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藩政時代、津軽家の居城であった弘前城は、現在、
弘前公園として多くの市民や観光客に親しまれてい
ます。また、藩政時代から引き継がれてきた貴重な
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「エネルギー監視サービス」による省エネルギー
弊協会では平成29年10月１日より、「高圧スマートメーターＢルートサービス」（以下、Ｂルートサービスという。）

を活用した新たな「エネルギー監視サービス」の提供を開始しました。今回はこのサービスを利用した弊協会事務所
における省エネの取組み事例についてご紹介します。

〔 現　状〕
弊協会の「あすと長町ビル」（契約電力128kW）では、Ｂルートサービスを活用したデマンド監視を行っています。
冬季の暖房使用時（12～２月）に電気使用のピークを迎えており、デマンド※1の予測値が128kWを超過しそうな場合
は、デマンド警報（以下、警報という。）を受け手動でエアコンの運転調整や加湿器の停止などを行い、デマンドの
上昇を抑制していました。

〔取組みの概要〕
今回、「エネルギー監視サービス」の「自動負荷制御機能」を活用し、更なる省エネに取組むこととし、取組みに

あたっては、省力化を図るため、空調機の制御を自動で行うこととしました。なお、室内の快適性を維持するため、
警報発生時も空調機を停止せず、警報の種類に応じて段階的に室外機の圧縮機の容量を制限して運転（省エネ運転）
する方法を導入しました。（表２）※2

〔省エネ効果〕
本取組みによる省エネ効果は次のように試算されます。

〔まとめ〕
この取組みにより、「デマンド抑制の省力化」ができました。また、「電気料金の削減」はもとより、室内環境を維
持した「無理のない省エネの実現」が期待されています。「エネルギー監視サービス」についてお気軽にご相談くだ
さい。

高圧スマートメーター 自動負荷制御装置

※１　デマンド
30分単位の平均需要電力の値。契約電力が500キロワット未満の場合、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。

※２　省エネ運転に対応した室外機でのみ実施可能。

表1　設置空調機の概要

空調機設置場所 空調室外機台数 空調圧縮機合計容量

執務室 4台 43.1kW

会議室 3台 20.1kW

表2　デマンド自動制御の概要

警報種類 警報設定値 空調圧縮機制御割合
（空調圧縮機の定格容量に対する割合）

目標電力超過 120kW 25%
限界電力超過 122kW 50%
契約電力超過 128kW 50%

表3　取組みによる省エネ効果
デマンド値 改善効果

取組前 取組後 デマンド 割合
128kW 115kW ▲13kW 10.2%

※過去の電気使用実績から空調機の最大負荷率を 72%と推定し算出した。
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本初、地下坑道にある水族館日
─「もぐらんぴあ」の誕生の経緯を教えてください。
　もとはと言えば久慈市に国家石油備蓄基地が誘
致されたところから始まります。昭和61年（1986）
に立地が決定し、翌年着工されました。国家石油
備蓄基地とは日本で３カ所しかない国の事業によ
る施設で、建設の際の作業トンネルはいずれ密封
される予定でした。久慈市は、「せっかくの空間が
もったいない」と、この坑道跡地の有効利用を願
い出たところ、基地側も「地域貢献、地域活性化
のためならいいでしょう」との判断で許可が下り
ることになったそうです。最終的には、地下坑道
空間を利用した水族館が誕生することになり、一
方、基地側も石油文化ホールとしてもう一つの坑

道を利用することとなったわけです。この２つの
施設を総称して「もぐらんぴあ」と名付けられ、
平成６年４月22日にオープンしました。地下トン
ネルにできた水族館は日本初のことです。

災で被災し、「まちなか水族館」開業震
─ 東日本大震災の被災と、その後の復興について

お聞かせください。
　平成23年３月の震災の時は、真っ先にお客さま
を避難誘導した後に職員も避難しましたが、施設
自体は壊滅的な被害を受けました。ようやく１カ
月後に生き残った８種21匹の生物を救出し、八戸
市水産科学館マリエントに保護してもらいました。
指定管理者だった私たちは契約解除となり、全員
失業という形になりました。その時に国から緊急
雇用創出事業が創設されることになり、市の方か
ら何か新しい事業を始めればいいのではと勧めら
れました。街の空き店舗を利用するという案が浮
上し、かろうじて壊れていなかった水槽を使って
ミニ水族館ぐらいならなんとかなるかもしれない、
と始めたのが「まちなか水族館」です。その年の
８月５日ですから、被災後５カ月目のことでした。

