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おかげさまで創立50周年となりました
弊協会は、平成28年２月15日に創立50周年を迎えることができました。
昭和41年２月15日に公益法人として設立し、当初37名で発足しました。
50年を経た今日、役員・従業員数は約1,430名となり、事業規模として、調査業務の受
託需要家数は定期調査が年間約141万口、竣工調査が約13万口、保安管理業務の受託数が
約５万４千軒を数えるまでに至りました。
これもひとえにお客さまの深いご理解のおかげと、関係行政機関のご指導と電気関連業
界の方々のご支援の賜物であり、心から厚く御礼を申し上げます。
近年の弊協会をめぐる情勢は、電気事業法が平成12年、16年に改正され、調査業務では
指定機関から登録機関になり、保安管理業務では受託お客さま設備の点検頻度の延伸、指
定法人制度の撤廃による自由競争時代への転換がありました。
また、平成20年12月には、公益法人制度改革関連３法が施行され、弊協会は、
「一般財団
法人」への移行を選択し、平成24年４月１日に移行しました。
さらに平成25年４月には、「電力システム改革に関する改革方針」が閣議決定となり、
３段階での改革が進められ、平成28年４月からは第２段階の電力小売りの全面自由化が行
われることとなっています。
これらの大きな変革に対して、弊協会は、経営理念である「私たちは電気保安の確保と
エネルギーの合理的使用を通じて、地域社会の発展に貢献します」のもと、業務の効率化
を推進するとともに技術の向上に努め、ますます高度化、多様化するお客さまの要望にお
応えしてまいります。
これからも、業務の３本柱である調査業務、保安業務及び広報業務を通じて、地域社会
へ貢献する活動に取組んでまいりますので、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上
げます。

保安業務
（保護継電器試験の様子）

広報業務
（マスコットキャラクター「ほあん坊や」
）

調査業務
（一般家庭の定期調査訪問の様子）
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プロムナードの先に見る美しい土門拳記念館

今季号のお客さま

山形県酒田市

土門拳記念館 さま
「土門拳記念館」さまは日本で最初の写真専門美
術館として、昭和58年に開館しました。酒田市が
誇る、日本を代表する写真家土門拳の作品約７万点
を収蔵し、今なお多くの全国のファンや市民に親し
まれています。
本日は、公益財団法人土門拳記念館（館長 池田
真魚さま 土門拳氏長女）の総務主査の大竹佳代子

公益財団法人土門拳記念館
総務主査兼総務係長

大竹 佳代子さま

友

さまをお訪ねし、弊協会酒田事業所長高橋弘がお話

─土門拳記念館は日本初の写真美術館と聞いていま
すが、どのような経緯でできたのでしょうか。
明治42年に酒田市で生まれた土門拳は、６歳まで酒
田で暮らした後、東京に移り住み、写真家として活躍。
昭和49年に酒田市の名誉市民第１号に選ばれたことが
きっかけで、作品を全て市に寄贈しました。日本を代表
する写真家の作品をきちんと展示し、いろいろな人に見
てもらえるようにしよう。──当時既に整備計画が上がっ
ていた飯森山公園の中核施設として、記念館の建設が
始まったのです。
設計を担当した谷口吉生氏は、飯森山一体の美しい
自然環境といかに協調させるかを重視したそうです。土
門と縁の深い彫刻家「イサム・ノグチ」やグラフィックデ

土門拳「室生寺弥勒堂釈迦如来坐像左半面相」1966年撮影
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高橋

をうかがいました。

情が生んだ記念館

東北電気保安協会
酒田事業所長

弘

ザイナー「亀倉雄策」、華道家「勅使河原宏」らと協
力し、芸術的な趣のある建築造形美を生み出すことに
うた
成功し、建物は谷口の代表作と謳われるほどになりまし
た。建築に携わったすべての人たちは、「土門の命の
あるうちにぜひ良いものをつくろう※」と努力したそうです。
完成した建物は池の向こう側に鳥海山を望む絶好の
ロケーション。新緑の時期の美しさは格別で、
「ミシュラン・
グリーンガイド・ジャポン」でも２つ星に選ばれています。

何

度でも、来てもらえるように

─作品を展示するうえで工夫していることや心がけて
いることはありますか。
記念館には、土門の全作品およそ７万点の、ガラス
の原板やフィルムが所蔵されています。これらを展示す
るためには原板を基にプリントしなければなりません。現
在は約５〜6,000点の作品が展示用にプリントされていま
すが、全てを一度に展示することはできないため、展示
スペースとして「主要展示室」「企画展示室Ⅰ」「企画
展示室Ⅱ」の３か所を使用し、３か月に１度の展示替え
を行うことで、お客さまに様々な作品を見ていただけるよ
う工夫しています。テーマ設定や作品のセレクトには土
門の弟子だった方にもご指導いただき、お客さまが、何
度来ても新たな発見に出会えるように心がけています。
見終わった後で「また来たい」と思っていただけるこ
とが一番ですね。

酒田が誇る写真家の魅力を
これからも伝え続けていくために
迫力の作品が並ぶ主要展示室

新 しい切り口でつくる美術館

土門拳「江東のこども 近藤勇と鞍馬天狗」1955年撮影

感

性に訴える力をそのまま感じて

─中には土門を知らない、というお客さまもいるの
ではないかと思いますが、そのような方を含め、
人々を魅了する作品の力は何ですか。
土門の写真は「風景」や「人物」などのように一つ
のジャンルにとどまるものではありません。
伝統文化やポー
トレート、リアリズムに立脚した報道写真など、その種類
は多岐に渡り、多くの土門ファン・写真ファンが記念館を
訪れます。土門をリアルタイムで知っている世代はおそら
く70歳、80歳代くらいでしょうか。しかし以前、若い写
真愛好家のグループが記念館を訪れたとき、
「すごいな」
と感嘆の声を漏らしているのを耳にしました。そこに理屈
はありません。土門の写真には、直感で語りかける強い
力があるのだと思います。
写真に馴染みのない方が作品を見るときはどうしても
「正しい見方をして感想を言わなくては」などという先入
観があるようですが、これは間違いです。難しく考える
必要はありません。「これが好き」
「これにはびっくりした」
と、子どものように素直な視点で見て、感じることで、酒
田市が誇る写真家のことを知るきっかけになればと思っ
ています。

