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町中のいたるところに湧水が湧き出る遊佐町で、
地域住民のみならず、遠方からもおいしい水を求
めて、人々が集う場所がこの胴腹滝です。鳥海山
の伏流水が山腹から湧き出ている様子が身体の
「どうっぱら」という例えで胴腹滝と呼ばれてい
ます。杉林の中の小さな杜を挟んで二つの滝があ
り、右と左の味が違うと言われています。山深く
雪も多いのですが、冬でも凍ることがなく、年中
水汲みの人が絶えません。
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至庄内町

エネルギー監視サービスによる省エネ
～ハードオフ・オフハウス・ホビーオフ・ブックオフ新潟女池店さまの省エネの取組みのご紹介～
株式会社ハードオフコーポレーションさまは、リユース事業の最大手として全国に800店舗以上を展開され
ており、循環型経済社会への貢献をとおし、地球温暖化防止に向けた環境活動に取組まれておられます。

１

 ネルギー監視サービス〈スタンダード
エ
プラン〉導入の経緯

ハードオフ・オフハウス・ホビーオフ・ブックオ
フ新潟女池店さまは、電気式エアコンを使用し、エ
アコン室外機の屋上設置や受電設備の設置形態か
ら、他の店舗で導入している従来のデマンド監視装
置では、自動負荷制御の導入が難しい状況でした。
また、
「デマンド警報時に、繁忙時は空調機を停止
させることが煩わしい」というお話しがありました。
そのため、他の店舗で試験導入していたエネル
ギー監視サービスの自動負荷制御の実績が良好で
あったことから、新潟女池店への導入拡大について
お話をいただきました。

２

システムの概要

構内第一柱の電力会社のスマートメーターと、空
調室外機の双方にゲートウエイ通信機を設置し、ス
マートメーターのデータをクラウドで処理すること
から、デマンド監視装置を設置する必要がなく、比
較的簡単・安価に導入ができました。

んどなく、自動で出力制御ができました。
この結果、当初の契約電力の124kW は、デマンド
目標設定した97kW に抑えられ、27kW を削減するこ
とができました。

５

お客さまの声

「エネルギー監視サービスの月額手数料を差し引い
ても、年間30万円以上の経費削減につながり、社員
の省エネ意識も高まった」と喜んでいただきました。
現在、４店舗に導入し成果が出ており、費用対効
果のある店舗については順次拡大を図りたいとのご
要望があります。
加えて、お客さまは省エネに積極的に取組んでお
られ、照明の LED 化等を進めるとともに、エネルギー
監視サービスにより電気使用状況を確認しながら、
電気使用量の削減に向けて取組みたいとのお話しが
ありました。

空調デマンド自動制御配置図
構内第一柱
エネルギー監視装置本体 （写真1）
キュービクル

写真１

エネルギー監視装置及び
制御装置（壁面に設置）

（写真2）

３

下部ボックス（エネルギー監視装置本体）

ダイキン製 空調機 RZYP280AA 合計8台
（圧縮機7kW 消費電力 暖房時8.09kW・冷房時7.65kW）

ポイント

今回、屋上の空調室外機８台（圧縮機容量合計
56kW）を、目標電力超過時に出力70％に、限界電
力超過時に出力40％に制御することで、空調室内機
を停止させることなく運転することができました。

４

構内第一柱

効

果

新潟女池店さまのデマンドピークは毎年夏季にあ
り、平成30年８月は日本全国を猛暑が襲い、隣接す
る三条市では40.7℃、新潟市でも39.9℃と過去の記録
を更新したにもかかわらず、店内の室温変化がほと

写真２

エネルギー監視装置及び制御装置

エネルギー監視サービスに関する概要はホーム
ページにてご確認いただけます。
また、空調室外機は機種により制御すべき内容に
違いがあることから、弊協会検査員又は最寄りの事
業所までお問い合せをお願いいたします。
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八戸市北インター工業団地に立地
するしみず食品さまの本社・工場

今季号のお客さま

青森県八戸市

しみず食品株式会社 さま
青森県八戸市に、創業以来お菓子づくり一筋に歩んできた食品製造・
卸・販売の会社があります。沿岸に立地していたため、東日本大震災
では壊滅的な被害を受け、何もかも失った中で、品質衛生管理面で世
界基準の認証取得を果たすなど、努力に努力を重ね、世界市場に進出
するまでに成長してきました｡
本日は、しみず食品株式会社 田中寿一専務取締役をお訪ねし、弊協
会専務理事 渡邉誠がお話しをうかがいました。

