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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あげます。
皆さまには、良き年をお迎えのことと心からお慶

しかし、震災以降、高稼働を続けている火力発電
所の予期せぬトラブルによる停止や、近年見られる

び申しあげます。
また、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、厚くお礼申しあげます。

気候変化による電力需給の急激な増加など、不測の
事態により需給が逼迫するリスクはあるものと考え
られることから、省エネルギーの実践が必要となっ
ています。

さて、わが国経済は、このところ、一部に弱さが
みられるものの、雇用・所得環境の改善が続くなか
で、各種政策の効果もあって、緩やかに回復してい
くことが期待されています。
一方、東北経済は、雇用・設備投資・個人消費な
ど全体としては緩やかな持ち直し傾向にあります。
弊協会は、現在、一般のご家庭を中心とした定期
調査業務のお客さま数は年間約145万件、ビル、工
場などの電気保安管理業務のお客さま数は約
５万４千軒になっておりますが、これもひとえに、
皆さまの温かいご理解とご支援の賜物と心から感謝
申しあげます。
本年も、引き続き、自家用電気設備の確実な点検
を行うとともに、24時間の監視及び迅速な事故応動
により、効率的で、かつ、確実な「電気保安サービ
ス」を提供して参ります。

そのような中、弊協会では、空調機の運転を止め
ることなく消費電力を削減できる「空調機自動負荷
制御システム」のご提案を行っております。
また、省エネルギーを支援するため、専門的知識
を有するエコパートナーによる省エネのご提案もさ
せていただいておりますので、お問い合わせをお待
ちしております。
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後、増加した太陽光発電設備
の安定稼働には保守管理が重要になってきておりま
す。
弊協会は、これらに対応し、職員の技術レベルの
向上のため、自前の技術研修用の太陽光発電設備に
て研修を行い、安全確保はもちろん発電性能を長期
にわたり維持するための効果的な保守サービスの充
実に努めることとしております。

その取組みとして、昨年10月、電気事故の受付を
集中して行う「電気事故受付センター」を開設して

さらに弊協会は、電気を安全にお使いいただくた

運用を開始しました。これまで、事業所単位で携帯
電話又は留守番電話で受付していたものが、お客さ
まからのお問合せを24時間365日直接受付する体制
に見直したことで、より迅速なお客さま対応をご提

めに、お客さまの事業場に伺って開催しております
「電気安全セミナー」や、電気保安を通じて地域社
会と協調しながら企業の社会的責任を果たすさまざ
まな活動を行っております。

供できるものと考えております。
また、事故の原因となる不良設備が発見され、改
修が必要な場合には詳しくご説明し、具体的な改修
方法をご提案させていただきます。

より一層充実させて参りたいと存じますので、こ
れからもご活用いただければ幸いです。
今後とも、お客さまの声を大切にし、お客さまか
ら、信頼をより強く持っていいただき、ご期待に最
大限にお応えできますよう、役職員一同、更に精進

昨今の電力需給については、節電の定着や卸電力
取引市場の活用等により必要な予備率を確保できる
見通しであることから、国からの節電要請はなされ

して参りますので、本年も引き続きご愛顧のほどよ
ろしくお願い申しあげます。
年頭にあたり、皆さまのご繁栄とご健勝を心から

ておりません。

お祈り申しあげ、
新年のご挨拶とさせていただきます。
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たけや製パン本社工場

今季号のお客さま

秋田県秋田市

株式会社たけや製パン さま
秋田県秋田市にある「たけや製パン」さまは、創業時代より ｢消費
者がほしいと思うパンはどんなパンか｣ ｢おいしいパンをつくるにはど
うしたらいいか｣ といつも考え、おいしさを追求してきました。時代
の価値観や社会の動きを敏感に察知し、技術力や想像力を高める努力
を惜しまず、いまや県内を超え全国にその名を知られるメーカーへと
成長しました。
本日は、株式会社たけや製パン 武藤真人社長をお訪ねし、弊協会常
務理事 石岡修がお話しをうかがいました。

株式会社たけや製パン
代表取締役社長

武藤 真人さま

東北電気保安協会
常務理事

石岡

修

全国に知られる地元の製パン会社

いしいパンが評判になり、少しずつ実績を積

石岡：沿革によりますと昭和26年、秋田駅前の一角

業界に確かな基盤を築くまでにならせていた

に開いた小さなパン屋さんから ｢たけや製パ

だきました。おかげさまで、現在は売上高約

ン｣ の歴史は始まったということですね。

90億円、従業員数650名の会社になりました。

み上げ、10年ほど経った頃には秋田の製パン

武藤：そうです。創業者は私の父で、従業員は社長
以下３人。機械と名のつくものは中古の電気
窯のみという状況でした。創業前も創業して
からもたいへんな苦労を重ねたようで、文字
通り七転び八起きの人生でした。夜中の０時
半に起きて自分でパン生地をこねて仕込みを
やり、焼き上げて販売まで働いて睡眠時間は
３〜４時間。元旦だけ休んでぶっ通し３年間
働き続けたそうです。どうにか、ようやくお
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秋田県の人たちに絶大な人気をもつたけや製パンの商品