平等院鳳凰撮影中の土門拳（1964年）

─今後、記念館としてどのようなことに取組んでいき
たいと考えていますか。
最近は誰もが簡単に写真を撮ることのできる時代に
なってきていますが、改めてプリントしてアルバムをつくる、
ということは少なくなってきているように思います。そこで
当館では、撮った写真を誰もが簡単に展示できる「わた
しのこの一枚写真展」を年に１回行っています。写真を
見るだけでなく、自ら写真を体験していただくことで、写
真の楽しみを身近に感じていただきたいですね。
新たな取組みとしては、作品について講演を行うギャ
ラリートークを増やしたり、他の写真家とのコラボレーショ
ンなどを考えています。土門の存在感を大切にしつつ、
また新たな魅力を伝えていければと思います。また写真
だけではなく、音楽、お茶やお花、朗読など、様々な
分野を織り交ぜた新しい切り口でイベントを企画し、飽き
の来ないミュージアムづくりをしていきたいですね。

維

持・管理の難しさを支える

─貴 重な作品を後世に残していくために、気をつけ
ていることを教えてください。
写真の保管で最も頭が痛いのがフィルム劣化の問題
です。経年によってフィルムが変質するという現象に悩ま
されています。これは素材の問題のため根本的な改善
は難しく、対策としては、収蔵庫の適切な空調管理によ
り劣化を遅らせることしかありません。最近ではデジタル
で取込んでデータとして保存するということもしています
が、やはり一番大切なのは原板です。いずれかの時点
ではデジタル化して、残していかなければならないと考え
ていますが経費も相当かかります。
記念館のエネルギーはすべて電気です。
照明はもちろん、
空調に電力の大半を使い、写真の保管に重要な温湿度
に非常に気を配っています。空調設備に不具合が起きると、
繊細なフィルムやガラス板はダイレク
トにその影響を受けてしま
います。保安協会さんはそのような事態にも迅速に対応して
くださいますし、空調の関係で膨大になる電力消費量に関
する相談にも乗っていただけるので、とても助かっています。
私どもは今後も電気設備の保守・点検に万全に対応
させていただきます。省エネなどについても承りますので、
ぜひお声がけください。今日は興味深いお話をお聞か
せいただき、誠にありがとうございました。

※土門拳は昭和54年に倒れてから平成２年まで、東京の虎の門病院で11年間眠り続けていました。
写真提供：土門拳記念館及び土門拳作品・写真はすべて土門拳記念館さまよりご提供
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検査員の現場報告1

東

お客さまと連携して故障対応 ～早期の復旧ができました～
横手事業所

斉藤 公博

故障対応時にお客さまのご協力を得られたことで
早期に復旧できた事例を紹介します。

〔状況〕
雪がしんしんと降り積もる冬の午後２時頃、とあ
るホテルから「漏電ブレーカーが今日になってから
３回ほど動作して営業に支障をきたしている。すぐ
に対応して欲しい。」との連絡がありました。
現場で待ちわびていた連絡責任者の方と合流し、

〔復旧〕
損傷個所をビニルテープで補修したうえで、再び

一緒に分電盤を確認しましたがその時はブレーカー

屋根が歪んでもケーブルがはさまれることの無いよ

は入っている状態でした。

うに処置をして仮復旧。やっとブレーカーが動作す

〔調査〕
停電の了解を得て絶縁抵抗を測定した結果、「車
庫」の抵抗値が低下していることが判明。使用状況
を確認したところ、シャッターと看板照明へ配線さ
れていることがわかりました。ところが、シャッター
と看板照明をそれぞれ測定しても抵抗値には異常が
ありません。そこで、そこに至るケーブルに原因が
あるのではと思い、車庫内部の配線を確認すること

る心配も無くなり、雪下ろしの疲れも一気に吹き飛
んでいきました。この時点で夕方の４時で、お客さ
まの手伝いが無ければもっと時間がかかったと思い
ます。
後日、損傷したケーブルは新品と交換し、配線ルー
トも変更していただきました。

〔お客さまの声〕

にしました。すると、ケーブルが鉄骨フレームの上

「屋根に積もった雪の重みで漏電ブレーカーが動

に添って配線されていたのですが、積もった雪の重

作するなんて夢にも思いませんでした。何度も動作

みで屋根が歪んで下がり、その間に挟まっていたの

して、利用者の方にご迷惑をおかけしましたが、原

です。

因がわかってひと安心です。これからも電気設備の
点検をよろしくお願いします。」とのお言葉をいた

〔原因〕
「ここだ！」と思い、ケーブルを引抜こうとしまし
たがガッチリとはさまれた状態でびくともしません。

だきました。

〔まとめ〕

そこで、お客さまにもお手伝いいただきながら１ｍ

秋田県の内陸南部に位置する横手地域は、東北で

以上積もった雪下ろしを30分ほどかかって完了。そ

も有数の豪雪地帯です。今回の出来事で日常の点検

して屋根も元に戻り、難なくケーブルを引抜くこと

も雪の影響を考慮することが必要と感じました。ま

が出来ました。そして予想通り挟まれていた部分の

た、お客さまのご協力をいただいたことで、早期の

被覆が損傷し、漏電していたことが分りました。

復旧ができたことに感謝したいと思います。
分電盤

電源

被覆が損傷した箇所
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車庫

漏電ブレーカー

車庫
漏電箇所

⎭⎬⎫
③

①シャター

②看板照明

口を切離して測定
①、②は良好、③のケーブル配線の被覆が損傷

検査員の現場報告2

東

月次点検の重要性を改めて実感

～設備更新は計画的に～
若松事業所

小林 一也

いつも実施している月次点検で異常個所を発見
し、大事に至る前に防いだ事例を紹介します。

〔状況〕
午後３時頃、月次点検に訪れたレンタルビデオ店
のお客さまでの出来事です。店長さまへ電気設備の
問診を行い、異常の無いことを確認して点検を開始
しました。
キュービクルの扉を開けたとき、すぐに高圧負荷