今季号のお客さま

久慈地下水族科学館もぐらんぴあの管理棟

岩手県久慈市
久慈地下水族科学館 もぐらんぴあ さま

岩手県久慈市に、国家石油備蓄基地の作業坑道を利

用して誕生した地下水族科学館もぐらんぴあがあり多

くの来場者を迎えていましたが、震災により壊滅的な

被害を受けました。しかし、地元の人たち、全国の多

くの方々の支援を受けて、平成28年それまで以上の

魅力を備えて再開しました。

本日は「もぐらんぴあ」宇部 修館長をお訪ねし、弊

協会久慈事業所長 中村 正二がお話をうかがいました。

久慈地下水族科学館
もぐらんぴあ館長

宇部 修さま

東北電気保安協会
久慈事業所長（現盛岡事業所長）

中村 正二

震災を生き延びたアオウミガメの
「かめ吉」がいるトンネル水槽

真っ暗な中に浮かび上がる神秘的な
クラゲコーナー
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かなクンの応援で営業も順調にさ
─ さかなクンと深いおつきあいであると聞きまし

たが。
　そうです、魚類学者・タレントのさかなクンに
は震災のずっと前からいろいろと応援していただ
いていました。震災の時にもすぐ駆けつけていた
だき、「まちなか水族館」の開業についても10回以
上も自費で久慈まで来てもらい、展示の魚もすべ
て無償でご自分の魚を提供していただいたんです。
自主的に応援団長になっていただいて、イベント
などもいろいろ盛り上げていただきました。「まち
なか水族館」がなんとか営業できたのは、さかな
クンと久慈市の皆さんのおかげです。現在も変わ
らずにおつきあいをさせていただいています。平
成25年４月からは連続テレビ小説「あまちゃん」
の放送、その後も三陸鉄道さんの全線復旧なども
あり、多くのお客さまにご来館いただくようにな
りました。もともと緊急雇用事業なので当然なが
ら「平成23年度だけですよ」と言われていましたが、
結局５年間も継続させていただき、平成28年３月
31日に期限が来て閉館となりました。この間、約
31万人の方に来館していただいたことになります。

謝の気持ちで地元の魅力を発信感
─再オープンに際して変化したことはありましたか。
　ほんとうに多くの皆さんの支えにより、盛り上
げていただいたことが、平成28年４月「もぐらん
ぴあ」の再オープンにつながりました。何もない

どん底から支えていただいた多くの皆さん、地元
の皆さんへの感謝の気持ちでいっぱいでした。
　そこでこの新しい「もぐらんぴあ」は、久慈とい
う地域に密着して、地域の魅力を伝えられる水族館
になろうというコンセプトでオープンしました。海
の魚だけではなくて、久慈の文化も紹介していこう
ということで、南部もぐりや海女の素潜りの実演も
新しく取入れました。これからも、より地域に根差
した水族館となるよう、一番大きな水槽を久慈の海
水槽にすることを含めて、魚とレイアウトの変更も
検討しています。そして被災の状況と教訓を伝えて
いくこともまた、私たちの役割と考えています。

盤となる電気設備をさらに見つめて基
─ 節電の取り組みなど、私どもでお手伝いできる

ことがありましたら、いつでもご相談ください。
　年間の電気の使い方などはデマンド監視システ
ムが非常に役にたっています。電灯やエアコンの
使い方以外にもいろいろ注意すべきことがあると
教えていただきました。今後は、開業以来の経過
を見ながら具体的にどこを改善していったらいい
か、ぜひご指導いただきたいと思っています。

　弊協会も、これまで以上に「もぐらんぴあ」さ
まの営業の基盤となっている電気設備について、
いっそう安全安心で、またムダのない使い方のお
手伝いができるよう力を尽くしていきたいと思い
ます。本日は「もぐらんぴあ」さまの貴重なお話
を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。

ギョギョッと楽しいさかなクン
コーナー

いつも子どもたちの笑顔が
あふれる「久慈の海水槽」

北限の海女の実演 南部もぐりの実演

多くの人への感謝の気持ちをこめて
久慈の魅力を伝える地下水族科学館
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非常用予備発電装置が起動しない！
花北事業所 田中 智博

