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今季号の表紙

西行戻しの松公園から
望む松島

撮影者
仙台南事業所　鎌田 裕輝

　西行戻しの松公園は松島湾を望む高台にあ
り、周辺では最も眺望が良いといわれていま
す。春には桜の名所としても有名です。この
公園には、西行法師がこの地の松の下で会っ
た童子に禅問答に負け、松島行きをあきらめ
たという伝説が残っています。
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青森事業本部

夜間は1台運転とした浄化槽ブロアーポンプ

削減の試算

削減効果

消費電力 5.5kW×0.75（負荷率）＝4.13kW

消費電力量／月 1,360kWh

電気料金／月 22千円

消費電力量／年 16,300kWh

電気料金／年 261千円

※月間停止時間330時間（11時間／日・30日／月）
※�電気料金16円/kWhと仮定した場合の試算結果。基本料金は含んでお
りません。

デマンド監視装置による“電気の見える化”で更なる省エネ
～浄化槽ポンプの夜間停止により経費を節減～

株式会社ジョンさまの省エネ取組み状況のご紹介

株式会社ジョンさまは青森県八戸市に本社を置き、主にクリーニング業を営まれており、店舗数約100店を展開さ
れています。
今回は工場内で使用する機器の運用改善で経費を削減できた事例を紹介いたします。

更なる省エネを目指して

株式会社ジョンさまでは省エネを効率的に進める
ため、2012年より弊協会のデマンド監視装置をご利
用いただいています。導入後は契約電力の約30kW
の低減を達成し、電気料金は年間にすると約468千
円＊1の削減ができました。今回は更なる省エネを目
指し過去の使用電力量のデータを分析しました。そ
の結果、工場が稼働していない深夜でも約40kWの
電力が使用されていることがわかり、稼働負荷を調
査したところ、浄化槽のブロアーポンプ２台が24時
間稼働していることが判明しました。

改善の検討

浄化槽のブロアーポンプは11kWと5.5kWが各１台
の計２台が設置されていましたが、専門の浄化槽点

検業者に確認した結果、工場が稼働していない時は
11kWのポンプ１台の運転で良いとの返事をいただき
ました。早速5.5kWのポンプ１台を工場の稼働してい
ない時間帯（約11時間）は停止することにしました。

改善の効果

一か月の削減電力量は1,360kWh、削減金額は約
22千円となりました。運用を開始してからまだ１年
を経過していませんが、年間にしますと約261千円
の削減が可能となります。
特に今回は運用の改善であり、初期投資費用を必
要とすることなく経費を削減することが可能となり
ました。お客さまからは「デマンド監視装置は、使
用する電気の最大値を抑制するものと思っていまし
た。データ分析をすることで新たな省エネができる
とは。」と喜びの声をいただきました。

＊１　弊協会試算。力率修正率は含んでおりません。



2

光と水産の融合を目指して観
─ お忙しいところ、貴重なお時間を頂戴し、ありが
とうございます。早速ですが「気仙沼　海の市／
シャークミュージアム」の建設の経緯をお聞かせ
ください。

　気仙沼の基幹産業で
ある水産業が年々厳し
い状況でしたので、そ
れを挽回するために観
光と水産を融合させた
ような施設をつくろう
と、市・県・地元の企
業などが出資して平成
６年に「株式会社気仙
沼産業センター」が設
立されました。気仙沼

ならではのマグロやフカヒレなどを食べられる「海
の市」と、サメの博物館「シャークミュージアム」
がオープンしたのが平成９年です。以後、地元の特
徴を生かした施設として多くのお客さまにご来館い
ただいてきました。

─ 震災の被災状況はいかがだったのでしょうか？
　震災のときは、スタッフ、テナント従業員など、

通常の避難訓練どおりに役割分担をしてすぐに動き
ました。目の前の気仙沼市魚市場の屋上に一般のお
客さんも含め多数避難しました。気仙沼市の発表で
は1000人ぐらい避難したようです。私たちの施設は
魚市場の陰になっていたため、津波の直撃は避ける
ことができましたが、それでも２階の床上20センチ
まで浸水し、設備、機械、電気関係などはほとんど
ダメになりました。その後、建物本体を調査した結
果、躯体に大きな損傷がなかったため、補助金等も
活用しながら再建に向かって動き始めました。平成
25年８月に着工し、昨年２月に本体工事が完成。７
月に「気仙沼 海の市／シャークミュージアム」と
してグランドオープンしました。

今季号のお客さま

気仙沼 海の市／シャークミュージアム

宮城県気仙沼市　株式会社 気仙沼産業センター さま

株式会社気仙沼産業センターが管理運営する「気仙沼 
海の市／シャークミュージアム」は、設立以来、地元の
特徴を生かした施設として親しまれてきました。東日本
大震災では大きな被害を受けましたが、各関係先や行政
と連携しながら再建の道を探りました。そしてようやく
平成26年7月リニューアルオープン、復興気仙沼の魅
力を発信する施設として、新しい道を歩み始めています。
今回は株式会社気仙沼産業センターさまの清水敏也代

表取締役をお訪ねし、弊協会気仙沼事業所長小野寺耕が
お話をうかがいました。

株式会社気仙沼産業センター
代表取締役

清水 敏也さま

東北電気保安協会
気仙沼事業所長

小野寺 耕

株式会社気仙沼産業センター
係長

新沼 洋二さま

気仙沼の海と人と未来を絆で結ぶ体感型ミュージアム
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本で唯一のサメの博物館とは？日
─シャークミュージアムは日本で唯一のサメの博物
館とお聞きしていますが、どんな特徴がありますか？
　ご存じのように気仙沼はサメの水揚げが日本一
で、全国の８～９割は気仙沼で揚がっているので、
それにちなんで作られました。気仙沼に水揚げされ
るサメの多くはマグロ延

