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変圧器の台数集約により電気料金の削減に成功！
～「あきた総合支援エリアかがやきの丘」さまの省エネ事例のご紹介～
「あきた総合支援エリアかがやきの丘」さまは、３つの特別支援学校（視覚支援学校、聴覚支援学校、秋田
きらり支援学校）と県立医療療育センターが連携して、幼児、児童、生徒を支援するための地域拠点として平
成22年４月秋田市に開設されました。

〔調査〕

お客さまでは、自主的な省エネの取組みとして、照
明の間引き、適宜消灯などを実施していました。その
効果を検証するため、弊協会にご依頼があり、お客さ
まからの電気の使用状況の聞き取りと、館内のエネ
ルギー使用機器の設置状況の確認、使用状況の調査
など「省エネルギー診断」を実施させていただきま
した。

〔結果〕

省エネルギー診断の結果から、複数台ある受電用
変圧器の一部を取外しても施設の運用に支障がない
ことが確認できたことから、電灯用200kVA の変圧
器と動力用300kVA の変圧器を電路から取外すこと
をご提案いたしました。
お客さまは、変圧器の取外しは、高圧側配線の切
り離しと、低圧側母線の切り替えといった比較的簡
易な工事で投資額が少ないことから、早速工事を行
うことをご判断されました。
その結果、
試算では、
使用電力量で約6,740kWh/年、
金額にすると約105千円 / 年の削減が期待できます。
また、合わせて CO2排出量も削減することができま
す。
（別表１参照）
別表1

削減効果の試算

取り外した変圧器の容量
（kVA）
200
300

40
30

36

種類

台数

電灯用
動力用

1
1

〔まとめ〕

お客さまからは「減設に伴い、契約電力を下げる手
続きをしていただいて助かりました」とのお話をいただ
きました。
今回の省エネルギー対策導入のきっかけは、省エネ
ルギー診断による設備調査でした。省エネルギーへの
取組みは、エネルギーの使用状況を正確に把握するこ
とから始まります。
弊協会では、お客さま設備の「省エネルギー診断」
を実施しております。検査員またはお近くの事業所にお
気軽にご用命ください。

無負荷損
電気料金
（kWh/ 年） （千円 / 年）
6,740

105

変更前

29
20

20

あきた総合支援エリアかがやきの丘さま

参考

減設前後の変圧器容量

減設前の変圧器容量 減設後の変圧器容量
（kVA）
（kVA）
2,850

2,350

変更後
17

10
0

無負荷損
（千kWh/年）

CO2排出量
（t-CO2/年）

※無負荷損データは、一般財団法人省エネルギーセンター発行「省エネルギー手帳」
を参照。電気料金試算は、東北電力株式会社「業務用電力」単価による。

別表2

変圧器損失の特徴について

変圧器の損失
発生部と原因
特 徴
無負荷損 鉄心 磁束を流すことにより発生 電源が投入されている負荷の有無に関係なく常時一定量の損失を発生する。
負 荷 損 巻線 電流を流すことにより発生 負荷の大きさにより損失は変化する。一般に負荷の２乗に比例する。
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千田精密工業本社・前沢工場

今季号のお客さま

岩手県奥州市

株式会社千田精密工業 さま
岩手県奥州市に本社がある株式会社千田精密工業さまは、単純加工
の大量発注は受けず、難易度の高い精密加工・部品製造を専門に行っ
ている技術者集団。創業時から難しい精密加工技術に挑戦し続け、や
がて本格的な試作品の依頼や製造の注文が全国から入るようになり、
その技術は世界レベルとの評価を得ています。
本日は、株式会社千田精密工業 千田伏二夫代表取締役をお訪ねし、
弊協会専務理事 山下弘二がお話しをうかがいました。

株式会社千田精密工業
代表取締役

東北電気保安協会
専務理事

千田 伏二夫さま

人の巡り合いに支えられた仕事

ゆることを覚えましたね。ただ私は、誰かに

山下：昭和54年創業ということですが、千田社長の

とるべきではないと思っていたので、自分で

ものづくり人生でどのような意味を持つもの

一からやってみようと思って事業を始めたん

でしたか。

です。東京の機械の中古屋さんで機械を買っ

千田：私は、水沢の職業訓練校で初めて機械という
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山下 弘二

おんぶに抱っこをするような形での生き方は

てきて、自分の古い家を改造して仕事を始め

分野に入ったんです。卒業後は花巻の大きな

ました。それが創業、33歳の時です。

機械工業の会社に入りました。私自身は就職

山下：沿革によりますと、独立されて間もない頃に

というより、さらにいろんな現場の技術を覚

高額と思われる工作機械を導入しています

えて自分を鍛えようという感覚でした。だか

が、資金調達ではご苦労されたのではありま

ら先輩たちや上司と関わり、あらゆることに

せんか。

積極的に挑戦しました。可愛がられて、いろ

千田：創業は何にもわからないところからのスター

いろなことを教えてもらいました。結局、こ

トでしたが、自分でやるからには地元の企業

の会社で17年働きましたが、機械工作のあら

からではなく外のお金を稼がないと地元はよ

難易度の高い超精密加工の分野において
世界レベルの技術で、挑戦し続ける技術者集団
持ちがきっと伝わったんでしょうね。
千田：支えてくれた人たちが、いろいろな取引先を
紹介してくれましたし、自分が作った製品そ
のものが優秀な営業マンでした。小さなもの
でも必ず誠意をもって応えること、
「こんな
ものができるか」と言われた時にちゃんとそ
れを作り上げて、よかったと喜んでもらう、
ということが私のやり方です。創業して20年
後の1999年のことです。「こんな加工が可能
創業時の初代加工機械と千田さま

