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事務室の空調設備更新による省エネルギー
〔目

的〕

弊協会のある事業所において、空調設備が設置後16年を経過しており、経年劣化による故障の発生のほか、冷暖
房性能の低下による消費電力の増加が懸念されていました。
そこで、
空調機の性能向上による使用電力量の削減が期待できることから、
省エネタイプの空調設備に更新しました。

〔実施内容〕

事業所内に設置されている空調機（室内機16台、室外機２台）の一部（室内機７台、室外機１台）を更新しました。
表１のとおり、更新後の空調機は、更新前のものに比べ同一の冷暖房能力でも消費電力が約16％削減できることが
わかります。
表１ 空調設備の更新の概要

暖房
冷房

冷暖房能力
（kW）
31.5
28.0

定格消費電力（kW）
更新前
更新後
10.5
8.77
11.8
9.74

削減効果
（％）
16.5
17.5

更新前

製造年

2000年

更新後
2016年

※冷暖房能力は更新前・更新後とも同じ

〔省エネ効果〕

空調設備更新による省エネ効果は稼働時間から表２のとおりと試算でき、更新前に比べ約35％の年間使用電力量
の削減が期待できます。
表２ 空調設備更新による省エネ効果
年間使用電力量（kWh）
原油換算使用量（㎘）

更新前
1,663
0.422

更新後
1,073
0.269

削減効果
35.5％
36.3％

※年間稼働時間800時間、月毎の平均負荷率を1.6～43.4％とした場合の試算値。

〔まとめ〕

当該事業所は、弊協会が職員の技術研修用に設置している太陽光発電所「相馬野馬追の里ほあんソーラー」の最

寄事業所となっており、研修の際は会議室を机上研修に使用しています。これにより空調機の使用頻度が増え、
使用電力量の増加への対応が課題となっていました。
空調機を更新してから日が浅いため、年間を通じた具体的な削減効果は検証中ですが、更新前に比べ使用電力量
の削減につながることが期待されています。
お客さまにおかれましては、相当の年数を経過した空調設備をお使いの場合、大きな省エネの効果が得られること
から、設備更新をご検討の際は補助金の制度も含めて弊協会にお気軽にご相談ください。

空調機（室外機更新前）

空調機（室外機更新後）

※中小企業等への省エネルギーの設備導入支援を行うことで投資を促進し、生産性を向上させることを目的としての「中小企業等省エネ・生産性革命投
資促進事業費補助金」、工場・事業所単位での省エネ・電力ピーク対策や事業所間の省エネ対策を目的とした「エネルギー使用合理化等事業者支援補助
金」
などの制度があります。
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新潟市歴史博物館の遠景

今季号のお客さま

新潟県新潟市

「みなとぴあ」さま

新潟市歴史博物館

新潟県新潟市中央区に「新潟市歴史博物館」があ
ります。洋風建築の建物や堀があり、新潟の往時の雰
囲気が味わえる文化と情緒の香り豊かなスペースの中
で、港町新潟の歴史を深く実感できる施設として人気
を呼んでいます。
新潟市歴史博物館「みなとぴあ」
館長

小林 昌二さま
（新潟大学名誉教授）

明

本日は、新潟市歴史博物館 小林昌二館長をお訪ね
し、弊協会新潟西事業所長 後藤 元がお話をうかがい
ました。

治元年、新潟の歴史的な開港

─2004年に開館されたそうですが、開館までの経
緯についてお聞かせください。
当施設は、港町新潟の歴史と深く関わっています。
安政５（1856）年に江戸幕府が諸外国と結んだ修好
通商条約によって、新潟は開港５港の一つに選ばれまし
た。日本海側では唯一の開港場です。そして明治元年
11月19日（1869年１月１日）に新潟は開港します。関税
業務を行う役所として新潟運上所が建てられ、それが
重要文化財旧新潟税関庁舎として現存しています。旧
新潟税関庁舎は昭和47年から新潟市郷土資料館とし
て活用されてきましたが、重要文化財であることに加え、
木造の小規模な建物であったことから、さまざまな制約
や障害が生じました。特に防犯・防火、資料の収蔵環
境に関しての不備は、重要な歴史資料を扱う施設とし
て致命的でした。そこで新設の博物館が求められ、新
潟市歴史博物館の建設に至りました。