しみず食品株式会社
専務取締役

東北電気保安協会
専務理事

渡邉

田中 寿一さま

最中からお餅、そしてどらやきへ

初は、赤飯やおこわなどを作り、仕出し屋の

渡邉：昭和26年（1951年）創業とお聞きしています

中古の機械を調達して、数も作れるように

が、創業からの沿革について教えてください。
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誠

下請けのようなことをやっていたのですが、
なっていきます。

田中：戦後間もない八戸で、創業者清水周二が家の

昔のことを知っている地元の人は「しみずの

一部を作業場にして最中の皮を作り行商で売

餅屋」というイメージが強く残っているよう

り歩いたのが始まりです。

です。

その後、いろいろな苦労の末にようやく小さ

ちょうど昭和55年ごろに八食センター（郊外

い工場を建てるところまで来ました。これが

型食品市場）が誕生しました｡ その時、しみ

昭和54年です。このときに現社長が、これか

ず食品も販売店を構えようということにな

ら先は行商だけでは食っていけないから、

り、おみやげ品としての商品に着目し、そこ

スーパーなどで商売をしないといけないと考

から一気に商品展開も増えてお菓子屋として

え、きちんと社名と屋号を付けようとなり、

成長していきました。

社名を「しみず食品」
、社名の前に「周」と

渡邉：この商売でそれなりにやっていけるのではと

いう屋号を付けました。前後して、最中の皮

いう転機まで創業から28年です。しかし、そ

作りから餅も作るようになっていました。最

こに留まらずに次を狙っていくという探求心

食品安全の国際認証規格を取得し、
安全安心をテーマに世界に飛躍する地元の企業。
にありました。かつての市場はもう奪われて

を感じます。
田中：確かに、昭和26年に最中を作り始め、54年に

いるし、商品づくりのレシピも流出し、震災

はお餅を作っています。その後、２代目から

前に働いていた人は他社に行ったりしてほと

現社長田中洋に代わり、平成30年にはどらや

んど戻ってきませんでした。

きを作っているわけです。今はこれがいいけ

困り果てていたときに、周りから「日持ちの

れど、１年先、５年先、10年先は違うかもし

するお菓子から始めてみたら」という声がか

れない。何が売れるのか、お客さまは何を欲

かって、それは何だろうと考えていてどらや

しがっているのか、それはすぐに変わるし、

きという案が出てきたんです。

今の時代はそれがすごく早いので、それに対

しかし、どらやきを作る基本は見えたものの、

して私たちが食という切り口でどこに行ける

人材もいない、技術もない、新しいパートさ

のかということは考えておかなければいけな

んに教育もできない。いわば会社の土台が

いことと思っています。

まったくない状態です。もともと会社として
の理念や人づくりの考え方を持っている会社
ではありませんでした。そのことが、震災に
よって露になったということだと思います。
渡邉：会社の存在意義や使命のようなものですね。
理念があって、働き方やお客さまへの対応な
ど目線をそこに持っていくことができれば、

どらやき

働くための拠り所とは
渡邉：そうした会社の歴史の中で、東日本大震災は
衝撃的なできごとになりましたね。
田中：工場が八戸の岸壁にありましたので、壊滅的

何もないところでやるのとまったく違ってき
ますね。
田中：ふだんから社長がよく話していたことをまと
めただけですが、
「精神でお客さまと感動の
共有をしなさい」
「全員が好奇心旺盛で活動
的でありなさい」
「こだわりとオリジナリ
ティー溢れる商品を作りなさい」という当社

な被害を受けました｡ 当時、私はまだ学生で

の経営理念は、この時にできたものです。

東京にいましたが、３日後にようやく八戸に

併せて私たちの強みはなんだろうと自分たち

駆けつけ、この世の終わりかと言うほどの光

の中で整理してみました。私たちは他社メー

景を目の当たりにしました。

カーさんのようにナショナルブランドの商品

会社は閉業のまま、なすすべもなく途方にく

も作っていますが、それ以上に OEM 生産も

れていました。ただ多くのボランティアの方
にご支援いただき後片づけを続けていました
が、１年経つか経たないかくらいの時に、国
の東日本大震災事業者再生支援機構というの
が立ち上がり、そこから声がかかり工場再開
への方向に動き始めました｡
しかし問題は資金や設備のこと以外のところ

