
子メーターとは
貸しビル、アパートなどでオーナーが一括して支払った電気料金を各室の使用量に応じて配分するためのメー
ターをいいます。

有効期限は検定ラベル等に表示しております。
検定ラベル

封印キャップ

（検定に合格したもの）

平成23年4月
以 降

（検定ラベルの場合）

平成23年3月
以 前

平成17年6月以降

2014

3 6 .5

36

有効期限
平成36年5月を示す。

単独計器の有効期限を示す。

平成17年5月以前

または
適合ラベル

（自主検査に合格したもの）

平成23年4月
以 降

検定年を西暦の下2桁で表示

平成23年3月
以 前

36

変成器付計器
検定票
検定証印
島

31

または
封印キャップ

5

（適合ラベルの場合）

（ファイバー）

有効期限
平成31年5月を示す。

単独計器の有効期限を示す。

東北地区証明用電気計器対策委員会
東 北 経 済 産 業 局
日 本 電 気 計 器 検 定 所
東北計器工業株式会社
株式会社山形電気調整所
一般財団法人東北電気保安協会

http://www.tohoku.meti.go.jp/s_shigen_ene/denryoku_free.html
http://www.jemic.go.jp/kentei/shoumei_dk.html
http://www.keiko.co.jp/
http://www.yamadenchou.co.jp/
http://www.t-hoan.or.jp/

交換につきましてはお近くの事業所又は担当検査員にお問い合わせください
参考：東北地区証明用電気計器対策委員会

Q

○の中に言葉を入れてください。

古い設備は○○○に取替えることが必要です

ヒント：弊協会のホームページ「電気の安全情報」の「高圧受電設備更新の目安」をご覧ください。

郵便はがき又は FAX にて、答、郵便番号、住所、氏名、さしつかえなければお勤め先をご記入のうえ、下記宛
にお送りください。正解者のなかから、抽選で 20 名さまに図書カードを贈呈いたします。なお、当選の発表
は図書カードの発送をもって代えさせていただきます。
※ご応募いただきましたお客さまの個人情報は、当選賞品の発送やご意見・ご質問への回答にのみ使用いたします。

〒982-0007 仙台市太白区あすと長町三丁目2番36号 一般財団法人東北電気保安協会

FAX 022-748-1275
● 締切り日 平成27年3月31日消印有効

★前号Vol.259の
正解は、
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異常

広報グループ 宛

皆さまのご応募をお待ちしております。
（本誌又は協会に対するご意見、
ご感想などもお寄せください）

でした。

★前々号 Vol.258 の応募者総数は 74 名、
正解者は 74 名でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。

栃尾又温泉
駒の湯温泉
大和事業所

栃尾又温泉・駒の湯温泉は、越後三山只見国定公園内にあり、越後駒ヶ岳山麓に位置し、信濃川水
さ なし

系佐梨川に沿った峡谷の温泉です。

じっくり長湯の「栃尾又温泉」

郷愁を呼ぶランプの宿「駒の湯温泉」

栃尾又温泉は、古くから湯治場として知られ、

駒の湯温泉は、越後駒ヶ岳の麓、小倉尾根登

開湯千三百年と伝えられています。全国でも数

山口にある、ひなびた山の湯宿として親しまれ

少ないラジウム温泉で、37.2度のぬるい温泉は、

てきました。毎分２千リットルもの湯量を誇り、

はるか昔から長時間入浴する「長湯（ながゆ）」

やわらかい泉質は化粧水の代わりにも使われて

という利用法によって訪れる人たちに親しまれ

いるほど。照明にはいまだにランプを使用し、

てきました。

秘湯の雰囲気を色濃く残す温泉となっています。

栃尾又のラジウム温泉は、全国有数のラジウ

また、佐梨川沿いには、いにしえに銀を運ん

ム（ラドン）含有量で、新陳代謝を高めるリフ

だ街道がとおり、栃尾又、駒の湯を含めて６つ

レッシュ効果と同時に、鎮静、鎮痛、催眠の効

の温泉郷が連なる湯之谷は、文字どおり豊かな

果があるといわれ、母親の胎内にいるような体

自然の恵みを有する湯の谷です。奥只見湖や銀

温に近いお湯で長湯をすれば心から温まり、古

山平での釣り、尾瀬へのルートとして毎年賑

くから「子宝の湯」として親しまれています。

わっています。

豊かな自然に囲まれた栃尾又温泉・駒の湯温泉にぜひお越しください。

栃尾又温泉入口

栃尾又温泉

駒の湯温泉入口

◎「栃尾又温泉」

◎「駒の湯温泉」

■所 在 地／新潟県魚沼市栃尾又温泉

■所 在 地／新潟県魚沼市駒の湯温泉

■交通手段／魚沼市から車で約30分

■交通手段／魚沼市から車で約40分

■問合せ先／一般社団法人魚沼市観光協会 TEL 025-792-7300
URL：http://www.city.uonuma.niigata.jp/kankou/
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電気 と保安

電気安全セミナー

２０１５年

のご案内

冬季号

無 料 で 実 施 し て お ります
電気安全セミナーとは

vol.260

電気安全セミナーの内容は

「今冬の電力需給対策について」決定
節電期間 12/1 〜 3/31 の間、平日の 9:00 〜 21:00（12/29 〜 12/31、1/2 を除く）
政府において今冬の電力需給対策が決定しました。いずれの電力管内でも数値目標はありませんが、
無理のない範囲で節電をお願い致します。

㈱ソノベ

節電行動の事例をご紹介します
オフィスビル、飲食店など、８種類の業態別に電力消費
の内訳を分析し、節電アクションの事例を紹介します。
→右記のポータルサイトから

節電効果を数字で確認できます

印刷

東北電力をはじめ、いずれの電力管内でも電力の安定供給に最低限必要と
される供給予備率３％以上を確保できる見通しですので、今冬も無理のな
い節電をお願い致します。

一般財団法人東北電気保安協会

（電力需給に関する検討会合）

仙台市太白区あすと長町三丁目二番三六号

今冬も節電にご協力を !!

発行所

●協会職員がお客さまの事業所に出向いて、無料で実施いたします。
●講習は、お客さまのご希望に沿ったテーマについて、テキストや DVD、パソコン等を使用
し実施いたします。
●開催は平日のみですが、お時間はお昼休みも含めお客さまのご要望にお応えいたしますの
で、お気軽にお申し付けください。

平成二十七年一月一日

●お客さまが正しい電気の取扱いを学び、職場の電気事故を防止するための職場内講習会です。

◆政府の節電ポータルサイト
http://setsuden.go.jp/

◆経済産業省のＨＰ

照明、空調、冷凍冷蔵、厨房などの節電をチェックし、
どの程度の効果になるかを、自分で算出できます。
→右記のポータルサイトから

http://www.meti.go.jp/
setsuden/index.html

東北経済産業局

一
般
財団法人

http://www.t-hoan.or.jp/

東北電気保安協会の情報は
携帯サイトでもご覧いただけ
ます。