明治初期の新潟税関庁舎
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東北電気保安協会
新潟西事業所長

後藤

国

元

の文化財が集中するエリア

─いくつかの建物や機能の複合体のような施設に見
受けられますが、どんな特徴がありますか。
新潟市歴史博物館（愛称「みなとぴあ」）とは、旧
新潟税関庁舎を含む敷地全体のことを指します。その
ため博物館機能を持つ新設の建物は博物館本館と呼
んでいます。
当施設全体の特色として、文化財が集中しているこ
とがあげられます。旧新潟税関庁舎が国の重要文化財
であることに加え、旧新潟税関の敷地は国の史跡、そ
して歴史的建造物として移築復原された旧第四銀行住
吉町支店は国の登録有形文化財になっています。史跡、
重要文化財、登録有形文化財といった国の文化財がこ
れほど集中するエリアは市内に他にはありません。こうし
た文化財を巡る楽しみも館の大きな魅力の一つです。ま
た夜間には、文化財を含むそれぞれの建物がライトアッ
プされるので、夜景を楽しむスポットにもなっています。

プロジェクションマッピングも人気を集めている
（昨年は９月16日〜19日に開催されました）

新潟開港から、まもなく150年。
新潟の文化歴史と魅力を伝える。
２代目新潟市庁舎の外観を模した博物館本館

往

年の新潟情緒を味わう

─博 物館本館にはレトロな雰囲気が漂っていて、施
設の特徴がよく表現されていますね。
これは明治43
（1910）年に竣工した新潟市役所の２代
目庁舎をモデルにしています。当時、新潟市を代表す
る洋風建築で、街の近代化の象徴でもありました。残
念ながらその庁舎は昭和８
（1933）年に焼失しています。
港町である新潟には、かつて街の中に舟が通る堀割
が整備されていました。堀には柳が植えられ、それが
街の情緒を醸し出していました。２代目庁舎は西堀と呼
ばれた堀に面していたことから、博物館本館の前面に
は西堀に見立てた堀が整備されています。ほんの一角
ですが、新潟情緒が味わえるのではないでしょうか。
また、最近では博物館本館の外壁がプロジェクション
マッピングに利用されるようになりました。
レトロな雰囲気で
独特の凹凸のある壁が映像の投射に向いているようです。

先

市

民とともに街を盛り上げる

─これからの博物館の活動について、目指している
ことがあればお聞かせください。
博物館の役割も多様化しはじめています。これからは
地域の歴史・文化のセンターとして、まちづくりの一翼を
担う存在になるべきと考えています。市民と協働して地
域の文化活動を盛り上げていくこともその一つで、そうし
た活動に近年取り組んでいます。
昨年は文化庁からの助成を得て、当館に寄贈され永
く収蔵されていた祭りの山車を市民とともに組み立て、
それを新潟まつりで曳き回す活動を実施しました。歴史
資料である山車が傷むことは心配でしたが、往時の祭り
の様子が再現され、参加した人はもちろん、見て楽しん
だ人も、より地域への関心が高まったと思います。
また、新潟市は2019年に開港150周年を迎えます。
市民が新潟の歴史に目を向ける絶好の機会です。私た
ち博物館も先頭に立って、新潟の街を盛り上げていきた
いと思います。

人たちの尽力で生まれた美田

─本 館の展示ではどのようなことを紹介しているの
ですか。
ＮＨＫの「ブラタモリ～新潟は“砂”の町 !? ～」で紹
介されたように、新潟には海岸に沿って長大な砂丘があ
ります。これは信濃川と阿賀野川、日本を代表する２つ
の大河が運んできた大量の土砂によってつくられたもの
です。この２つの大河の河口を持つ新潟は、古くから内
陸と海をつなぐ港として重要な場所でした。江戸時代に
は日本海側を代表する港町として多くの廻船でにぎわ
い、幕末には開港５港の一つに選ばれます。
一方、砂丘の内側は水はけの悪い低湿地が広がり、
先人たちは度々襲ってくる洪水と戦いながら水田開発を
してきました。その努力によって、美田が広がる日本有
数の穀倉地帯になっています。
博物館では、自然環境に左右されながら、港町とし
て発展し、低湿地を美田に変えてきた歴史を、ジオラマ
や映像などによってわかりやすく紹介しています。