コロドーナツ

バウムクーヘン

3

多いんです。つまり、お客さまのための配合、
お客さまのための作り方、お客さまのため

安全安心こそ、商品の魅力

パッケージまで、すべてを一緒に作らせてい

渡邉：震災以降、現社長と専務のご尽力でさまざま

ただくというスタイルになります。同業他社

な面で会社が変わり、大きく新たな飛躍の道

の人たちがやらない、当社の強みはそこでは

に踏み出すことができているとお見受けいた

ないかと思いました｡

しますが、その引きがねとなったのは何だっ
たのでしょうか。

海外に飛び立つどらやき

田中：わずかに残ってくれた従業員以外、ほぼ新し
い人材でスタートしていくために、会社の土

渡邉：なるほど、提案型の卸販売ですね。商品展開

台である企業理念を作って、この会社で働く

は、今はどのようになっていますか。

ための気持ちを共有できたこと。そして実際

田中：どらやき、コロドーナツ、ソフトムーンケー

にこの理念のもとで、みんなで力を合わせて

キ、バウムクーヘンが主力商品です。それぞ

働きやすさということを創り出してきまし

れの商品ジャンルの中に素材や味の違いなど

た。パートさんに対して、日曜祝日は確実に

いくつかの種類を設けています｡ ソフトムー

休み、たまには土曜日も休み、17時になった

ンケーキの中に、社長が企画した「いか墨カ

ら退社で、残業はさせない。「お子さんが熱

スター」というものがあります。これはもう

が出たり何かがあったら、すぐ早退していい

20年前に開発されたものですが、最初は「こ

よ、運動会や参観日も希望を出して休んでい

んな黒くて気持ち悪いモノ誰が食べる」と言

いよ」という働き方を徹底しています｡

われましたが、こだわりを持って信じて作り

もう一つは、食品会社として安全・品質・衛

続け、今では地元八戸らしい青森銘菓として

生管理を会社の存亡に関わることと認識し、

好評をいただいています。

行動に移したのが大きかったと思います｡

八食センターに入っていた店舗は、平成８年

当社は、青森県産食品の製造・加工施設を認

に八食センターがリニューアルしたため、店

証する制度「A-HACCP（あおもりハサップ）
」

舗ブースを拡大し店舗名を「創季屋」と改め、

を取得していますが、これに加えて新工場の

自社商品とともに青森県内の代表的なお土産

オートメーション化されたラインについての

品を一堂に集めて販売しています｡

衛生面の安全・安心を強化しようということ

どらやきの海外輸出の案件にもトライしてい

で、
「FSSC22000」の認証規格も取りました。

ましたが、最近ようやく実を結んできました。

これは ISO22000をベースに、より確実な食

今ではアメリカ、カナダ、香港、台湾などに

品安全管理を実践するための食品安全マネジ

広がっています。

メントシステムの国際規格です。

いか墨カスター

完熟林檎箱

FSSC22000食品安全認証・取得

「A-HACCP（あおもりハサップ）：青森県
食品衛生自主衛生管理認証制」を取得

たとえば、どらやきの中心温度が何度以上で
何分何十秒焼いて滅菌している、手を触れず
に個包装して菌が入らないようにしている、
小売部門「創季屋」（八戸総合食品センター内）

4

何月何日何時何分に、誰が作ったか、どの原

料と資材を使って作ったかということをすべ

から始まって、必死にみんなもがいてようや

て記録しデータ化しています。もちろん製造

く会社として回っていくようになった。今

工程において異物混入が絶対にないように厳

やっとゼロ地点に来たかな、という気がしま

重に管理しています。今までに毛髪など異物

す。社長も震災に遭って学んだことが多かっ

混入したことは１件もありません。取引先に

たとよく言っています。以前よりも売上の勢

とって、こうしたデータが情報開示されれば

いのペースはゆっくりですが、
「確実に働い

安全・安心につながるということです。

て、確実に儲かって、ちゃんと休めるという

パックにもし微細な穴が開いていれば、人の

のは、もしかしたら今の時代に一番合ってい

目ではチェックできませんが、独自の方法で

るのかもしれないね」と言っています。

ラインからはじかれます。つまり納入まで空
気が侵入することによる劣化が起きず、カビ
も生やさせないということです。

品質と信頼性を高めるために

渡邉：認証規格が基盤となって、しみず食品の商品

渡邉：最後ですが、こうした重要度の高い管理が行

づくりの大きな特徴になっているという印象

われている工場運営の中で、とくに留意され

を持ちました。

ていることはありますでしょうか。

田中：
「しみず食品の特徴は？」と問われたときに

田中：私たちの工場は、ほとんどの工程でコンピュー

「フルオートメーション化されて、安全・安

タ管理された製造ラインを使っています｡ 当

心で全部作ります」
「大量に発注が来ても対

然のことながら、電気の安定供給ということ

応ができます」
「お客さんの PB（プライベー

と機械設備の精度の高い安全運転ということ

ト・ブランド）を様々な形で提案できます」

が重要になります。万が一にも、電気の供給

という３つのことをお答えしています。海外

停止などが発生しないようにということが、

輸出などもこの国際規格があればこそ、成り

いちばん気になる部分です｡

立ったものでした｡ 安全安心を満たしている

渡邉：弊協会も常日頃、しみず食品さまの生産設備

工場でないと生き残れないと思っています。

の保守管理、安全管理という重要な役割の一

安全とは何？、納入先が求めているものは

端を担わせていただくという思いで、業務に

何？、と常に自問し、厳しく積み重ねていく

従事させていただいています。電気の安全や

こと。それに耐えうる会社であるようにしよ

電気設備の保守管理、また従業員の方の作業

うというのは一つの私たちの姿勢と思ってい

安全確保についてのセミナーなども実施して

ます。

いますので、何でもお申しつけいただければ
と思います。
田中：電気設備の保守管理、従業員の安全対策など
も含めて、ぜひ今後ともご指導いただければ
と思います。
渡邉：本日は、品質管理へ向け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、また
専務の懐が深いお人柄に接して、
大きな感銘を
受けました。お忙しいところお時間をいただ

オートメーションラインの食品安全管理

き感謝いたします。ありがとうございました。

渡邉：従業員にとっても、この工場で働くことの意
味というか、やりがいというか、食品会社と
しての役割を誠実に追求している職場で働く
意欲につながるのではないでしょうか。
田中：そう思います。震災から復興して、マイナス

どらやき生地流し

どらやき放冷

5

検査員の現場報告1
まさか、コンセントが原因でモーターが焼損？
米沢事業所

亀井 隆幸

天井に設置しているコンセント内の接触不良で、
モーターが焼損した事例を紹介します。

〔状況〕
10月中旬の14時00分頃、機械部品加工のお客さま
から「工場内設備ミストコレクター（工場機械から
発生するオイルミストを捕集する装置）内のモー
ターが動かなくなったので点検してほしい」と事業
所に電話連絡があり出動しました。30分後に到着し

〔お客さまの声〕

お客さまにお話をお伺いすると、「モーターが今ま

「電気は見えないので非常に心配だったが、今回、

で何事もなく稼働していたのに、なぜ動かなくなっ

工場内の天井動力コンセントを交換していただき、

たのか。他の設備は大丈夫なのだろうか」と大変心

また、その他の設備も点検していただいて安心しま

配しておられました。

した」と感謝の言葉をいただきました。

〔調査〕

〔まとめ〕

動かなくなったミストコレクターの電源が天井コ

今回の事例は、これまで何事もなく使用していた

ンセントに接続されていたため、お客さまから脚立

動力用コンセントの不具合で、モーターが焼損に

を借用して、動力用コンセントの電圧をテスターで

至った事例でした。

測定したところ、通常は200Ｖのところ R 相と S 相

日頃の点検では、天井や壁面等に埋め込まれたコ

間で50ボルトと電圧が異常であったことから、コン

ンセント内部の不具合状態を確認することは難しい

セントを分解して内部状況を確認しました。すると、

と思いますが、注意深く点検を行うとともに、経年

赤相の電線が溶けて焼損していました。

劣化がみられるコンセントについては、計画的な交

〔原因〕

換をお客さまにお願いしてまいります。

当該動力用コンセント（4P20A 引掛埋込タイプ）
は設置後20年以上使用されており、経年劣化で電線
の接続部のボルトが緩んで過熱焼損し、接触不良で
正常な電圧で電気を供給できなくなる単相運転とな
り、ミストコレクター内のモーターが焼損したもの
と推察されました。

