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力率改善（高圧進相コンデンサ容量の増設）による電気基本料金の削減
～養護老人ホームくるみ園さまの省エネの取組み～

今回ご紹介する五所川原市養護老人ホームくるみ園さまは、自宅での生活が困難な65歳以上の方を養護し、
自立した日常生活を営み社会活動等に参加するために必要な相談及び訓練、その他の援助を行うことを目的と
した施設で、社会福祉法人五所川原市社会福祉協議会が運営しています。

〔導入経緯〕
くるみ園さまの力率は、これまで96％から98％の間
で推移しておりました。
東北電力株式会社の電気料金は、「基本料金」、「電
力量料金」、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の
合計金額となります。基本料金は下記の計算式で算出
され、力率85％を基準として１％上回るごとに１％割
引き、逆に１％下回るごとに１％割増しとなり、力率
100％で最大15％の割引きとなります。
そこで力率を100％にすることで、電気料金の削減
が期待できることから、既設の高圧進相コンデンサ（以
下、「コンデンサ」という。）より容量の大きいものを
導入することとしました。

基本料金＝基本料金単価（円／ kW）×契約電力（kW）×力率修正率（100%＋（85%－平均力率（%））

〔提案内容〕
既設のコンデンサ容量10kvarを容量
の大きい20kvarに交換することで、力
率を100％とすることができます。加え
て、コンデンサは、交換推奨時期※の15年
を大幅に超える26年が経過しており、故
障による停電事故なども懸念されること
から交換を提案しました。
※�更新推奨時期とは、一般社団法人日本電機工

業会「汎用高圧機器の更新のおすすめ」を参

考としています。

〔導入効果〕
コンデンサの交換後、力率が100％に改善されました。基本料金の削減効果は下表のとおりとなります。
交換前の基本料金（年間） 交換後の基本料金（年間） 削減効果（年間）

1,050千円 1,015千円 35千円
コンデンサ交換の工事費用は96千円であり、約2.7年で投資回収ができます。
このように力率は2～4％の改善であっても、年間数万円程度の基本料金の削減が期待できます。弊協会では、
力率改善による電気料金の削減が見込めるお客さまに対して、これからも積極的に提案してまいります。

五所川原市養護老人ホームくるみ園さま

交換前コンデンサ 交換後コンデンサ
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「農は国の基」という信条

山下：昭和32年（1957）に創業ということですが、
創業当時の状況とその後の経緯についてお話
しをうかがわせてください。

清水：私の祖父、清水昌夫が戦後まもなく戦争から
帰ってきて、農業関連の仕事を始めたのが創
業です。当時は地元の農業がすたれ、農地を
持っていても生活ができない状況だったよう
です。創業者は「農は国の基」という信条を
持っており、最初は野菜や雑穀を買い取って
売る商売をしたのですが、野菜は年に１回の
収穫で、気候にも左右されるため不安定でし
た。もっと安定した作物はないかといろいろ
試行錯誤をしたらしいです。そんな時に着目
したのが、当時広がり始めていたブロイラー

でした。鶏は年に４回出荷でき、年に４回の
チャンスがあれば、安定して他の作物なども
続けられるのではと考え、昭和40年ごろにブ
ロイラー事業に参入したということです。