か」と言われて１カ月かけて指定通りの加工

くならないと考え、まずは東京などからの誘

を施したら、その部品はＦ１レーシングカー

致企業にあたることにしました。訪ねていく

のエンジンに使われる制御ボックスでした。

と「地元の会社はみんな仕事がないかと言っ

徹底的な小型化・軽量化が必要で、なおかつ

て来るけれど、じゃこの仕事ができるかと聞

強度を落とせない、という難度の高い超精密

くと、そんな難しいのはできないと帰ってし

加工です。
この部品を供給した
「無限ホンダ」
の

まう。おたくも、そうなんじゃないの」と言

マシンが優勝した時は、うれしかったですね。

われました。冷静に「私はなんでもできます

また、ある製品の仕事をした時に、イギリス

よ」と言い返して、
指定通り作って持って行っ

の会社が特許を持つ摩擦攪拌接合という高度

たら、
「ほんとうにできるんだ」とびっくり

な加工技術を知りました。いろいろ調べて、

されました。
「じゃ、次はこれができるか？」

自分の機械で実験してみたらなんかできそう

と言われて「はい、いいですよ」と、また作っ

な感じでした。ライセンスを取って製品を

て持って行ったんです。そうやって仕事が増

作っている大手メーカーの専用機を見せても

えていきました。あまり苦労とは感じません
でした。人との巡り合いです。いい人たちに
いろいろな形で支援してもらいました。設備
投資も、機械メーカーの人がたまたま開設し
たばかりの銀行の支店長に掛け合ってくれ
て、そしたら銀行も貸してくれたという幸運
がありました。
山下：その銀行も志のある将来有望な企業を見抜く
目と、支援を惜しまない気概がありましたね。
それは千田社長のものづくりに懸ける熱い気

2005年に国際ライセンス契約を締結し、自動車・半導体関連の製品加工
に応用している摩擦撹拌接合技術
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らって、これなら自分でもできると思って、

評価して技能手当を、資格をとれば資格給を

すぐにイギリスに飛んだんです。特許を持つ

支給しています。女性は結婚しても仕事を続

その会社では「まさか日本の中小企業が直接

けています。産休も全部とってもらっていま

来てくれるとは夢にも思わなかった」と歓迎

す。定年65才も、当社はもう何年も前から実

してくれて、直接ライセンス契約に成功しま

施しています。

した。

いつでも自立できる技術を身に付ける
山下：今のお話から、ものづくり企業としてのスピ
リットや情熱を感じることができましたが、
社員教育という面で大切にされていること、
また福利厚生という点で気を遣われているこ
とをお聞かせください。
千田：いつも言っているのは「会社というのは一人

平成21年厚生労働大臣表彰「技能検定制度推進に対する協力の功績」

ひとりの社員をいつまでも守るわけじゃな
い。会社がつぶれても自分自身が自立できる
ような技術や技能を毎日の仕事の中で身につ
けろ」ということです。それが、最初のサラ
リーマンの時から学んで、独立したときの考
え方なんです。だから社員の人たちには技術
を研鑽して、組織の中で力を合わせ挑戦し続
ける人は残ってもいいけれど、自分でもしっ
かりできるという確信を持ったならば、外に
出て自分で事業をやってみることも大切だよ
と、独立を勧めています。これは逆に言うと、
管理職になって守りに入ったりすることがな

4

岩手県「いわて子育てにやさしい企業等」認証

付加価値の高い仕事に挑戦する技術者たち

いよう、会社が守りに入らないように、とい

山下：会社を拝見して、非常に大規模な設備の中で

う対策でもあります。現場の指導方針として

少数精鋭の技術者の方たちが働いているとい

は、１年生に対して２年生が教えるというや

う印象を受けました。技術者の方たちの役割

り方です。後輩が入ってくると面白いですよ。

についてどのようにお考えですか。

格好いいところを見せたいんです。自分がで

千田：当社は技術者集団であり、共同受注企業体と

きなかったことでも教えながらやると自分が

言っています。本来は自分で独立してもいい

できるようになります。競争心が出てきて、

ような人たちが、一人では付加価値の高い仕

みんな伸びていきます。福利厚生としては、

事に対応するのは難しいので、お互いの技術

技能検定をどんどん受けてもらい自分の技術

を出し合って共同受注をしているのが千田精

に合った仕事ができるようになれば、それを

密工業なんです。一人が一品一品、いかに付

加価値の高い仕事を自分たちでしっかりとや
るかというのが私たちの生きていく道と思っ
ています。単純な加工の量産はしません。量
産というのは、結局価格競争になってしまう
からです。
山下：工業技術系の企業であれば、一般的に新しい
技術や設備を研究開発する部門が別にあると
思いますが、組織図上では研究開発部のよう
な部署はなさそうですね。
千田：ないです。私たちは
「ものを作って、いくら」