〔原因〕

開閉器（高圧のスイッチ）の様子がいつもと違って

この高圧負荷開閉器は設置後20年以上経過してい

いることに気付きました。その開閉器には高圧電流

たため、経年劣化による接触不良から過熱したもの

のアーク
（火花）を遮断するため
“消弧室”という樹脂

と思われます。なお、お客さまへは以前から交換を

製の部品が付いているのですが、よく見ると３個の

お願いしていたものです。

うち中央の１個が溶けて変形していたのです。携帯
している放射温度計で温度測定を実施したところ、
変形していない左右の温度は14℃でしたが中央は93℃
と異常に過熱しているではありませんか。「これは
危ない！」すぐさま店舗事務所まで走りました。
そして、このまま使用すると過熱により火災のお
それがあること、また、速やかに停電して開閉器の
交換の必要があることをお話ししました。それを聞
いた店長さまは、店舗の営業に支障がでることに大
変不安げな様子でした。

〔復旧〕
お客さまから開閉器交換のための連絡を電気工事
店にしていただきましたが、本日中に代替品の準備
はできないとのこと。そこで弊協会事業所に連絡を
したところ、ちょうど同じタイプの開閉器が事務所
内に予備品として保管してあるとの返事が。「すぐ
に持ってきてください。」とお願いしました。

〔お客さまの声〕
「月次点検で異常に気付いていただき助かりまし
た。そのまま使用していたら火災などにつながるお
それがあると聞いたときには非常に驚きました。代
替品のおかげですぐに営業ができて良かったです。
」
と感謝のお言葉をいただきました。

〔まとめ〕
今回は高圧機器の接触不良という事例でしたが、
電気が流れ続けていたことから普段と変わらずに使
用できていました。そのため、お客さまは異常が起
きていることに気付かずにいたもので、日頃の点検
が重要だと再認識させられる出来事でした。
今回はたまたま代替品がありましたがいつもそう
とは限りません。お客さまにおかれましては経年劣
化よる停電事故を防ぐため、定期的な機器更新の計
画をよろしくお願いいたします。

まもなく代替品が到着するとともに、お客さまで
手配した電気工事店の方々も到着。お客さまから停
電の許可が出たため電気工事店で作業を開始しまし
た。幸いにも型が同じだったため交換は難なく完了
し、異常を発見してから約２時間後の５時頃には無
事受電完了。周りが暗くなっていた中、明かりが灯っ
たときにはホッとしました。後日、その開閉器は電
気工事店により交換となりました。

接触部分の過熱により溶けた消弧室（本体から外しています）
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高圧ケーブルのシースアースの地絡点探査で技術支援
昨年の春号（Vol.261）では、広範囲に埋設された低圧ケーブルの地絡点探査の事例を紹介しました。今回は、
同じ測定器を使用して高圧ケーブルの外装の絶縁不良による金属シース遮蔽層（以下「シースアース」という。）
の地絡を特定することが出来た事例を紹介します。

〔技術支援までの経緯〕
特別高圧（66kV）受電のお客さまから、
「定期保

となります。しかし、今回はシースアースの地絡点

守点検時に高圧ケーブル（6kV）の絶縁抵抗測定を

特定のため、シースアースとケーブルの芯線を使用

行ったところ、芯線と大地間の測定値に異常はない

しますが、それぞれの導体抵抗が異なるため測定

が、シースアースと大地間の測定値が著しく低下し

データから地絡点までを特定することができません。

ているものが見つかりました。このままでは高圧地

そこで、導体抵抗が異なる場合の地絡点探査に有

絡事故に発展するおそれがあるので、地絡個所を見

効なマーレーループ法を応用した“マーレフィッ

つけていただけないか。」と弊協会の事業所に調査

シャー法”により測定を行うことにしました。

依頼がありました。
事業所では、お客さまの構内が広く、特別高圧変
電所の電気室から高圧ケーブルがケーブルラックで
各工場に複雑に敷設されているうえ、地上からの高
さもあることから、単独での調査が難しいと判断し
ました。そこで総合技術センターに支援の要請があ
り、出向いて調査することにしました。
現場を確認したところ、調査依頼の高圧ケーブル
は２本１組で、特別高圧変電所の電気室から現場の
工場電気室まで約320m をケーブルラックで敷設さ
れていました。また、ケーブルラックには他の高圧
ケーブルも十数本一緒に敷設されており、目視での
確認はやはり困難な状況でした。

〔事故点探査方法の検討〕
地絡点の探査は、前回ご紹介した「マーレールー
プ法事故点測定器（高圧ブリッジ形ケーブル法事故
点測定装置）
」
（以下「測定器」という。
）にて行い
ました。
標準的な測定方法であるホイートストンブリッジ
法の原理を応用した“マーレーループ法”では、測
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定に使用する導体の両方の抵抗が等しいことが必要

〔地絡点特定まで2時間〕
測定で得られたデータで地絡点を算出した結果、
その箇所は特別高圧変電所の電気室から約88m のと
ころであると特定できました。なお、地絡点の特定
までは、現場到着時から約２時間を要しました。
その後、特定した地絡点付近を電気工事会社に調
査していただいた結果、高圧ケーブルの外装が破れ
てシースアースが剥き出しになり、ケーブルラック
と接触しているのを発見できました。そしてすぐに
高圧ケーブルの外装の応急処置を行い、高圧地絡事
故を未然に防ぐことが出来ました。

〔まとめ〕
今回のように絶縁不良の状況が違う場合でも測定
方法を変えることにより、効果的に探査することが
可能です。
弊協会の総合技術センターでは、事業所単独では
探査が困難な電気事故等の技術支援を行っておりま
す。電気に関することでお困りのことがありました
ら、お近くの事業所又は弊協会ホームページにお問
い合せ下さい。

