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空調機の自動制御システムの導入による電気料金の削減
～株式会社チノー山形事業所さまの省エネの取組み～
今回ご紹介する株式会社チノー山形事業所さまは、温度計を始めとする工業向け計測機器の開発・生産を行っ
ており、近年では、チノーグループで使用される各種計測機器の大半を山形事業所で生産しています。

〔システム導入の経緯〕

株式会社チノー山形事業所さまは、冷暖房を全て
電動機駆動式のエアコン（ＥＨＰ）で賄っており、
特に暖房時のエアコンの稼働率が高く、年間のピー
ク電力は冬季に発生しています。株式会社チノー山
形事業所さまからデマンド値※を低減させ、契約電
力及び電気料金を削減したいとのご相談があり、
ピーク電力が冬季の一時期（特に暖房使用開始直後）
に発生していることに着目し、デマンド監視装置を
利用した「空調機の自動制御システムの導入」を提
案いたしました。

〔システムの概要〕

①デマンドの予測値が目標デマンド値を超過すると
判断した場合、デマンド監視装置が警報を発報す
るとともに、空調室外機に取付けた制御機器に警
報信号を送信します。
②警報を受信した制御機器は、空調室外機の圧縮機
の運転を制御（一時的に制限）し、デマンド値の
超過を防止します。
③空調室外機の制御により、実際のデマンドの予測
値が目標デマンド値を下回ると、デマンド監視装
置の警報が解除され、空調室外機の運転も警報発
生前の状態に自動的に戻ります。
なお、今回は、デマンド監視装置で警報が発生した
場合の空調室外機までの信号通信を、有線ではなく
無線にすることで、工事費の削減を図りました。

株式会社チノー山形事業所さま

〔導入の効果〕

契約電力の決定は電力会社との協議によることか
ら、デマンド監視装置による自動制御の効果により
導入前に比べて80kW 削減し、再契約することがで
きました。（570kW →490kW）
また、これにより契約電力が500kW 以下となった
ため、電気料金の契約プランが変更となり、契約電
力の基本料金単価も約30％安くなりました。（高圧
電力→高圧電力Ｓ）
この結果、基本料金を約40％削減することができ
ました。
お客さまからは「デマンド警報発生時の人手によ
る負荷制御（空調機）をする手間が省けて助かって
いる」と喜びの声をいただきました。

デマンド
監視装置
取引用電力量計

警報信号

無線ⅠO
ユニット
無線通信

警報信号を受信し室外機を制御

無線ⅠO
ユニット

空調室外機
システム概要図

自動制御している空調室外機

※デマンド値：30分単位の平均需要電力の値。契約電力が500kW 未満の場合、その月（当月）の最大デマンド値と過去11か月の最大デマンド値のうち、
いずれか大きい値が契約電力となる。電気料金の基本料金を決定するもととなる。
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蔵王町に本社と工場を持つ株式会社アステム

今季号のお客さま

宮城県蔵王町

株式会社アステム さま
「アステム」さまは、空調設備の吹出口・ダクト・ダンパーなど関連
製品を製造販売しています。かつて高度成長期の建設ブームの中で業
績は拡大しますが、昭和49年の取引先大手企業の倒産で大きな打撃を
受けます。さらにその後のバブル経済崩壊では、業績が悪化し、深刻
な経営状況に陥りました。しかし決してモノづくりをあきらめなかっ
た野口社長は、数々の苦難を乗り越え、現在では全国トップクラスの
シェアを誇り、職場環境整備の面でも優れた評価のある、全国有数の
企業へと成長させました。
本日は、株式会社アステム 野口敬志社長をお
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。
株式会社アステム
代表取締役社長

野口 敬志さま

建設ブームで好調な空調設備
山下：アステムさまは、昭和37年（1962）の創業と
うかがいましたが、経緯をお聞かせください。
野口：前身の日野設備工業は、父の野口敬三が横浜

東北電気保安協会
専務理事

山下 弘二

野口：宮城県出身の役員が宮城県角田市との縁を取
り持ってくれて、昭和52年（1977）に角田市
に工場を建てました。しかし平成に入ってバ
ブル崩壊です。川崎の工場運営は最悪の状況
となりました。父もさまざまな対策を模索し