月次点検で訪問したところ非常用予備発電装置が
起動しなかった事例を紹介します。

〔状況〕
９月上旬、ある養鶏場に月次点検で訪問したとき
のことです。キュービクルの点検を終了し、次に非
常用予備発電装置の起動試験を実施するためスイッ
チを入れたところ、発電装置が起動しませんでした。
故障表示が発生したことから、お客さまに状況を説
明したところ、「１週間ほど前に落雷が原因で停電
があった際、発電装置が起動し非常電源に切り替
わった。その時は、電気が復旧した後に自動で商用
電源に切り替わった」とのことでした。

〔調査〕
起動試験前の点検では、燃料は十分あり、バッテ
リー電圧の低下もなく異常は認められませんでした。
燃料経路でエア（空気）が噛んでいるのではないか
と思い、エア抜きの作業を行いましたが、発電装置
は起動しません。このままでは、非常時に電源が確
保できないことから、お客さま取引の発電機取扱会
社に連絡したところ、たまたまお客さまの近くで作
業していたことから１時間後に来てもらいました。
燃料噴射ポンプとインジェクションの接続箇所を
外していただき、エンジンキーでエンジンを回すと、
燃料噴射ポンプから燃料が噴射されていませんでし
た。詳しい原因は、工場に持ち帰り、分解して調べ
ないと分からないとのことで、発電機取扱会社が燃
料噴射ポンプを一旦持ち帰りました。

〔原因〕
４日後、分解調査の結果、燃料噴射ポンプのプラン
ジャーブロック６本中２本が固着しており、起動時に燃
料噴射量が不足しているため、発電装置が起動しないこ
とが判明し報告がありました。固着した部品は、可動部
と固定部の隙間が１mmもないような精密部品とのこ
とでした。なお、修理には部品の取寄せが必要で、１か
月くらい時間を要すると合わせて報告がありました。
お客さまに発電機取扱会社からの報告をお伝え
し、復旧までお待ちいただくようになることをご説
明しました。

〔復旧〕
発電機取扱会社の工場にて、燃料噴射ポンプの整
備、燃料噴射量を調整していただいた後、約１か月
後の10月上旬、弊協会も立会った中で、お客さまの
現場で燃料噴射ポンプの取付けを行い、発電装置の
試運転を実施しました。試運転の結果、電圧・周波
数・回転数等に異常はなく、正常に運転することを
確認しました。

〔お客さまの声〕
「発電装置が起動しないと停電があったときに電
気が使えず、大変なことになるところだった。発電
装置が動くようになって一安心です」とのお言葉を
いただきました。

〔まとめ〕
今回は、月次点検で非常用予備発電装置が起動し
ない事象を発見し、分解調査、修理そして復旧まで
停電が発生しないことで、大事に至らずにすんだ事
例でした。何か異常がありましたらご連絡をお願い
いたします。

燃料噴射ポンプ プランジャーブロック※

（左から１本目、５本目が不良）

※プランジャーブロック＝燃料噴射量の調整をするもの
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たまたま使って初めてわかった誤結線による漏電
石巻事業所 阿部 憲孝

普段あまり使用することのない動力コンセントを
たまたま使ったところ、漏電が発生した事例を紹介
します。

〔状況〕
９月も下旬の午後１時、とある金属製品製造工場
のお客さまで、低圧絶縁監視装置の動力回路で漏電
警報が発報しました。今月、当該お客さまは警報が
数回発報していることから、人数を増やし職員４名
で調査に向かうこととしました。出発する前に、電
話で連絡責任者の方に動力回路で漏電警報が発報し
ていることをお伝えしましたが、工場内から特に異
常や不具合等は発生していないとのことでした。

〔調査〕
お客さまの工場に到着し、キュービクルの鍵をお
借りして漏電探査を開始したところ、動力回路の幹
線配電用ブレーカ負荷側で６アンペアもの大きな漏
洩電流を確認しました。その後、配電盤から分電盤
へと漏電箇所の特定を順次進めていましたが、警報
が解消してしまいました。原因特定が難しいことか
ら、お客さまにご協力をお願いし、動力回路のみ停
電させていいだき絶縁抵抗測定を行い探査した結
果、原因を特定することができました。

〔原因〕
漏電の原因は、動力コンセントの１箇所において、
電源線がアース線の端子に接続された誤結線による
ものでした。東日本大震災で浸水し、その後改修し
て使用していたものです。コンセントに機器（可搬
式のドリル）を接続し使用した場合に、アース線に
負荷電流が流れ漏電するというものでした。