常設展示「収穫の風景」

新潟まつりに出陣した「歴史資料の山車」

安

心の維持管理が続くように

─最 後に電気のことや設備の面で何かお困りのこと
や、気になることなどはありますか。
博物館は何といっても、照明管理と、適切な室温・
湿度などの空調管理が大事ですので、電気によるそう
したコントロールは欠くことができない要素になっており、
日頃から保安協会の皆さん方に本当に良く対応していた
だいています。私たちは安心して収蔵・維持・管理が
できることを切に望んでいるところですので、今後ともぜ
ひその安心が続くようにと願っています。
弊協会も、博物館の収蔵・維持・管理という重要な
役割の一端を担わせていただくという思いで、これから
も業務にあたっていきたいと思います。本日は、博物館
とともに新潟の街の貴重な歴史もうかがうことができまし
た。たいへんありがとうございました。
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検査員の現場報告1

東

使用していないコンセントが漏電

～水は電気の天敵 !? ～
秋田事業所

池田 隼人

漏電の原因が使用している家電製品やコンセント
ではなかった事例を紹介します。

〔状況〕
気温30度を超える真夏の午前10時18分、お客さま
に設置している低圧絶縁監視装置の警報を受信しま
した。ただちにお客さまに電話連絡をして「監視装
置の警報を受信しました。何か変わった事はありま
せんでしたか」とお伺いしたところ、「特段変わっ

〔原因〕

た事はありません」との回答が返ってきました。し

お客さまに確認したところ、前日の豪雨で、漏電

かし、受信した警報の状況から出動することとしま

の原因となったコンセントの近くで、雨漏りがあっ

した。

たとのことでした。その雨水が、コンセントに溜まっ
て漏電したものと推定されます。

〔調査〕
11時00分頃に現場に到着し、お客さまに警報が続

〔お客さまの声〕

いていることをご説明したところ、普段と変わらず

「使用していないコンセントが漏電の原因とは驚

電気も使用できており、
保安協会がわざわざ駆けつけ

きました。すぐ来ていただき、原因が分かって安心

たことにちょっと不思議に思われている様子でした。

しました。」と感謝のお言葉をいただきました。

電気設備の鍵をお借りし、電源側にあたるキュー
ビクル設備から漏電個所の調査を開始したところ、
まもなく事務室のコンセント回路が漏電しているこ
とが判明したことから、この回路を開放したところ、
警報は停止しました。
事務室内のコンセントを見て回ると、床のコンセ
ント１カ所の周りに水が染みたような跡があり、内
部を点検するとなぜか中に水が溜まっていました。
布で水は吸い取りましたが、お客さまには改修をし

〔まとめ〕
雨漏りや誤って水をこぼしたときは、周囲にコン
セントや電気製品がないかを確認することが重要だ
ということを実感した事例でした。
また、夏場で汗をかいた状態でコンセントに触れ
た場合、感電の恐れもあった事例です。お客さまに
は、改めて感電防止のため濡れた手でコンセントに
触れないようお願いいたしました。

てから使用されようお願いしました。

漏電していたコンセント
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点検すると中に水が溜まっていました

検査員の現場報告2

東

経年劣化と雨水が原因で全停電

～検査員5名で探査し、早期に仮復旧～
仙台南事業所

三浦 靖浩

設備更新を計画的に実施することの重要性を痛感
した事例を紹介します。

〔状況〕

４月の雨が降る18時45分頃、お客さまから「構内
が全て停電した」と弊協会に電話がありました。お
客さまの構内は広く、高圧架空電線もあり原因調査
に時間を要することが予想されたことから、事業所
に残っていた私を含めた５名でお客さまのところへ
向かいました。お客さまから電気室等の鍵を借用し
高圧受電設備の確認をしたところ、引込柱に設置し
ている地絡継電器の動作により高圧気中開閉器
（PAS）が開放（切）していました。
お客さまにお話を伺ったところ、停電発生時は業
務も終了しており、特に変わったことはなかったと
のことでした。