〔復旧〕
お客さまに了解をいただき、当該回路の電源を停
止して、予備のコンセントと交換を行い約１時間後
に仮復旧しました。後日、協会にて当該動力用コン
セントを含めた工場内天井動力コンセント50台の交
換と工作機械などその他電源の増締めを実施いたし
ました。

6

焼損したコンセント配線

検査員の現場報告2
高圧ケーブルの早期更新とお客さまとのコミュニケーションの実践による事故防止
若松事業所

泉

隆

月次点検時の目視点検において、高圧停電事故を
未然に防いだ事例を紹介します。

〔状況〕

晴れた６月上旬、あるお客さまの月次点検にお伺
いしたときのことです。高圧ケーブルの端末処理部
分の形状に違和感があったため、双眼鏡で注視した
ところ、高圧ケーブル三叉分岐管付近で遮へい層銅
テープがむき出しとなり、高圧ケーブルの絶縁体が
本来当ててはいけない直射日光にさらされている状
態を確認しました。
早速、お客さまに高圧ケーブルの不具合状況をご
説明したところ、更新を検討していただけることと
なりました。
その後、事業所に戻った私は、上司と同僚に事案
について報告するとともに、高圧停電事故の未然防
止のための検討をした結果、再度詳細をお客さまに
報告するとともに、改修工事等に関わる提案をする
ことにしました。
その日の夕方、同僚とともにお客さまを訪問し、
店長さまと現場で打ち合わせを行い、高圧ケーブル
の劣化が急速に進んでいると思われることから、こ
のまま放置すると高圧停電事故に進展することを説
明しました。
店長さまは、突然の停電で営業に支障が発生する
ことやお店のお客さまに多大な迷惑をかけてしまう
ことを強く心配され、翌日、弊協会と電気工事会社
で高圧ケーブルの更新工事に関わる打ち合わせを実
施いたしました。

〔お客さまの声〕

店長さまからは、「クーラーを多く使用する真夏
の前に、高圧ケーブルの更新工事が出来て良かった。
停電事故に至らず事前の対応で『事なきを得た』。
早急に対応していただき、ありがとうございました」
と感謝の言葉をいただきました。

〔まとめ〕

お客さまには、以前から高圧ケーブルの劣化状況
と突然の停電が心配されることをお話していたこと
から、設備更新への関心が高かったこともあり、工
事をスムーズに行うことができました。今後も、お
客さまの電気設備が安定的に稼働できるよう、設備
の点検と経年劣化等による計画的な設備更新の提案
などを確実に実施してまいりたいと思います。
日頃から、お客さまと日常的な会話をとおしてコ
ミュニケーションに心がけ、日頃の点検と計画的な
設備更新により「事なきを得る」よう、今後も取組
んでまいります。

〔原因〕

高圧ケーブルが20年以上経過していることに加え
て、高圧ケーブルの三叉分岐箇所に雪国特有の雪が
降り積もり、雪の重さで高圧ケーブルが押し曲げら
れ、その重さとストレスにより遮へい層絶縁体が劣
化し銅テープが露出したものと考えられます。

〔改修〕

６月下旬の暑い日、弊協会立会いの下、高圧引込
ケーブルの更新工事を実施しました。お客さまの
キュービクルは６階建の屋上に設置されており、資
材や機材の搬入に苦労はしましたが、予定時間より
早く工事が完了し送電することができました。

絶縁体が露出している
構内第一柱

高圧ケーブル三叉分岐箇所の劣化状況
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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26年度は約52.5千件あったものが平成30
年度には約38.6千件であり減少しています。
また、平成30年度には、指摘件数約38.6千件のう
ち、66% の約25.6千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30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）
70,000
60,000

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。
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全お客さま約54千軒のうち、約12％にあたる約6.5千
軒です。
（図２）
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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26年度は約103千件であったも

0

全お客さま軒数

（件）
180,000

ります。

160,000

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30年度末で

指摘事項有

指摘事項無

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）

のが平成30年度では約165千件となり増加傾向にあ
この要因は、東日本大震災以降、電気設備をその
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10,000
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H26FY

16,351
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17,301

19,587

H27FY

H28FY

H29FY

H30FY

（H26FY ～ H30FY）

全お客さまの約半数の約29千軒になります。（図４）
指導事項のお客さま軒数、件数とも、指摘事項と比

図４
（軒）
60,000

較しても多くなっています。

40,000

まま使用すると電気事故につながるおそれがありま

30,000

指導事項のお客さま軒数

54,079

50,000

指導事項は、法令に抵触していないものの、その

29,221

24,858

20,000

すので、引続き改修の必要性を丁寧にご説明してま

10,000

いります。

2

平成30年度末

0

全お客さま軒数

指導事項有

指導事項無

指摘事項・指導事項の電気工作物別の傾向

平成30年度の電気工作物別の内訳とし

図５ 平成30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」、
「構造物」、
「接地工事」の順で多く、指導事項は「受
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。「構造物」は
立入禁止の表示がないものが多く、また、