阿武隈山系の山間に位置する
伊達物産株式会社副霊山工場

今季号のお客さま

福島県伊達市　伊達物産株式会社 さま

　野菜など作物栽培だけでは安定した農業はできないと、質のいい鶏

の生産を行う農家を増やして、地域のブランド鶏づくりを進めてきた

企業が福島県伊達市にあります。その名も「伊達鶏」。生産しているの

は伊達物産さま。独自の飼育や管理の徹底した取組みから生まれる高

品質な伊達鶏は、味にこだわりを持つ東京の各種料理店などから、高

く評価されています。

　本日は、伊達物産株式会社 清水建志社長をお訪ねし、弊協会専務理

事 山下弘二がお話しをうかがいました。

東北電気保安協会
専務理事

山下 弘二

伊達物産株式会社
代表取締役社長

清水 建志さま

伊達鶏。丹精込めて育てられた鶏は、ジューシーで味わいのある肉質で
多くの顧客に愛され続けている。



3

山下：なるほど、最初は流通の面で農業を支えよう
としていたけれども、より安定的な収入を目
指して鶏の生産に移っていったということで
すか。

清水：そうです。「農は国の基」という考え方は、
会社の理念として今も生きています。社業は
少しずつ生産が広がり増えていくんですが、
その後、私の父親で今の会長に代が代わりま
した。その頃には「ここの鶏は同じブロイラー
でもおいしい」と評価されるようになってい
ました。そこで独自の鶏をつくろうと自分た
ちで研究して、フランス料理人の方ともご縁
ができて、農家さんと一緒にフランスに行っ
たんです。世界一と言われていたフランスの
「ブレス鶏」を勉強しようという目的でした。
当初はブレス鶏をそのまま持ってこようとし
たようですが、向こうの人から「考え方は教
えられるけれど、どういう鶏の種類にしたら
いいかというのは、その土地その土地に合っ
たやり方があるんだ」と言われたようです。
そこで地元の鶏を使ってさらに研究を深め、
最終的に「鶏を健康に元気にすればいい、健
康な鶏は結局うまいんだ」という結論となり、
今の伊達鶏に行き着いた。それが昭和60年く
らいでした。

山下：その頃に今の基本的な伊達鶏のかたちが決
まった、つまりブランドができたということ
ですね。

清水：そうです。当時は生産だけだったんですが、
その後、自分たちでも売っていこうというこ
とになりました。ケンタッキーフライドチキ
ンへの供給も始めることになり、伊達鶏の他
にケンタッキーサイズのものと、一般のブロ
イラーと、主に３種類の鶏を出すことになり、
それは今も続いています。

おいしい鶏は、健康な鶏

山下：伊達鶏の特徴としてはどのようなものがあり
ますか。用途によって、鶏を育てる年数など
管理の仕方が違うということを聞きましたが。

清水：そうなんです。伊達鶏の中でもいろいろなサ
イズがありまして、例えば、焼き鳥屋さんだ
と大きいオスがいいと言われます。歯応えな
ど肉質を重視するんですね。フランス料理で
は大きいメスなんです。脂がのっていて、煮
込んだりソースをとったりするのに良いダシ
が出るんです。小さい鶏が良いというのは、
水炊き屋さんです。このように用途に向けて、
求められている肉質が違います。これが当社
の独自性といいますか、お客さまの要望に合
わせて、サイズやオス・メスを変えながら対
応するということが強みとなっています。

山下：先ほど「健康な鶏」というキーワードを話さ
れましたが、一定の広さで育てる鶏の数を管
理したり、飼料を何にするか、あるいは環境
面からも管理をして、「健康な鶏＝おいしい
鶏」をつくるということでしょうか。

清水：そうですね。「よく食べ・よく遊び」、つまり
きれいな場所でよく食べさせて、よく遊ばせ

農は国の基。その精神を守り抜き、
作物に頼らず良質なブランド鶏をつくりあげた。

伊達鶏もも肉・むね肉

伊達鶏ローストチキン
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るということです。今は鶏インフルエンザ対
策で野外での放し飼いはできないのですが、
屋根付きの室内で走り回って健康になってい
ます。伊達鶏はかしこくて、元気があるんで
す。会長は、この辺りの水の良さも指摘して
います。阿武隈山地、奥羽山脈から得られた、
この土地の水です。きれいな環境の空気の良
いところで、良い餌と良い水を摂り、よく運
動する。さまざまな条件が揃っておいしい味
ができるのだととらえています。

山下：そうすると、伊達の土地の環境や水も伊達鶏
の味の秘密の一つということでしょうか。

清水：そのとおりです。非常に大きい要素と考えて
います。

伊達鶏を中心に、さまざまな展開

山下：現時点での伊達物産さまの事業内容の全体像
はどういう形になっていますか。

清水：契約農家さんから鶏を仕入れて販売する流れ
は変わっていませんが、やはり課題としては
農家に後継者がいないために生産者が減少し
ています。当社としては直営生産事業を拡大
していく方向になります。

　　　それから外食事業をやっています。「からあ
げ伊達屋」は直営です。ケンタッキーはフラ
ンチャイズとしての事業です。最近、地元に
「道の駅」や「まちの駅」ができて、そこに入っ
てほしいという依頼があり、半分地域貢献と
いう意味で「道の駅」には卸して、メニュー
開発にも携わっています。また、４月26日に
オープンした「まちの駅やながわ」には、直
接テナントとして入りました。