市内で空調設備の付属品を扱う商社として創
業しました。
高度成長期で、
モノは作れば売れ
る時代で、高層ビルやボーリング場など建設
ブームでした。建物に納入する空調設備もよ
く売れました。４年後には川崎市に工場を開
設し、自分たちで製造もするようになります。
山下：時代の背景を見て何にニーズがあるかを見越
して製品を選んだのは、先見性、企画力のよ
うなものがあったということですね。角田工
場はいつごろできましたか。
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自然豊かな環境の中にあるアステム蔵王工場

人を大切にしたモノづくり、
お客さまを大切にしたサービス業であること
ました。別の商品を取扱い、業態変更すると

部、作り方も考えないと、とても２日では無

いう話も出ましたが、設備や代理店権料が高

理ですよね。

額でとても無理と思いました。父はそれでも

野口：当時、私は都合１億円以上の保証を負ってい

やると言い、私はモノづくりに徹した方がい

ましたが、頭の中に破産という考えはありま

いと意見が分かれ、
結局、
私は平成７年（1995）

せんでした。絶対にやらなくてはいけないと

に角田に異動となりました。その頃の角田は、

思い、当時20数名の従業員を集めて「このた

仕事も入らず、賞与も出ない、みんなが不安

いへんな時代に短納期の付加価値を付けた製

がっているという悲惨な状況でした。

品を作っていくので、何とか力を貸してくれ

北関東、東海、信越まで商圏に
山下：川崎もたいへんな時期、角田もたいへんな状
況だったわけですね。

ないか」と話し、みんな協力してくれました。
私は資材の代理店さん１店１店に「短納期に
お応えします」という話をして回りました。
宮城から北関東、神奈川・静岡、名古屋手前

野口：結局、川崎の方もうまくいかず平成８年に不

で北上して、長野、新潟から山形を通って戻

渡りを出し、会社を売却するか、第三者割当

るというルートでした。ちょうど長野では冬

増資に乗ってもらうか実質上の再建計画を立

季オリンピックを前にアイスアリーナを作っ

てるほかありませんでした。結果として、今

ている時でした。工期をあせっている長野の

は当社の株主ですが山形県のヤマケンマシナ
リーさんに多額の出資をしていただき救われ
ました。その時に出した計画が、空調の吹出
口・ダンパーの受注生産でした。私は、短納
期それも中２日のようなビックリするほど短
納期でいけば活路があると考え、実行するこ
とにしました。
山下：まさにジャストインタイムですね。
野口：そうです。建設現場では足場が組まれる期間
が決まっていて、もし明日外すという時に製
品がまだ来なかったら最悪です。だったら間
に合うメーカーがあれば、１万円のところを
３万円出してもいいぐらいだという価値観が
生まれる。つまり、短納期という付加価値で
す。
山下：御社のビジネスモデルの特徴は何だろうと
思っていたのですが、納期ですか。しかし、
それを実現させるには工程からなにから全

アステムが製造している空調関連機器
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代理店さんに好評で、仕事がどんどん増えま