おいしいオリジナルパンが圧倒的人気
いまや全国にも知られるローカルブランド
石岡：今では秋田県のパンと言えば、たけや製パン

れでも、やはりそれ以上に直接お客さまと対

さんですね。60数年でここまで成長されると

話をする、直接お客さまから教えていただく

はすごいですね。シェアは実際、どのくらい

ということがベストだろうと考え、お客さま

ですか。

のニーズを直接知るために2016年秋から「商

武藤：テレビ番組の「がっちりマンデー」ではシェ

品開発試食モニター」を募集しました。2017

ア６割と紹介されました。当社は山崎製パン

年１月からモニターに選任されたお客さまと

さんと業務提携していて、一部ヤマザキブラ

いっしょになって、商品開発の実作業に入っ

ンドのパンを当社工場で作っています。

ていきます。それから、地元の金足農業、秋
田商業、秋田工業の高校生とのコラボで、６

お客さまはどんなパンを求めているか

次産業化プロジェクトという企画を昨年行い

石岡：非常にきれいで見やすいホームページを作ら

なって、秋田県の食材を使い新しいパンの商

れていて、その中で社長がわかりやすく、語

品開発をする、そのお手伝いを私たちがしま

りかけるようなコメントを掲載しています

した。スーパーで高校生が自分たちで販売す

ね。｢良品廉価、顧客本位｣ を力説されてい

るところまでやって、話題になりました。

ました。高校生のいくつかのチームが中心に

てすばらしいことと思いました。
武藤：とくに「価値ある製品をつくり、顧客満足度
を高める」ことが大切と思っています。それ
を実行するのはもちろん「人」です。
石岡：弊協会も顧客満足度を高めるということを基
本にしていますが、お客さまがどういうもの
を望み、何を求めているのかというのは実際
問題難しい点がありますが、パンの世界では
もっと難しいのではないでしょうか。
武藤：顧客本位というのは、お客さまが何を求めて
いるのか、いつも気にかけ、考えることだと
思います。私はよくスーパーに行ってパン
コーナーを見ます。１時間でも２時間でも
ずっといます。教育の一環として社員といっ
しょに見にいくことも多いです。お客さまの
様子をずっと見ていて、課題を見つけ、仮説
を立てて解決策を探ったりしてきました。そ

秋田市川尻の工業団地にある
デイリーヤマザキで販売されている「工団パン」

3

これからの新しいパンづくり

効率主義では作れないもの

石岡：なるほど、地域貢献としても意義のある、す

石岡：そういう商品開発、研究開発の努力もしっか

ばらしい企画です。たけや製パンさんのパン

りされているんですね。そうすると品質と価

づくりとは、どんな特徴がありますか。

格設定という、また難しい課題が出てくるの

武藤：いま、いくつかの戦略を立てて取組んでいる

ではないでしょうか。

ことがあります。昔から売られているメロン

武藤：お客さまは少しでも安いもの、当然おいしく

パン、あんパン、クリームパンなど王道の商

て・質がよくて・安いものがほしい、という

品について、素材まで吟味したいちだんと味

傾向にありますので、当社も付加価値のある

わい深いパンを作ること。それから地産地消

高いものを出したいのですが、なかなかそう

ということで、地元秋田の原料を使ったもの

はいかないです。少ない品種で１種類を大量

を広げていきたい。さらに季節感を出すこと、

に出せれば効率がよく利益は出るでしょう

秋には秋の味覚のパン、春には春のパンを作

が、当社のパンは効率主義では作れません。

ることに力を入れる。そしてもうひとつ重要

その価値もお客さまへのサービスと思ってい

なテーマが健康志向です。より健康にいいパ

ます。原料を混ぜる機械なども種別ごとに清

ンを求めるお客さまが増えているので、いま

掃がきれいにいかないと、別のものが混じっ

糖質制限パンというのを開発しています。糖

てしまうので徹底的にきれいにする。主力商

質制限パンというのは、小麦の「ふすま」と

品については、毎日無差別にチェックします。

いう外皮の粉から作ります。また、パンを膨

１か月ぐらい記録して課題に対する対策を練

らませる原料をイーストフードと言って普通

ります。サイズ、重量はもちろん色も全部点

のパンには全部入っています。それを入れな

検します。

い健康パンを作るとなると、味付けや食感の

石岡：食べ物だから品質にはほんとうに気を遣われ

コントロールが非常に難しく、大事な研究開

ていると思います。今後の展望としては、秋

発テーマになっています。

田県内のパンの市場に対して何か計画してい
ることなどはありますか。
武藤：当社は、やみくもに販路を広げようという考

徹底した品質管理を行い、一日約370アイテムの商品を製造する
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運輸安全マネジメントに取組み、
全社一丸となって輸送の安全性向上に努めている

えはないんです。震災の時もそうでしたが、
何かお客さまが困っていることに対してお手
伝いするとか、そんな気持ちを土台にしたい
と思っています。たとえば老人ホームへのア
プローチ、あるいは買い物に行きたくても車
がなかったり、お年寄りで足が悪くて買い物
に行けないなど、買い物に苦労されている人
たちに、山道でもどこでも行ける軽トラック
で商品を運んで回る移動販売のようなこと

秋田市仁井田にある直営カフェ＆ベーカリー
「木もれ陽のテラス＆ Creation」

を、スーパーさんといっしょにできないか、
ということも考えているところです。

ています。電気料金自体は照明をＬＥＤ化し
たことにより、だいぶ抑えることができてい

待っているお客さまのために

ます。
石岡：停電などのトラブルが起きる前に、交換推奨

石岡：まだまだ将来に向けてやることがいっぱいあ

年が近づいた電気設備などはお取替えをお勧

りそうですね。最後になりますが、電気設備

めしております。また、デマンド監視のご契

など使われていて、何かご要望などあればお

約をいただいていますので、記録も見ながら

うかがいしておきたいのですが。

夏場の空調などもっと省エネできる部分はな

武藤：工場としては、商品を待っていらっしゃるお
客さまにしっかり商品をお届けするのが基本

いか、機会があればご説明させていただくこ
とができると思います。

ですから、機械・設備・工場が止まることが

武藤：必要なものは重点箇所から取替えたいと思い

あってはならないと考えています。火災が怖

ます。今後とも、どうぞよろしくお願いいた

いので防火設備には気をつけています。電気

します。

系統では、もちろん停電にならないようにお

石岡：本日は、ほんとうに面白いお話しを聞かせて

願いしたいのと、漏電なども問題が起きたら

いただき勉強になりました。今後も御社の発

後々たいへんですから注意しなければと思っ

展を祈念しておりますし、ぜひ地域の発展の
ためにご尽力いただきたいと思います。あり
がとうございました。

地産地消製品
「いぶりがっことチーズのパン」

ホームページではパンを使ったレシピも紹介しています
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検査員の現場報告1