指摘事項

22,646

1,333

受電設備

電気工作物別

電設備」
、
「引込設備」
、
「蓄電池設備」の

3,174

引込設備

指導事項
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受・配電盤 538

5,918
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構 造 物
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蓄電池設備 7
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「接地工事」では、接地されていないもの又

0

21,632

20,000

は接地抵抗値が高いものとなっています。

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000
(件)

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。
また、お客さまの電気設備の故障・損傷等の電気事故により、配電線を停止させる波及事故を発生させると、
社会的に大きな影響をもたらしかねません。
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。
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2

平成30年度「保安業務」アンケート結果の概要
弊協会では、ご契約いただいているお客さまの受電設備の保守点検業務（保安管理業務）を行っています。
このたび、本業務に関するアンケートを実施しましたのでその概要をお知らせします。ご協力いただきま
したお客さまにはお忙しい中、誠にありがとうございました。
全体としては、前回の平成27年度と比べ弊協会の点検内容や認知度は向上しておりますが、このアンケー
ト結果を今後の業務運営に反映し、お客さまからより一層ご信頼いただけるよう努めてまいりますので、今
後ともよろしくお願いします。

平成 30 年度保安業務アンケート結果の概要
●ア ン ケ ー ト 対 象 保安管理業務受託のお客さま
●アンケート発送数

3,200枚（保安管理業務をご契約いただいているお客さまの中から無作為に抽出させて
いただき発送）

●回答数

１

●回答率

1,551枚

48.5％

2

検査員の点検内容についてお伺いします。
わからない 3.9％

もう少し丁寧に
点検してほしい

検査員の点検結果の内容は、
ご理解いただけましたか。
無回答 1.1％

まったく理解できない

0.5％

無回答 0.7％

0.3％

よく点検している

49.4％

非常によく
点検している

だいたい
理解できた

45.7％

よく理解できた

53.3％

45.1％

、
“だいたい”を加えた“理解できた”は、平成27年
“非常によく”を加えた“よく点検している”は、平成27年度 “よく”
の89.9％から95.1％になり5.2ポイント向上することがで 度の97.2％から98.4％になり1.2ポイント向上することが
できました。
きました。

3

停電など電気事故が発生したとき、どこに連絡さ
れますか。
（複数回答）
75.8％

東北電力

21.8％

電気工事会社

無回答
0

あまり
関心はない

17.6％

14.4％

大いに
関心がある

14.7％

2.8％
必要性は感じている

65.7％

1.1％
10

20

30

40

50

60

70

80（%）

“保安協会に連絡”は、平成27年度の71.1％から75.8％に
なり4.7ポイント向上しました。停電など電気事故時は保安
協会に第一報をお願いします。

10

設備投資を伴うような省エネ対策について、関心
はありますか。
無回答 2.0％

東北電気保安協会

その他

4

省エネについては多くの方が関心をお持ちです。各種の情報
提供などにより支援を行います。

5

電気設備の改修・更新など検討されていることが
あればお教えください。
（複数回答）

42.6％

省エネルギー機器

発電設備の新設など

よく読んでいる

13.9％

27.1％

6.8％
2.6％

たまに読んでいる

0

64.6％

32.2％

検討していない
無回答

4.3％
10

20

30

40

50（%）

不良設備の改修、古くなった設備の更新を検討されている方
が多くいらっしゃいます。改修更新について検査員にお気軽
にご相談下さいますようお願いします。

7

無回答 0.8％

7.5％

古くなった設備の更新

機器の点検整備

弊協会の広報誌「電気と保安」をお読みになった
ことはありますか。

読んだことがない

12.8％

不良設備の改修

6

弊協会のホームページをご覧になったことがあり
ますか。
無回答 0.8％

よく見ている 0.5％

時々見ている

17.8％

見たことがない

よく”
、
“たまに”を加えた“読んでいる”は、平成27年度の
81.2％から91.7％になり10.5ポイント多く読んでいただけ
るようになりました。

8
ご協力
ありがとう
ございます

80.9％

“よ く”
、
“時 々”を 加 え た“見 て い る”は、平 成27年 度 の
9.3％から18.3％になり9.0ポイント多く見ていただけるよ
うになりました。

お客さまの声から

Ｑ 1 老朽化設備の更新ついて、おおよその費用等の提案があればありがたい。
Ａ 1 お見積書によりご提案させていただきますので、お問い合わせをお願いいたします。
Ｑ 2 点検の際に、節電に関するアドバイス等をいただいており、とても助かっています。
Ａ 2 節電や電気を安全にご使用いただくために、省エネ診断、電気安全セミナーも実施しておりますので、
お近くの事業所又は担当検査員にお問い合わせをお願いいたします。
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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39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特別安全診断を実施しています。
2019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ともなう電気災害に注意しましょう

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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照明器具・電球の新省エネ基準策定
対象追加や消費効率の定義変更／エネ庁
経済産業省・資源エネルギー庁は、照明器具と電