　　　もう一つは、鶏ふん、鶏から出た肥料を有効
活用する動きを行っています。もともとこの
辺りは養蚕が盛んだったので、鶏ふんを桑畑
の肥料にして無駄なく循環させていたようで
すが、養蚕が衰え、桑畑もなくなり、肥料だ
けが余ってしまうという状況でした。そこで、
いま耕作放棄地を活用して、鶏ふん肥料を
使って野菜をつくろうという試みを始めてい
ます。

　　　現状の伊達物産では農業法人になれないので
すが、いずれ私は農業法人として農業に携わ
りたいと考えています。

　　　当社としては、料理人の方と生産者の方が直
接会える、会って話をすることで新しい取り
組みのヒントを見つけてもらいたいというこ
とを大事にしたいと思っていますし、そこが
強みと思っています。実際に東京のお客さま
に、農場に行って直接農家さんに会っても
らって田植えを体験してもらったり、稲刈り
を体験してもらったり、一緒にご飯を食べた
り、そんな直接のつながりが生まれています。

山下：料理をつくる立場の方だと、目の前にある伊
達鶏をどんな人たちが育てたか、直接お会い
することで、まさに生産者の顔がわかるとい
うことですからね。

清水：そうなんです。農家さんも料理をする人に直
接会うと意識が全然違うんです。こういう人
に使ってもらっているというのを見た方が、
ただ育てればいいんじゃなくて、喜んでもら
うものをつくらなくてはいけないという気持
ちにもなってもらえるので、会ってもらうの
が一番です。

厳しい安全基準と品質管理

山下：日本の場合、食の安全というか、納得感とい
う意味での安心というのを重視する消費者社
会というか、おそらくそういう意味では世界
で一番厳しいマーケットと思いますが、その
ような安全・安心についてはどういうお考え
でどんな取組みをされているかお聞かせくだ
さい。

清水：品質管理に関しては年々厳しさを増していて、
要求されることは非常に厳密になってきていからあげ伊達屋
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ます。また、東京オリンピックに向けてさら
により細かく安全性・安心感というものを担
保する検査体制、設備や記録などがここ数年、
求められてきています。

　　　基本的には、HACCP（ハサップ）対応をし
なさいということです。ただ私たちに関して
は基本的にケンタッキー認定を受けていま
す。ケンタッキーというのは非常に厳しくて、
言ってみればハサップよりも厳しいチェック
体制があるので、そこの認証を取っていると
いう時点でお客さまも納得していただけます。

　　　鶏肉の品質という点では、伊達鶏の特徴は自
然のおいしさ、本来のおいしさということで
すので、鶏の強さ・免疫力を高め、鶏自体に
強くなってもらうということです。伊達鶏は
鶏そのものを強くすることで病気を抑えよう
という考え方です。

山下：食品の新商品開発などは、どういう試みをし
ていますか？�開発プロセスの過程でご苦労
とか工夫をされていることがあれば教えてく
ださい。

清水：当社は加工場もあるので、そこでお客さまご
要望のレシピを再現してみるというかたちが
多いです。その他に当社が独自で考えた加工
商品や食べ方の提案というのもしているので
すが、それは開発室と営業が集まって月に１
回、アイデアを持ち寄り工夫しながら開発し
ています。

　　　「伊達鶏麻婆」は人気商品となり、「伊達鶏ソ
フトカルパス」というサラミ風のものは「ふ
くしまおいしい大賞」という、福島を代表す
るお土産品・加工品で取り上げてもらって賞
をいただきました。

山下：企業として新入社員に研修みたいなことや環
境整備や福利厚生などのことで力を入れてい
ることはありますか。

清水：新入社員研修では、毎年東京のお客さま回り
をして、お客さまに顔を見せて直接関わりを
持つ機会を設けることで、私たちの仕事とい
うのはこういう人たちに囲まれてやっている
んだ、という意識を持ってもらうようにして
います。また、レクレーションなどで楽しく
仕事をしてもらうような環境づくりを心がけ
ています。

信頼につながる取組みを続けて

山下：私どもはいかに電気の安全を確保して、お客
さまに信頼していただくかということが大事
だと思っています。御社では食の安全や、お
いしい鶏というところがお客さまの信頼につ
ながると思います。私どももそうしたことを
重視して仕事をしてまいりたいと思います。

清水：東日本大震災の時に、こんなに電気が大事な
ものかとつくづく思いました。電気がついた
時の感動と安心感は、ほんとうにありがた
かったです。もちろん現在も、いろいろな点
でお世話になっています。