東

自然環境把握の重要性を実感
鶴岡事業所

石塚 岳敏

〔状況〕
10月の晴れた日、日本海に近い廃水処理施設のお
客さまの年次点検での出来事です。塩害の影響を受
けやすいお客さま設備では、年次点検に合わせて高
圧ケーブル端末部に絶縁劣化を防ぐため、シリコン
塗布の業務を受託し実施しています。この日、シリ
コン塗布作業の昇柱前に外観点検を行ったところ、
電線の接続部に違和感がありました。すぐに昇柱し

れるモールドコーン（注）タイプ仕様に交換していた

て確認したところ、高圧気中開閉器（PAS）負荷側

だきました。

と電力需給用計器用変成器（VCT）電源側の電線
接続部カバーが焼損しているのが目に飛び込んでき
ました。

〔お客さまの声〕
「絶縁を良好に保つため、シリコン塗布をしてい
たにもかかわらず、このような状態になっているこ

〔原因〕

とに驚きました。停電事故になる前に発見していた

この高圧気中開閉器は、今年で12年目になり、交
換推奨時期の10年が経過したことをお客さまにお話
していた矢先のことで、電線接続部が塩分により絶
縁劣化が進行し、焼損に至ったものと思われます。

〔復旧〕

だき、感謝しています。」とのお言葉をいただきま
した。

〔まとめ〕
庄内地方は、冬になると塩害ばかりでなく雷の多
発や地吹雪が発生する等、
自然環境の厳しい地域です。

直ちにお客さまへ状況を報告し、応急処置として

月次点検においては、これまで以上に屋外設備の

焼損個所のテーピング処理を行い、後日、高圧気中

状況を注視し、変化を見逃さない点検に心がけ、事

開閉器負荷側と電力需給用計器用変成器電源側の電

故防止に努めていきたいと思います。

線接続部について、高圧絶縁チューブを巻き、その
上にカバーを取付けていただく対策を行っていただ
きました。また、合わせて以前からお話しをさせて
いただいていた高圧気中開閉器も、塩害に強いとさ

焼損個所
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（注）モールドコーン：ブッシングとそこから出ているリード線が
一体となるよう口出し部分をゴム製の三角コーンで覆うこと
により絶縁性能等を強化したもの。

工事後の引込柱

検査員の現場報告2
延長コードからの漏電 !?

東

～使用前点検の大切さを実感～
田島事業所

遠藤

稔

病院建設現場のお客さまからの漏電警報による出
動事例を紹介します。

〔状況〕
暑い日が続く8月の夕方のことです。病院建設現
場のお客さまから、電気設備の漏洩電流を監視する
低圧絶縁監視装置からの漏電警報があり出動しまし
た。お客さまに向かう途中、建設現場のため作業工
具が漏電しているのではないか、と考えながら現地
に向かいました。

〔調査〕
お客さまに到着して、直ちに連絡責任者の方に問
診を行いました。連絡責任者の方からは、
「建設現
場の使用機器は週に一度点検を行っており、問題な
いと思います。
」とのお話がありました。停電して
いないため、どこで漏電しているのか分からず不安
そうでした。

〔お客さまの声〕
「使用器具の点検は毎週行っているので、故障の
心配はないものと思っていました。しかし、今回延
長コードからの漏電ということで、大変驚きました。
危ないと思うような延長コードは、点検して交換す
るようにします。今回の漏電が、従業員の感電事故
に繋がらずにすみ安心しました。」と感謝の言葉を
いただきました。

〔まとめ〕

漏電探査の手順のとおりキュービクルから調査を

今回の事故事例は、延長コードの漏電であり、従

開始したところ、電灯の分電盤から３階に送ってい

業員の方々が感電する危険性もありました。幸いに

る回路に原因があると判明しました。さらに、３階

も、低圧絶縁監視装置からの漏電警報により早期に

の分電盤で探査をした結果、コンセント回路で漏電

改修できたことから、事故防止にも繋がったもので

が発生していることを確認しました。このコンセン

す。

ト回路には、蛍光灯型照明も接続されていたことか

使用する機会が多い延長コードは、作業機器と同

ら、従業員の方に照明回路が漏電している可能性が

じように点検確認をすることが大切だと実感しまし

あることを告げ、蛍光灯型照明器具の取外しを行い

た。

ました。しかし、漏電状態は継続したままです。ま
さかと思い、分電盤のコンセントに差し込まれてい
た延長コードを引き抜いたところ、漏電状態が復旧
しました。

〔原因〕
延長コードを確認したところ、工事現場で使用し
ている延長コードのため、ドアに挟まったり片付け
る際に巻いたりと酷使されていることから、コード
配線の被覆の損傷により漏電に至ったものと判明し
ました。

扉に挟まり被覆が損傷していた箇所
（※漏電した延長コードと同型のコード）
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1

平成27年度の自家用電気工作物（需要設備関係）に係る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

立入検査の目的

立入検査は、電気事業法第107条第３項の規定に基づき、自家用電気工作物を設置している者に対して実施
するもので、その自主保安体制が十分機能していることを確認するため、技術基準への適合状況、保安規程の
遵守状況、主任技術者の選任状況及び保安の監督状況等を確認し、必要に応じ改善指示を行うことによって、
自家用電気工作物の保安の適正化を図り、もって、事故の未然防止並びに公害防止等に寄与することを目的と
して実施します。