平成14年（2002）のことですが、社会保険労

した。

務士さんが「社内アンケートの公共版がある
のでそれをやってみませんか」と言うので、

未来を語る思いを込めた社名

私とすれば売上が伸びてボーナスも出てい

山下：なるほど、その時に回られたところが現在の

させてみました。ところが社労士さんは「社

て、みんな満足しているだろうと思って受け

商圏につながっているんですね。
「アステム」

長が思っているのと社員が思っていることは

という会社の名前の由来を聞かせてください。

違いますよ」と話します。報告書を見たら、

野口：先ほどの出資の条件の１つが、社名の変更で

手が震えるほどショックでした。「仕事優先

した。「アステム」のアス（ＡＳ）は明日の

で人間が軽視されている」
「会社の経営が不

アスです。資金繰りばかりをやっていて未来

安だ」
「給料安い、ボーナス安い」
「残業時間

を語れる会社じゃなかったので、何とか「明

を減らしてほしい」などと書いてありました。

日こうしよう」という前向きな名前にしたい

「このような調査をするのは会社が社員のこ

と思いました。「ＴＥ」はテクノロジー。か

とを考えてくれている証拠だ」という１行だ

つて格別な技術がないために仕事がなくなり

けは救いでした。

ましたが、これから技術だけは蓄えていきた

この時、私は本気で会社の改善策を考えよう

い、そういうメーカーにならなければという

と決めました。それからは、ＩＳＯを取得し

ことで「Ｍ」を付けて「ASTEM」としました。

たり、コンプライアンスの遵守に取組んだり、

山下：最初は従業員ががんばってくれて納期を縮め

労働安全衛生を重視する方向に一気に動き、

たということですが、そのやり方では当然限
界が出てきますね。
野口：生産管理とか生産技術という考えをまったく
理解していませんでした。そこで、吹出口で
No.1の福岡県の「空調技研工業」さんに「技
術を教えてください」とお願いに行きました。
その時私は35歳、ＯＥＭ先として育てていこ
うと思っていただいたのか、平成９年の秋ご
ろ福岡県から指導者の方がいらしてダンパー
という製品の作り方を教えてもらうことにな
ります。この時初めてモノづくりとは何かと
いうことがわかり、超原始的なモノづくりか
ら生産性を考えたモノづくりという考え方に
飛躍的に変わっていくわけです。
山下：社長のお人柄がすごく率直で、だからこそ功
を奏したという印象を受けます。従業員の教
育とか接し方というものに対しては、何か特
別な思いをお持ちですか。
野口：当社の企業体質が変わる起点がありました。
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工場内では、一人ひとりが工夫をこらして作業管理に携わっている

従業員満足度 No.1の会社に変えていこうとい

と愛和の精神で、互いの夢を実現できる活力

う宣言をしました。

集団を目指します」と書いてありますが、ほ
んとうはこれがいちばん上だと思っています。

職場環境を整えて最高評価
山下：まさにそこから、いろいろなことを改善され
ていって、さらにもっと先に進んだものとし

お客さまへの思いを持って
山下：ほんとうに親身になって従業員のことを考え

て現在のアステムがあるわけですね。

ている経営者のいる企業というのは、さまざ

野口：トップセミナーに行っていろいろな講話を聴

まな面でもきちんと伸びていく、
事業成果も上

きながら、安全衛生の大切さを勉強しました。

げることができるのではないかと思いました。

その後「事業体験者として事例発表してくだ

野口：当社は製造業ですが、お客さまのお手伝いを

さい」と言われ各地で発表したり、宮城県の

させていただくサービス業の思いをもって仕

中央労働災害防止協会主催のセミナーでも発

事をしています。

表しました。この間、確実に会社と従業員の

山下：弊協会も電気の保安に関わるひとつのサービ

意識も変わっていきました。そうして平成28

ス業ですので、今日のお話もたいへん感慨深

年度に仙台市で開催された「全国産業安全衛

く聞かせていただきました。アステムさまは

生大会」において、おかげさまで今までの努

従業員の作業安全確保に熱心ですので、従業

力が評価され中央労働災害防止協会会長賞を

員の方が電気の安全も含めて体系立てて情報

受賞することになったわけです。

がほしいということがあれば、無料でセミ

山下：全国でアステム、昭和電工、トヨタ自動車の
３社ですから、すばらしいことですね。
野口：当社の経営理念の３番目に「私たちは、喜働

ナーもやらせていただいていますので、お役
に立てることがあると思います。
野口：今後とも、いろいろご指導いただきますよう、
どうぞよろしくお願いいたします。
山下：本日はお話をうかがって非常に感銘を受け、
勉強になりました。たいへんありがとうござ
いました。

職場のゼロ災害など安全管理の努力が評価され平成28年度「中央労働
災害防止協会」会長賞を受賞。写真はその表彰状と副賞

アステムでは約100名の従業員が元気に働いている
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検査員の現場報告1

東

停電は突然やってきます！
水沢事業所

佐藤 昌巨

計画的に設備改修をすることで、未然に防止でき
たと思われる突然の停電事故を紹介します。

〔状況〕
とある休日の午後３時30分、砂利などを生産して
いるお客さまから、弊協会の休日受付電話に、「構
内のすべてが停電した。」と連絡がありました。受
付当番から連絡を受けた休日当番の私は、高圧設備
の事故と判断し、休日勤務の作業を終えて内勤して
いた職員２名と計３名でお客さまへ急行しました。
現場に到着したところ「いつものように電気を使っ