はえ

縄
なわ

漁業で獲られます。種類
はヨシキリザメがいちばん多く、次はネズミザメで、
地元ではモウカザメと言います。

　ヒレはご存じ高級食材フカヒレとして加工されま
す。身は「はんぺん」や「かまぼこ」など練り製品
の原料に、骨はコンドロイチン等が多く含まれてお
り、健康食品に利用されます。皮はサメ皮製品にな
ります。そういったサメのいろいろなことを楽しく
知ることができる日本で唯一のサメの博物館です。
展示は、従来のサメの展示に加え、「震災の記憶ゾー
ン」をはじめとする計４つのゾーンにより構成され
ています。
　「海の市」の方も、水産関係の商品を扱うお店や
食事処で、隣が気仙沼の魚市場なので、特に新鮮な
美味しいものを提供しています。
　買い物ができて、食事もできて、見学できる施設
があって、家族連れで来ても観光で来ても楽しめる、
ということが私たちの強みです。
　今年のゴールデンウィークは再建・グランドオー
プンしてから初めてとなります。旬の魚を使った料

理を振舞ったり、地元の郷土芸能の披露など楽しい
イベントを予定しています。気仙沼はほんとうに魚
がおいしいところなので、ぜひ来ていただいて、海
の幸を食べたり買ったり、地元の良さがたっぷり味
わえる観光を楽しんでください。

力輝く拠点エリアとして魅
─ 復興の進み具合についてはどのように感じていま
すか。将来的には三陸道も延びてきてすぐそばに
橋がかかる計画もありますね？

　現状はまだ、周りがかさ上げ工事の途中で、道路
もこれから整備するところです。復興という意味で
はまだまだという思いはあります。気仙沼の本格的
な復興を果たしていくためにも、より多くの方に観
光に来ていただければありがたいですね。将来的に
三陸道の開通など話題性が広がれば、ここが気仙沼
観光のひとつの拠点となって、さらに大島や岩井崎
などにも足を延ばしていただき、全体として一層魅
力的なエリアになればいいなと、期待しているとこ
ろです。

エネと電気の総合診断省
─ 電気のご使用にあたって、何か気になっているこ
とやご要望などございませんか。

　今回再建するにあたって、館内の照明をできるだ
けLEDにしました。省エネには役立っていると思
います。出店テナントも、平成９年の設立当時の設
備をそのまま使用していた方も多く、今回は全て最
新のものが導入されましたので消費電力も抑えられ
ると思います。最新機器はいろいろと性能が違うと
聞いていますが、電気関係は専門的でわからないこ
とが多いです。

　新しく設置いただいた高圧受電設備の中のトラン
スなども高効率のものになっていますので、省エネ
につながります。私たちは、点検だけでなく総合的
な省エネ相談なども承ります。ぜひご質問など何な
りとお声がけいただければと思います。本日はたい
へん興味深いお話をお聞かせいただき、ありがとう
ございました。

不思議に満ちたサメの生態、食事のしかたや泳ぎに
隠されたヒミツに迫ります

ホホジロザメの実物大模型でサメのカラダの秘密をご紹介

気仙沼の海の魅力いっぱいのおみやげ市場「海の市」

魅力ある気仙沼観光の拠点として、
地域の本格復興に弾みをつける。
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製材機械の故障復旧に全力で取組む
大船渡事業所 酒井 栄敏

検査員の現場報告1
東東

資材手配から取替復旧まで迅速に対応したこと
で、お客さまに大変喜んでいいただいた事例を紹介
します。

〔状況〕
お客さまから午前10時頃「製材機械のモーターが
大きな唸り音を出して動かなくなった。この機械が
動かないと製材出来ないため、すぐに見に来て欲し
い。」と事務所に連絡がありました。別のお客さま
に向かっていた私は急遽予定を変更し現場に駆け付
けると、仕事が出来ずに心配そうにお客さまが待ち
構えていました。

〔調査〕
早速、モーター（2.2kW）の配電函電源側の電圧
測定を行ったところ問題は無いことから、ヒューズ
を交換し配電函のスイッチを入てみると“ブーン”
という大きな音がしたためすぐにスイッチを切りま
した。
次にモーターの負荷状況を確認するため手で回し
てみましたが普通に回転、負荷はかかっていません
でした。

〔原因〕
なかなか原因までたどりつけませんでしたが、一
呼吸おいてから配電函とモーターの間に問題がある
のではないかと思い調べたところ、１相だけ接点が
摩耗しているのを発見。「ここだ！」この箇所の接
触不良が原因で欠相運転※となっていたのです。
この配電函は、設置から20年を経過しており、毎
日の使用により内部の接点が摩耗したものと思われ
ます。

〔復旧〕
お客さまは、「このままでは製品の納期に間に合
わない、困った。何とか復旧できないものか。」と
緊迫した様子でした。
今まで使っていた配電函は古い機器であるため、
それを現在流通しているモーターブレーカーに交換
する事にしました。いつも取引のある電気資材の卸
業者に問合せしたところ、ちょうどその在庫がある
とのこと。「良かったー」とすぐに取りに走りました。
新しいモーターブレーカーは今までと寸法が違う