Ⅱ

立入検査の実施方法

１ 立入検査対象事業場の選定基準
検査の実施にあたって、次の①～⑦に該当する事業場から被検査対象を選定します。
①電気事故報告があった事業場
②技術基準適合命令を受けた事業場
③経年劣化のおそれがある事業場
④新技術を導入している事業場
⑤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
⑥保安の確保が適切でないおそれがある事業場
⑦電気保安の実態の把握が必要と認められる事業場
２ 立入検査の内容
立入検査は、電気事業法の目的である公共の安全を確保するため、自家用電気工作物設置者の自主保安体
制が十分機能していることを確認するもので、これらの確認のため主に次の４項目について、書類及び電気
工作物の施設状況の検査を実施します。
①保安規程の遵守状況
②主任技術者の執務状況
③技術基準への適合状況
④その他電気事業法への遵守状況

Ⅲ

立入検査結果の概要

１ 立入検査結果の概要
平成27年度は８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を５箇所（感電２、波及３）、保安の確保が適切でないお
それがある事業場を３箇所選定しました（図１参照）。
業態別の件数では、事業所・工場が３件、公共施設等が５件（図２参照）。県別では青森県が４件、福島県
が２件、新潟県が２件の件数でした（図３参照）。
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立入検査の結果、５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３事業場、
外部委託２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
況で遵守されていない事業場が散見されました。

保安の確保が適切でない
おそれがある事業場
3箇所

全8箇所

図1

事業所・工場
3件

電気事故があった事業場
5箇所

事業場選定基準

新潟県
2件

全8件

全8件
福島県
2件

公共施設
5件

図2

青森県
4件

業態別内訳

図3

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において、主任技術者の執務状況を確認したところ、今回は改善が必要な事
業場は見受けられませんでした。
しかしながら、過去の立入検査では以下のような不適切事項が確認されておりますので、主任技術者を
はじめ、自家用電気工作物設置者は執務状況を再確認お願いします。
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主任技術者の不遵守事項
・巡視点検に関する職務を実施していない。
・工事に関する職務を実施していない。
・外部委託に係る告示で定める頻度で点検を実施していない。

（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、その電気工作物の工事、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定めています。
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、４事業場において６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
1件

主任技術者（電気管理技術者）の保安に係る意見を尊重していない
保安教育

1件
1件

従業者に対し保安教育を実施していない

1件

巡視点検

4件

点検対象電気工作物が明確になっていない

1件

巡視、点検及び測定が規定のとおり実施されていない

1件

設備に合致した点検項目が定められていない

2件

運転又は操作

0件

－

−

記録・保存

0件

－

−

その他

0件

－

−
合

計

6件

（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定めています。
立入検査において事業場の設備を確認したところ、２事業場において２件の指摘事項が認められました
（表２参照）
。
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表２ 電気工作物の指摘事項
指

摘

事

項

技術基準

解釈

【受電設備】

件数
2件

構内第1柱の足場金具が地上1.8m 未満の位置に設置

24条

53条

1件

変電所出入口に取扱者以外の立入を禁止する旨の表示なし

23条

38条

1件

（4）電気事業法遵守状況
前述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につ
いて、平成27年度はありませんでしたが、過去の立入検査において電気関係報告規則に基づくばい煙発生
施設に係る変更報告の届出漏れが見受けられております。
ばい煙発生施設を施設する設置者におかれましては、代表者等が変更した際は変更届出が必要となるこ
とを再確認をお願いします。
なお、ばい煙発生施設を廃止した場合は廃止報告が必要となります。

Ⅳ

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電気保安は、
「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
行が図られてきたところです。
平成27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６件、技術基準に
ついては２件の指摘を行い、立入検査を実施した８事業場のうち５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６割強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散見された結果と
なりました。
電気事故を発生させれば、自社においては生産活動等の停止に伴う金銭的損失はもちろんのこと、感電事故
においては死亡に至るケース、
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
を引き起こしてしまいます。また、検査の中で経営コストの削減によって計画的な設備更新がなされていない
事業場等も確認され、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と考
えられます。
是非、電気主任技術者をはじめ電気保安従事者は、電気保安の責任者として積極的に経営者等とコミュニケー
ションを図り、計画的に設備改修するよう上層部に働きかけをお願いします。
また、設置者におかれましては、選任又は委託した担当者が確実に保安業務を担っているか等、点検等に立
会い設備の状況を確認し、必要に応じて計画的な設備更新を実施していただきたいと思います。
「電気の保安」は関係する皆さま方の一つ一つの実績の積み重ねで成り立っております。改めて電気保安の
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いただけます
ようよろしくお願いします。
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2

電気事故の概要について
幣協会では、お客さまの電気設備に何らかのトラブルが発生した場合に、24時間・365日緊急出動できる体
制を整えております。具体的には、お客さまから直接、停電や電気が使えないなどの連絡を受けて出動します。
また、低圧絶縁監視装置からの警報を確認し、お客さまにご連絡のうえ出動するなど必要な対応を行います。
昨年の夏号に引き続き過去10年間のデータからその出動内容別の件数、そして出動の結果、電気機器の損
壊等が発見された事象の概要についてお知らせします。

１

電気事故の受付件数

本稿でいう電気事故とは、お客さま電気設備において何らかのトラブルが発生した件数※1で、平成18年度
から平成27年度まで過去10年のその受付状況については、図１のとおりです。
平成22年度からは、低圧絶縁監視装置の取付けをより推進したことから、③監視警報の受付がこの年度を
境に増加しました。
図１の中で注目したいのは、①全停電（グラフの下部）の受付が平成19年度までの700件前後から、近年は
毎年約800～1,100件と増えてきていることです。（平成27年度は629件と減少しています）
これは、工場や事務所の電気が全く使えなくなり、生産や業務がストップしていると想定されます。