横中ぐりマシニングセンタ

お客さまに向き合い、応えていくために

という生産現場ですから。お客さんから依頼

山下：弊協会も、お客さまの困っていること、もっ

されて、それを技術で実現するというやり方

と効率化されたいことなど、さまざまなご要

でしかないです。何年もかけて調査するとか

望にお応えすることが、業務の基本と考えて

というのではなく、ぶっつけ本番。そこが研

います。千田社長のお話をうかがい、あらた

究とはものすごく違うところです。あくまで

めて「お客さまに、どう応えていくか」とい

も仕事。だから「お客さんが困っているもの、

うテーマに向き合っていきたいと思いまし

やりたいというところにどう応えるか」とい

た。多くの機械や設備機器を扱っている御社

うところからしかスタートしないんです。あ

ですので、電気の使い方、省エネ・節電の方

えて言えば、いつでもスタートできるように

法などを含めて、弊協会でお役に立てること

日々研鑽を積んでいるということですね。

もあろうかと思います。
千田：これからも、いろいろとアドバイスなどよろ
しくお願いします。
山下：本日は、地域に根ざしながら世界レベルの加
工技術を持ち、日本の工業技術をけん引する
という、御社の言わばものづくり企業のあり
方、そして技術者としてのあり方という根本
的なテーマについて聞かせていただき、ほん

平成18年経済産業大臣選定
「明日の日本を支える元気なモノ作り中小企業300社」

門型マシニングセンタ

とうにありがとうございました。

5軸立型マシニングセンタ
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検査員の現場報告1

東

鳥の糞による全停電 !? ～柱上の設備も定期的に点検を～
石巻事業所

山田 敏雄

故障対応時に調査したところその原因が思いがけ
ない事象だった事例を紹介します。

〔状況〕
９月のある早朝6：40頃、お客さまより「電気が使
えない」との電話連絡があり、受付当番から緊急連
絡を受けた私は、ただちに出社しお客さまのところ
へ向かいました。お客さまから電気関係の鍵を借用

〔お客さまの声〕

し、高圧受電設備の確認を行なったところ、引込柱

「鳥の糞で停電になるとは思ってもいませんでした。

に設置してある地絡方向継電器の動作により区分開

震災後、鳥の数が増えたと感じていました。今後、

閉器が開放（ＯＦＦ）していました。お客さまは「電

今回の原因個所の定期的な清掃と鳥対策等を検討し

気が使えないと仕事ができない。できるだけ早く電

ていきたいと思います。」とのお言葉をいただきま

気を送って欲しい、待ってます。
」と不安げな様子

した。

でした。

〔まとめ〕
〔調査〕

石巻地区などの塩害地域では、絶縁低下による停

原因調査のため、お客さまと一緒に受電設備の外

電事故が発生する可能性が高いことから、耐塩型の

観点検を行いましたが異常は見当たらず、高圧絶縁

端末処理材（耐塩型ストレスコーン）を使用するな

抵抗を測定したところ、引込柱側が０ＭΩでした。

ど対策が施されています。今回の事例は堆積した鳥

構内の引込柱を双眼鏡で目視確認をしたところ、高

の糞による停電事故であったため、塩害だけではな

圧ケーブルの耐塩型端末部（写真参照）に「黒いし

く鳥獣対策の必要性を確認するとともに、地域の状

み」のようなものを見つけました。

況、お客さまの周囲の環境などを意識した点検の必
要性をあらためて再認識いたしました。

〔原因〕
昇柱して確認した結果、「黒いしみ」はなんと鳥
の糞でした。
高圧ケーブルの耐塩型端末部に、これが堆積した
ことで漏電状態になり、停電に至ったのです。

〔復旧〕
鳥の糞はその場できれいに取り除き、高圧絶縁抵
抗を測定した結果、160M Ωに回復したため、東北
電力に連絡の上、8：50頃に無事復旧するとこができ
ました。
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鳥の糞が堆積した個所

検査員の現場報告2

東

無停電年次点検で変圧器低圧側端子の接触不良を発見～年次点検でトラブル回避～
長岡事業所

斎藤

萌

無停電年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〕

停電が難しいお客さまの無停電年次点検を実施し
ていたときのことです。放射温度計による外観点検
を実施したところ、動力変圧器の低圧側接続部の
１ヶ所だけが130℃を示したのです。他の接続部は
30℃前後だったことから、接続部の異変だと判断し
ました。「このまま放置すると変圧器の焼損による
停電事故や欠相による機械のトラブルなどに至るお
それがある」と判断し、直ちにお客さまに報告のう
え停電による点検をお願いしました。

〔調査〕

停電による精密検査当日に、サーモカメラ（温度
測定の結果を画像として表示できる機器）による温
度測定を実施して、温度の上昇状況をお客さまにご
確認をしていただいた後に、点検に入りました。
点検の結果、端子を留めているボルトが緩み、接
触不良により加熱していたものと分かりました。