ことから、本体の取付けや配線の取回しに苦労しま
したが、交換後に異常なくモーターが動き出した時
にはお客さまと一緒に喜びました。「やったー！」
この時すでに午後２時をまわっておりましたが、
長い時間をかけた苦労が報われた思いでした。

〔お客さまの声〕
「最初はモーターが壊れたかとヒヤリとしました。
配電函が原因とはびっくりです。」
そして「すぐに駆けつけてくれて安心しました。
モーターが壊れていたら、早期復旧は難しいだろう
し、今日の仕事をどうすればいいか心配でした。新
しい機器の手配から交換までやってくれて助かりま
した。」と喜んでいただき、私も本当にうれしくな
りました。

〔まとめ〕
古いスイッチ等については、経年劣化により接触
不良になることがあります。
今回は幸いにもお客さまから近い場所にちょうど
合う機器がありましたが、部品によっては取寄せに
時間を要す場合もあり、大きなリスクとなります。
日頃から早めの電気設備の更新をお願いいたします。

※　３相電源のうち１相以上の電源が無くなること。

内部で接触不良となっていた配電函
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ドラム式コードリールからの発火を未然防止
燕三条事業所 髙橋 勝之

検査員の現場報告2
東東

ドラム式コードリールは、便利なものですが使い
方を間違うと思わぬ事故に至ることがあります。
今回は、点検で伺ったお客さまで“ヒヤッ”とし
た事例を紹介します。

〔状況〕
少し肌寒くなってきた季節に、あるお客さま（プ
ラスチック成型工場）へ点検に伺いました。お客さ
まの構内を巡視中、電気ストーブを使用しているの
が目に留まりました。
電気ストーブは、作業台の下に置いて使用してお
り、ドラム式コードリール（30ｍ巻）のコードが巻
いたままの状態でつながれていたのです。
すぐに触手をしたところ、コードがぬるま湯くら
いの温かさに感じました。
“ちょっと変だぞ！”

〔調査〕
近くで作業中の女性従業員の方に事情を説明し、
詳しく調査しました。
電気ストーブは600W/1,200Ｗの２段階切替式の
ものでした。また、コードを巻いたままのドラム式
コードリールは温かい程度の温度でしたが、それを
引き延ばしたところ、とてもビックリしました。内
部のコードは長く触っていられないほど熱くなって
いたのです。

〔原因と復旧〕
原因は、コードをドラム式コードリールに巻いた
まま使用したことから、熱の逃げ場がなく過熱して
いたものです。
ドラム式コードリールの「安全上のご注意」には、

「巻いたまま使う場合６Ａ以下まで、全部引き出せ

ば合計で15Ａまで」とされています（製品により異
なります）。
女性従業員の方に、温かくなったドラム式コード
リールのコードを触ってもらったところ、大変驚か
れておりました。
ドラム式コードリールを全て引き延ばして再度使
用していただき、しばらくしてから触手しましたが
発熱はなく一安心でした。

〔お客さまの声〕
「ちょっとした使用方法の違いや誤った使い方で
過熱することを知りビックリしました。火災になる
前に見つけてもらってよかった。」と感謝の言葉を
頂きました。

〔まとめ〕
今回は、“ドラム式コードリールの発火”といった
事故に至らずに済みましたが、ひとつ間違えれば火
災など、取返しのつかない状況になっていたかもし
れません。
今後も、正しい電気器具等の取扱いをお客さまに
分かりやすく説明し、安心かつ安全に電気を使用し
ていただけるように努めたいと思います。

安全上のご注意（記載例）

〈「電気と保安」冬季号（Vol.260）の追加説明〉
　P8「検査員の現場報告３」について、発電機を使用する場合、国への確認が必要となる場合があります。事前に弊協会にご相談くださるようお願いします。



6

弊協会の総合技術センター（山形市）は、職員の教育・研修と電気に関する研究・開発を行っておりますが、

併せて協会事業所の技術支援も行っています。

この技術支援を行った一例として、広範囲の敷地に埋設された低圧ケーブルの地絡地点を特定することが

出来た事例を紹介します。

今回は電気主任技術者を選任されているゴルフ場

の、電気工事を行っている会社から弊協会の事業所

に相談がありました。

相談内容は「地中に埋設された低圧ケーブルの何

処かで漏電しているが見つけることができない。保

安協会で対応していただけないか」とのことでした。

事業所では広範囲なうえ埋設経路の図面に不明な

箇所があり、単独での調査は難しいと判断しました。

そこで総合技術センターに応援の要請があり、出

向いて支援することにしました。

現場で状況を確認した結果、低圧ケーブルの幹線

は長さが3,000mほどあり、その幹線から分岐された

低圧ケーブルも数か所へ分岐されていました。そし

て、接続部は地中に埋設されていたため、地上から

の確認はできませんでした。

目に見えない地中の漏電個所を探査するため、今

回は“1,000Vインパルス発生器”（弊協会開発品）、“埋

設管探査器”及び“マーレーループ法事故点測定器※”