山下：停電が思ったより早く直ったとか、工場生産
の影響が最小で済んだとか、お礼の言葉をい
ただくのは私たち従業員にとって一番の喜び
です。

　　　電気を安全に使っていただくためのセミナー
も工場に出向いて対応させていただきますの
で、引き続き何なりとご要望をお知らせいた
だければと思います。

清水：設備の改善、補修管理も含めて、ぜひ今後と
もご指導いただければと思います。

山下：本日は、ブランド鶏である伊達鶏について弛
まぬ取組みを続けている御社のお話を聞かせ
ていだき、たいへんありがとうございました。

伊達鶏
ソフトカルパス

厚生行事での集合写真

伊達鶏麻婆
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低圧側過負荷によって発生した高圧停電（一部）事故
東根事業所 三浦　誠

破砕機内に木材などが詰まったことにより、高圧
停電事故に至った事例を紹介します。

〔状況〕
昨年８月下旬の午前９時頃、産業廃棄物処理のお
客さまから「ブレーカーが動作し、投入しても破砕
機が動かない」と電気事故受付センターに連絡があ
り、事業所に出動要請がありました。お客さまに電
話連絡し状況をお伺いしたところ「破砕機用のブ
レーカーが何回か動作しその都度復旧しながら使用
を続けていたが、最後にはブレーカーを投入しても
動かなくなった」とのことでした。

〔調査〕
ご連絡をいただいてから20分後にお客さまに到着
し、早速破砕機の電気制御盤まで案内していただき
調査を開始しました。
制御盤内主幹のブレーカー電源側の電圧を確認し
たところ０ボルトだったことから、電源元である
キュービクル内ブレーカー（600アンペア）の確認
を行いました。ブレーカーは切れていませんでした
が、破砕機専用変圧器の電圧計が０ボルトを表示し
ていました。そこで、キュービクル内高圧機器の外
観点検を実施したところ、破砕機専用変圧器（二次
側400ボルト）用高圧カットアウトスイッチの高圧
ヒューズ２本が溶断しているのを発見しました。
また、移動して破砕機内部を確認すると、歯車に
竹などが絡み木材が大量に詰まった状態で停止して
いました。

〔原因〕
破砕機内に木材などが詰まったことにより、モー
ター（130キロワット）に長時間定格以上の電流が
流れ、ブレーカーが動作したものです。また、同じ
日に数回同様の現象が発生したため、破砕機専用変
圧器の高圧ヒューズに過電流が流れ溶断し、同回路
が停電に至ったものと考えられます。

〔復旧〕
高圧設備の事故であることから、直ちに事業所に
応援要請を行い、20分後に到着した同僚と二人で、
過負荷状態となった破砕機専用変圧器の内部点検を
実施しました。点検の結果、異常が認められなかっ
たことから、高圧ヒューズの取替えを行うとともに、
お客さまから破砕機内部の木材等を取り除いていた
だき復旧しました。

〔お客さまの声〕
「まさか、破砕機が原因で高圧事故に至るとは思っ
ていませんでした。迅速な対応により長時間待機す
ることなく操業できました」と感謝の言葉をいただ
きました。

〔まとめ〕
お客さまの電気設備は、常に安全安心で使用され
るよう日頃の点検で確認しておりますが、今回のよ
うに直接電気設備に関わらない事象でも電気事故は
起こります。私たちは、万が一に備え、常に迅速・
安全に復旧することを考え、これからもお客さまの
ご期待に応えられるよう日々精進してまいります。

高圧カットアウトスイッチ内高圧ヒューズ

《イメージ》

破砕機専用変圧器用高圧カットアウトスイッチ

高圧ヒューズ２本溶断
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見えない所に電線あり、一本の釘からの漏電
新潟東事業所 本間 健治

壁に釘等を打つ時も注意が必要であることを再認
識した事例を紹介します。

〔状況〕
７月の小雨が降る日中のこと、お客さまから低圧
絶縁監視装置の警報が発報し、復帰ボタンで復帰す
るものの数分経つとまた警報が鳴るとの連絡を受け
て出動しました。