費電力量当たりの「照明器具の光源の明るさ」（全

球に関する新たな省エネルギー基準を策定しまし

光束）としていたのを、同「照明器具の明るさ」
（照

た。LED 照明器具など新たに対象となる製品を追

明器具全光束）に改めました。これにより表示事項

加したほか、照明器具のエネルギー消費効率の定義

についても、従来の全光束に代えて照明器具全光束

を変更しました。これに伴う製品等への表示事項の

の表示が義務付けられます。同じ照明器具であって

変更には、１年間の経過措置期間を設けています。

も、照明器具全光束の値は全光束よりも小さくなり

「エネルギー使用の合理化等に関する法律（省エ
ネ法）
」では、製造事業者が目標年度に満たすべき
省エネ基準を、トップランナー（現在商品化されて

ます。
新基準の目標年度は2020年度。具体的な基準値な
どは経済産業省ホームページで見ることができます。

いる製品のうちエネルギー消費効率が最も優れるも

一方、電球の省エネ基準はこれまで蛍光ランプと

の）の性能や技術開発の将来見通しなどを踏まえて

LED ランプが対象でしたが、今回は白熱電球を新

設定。エネルギー消費効率に関して製品に表示すべ

たに加えて2027年度を目標年度とする新基準を策定

き事項なども定めています。今回は照明器具と電球

しました。こちらはエネルギー消費効率の定義の変

について、近年の状況変化などを踏まえて新しい基

更はありません。

準を策定しました。
照明器具の省エネ基準はこれまで蛍光灯器具のみ
が対象でしたが、新たに LED 電灯器具を対象に追

新基準は2019年４月15日に施行。表示事項の見直
しについては経過措置期間として、2020年３月末ま
では引き続き現行の表示が認められます。

加しました。また、従来はエネルギー消費効率を消

スマートメーターのデータと AI 活用し宅配「再配達」改善へ
東大ベンチャーが実証
スマートメーター（次世代電力量計）などから得

測。予測結果に基づき、不在の配達先を除いた経路

られる電力データを社会の課題解決に生かす試みが

を配達ドライバーに示すことで配送成功率を高める

本 格 的 に 動 き 出 し て い ま す。 東 京 大 学 発 の ベ ン

試みをしています。

チャーである日本データサイエンス研究所（東京都

東大本郷キャンパスを仮想の宅配エリアに見立て

文京区、加藤エルテス聡志 CEO）は、電力データ

た学内実証を2018年９、10月に実施したところ、AI

と人工知能（AI）解析を組み合わせ宅配の「再配達

の在不在予測に基づくルートの配送成功率は98％と

問題」改善を目指しています。

なり、人が最短経路を判断した場合の77％を大きく

全国約8,000万世帯への普及が進むスマートメー
ター。そこから取得できる30分単位の電力使用量

上回りました。再配送の削減などにより総移動距離
も５％減りました。

データは、エネルギー関連のみならず多彩なサービ

同研究所は今後、神奈川県横須賀市などの地方自

スを生み出す基盤として期待され、さまざまな試行

治体や宅配事業者と組み、実際の宅配エリアでの本

錯誤が行われています。

格実証を2019年度中にも始める計画です。大杉慎平・

中でも同研究所は、インターネット通販の普及に

チーフ・データサイエンス・オフィサーは「（学内

伴い社会問題化する再配達問題への切り札として、

実証で）分析の精度を確認できたことは非常によ

スマートメーターの電力データを活用しようとして

かったが、サービスとして提供するためには実際の

います。具体的には、家庭ごとに異なる電力データ

業務に組み込む形での検証が必要」と語っています。

を AI による機械学習で解析し、将来の在不在を予
（記事提供

電気新聞）
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波及事故を防止しましょう！
1 はじめに
波及事故とは、工場・ビル・事務所等の電気設備の故障・損傷等の電気事故により、電力会社の配電線
を停止させ、停止した配電線に接続されているすべてのお客さまが停電となる事故をいいます。（図１）
波及事故が発生し配電線を停電させると、社会的に大きな影響をもたらしかねませんので、高圧自家用
電気工作物の設置者の方は、波及事故防止に努める必要があります。
年
度
発生件数
雷事故件数〈再掲〉

波及事故の推移（東北６県および新潟県）

平成25年度
26
9

平成26年度
31
21

平成27年度
19
8

平成28年度
14
5

平成29年度
20
8

図１

変電所の継電器が動作して、
配電線が停電だ！

配電線

2 波及事故防止対策のポイント

①保守不備対策

・自家用電気設備の構内で発生した電気事故を
構内だけにとどめるため、必ず責任分界点（構
内第１柱）には地絡継電器付区分開閉器を取
付けましょう。
・古い設備においては劣化により事故発生時に
正常に動作せず、波及事故に至る恐れがあり
ます。
使用状況や設置環境により劣化の状況は変化
しますが、機器の計画的な取替えをお奨めし
ます。

②自然災害・鳥獣対策
●雷害対策

【参考】主な機器の更新をお奨めする目安
機種

更新推奨期間
屋内用
15年 または負荷電流開閉回数 200回
屋外用
10年 または負荷電流開閉回数 200回
GR 付開閉器の制御装置 10年
手動操作 20年 または操作回数 1,000回
断路器
動力操作 20年 または操作回数 10,000回
避雷器
15年
交流遮断器
20年 または規定開閉回数
計器用変成器
15年
保護継電器
15年
高圧配電用変圧器
20年
高圧進相コンデンサー
15年
屋内用
15年
高圧限流ヒューズ
屋外用
10年
※
高圧 CV ケーブル
25年
高圧交流負荷
開閉器

・一般社団法人「日本電機工業会」発行の「汎用高圧機器の更新推奨時期
に関する調査」より抜粋（※を除く）
・高圧交流負荷開閉器には区分開閉器を含む

・雷による被害を防止・軽減するための機器として避雷器の取付が有効です。さらに避雷器の効果を
維持するためには接地抵抗の低減や定期的な取替えも必要です。
●小動物侵入対策
・電気室やキュービクルの穴や隙間からネズミやヘビなどの小動物が侵入し、充電部に触れることで
事故が発生することがあります。穴や隙間はシール材などで塞ぎましょう。
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仙台中央事業所