〔調査〕

お客さま設備は、キュービクルが２箇所あること
から、二班に分かれて外観点検から実施しました。
すると第二キュービクルを点検していた検査員か
ら、携帯電話に「キュービクルの中で高圧ケーブル
付近が燃えている」との連絡が入りました。第二
キュービクルに移動して状況を確認したところ、ま
だ少し炎が出ていたことから消火活動を行い、火が
消えた後に設備の状況を確認したところ、高圧ケー
ブルの端末部が焼損していました。

〔原因〕

焼損した高圧ケーブルは、1988年製造で経年劣化
が進んでいたことと、以前からキュービクルの屋根
が腐食によって穴が開いていたことから、雨漏りに
より水に濡れたことで、高圧ケーブルの絶縁が破壊
され相間短絡（ショート）し焼損に至ったと考えら
れます。（高圧ケーブルの更新をお奨めする目安：
25年）

〔復旧〕

第一キュービクルは異常がないことを確認できた
ことから、お客さまのご了解をいただき、到着して
から約１時間後に受電し仮復旧しました。
第二キュービクルについては、後日、お客さまか
ら電気工事会社に高圧ケーブル交換を依頼して全て
復旧しました。

〔お客さまの声〕

「保安協会の迅速な対応で、電気設備の一部が復
旧したことにより、商品の出荷に影響がなくて助か
りました。高圧ケーブルの交換とキュービクルの腐
食による穴については、電気設備点検報告書に指導
事項として記載されていたが、老朽化と雨水によっ
て焼損に至るとは考えていませんでした。キュービ
クルや高圧機器の計画的な設備更新が必要なことを
改めて感じました。」と感謝のお言葉をいただきま
した。

〔まとめ〕

今回の事例は、地絡継電器の確実な動作により高
圧気中開閉器が開放し、近隣のお客さまへの停電に
つながる「波及事故」は防止できました。しかし、
突発的な停電事故が発生すると、復旧まで多大な時
間を要すこともあります。
私たちも、これまで以上に高圧受電設備の計画的
な更新の重要性をお客さまに分かりやすく説明し、
電気事故の未然防止に努めていきたいと思います。

炎がでていた高圧ケーブル端末部

消火後の状態
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太陽光発電所のパワーコンディショナー停止の原因調査に関わる技術支援
太陽光発電所のパワーコンディショナー（以下「ＰＣＳ」という。）が停止した原因調査事例をご紹介いた
します。
ある太陽光発電所で「発電が停止している」との連絡を受け、現地で弊協会事業所の職員が対応しました。
点検の結果、警報履歴から前日に保護装置が直流過電流を検出しＰＣＳが停止したこと及び周辺地域で落雷
があったことを確認しました。また、太陽電池モジュールとＰＣＳの間の接続箱の一つで逆流防止ダイオー
ドに接続されている配線端子が変色しているのを発見しました。
保護装置では直流過電流の警報が継続していないことから、配線端子の変色箇所が原因と推測し、その回
路を切り離してＰＣＳを起動したところ、運転状態に移行し復旧することができました。

ＰＣＳ警報履歴画面

変色した端子

接続箱内

変色した端子を切り離した状態

後日、総合技術センター職員が現地に同行し発生原因について調査を行いました。まず、ＰＣＳ警報履歴
を確認したところ、事業所で対応したとおり直流過電流を検出した履歴がありました。次に、変色した配線
端子に接続されている逆流防止ダイオードの順方向電圧測定を行いましたが、異常は認められません。一旦、
太陽光発電を停止して切り離していた配線端子を接続し、ＰＣＳを起動したところ正常に運転しました。停
止した時の状況は再現できませんでしたが、原因として次のことが考えられました。
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●直流過電流は、雷により発生する場合があります。今回の発電所においても、周辺地域で落雷が発生して
おり、その影響で直流過電流を検出してＰＣＳが運転を停止した可能性があります。
また、太陽電池モジュールは、下図の「太陽電池モジュールの温度特性（例）」のように、温度により電圧
が変動する特性があり、モジュールの温度が０度のときは開放電圧が120V 程度まで高くなります。この高く
なった電圧によりＰＣＳが故障することを防ぐために、直流過電圧を検出してＰＣＳの運転を停止すること
があります。
太陽電池モジュールの温度特性（例）
電流[Ａ]