お借りした木材を利用して多少の風では隙間ができ

ていたら急に停電になった。原因が分からない。」

ないように再度ふさぎ、夕方の５時過ぎに復電する

と慌てた様子のお客さまが待っておられました。

ことができました。

〔調査〕

〔お客さまの声〕

電気設備の鍵をお借りし早速調査を開始したとこ

「連絡してからの対応が早くて助かりました。ま

ろ、引込柱にある高圧気中開閉器が開放しており、

さかヘビが原因で停電になるとは思いませんでし

付属する地絡継電器に漏電したことを示す表示があ

た。前に説明があったときに、速やかに処置をして

りました。これは受電設備に何らかの異常が起きた

いればこのような停電事故にならなかったのでしょ

ことを示しており、慎重に外観点検を実施しました。

うね。」と、私どもの迅速な対応を高く評価してい

また、絶縁抵抗計を使用して調査しましたが、異常

ただき、感謝の言葉をいただきました。

はありません。原因が分からず困っていたそのとき
に、ふとキュービクルの片隅に目をやると長さ１
メートルほどのヘビがいるではありませんか。「こ
いつか！」

〔原因〕
キュービクルには以前から穴が開いており、そこ
から内部に侵入して高圧機器に触れ、漏電したもの
と想定されます。お客さまにはこのような停電事故
になるおそれがあることから、点検の折に触れご説
明をしていたものです。また、定期点検時にウエス
などで仮にふさいでいましたが、風などの影響で隙
間ができたものと思われます。

〔復旧〕
何と、そのヘビは感電したにもかかわらずまだ生
きており、今回出動した者は私も含め皆ヘビが苦手
でしたが、何とか同僚が捕獲して近くの川に放しま
した。
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そして、応急処置として、ウエスとお客さまから

〔まとめ〕
今回の停電の影響で、お客さまは一時的に生産の
停止を余儀なくされました。突然の停電で操業停止
にならないように、私どもでは丁寧で分かりやすい
点検結果の報告を心掛けてまいりますので、お客さ
まにおかれましても計画的な設備改修をよろしくお
願いいたします。

検査員の現場報告2

東

急に水道の水が出ないと連絡が、水と電気に関係が ?! ～問診の重要性を実感～
燕三条事業所

小林 武志

調査をする前にお客さまから教えていただいた情
報により、迅速に復旧することができた事例を紹介
します。

〔状況〕
月曜日の朝８時20分頃、お客さまから「先週まで
出ていた水が急に出なくなったので見てもらいた
い」と連絡が入りました。日頃から点検に伺ってい
るときに「何かあったら保安協会へ連絡してくださ
い」とお話をしているものの、電気とどんな関係が

動開放する設計となっていることを思い出し、それ

あるのかと不思議に思いながら出動しました。

が原因と推定しました。ブレーカーの電源側電圧及

約20分後にお客さまに到着して、連絡責任者の方

び負荷側に異常がないことを確認した後、ブレー

にどのような状況かお伺いしたところ、
「現在、水

カーを投入して揚水ポンプの起動及び水が出ること

が出ないことで飲料はもちろん、トイレにも支障が

を確認しました。

生じている。一刻も早い復旧をお願いしたい」との
お話がありました。また、最近変わったことがなかっ
たかお尋ねしたところ、「日曜日に消防用設備の点
検を行った。凍結や停電もなく無事終了した」との
お話をいただきました。

〔調査〕
早速、給水設備から調査を開始しました。お客さ
まの給水設備は、１階に設置している受水槽タンク
から３階屋上の高架水槽へ揚水ポンプを使用して水
を汲み上げ、落差を利用して各設備に給水する仕組
みです。屋上に上がり高架水槽を覗いたところ、水
槽が空になっているではありませんか。水を汲み上
げ る 揚 水 ポ ン プ の 電 源 を 確 認 す る た め、 １ 階 の
キュービクルの動力配電盤を確認したところ、揚水