〔調査〕
現地に到着し、連絡責任者に問診しましたが「普
段通りで、停電などの異常はない」とのお話しでした。
早速、原因を調査するため、キュービクルから点
検を開始しました。クランプリークメーターを用い
てキュービクル内の電灯変圧器の漏洩電流を測定し
たところ、測定値が安定せず時々警報レベルの50ミ
リアンペアに達する漏洩電流が検出されました。漏
電していると思われる幹線ブレーカを特定し、送り
先の分電盤で低圧絶縁抵抗測定を実施しましたが、
異常は見つかりません。低圧幹線ケーブルが建物の
側面に沿って設置されていることから、漏洩電流を
測定しながらケーブルを辿っていきました。
すると、建物に隠れる数ｍの間で漏洩電流が正常
値（１ミリアンペア未満）になることを発見し、幹
線の絶縁不良であることが判明しました。
調査状況を連絡責任者に報告したところ、数日前
に漏洩電流が正常値（１ミリアンペア未満）になる
辺りで、傷んだ壁板の一枚を従業員が交換したとの
お話がありました。お客さまにお願いをして交換し
た板を外してもらったところ、漏電は回復しました。

〔原因〕
壁板を外して確認したところ、低圧幹線ケーブル
が釘で損傷していました。傷んだ壁板の交換をする
際に、打ち付けた釘でケーブルを傷付けたのが原因
で、壁板が乾燥しているときは漏洩電流が少なく低
圧絶縁監視装置も発報しませんでしたが、今日のよう
な雨で濡れたことで漏電により発報したものでした。

〔お客さまの声〕
連絡責任者からは「対応が早くて助かりました。
漏電が原因で火災にならなくて良かったです。釘を
打つ場合も気を付けなければならないですね。」と
私どもの迅速な対応に感謝の言葉をいただきました。

〔まとめ〕
今回は、釘などを壁に打つ場合には、見えない所
にも電線があるかもしれないと注意を払ってもらう
ことや、点検に伺った際の問診では、電気とあまり
関係ないと思われるお話もお聞きすることにより、
早期解決に繋がることを感じた事例でした。

クランプリークメーターによる漏洩電流測定

変
圧
器

分電盤

屋外 屋内

釘でケーブルを傷付ける

漏洩電流
1mA未満

漏洩電流
50mA超過

雨で濡れて電気の
通り道ができた

地面
現地の概略図
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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年の推移は、図１のとおり
です。平成25年度は約56千件あったものが平成29年
度には約27千件であり減少傾向にあります。
また、平成29年度には、指摘件数の約27千件のう
ち、半数の約13千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にご
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29年度末で
全お客さま約54千軒のうち、13％にあたる約７千軒
です。（図２）
指摘事項は、経済産業省令である「電気設備の技
術基準」に抵触（法令違反）するものであり、感電
や電気火災などの大きな電気事故につながるおそれ
がありますので、早急な改修が必要です。

●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25年度は約89千件であったもの
が平成29年度では約148千件となり増加傾向にあり
ます。
この要因は、東日本大震災以降、電気設備をその
まま使用すると電気事故につながるおそれのある老
朽設備の更新のご提案を、積極的に行ったことがあ
げられます。
指導事項のあるお客さま軒数は、平成29年度末で

（H25FY～ H29FY）
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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）

全お客さま軒数 指摘事項有 指摘事項無
0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000
（軒）

53,781

6,755

47,026

図２　平成29年度末　指摘事項のお客さま軒数

（H25FY～ H29FY）

0

50,000

100,000

150,000
（件）

H25FY H26FY H27FY H28FY H29FY

改修 未改修指導

112,545

16,351

96,194

134,286

16,796

117,490

147,869

17,301

130,568

88,996

15,730

73,266

103,486

15,571

87,915

図３　指導事項　指導数、改修数及び未改修数の推移（需要設備）
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全お客さまの約半数にあたる28千軒になります（図４）。
指導事項のお客さま軒数、件数とも、指摘事項と比
較して多くなっています。
指導事項は、法令に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電気
設備が多数残っていることから、引続き改修の必要
性を丁寧にご説明してまいります。

2　指摘事項・指導事項の電気工作物別の傾向
平成29年度の電気工作物別の内訳とし
ては、指摘事項は「負荷設備」、「接地工事」、
「引込設備」の順で多く、指導事項は「受
電設備」、「引込設備」、「構造物」の順で
多くなっています。（図５）
指摘事項の主な内容としては、「負荷設
備」は電線路・使用機器の絶縁不良、使
用器具の損傷などがあります。また、「接
地工事」では、電気機器に接地線が取付
けされていないもの又は接地抵抗値が高い
ものとなっております。
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り、交換する機器の入手が困難で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、弊協会でも改修や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。