〔原因〕

変圧器低圧側は、本体の微振動による接続部分の

破損などを防止するため、可とう導体（フレキシブ
ル導体）を使用して本体と母線を接続していますが、
そのボルトが地震の影響や、変圧器本体の微振動に
より緩みが生じたものと推測されます。

〔復旧〕

可とう導体が熱などにより変色していたことか

ら、新しいものに交換しボルトもしっかり締めまし

130℃を示した接続部

た。また、今回、せっかくの停電での点検であるこ
とから、他のボルトなども緩みがないか確認すると
ともに、増し締めを実施しました。

〔お客さまの声〕

「停電が難しく、無停電の点検で接触不良を発見
したことに、業務品質の高さを実感した。このまま
気付かず変圧器を使用して、過熱による機器損傷や
火災などがあれば、多大な損害が出るところであり
助かりました。また、ボルトの緩みが目視で分かる
ようマーカーを付けたのは感心しました。」と喜ん
でいただきました。

〔まとめ〕

接触不良個所を発見するには、停電し触手による

点検が確実です。一方で、生産ラインを止めて停電
する点検が難しい社会状況でもあります。急な停電
や電気事故を未然に防ぐためには、お客さまが異音、
異臭、異変に気付いたら、いち早く電気主任技術者
に連絡していただく。そして、私たち電気主任技術
者は、お客さまの停電リスクを回避できるよう、常
に技術力を高める必要があることを実感しました。

サーモカメラによる画像

交換締付け後のマーカー付け
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特高変圧器の特殊試験に係る技術支援
今回は、事業所からの応援要請を受けて、総合技術センター職員が出向き支援した、特高変圧器の特殊試
験の事例を紹介します。

1

太陽光発電所の連系用特高変圧器（66kV/22kV）の現地単体試験

変圧器の現地単体試験は、輸送・据付時に不具合がないか確認するもので、通常はメーカで実施しますが、
メーカのエンジニアの手配が付かない等の理由により弊協会で実施しました。
今回は、特高変圧器単体試験のひとつである位相変位試験について紹介します。
位相変位試験とは、変圧器一次側と二次側の各端子一対（例えばＵ相とｕ相）を選んで直接接続し、一次側
より三相試験電圧を加えて残りの各端子間電圧を測定した結果から、電圧値及び誘導電圧ベクトルを比較し、
ＪＩＳ規格やＪＥＣ規格の位相変位（相順及び電圧ベクトルの位相角度差）を満足しているか判定する試験です。
今回の特高変圧器はΔ－Ｙ結線で、試験は一次側Ｕ相と二次側ｕ相を直接接続し基準点として各電圧値と誘
導電圧ベクトルを確認し、一次側と二次側の各測定電圧の値から位相変位が正常であることを確認しました。
事前に事業所及び支部事業本部と連携をとり、試験方法などの仕様打ち合わせを綿密に行うことができた
ことから、試験当日は効率よく作業することができました。
接続記号（Dy11 ）
判定（減極性）

誘導電圧ベクトル図

各測定端子電圧の計算式

判定基準、誘導電圧ベクトル図及び測定端子電圧計算式

連系用特高変圧器（66kV/22kV）
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特高変圧器単体試験風景

2

154kV 特高変圧器（154kV/3.15kV）の現地絶縁耐力試験

今回実施した、特高変圧器の絶縁耐力試験電圧は、電気設備の技術基準とその解釈の第16条【機械器具等
の電路の絶縁性能】により、変圧器一次側と大地間に177.1kV 、変圧器の中性点と大地間に103.04kV となり
ます。
154kV 特高変圧器の絶縁は、段絶縁が採用されており、中性点付近では、絶縁強度を低下させているため、
絶縁耐力試験においては、線路側及び変圧器の各端子（ＵＶＷ相）と変圧器の中性点に、同一の電圧を印加
することができません。
従って、中性点と接地した一次側１端子間に88.55kV を印加し、変圧器の鉄心を励磁させ、他の２端子の
巻線に電圧を誘起させて、177.1kVを印加する誘導法といわれる試験方法により絶縁耐力試験を実施しました。
そして、中性点には試験器により発生させた103.04kV を直接印加しました。
今回の作業は受電予定の関係もあり、真夜中の作業時間となりましたが、事業所及び支部事業本部と慎重
に準備を進めてきた結果、安全で効率が良い作業を行うことができました。

特高耐圧試験器及び測定機材

154kV 特高変圧器（154kV/3.15kV）絶縁耐力試験風景

総合技術センターでは、事業所単独では困難な試験業務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、お近くの弊協会事業所又はホームページにお問い合せください。
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1

夏期の電気需要平準化の取組み～空調設備の運用改善で省エネ～
一般的なオフィスビルにおける用途別電力消費比率

「電気需要平準化」とは
電気需要平準化とは、
「電気の需要量の季節又は

エレベータ
5％

その他
7％

空調・照明・
OA機器で
約88％

時間帯による変動を縮小させること」をいいます。
OA機器
16％

現在の省エネ法（平成26年４月１日施行）では、
従来からのエネルギー使用の合理化に加え、電力需

照明

給バランスを意識したエネルギー管理が求められて

24％

います。電気需要の平準化が求められている時間帯
は、全国一律で夏期（７～９月）・冬期（12～３月）
の８時～22時としています。
電気を使用するお客さまは、同法の告示として公
表された指針に基づき、平準化時間帯において、電
気から燃料又は熱の使用への転換や、電気機器を使
用する時間帯の変更などにより、平準化に努めなけ