金属シース
遮蔽層
テープ
（シースアース）

導体
内部
（芯線）金属シース
半導電層

遮蔽層
テープ
（シースアース）

導体
内部
（芯線） 半導電層

絶縁物
外部
架橋ポリエチレン （半導電層）

絶縁物
外部
架橋ポリエチレン （半導電層）

高圧ケーブルの敷設状況と
シースアースの地絡箇所

外装

外装

高圧ＣＶケーブルの概略図

ℓ

R1

R1

L

直流電源

直流電源

R2

（2）
S

ℓ

G

G

R2

L

（2）

（1）

S

（1）

金属シースの
地絡点

金属シースの
地絡点

R2
R 1+ R 2
1
R 2＝
ℓ

R2
R2
L
R2
R 1+ R 2 ℓ ＝
R2 1 ℓ ＝
L
R
21
R2 1
R 1+ R 2
R 1+ R 2
ただし、 R ‥ S を（2）に倒したときの値

ℓ＝

2

R 2 ‥ S を（2）に倒したときの値
Rただし、
21 ‥ S を（1）に倒したときの値
R 21 ‥ S を（1）に倒したときの値

応急処理作業

マーレフィッシャー法回路図

シースが破れてシースアース
がラックに接触している

地絡点写真

測定器による地絡点測定
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高圧水銀灯をLEDに交換して省エネ ～2020年以降、製造、輸出入が禁止に～
高圧水銀灯とは
高圧水銀灯は、工場、倉庫、スポーツ施設及び商業施設などの高天井
用照明として広く使用されています。また、道路、公園などの外灯用照
明としても使用されています。
高圧水銀灯は、発光管内に封入された水銀蒸気中のアーク放電により
発生する光放射を利用した光源で、ランプ外管が透明な青白色の光を放
つ「透明形」と赤に発光する蛍光体をランプ外管内面に塗布し、光色や
演色性※1を改善した「蛍光形」があります。

高圧水銀灯照明器具

その他、発光管に金属ハロゲン化物を封入したメタルハライドランプ
やナトリウムを封入した高圧ナトリウムランプがあり、種々の光色があ
ります。これらのランプを高輝度放電ランプ（ＨＩＤランプ）といいます。

外管

口金

高圧水銀灯の取付け例

高圧水銀ランプ

発光管

2020 年以降、製造・輸出入の禁止
平成25年10月、熊本県にて国連環境計画（UNEP）の外交会議が開催され「水銀に関する水俣条約」の採
択と署名が行われました。この条約にある「水銀及び水銀化合物の人為的な排出から人の健康及び環境を保
護する」ことを目的として、附属書Ａに定められた水銀添加製品の製造・輸出入が2020年以降、原則禁止さ
れます。
それに該当するのが一般的な照明に使用されている高圧水銀灯となりますので、ＬＥＤ照明、メタルハラ
イドランプ及び高圧ナトリウムランプへの計画的な交換が必要となります。

高圧水銀灯とＬＥＤ照明との比較
消費電力
点灯時間
調光
寿命
演色性（Ra）※1
交換作業

高圧水銀灯
1とする
数分必要
不可
8,000～12,000時間
40～50
高所で困難な場合が多い

省エネ効果※2
器具10台使用

250W の場合
電気料金 100千円 / 年

LED 照明
30～40％
即時点灯
可能な機種が有り更なる節電も可能
40,000時間以上
85～90の高演色タイプ有
長寿命であり交換作業が減少
84W の場合
電気料金 34千円／年
結局
66千円／年もお得！

※１

演色性とは自然光が当たった時の色をどの程度再現しているかを表す指標。Ra（平均演色評価数）で数値的に表され、自然光を基準に100として、
色ずれが大きいほど数値が小さくなる。
※２ 点灯時間2,500h/ 年 電気代16円 /kWh と仮定

高圧水銀灯の交換など省エネに関することは、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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第12回技術研究発表会を開催
総合技術センター
今年２月に「第12回技術研究発表会」が弊協会総合技術センターで行われました。この発表会は２年に１
回行われ、弊協会の各事業所や各支部で日頃気づいたテーマについて、研究や開発を行った成果を披露する
ものです。
今回は、この発表会における最優秀賞及び優秀賞となった技術研究の概要を紹介いたします。

１


最優秀賞テーマ
「Ⅰgr（絶縁監視装置）レベルチェッカの簡素化」
（山形支部）

低圧絶縁監視装置はお客さま設備に取付け、24時
間絶縁を監視するもので、年次点検時に Igr レベル
チェッカ（試験器）で検出レベルを確認しています。
今までは手動で試験電流を流していましたが、今
回開発した試験器では、自動で試験電流を流すこと

電灯回路の漏電を探査する時は、電灯盤内の配線
の位置により停電を必要とする場合が多くありま
す。この探査器を使用すると停電を回避でき、速や
かに漏電回路を特定することが可能となります。

３


優秀賞テーマ２
「スマートメーター通信器取付補助器の作成」
（青森支部）

現在一般家庭など低圧の新しい電力量計はほとん

で精度の高い試験が効率的に行えます。

どが通信機能を持つスマートメーターとなっていま
す。接続端子を締付けする時にその通信器を外す必
要があり、破損等のおそれがありました。そこで、
通信器を外さなくても作業できるよう収納する補助
器を作成。これにより安全に作業できるようになり
ます。

２


優秀賞テーマ１
「電灯1P回路用漏電探査器の製作」
（岩手支部）

最後に
弊協会は、このような技術研究発表会を通じて
日々技術の向上に励んでいます。今後もお客さまに
電気の安全、安心をお届けするととともに、より良
いサービスの提供に努めてまいります。
※

が開発品です
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平成27年度「保安業務」アンケート結果の概要
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、本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。
全体としては、平成26年度と比べ向上しておりますが、この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ご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 27 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