図１

電気事故の受付件数の推移

40,000
35,000
30,000

事故受付件数

25,000
20,000

［件］15,000
10,000
5,000
0

677
Ｈ１８

752
Ｈ１９

808
Ｈ２０

821
Ｈ２１

972
Ｈ２２

872
Ｈ２３

1,094※2
Ｈ２４

781

Ｈ２５

827
Ｈ２６

629
Ｈ２７

年度
①全停電

②低圧停電漏電

③監視警報

④東北電力から連絡

⑤その他

※1 お客さまからの電気が使用できないとの連絡、
監視装置からの警報、
東北電力からの停電情報など。
（月次点検や年次点検等で発見されたトラブルは除く。
）
※2 平成24年度は、雷や着雪などによる事故が多発した年度であり全停電が1,000件超となっています。
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２

図２

高圧事故
1,600

高圧事故とは、受付後に出動した結果、高圧機器

1,400

のトラブルで停電事故となっていたものをいい、図

は平成27年度で629件であり（図１）
、これはほとん

高圧事故件数

２のとおり年間約1,000件発生しています。

どが高圧事故と考えられます。また、この他の監視

［件］

お客さまからの緊急連絡で、
「全停電」というの

高圧事故の推移

1,200
1,000

警報や東北電力からの連絡など、実際に現地に出向

800

400
200

いたら高圧事故であったというものを合わせると

0

905件、これに波及事故となった8件を加えると913

1,204

600

による交通事故と比較してみました。その結果は、
高圧事故の方が2.5倍も高い発生割合となっています。
高圧事故は、発生すると短時間での復旧作業は難
しく、高圧機器が破損などしていると復旧に数日を
要することもあります。

992

1,098 905

914

967

25

21

17

20

30

19

14

19

25

8

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

年度
波及以外の高圧事故

波及事故

備の1.68% となります。
なのかをイメージしていただくため、図３に自動車

1,113

926

831

件となります。これは、弊協会の全てのお客さま設
お客さま設備の高圧事故が、どの程度の発生頻度

1,332

図３

高圧電気設備の事故と自動車事故の発生割合
年間事故数

自動車による交通事故
（平成27年）
［%］
2.0

母集団

54,479軒
913
（お客さま軒数）

高圧電気設備の事故
（平成27年度）

536,899

8,215万件
（運転免許保有者数）

1.68

1.5

３

引込施設の高圧事故

1.0

高圧事故の中で、高圧気中開閉器、引込線、ケー

0.5

ブル等の引込施設は、状況によって波及事故につな

0.0

がるおそれのある事故となります。
引込施設は、引込柱などの屋外に設置されている
もので、季節、気候などの影響を直接受けることに

0.65

高圧電気設備の事故
（平成27年度）

図４

自動車による交通事故
（平成27年）

（出典：平成27年警察白書）

引込施設の事故発生部位比較

なります。
図４に引込施設の事故発生部位の割合を示しま
す。この中では、“高圧気中開閉器”及び“地絡継

その他

18%

高圧気中開閉器

電器”が全体の約50％を占めていることが分ります。
高圧気中開閉器（図５）及び地絡継電器（図６）は、
長期の使用により電子部品が劣化して故障を起こし
たり、落雷時は、異常電圧により電子部品が壊れる
ことがあります。

28%

ケーブル等

15%

地絡継電器

支持物

8%

引込線

21%

10%

※電気事故（緊急対応）の内、高圧事故の部位別割合（平成27年度）
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図５

また、高圧気中開閉器は、雨や雪そして太陽光等

高圧気中開閉器

の自然環境の中で塗装の劣化が進み、錆が発生し最
後には内部に水が浸入して事故に至る事例も数多く
見られます。

４

高圧機器の適切な更新

受電設備で使用する高圧機器は、
使用開始から一定
年数を経過すると故障率が極端に高くなってきます。
図７に設備経年数と故障発生率の関係を表します。
この図では、
（Ⅰ）初期故障期間
（Ⅱ）偶発故障期間
（Ⅲ）摩耗故障期間、経年劣化期間

図６

地絡継電器

の時間軸において、（Ⅲ）の期間における適切な維
持補修投資が必要であるとされています。
弊協会では、この（Ⅲ）の期間の前に予防保全の
対策を講ずることが適切として、一般社団法人日本
電機工業会が推奨する「汎用電気機器

更新のおす

すめ」や各メーカーの更新推奨時期を目安にしてい
ます。

５

最後に

高圧気中開閉器や地絡継電器は、事故時に自動で
電気を止め、事故の拡大を防止するもので、機能が
果たせない場合、波及事故に繋がることになります。
プし、生産遅れに伴う補償、集中生産のための従業

図７
故障率

高圧事故による全停電は、生産活動を全てストッ

設備経年数と故障発生率の関係（通称：バスタブ曲線）
（Ⅰ）

（Ⅱ）

（Ⅲ）

員への残業代支払いなど、多額の費用発生が想定さ
れます。
不測の停電事故に備えて高圧機器の計画的な更新
を行い、事故の未然防止をお願いします。
弊協会は、更新時期を迎えた設備をお知らせし、
更新に伴う適切なアドバイスを行います。
また、高圧気中開閉器及び地絡継電器は、弊協会
の事務所に多少の予備品を持っており、それらが応
急対応に役立つ場合もありますが、何より早期の改
修が必要と考えています。
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通常のメンテナンス