の３種類の測定器を使用することにしました。

最初に1,000Vインパルス発生器と埋設管探査器を

使い、低圧ケーブルの埋設経路と地中分岐点の特定

を行います。

次にマーレーループ法事故点測定器を使用し、漏

電している回路とその個所の探査を行います。その

結果、漏電個所は旧管理棟の、低圧ケーブルが建物

屋側に立上る埋設部と特定することができました。

その探査結果を依頼のあった電気工事会社に報告

しました。今回は現地到着から漏電個所の特定まで

約５時間を要しました。

後日、電気工事会社で低圧ケーブルを掘り出し確

認したところ、弊協会で特定した場所で漏電してい

たことが確認され、その後の復旧工事を効率的に進

めることが出来たとのことでした。

総合技術センターではこのような事業所に出向い

ての技術支援を年３回程度行っています。

また、弊協会は第一種電気主任技術者をはじめ

数々の有資格者を擁し、最新技術及び最新機材並び

に今までの経験の積み重ねを活かし、お客さまに貢

献してまいります。

電気に関することでお困りの事がありましたら、

お近くの事業所又は弊協会ホームページにお問い合

わせください。

低圧ケーブルの地絡地点探査で技術支援

※　測定点から故障点までの距離をブリッジ回路の計算で求めて探る方法。
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探査する低圧ケーブルの敷設状況

マーレーループ法事故点測定器 埋設管探査器

1,000Vインパルス発生器
〔弊協会開発品〕

旧管理棟

トイレ

売店

接続部

低圧ケーブルの幹線
約3,000m

クラブハウス

特定された
漏電箇所

トイレへの
分岐線

売店への
分岐線
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東北電気保安協会

東北電力

電気工事会社

その他

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70 80（%）

検査員の点検内容についてお伺いします。

非常によく
点検している
32.2％

よく点検している
56.8％

立ち会っていないので
わからない
8.7％

もう少し丁寧に
点検してほしい
0.8％

どこを点検しているか
わからない
0.7％

無回答　0.8％

よく理解できた
50.3％

非常に
よく理解できた
18.6％だいたい

理解できた
27.9％

一部理解できない
1.2％

まったく理解できない
0.6％

無回答　1.4％

69.4％

28.3％

15.8％

4.4％

0.8％

１ 検査員の点検結果の内容は、ご理解いただけましたか。2

停電など電気事故が発生したとき、どこに連絡さ
れますか。（複数回答）3

必要性は感じている
61.3％

大いに
関心がある
19.2％

あまり
関心はない
10.9％

全く不要である
1.6％

無回答　2.8％ 具体的に検討している　4.2％

設備投資を伴うような省エネ対策について、関心
はありますか。4

※“非常によく”を加えた“よく点検している”は、平成23年度の83.3％
から89.0％になり5.7ポイント向上することができました。

※“非常によく”、“よく”、“だいたい”を加えた“理解できた”は、平成23年
度の95.9％から96.8％になり0.9ポイント向上することができました。

※“保安協会に連絡”は、平成23年度の53.3％から69.4％になり16.1
ポイント向上しました。停電など電気事故時は保安協会に第一報をお願
いします。

※省エネについては多くの方が関心をお持ちです。各種の情報提供などに
より支援を行います。

平成26年度「保安業務」アンケート結果の概要
1

弊協会では、ご契約いただいているお客さまの受電設備の保守点検業務（保安管理業務）を行っています。
このたび、保安業務に関するアンケートを実施しましたのでその概要をお知らせします。ご協力いただき
ましたお客さまにはお忙しい中、誠にありがとうございました。
アンケート結果を今後の業務運営に反映し、お客さまからより一層信頼いただけるよう努めてまいります
ので、今後ともよろしくお願いします。

平成26年度保安業務アンケート結果の概要
●アンケート対象　保安管理業務受託のお客さま
●アンケート発送数　3,000枚（保安管理業務をご契約いただいているお客さまの中から無作為に抽出させて

いただき発送）
●回答数　1,342枚　　●回答率　44.7％
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不良設備の改修

古くなった設備の更新

機器の点検整備

発電設備の新設など

デマンド監視装置

その他

改修・更新の予定はない

無回答

（%）0 10 20 30 40

弊協会の広報誌「電気と保安」をお読みになった
ことはありますか。6

弊協会のホームページをご覧になったことがあり
ますか。7

時々読んでいる
57.1％

よく読んでいる
20.9％

ほとんど
読んでいない
16.5％

見たことがない
59.4％

ほとんど
見たことがない
27.0％

開設していることを
知らなかった
4.8％

よく見ている　0.6％

読んだことがない
4.5％

配布されたことがない
0.4％

無回答　0.6％

無回答　1.0％
時々見ている　7.2％

最近、経営者の関心を呼んでいるBCP（事業継続
計画）には、停電も含まれますが、ご関心はあり
ますか。

8

少し関心がある
39.9％

全く
関心はない
10.9％

何のことか
わからない
31.8％

無回答　5.9％

関心がある
11.5％

14.8％

32.6％

9.4％

2.9％

4.4％

4.3％

5.1％

38.5％

電気設備の改修・更新など検討されていることが
あればお教えください。（複数回答）5

※不良設備の改修、古くなった設備の更新を検討されている方が多くあります。
改修更新について検査員にお気軽にご相談下さいますようお願いします。

※“よく”、“時々”を加えた“読んでいる”は、前回70％から78％にな
り8ポイント多く読んでいただけるようになりました。

※“よく”、“時々”を加えた“見ている”は、前回5.8％から7.8％になり
2ポイント多く見ていただけるようになりました。

※BCP（事業継続計画）につきましては、聞きなれない方もおられるかと思
います。本紙やセミナーなどにおいて理解を深められるように取組みます。

点検終了後に説明を受けるがあまり理解できない。簡単に解りやすく報告してほしい。

専門用語でなく一般的に使用している言葉で、簡潔に解りやすく、ご理解いただけるように取組ん
でまいります。

不測の事態に備えて定期的に夜間・休日の緊急時に連絡する電話番号を知らせてほしい。

緊急電話番号を記載した「緊急電話連絡系統図」は、ご契約のお客さま全てに配布しております。
古くなって見えにくくなった場合は新しいものをお届けさせていただきますので、点検に伺う検査
員にお声がけください。