また、このコンセントは、近くに動力コンセント
が複数あることから普段あまり使用していないとの
ことで、今回使って初めて誤結線が判明したことに
なります。

〔復旧〕
コンセントの結線を正常に接続替えし、漏電がな
く機器が使用できることを確認し、到着してから約
１時間30分後に復旧しました。

〔お客さまの声〕
「このコンセントは普段ほとんど使っていなかっ
たので、今回の件は想定外で驚いている。感電しな
いで良かった」とのお話をいただきました。

〔まとめ〕
今回は、普段ほとんど使っていないコンセントの
誤結線が原因でしたが、お客さまの停電による原因
探査へのご理解や、低圧絶縁監視装置の警報により、
感電事故を未然に防止できた事例でした。
また、改修工事や点検等を行った場合は、正しく
使用できるか必ず確認を行うことと、漏電遮断器の
取付けが重要であることを改めて感じた事例でもあ
りました。

誤結線により漏電していたコンセント 間違った結線図

Ｒ相 黒 Ｒ相

Ｓ相 白

アース 白

Ｓ相

アース

※ と が正しい結線

ブ
レ
ー
カ
ー

コ
ン
セ
ン
トＴ相 赤 Ｔ相
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高圧ケーブル地絡点探査に関わる技術支援

今回は、水力発電所（特高66kV）の高圧配電線路における高圧CVケーブル地絡点探査事例をご紹介いた
します。
　高圧CVケーブル（架橋ポリエチレンビニルシースケーブル、以下「高圧ケーブル」という。）は、高圧受
電設備において受電点から構内変電設備へ電気を送るための重要なものです。
この事例は、発電所設備の高圧配電線路（６kV）に使用されている高圧ケーブルが地絡し停電事故となり、
弊協会の当該地区を担当する事業所に原因箇所の探査依頼があったものの、事業所では事例の少ない探査で
あるため、総合技術センター職員が現地に同行しました。
探査依頼の高圧ケーブルは、山間部に約７km敷設され、一部ルート変更工事のために新設された高圧ケー
ブルと、既設の高圧ケーブルを直接接続し、既設部においても複数箇所で接続延長されていました。安全に
作業が出来る中間の操作盤内で高圧ケーブルを切り分けしていただきき、発電所高圧電気室から操作盤まで
の高圧ケーブル長5,456m（図１）について探査を行うこととしました。

地絡点の探査は、「高圧ブリッジ形ケーブル
事故点測定装置（マーレーループ法事故点探査
器）」（以下「探査器」という。）にて行いまし
た（図２）。マーレーループ法事故点探査は、ケー
ブルの健全線の導体と地絡している線の導体間
を末端で接続して地絡点へ直流電流を流し、直
流ブリッジ平衡回路を構成する方式です（図
３）。測定回路の導体抵抗から地絡点が求めら
れ、ケーブル全長を100［%］としたときに地
絡点が測定端から何［%］の位置にあるかを表
示することができます。

【高圧ブリッジ形ケーブル事故点測定装置
（マーレーループ法事故点探査器）】

図2

図1

直流電源部 測定部
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測定に係る接続点の接触抵抗を小さく保つこ
とに注意すれば正確な測定値が得られ取扱いも
容易です。ただし、地絡点に電流を流す破壊試
験となり、試験を行ったケーブルは地絡箇所
を修理しない限り使用することはできません。
ケーブル不良が確定した後に、事故点を推定す
るための試験となります。
探査対象の高圧ケーブルは３線のうち１線が
地絡状態（０メグオーム）となっており、その
他短絡や断線等の異常が無いことを確認しまし
た。
測定で得られたデータから、地絡点が発電所
高圧電気室側から約2,100mの地点であること
が推定され、結果をもとに改修方法について検
討されることとなりました（表１）。
精度の高い測定結果を得るために、高圧ケー
ブルの両側端から測定を行いましたが、操作盤
側への移動経路は、山中のため車両が進入出来
ない区間があり、探査器は多少重量があること
と、試験電源（100V）も必要となるため、移
動と運搬の面で苦労しました。