出典：
「夏期の節電メニュー」( 経済産業省 ) より

夏期の空調運用改善のご紹介
●設定温度を１℃上げる
10% 程度の省エネが期待できます。
（冷房時の室温目安は28℃）
●運転モードを活用する

ればなりません。
そこで、今回は、「電気需要平準化」に向けた有
効な手段の一つである空調設備（電気）の省エネ対

電気需要バランスを意識した対策
電力需要
（kW）
供給力
需要曲線

昼

省エネモードを上手に活用しましょう。省エネモ
ードにより消費電力が削減される機種もあります。
●屋内機のフィルターを清掃する

策についてご紹介します。

朝

空調
48％

夜

【量、効率の省エネ】
【時間】
出典：
「省エネ法の改正について」( 資源エネルギー庁 ) より

フィルターの目詰まりで消費電力に６％程度の差
が出る場合があります。
●室外機周りの環境を整備する
室外機の周囲に物を置くと運転効率が悪くなり消
費電力が増加します。
また、よしずや植物等で日陰を作ることも効果的
です。
●過換気を避ける
空調空間は、換気や窓・扉の開閉は最小限にする
よう努めましょう。

空調の省エネの重要性
例えば一般的なオフィスビルにおいて、エネルギ

●空調機の稼動を見直す
稼働時間及び台数の見直しや、間欠運転に努めま
しょう。

ー消費のうち、もっとも多く使われているのが空調
設備で、全体の約50% を占めています。
このため、身近な空調設備の運用改善は、大きな
省エネ効果が期待でき、省コスト・電気需要平準化・
CO2排出削減に繋がります。
弊協会ではデマンド監視装置を活用した空調自動制御を承っております。
詳しくは、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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2

つ ど う ・ に ぎ わ う ・ た か ま る

弊協会事業所における“電気安全の地域拠点化”構想の概要
弊協会は、これまでもお客さまや地域の皆さまに対し、電気安全の向上に関する諸活動を行ってまいりま
したが、この度、全面的に内容を見直し、これを“電気安全の地域拠点化”構想として取組んでいくことと
しましたので、その概要をお知らせいたします。

新たな方向性

お客さまとの課題解決を進めながら、協会の電気安全に関するより深い理解が得られる活
動を展開し、協会事業所が電気安全に関して地域から頼りにしていただける組織となり、
また、それを通して従業員の働きがいが出てくる職場を目指します。

新たな方向性のポイント
その1

お客さま等との対話活動を再構築（相互に利益となる仕組み）

各地域のお客さま等とのコミュニケーション活動の目的を再確認するとともに、その目的達成のための
より本質的な活動となるよう、施策全般について再構築（シャッフル）を行いました。そして10年先を見
据え、お客さま等との相互理解が深まる活動を計画的に進めていくこととしました。

その2

リアルな実体験などで深い理解（電気安全見える化の仕組み）

電気安全に向けた弊協会の取組みは、お客さまにお伺いする検査員の姿だけではよく見えません。検査
員の協会事業所での作業を見える化し、電気保安活動に対する理解が得られる機会を設けます。
このような検査員の舞台裏の活動やデータを確認するリアル体験によって、より深い理解へと繋がり、
そして、お客さまの経営リスクである電気事故を防止するために、弊協会のそれぞれの業務が役立ってい
ることを実感していただける内容としました。

その3

協会活動への参加者拡大（幅広い方々が参加できる仕組み）

弊協会の活動内容に触れていただく機会を、より幅広い層に広げることを意識して活動します。例えば、
「弊協会に対するご意見」をお持ちのお客さまのために「アンケー
ト」件数を大幅に増やしました。また、課題別に各種会議等を開
催することで、これまではあまり接点が無かったお客さまに対し
ても、関心を持って頂ける工夫をするなど、あらゆる機会におい
て参加者層の拡大ができる仕組みとしました。

お客さまの状況
協会活動へ参加経験あり
協会活動は知っているが
参加経験なし

参加範囲
今まで
今後

協会活動を知らない

具体的な施策一覧
今後の施策

概

要

地域の各種会合 地域における各種会合、安全管理者集会（労安法）等にはできるだけ参加し、より広い地域活動を
に参加します
通して多くの企業さまに弊協会を知っていただく機会とします。
弊協会の事業所において、必要な課題をテーマに小規模な説明会を開催します。例えば、最近の感
電事故の概要、停電点検時の効率的な電気設備修理計画など、必要に応じてその都度ご案内します。
電気安全説明会 同時に、多様な保安業務として、年間2万回以上の電気事故出動、同じく約1,000件の高圧事故復
を開催します
旧対応、お客さま設備の台帳システム（ソフト）、また、各種試験機器類、電気事故の探査器（ハー
ド）など、現場の舞台裏活動を実際に見て、触れていただきながら協会活動を体感していただく場
とします。
電気安全への理解定着化に向けて、意見交換中心の懇談会を開催します。弊協会のお客さまを対象
とした電気安全に関するテーマはもちろん、例えば、電気工事会社や選任電気主任技術者などを対
電気安全懇談会 象とした感電事故事例、最新技術の動向等をテーマにした懇談会も考えられます。
を開催します
また、地域企業等との共同活動も含め、電気安全を中心とした地域貢献に寄与する事業など、それ
ぞれの事業所で必要に応じ取組みます。そして、10年後には協会事業所が電気安全に関して、地
域から頼りにしていただける組織となることを目指します。
アンケート件数
これまでは、毎年1,000件でしたが、現在、毎年7,000件に増やしました。
を増やしました
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3