適切な維持補修投資が必要
時間

出典：Reliability Modeling and General Redundancy Techniques, 1978, Bill D. Carroll
（Ⅰ）初期故障期間：施設・設備の不具合要因（設計ミス等）による故障が使用
の初期に顕在化する時期。
（Ⅱ）偶発故障期間：初期故障がおさまった後、故障率がほぼ一定となる期間。
（Ⅲ）摩耗故障期間、経年劣化期間：偶発故障期間に続き、故障率が漸次高くな
る期間、設備の摩耗、疲労などにより寿命が尽きることによる。設備寿命
を延ばすためには、この段階を迎える前に適切な維持補修が必要となる。
（出典：経済産業省「産業事故調査結果の中間とりまとめ」H15.12.16）

災害に備え電気設備の安全対策をしましょう
1 電気設備の安全対策
●キュービクルや高圧機器が確実に固定されていないと、大きな地震が発生した場合破損や停電事故につ
ながるおそれがありますので、確実に固定しましょう。また、キュービクルなど受電設備の周囲に物を
置いていると、それが散乱し復旧に手間取った事例があります。
受電設備の周りには物を置かないようにしましょう。
●風雪時には、キュービクルなどの受電設備に雪が吹き込むと大き
な事故や故障の原因となります。小動物侵入防止と併せて、隙間

㻌
㻌

お客さま㻌 㻌 㻌 㻌㼇㻌 契約番号㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㼉㻌

異㻌㻌常㻌
構内㻌

感電㻌

など損傷箇所は、速やかに補修しておきましょう。

停電㻌

火災㻌

電気㻌
事故㻌

お客さまの㻌契約番号、会社名、住所、電話番号をお知らせください。㻌

●樹木やアンテナなどが、電柱や電線に接触したりすると危険です。
あらかじめ樹木の伐採や、アンテナ、看板などの補強をしておき
ましょう。
●非常用予備発電装置は、万が一停電した時のための装置です。日
頃からのメンテナンスや、定期的なオーバーホールなどの整備を
しておきましょう。

関東東北産業保安監督部㻌
東北支部㻌 電力安全課㻌

東北電気保安協会㻌 電気事故受付センター㻌 㻌

℡㻌 㻌㻜㻞㻞㻙㻞㻞㻝㻙㻠㻥㻠㻣㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

㻌
㻌

労働基準監督署㻌

㻌
℡㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
東北電力㈱㻌
℡㻌 㻌㻜㻝㻞㻜㻙㻝㻣㻡㻙㻟㻢㻢㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻌㻌

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

（㻞㻠時間㻌 電気事故専用フリーコール）㻌
㻌
㻌

※㻌 㻵㻼電話、電話交換機の設定等により一部繋がらない電話回線があります。㻌
㻌 㻌 㻌㻌㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻌繋がらない場合は、携帯電話（無料）でおかけ直し願います。㻌
㻌㻌
㻌 ※㻌 平日（８時３０分～１７時２０分）は、事業所でも対応いたします。㻌

電気工事会社㻌

㻌
㻌 㻌 㻌 【電気事故防止に関するお願い】㻌

℡㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

㻌
㻌㻌㻌

次の場合、事前に弊協会事業所まで㻌
㻌 㻌 ご連絡をお願いします。㻌
㻌
㻌 １．キュービクル又は電気室の鍵を使用するとき㻌
㻌 ２．電気工事を計画したとき㻌（低圧分電盤のブレ㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌ーカー交換や配線等の変更工事も含みます。）㻌

●
「緊急電話連絡系統図」は見やすい場所に掲示しましょう。なお、
古くなった場合は新しいものをお届けいたします。点検に伺う検
査員にお声がけください。

○○事業所㻌

東北電気保安協会ᴾ

℡（代表）㻌

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻌
㻌 㻌㻌㻌㻞㻜㻝㻢㻚㻝㻜版㻌

緊急電話連絡系統図

2 地震が発生したら
●地震発生時には、ドリルやサンダーなどの移動して使う機器や電気ストーブ、アイロンなどのスイッチ
を切り、コンセントからプラグを抜きましょう。
●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
気が送られることがあります。避難する際は、ブレーカーを切り
ましょう。
●避難時にエレベータを使用すると、非常停止し閉じ込められるお
それがあります。エレベータの使用はやめましょう。
●垂れ下がっている電線に触れると、感電のおそれがあり大変危険
です。絶対に近づかないようにしましょう。

弊協会は地震、雷、風水害などの自然災害時にも、組織力で「迅速・確実」に対応いたします。
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昭和瀝青工業株式会社関東甲信越営業所上越油槽所さま

高田事業所

今回ご紹介する昭和瀝青工業株式会社さまは、ア
スファルト乳剤・改質アスファルト・アスファルト
合材・ ストレートアスファルトなど各種アスファ
ルトビジネスを通して、全ての人と地球環境に「や
さしい道路」を提供することを目指しておられる企
業です。
お客さまにアスファルトを安定供給するため、ア
スファルト油槽所（全国９か所）及びアスファルト
専航船を自社で所有されています。また、日本では
初めてとなるアスファルトの「海外建設資材品質審
査証明書」を取得されており、日本国内情勢の影響
を受けずに、アスファルトの海外調達・海上輸送・
油槽所貯蔵・自社ローリー出荷までの全ての工程を
独自で行える企業でもあります。現在、全油槽所で
27,000ｔ強の貯蔵備蓄量があり、この量は石油元売
以外では日本有数の容量となっております。
今回は、昭和瀝青工業関東甲信越営業所さまにお
いて、社員および関係会社の方々を対象に安全大会
を開催することとなり、安全講話の講師派遣依頼が
あったことから、日頃の業務に係わりの深い内容に
ついてセミナーを実施させていただきました。