7,000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

●回答率

2,539枚

36.3％

2

検査員の点検内容についてお伺いします。
立ち会っていないので
わからない
無回答 0.5％
8.2％

検査員の点検結果の内容は、
ご理解いただけましたか。
無回答 0.9％

まったく理解できない

0.6％

どこを点検しているか
わからない

一部理解できない

1.4％

1.1％

もう少し丁寧に
点検してほしい

0.5％

非常に
よく理解できた

21.9％

だいたい
理解できた

非常によく
点検している

28.6％

34.7％

よく点検している

よく理解できた

55.2％

46.7％

※
“非常によく”を加えた“よく点検している”は、平成26年度の89.0％
から89.9％になり0.9ポイント向上することができました。

3

※“非常によく”
、
“よく”
、
“だいたい”を加えた“理解できた”は、平成26年
度の96.8％から97.2％になり0.4ポイント向上することができました。

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）

4

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。
無回答 1.7％

東北電気保安協会

71.1％

東北電力

その他

無回答
0

1.8％

あまり
関心はない

11.8％

大いに
関心がある

18.9％

20.0％
2.9％

必要性は感じている

61.1％

0.8％
10

20

30

40

50

60

70

80（%）

※
“保安協会に連絡”は、平成26年度の69.4％から71.1％になり1.7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。
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全く不要である

28.3％

電気工事会社

具体的に検討している 4.8％

※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。

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）

不良設備の改修

読んだことがない

3.2％

8.1％

15.3％

よく読んでいる

23.4％

4.6％
2.2％
時々読んでいる

41.8％

改修・更新の予定はない

57.8％

4.7％

無回答
0

10

20

30

40

50（%）

※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いらっしゃい
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。

7

ほとんど
読んでいない

1.6％

デマンド監視装置
その他

無回答 0.2％

0.3％

35.8％

機器の点検整備

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。
配布されたことがない

11.8％

古くなった設備の更新

発電設備の新設など

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。
無回答 1.0％

開設していることを
知らなかった

よく見ている 0.3％
時々見ている 9.0％

5.2％

ほとんど
見ていない

27.9％

※
“よく”
、
“時々”を加えた“読んでいる”は、前回78.0％から81.2％
になり3.2ポイント多く読んでいただけるようになりました。

8
ご協力
ありがとう
ございます

東

見たことがない

56.6％

※
“よく”
、
“時々”を加えた“見ている”は、前回7.8％から9.3％になり
1.5ポイント多く見ていただけるようになりました。

お客さまの声から

Ｑ 1 施設全体が老朽化しているので全体を点検し、改善箇所等のアドバイスを受けたい。
Ａ 1 老朽設備の改善提案をおこなっておりますので、お問い合わせいただきますようお願いいたします。
Ｑ 2 電気安全講習会の日程が増えると嬉しい。
Ａ 2 電気安全講習会は、今後、電気安全説明会として、地域に密着した事業所単位での開催をしてまい
ります。また、同じような課題のあるお客さまに、ポイントを絞った説明ができるように行ってま
いります。お近くの事業所、担当検査員又は弊協会ホームページにお問い合わせをお願いいたします。
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経産省、風力発電への定期安全管理検査導入へ／試行結果良好で体制整う
◆制度の骨格、2016年度上期に

的な項目や頻度、方法、③日常的な保守・点検も含め

経済産業省は、風力発電設備に定期安全管理検査

た保安力を評価する仕組みの検討、④審査の実施主

制度を導入するための制度設計を進めています。対

体――など。インセンティブに関しては、審査の一括

象となる風車の規模や検査頻度などを経産省が検討

化といった事務負担の軽減ではなく、事業者の自主

するのに伴い、日本風力発電協会（JWPA）は2015

的な投資や取り組みを促す仕組みを検討しています。

年11月から実施していた同制度の試行結果を、この

審査の実施主体については民間主体の審査制度の

ほどまとめました。風力への導入は2017年度からを

構築を目指します。同制度は現在、火力発電設備が

予定しているため、経産省は2016年度上期に制度の

対象になっており、2017年度から風力も追加する予

骨格を提示する方針です。

定です。火力では設置者が検査を実施し、検査の適

JWPA は１月下旬までに11発電所で同制度を試行

切性について国や民間の登録安全管理審査機関か

し、このうち７発電所で評価が完了。７発電所とも

ら、審査を受けることが義務付けられています。審

審査結果は「良」で、同制度を行う体制が整ってい

査の結果、恒常的に高品質な検査体制が構築されて

るとの評価を受けました。JWPA は、
「初めての実

いると評価されると、３年分の検査を一括で受審で

施で審査基準が理解しにくい面もあったが、実地審

きるといったインセンティブを設けています。
検査の頻度はガスタービンが３年ごと、蒸気ター

査で審査員から解説することで、設置者の理解が深
まっている」としています。
風力を対象とするに当たっての論点は、①出力や
風車の高さといった風車の規模、②法定検査の具体