電気設備の事故防止のため、普段の点検でどのような点を注意すればいいかを、分かりやすく説明
していただける機会があればよい。

弊協会では、電気安全セミナーを無料で行っております。その中で、危険のポイントなどもお話さ
せていただいておりますので、ぜひご利用いただきますようにお願いいたします。

お客さまの声から

Ｑ 1

Ｑ 2

Ｑ 3

Ａ 1

Ａ 2

Ａ 3
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労働安全衛生法第59条では「事業者は、労働者を雇い入れたときや作業内容を変更した時は、労働者が従
事する業務に関する安全又は衛生のための必要な事項について教育を行わなければならない。また、危険又は
有害な業務につかせるときは、安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。」と定めています。
弊協会では、事業者さまが実施しなければならない安全教育の支援のために、労働安全衛生法に沿った「高
圧・特別高圧電気取扱者特別教育講習会」を下記の日程で開催いたします。

●開催日程

開催日 開催場所 会　場

第 1 回 平成27年 6月 9日（火）～10日（水） 福島県福島市 ポリテクセンター福島

第 2 回 平成27年 6月10日（水）～11日（木） 青森県青森市 弊協会青森事業本部

第 3 回 平成27年 6月17日（水）～18日（木） 宮城県仙台市 弊協会宮城事業本部

第 4 回 平成27年 6月24日（水）～25日（木） 岩手県盛岡市 盛岡市アイスアリーナ

第 5 回 平成27年 6月24日（水）～25日（木） 秋田県秋田市 秋田県社会福祉会館

第 6 回 平成27年 6月29日（月）～30日（火） 山形県山形市 弊協会総合技術センター

第 7 回 平成27年 7月 8日（水）～ 9日（木） 新潟県新潟市 新潟ユニゾンプラザ

第 8 回 平成27年 7月 9日（木）～10日（金） 山形県鶴岡市 鶴岡中央工業団地管理組合

第 9 回 平成27年 8月25日（火）～26日（水） 新潟県長岡市 長岡市立劇場

第10回 平成27年10月 6日（火）～ 7日（水） 福島県いわき市 弊協会いわき事業所

第11回 平成27年10月20日（火）～21日（水） 岩手県盛岡市 盛岡地区勤労者共同福祉センター

第12回 平成27年10月21日（水）～22日（木） 秋田県秋田市 秋田県社会福祉会館

第13回 平成27年10月28日（水）～29日（木） 山形県山形市 弊協会総合技術センター

第14回 平成27年11月11日（水）～12日（木） 宮城県仙台市 弊協会宮城事業本部

第15回 平成27年12月 2日（水）～ 3日（木） 新潟県新潟市 新潟ユニゾンプラザ

第16回 平成27年12月 9日（水）～10日（木） 青森県青森市 弊協会青森事業本部

第17回 平成28年 3月29日（火）～30日（水） 山形県山形市 弊協会総合技術センター

●募集人員　各会場30名
●開催時間　9:00～17:00（２日間とも）
●受 講 料　14,040円（消費税込）テキスト代含む
●お申込み方法　弊協会ホームページからお申込みください

平成27年度「高圧・特別高圧電気取扱者特別教育講習会」のご案内
2

講習内容等の詳細は弊協会ホームページをご覧ください。
http://www.t-hoan.or.jp/
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弊協会総合技術センター

弊協会秋田事業本部

弊協会総合技術センター

実技に使用する操作模擬盤の例

実　技

講　義
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「再生可能エネルギー」の現状について
3

再生可能エネルギーには、太陽光、風力、地熱、小水力、バイオマスなどがあります。
日本国内の自然エネルギー（水力は１万kW以下）の設備容量は、2012年度末に1,700万kWに達していま
す（下図参照）。
特に太陽光は、余剰電力買取、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入により近年増加しています。

弊協会においても、太陽光発電所（全量売電）の受託軒数が増加しており、平成27年１月末の状況は下図
のとおりです。
今後は、固定価格買取制度の見直しにより推移がどのように変化していくか注目されます。

※認定NPO法人環境エネルギー政策研究所の資料を基に作成

国内自然エネルギーの設備容量の推移（全国）
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太陽光発電所（全量売電）の受託軒数の推移（弊協会）
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4

平成27年３月３日、「電気事業法等の一部を改正する等の法律案」が閣議決定され、第189回通常国会に提
出されます。※

お客さまに関係の深い内容としては、次の項目があります。
　①送配電部門の法的分離　⇒　送配電部門の中立化
　②電気料金規制の撤廃　⇒　適正な競争関係の確保
平成25年11月に成立した第１段階の改正電気事業法（平成25年法律第74号）の改革プログラムに基づき、
３段階の改革の総仕上げとして行うこととしています。
電力システム改革の全体像は次のとおりです。

電力システム改革の全体像

「電気事業法等の一部を改正する等の法律案」閣議決定

◯�３段階での改革の実施スケジュールが第１弾改正法で規定されている。今年の通常国会に、送配

電部門の法的分離等を盛り込んだ第３弾の改正法案を提出。

※経済産業省「電気事業法等の一部を改正する等の法律案について（参考資料集）平成27年3月」を基に作成

※　平成27年3月11日現在
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2030年見据え最適な電源構成で／エネ研が4シナリオを比較