鳥獣被害対策の電気さく施設における安全確保について
平成27年に鳥獣被害の防止を目的に設置した電気さくによる公衆感電死傷事故が発生し、マスコミ報道で
も大きく取りあげられました。
こうした痛ましい類似事故を防止するため、電気さくを設置している又は設置を計画されているお客さま
は、次に記載した基準及び注意点を必ず守っていただくようお願いします。
なお、ご相談又はご不明な点は、弊協会にお問い合わせ願います。
「電気さく」の設置の際に守らなければならない基準
●危険である旨の表示があること。
●電気さく用電源装置は、出力電流を抑制するものであること。
●漏電遮断器（電流動作型

定格感度電流15mA 以下、動作時間0.1秒以下）が設置されていること。

●電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器が設置されていること。
●無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えていないこと。

出典：
「電気さくの正しい設置方法」（経済産業省

12

平成28年３月版）より

4

電気事故リスク低減の五つのポイント
電気を安全に安心してお使いいただくためには、高圧受変電設備の維持管理が必要不可欠となります。
高度化した社会環境では、ひとたび停電事故が発生すると、事業活動に深刻な影響が生じることになります。
また、停電事故が発生個所の設備に止まらず、電力会社の配電線にも影響した場合には、社会的に影響の大
きい「波及事故」に発展する可能性もあります。
今回は、停電事故のリスクを低減するため、お客さまが国へ届出した保安規程に基づく停電年次点検に併
せた、五つの保全ポイントをご紹介させていただきます。

停電事故を未然に防ぐための保全ポイント
キュービクル式受変電設備

①特別清掃
キュービクル内部及び高圧機器
に付着した塵・埃を除去するこ
とにより、高圧機器の絶縁性能
を保ちます

③ＬＢＳ点検整備
可動部及び接触部の清掃・グリ
スアップにより、絶縁性能を保
ち開閉不動作を防ぎます

②ＶＣＢ点検整備
定期的な真空度測定及び清掃・
グリスアップにより、絶縁性能
を保ち開閉不動作を防ぎます

④ＰＣヒューズ交換
変圧器保護のヒューズを定期的
に交換することにより、ヒュー
ズ劣化による溶断を防ぎます

⑤絶縁油劣化診断・交換
絶縁油の劣化診断・交換により、
変圧器の絶縁性能を保ちます

お問合せは、お伺いしている検査員又は最寄りの事業所にご相談ください。
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5

８月は「電気使用安全月間」です
夏場は高温、多湿による注意力の低下や、肌を露出した服装、また、発汗により体に電気が流れやすくな
るなどの悪条件が重なり、感電死傷事故が起きやすい傾向にあります。昭和56年に経済産業省（当時の通商
産業省）の主唱により、８月を「電気使用安全月間」と定めて以来、今年で36年目となります。
弊協会では街頭での広報活動などを通じて、お客さまや一般の方々に電気の安全使用を呼びかけているほ
か、公共施設や文化財などの特別安全診断を実施しています。
平成28年度

全国統一重点活動テーマ

○電気は常に安全を心がけ、ムダなく使いましょう
○自家用設備の電気事故は、適切な保守点検と計画的な更新で防ぎましょう
○地震・雷・風水害などの自然災害にそなえ、日頃から電気の安全に努めましょう

①街頭広報活動

②公共施設や文化財の特別安全診断
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受電設備の鍵の管理を確実に行いましょう！
受電設備には高電圧の部分があり、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、受電設備の鍵の
管理は確実に行い、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お願いします。

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、
扉を開け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
（6,600ボルト）に頭部
右耳が触れて感電した。（弊協会に
事前連絡がありませんでした。
）

電気機器のメンテナンスのお願い
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も使用できない場合、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。

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。

4 年次点検（停電）において、経年劣化による電気機器の故障トラ
ブルは責任を負いかねます。

電話交換機（イメージ）
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災害時に活躍するアイテム
災害はいつ、どこで起きるかわかりません。
災害が発生しても落ち着いた行動が取れるように、防災アイテムの準備と災害時の心がまえを日頃から持っ
ておきましょう。