ビンが４年ごと。15万 kW 以上の設備は国、15万 kW
未満は登録安全管理審査機関が審査しています。


（２月４日付）

国交省、無電柱化の低コスト手法導入へ埋設物設置基準を緩和
国土交通省は2016年４月から、
「電線等の埋設物

は、現行基準よりも浅い深さで電力ケーブルなどを

に関する設置基準」を緩和しました。これは無電柱

埋設。舗装や埋設物への影響の有無を検証しました。

化の低コスト手法の導入を図るために設置した検討

具 体 的 に は、 路 面 か ら の 深 さ が、 ①55cm 、 ②

委員会での技術検討結果を踏まえたもので、交通量

49cm 、③25cm――の３通り。その結果、全ケース

の少ない生活道路で道路の舗装厚（路面～下層路盤）

で無埋設部の舗装の状態との相違がみられず、舗装

が50cm の場合、電線頂部と路面との距離が従来の

への影響がないことを確認しました。

80cm から最大で35cm まで浅くできます。基準緩和

一方、大径管（小型ボックス代用管）を路面から

により、浅層埋設や小型ボックス活用埋設など低コ

25cm 部分の車輪走行位置に埋設したケースではひ

スト手法の導入によるコスト縮減を図り、本格的に

び割れが発生しました。また、小型ボックスを路面

無電柱化を推進する考えです。

から①０cm 、②５cm 、③25cm 、④55cm――の４

基準緩和により車道部では、ケーブルと径15cm

通りに埋設して検証した結果、①ではふたにひび割

未満の小径管の場合、従来よりも45cm 浅く埋設で

れが発生し、ボックス周辺の舗装に沈下や段差が生

きるほか、径15cm 以上の大径管の場合も同20cm 浅

じました。②では、舗装にひび割れの発生を確認し

く埋設できます。歩道部においては、小径・大径管

ましたが、③、④では舗装への影響はみられません

いずれも同25cm 浅く埋設できます（現基準は40cm）
。

でした。

検討委が実施した埋設深さに関する検証試験で



（２月24日付）
（記事提供
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電気新聞）

5

平成28年度「電気取扱者安全衛生特別講習会」及び「電気技術者講習会」のお知らせ
今年度は低圧電気取扱者安全衛生特別講習会も行います！
電気取扱者安全衛生特別講習会
高圧・特別高圧電気取扱者安全衛生特別講習会と低圧電気取扱者安全衛生特別講習会を開催いたします。

電気技術者講習会
電気設備の保安管理に従事されている電気技術者の皆様を対象に、実務に役立つよう電気技術者講習会を
開催いたします。講習内容は保護継電器の概要及び試験方法を予定しております。

開催日程、講習内容等の詳細は弊協会ホームページをご覧下さい。

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

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ときは、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な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なわなけれ
ばならない。
」と定められています。
また、労働安全衛生規則第36条では特別教育を必要とする業務を規定しています。電気に関しては第四項に該当し「事業者が労働者を低圧、高圧、
特別高圧の充電電路や充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務（電気取扱業務）に従事させる時は、安全衛生特別教育を行わなければ
らならない。
」と定められています。
弊協会は、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「電気取扱者安全衛生特別教育講習会」を開催し
ております。
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佐渡事業所

冷蔵庫のデマンド自動制御で電気料金の削減に成功！
～株式会社フレッシュマツヤさまの省エネの取組みのご紹介～
株式会社フレッシュマツヤさまは、佐渡島内にスーパーマーケット４店舗を展開され、地元の方々に親しま
れています。

〔省エネ相談〕

お客さまでは以前より、全店舗にデマンド監視装
置を設置して最大電力の削減や照明のＬＥＤ化、ま
た、夏季にはエアコンの室外機に「遮光ネット」を
設置するなど省エネや地球温暖化対策に積極的に取
組まれ、
“朱鷺の飛ぶ島”の環境保護にも貢献され
ています。
今まではデマンド警報が発報したときは、あらか
じめ決めておいた手順に従ってお客さまの従業員が
手動でエアコンや冷蔵庫を停止していました。しか
し、繁忙時には対応するのが大変とのお話を伺って
いたことから、担当検査員と“エコパートナー”が、
デマンド監視装置でエアコンを自動制御する方法を
提案しました。その際、社長さまよりエアコンの他
に冷蔵庫も自動制御できないかと相談がありました。

〔調査〕

早速「フレッシュマツヤ金井店」さまの設備につ
いて、自動制御可能な機器を調査したところ、エア
コン２台の他に冷蔵庫が４台あることがわかりまし
た。そこで、冷蔵庫業者に相談した結果、問題なく
取付けができるとの返事をいただきました。また万
が一、自動制御に不具合があった場合でも温度警報
が発報し、お客さまで迅速に対応ができるとのお話
でした。
次にデマンド監視装置の過去データを分析する

フレッシュマツヤさま

であるため店舗内や冷蔵庫の温度変化も無く良好で
した。最大電力も156kW から128kW と当初の目標
を超える28kW の低減に成功。運用開始から１年を
経過していませんが金額にすると約46万円／年の削
減ができる見通しです。

〔まとめ〕

お客さまからは、
「以前のように手動による操作の煩

わしさも無くなり仕事に専念できるようになりました。
また、電力会社とのデマンド削減協議も支援していた
だき大変感謝しています。これからも積極的に省エネ
に努めていくので引き続き協力をお願いしたい。
」との
お話がありました。

と、夏季のわずかな期間に最大電力のピークが出て
いることが判明。自動制御する機器の合計容量から
試算すると、最大電力を20kW 低減、金額にすると
33万円／年削減できることがわかりました。また、
工事費用は、デマンド監視装置の表示器を見やすい
タイプに交換することも含めて約49万円となり、１
年半程度で回収できる見込みとわかりました。

〔運用〕

自動制御によるエアコン及び冷蔵庫の室外機の停
止時間は、デマンド警報が発報したときの10分程度
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今回取付けた自動制御器

波及事故を防止しましょう！
1 はじめに
波及事故とは、工場・ビルの電気設備の故障・損傷等の電気事故により、電力会社の変電所の継電器を
動作させ、配電線から供給されているすべてのお客さま（工場、病院、銀行、一般家庭など）が停電とな
る事故をいいます。（図１）
波及事故が発生すると自らが損失を被ることはもちろん、配電線を停電させると社会的に大きな影響を
もたらしかねません。高圧自家用電気工作物の設置者の方は、波及事故防止に努める必要があります。
図１

変電所の継電器が動作して、
配電線が停電だ！

配電線

2 波及事故防止対策のポイント

①保守不備対策

●高圧気中開閉器及び地絡継電器の点検・取替【更新推奨期間：10年（屋外用）】
・自家用電気設備の構内で発生した電気事故は、自社だけにとどめ、電力会社
や他社まで停電させないように、必ず地絡継電器付高圧気中開閉器を取付け
ましょう。
・高圧気中開閉器が老朽化している場合や地絡継電器が動作しない場合は、早
急に交換しましょう。
●高圧ケーブルの点検・取替【更新推奨期間：25年】
・古い高圧ケーブルは、
自然劣化による地絡事故を防止するために交換しましょう。