測定場所 測定値［%］ 距離［m］（全長5456m）
発電所高圧電気室側から 38.5 2,101
中間操作盤側から 61.5 3,355

今回のようなケーブル内部（図４）の絶縁破
壊による地絡点探査の他にも、ケーブルのシー
ス（外装）絶縁不良点の探査や、広範囲に埋設
された低圧ケーブルの地絡点探査、埋設ルート
探査など、様々な手法や機材を用いた探査の実
績があります。
総合技術センターでは、事業所単独で実施が
困難な電気事故探査や試験の技術支援を行って
おります。

表1【マーレループ法測定データ】

【マーレループ法回路図】

【高圧CVケーブルの概略図】

図3

図4
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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ましたが、
昭和43年のカネミ油症事件を受け、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。

2　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箇所にある処理施設において、地元関係者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、最も早い地域では平成30年３月31日まで、遅い地域でも平成34年３月31日までとされてい
ます。計画的処理完了期限内の１日でも早い処理完了に向けて、必要な制度上の追加的措置を講じるため、
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 高濃度PCB廃棄物の種類 保管の場所の所存する区域 処分期間

北海道
（北海道室蘭市）

変圧器、
コンデンサ

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、群馬県、富山県、
石川県、福井県、山梨県、長野県

平成34年
（2022年）
３月31日まで

4　高濃度 PCB 含有電気工作物に対する新たな規制（電気事業法）
電気事業法の電気工作物である高濃度PCB使用製品（電気事業法における「高濃度PCB含有電気工作物」）
については、計画的処理完了期限まではPCB特別措置法の廃棄義務等の規定が適用除外であり、電気事業法
で相当の措置を講じることとなっています。このため、高濃度PCB含有電気工作物の設置者に対して、以下
の３つの措置を講じ、早期処理を推進しています。
①電気設備技術基準省令による使用禁止
②電気関係報告規則による毎年度の管理状況（廃止予定時期）の届出
③主任技術者内規による高濃度PCB含有電気工作物の掘り起こし

変圧器 コンデンサ
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5　PCB 含有電気工作物に関する必要な届出
PCB含有電気工作物について、以下の場合にその都度遅滞なく産業保安監督部への届出が義務付けられて
います。
①�PCB含有電気工作物（高濃度・低濃度）であることが判明した場合『ポリ塩化ビフェニル含有電気工作
物設置等届出書』を提出

②�上記の判明した場合の届出を行った後、法人名、住所、事業場名等届出事項の変更があった場合『ポリ
塩化ビフェニル含有電気工作物変更届出書』を提出

③�PCB含有電気工作物（高濃度・低濃度）を廃止した場合『ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物廃止届出書』
を提出

④�PCB含有電気工作物（高濃度・低濃度）の絶縁油の漏洩事故を起こした場合『ポリ塩化ビフェニル含有
電気工作物の絶縁油漏洩に係る事故届出書』を提出

また、高濃度PCB含有電気工作物を、前年度末に設置している又は予備として有している場合は、毎年度
６月末までに、『高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物管理状況届出書＋別紙』にて年度末の管理状況（廃
止予定年月）の届出が必要になります。
なお、PCB含有電気工作物の廃止後は、PCB廃棄物として所定の時期にPCB特別措置法の届出が必要とな
り、提出先は都道府県又は市となります。

6　高濃度 PCB 廃棄物の処理手続について
高濃度PCB廃棄物を処理するには、JESCOへ登録申請（機器登録又は搬入荷姿登録）が必要です。その後、
中小企業者等軽減制度申請（対象となられる方のみ）、処理委託契約の締結、収集運搬事業者との収集運搬委
託契約、処理費用の支払い、搬出運搬、処理完了となります。

7　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廃棄物の処理は、JESCOではなく、民間事業者（環境大臣認定の無害化処理事業者、又は都道
府県許可の特別管理産業廃棄物処理業者）により処理されています。処理期限は、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。PCB分析につきましては、弊協会にお気軽にご用命ください。

8　高濃度 PCB 含有電気工作物の有無の確認について
電気工作物の銘板等での高濃度PCB含有電気工作物の有無確認や、JESCOへの登録申請に必要な機器の寸
法測定のため、充電中のキュービクルや電気室内に体を入れ感電する事故が全国で相次いでいます。掘り起
こし調査等で電気工作物の現場確認を要する場合は、必ず弊協会にご連絡をお願いいたします。
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平成30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」のご案内

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」及び「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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　今回ご紹介する能代山本繊維協同組合さまは、平成10年
10月に設立され、今年で20周年を迎えられます。能代市内
とその周辺地域の縫製製品製造業事業者10社が加盟され、
ニットから布