モジュールの温度が５０度のとき、

2.5

開放電圧は１００Ｖ程度

2.0
1.5

モジュールの温度が０度のとき、
開放電圧は１２０Ｖ程度

1.0
0.5
0

0

20

40

60

80

100 120

電圧[Ｖ]

温度により、開放電圧が変化する

太陽光発電所の環境

総合技術センターでは、今回の事例など、太陽光発電所における様々なトラブル解決のため、南相馬市に
設置した弊協会の技術研修用太陽光発電所を活用して、お客さま設備を適切に保守・管理できるように、職
員を対象に実技研修を行っております。また、総合技術センターに設置している太陽光発電設備の利用も含
めて、気象や外部要因など様々な状況を設定しながら事故原因探査等の調査・研究を進め、知見を蓄えて参
りたいと思います。
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平成29年度「電気取扱者安全衛生特別教育講習会」及び「電気技術者講習会」開催のお知らせ
電気取扱者安全衛生特別教育講習会
高圧・特別高圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会と低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会を開催いた
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さまを対象に、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等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ください。

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、厚生労働省令で定める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）に従事させるときは、安全衛生特別教育を行なわなけれ
ばならない」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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2015年度電気保安統計、事故件数3年連続で減
経済産業省と製品評価技術基盤機構がこのほど公

感電死傷事故は、電気事業者・自家用電気工作物

表した2015年度電気保安統計によると、事故報告件

設置者合計で71件発生。そのうち電気事業者は16件

数は３年連続で減少し、前年度比10.4％（1,380件）

（前年度14件）、自家用電気工作物設置者は55件（前

減の11,856件（電気事業者：11,378件、自家用電気
工作物設置者：478件）となりました。
電気事業者の事故件数のうち大半を占めるのは、
例年と同じく高圧架空配電線路における事故で
10,574件となり、前年度の事故件数より968件の減
少。また、自家用電気工作物設置者からの波及事故
の件数は331件と前年度から109件減少しました。

年度55件）となっています。
電気火災事故は、電気事業者・自家用電気工作物
設置者合計で５件発生。そのうち電気事業者は２件
（前年度４件）、自家用電気工作物設置者は３件（前
年度９件）でした。
設備別で見ると、一般電気事業者・卸電力事業者
の水力発電所が42件で、件数、事故率ともに減少傾

自家用電気工作物設置者の事故件数の大半を占め

向。火力発電所は26件で、事故率と合わせ近年おお

るのは、例年と同じく需要設備における事故で362

むね横ばい傾向で推移しており、東日本大震災以降

件、前年度から83件の減少となっています。

の高稼働状態が続いていることを踏まえると、引き

一般電気事業者における供給支障事故件数は、
11,192件で前年度に比べ1,269件の減少。そのうち、

続き高い保安水準が維持されています。
自家用の太陽電池発電所は13件で件数、事故率も

高圧架空配電線路の設備損壊に伴う事故が全体の約

増加傾向。風力発電所は31件にとどまり、件数、事

８割でした。

故率ともに減少しました。

省エネベンチマーク制度、ホテル、百貨店も対象へ
総合資源エネルギー調査会工場等判断基準ワーキ

エネ目標5,030万キロリットル（原油換算）は、電源

ンググループ（ＷＧ）はこのほど、省エネベンチマー

構成（エネルギーミックス）達成の前提となる高い

ク制度の対象に2017年度からホテルと百貨店を加え

目標です。

ることを了承しました。

政府は、エネルギーミックス実現への一つの手段

省エネベンチマーク制度は、同じ業種に属する事

として、業務部門の業種にも同制度を広げることが

業者の省エネ度を共通の指針で比較・評価する制度。

必要と判断。2016年４月に「トップバッター」とし

対象事業者は、上位１～２割の事業者のみが該当す

てコンビニエンスストアを対象にしましたが、2017

る「目標水準値」の達成に向けて省エネを進めるこ

年度からはホテル、百貨店業界も対象に加わり、業

とが求められます。

務部門でカバーする業種はこれまでの時点で３業種

同制度は、2009年に産業部門の業種から導入。同
部門の対象業種は現在、
「電力供給業」
「高炉による

となります。
同ＷＧでは、ホテル、百貨店のほか、①スーパー

製鉄業」など６業種・10分野。例えば電力供給業は、

マーケット②貸事務所③ショッピングセンターへの

全体の火力発電効率を44.3% 以上に高めることなど

対象拡大も検討しており、2018年度までに全産業の

が求められています。

７割（エネルギー消費量ベース）をカバーする考え

政府が定めた2030年度の最終エネルギー消費の省

です。
（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
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とこ
ろ、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。
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電話交換機（イメージ）