❶ 停電時、頼りになる保安灯
停電時に自動で点灯する保安灯は、コンセントから外
せば懐中電灯としても利用できます。

❷ 懐中電灯は、普段から目につくところに
暗闇の中で足元の安全を確保するためには、懐中電灯
は欠かせません。

❸ 正しい情報を得るために、ラジオを活用
災害が発生したときには、すばやく正しい情報を得る
ことが大切です。

❹ 携帯電話・スマートフォンの予備バッテリーの準備
予備の電池パックやモバイルバッテリーを準備してお
きましょう。

❺ カセットコンロで簡単な煮炊きが可能に
電気・ガスの供給停止に備え、カセットコンロを準備
しておくといいでしょう。

❻ 非常持出袋をまとめておく
家族が２～３日のあいだ生活できる食料品や日用品な
どをひとまとめにした「非常用持出袋」を用意しておき
ましょう。
持出し品の例
食料品（乾パン、缶詰、塩など家族３日分と缶切り）、携帯ラジオ、貴重品（現金、預金通帳、印鑑）、救急医薬品、
防災ずきん、ヘルメット、懐中電灯、ローソク・マッチ、軍手、ロープ、ホイッスル、飲料水（１人１日３リットル）
、
携帯トイレなど

❼ 避難前の対応
地震が発生し停電になった場合でも、設備に異常がな
ければ電気は送られることがあります。消し忘れた電熱
機器に電気が通じることにより火災につながる恐れがあ
りますので、避難する際はブレーカーを切りましょう。
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東部ガス株式会社秋田支社秋田 LNG 基地さま
今回ご紹介する東部ガス株式会社秋田支社秋田
ＬＮＧ基地さまは、国内の一次基地から内航船※1
で受け入れたＬＮＧ※2を気化し、パイプラインで
秋田支社工場に送るためのＬＮＧ基地であります。
ガスを受け入れた秋田支社工場では、国産天然
ガスを混合したのち、秋田市内のお客さまに都市
ガスとして供給しています。
また、秋田ＬＮＧ基地さまから、直接ローリー
車を用いて秋田県内全域にＬＮＧを供給すること
も可能であり、クリーンエネルギーとして需要が
増加している都市ガスを、安定供給するための要
となる設備です。
ガスは取扱いを誤ると重大な災害につながりま
すので、設備のメンテナンス、管理は高い技術力
が求められます。
今回は、日頃ガス供給設備の維持管理に従事さ
れている秋田ＬＮＧ基地さまの７名の方にセミナ
ーを実施させていただきました。

秋田事業所

秋田ＬＮＧ基地さまと内航船

セミナーの内容
セミナーでは、電気の安全使用をテーマに過去
の事故事例を紹介し、電気の危険性について再認
識していただきました。
その中で、５年前の東日本大震災での苦労話を
お聴かせ頂き、
「ガス」と「電気」と取扱う種類
は違いますが、人々のライフラインを確保するた
め、設備を安全に維持管理することの重要性を再
認識するセミナーとなりました。

セミナー実施風景（ＤＶＤ視聴中）

セミナー受講後の感想
●家庭の漏電遮断器のように、高圧（6,600ボルト）
でも漏電した場合に自動的に切れる開閉器があ
ることを知りました。故障の時は、必ず保安協
会に連絡します。
●漏電遮断器が切れた際の対応方法がわかり、大
変参考になりました。
などの感想をいただきました。
次回のセミナーでは、
漏電遮断器を実際に操作す
る実技を取入れた内容のご要望をいただきました。
※1
※2

構内電気設備の説明風景

内航船：日本国内の貨物輸送だけに使用する船のこと。
ＬＮＧ：液化天然ガス（Liquefied Natural Gas の略）。メタンを主成分とした天然ガスを−162℃まで冷却し液化した無色透明の液体。体積は気体
の約1/600しかない。
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自然環境保全活動
「伊豆沼・内沼クリーンキャンペーン」に参加しました！
佐沼事業所

佐沼事業所は、今年３月20日
（日）春分の日

以前は、毎年３月と９月の年２回開催して

に行われた、伊豆沼・内沼クリーンキャンペー

おりましたが、年々ごみの量は減少傾向にあ

ン実行委員会主催の「伊豆沼・内沼クリーン

るとのことで、一昨年から３月の１回だけの

キャンペーン」に参加しました。

開催となりました。それでも、今回のごみ収

伊豆沼・内沼は、ハクチョウやガン、カモ

集量は、2.4トンになりました。

の貴重な越冬場所としてラムサール条約にも

今年の冬は例年よりも雪が少なく、暖冬に

登録され、国際的にも重要な湖沼となってお

もかかわらずマガン13万羽、オオハクチョウ

り、まさに水鳥や生き物にとっての『聖域（サ

1,000羽が飛来してきました。このクリーン作

ンクチュアリ）』とも言える自然環境です。

戦で沼をきれいにしたことで、これからも、

クリーンキャンペーンは、今回で57回目を
数え、栗原市、登米市のそれぞれのサンクチュ

鳥たちが心地よく、安全に越冬できればと思
います。

アリセンターなど３会場で、79団体、総勢896

伊豆沼・内沼の美しい自然を次代の子供た

名が参加し開催されました。当日は、晴天に

ちに引き継いでいくため、今後も積極的にク

恵まれたものの肌寒い中、沼の景色を楽しみ、

リーンキャンペーンに参加して行きたいと思

自然とふれあいながら、沼の自然環境の保全

います。

に努めるという心地よい活動となりました。

開会式の様子
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ごみの回収作業

電気安全セミナーのご案内
～無料で実施しております～

電気安全セミナーのご案内
無料で実施しております

電気安全セミナーとは
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。

電気安全セミナーの内容は
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。

★

参加されたお客さまの声から
電気安全に対する意識向上につながった
省エネルギーの大切さが理解できた
季節にあった設備の点検ポイントがわかった
電気室で作業するときは保安協会へ事前に連絡することが
重要だとわかった