ふ

帛
はく

まであらゆる素材に対応して、婦人、子供、
紳士服などを製造しています。
　また、機械器具の共同利用、資材の共同購入などの他、
外国人の技能実習生の受け入れ、集合研修及び製品の品質
向上のための技能検定試験にも取組んでいます。
　各職場は女性が多く、電気機器などの正しい取扱いには
特に気を配られており、毎年、弊協会に電気安全セミナー
のご依頼をいただいています。　
　今回は、「電気機器の正しい取扱い」をテーマに、11月
に新たに入国された外国人技能実習生28名（中国、ベトナ
ム）のみなさまに受講していただきました。

セミナーの内容

　電気器具が原因とされる火災事故例の中から、漏電や短
絡による火災について、映像資料及びパワーポイントで紹
介し、電気の正しい取扱いについて説明をさせていただき
ました。
　また、漏電でブレーカーが切れた場合の対応について説
明し、実際に模擬盤を操作していただきご理解を深めてい
ただきました。

セミナー受講後の感想

●�電気設備を濡れた手で触れた場合に感電の恐れがあり、
危険なことがわかった。
●�漏電ブレーカーが動作した場合は、慌てて間違った操作
をしたり、感電したりしないよう、正しく操作していき
たい。
●�普段、何気なく使っている電気コードやコンセントが原
因で、火災になることがあるので注意したい。
●�電気で異常があった場合は、管理者に伝え保安協会に連
絡してもらいます。

などのご感想をいただきました。

能代事業所
能代山本繊維協同組合さま

セミナー実施風景

漏電模擬盤の説明

模擬盤の操作を体験
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感電を防止するため、アースを取付けましょう！

漏電している電気機器に触れると、電気は電気機器の金属ケース（外箱）から人体を通り大地に流れてい
きます。これが「感電」です。
万一感電しても、予め金属ケース（外箱）と大地を電線でつないで電気が大地に流れるようにしてあれば、
電撃（ショック）を軽減することができます。
「アース」とは、漏電が起きたとき電気を地面に逃がすためのものです。

洗濯機、冷蔵庫、温水洗浄式便座、衣類乾燥機、食器洗い機、電気温水器、電子レンジ、冷暖房機、自動
販売機及び水気や湿気の多い場所や屋外で使用する電気機器には、安全のため付属のアース線を忘れずに接
続しましょう。

『内線規程』により、次の特定機器を使用するコンセントには、接地極付きコンセントの使用が義務付け
られています

アースとは・・・

アース線の取付け

1

住宅に施設する200V用のコンセントには、接地極付きコンセントの使用が義務付けられています2

電気機器のアース線が切れていないか、外れていないか定期的に確認しましょう！

電気洗濯機

温水洗浄式便座 電子レンジ

電気温水器

電気冷暖房機

自動販売機

電気衣類乾燥機 電気冷蔵庫 電気食器洗い機

接地極付きコンセントの例
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　辺り一面真っ白な雪景色の中に、ぽっと浮か
ぶろうそくの灯り。平成30年２月10日～12日、
米沢市で開催された「第41回上杉雪灯篭まつり」
の雪灯篭制作に参加しました。
　山形県の南部に位置する城下町米沢市では、
毎年２月の第二土曜日・日曜日に松が岬公園一
帯で「上杉雪灯篭まつり」が開催され、毎年約
15万人の観光客で賑わいます。今年は、東北中
央自動車道（福島－米沢間）の開通を記念して、
例年より１日多い３日間開催されました。
　雪灯篭は、米沢市内の企業や中学生、高校生、
大学生等の協力のもと作られ、41回目となる今
回は、昨年より10団体多い109団体が参加しま
した。弊協会は、東北電力企業グループの一員
として20数回目の参加となります。作業は、２
月６日（火）及び８日（木）の午前中、両日とも弊
協会３名を含めた総勢13名で４基の雪灯篭制作
を担当し、弊協会は１基制作しました。作業当
日は、天気に恵まれて青空が覗き、絶好の雪灯
篭制作日和となりました。
　初日（２／６）は、トーフ作り。「トーフ」
とは、白くて四角い状態から名付けられ、土台
が四角形となるように４枚のコンパネ（板材）
を立て、その中に雪を入れてしっかりと踏み固
めたものです。トーフ作りは見た目より体力の
いる作業で、特にコンパネの内部に入っている
人は寒い中でも汗をかくほどです。今季は、ま
つりに使う雪は十分あるものの、寒い日（当日
の最低気温：マイナス15度）が続き雪質が軽かっ
たため、水をかけて削りやすい雪の土台を作り
ました。