2013年の温室効果ガス排出量、過去最大の約14億ｔに

5

　2030年の最適な電源構成（エネルギーミックス）
の検討に向けて日本エネルギー経済研究所はこのほ
ど、４つのシナリオによる分析結果を公表しました。
それによると、経済、環境、エネルギー安全保障へ
の定量的効果などを総合的に勘案すると、2030年の
電源構成は「再生可能エネルギー25％、火力50％、
原子力25％に近いものを目指すべき」と結論づけま
した。
　４シナリオのうち、原子力ゼロのシナリオ１（再
生可能エネ35％、火力65％）では、2030年の発電コ
ストが1kWh当たり21円、エネ研が推奨するシナリ
オ３（再生可能エネ25％、火力50％、原子力25％）
では同16円40銭と想定しています。
　両者の比較では、2030年の実質国内総生産（GDP）
は前者が684兆円、後者は693兆円と約10兆円の差が
生じると試算。差額は化石燃料の輸入や電力価格の

上昇によって消え、シナリオ１では「マクロ経済に
大きなダメージを与える可能性がある」（エネ研）
としています。
　その結果、シナリオ１では2030年時点の完全失業
者がシナリオ３と比べて30万人増え、労働者の賃金
も約４万円低下。所得が減るなかで、電気料金の上
昇懸念も残ります。
　一方、シナリオ３と、原子力比率が最も高いシナ
リオ４（再生可能エネ20％、火力50％、原子力
30％）では、二酸化炭素排出量（CO2）は2005年度
比でそれぞれ26％抑制できる見込みですが、シナリ
オ１は同20％程度の抑制にとどまります。
　このほか、シナリオ２（再生可能エネ30％、火力
55％、原子力15％）、３、４では、2030年の貿易収支
が２千億～１兆５千億円の黒字になりますが、シナ
リオ１では２兆３千億円の赤字になるとしています。

　環境省は2013年度の温室効果ガス排出量（速報値）
が1990年の統計開始以来過去最大の13億9,500万ｔに
なったと発表しました。化石燃料の消費が増え、産
業部門や業務部門のエネルギー起源二酸化炭素
（CO2）排出量が増加したことが主因。これまでの過
去最大は2007年度の13億9,400万ｔで、100万ｔほど上
回りました。排出量は2009年度以降、増え続けてい
ます。
　2013年度の温室効果ガス排出量のうち、エネルギー
起源のCO2の排出量は12億2,400万ｔとなり12年度比
で1.4％増えました。
　部門別の排出量をみると、産業部門は４億3,000万ｔ
で同3.0％、業務・その他部門は２億8,100万ｔで同3.2％
それぞれ増加しました。
　一方で、運輸部門と家庭部門の排出量は減少。運
輸部門は２億2,200万ｔで同1.8％減。自動車の燃費改
善などが貢献しました。家庭部門は２億300万ｔで同
0.4％減。寒さが厳しかった12年度と比べ、灯油など
の燃料消費が減少しました。家庭部門の排出量につ
いて環境省は「世帯数が増えたにもかかわらず減少
した点に着目している」（低炭素社会推進室）と話し
ています。

　発電所などのエネルギー転換部門は8,800万ｔで同
0.2％増加しました。
　2013年度の非エネルギー起源のCO2排出量は同
3.4％増の8,560万ｔ。メタンは同1.6％減の2,420万ｔ。
一酸化二窒素は同0.1％減の2,180万ｔ。代替フロンな
ど４ガスは同7.8％増の3,870万ｔで大きく増えました。
　また、環境省は原子力が稼働していた震災前の
2010年度のCO2排出原単位が13年度も維持されてい
た場合、温室効果ガス排出量は１億4,700万ｔ減の12
億4,800万ｔになるとの試算も初めて示しました。こ
の値は2009年度の排出量並み。「事実として減るとい
うことを伝えた」（同）としています。

（記事提供　電気新聞）
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受電設備の鍵の管理を確実にしましょう！

電気機器のメンテナンスのお願い

受電設備には6,600Vの高電圧の場所があり、近づいただけで感電する場合があります。過去にも電気の知識のな
い方が、受電設備の扉を開け感電する事故が繰り返し起きています。感電事故を防ぐために、受電設備の扉の鍵の
管理は確実にしましょう。また、扉を開ける必要がある時は、弊協会等の電気主任技術者に必ず連絡をしましょう。

メンテナンス不足・経年劣化などを原因とする部品やバッテリーの故障により、電話、ＦＡＸ、コンピュータ－、
エアコンなどの電気機器が使用できなくなり、お客さまの業務に支障をきたす事例が発生しています。
特に現在のような高度情報通信社会においては、通信機器が一時的に使用できない場合、お客さまからの製品の
受発注や本支店等への連絡ができなくなるなど、極めて重大な障害が予想されますので、電気機器の定期的なメン
テナンスをお願いいたします。

過 去 の 事 故 事 例

1　お客さま従業員がキュービクル
本体下部の腐食箇所の改修工事

のため、充電中のキュービクル

内に入った。

2　高圧進相コンデンサ用の限流
ヒューズ電源側端子に頭部右耳

後が触れて感電してしまった。

　　（弊協会に事前連絡がありませんでした。）

お 願 い

1　メーカーなどによる電気機器の定期的なメンテナンスをお勧めし
ます。

2　電話交換機のバックアップ用電池が寿命となっていないか購入先
やメーカーに確認し、寿命となっている場合には、速やかに交換

をお願いします。

3　年次点検や電気工事などで停電となる場合には、「電気機器の停止
とコンセント等での切離し」をお願いします。

電話交換機（イメージ）
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暖かくなり、ご自宅の屋外で活動することが多くなっていると思います。
天気の良い日には、汚れたマイカーを入念に洗車、
ワックス掛けをしたくなるような日もありますね。