②自然災害対策

●雷害対策【更新推奨期間：15年】
・雷による機器類の損傷を防止・軽減するため、責任分界点の近くに避雷器を取付けましょう。
・避雷器の接地抵抗値が過大になっている場合は、10オーム以下に改修しましょう。
・老朽化している避雷器は、高圧気中開閉器と一緒に交換しましょう。

③故意・過失対策

●構内掘削工事等によるケーブル損傷
・構内掘削工事で誤ってケーブルを損傷するおそれがあります。工事の計画段階から、弊協会にご連
絡をお願いします。

④鳥獣接触対策
●小動物対策

・受電設備の穴や隙間から、ネズミやヘビなどの小動物が侵入して高圧充電部に触れ、事故が発生す
ることがあります。穴や隙間はシール材などで塞ぎましょう。
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家電製品の使用方法について
この春、進学や就職で一人暮らしをスタートされた方も
多いのではないでしょうか。
シャワーを浴びて、朝食の準備。
電子レンジで冷凍にしておいたご飯をチン、瞬間湯沸か
しポットで目覚めのコーヒーでも
その間にドライヤーで…アレ ?!
た！

電気が止まってしまっ

朝の忙しいときに…。

こんな経験をされた方も多いはず。
これは、同じコンセント回路に、電子レンジ、瞬間湯沸
かしポット及びドライヤーを差込み使用したため、電流の
合計がブレーカー容量の20A を超えてしまったためです。
電子レンジ

瞬間湯沸かしポット
ドライヤー
合計

800W（ 8A）

1,000W（10A）

1,000W（10A）
2,800W（28A）

停電させないためには
❶ 使用する時間を調整しましょう。
ドライヤーを先に使用し、そのあとに電子レンジや瞬
間湯沸かしポットを使うなどして、使用時間を調整しま
しょう。最近の瞬間湯沸かしポットは、カップ１杯のお
湯が約60秒で沸きます。

❷ 別のコンセントを使用しましょう。
分電盤を確認し、コンセント回路用ブレーカーが２つ
以上ある場合は、移動の簡単なものは別のコンセントで
使用しましょう。なお、瞬間湯沸かしポットは、空焚き
による電気事故を防止するため、使用後はコンセントか
ら外しておきましょう。
下ごしらえやオーブン機能など、電子レンジで多くの
電気を使用する場合が多いため、最近の住宅では専用の
コンセントが設置され、安全に使用できるようになって
きています。
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原町事業所

特殊メタル株式会社さま
今回ご紹介する特殊メタル株式会社さまは福島
県相馬市にあり鋳物製造の業務を行っています。
鋳物といえば地味な脇役というイメージがあり
ますが、
その使われ方はベーシックな部品が多く、
製品の表に出て来ないため存在が見えにくいので
す。
しかし、特殊メタルさまでは製品の中に組込ま
れて高性能を引出す仕事をするものや、製品その
ものの形をなすものなど、多種多様な鋳物製品を
創りだしています。これまで培った技術力を活か

特殊メタル株式会社さま

し、鋳物新時代へチャレンジしている企業です。
今回は設備管理のグループリーダーさまを中心
として８名の方を対象にセミナーを実施させてい
ただきました。

セミナーの内容
今回のセミナー受講者は、設備管理に係ってい
る方が多く、慣れや思い込みから感電事故に至る
おそれがあることから電気の危険性を再認識して
いただくため、次の内容で実施しました。
❶感電事故には、こんな特徴があります。
❷電気工事を実施する際の事前連絡の必要性
❸実際の受電設備を見ながら、感電の危険性につ
いて説明を実施
❹ＤＶＤ視聴「ここがポイント電気の安全」
セミナー実施風景（DVD 視聴）

セミナー受講後の感想
●感電の危険性についてわかりやすい説明があり
大変参考となった。
●普段使用している電工ドラムの使い方で、コー
ドを巻いたまま使用すると、過熱して危険であ
ることが確認できた。
●電気のトラブル発生時は保安協会へ必ず連絡を
するので対応をお願いします。
などの感想をいただきました。

受電設備前での説明
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「高齢者宅ふれあい訪問」で電気設備の安全診断
大船渡事業所

大船渡事業所では、東北電力企業グループ

の許す限り照明器具を磨き上げていきました。

の地域貢献活動の一環として昨年12月17日住

開催時期が年の瀬だったということもあり、

田町で行われた「高齢者宅ふれあい訪問」に

作業終了後には「これで明るく年を越せるよ。

参加しました。

ありがとう。」と感謝のお言葉をいただきまし

住田町も他の市町村同様、近年高齢化が進

た。その感謝の言葉に充実感を覚えるととも

んでいます。そのような中、一人暮らしの高

に、これからもこのような機会があれば可能

齢者宅を訪問し、電気使用に関する相談や安

な限り参加し、地域貢献に役立ちたいと思い

全点検などを実施するものです。

ました。

各班３人一組となり３軒ずつ受け持ち、訪
問を開始しました。まず、電気を使用していて
気になることや困ったことがないかお尋ねし

岩手県住田町は大船渡市に隣接する四方を

たところ、ＬＥＤ照明や家庭用太陽光発電設

山や森林に囲まれた町で、その豊富な森林資

備、また省エネに関する質問を多くいただき、

源を活かした林業の町です。町内を流れる気

電気への関心が高いことがうかがえました。

仙川は渓流釣りが有名で、ヤマメやイワナ、

次に目視による安全点検、絶縁抵抗の測定

アユ等の釣り人でシーズンを通して賑わいま
ろう かん どう

による漏電調査及び照明器具の清掃を実施し

す。また、洞窟内に滝をもつ鍾乳洞“滝観洞”