　２日目（２／８）は、繊細さと几帳面さが要
求される整型作業。２日置いて凍って硬くなっ
たトーフを削る作業を行います。コンパネを外
し専用の型をあてて印を付け、雪ノコギリと雪
ヘラで削りながら雪灯篭の形に仕上げていきま
す。型どおり削ることに苦労しましたが、セン
スの良い？職員が担当したことから、見栄えの
良い雪灯篭が完成しました。

　まつり当日は、222基の雪灯篭と約1,000個の
雪ぼんぼりの柔らかい灯りが幻想的な雰囲気で
冬の米沢を包む中、ステージイベントやテント
村物産展など多彩な催し物が行われました。３
日間の開催と昨年11月に東北中央自動車道福島
－米沢間が全線開通したということもあり、県
内外から約22万４千人の観光客が来場し、福島
や北関東ナンバーの車も目立ちました。その間
にある栗子トンネルは8,972メートルで、道路
トンネルとしては東北最長で全国でも５番目、
無料で通行できるトンネルとしては、日本一の
長さとなります。
　米沢市は、ラーメンはもちろんですが、りん
ご（APPLE）・米沢牛（BEEF）・米沢鯉（CARP）
も有名です。是非、無料の栗子トンネルを通って
米沢の味Ａ・Ｂ・Ｃを食べにいらしてください。

東北中央自動車道（福島－米沢間）開通記念
「第41回上杉雪灯篭まつり」に参加しました！

米沢事業所

「トーフ作り」水をかけて雪を固めます

雪灯篭の完成

夜の雪灯篭の灯り
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平成３０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

●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）

開　催　日 開催場所 プログラム お問い合わせ電話番号

7月10日（火） 新潟県 三条市

平成29年度の
電気事故

について他
13:30~16:00

新潟県電気活用協議会
（東北電力㈱新潟支店お客さま本部内）
（電気安全・PR部関係）
☎代表 （025） 321-5806

7月11日（水） 福島県 いわき市
福島県電力活用推進協議会

（東北電力㈱福島支店お客さま本部内）
☎代表 （024） 540-5806

7月12日（木） 宮城県 石巻市
電気安全宮城県委員会

（東北電力㈱宮城支店お客さま本部内）
☎ （022） 225-2160

7月13日（金） 山形県 大石田町
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）
☎ （023） 634-8014

7月18日（水） 秋田県 横手市
秋田県住宅電気協議会

（東北電力㈱秋田支店お客さま本部内）
☎ （018） 866-9620

7月19日（木） 岩手県 盛岡市
岩手県電気協議会

（東北電力㈱岩手支店お客さま本部内）
☎ （019） 651-6622

7月20日（金） 青森県 弘前市
青森県電気活用協議会

（東北電力㈱青森支店お客さま本部内）
☎ （017） 744-2086
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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。

東 北 電 気 保 安 協 会
■本　　　　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

お問い合わせ窓口

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。

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。
❸電気器具など、物品を販売しません。

私たちに
おまかせください。
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　電気の安全に関する研修や勉強会で活用できる、ＤＶＤ・ビデオテープを
お貸ししています。
　作業者・従業員向けにわかりやすい内容ですので、ぜひご利用ください。

（一例のご紹介）

弊協会職員がお客さまの事業所に出向いて開催する、『電気安全セミナー』も無料で実施しています。

詳しくは、お近くの事業所又は検査員にお問い合わせください。

Q ○の中に言葉を入れてください。

〒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　広報情報グループ 宛
FAX 022-748-1275