全お客さま軒数 指導事項有 指導事項無
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図４　平成29年度末　指導事項のお客さま軒数
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図５　平成29年度　電気工作物別指摘数と指導数の比較（需要設備）
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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、今年で38回目となります。
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30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特別安全診断
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電気事故防止に関するお客さまへのお願い

　電気はあらゆる社会活動にとって大切なエネルギーですが、その取扱いを誤ると取り返しのつかない事
故が発生します。

1  事前に保安協会にご連絡をお願いします。

電気事故（感電・アーク火傷）及び関係法令違反等を未然に
防止するため、次の場合については、事前に弊協会へご連絡い
ただきますようお願いいたします。

【ご連絡をいただく事項】
⑴�お客さま又は工事関係者が高圧受電設備（キュービクル又
は電気室）の扉や入口の鍵を使用するとき
キュービクル及び電気室の鍵には、保安協会専用のキー

ホルダーを取付けさせていただきます。鍵は、適切に管理
されますようお願いいたします。

⑵高圧機器を増設又は減設する工事を計画したとき
⑶�発電所及び非常予備発電装置に係る工事を計画したとき
⑷�樹木の伐採等で構内の電柱や電線に近接する作業を行うとき
⑸�キュービクル又は電気室の低圧盤にブレーカー等を取付け
る工事を計画したとき

⑹�低圧分電盤のブレーカーの交換や配線等の変更に係る工事
を計画したとき

2  事故事例

①高圧機器銘板確認中の感電負傷事故（H29.10発生）
被災者は、ＰＣＢ含有機器の銘板を確認するため身体を

キュービクル内に入れたとき、計器用変流器端子に頭部が触
れ感電負傷した。（上記１−⑴の事例）

②電気工事作業員の方の感電死亡事故（H26.7発生）
被災者は、低圧ブレーカーの交換工事を実施した際、停電

をしないまま、金属製の電線カッターで電線を切断したこと
により感電死亡した。（上記１−⑹の事例）

充電中の電線を電線カッター
で切断した現場

感電箇所

頭部が端子に触れ
感電した状況
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　青森県消防学校さまは、県内各市町村や消防事務組
合に勤務する消防職員及び消防団員に対し、社会情勢
の変化及び消防に係る技術の発展に的確に対応するた
めに、県民から期待される水準を満たす消防に関する
知識及び技能の習得を図り、その職務を適切公正、安
全かつ能率的に業務を遂行できる消防人の育成を図る
ほか、広く一般県民に対する防災思想の普及を図るこ
とを目標として、初任教育や専科教育など６種類の教
育を行なっています。
　今回は、専科教育特殊災害科という一週間の研修の
１カリキュラムとして、さまざまな特殊災害現場にお
いて消防隊等の指揮業務を担当する各消防本部から推
薦された30名の方々に対して、電気災害における安全
管理をテーマに受講していただきました。ご依頼は、今
回が９回目となります。

セミナーの内容
セミナーでは、消防協会発行テキスト「特殊な施設・
設備等に対する消防活動」の電気災害を基に進めさせ
ていただきました。
その前段の基礎知識として、電気の流れと電気設備
について、発電所で作られ送電線及び配電線を経由し
工場やスーパー、一般家庭に送り届けられるまでの電
気工作物について説明させていただくとともに、高圧
（６kV）の受変電設備（キュービクル）の機器の名称
や構成、活線からの安全距離や感電事故事例とその防
止策について、ＤＶＤを視聴し安全確保に対する理解
を深めていただきました。
また、テキストにある電気災害用資器材も取り上げ、
高圧電気回路の活線作業や活線に接近して消防活動を
行う場合には、絶縁用として耐電衣を着用することと、
その取扱い方法について説明させていただきました。

セミナー受講後の感想
●�配電線路の仕組みが解り今後の活動に役立つ。
●�感電事故防止のための保護具の重要性を再認識した。
●�100Vでも使用方法を誤ると死に至ることもあるの
で気をつけたい。

などのご感想をいただきました。

青森事業所
青森県消防学校さま

青森県消防学校さま

セミナー実施風景（ＤＶＤ視聴）

セミナー実施風景
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「感震ブレーカー」ってなに？

「感震ブレーカー」は、地震発生時に整定値以上の揺れを感知したときに、ブレーカーやコンセントなどの
電気を自動的に止める器具です。感震ブレーカーの設置は、不在時やブレーカーを切って避難する余裕がな
い場合に電気火災を防止する有効な手段です。