今回は、屋外で電気を使用する際に注意していただきたい事項をまとめました。

屋外での電気の使用について

差込プラグをコンセントに抜き差ししますが、このと
き濡れた手で行うことがありませんか。
濡れたままの手で抜き差ししますと感電の危険があり
ます。
感電防止のため手を拭いてから行いましょう。

差込プラグ

コンセントから遠い場合、延長コードを使用すること
があります。
洗車などのとき、水が掛かりショートや漏電を起こす
おそれがあります。
防水キャップ付きの延長コードを使用しましょう。

延長コード

コードをコンセントに差したまま車を移動することは
ありませんか。コードを踏みつけてしまうと傷を付け、
ショートや漏電を起こすおそれがあります。
車を移動させるときは、使用した機械やコードを片付
けてから行いましょう。

コード
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　今回ご紹介する佐和田病院さまは、新潟県佐渡
市のほぼ中央部にあり、病床数34床、手術室、リハビ
リテーション室を備え幅広く対応された病院です。
　また、患者さまサービスの一環として２台のバ
スを所有され、佐渡の全域に患者さま送迎専用バ
スを運行されており、地域医療に貢献されるとと
もに患者さまの個々のニーズに柔軟に対応しなが
ら、患者さまの立場に立った医療を実践されてい
ます。
　今回の電気安全セミナーは、患者さまへの安心、
安全のご提供の一環として40名の病院職員の方々
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、模擬盤を使用し、トラッキ
ング現象による発火の実演をご覧いただくととも
に、次の内容で実施しました。
❶�感電、漏電、過熱火災事故の原因と事故防止の
ポイント
❷�漏電ブレーカーの性能と取扱い方法について
❸�ＤＶＤ放映による電気災害事例について（電気事
故リポート〜突然の災害から身を守るために〜）
❹�質疑応答（束ねたコードの危険性、電気ポット
の取扱いなど。）

セミナーの感想

　トラッキング現象から発火するまでの実演で
は、お客さまが写真撮影をされるなど、興味をもっ
ていただけたと同時に、電気の怖さを実感してい
ただきました。
　また、セミナーが好評だったこともあり総務部
長さまから、お客さまの他の施設での電気安全セ
ミナーの開催について、ご依頼がありました。

佐渡事業所
佐和田病院さま

佐和田病院さま

セミナー実施風景

トラッキング現象実演風景
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東北電気保安協会米沢事業所では「上杉雪灯
篭まつり」の主役となる“雪灯篭”の製作に参
加しました。
「上杉雪灯篭まつり」は、今回で38回を数え（期
間／平成27年２月14日（土）～15日（日））松が岬
公園一帯を主会場として行われました。市民手
作りで、雪灯篭約240基、雪ぼんぼり＊1約3000
個余りが作られまつりを盛り上げます。今年は
２月10日、12日の両日に協会職員２名を含めた
東北電力企業グループ総勢12名での作業となり
ました。
初日は雪を集めて固める通称“トーフ”の製

作に半日、２日目の削り出しにも半日程度の時
間を要しました。特に“トーフ”作りは体力を
要す作業で、寒い中でも汗をかくほどです。

今年は例年にない豪雪で、十分な量の雪を確
保することができたうえ、例年どおり（？）良
い出来となり地域の方々に喜んでいただくこと
ができました。
雪灯篭や雪ぼんぼりが完成すると観光客を迎
える準備が整います。雪灯籠のローソクのやわ
らかな灯りが揺らぐ情景には“温もりと美しさ”
があり、会場一体が幻想的なメルヘンの世界に
包まれ、雪国米沢ならではの雪景色を楽しむこ
とができます。
開催期間中は県内外から約15万９千人の多く
の観光客が集まり、にぎやかに幕を閉じました。
私ども東北電気保安協会は、これからも地域
に密着した活動を展開してまいります。

下絵に沿って削り出します

雪を集めて固めます。通称“トーフ”作り

完成間近です

上杉雪灯篭まつりに参加
米沢事業所

＊１　雪をくり抜いたところにろうそくを灯したもの。



19

平成27年度 7月開催 電気安全講習会のお知らせ

開催日 開催場所 プログラム お問い合わせ電話番号

7月14日（火） 新潟県長岡市

平成26年度の
電気事故に
ついて他

13:30 〜 16:00

新潟県電気活用協議会
（東北電力㈱新潟支店お客さま本部内）
（電気安全・PR部関係）
☎代表（025）223-3151

7月15日（水） 福島県福島市
福島県電力活用協議会

（東北電力㈱福島支店お客さま本部内）
☎代表（024）522-9151

7月16日（木） 宮城県石巻市
電気安全宮城県委員会

（東北電力㈱宮城支店お客さま本部内）
☎（022）225-2160

7月17日（金） 山形県山形市
山形県電気活用協議会

（東北電力㈱山形支店お客さま本部内）
☎（023）634-8014

7月22日（水） 岩手県盛岡市
岩手県電気協議会

（東北電力㈱岩手支店お客さま本部内）
☎（019）651-6622

7月23日（木） 青森県弘前市
青森県電気活用協議会

（東北電力㈱青森支店お客さま本部内）
☎（017）744-2086

7月24日（金） 秋田県由利本荘市
秋田県住宅電気協議会

（東北電力㈱秋田支店お客さま本部内）
☎（018）866-9620

主催／電気安全東北委員会　共催／一般財団法人東北電気保安協会他１社3団体

●参加費は無料となっています。
※会場が決まり次第、（一社）日本電気協会東北支部ホームページに掲載されます。http://www.jea-tohoku.jp/
※ご不明な点については、各実施箇所までお問い合わせください。（平日9〜12時、13時〜17時）
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Q ○の中に言葉を入れてください。