ました。

があります。この滝は“天の岩戸の滝”と呼

照明器具は通常天井等の高所にあるため、

ばれ、洞窟内にあるものとしては日本一の落

ご年配の方々は億劫でなかなか手が回らない

差（29メートル）を誇り、パワースポットと

とのことで、家主の方々と相談しながら時間

しても有名です。

照明器具の点検及び清掃
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［住田町のご紹介］

住田町内を流れる気仙川

平成28年度

7月開催 電気安全講習会のお知らせ

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
開催日

開催場所

プログラム

お問い合わせ電話番号

新潟県電気活用協議会
7月12日
（火）

（東北電力㈱新潟支店お客さま本部内）

新潟県上越市

（電気安全・PR部関係）
☎代表（025）223-3151
福島県電力活用協議会

7月13日
（水）

福島県郡山市

（東北電力㈱福島支店お客さま本部内）
☎代表（024）522-9151
電気安全宮城県委員会

7月14日
（木）

宮城県仙台市

（東北電力㈱宮城支店お客さま本部内）
☎（022）225-2160
平成27年度の
電気事故

7月15日
（金）

山形県米沢市

について他

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）

13:30 〜 16:00 ☎（023）634-8014
岩手県電気協議会
7月20日
（水）

岩手県釜石市

（東北電力㈱岩手支店お客さま本部内）
☎（019）651-6622
秋田県住宅電気協議会

7月21日
（木）

秋田県秋田市

（東北電力㈱秋田支店お客さま本部内）
☎（018）866-9620
青森県電気活用協議会

7月22日
（金）

青森県青森市

（東北電力㈱青森支店お客さま本部内）
☎（017）744-2086

●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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ISO9001認証返上のお知らせ
弊協会は、平成13年８月に ISO9001を認証取得し、お客さま満足
の向上を図ることを目的に業務品質の維持向上に取組んでまいりま
した。
認証取得から14年以上が経過した今、審査登録機関の再認証審査
においても高い評価を得ており、品質マネジメントシステムが定着
してきたことから、平成28年３月31日をもって ISO9001の認証を返
上しました。
今後も ISO9001の考え方は継承し、業務品質の継続的な改善を図
り、更なるお客さま満足の向上に努めてまいります。
今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

Q

○の中に言葉を入れてください。

○○○と高度な技術力で
お客さまをサポート

ヒント ： 弊協会のホームページ「当協会について」の「セールスポイント」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 名さまにクオカードを贈呈いたします。なお、
当選の発表はクオ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

広報情報グループ 宛

平成28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）

★前号Vol.264の
正解は、
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料

金

でした。

★前々号 Vol.263 の応募者総数は 96 名、
正解者は 84 名でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。

村上事業所

『大きな魅力がいっぱいの小さな村』関川村
（新潟県）

関川村は、山形県小国町と県境を接する、新

ラで作った世界一長い蛇」としてギネス世界記

潟県北東部に位置しています。朝日・飯豊連峰

録に認定されています。大蛇を担ぎ練り歩く姿

に端を発し、平成の名水百選（2008年）にも選

をひと目見ようと、毎年大勢の見物客が集まり

ばれた「清流」荒川は、見る人の心まで潤して

ます。

くれる村のシンボルです。関川村は、この荒川
に沿うように米沢街道の要衝として栄えてきま

［国指定重要文化財 渡邉邸］

した。

関川村の中心部、旧米沢街道沿いに古い町並
たい

みがその姿をとどめる“18世紀の街並みエリア”

じゃ

［えちごせきかわ大したもん蛇まつり］

は、江戸～明治期の街道の様子をそのまま伝え

おおり

てくれます。平成19年には「美しい日本の歴史

関川村の大里峠には、大蛇伝説という古くか

的風土100選」にも選ばれました。そのエリア

らの言い伝えがあります。
じゃばみ

蛇喰集落の女性「おりの」が、禁断の蛇の肉

には、歴史的な建造物で国の重要文化財に指定

を食べ大蛇に変身してしまい、関川盆地を棲家

されている「渡邉邸」があり、往事の繁栄が偲

にしようと荒川をせき止めて氾濫させようとし

ばれます。

ますが、村人が力を合わせて大蛇を退治し、村
を守ったというお話です。

［えちごせきかわ温泉郷］

この大蛇伝説をモチーフにした“大したもん

関 川 村 に は「 高 瀬 温 泉 」、「 鷹 の 巣 温 泉 」、

き

蛇まつり”が毎年８月末、金・土・日曜日の３

ら

「雲母温泉」、「湯沢温泉」
、「桂の関温泉」の５

日間にわたり開催されます。

つの温泉があり「えちごせきかわ温泉郷」と呼

まつりの最終日となる日曜日には「大蛇パレ

ばれています。湯治もできるリーズナブルな宿

ード」が行われ、このパレードで使用される大

から、優雅な離れを持つ宿までいろいろな温泉

蛇は、長さ82.8ｍ、重さ２ｔもあり、
「竹とワ

旅館がそろっています。

大蛇パレード

渡邉邸

露天風呂

◎新潟県岩船郡関川村
■交 通 手 段／日本海東北自動車道荒川胎内インターより車で約15分
新潟より快速電車で約１時間
■問い合わせ先／関川村農林観光課 TEL0254-64-1478
URL: http://www.vill.sekikawa.niigata.jp/index.html
（写真提供）関川村農林観光課
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電気 と保安

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

２０１６年

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、

銀行、郵便局、信用金庫、信用組合、農業協同組合、

金融機関へ足を運ぶ手間が省けます。

労働金庫などの金融機関でご利用いただけます。

春季号

口座振替なので振込みの
手続きが要りません

vol.265

（一部、取扱いできない金融機関がございます）

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

振替の約一週間前に「口座振替のお知らせ」を、

の振替が可能です。

また、翌月には「領収証」を郵送いたします。

発行所

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。

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。

電気
エネルギーの
効率改善

企業の
イメージ
アップ

CO2
削減

一般財団法人東北電気保安協会

省エネ 進めてみませんか

仙台市太白区あすと長町三丁目二番三六号

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

循環型
社会の
実践

平成二十八年四月一日

複数ご契約の振込みも
一度の申し込みでできます

コスト
削減

印刷

防 止

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。

㈱ソノベ

温 暖 化

万全な体制で
サポートいたします

ご相談ください

地球