株式会社東北ダイケンさま
株式会社東北ダイケンさまは、宮城県、岩手県、福
島県及び青森県東部で事業を展開しており、ビルメン
テナンス事業では清掃業務、警備業務、ホテル管理、
設備保守管理、環境衛生管理及びビル群遠隔監視を
行っています。また、エンジニアリング事業では建築
物及び設備機器工事を行っておられます。
今回、電気安全セミナーを開催することになった経
緯は、弊協会事業所で開催した電気安全懇談会に参加
していただいたご担当の方に、
「是非うちでも電気安
全セミナーを実施してほしい」とのご要望を受けたも
ので、当日は11名の皆さまに受講いただきました。

セミナーの内容

東北ダイケンさまが入居されているビル

今回のセミナーでは、トラッキング現象の再現によ
る模擬短絡事故や過電流によるコード焼損の実演を中
心に行い、コード焼損の実演では煙があがり驚いてお
られました。実際に目でみて体験することによって、
電気の怖さを感じとっていただいたと思います。さら
に、DVD「ここがポイント！電気の安全」の視聴と、
パンフレット「電気を安全にお使いいただくために」
を用いてご説明させていただきました。

セミナー受講後の感想

セミナー風景

●電気に対しての怖さを再認識した。
●よく電気のことはわからなかったが、今回の電気安
全セミナーを受け、電気についてよく理解できた。
●実演において、電気を容量以上に使うとコードから
煙が出てくるところに電気の怖さを感じた。使用方
法を守り、電気を使用していきたい。
● DVD の内容が素人向けでわかりやすい内容であっ
た。
などのご感想をいただきました。

トラッキング現象（イメージ）
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お子さんに電気プラグなどの安全な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。

16

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。

新潟まつり「大民謡流し」に参加しました
新潟事業本部

新潟市では、毎年８月上旬の金、土、日曜日
の３日間にわたり、新潟の夏の一大イベント新
潟まつりが開催されます。「新潟まつり」は、
住吉祭、商工祭、川開き、開港記念祭という歴史
ある４つの祭りが１つとなり、昭和30年（1955）
に第一回がスタートしました。金曜日には日本
最大級の「大民謡流し」
。土曜日には、古式ゆ
かしい「住吉行列」
、
ブラスバンドなどによる「新
潟キラキラパレード」
、信濃川を渡る「水上み

弊協会参加者

こし渡御」
、神輿７基を白山神社へとかつぐ「市
民みこし」及び「手づくり子どもみこし」など

たが、午後７時頃、開始の合図となる「樽きぬ

が開催され、日曜日には「住吉行列」やクライ

た」
（木樽を用いた踊りなどの伴奏法）の響き

マックスの「花火大会」が開催されます。

とともに一斉に踊りが始まりました。踊る新潟

新潟事業本部、新潟西事業所及び新潟東事業

甚句は比較的テンポが速く、１時間半踊り続け

所は、昨年８月10日に開催された「大民謡流し」

る中で、休憩は一度だけでほぼ連続して行われ

に、東北電力企業グループの一員として19名の

ることから、暑いこの時季ということもあり後

職員が参加しました。

半は皆ヘトヘトになりました。終了の合図の笛

会場は、新潟市のシンボルである萬代橋をメ
インとして開催され、企業、市民グループなど

が鳴ったときには、踊り切った達成感から参加
者の大歓声が沸き上がりました。

131の団体、約１万５千人が参加しました。そ

今年の「新潟まつり」は、８月９日（金）〜

れぞれ揃いの浴衣に身を包み、全長２㎞にわ

11日（日）に開催されます。飛び入り参加も可

たって踊る「新潟甚句」はとても華やかな光景

能ですので、皆さまも是非、
「柳都にいがた」

です。

にお越しいただき参加してみてはいかがでしょ

当日は、盛夏の中、夕方になっても暑さは収
まらず、外に居るだけで汗が吹き出す気温でし

うか。弊協会も９日（金）の「大民謡流し」に
今年も参加する予定です。

民謡流しステージと会場
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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

2018

平成28年4月以降

40 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

40 6

変成器付計器
検定票
検定証印
島

35

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35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
（2018.6月現在）
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感電のしくみと防止策
◎感電のしくみ
感電とは、人体に電気が流れることです。そのショックで心臓マヒを起こしたり、死傷する場合が
あります。
［感電の状態］

ケース１

ケース２

ケース３

人体が漏電している機器に触

人体が電気の通り道となり、電

人体が電気の通り道となった場

流れる場合。

場合。

れ、電気が人体を通じて大地へ

気が人体を通じて大地に流れる

合。

漏電した
機器に
接触
人体を
通じて
大地へ
人体で
ショート

◎感電を防止するには
［アース（接地）］
漏電している電気機器（外箱）に人が触れると感電します。
電気機器と大地をアース線でつないで、漏電している電
気を大地に流れるようにしてあれば、万一漏電しても被害
を小さくすることができます。

漏電遮断器

使用している電気機器のアース線が切れたり、外れたり
していないかを定期的に確認しましょう。
［漏電遮断器］
漏電遮断器は、漏電した時に自動的に電気を止めて、感
電や火災を防ぐ働きをします。水気や湿気のある所で電気
を使う電気機器には、必ず漏電遮断器をつけましょう。
次のような場所などには、法津で取付けることが義務づ
けられています。
●住宅内の三相三線式200V 用機器
●移動・可搬形の200V 機器

アース（接地）

●移動・可搬形100V 用機器を水で濡れているところや鉄板
の上で使用するとき
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電気の安全・省エネ ワンポイント