電気火災対策には、感震ブレーカーが効果的です

●分電盤タイプ（内蔵型）
分電盤に内蔵されたセンサーが揺れて感知し、ブ
レーカーを切って電気を遮断します。

●コンセントタイプ
コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知
し、コンセントから電気を遮断します。

●分電盤タイプ（後付型）
分電盤に感震機能を外付けするタイプで、センサー

が揺れを感知し、ブレーカーを切って電気を遮断します。

●その他（簡易タイプ等）
ばねの作動や重りの落下などによりブレーカーを
切って電気を遮断します。

感震ブレーカの種類について

お問合せは、最寄りの事業所にお願いいたします。

ご存知ですか？地震による火災の過半数は電気が原因
東日本大震災における本震による火災全111件のうち、原因が特定されたものが108件。そのうち過半数が
電気関係の出火でした。地震が引き起こす電気火災とは、地震の揺れに伴う電気機器からの出火や、停電が
復旧したときに発生する火災のことです。

※日本火災学会誌「2011年東日本大震災 火災等調査報告書」より作成

感震ブレーカーの設定に際しては、急に電気が止まっても困らないための対策と合わせて取組むことが必要です。
・生命の維持に直結するような医療用機器を設置している場合、停電に対処できるバッテリー等を備えてください
・夜間の照明確保のために、停電時に作動する足元灯や懐中電灯などの照明器具を常備しましょう
※ 感震ブレーカーの設置に関わらず、地震時やその他の自然災害時にも大規模な停電が発生するおそれがあることから、平時から停電対

策に取組みましょう

（内閣府、消防庁、経済産業省作成の「感震ブレーカー普及啓発チラシ」より引用）

おもり玉式 バネ式

（埋込型）
壁面などに取り付けて
使うもの
※電気工事が必要

（タップ型）
既存のコンセントに
差し込んで使うもの
※電気工事が不要
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気仙沼事業所は、平成30年５月20日に、気仙
沼市と東北電力企業グループ主催の安波山植樹
会に職員４名で参加しました。
この植樹会は、「安波山お色直しプロジェク

ト」の一環として2002年にスタートし、これま
で15回執り行われヤマツツジなど約3300本が植
えられています。
今回は、気仙沼市、東北電力企業グループ、

気仙沼商工会議所等の各種団体のほか、一般市
民の皆さまを含め総勢約190名が参加しました。
開会式では、気仙沼市長から「気仙沼の復興が
安波山の四季の彩りと一緒に進んでいる。山が
きれいになるよう願いを込めながら植樹しま
しょう」とご挨拶がありました。
昨年は小雨の降る天候でしたが、今年は快晴

に恵まれ、カモシカが出るような急斜面で足元
が悪い過酷な条件の中、スコップで穴を掘り、
木を植えて土をかぶせるという大変な作業に汗
を流しました。午前10時から約２時間で、ヤマツ
ツジやシャクナゲなど約190本を植樹しました。

今年で震災から７年が過ぎた今、復興作業も
日々進んでおり、国道は大型ダンプやトレーラ、
クレーン車などの工事関係車両がひっきりなし

に往来し、朝晩の渋滞も未だに続いています。
復興の力となっている三陸自動車道も、平成29
年12月に南三陸海岸インターと歌津インター間
が開通し、仙台から歌津インターまで繋がった
ことから、仙台市内からも気仙沼市まで約２時
間で行けるようになりました。また、気仙沼市
の離島・大島と本土を結ぶ気仙沼大島大橋（愛
称：鶴亀大橋）は、日本有数のクレーン船で橋
脚がかけられ、平成30年度内の開通を目指し工
事が進められています。
着実に復興が進んでいる気仙沼市や南三陸町
には、美味しい新鮮な魚介類がそろっておりま
すので、ご家族おそろいでお食事とお買い物に
お越しください。また、「希望の架け橋」気仙
沼大島大橋が完成した日には、ぜひ橋を渡って
大島観光もいかがでしょうか。

「気仙沼市　安
あん

波
ば

山
さん

の植樹会」に参加しました！

気仙沼事業所

快晴の下、急斜面での植樹活動

参加者記念撮影

工事中の気仙沼大島大橋
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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。