東根事業所

天童高原リフトさま
「将棋の駒」で有名な山形県天童市の北東部に位
置する天童高原リフトさまは、夏はキャンプ場、冬
はスキー場として、１年を通じて楽しむことができ
るファミリーランドです。
天童高原スキー場には、２基のペアリフトがあり、
斜面が緩やかでコース幅が広いことから、初めてス
キーやスノーボードを始めるファミリーにお勧めで
す。また、ゲレンデに併設されているキッズランド
では、ソリの他にスノーローラー・チューブスライ
ダー・バナナボートを楽しむことができます。
平成26年12月20日新装オープンした天童高原地域
交流センターは、スキー場にお越しいただいたお客
さまの休憩場所・レストランとして、また、天童高
原産の蕎麦粉「でわかおり」を使用した蕎麦打ち体
験をはじめウォーキングや天体観測など、天童高原
の自然を活かした体感型イベントの開催拠点にもな
っています。
天童高原リフトさまの電気安全セミナーは、スキ
ー場オープン前に毎年実施させていただいており、
今回は23名の従業員の方々に受講していただきまし
た。

天童高原スキー場

天童高原地域交流センター

［セミナー実施風景］

セミナーの内容
漏電や短絡、トラッキング等の危険現象をまとめ
たＤＶＤを上映し、正しい電気の取扱い方法につい
てのご理解を深めていただきました。
また、漏電ブレーカー模擬盤を使用し、漏電ブレー
カーのテストボタンによる正常動作チェック方法や、
漏電による動作時の復帰手順を学んでいただきました。
ＤＶＤ視聴

セミナー受講後の感想
●誤った電気の使用方法は大怪我につながることが
分かった。
●停電事故時の対処方法について再確認することが
出来たので、今後の業務に活かしたい。
●今後も安全意識向上のため定期的に受講したい。
などのご感想とご要望をいただきました。

漏電ブレーカー模擬盤による説明
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お子さんに家電製品の正しい使い方を教えましょう！
家電製品の取扱いは、大人だけのものではありません。
最近は小さなお子さんでも、ゲームやビデオなど家電製品を取扱うことがあります。プラグやコードなど、
正しい取扱い方法をお子さんにもきちんと教えて、感電やショートによる事故を防止しましょう。

差し込み不足は過熱の原因になります。
プラグはコンセントにしっかり差し込み
ましょう。

断線や過熱の原因になりますので、コー
ドの上には家具類を置かない（踏みつけ
ない）ようにしましょう。

しっかり
差して！

電気器具をコンセントから抜くときは、
プラグの根元を持って抜きましょう。

テーブルタップの容量を超えると過熱の
原因になります。たこ足配線はやめま
しょう。

しっかり
持って！

濡れた手でコンセントやプラグに触れる
のはやめましょう。
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コードへの打ち付けは断線や過熱の原因
になり危険です。電気工事店に工事を依
頼しましょう。

「第5回与次郎駅伝2016」に参加して電気の安全使用をＰＲ
秋田支部

秋田支部では、昨年７月17日に開催された与

ムに分かれてオリジナルＴシャツを着用し、電

次郎駅伝実行委員会等が主催し、秋田市・秋田

気の安全使用をＰＲしながら仲間とともに襷に

商工会議所等が共催する「第５回与次郎駅伝

思いを込めて疾走しました。

2016」に、男女混合２チーム８名（１チーム４
名、各区間2.6km）で参加しました。
この大会は、
今から約400年前、
久保田藩主（秋
田藩主）佐竹義宣氏に仕え、飛脚として秋田～
江戸をわずか６日で往復したという、与次郎狐
の伝説にちなんだ大会です。与次郎が祭られる
神社がある秋田市の千秋公園と、かつて城下町
であった中心市街地を舞台に、県内外から過去
最高の349チームが参加し開催されました。
初めて参加するにあたり、男鹿の「なまはげ」