〒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　広報情報グループ 宛
FAX 022-748-1275

計画的★前号Vol.260の
　正解は、 でした。

★前々号Vol.259の応募者総数は109名、
　正解者は107名でした。
　たくさんのご応募ありがとうございました。

　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。

●締切り日　平成27年6月30日消印有効
　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）　

ヒント：弊協会のホームページ「電気の安全情報」の「電気安全セミナー」をご覧ください。

ヒント：弊協会のホームページ「法人のお客さま」の「サポート」をご覧ください。

電気安全セミナーを○○で
行っております。

お客さまの電気機器が損壊した場合に機器の
損害を補償する◯◯に加入しています。

保安業務手数料のお支払いは「口座振替」が便利でお得です
口座振替なので振込みの
手続きが要りません

ご指定の金融機関で
ご利用いただけます

お客さまのご指定の口座から振替いたしますの

で、金融機関へ足を運ぶ手間が省けます。

銀行、郵便局、信用金庫、信用組合、農業協同組合、

労働金庫などの金融機関でご利用いただけます。

（一部、取扱いできない金融機関がございます）

複数ご契約の振込みも
一度の申し込みでできます 振替のお知らせをいたします

同一口座であれば一度のお申し込みで複数ご契

約の振替が可能です。

なお、保安業務手数料の月額相当額から50円 

（年額にすると600円）が割引になります。

振替の約一週間前に「口座振替のお知らせ」を、

また、翌月には「領収証」を郵送いたします。

お申し込みは担当の職員又はお近くの事業所にお申しつけください
協会指定の「口座振替依頼書」をお持ちいたしますので必要箇所をご記入いただき、担当の職員にお

渡しください。



21

金
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温泉郷は、岩手県北部に位置し、
東北新幹線二戸駅、ＩＧＲいわて銀河鉄
道金田一温泉駅が近く、国道４号線沿い
にあります。
寛永３年（現在より380年以上前）に

発見されたと言われる歴史ある温泉で、
かつては南部藩の湯治場だったことから
「侍の湯」と呼ばれ湯治客で賑わったと
言われています。現在は数件のホテル、
旅館で温泉郷を形作っています。また、
田んぼから湯が沸いていたことから湯田
（ユダ）温泉とも呼ばれています。
お湯は無色無臭の低張性弱アルカリ性低温泉

で、刺激性も少なく穏やかなので、お年寄りを
含めてすべての人に向く温泉といえます。特に、
神経痛、高血圧、動脈硬化症、リウマチ、病後
の回復などに効果があります。
この歴史ある温泉郷には、「座敷わらし」の伝

説が息づいています。昔に夭
よう

逝
せい

した子どもの霊
が守り神になったものといわれ、「座敷わらし」
を見た人は幸運に恵まれ、男性は出世し、女性
は玉の輿に乗れる、また子宝に恵まれる、とも
いわれています。

戦後の一時期、ここ金田一に暮らしていた芥
川賞作家・三浦哲郎によって書かれた「ユダと
不思議な仲間たち」は、金田一温泉郷を舞台に
書いた作品で、劇団四季のミュージカルで上演
されたことで有名になりました。
近くには、二戸市屈指の景勝地「馬

ば

仙
せん

峡
きょう

」が
あります。馬淵川にそびえるシンボルの「男

お

神
がみ

岩
いわ

」
「女

め

神
がみ

岩
いわ

」は、国の名勝指定を受けた、日本一の
大きさを誇る夫婦岩です。
これから新緑の時期を迎え、初夏の初々しい
若葉の緑と温泉で心身ともに癒されてみてはい
かがでしょうか。

◎金田一温泉郷
■所 在 地／岩手県二戸市金田一
■交通手段／東北新幹線二戸駅より車で約20分、ＩＧＲいわて銀河鉄道金田一温泉駅より車で約5分
　　　　　　八戸自動車道一戸インターより車で約30分
■問合せ先／金田一温泉旅館組合　TEL 0195-27-2540

金田一温泉センター　日帰り温泉　ゆうゆうゆ～らく 馬仙峡

二戸事業所

金
き ん

田
だ

一
い ち

温泉郷
（岩手県）

金田一温泉郷
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　非常用予備発電装置は、自然災害やその他の要因で常用電源が停電した
場合に防災用設備を始めとする重要な負荷設備に電力を供給するために設
置されています。

　非常用予備発電装置の日常チェックを行いましょう。また、メーカーの指定する運転時
間に合わせてオーバーホール（分解点検）や負荷試験を行い、万一の場合に備えましょう。
（点検整備等については弊協会の担当職員に
ご相談ください。）

非常用予備発電装置の日常チェック
●燃料は十分あるか
●潤滑油の油量は不足していないか
●冷却水は不足していないか
●起動用バッテリーの液量、比重は良いか

思わぬ停電に備えましょう!!
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