〔お客さまの声〕
連絡責任者の方に状況をお伝えしたところ、
「転勤
して初めての事象で知らなかった。迅速な復旧対応
と非常時の回路構成を理解することができた」と感
謝の言葉をいただきました。

〔まとめ〕
今回は、連絡責任者の方から教えていただいた情報
により、迅速に復旧することができた事例でした。
また、最初は水と電気で一見関係ないと思いまし
たが、貯水、揚水及び配水には「電気」が必須だと
いうことを改めて認識するとともに、非常時の回路
構成、対応方法も事前にお客さまにご理解していた
だくことが大変重要だと感じました。

ポンプを含む一般動力主幹ブレーカーが開放状態に
なっており、揚水ポンプに電気が供給されていない
ことが判明しました。なぜブレーカーが開放になっ
たのか？様々な原因を考えていると、問診のときに
連絡責任者の方がお話をされていた、日曜日に消防
用設備の点検を実施したことを思い出しました。

〔原因〕
消防用設備の火災信号が発報すると、消火栓ポン
プ等の非常電源を優先するため、一般動力回路を自

開放状態になっていた揚水ポンプのブレーカー
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1

ＰＣＢ含有電気工作物の早期処理について
1

ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）とは

ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）は、絶縁性（電気を通しにくい）、不燃性（燃えにくい）などに優れた特性
を有することから、トランス（変圧器）・コンデンサといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されていま
したが、昭和43年にカネミ油症事件が発生してその毒性が社会問題化し、昭和47年にＰＣＢの製造は中止さ
れました。

変圧器

2

コンデンサ

ＰＣＢ特別措置法の改正

高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理については、ＰＣＢ廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成13年
法律第65号。以下「ＰＣＢ特別措置法」という。）に基づき、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）
の全国５箇所の処理施設において、地元関係者の皆さまのご理解とご協力のもと、ＰＣＢ廃棄物の処理が行
われており、その処分期間は最も早いものでは平成30年度末、遅いものでも平成35年度末とされています。
計画的処理完了期限内の１日でも早い達成に向けて、必要となる制度的な措置を講じるため、ＰＣＢ特別措
置法の一部を改正する法律（平成28年法律第34号）が平成28年８月１日に施行されました。

3

高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期間
ＪＥＳＣＯの
処理施設

北海道

（北海道室蘭市）

8

高濃度ＰＣＢ
廃棄物の種類

変圧器、

コンデンサ等

保管の場所の所在する区域

処分期間

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、

山形県、福島県、新潟県、茨城県、栃木県、 平成34年（2022年）
群馬県、富山県、石川県、福井県、山梨県、
長野県

３月31日まで

4

高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理委託手続き

ＪＥＳＣＯへの処分機器登録申請
軽減制度対象者

中小企業者等軽減制度申請対象確認

中小企業者等軽減制度申請

軽減制度非対象者

ＪＥＳＣＯとの処理契約

運搬会社との運搬契約

※運搬は、指定会社に限る

処分費用支払い

処分機器搬出

処分完了

5

詳しくは、環境省「ポリ塩化ビフェニル
（ＰＣＢ）廃棄物処理」又は弊協会ホーム
ページから

のバナーをクリック。

高濃度ＰＣＢ含有電気工作物の管理状況届出

電気関係報告規則の改正により、前年度末に高濃度ＰＣＢ含有電気工作物を設置している又は予備として
有している場合は、翌年度の６月30日までに管理状況の届出が必要となります。

6

低濃度ＰＣＢ機器の油分析

低濃度ＰＣＢ機器については、銘板等ではＰＣＢの含有の有無を判断することができません。そのため、
絶縁油に含まれるＰＣＢ分析（有料）を行う必要性があります。低濃度ＰＣＢ機器の処分期間は、平成39年
３月31日ですので早めのＰＣＢ分析をおすすめします。弊協会にお気軽にご用命ください。
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2

弊協会お客さま設備の指摘事項・指導事項の概要
弊協会では、お客さまの電気設備の点検を実施し、その電気設備に何らかの不具合や異常があった場合、
大きく次の２つに区分して報告書に記載し、改修方法や事故防止のためにとるべき措置のご説明をしており
ます。
１