それぞれのペースで力走

最後に、参加した協会ランナーたちは、
「沿

と「電気」をモチーフにして、弊協会職員がデ

道からの声援が背中を押してくれました。
」と、

ザインした「電気の鬼」のオリジナルＴシャツ

みんな興奮してのゴールでした。また、後続の

を着用しました。駅伝が行われた時季は、暑さ

ランナーの中には、背中に何が書いているのか

も本番を迎え肌の露出が多くなり、さらに汗で

気になり近づいてくる人もいて、ＰＲ効果も抜

体が濡れたりして、電気機器使用時に感電する

群だったと思われます。

電気災害が多くなることから、
「電気を安全に

電気もスポーツも安全で怪我がないことが

使っているがー」
「濡れた手でコンセント触っ

一番。オリジナルＴシャツを着て、微力ながら

ていねがー」と、地域の皆さまに安全を訴える

駅伝大会の盛り上げと電気を安全に使用してい

気持ちを込めたものです。

ただくことの思いを込め、今年も与次郎駅伝に
チャレンジしたいと思います。
“電気を安全に使わないと電気の鬼が来るぞ !! ”

着用したオリジナルＴシャツ

参加した職員は、マラソンを趣味とする者も
いれば普段運動をしない者、20代からもうすぐ
還暦を迎える職員もいましたが、８名が２チー

参加した弊協会ランナー
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平成29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11日
（火）

（東北電力㈱新潟支店お客さま本部内）

新潟県新発田市

（電気安全・PR部関係）
☎代表（025）321-5169
福島県電力活用推進協議会

7月12日
（水）

福島県会津若松市

（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13日
（木）

宮城県栗原市

（東北電力㈱宮城支店お客さま本部内）
☎（022）225-2160
平成28年度の
電気事故

7月14日
（金）

山形県酒田市

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19日
（水）

岩手県一関市

（東北電力㈱岩手支店お客さま本部内）
☎（019）651-6622
青森県電気活用協議会

7月20日
（木）

青森県八戸市

（東北電力㈱青森支店お客さま本部内）
☎（017）744-2086
秋田県住宅電気協議会

7月21日
（金）

秋田県大館市

（東北電力㈱秋田支店お客さま本部内）
☎（018）866－9620

●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、13～17時）

14

電気保安協会の名前をかたった勧誘にご注意ください！
最近、
一般のご家庭の方から「東北電気保安協会の名前や類似した名前をかたって、強引な営業を行っ
ている者がいる」との問い合わせが多発しています。

私ども東北電気保安協会では、電話による勧誘や一般の皆さんに機器を斡旋

することは行っておりませんのでご注意ください。

なお、不審と思われる場合は、最寄りの弊協会事業所までご連絡くださいますようお願い申しあげます。

電気保安協会の名をかたった事例
・お客さまに電気保安協会をかたって訪問し、

「この機器を取付けると電気料金が安くなる」と言って機器を販売する。

・お客さまに電気保安協会をかたって訪問し、

「この工事をすると電気料金が安くなる」と言って工事を勧誘する。

・お客さまに電気保安協会をかたって電話し、電気料金の問い合わせを行い、

「設備を見せてほしい」と言って点検の勧誘をする。

私たちに
おまかせください。

電気設備の調査にお伺いする調査員は、
❶制服の胸部に調査員証を表示しています。
※上記イラスト参照

❷お客さまから料金はいただきません。

私ども協会の、調査員の標準
スタイルは右図のとおりです。
参考にしてください。

❸電気器具など、物品を販売しません。

お問い合わせ窓口

■本

東 北 電 気 保 安 協 会

部

☎022-748-0251

■青森事業本部

☎017-743-0298

■岩手事業本部

☎019-631-2552

■秋田事業本部

☎018-863-1986

■宮城事業本部

☎022-748-1291

■山形事業本部

☎023-644-9665

■福島事業本部

☎024-526-1311

■新潟事業本部

☎025-230-6913
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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

銀行、郵便局、信用金庫、信用組合、農業協同組合、

で、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。

また、保安業務手数料の月額相当額から50円

（一部、取扱いできない金融機関がございます）

（年額にすると600円）が割引になります。

複数ご契約の振替も
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

振替の約一週間前に「口座振替のお知らせ」を、

約の振替が可能です。

また、翌月には「領収証」を郵送いたします。

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、必要個所をご記入いただき、担当の職員に
お渡しください。