昭和瀝青工業関東甲信越営業所上越油槽所さま

［セミナー実施風景］

セミナーの内容
今回のセミナーでは、感電や電気事故などの危険
が日頃の現場において潜んでいることもあり、「電

感電事故の特徴などのお話し

気事故防止のポイント」
「感電事故の特徴」につい
てお話させていただくとともに、
「ここがポイント
電気の安全」の DVD を視聴していただきました。

セミナー受講後の感想
●電工ドラムの使い方を誤ると、電気火災の原因と
なることを知り驚きました。
●100V の電圧でも、感電した際に死亡する場合が
あることを知り注意が必要と感じました。
●電気に異常があった場合は、すぐに保安協会へ連
絡するようにします。
などの感想をいただきました。
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ＤＶＤ視聴

冬の電気製品の事故防止に向けて !!
冬は、電気ストーブや電気あんか、電気カーペットなどの暖房用の電気機器の使用が増えてきます。これ
ら電気製品の使用により、製品発火や火災などの重大事故に至る可能性があります。事故を防ぐために、日
頃から製品とその周辺をチェックしましょう。
また、次の冬も安全に使用するために、電気製品を片付ける前の点検や収納にも注意しましょう！

安全に上手に使用しましょう！
❶ 電気ストーブ

・洗濯物、ふとん、カーテンなど燃えやすいものの近くで
使用しない
・寝るときや外出するときは、必ず電源を切り、電源プラ
グをコンセントから抜きましょう

❷ 電気あんか

・収納するときは、電源コードを本体に巻きつけない
・電源コードを引っ張ったり、ねじったりしない

❸ 電気カーペット・電気毛布

・収納するときは、電源コードを本体に巻きつけない
・電源コード引っ張ったり、ねじったりしない
・座布団などの柔らかいものの上に敷かない
・上にテーブルなどを置かない

次の冬も安全に！
❶ 電気ストーブ

・ホコリなどがたまっていませんか？
・保管の際には箱やポリ袋にいれましょう
・本体はよく乾燥させて、湿気の少ないところに収納

❷ 電気あんか、電気カーペット・電気毛布

・表面の傷や破れ、ヒーター線の露出はありませんか？
・電源コードは本体に巻きつけないで、束ねる
・保管の際には箱やポリ袋にいれましょう
・本体はよく乾燥させて、湿気の少ないところに収納
・操作部に重いものを乗せない
・保管の際にはナフタリンなどの防虫剤を使用しない

※上記は、ご使用や保管の際の注意事項の一部です。製品の取扱説明書や器具本体に表示された注意事項をよくお読みいただいてお使いください。
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小学校で出前授業を開催しました
福島事業所
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福島事業所では、平成28年10月５日に伊達市
立大枝小学校さまにおいて「レモン電池実験」

うに電池を作り、先に作ったレモン電池と２個
直列に接続して生徒さんにまた電圧を測定して

の出前授業を開催いたしました。
大枝小学校さまは、福島県中通り地方の北部
に位置し、学校の周りには田畑があるのどかな

もらいました。すると、先ほどの約２倍の電圧
が出力されているのを確認することができまし
た。生徒の皆さんには、電池を直列に接続する

環境の中にあり、お伺いした日はちょうど稲刈
りの真っ最中でした。
当日は、弊協会職員４名で訪問し、３年生か
ら５年生の生徒７名と先生方４名を対象に開催
しました。
まず初めに、電池がどのように発明されたの
かを、資料及びプロジェクターを使って説明を
行い、生徒さんたちは真剣に聞いていました。
次に、実際にレモンを使った電池作りを行いま
した。半分に切ったレモンに、銅板と亜鉛板を
差し込んでレモン電池の完成です。レモンに板
を差し込む際、奥まで差し込むのに手間取る生
徒さんがいたので、スタッフがサポートしまし
た。生徒さんにテスターを使ってレモン電池の
電圧を測定してもらうと、約0.9V と電圧が出力

と電圧が２倍になることを実験をとおして理解
してもらうことができました。レモン電池を２
個直列に接続した状態で電子オルゴールをつな
ぐと、先ほどより音が大きくなり、メロディー
もはっきりと聞こえてきました。生徒さんはと
ても楽しそうに歓声をあげていました。
さらに、レモンだけではなくジャガイモを
使っても同じように電池が出来ることを実験し
てもらいました。すると生徒さんが、レモンと
ジャガイモを直列につないでもオルゴールのメ
ロディーがはっきりと聞こえることを、実験し
て確認していました。生徒さん自ら進んで学ぼ
うとする姿勢に、感心させられる一幕でした。
授業の終わりに生徒さんの代表から、｢レモン
で電池が作れることと、レモンとジャガイモを

されているのを確認できました。完成したレモ
ン電池に付属の電子オルゴールをつなぐと、か
すかに音が聞こえますが、最初はオルゴールか
ら音が出ているのか分からない生徒さんもいま

つないでも電池ができることがとても面白かっ
た。
｣ と感想とお礼の言葉をいただきました。
最後に、学校関連で起きた電気事故を説明し、
電気の安全使用をお願いしてこの日の出前授業

した。耳を澄ませると、かすかにメロディーを
聞き取ることができて、生徒さんたちは感心し

を締めくくりました。これからも、子どもたち
に電気に関心を持っていただき、そして電気を

ていました。
今度は、残り半分のレモンを使って同じよ

安全に使用してもらえるように出前授業を開催
していきたいと思います。

真剣に取組む生徒さん

スタッフもサポート

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
子メータ一とは、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。
計量法では、
「検定を受けたもの・有効期間内のもの」でなければ、取引又は証明における計量に使用して
はならないことになっています（計量法第16条）
。
これを使用した場合計量法で罰則規定（計量法第172条）がありますが、当事者間のトラブルを未然に防ぐ
ためにも、計量法を遵守されることをお願いいたします。
また、有効期限を確認するための立入検査は、行政機関（各地方自治体の計量検定所、計量検査所、消費生
活センターなど）自身によって行われており、現在、民間その他の機関に、立入検査を委託している事実はあ
りません。