各種資料・DVD 等を用意しております

セミナーの例
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ホームページのご紹介
弊協会ホームページでは、下記の情報を提供しています。ぜひ、ご覧ください。

“デマンドWeb
閲覧サービス”を
ご契約のお客さまは、
こちらからログイン
してください。

個人のお客さま
●調査業務
●漏電ブレーカーが動作したら
●災害時の安全ポイント

法人のお客さま
●保安管理業務
●試験・技術業務等
●サポート

電気の安全情報
●高圧受電設備更新の目安
●電気事故の概要
●広報文例集

Q

その他新着情報など
●電気さくの正しい設置方法
（経済産業省 平成28年3月版）
●ニセ調査員にご注意ください

○の中に言葉を入れてください。

電気保安の技術開発と

○○の育成

ヒント ： 弊協会のホームページ「当協会について」の「技術開発と研修」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9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.265の
正解は、
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組織力

でした。

★前々号 Vol.264 の応募者総数は 126 名、
正解者は 80 名でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。

むつ事業所

『能舞と寒立馬の里』東通村
（青森県）

東通村は、本州最北端青森県下北半島の北東
部に位置する、東西24km 、南北32km の細長
い村です。西にむつ市と横浜町、南に六ヶ所村
に隣接しています。村周囲は、北に津軽海峡、
東に太平洋と、２つの海に囲まれ、約65km に
及ぶ海岸は、寒暖流魚介類と海藻類に恵まれた
漁場となっています。気候は、下北半島の東側
に位置することから、偏西風（ヤマセ）の影響
を強く受け、年平均気温は約10度前後と冷涼な
気候です。

［下北の能舞］

かつて霊場恐山の修験山伏が舞っていたもの
が、約600年前、目名不動院によって下北に伝
えられたとされるもので、28の演目からなり、
権現舞、儀礼舞、武士舞、修験舞、道化舞に区
分されています。
平成元年には、国の重要無形文化財の指定を
受けました。
正月に各集落の毎戸を門打ちして歩き、悪魔
退散、家内安全の祈祷をして回り、能舞披露は
集落ごとに正月３ヶ日及び小正月の夕方から深
夜に至るまで集会所で開催されます。
また、１月上旬の「郷土芸能保存連合会発表
か
会」や８月末の「ひがしどおり来さまいフェス
タ」で見ることができます。

灯台として石油灯に
て点灯し、同34年に
は日本初の電気式灯
台となりました。光
度は、日本最大級の
53万カンデラで、光
達距離は約34キロメ
ートル、
さらにレンガ
造りの灯台では日本
一の高さを誇ります。
また、尻屋崎周辺の広い草地には「寒立馬」
が放牧されています。さいはての尻屋崎で、粗
食に耐えながら、厳寒の中、力強く立ち尽くす
姿は、命の尊さと自然の躍動を感じさせてくれ
ます。この「寒立馬とその生育地」が平成14年11
月18日、青森県天然記念物の指定を受けました。

［海の恵みの五つ星、山の恵みの五つ星］

東通村の産業は、広大な土地と２つの海の恵
みを生かした一次産業が主体です。漁業では、
鮭、イカ、ヒラメ、アワビ、ホタテ、ウニなど
が多くとれ、昆布、ふのり、マツモといった海
藻類も豊富です。農業では、水稲のほかそば、
ブルーベリー、各種野菜の生産に力を入れてい
ます。畜産業では、黒毛和牛「東通牛」が名産で、
県内でも人気となっています。毎月９のつく日
に行われている特売日に、「野牛川レストハウ
ス」で買うことができ、好評いただいています。
また、毎年５月と10月には、村内７か所でそ
れぞれの地区のそばが堪能できる「そば街道ま
つり」が開催されています。

［尻屋崎と寒立馬］

本州最北東端にある尻屋崎。その先端にそび
える白亜の尻屋崎灯台は、明治９年、東北最初の

東通牛

ホタテ

◎青森県東通村
■交 通 手 段／八戸自動車道八戸インターより車で約2時間30分、青い森鉄道野辺地駅より車で約1時間20分
■問い合わせ先／東通村総務課 ☎0175-27-2111 URL：http://www.vill.higashidoori.lg.jp/
（写真提供）東通村総務課
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電気 と保安

電気使用安全月間ポスター（B3）ポスター _D 案
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夏季号
vol.266

平成二十八年七月一日
発行所
仙台市太白区あすと長町三丁目二番三六号
一般財団法人東北電気保安協会

いま一度、
まわりの電気使用の
安全確認！
平成28年度 経済産業省 主唱

8月は電気使用安全月間です。

印刷

● 電気は常に安全を心がけ、ムダなく使いましょう
● 自家用設備の電気事故は、適切な保守点検と計画的な更新で防ぎましょう

㈱ソノベ

● 地震・雷・風水害などの自然災害にそなえ、日頃から電気の安全に努めましょう

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

東北電気保安協会

検索

クリック！
！
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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。