Q

○の中に言葉を入れてください。

住宅や商店などの電気の安全を

○○します

ヒント ： 弊協会のホームページ「個人のお客さま」の「調査業務」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.268の
正解は、
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復旧

でした。

★前々号 Vol.267 の応募者総数は 130 名、
正解者は 124 名でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。

仙台北事業所
お お ひ ら む ら

『緑と未来の広がる万葉の里』 大衡村
（宮城県）

大衡村は、宮城県のほぼ中央に位置し、魚の形をした県内唯一の村です。遠方に広がる船形連峰をはじめ、
万葉集で詠まれている植物520種がある昭和万葉の森や達居森（たっこもり）など、四季折々に多彩で美しい
自然を見ることができます。春には、桜の名所として知られる大衡城跡公園や大衡中央公園に、毎年多くの方
がお花見に訪れます。
また、東北地域の産業集積拠点の一つとして、世界をリードする自動車関連産業の企業進出を背景に、未
来へ向けて躍進する一方、農産物直売所や加工品を主体とした商業形態の発展にも取組み、農業振興や地
元食材の消費にも寄与する環境を整えています。
大衡村は「共に育み 共に創り 共に生きる 愛と活力にあふれたまちづくり」をキャッチフレーズに、皆が
明るく、楽しく、元気に暮らせるまちづくりを目指しています。

［万葉クリエートパーク（総合運動公園）］

園内には、日帰りキャンプ（デイキャンプ）のでき
る“ふれあい広場”と“緑水公園”
、アスレチック遊
具や人工芝のそり滑り台などがある“わんぱくラン
ド”
、蓮や水芭蕉などの湿生植物が観察できる“四
季彩苑”
、県内でも有数の全コース洋芝で手入れを
した６コース54ホールの“パークゴルフ場”
、親子で
遊べる“ピクニック広場”
、メインロードの“スイート
ロード”などがあり、一日遊べる施設となっています。
先人が育んでくれた緑豊かな自然を背景に、私
たちが忘れかけていた家族のやさしさ、絆を思い起
こさせてくれる憩いの空間です。

［万葉あまざけ］

東北自動車道大衡ＩＣから車で約２分のところに
村の農産物直売所「万葉・おおひら館」があり、
そこで販売しているのが新たに開発した「万葉あま
ざけ」です。アルコールや添加物もゼロですので、
子どもからお年寄りまで安心して飲むことができま
す。糀だけの濃厚な味わいで、素材の持つ甘みを
活かした優しい味わいに仕上げており、調味料とし
ても活用できます。
糀だけを使った純粋な白い「万葉あまざけ」と、
東日本大震災で被災した後、見事に復活した山元
いちご農園のイチゴ100％を使用した「万葉苺あま
ざけ」の２種類がありますので、
是非ご賞味ください。
また、「万葉・おおひら館」は、地場産の野菜
や漬物、沿岸部からの海産物や県内のお土産品
などを取り揃えるとともに、トヨタ自動車東日本の本
社が目の前に立地していることから、実物の生産さ
れた自動車の展示や、トヨタ自動車が作ったカレーや
ミニカーも販売しています。

わんぱくランド

万葉あまざけ

四季彩苑

このような大衡村に住んでいただけるよう、宅地
造成を行い助成制度も充実していますので、役場
にお問合せください。

◎大衡村
■交 通 手 段／［高速バス］仙台駅前より約50分 ［自動車利用］東北自動車道大衡 ICより約5分
■問い合わせ先／大衡村企画財政課 ☎022-341-8510 URL：http://www.village.ohira.miyagi.jp/
（写真提供）大衡村企画財政課
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電気 と保安

思わぬ停電に備えましょう!!
れています。

vol.269

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。
）

発行所

非常用予備発電装置の日常チェック

仙台市太白区あすと長町三丁目二番三六号

●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

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
電気
エネルギーの
効率改善

平成二十九年四月一日

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

循環型
社会の
実践

春季号

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

２０１７年

非常用予備発電装置は、自然災害やその他の要因で停電が発生した場合

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