濡れた手で電気器具には触れないで
炊事や洗濯を行っているとき、濡れた手で電気器
具に触れることがあります。

家庭用電気製品の掃除を行いましょう
ご家庭で使用するテレビ、エアコンや冷蔵庫など
の後ろ側にはたくさんのチリやホコリがたまりがち

水に濡れた手で電気に触れると、電気が流れやす

です。定期的にコンセントを抜いて掃除しましょう。

く危険です。濡れた手では、電気器具に触れないよ

ただし裏側をはずして中までの掃除は、専門家に任

うにしましょう。

せましょう。

また、池のポンプにはアースと漏電ブレーカーを
必ず取付けて使用しましょう。

電気器具の掃除は、機器の効率を高め省エネにも
つながります。
（弊協会 HP「広報文例集」より）

Q

○の中に言葉を入れてください。

電気保安協会の名前をかたった〇〇に
ご注意ください。

ヒント：弊協会のホームページ
「ホーム」
「個人のお客さま」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

令和元年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.277の
正解は、
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広報

でした。

★前々号 vol.276 の応募者総数は 109 名、
正解者は 108 名でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。

能代事業所
は っ ぽ う ちょう

『豊富な自然に恵まれた町』八峰町
（秋田県）

平成18年３月に八森町と峰浜村が合併して誕生した八峰町は、
秋田県北西部に位置し、
東は世界自然遺産「白
神山地」の登録地を有する藤里町、南は能代市、西は日本海、北は青森県に接しています。面積の80％近くが
森林で占められており、町の広大な森林は白神山地の一部で、秋田白神県立自然公園に指定されているエリア
もあります。また、起伏に富んだ八森地区の海岸も八森岩館県立自然公園に指定されています。このように２つ
の県立自然公園を有する自然豊かなところが八峰町の特徴ともいえます。そして八峰町全域が八峰白神ジオパー
クのエリアとなっており、20カ所のジオサイトでは歴史や文化を知ることが出来るほか、大自然を体験すること
ができます。

日本海で育まれた海の恵み

平成24年より廃校となった旧八森小学校の校舎
を利用して、あわびの陸上養殖が始まりました。す
ぐ目の前の日本海から新鮮な海水を簡単に取り入れ
られるため養殖場として適しており、身がやわらかく
食べやすいのが特徴です。
一年を通して供給できるようになったため、「白神
あわび」を使った料理を町内の飲食店で開発し、
八峰町商工観光連携会議により認定された料理を
「八峰白神あわび認定グルメ料理」として提供して
います。
また、「秋田名物八森ハタハタ…」と民謡秋田
音頭で謡われる秋田の代表魚であるハタハタ。厳
しい冬が始まる11月後半から12月にかけて産卵のた
め沿岸に押し寄せるハタハタは「季節ハタハタ」と
呼ばれます。塩焼き、しょっつる鍋、ハタハタずしな
ど、秋田の食卓を飾る冬のごちそうとして欠かせま
せん。

白神あわび
ふた つ もり

世界自然遺産「白神山地」登山コース 二ツ森

広大なブナ林地帯「白神山地」は、平成５年に
世界自然遺産に日本で初めて登録されました。
二ツ森は世界遺産地域の緩衝地域にあり、登山
口から約50分、標高1,086ｍの頂上からは、世界
最大級のブナ林が一望できるとともに、駒ヶ岳、小
岳、白神岳、岩木山などの山々や、雄大な日本海
まで360度の大パノラマを満喫できることから、原生
的なブナの森を手軽に体感できる人気の初級・中

級者向け登山コースとなっています。
また、登山をしない方でも、林道終点付近の散
策で世界自然遺産地域の雰囲気を楽しむことがで
きます。（５月下旬～11月上旬）

白神山地

観光施設

「あきた白神駅」に停車する「リゾートしらかみ」

御所の台ふれあいパーク

御所の台ふれあいパークは、ＪＲ五能線「あきた
白神駅」 前に広がる公園で、桜の季節には花見
客でにぎわい、子供が遊べる遊具、バッテリーカー、
パターゴルフ場などで一日中ゆっくりと楽しむことがで
きます。眼下に日本海が広がるオートキャンプ場は、
滝の間海水浴場まで徒歩３分。テントを設置できる
フリーサイトが30区画あり、キャンピングカーサイトも
利用できます。
野生パン酵母「白神こだま酵母」を使ったパンは、
ほんのりとした甘みと柔らかな食感が魅力で、あき
た白神駅に隣接する「緑地等管理中央センター」
にてパン作りを体験できます。
また、連絡橋でつながっている「八森いさりび温
泉ハタハタ館」には、ハタハタ漁船をかたどった木
の浴槽に浸かりながら日本海の絶景を眺めることが
できる露天風呂があるほか、八森岩館海岸をイメー
ジした岩のお風呂やサウナ、岩盤浴などで心身とも
にリフレッシュをすることができます。隣接した「産
直ぶりこ」では、八森沖で水揚げされた新鮮な魚
介類をはじめ、ハタハタずしなどの水産加工品や白
神の山の幸も数多く取り揃えており、１日ゆっくり楽し
めるレジャー基地となっています。

◎秋田県山本郡八峰町
■交 通 手 段／［電 車 利 用］五能線「東八森駅」より徒歩約25分
（八峰町役場）［自動車利用］秋田自動車道「能代南 IC」より約25分
■問い合わせ先／八峰町総務課 ☎0185-76-4601 URL: http://www.town.happou.akita.jp/
（写真提供）八峰町総務課
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