ＯＮ★前号Vol.272の
　正解は、 でした。

★前々号Vol.271 の応募者総数は108名、
　正解者は106名でした。
　たくさんのご応募ありがとうございました。

　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。

●締切り日　平成30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）　

ヒント：弊協会のホームページ「法人のお客さま」の「空調機のデマンド自動負荷制限システムのご紹介」をご覧ください。

信号入力によって、空調機の消費
電力を段階的に〇〇します。

電気安全のＤＶＤ・ビデオテープをお貸ししています

タ　イ　ト　ル 時間 対　　象　　者

ここがポイント!日常巡視
〜電気事故を未然に防止〜 27分 工場・事業所の電気担当者や従業員向け

電気侍
〜電気の安全、拙者が守る〜 19分 家庭・児童向け

感電事故 ここがポイント!救急処置 14分 工場・事業所などの作業者・従業員向け

潜入!低圧電気の事故現場 23分 工場・事業所の電気担当者や従業員向け

ここがポイント!電気の安全 23分 工場・事業所・建設現場などの作業者・
従業員向け

電気設備事故事例に学ぶ
〜予定外作業・作業変更の落とし穴〜 22分 工場・事業所などの電気担当者、

電気主任技術者、現場作業者向け
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［大鰐温泉つつじまつり］
色鮮やかなつつじが咲き誇る茶

ちゃ

臼
うす

山
やま

公園では、毎年５月下旬頃、「大
鰐温泉つつじまつり」が開催されています。昭和41年、大鰐中学校の
生徒たちが入学記念につつじを植樹したことがきっかけとなり、以後毎
年植樹が続けられ、今では「紅きりしま」「日の出きりしま」「久留米つ
つじ」「藤ぼたん」など、40数種類、総数１万５千本以上を数えるつつ
じの名所となっています。
そして、茶臼山公園には約300種類を超える植物もあり、家族でのハ

イキングにも最適です。また、俳句を刻んだ60もの石が山頂へ導くように
立ち並ぶ遊歩道「俳句の小径」もあるので、歴史の風を感じることもで
きます。

［大鰐温泉郷］
開湯800年以上の歴史を持つ、情緒漂う温泉郷。江戸時代には津

軽藩主も湯治に訪れたといわれています。現在は、近代的な宿と昔な
がらの公衆浴場が立ち並んでいます。中でも手軽に大鰐温泉を楽しめ
る施設として、大鰐町地域交流センター「鰐

わに

c
かむ

ome」があります。「鰐
come」はのんびりゆったりくつろげる居心地のよい施設です。温泉のほ
かにもおいしい食事処、スイーツ、産直品やお土産が豊富にそろい、
いつも賑わう大鰐町自慢のランドマークです。食事処では大鰐町の特産
品「大鰐温泉もやし」を使用したメニューもあります。
館内の温泉「鰐の湯」は、木と石をふんだんに使用した２種類の大

浴場で、男女日替わり入浴となっているため、どちらの雰囲気も楽しむこ
とができます。露天風呂・家族風呂（露天風呂付）も完備。また、東
北初の「アルパインサウナ（低温サウナ）」もあります。

［大鰐温泉もやし］
大鰐温泉もやしは、大鰐町に古くから伝わる伝統の冬野菜です。

350年以上の歴史があり、津軽三代藩主信義が大鰐に湯治するとき必
ず献上したとされています。長さは30cm以上もあり、シャキシャキとした
歯触り、味の良さ、品質の高さで町を代表する特産品の一つとなってい
ます。栽培から仕上げに至るまで温泉水のみを使用して、全て手作業
で行われています。また、大鰐温泉もやしを使ったメニューとして「大
鰐温泉もやしラーメン」があり、町内の５つの店舗で提供されています。

◎大鰐町
■交 通 手 段／［電車利用］奥羽本線大鰐温泉駅より徒歩約10分　［自動車利用］東北自動車道大鰐弘前ICより約10分
■問い合わせ先／大鰐町企画観光課　☎0172-48-2111　URL：http://www.town.owani.1g.jp/

（写真提供）大鰐町企画観光課

『湯の郷、雪の郷、りんごの郷 おおわに』 大鰐町
（青森県）

弘前事業所

　青森県津軽地方の南端に位置する大鰐町は、豊かな自然と緑に恵まれ、古い伝統の中に新しい施設を建
設し、津軽の奥座敷として四季折々の美しさを満喫させてくれます。夢と活気に満ちあふれた町づくりを進めて
いる大鰐町は、スキーと温泉とりんごを中心に、人々のより快適な暮らしを目指して、今後も愛される町づくりが
進められていきます。

茶臼山公園のつつじ

大鰐温泉駅前おもてなし足湯
（H28.1.29オープン）

温泉水で育った大鰐もやし
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　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
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
れています。

　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
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。）

非常用予備発電装置の日常チェック
●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

思わぬ停電に備えましょう!!