指摘事項：電気設備の技術基準（法令）に抵触しているもの（感電や電気火災などの電気事故につな
がるおそれが大きいもの）

２

指導事項：法令等には抵触していないものの、そのまま使用すると電気事故につながるおそれがある
もの

今回は、受変電設備や負荷設備における指摘事項及び指導事項の概要についてご紹介します。

1

指摘事項・指導事項の件数の推移（過去５年）

●指摘事項
指摘事項件数の過去５年の推移については、図１
のとおりです。平成24年度は約58千件あったものが
平成28年度には約28千件であり減少傾向にあります。
また、平成28年度は、指摘件数の約28千件のうち、
半数の約14千件を改修していただきました。
この要因には、指摘事項の危険性をお客さまがご
理解され、改修していただいたことがあげられます。
指摘事項のあるお客さま軒数は、平成28年度末で

図１ 指摘事項の指摘数、改修数及び未改修数の推移（需要設備）
（件）
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●指導事項
指導事項件数の過去５年の推移については、図３
のとおりです。平成24年度は約83千件であったもの
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事項と比較して多くなっています。
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指摘事項・指導事項の電気工作物別の傾向

平成28年度の電気工作物別の内訳とし

図５ 平成28年度 電気工作物別指摘数と指導数の比較（需要設備）

ては、
指摘事項は「負荷設備」、
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多くなっています。（図５）
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います。
指導事項の主な内容としては、
「受電設備」は変圧器及び高圧コンデンサなど、「引込設備」は区分開閉器
及び避雷器といった高圧機器の老朽化によるものとなっています。

3

まとめ

今回は、指摘事項及び指導事項についてご紹介しました。
指摘事項については、法令に抵触していることはもちろんのこと、感電や電気火災などの重大な電気事故
につながるおそれが大きいものですので早急な改修が必要です。
指導事項については、重要な高圧機器の老朽化によるものが多く、工場やビルなどで一度高圧機器が故障
して停電が発生すると、復旧まで数日間の営業停止を招くおそれがあります。実際に、改修しないまま使用し、
それが原因で構内が全停電となったが交換する機器の在庫が無く、復旧に数日を要した事例や、それに伴い
生産活動に重大な影響を与えた事例も過去に数多く発生しています。
お客さまにおかれましては、指摘事項の速やかな改修や指導事項の計画的な更新をお願いいたします。そ
の際には、弊協会でも改修・更新のご提案をさせていただいておりますので、お近くの事業所又は担当検査
員にご相談ください。
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3

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、感電死傷事故が発生し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37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電気設備安全診断を実施しています。
平成29年度

全国統一重点活動テーマ

○日頃から電気の安全を心がけ、かしこく上手に使いましょう
○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電気設備安全診断
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イーエヌ大塚製薬株式会社北上工場さま
イーエヌ大塚製薬株式会社さまは、
「栄養」を科
学的に探究・検証し、それらを生かした製品開発を
通じて、安心でより優れた製品と情報を提供するこ
とを理念としておられる企業です。患者さんが、
「栄
養」を適切に効率的に摂取することで、疾患の治癒
や健康の回復を促しより快適な生活を送ることがで
きます。
現在、イーエヌ大塚製薬株式会社さまでは「医療
用医薬品」
「口腔ケア」「摂食回復支援食・メディカ
ルフーズ」の３分野において製品開発及び製造を行
っておりますが、北上工場さまでは、摂食回復支援
食・メディカルフーズ分野の製品開発及び製造を担
っております。摂食回復支援食とは、通常の食事を
摂ることが難しい方の「食べる機能」と「栄養摂取」
をサポートするための食事として、イーエヌ大塚製
薬株式会社さまが独自で初めて提唱された造語です。
今回は、北上工場さまが定期的に開催している安
全講習会で、電気についての講習の依頼があったこ
とから、日頃の製造に関わりのある内容についてセ
ミナーを実施させていただきました。

花北事業所

イーエヌ大塚製薬株式会社北上工場さま

セミナーの内容
今回のセミナーでは、製造現場では衛生管理のう
えで大変重要な水を扱うことから、
「漏電による感
電」と「感電防止のポイント」等についてお話をさ
せていただくとともに、
「ヒューマンエラーによる
事故を防ぐ」のＤＶＤを視聴していただきました。
また、質疑応答ではＬＥＤ照明等の省エネ機器に
ついてもたくさんの質問をいただき、省エネ意識の
高さも感じられました。