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

2016

平成28年4月以降

38 6
平成28年3月以前

単独計器の有効期限を示す。

3 8 .3

または
適合ラベル

有効期限
平成38年3月を示す。

（自主検定に合格したもの）

平成23年4月
以 降

平成23年3月
以 前

38 6

変成器付計器
検定票
検定証印
島

33

6

または
封印キャップ

（適合ラベルの場合）

（ファイバー）

単独計器の有効期限を示す。

有効期限
平成33年6月を示す。

東北地区証明用電気計器対策委員会
東 北 経 済 産 業 局 http://www.tohoku.meti.go.jp/s_shigen_ene/denryoku_free.html
日 本 電 気 計 器 検 定 所 http://www.jemic.go.jp/kentei/shoumei_dk.html
東 北 計 器 工 業 株 式 会 社 http://www.keiko.co.jp/
（一 財）東 北 電 気 保 安 協 会 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
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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

法人のお客さま

●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

●保安管理業務
●試験・技術業務等
●サポート

電気の安全情報

その他新着情報など

●高圧受電設備更新の目安
●電気事故の概要
●広報文例集

Q

●
「冬季の省エネルギーの取組について」を決定しま
した（経済産業省）
●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。

異常発生時には緊急出動し、原因調査から

○○まで一貫して対応するシステムです。

ヒント：弊協会のホームページ
「法人のお客さま」の
「低圧絶縁監視システム」をご覧ください。

郵便はがき又はFAXにて、答え、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29年3月31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.267の
正解は、
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安心

でした。

★前々号 Vol.266 の応募者総数は 98 名、
正解者は 94 名でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。

新庄事業所

『四季

奏でる

か

ね

や

ま

ま

ち

まち』金山町

（山形県）

金山町は、山形県の北東部に位置し、美しい四季の移ろいを感じる自然が豊かな町です。春は大堰
の錦鯉放流で賑わい、夏に開催される『金山まつり』で、囃子にあわせ町が活気づきます。秋の『産
業まつり』は町の味覚を楽しむことができ、冬は神室スキー場でウィンタースポーツを満喫できます。
町内を見渡すと、樹齢200年を超える金山杉の美林、石積み水路の山水に鯉が泳ぐ大堰、地元の職人
が建てた白壁と杉板張りの金山住宅の家並み、山あいを黄金に染める田んぼ…。かつて日本のどこに
でもあった、小さな山里の風景が広がります。金山町は、自然、季節、人、それらすべてが最高のお
もてなしとして皆さんをお迎えします。

［街並み（景観）づくり100年運動］
四季奏でるまち金山は、美しい景観を守り、
発展させていくため「金山町の風景と調和した
街並み景観条例」を制定し、「街並み（景観）
づくり100年運動」に取組んでいます。開始か
ら30年以上が経過しましたが、町中心部を歩く

金山の街並み

と、
蔵を改装した交流施設「マルコの蔵」など、
懐かしく美しい、昔ながらの街並みが迎えてく
れます。

［グリーンバレー神室］

マルコの蔵

金山町の１年を通し様々なアクティビティを
楽しめるのがグリーンバレー神室。滞在型ホテ
ル「シェーネスハイム金山」を中心にミニリゾ
ートエリアが広がっています。夏は大自然を満
喫できるキャンプ、神室スキー場が一面の銀世
界で覆われる頃には、金山の冬を楽しむことが
でき、毎年１月中旬に『神室雪まつり』が開催

神室雪まつり

され、子ども達も大喜びのゲームやイベントの
ほか、夜には打ち上げ花火が雪原を彩ります。
お みの わ

［大美輪の大杉］
藩政時代から植林が行われていた樹齢300年
近い金山杉の美林。国内最大級の人工林であり、
迫力満点です。

大美輪の大杉

◎山形県最上郡金山町
■交 通 手 段／［Ｊ Ｒ 利 用］山形新幹線新庄駅下車、山交バス金山行きで30分
［自動車利用］東北自動車道村田 JCT より山形自動車道山形北 I.C まで約40分
⇒山形北 I.C より国道13号で約1時間40分
■問い合わせ先／金山町産業課 ☎0233-52-2111 ＵＲＬ：http://www.town.kaneyama.yamagata.jp/
（写真提供）金山町総務課
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24時間体制で迅速・確実に組織力で
電気トラブルに対応いたします

2

24時間監視システムで設備の
安全と省エネをサポートいたします

4

電気をお使いのまま
年次点検を実施します

（無停電年次点検）

6

電気安全セミナーを
実施いたします

低圧絶縁監視システム
（写真左）

高圧絶縁監視システム
（写真右）

デマンド監視システム

一般財団法人東北電気保安協会

電気安全セミナー

仙台市太白区あすと長町三丁目二番三六号

受電設備保証保険に
加入しています

発行所

5

vol.268

平成二十九年一月一日

落雷や風水害などによる同
時多発の停電事故も各事業
所が拠点となり、組織力で
確実に早期復旧いたします。

各種研修と技術開発で
技術提供いたします

冬季号

夜間、休日を問わず24時間
の出動体制で迅速に電気ト
ラブルに対応いたします。

3

２０１７年

1

電気 と保安

組織力と高度な技術力でお客さまをサポート

のご案内

無 料 で実 施 しております

印刷

電気安全セミナーとは

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。

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

●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。