子メーターとは

有効期限は検定ラベル等に表示しております。

封印キャップ
（検定ラベルの場合）

平成28年4月以降

封印キャップ
（適合ラベルの場合）

適合ラベル
（自主検定に合格したもの）

単独計器の有効期限を示す。

単独計器の有効期限を示す。

平成23年4月
以　降

平成23年3月
以　前

平成23年4月
以　降

平成23年3月
以　前

検定ラベル
（検定に合格したもの）

変成器付計器
検定票 検定証印

（ファイバー）

または

または

平成28年3月以前

有効期限
平成38年3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
日 本 電 気 計 器 検 定 所
東北計器工業株式会社
（一財）東北電気保安協会

http://www.tohoku.meti.go.jp/s_shigen_ene/denryoku_free.html

http://www.jemic.go.jp/kentei/shoumei_dk.html

http://www.keiko.co.jp/

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

2017
39

39

38.3

6

6
島　34　6

有効期限
平成34年6月を示す。
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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

制限★前号vol.273の
　正解は、 でした。

★前々号vol.272の応募者総数は119名、
　正解者は117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）　

ヒント：弊協会のホームページ「電気の安全情報」の「電気使用安全月間」をご覧ください。

夏は、非常に多く汗をかくことから、
体に〇〇が流れやすくなります。

　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。

ホームページのご紹介

●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

個人のお客さま

●電気使用安全月間
●高圧受電設備更新の目安
●電気事故の概要

電気の安全情報

●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

法人のお客さま

●�エネルギー監視サービスの提供の開始について
●ニセ調査員にご注意ください

その他新着情報など

“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。
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［鯨と海の科学館］
1987年、商業捕鯨最後の漁期に三陸沖で体長17.6ｍ、体重60ｔ

の巨大なマッコウクジラが捕獲されました。
かつては、捕鯨基地として栄え、豊かな海の恵みを受けてき

たこの山田町の姿を後世に伝えるためにこの科学館は作られま
した。
展示のため、巨大マッコウクジラは３年間地元の砂浜に埋め

油抜きをしました。それを、小、中学生を中心として大勢の町
民の手によって掘り出し、実物骨格標本ができあがったのです。
科学館には、その標本と、捕獲された当時のリアルな復元モデ
ルも製作され展示されています。また、三陸の海の素晴しさを
学ぶことができます。

［山田の鮭まつり］
産卵のため山田に戻ってきた「まるまる太った鮭」を、子供

も大人も水しぶきを上げながら夢中で追いかける「鮭のつかみ
どり」が人気です。
以前は織笠川河口で開催されていましたが、現在は場所を山

田魚市場に移し、屋内での開催となっています。
飲食ブースや新巻鮭・イクラの販売、お楽しみ抽選会など例

年、大勢の人で賑わい、盛り上がりをみせます。

［三陸山田かき小屋］
平成21年、岩手で初めて開店したかき小屋。殻付きカキの蒸

し焼きが40分食べ放題!�震災により被災しましたが、場所を変
え、「復興かき小屋」としてオープンしました。さぁ何個食べ
られるか挑戦 !

◎岩手県下閉伊郡山田町
■交 通 手 段／［自動車利用］盛岡―（国道106号）―宮古―（国道45号）―山田　約2時間30分
■問い合わせ先／一般社団法人山田町観光協会　TEL：0193-65-7901　URL：http://www.yamada-kankou.jp/

（写真提供）山田町観光協会

『陸中海岸のほぼまん中にある町』 山田町
（岩手県）

宮古事業所

岩手県山田町は、リアス式海岸で有名な日本を代表する景勝地「三陸海岸（三陸復興国立公園）」の
ほぼ中央に位置し、優美な自然環境に囲まれています。船

ふな

越
こし

半島と重
おも

茂
え

半島に囲まれた山田湾や船越
湾は、背後にある山々から流れる川により養殖に適しており、牡蠣や帆立の養殖が盛んです。また、
北上山地から三陸リアス海岸へと広がる山林は、椎茸の生産や全国でも有数の松茸の産地であり、海
と山両方の自然とグルメを楽しめる町です。

鯨と海の科学館

鮭のつかみどり

山田かき小屋
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http://www.t-hoan.or.jp/http://www.t-hoan.or.jp/

一　　般
財団法人

８月は電気使用安全月間です