セミナー受講後の感想
●さまざまな事故事例を見て、指差呼称と復唱の効
果の大きさがよく理解できました。
●電 気に対して不安を感じることなく使ってきた
が、危険なものという意識を持ち、気をつけて取
扱いたいと思います。
●思い込みや焦り、慣れでつい動いてしまいドキッ
とする事があります。指差、復唱、表示と、ミス
を減らせるよう、無くすようにしていきたいと思
いました。
●今回の内容は電気設備での事例紹介でしたが、本
質を見ていくと、どの業種にも当てはまる内容で
とても参考になりました。引き続き安全な工場づ
くりに役立てます。
などのご感想をいただきました。

摂食回復支援食

セミナー実施風景
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電気の素人工事は大変危険
ご家庭の電気を正しく安全にご使用いただくため、素人工事の危険性についてご紹介いたします。

①電線を接続する場合
ねじってつないでいませんか？
素人工事により電線の接続を行った場合には、接続不良に
よる過熱で火災を惹き起こしたり、電線の露出部分に触れて
感電する恐れがあります。
工事を必要とする場合は、電気工事店にご相談ください。

②ビニールコードをステップル等で
固定していませんか？
コードは取扱いを容易にするため、中の銅線（心線）は髪
の毛のように細くしてあり、絶縁材も薄くしてあります。
コードをステップル等で柱や壁に固定すると、絶縁材をい
ためショート（短絡）して漏電火災の原因になります。電気
工事店にお願いして正しい配線に取替えましょう。

③プラグやコンセントがこわれたら
電気工事店に依頼
こわれたプラグやコンセントを使っていると感電やショー
ト（短絡）の原因になります。
こわれたプラグやコンセントは、電気工事店にお願いして
早めに修理又は取替えましょう。
また、冷蔵庫やタンスなどをプラグに押し付けてプラグの
刃を曲げないようにしましょう。
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「阿賀野川あきはまつり」に
電気安全移動相談所を開設しました
新津事業所

新津事業所は、平成28年９月18日
（日）
新潟市

びかけました。あるお客さまから
「猛暑時にクー

秋葉区阿賀野川水辺プラザで開催された「阿賀

ラーを部屋毎に使用した時に、ブレーカが切れ

野川あきはまつり」に電気安全移動相談所を開

てしまうのはなぜですか」とご相談があり、協

設しました。同まつりは、
「親水空間」の発見、

会職員がクーラーの使用時の注意点（ブレーカ

創出、文化形成を目的に、子どもから大人まで

容量）
、ブレーカ動作時の処置方法及び節電方

楽しめる催し物を多数用意し、今年度で通算16

法についてアドバイスを行い、お礼の言葉をい

回目の開催となります。

ただきました。

同まつりの催し物では、秋葉消防署によるは

夕方からは、第二部「あきはなび」花火大会

しご車・救急車の展示、阿賀野川河川事務所に

等に移り、約1,000発の大花火が打ち上げられ

よる地震・降雨体験のほか、特設会場では仮面

て、さわやかな秋風が吹く中多くの皆さんの良

ライダーゴーストショー、お笑い芸人「まちゃ

い思い出になったものと思われます。

まちゃ」のステージなどがあり、会場には多く

電気安全移動相談所の開設により、電気は安

のお客さま（約5,000～6,000人）が来場されま

全でかつ安心して使用できるエネルギーである

した。

一方、気温、使用条件によって、使い方を変え

弊協会は、まつり会場の一角のＰＲコーナー

る必要があることをあらためてＰＲすることが

をお借りし、毎年主催者の新潟市秋葉区建設

できました。地域の皆さまに「とってもでんき

課さまのご協力のもと、
「電気安全移動相談所」

がほっとする東北電気保安協会」を、初秋の夜

を開設させていただいております。来場された

空を飾った大花火のように広く知っていただけ

お客さまには、電気安全のパンフレットを配布

るよう、今後も地域のイベントに参加していき

し、子どもさんにはゴム風船をお配りしました。

たいと感じた一日でした。

また、レモンを使った電池作り実験などをとお
して、地域の皆さまに「電気の安全使用」を呼

「阿賀野川あきはまつり」のブース

最後になりますが、ご協力いただいた新潟市
秋葉区建設課さまに感謝申しあげます。

電気の安全使用を呼びかける職員

子どもさんに風船をお配りしました
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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・手続き指導・技術・受託検査・その他業務
●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

●
「夏に多発！扇風機の経年劣化やエアコンの電源
コードのねじり接続で火災のおそれ」
●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。

８月は○○○○安全月間です

ヒント ： 弊協会のホームページ「電気の安全情報」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.269の
正解は、
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診断

でした。

★前々号 Vol.268 の応募者総数は 116 名、
正解者は 116 名でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。

郡山事業所

『きらめく人と自然 あったか小野町』
（福島県）

小野町は、福島県の阿武隈山系の中部、田村郡の南部に位置し、まわりを阿武隈高原中部県立自然
たかしばやま
や だいじんやま
公園に囲まれています。北部の高柴山にはヤマツツジ３万株が群生し、東部の矢大臣山にはアズマギ
クが群生し多くの観光客を集めており、これらを含め町内の３か所が「福島緑の百選」に選定される
など、優れた自然環境資源を誇っています。
地名の由来は、遥か平安時代まで遡り、桓武天皇より征夷大将軍として朝廷の命を受けた坂上田村
きゅうみん ぶ いく し
麻呂の東征後、救民撫育使として当地方を治めた小野篁（おののたかむら）の名にちなみ付けられた
とされています。その篁の娘とされているのが、絶世の美女にして情熱的な歌人の小野小町です。そ
の生涯については確かな史実は残っておらず、真実の姿は謎に包まれていますが、小野町は、古くか
ら小野小町の生誕伝説の残る町です。小野町の様々なところで「こまち」の名が使われおり、今もふ
るさとの夢の中に息づいています。

［夏井千本桜］

夏井千本桜は、小野町を代表する桜の名所です。昭和50年、こ
の地区の方々が「郷土を美しい桜の里に、そしてこの桜のもとに
郷土の和合を」との願いをこめ、夏井川沿いを両岸５キロメート
ルにわたり、約1,000本の桜が植えられました。例年４月下旬ごろ
に満開を迎え、桜の開花時期に「夏井千本桜まつり」が開催され、
鯉のぼり100匹を掲揚するほか、夜には桜のライトアップも行われ
ます。幻想的に浮かび上がった桜が川の水面に映る、昼とはまた
違った魅力を感じることができ、訪れる人々を楽しませています。

夏井千本桜

［高柴山］

山頂に約３万株のヤマツツジ大群落があり、５月下旬には山頂
一面に赤い花が咲き競う絶景スポットとなっています。明治から
昭和にかけ、周辺の農家が山頂に農耕馬を放牧し、その馬がツツ
ジの新芽を食べたことが幸いして、このように手入れされたかの
ような大群落になったといわれています。
うきがね
小野町側の浮金登山口からは30分程度で登ることができるため、
森林浴やトレッキングに毎年多くの登山客が訪れています。

高柴山

［昭和羅漢像］

満福寺の境内奥に羅漢様とよばれる石像が並んでいます。昭和
60年から奉安が始まり、現在460体以上の個性あふれる羅漢様を見
ることができます。
自然や人間を愛し、心穏やかに過ごす…そんな毎日を願う人々
の願いが込められた表情豊かな羅漢様が語りかけてきます。

東堂山昭和羅漢

◎福島県田村郡小野町
■交 通 手 段／［Ｊ Ｒ 利 用］磐越東線（ゆうゆうあぶくまライン）小野新町駅より徒歩約20分
［自動車利用］磐越自動車道小野ＩＣより約10分
■問い合わせ先／小野町産業振興課 ☎0247-72-2111 URL：http://www.town.ono.fukushima.jp/
（写真提供）小野町総務課
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平成二十九年七月一日
発行所
仙台市太白区あすと長町三丁目二番三六号

８月は電気使用
安全月間です

vol.270

一般財団法人東北電気保安協会

電気安全セミナー
のご案内

印刷

無 料 で実 施 しております

㈱ソノベ

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。

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。

