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今季号の表紙

「勿
な

来
こ そ

海岸　初日の出」

撮影者
白河事業所　根本　篤史

　勿来海岸は、福島県内随一の広さをもつ海水浴
場です。いわき市勿来町にあり、白い砂が美しい
遠浅のビーチは、ＪＲ常磐線勿来駅からも近く、
常磐自動車道いわき勿来I.Cからも車で約10分と
アクセスも良いため、県内外から多くの海水浴客
で賑わう観光スポツトです。周辺には、勿来の関
公園などの観光施設や宿泊施設などもあり楽しむ
ことができます。
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　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　皆さまには、良き年をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。
　また、平素は、私ども協会に対し格別のご愛顧とご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。

　今年は、元号が「令和」となって初めて迎えるお正月であります。
　そして、今年の干支「庚

かのえね

子」は、過去の成果から引き継ぐべきものを維持しつつ、「新
たな環境や局面に向けて体制を整えていくと良い年」とされています。弊協会も、皆さま
とともに、未来に向かって新しい挑戦を始めることができればと思います。
　また、今年は、昨年のラグビーワールドカップに引き続き、東京オリンピック・パラリ
ンピックが開催される年でもあります。日本代表の活躍を観戦するのも楽しみですが、皆
さまも体力の維持向上と心身のリフレッシュを図るため、スポーツに挑戦してみてはいか
がでしょうか。

　さて、昨年を振り返りますと、震度６を超える山形県沖地震、大型で非常に強い台風な
どにより、一昨年に続き、日本列島は度重なる自然災害に見舞われました。特に、台風15
号により電力設備が大きな被害を受け、千葉県では長時間の停電が発生しました。さらに、
台風19号の大雨により、東北地方でも広範囲で建物等の浸水被害がありました。

　弊協会は、お客さまに安全と安心をお届けするため、日頃から電気設備の点検・試験・
助言等により電気保安の確保と予防保全を進め、万一、事故やトラブルが発生した時には、
各地域の事業所が拠点となり、組織的に検査員が24時間出動できる体制を整えております。
　また、全ての活動の起点は「お客さまの声」との認識のもと、協会職員が一丸となり、
付加価値の高いサービスをご提供してまいりました。今後も、積極的にお客さまサービス
の向上に向けた取組みを行うとともに、効率的な事業運営を推進してまいりますので、今
年も引き続きご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

　年頭にあたり、皆さまのご繁栄とご健勝を心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせ
ていただきます。

年頭のご挨拶
一般財団法人 東北電気保安協会　理事長　中野　春之
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苦難を乗り越え、挑戦を続けて

坂　本：岩鋳さまは明治35年（1902年）創業とお聞
きしていますが、創業からの沿革について
お聞かせ願います。

岩清水：私の祖父の岩清水 末吉が創業者です。２
代目は末吉の長男で私の父の彌吉。昭和37
年４月に初代社長となります。２代社長は
彌吉の弟の多喜二。そして３代社長が私で
す。現在は私が代表権のある会長、岩清水 
弥生が第４代社長を務めています。

　　　　初代は南部鉄器職人のもとで修行し独立し
て鉄瓶の製造販売を始め、明治から大正、
昭和初期へと激動の時代に家業の基盤をか
ためてきました。しかし、昭和16年12月太
平洋戦争に突入すると、鋳造販売禁止の措
置を受け、厳しい時代が続きました。戦後、
彌吉と多喜二は南部鉄器の製造を再開し、

北海道などに販路を拡大しますが、時代の
変化とともに鉄瓶にも陰りが見え始めまし
た｡ しかし彌吉は果敢に工芸品の生産や機
械化、新製品の開発など変革を進め、昭和
37年には株式会社に組織変更するまでにな
りました｡彌吉社長が生産面の指揮をとり、
多喜二専務が販売を引き受けて、オート
メーション化を図り、会社は業界トップク
ラスまで躍進しました｡ 彌吉の後は多喜二

岩鋳本社。観光交流拠点として多く
のお客さまが訪れる「岩鋳鐡器館」
を併設する

今季号のお客さま

岩手県盛岡市　株式会社 岩鋳 さま

　明治35年、一人の職人の小さな工房から始まった南部鉄器のものづ

くりが、117年の時を経て、海外に商品展開をする企業にまで発展し

ました。400年以上の伝統がある南部鉄器製造の伝統を守りながら、

海外進出にあたっては大胆な変革を実行し、大きな評価を得ています｡

　本日は、株式会社岩鋳 岩清水 晃 代表取締役会長をお訪ねし、弊協

会常務理事 坂本 邦夫がお話しをうかがいました。

東北電気保安協会
常務理事

坂本 邦夫

株式会社 岩鋳
代表取締役会長

岩清水 晃さま

南部鉄器の基本製品、鉄瓶
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が社長を務め、平成12年に私が社長に就任。
平成15年に創業100周年を迎え、さらに今
は次の時代を目指して挑戦を続けていると
ころです。

坂　本：いま明治35年（1902年）から117年の沿革を
うかがいましたが、やはり太平洋戦争の頃
がいちばん試練の時代だったのでしょうか。

岩清水：そうです、武器を作るために鉄は貴重な材
料になったので、鉄瓶の製造も鉄の取引も
禁止され、在庫の製品も全部回収されてし
まいました。材料もなく結局何もできない
ので、親父は当時の国鉄の鋳物部品工場に
勤めに出たほどでした。

坂　本：戦後も再建されるまで大変ご苦労があった
と思いますが。

岩清水：戦後は復興の中で材料の鉄として使えるも
のが出てきたので、わずかずつでも昭和
22、23年から鉄瓶づくりは再建できたんで
す。当時は鉄瓶づくりが主体でした。24年
には南部鉄瓶商工業協同組合もでき、25年
の朝鮮戦争特需が追い風となり、どうにか
業界として再建できたんです。

坂　本：その後、業績の拡大や近代化というお話を
うかがいましたが、そうして発展してきた
南部鉄器の特徴について教えてください。

岩清水：鉄瓶というのは今でこそ特殊な商品になっ
ていますが、昭和40年代前半までは実用品
だったんです。お湯を沸かすために不可欠
な実用品であり、いちばんの特徴は鉄瓶で
お湯を沸かすとお湯がまろやかになるんで
す。使い込むほどに水の雑味が消えてまろ
やかなおいしさが増すということで、多く
の人に愛用されてきました｡

　　　　昭和40年代後半からアルミやステンレス製
品などが出てきて、鉄瓶はすたれてしまい
ます。今は実用品というより珍しい商品と
して市場に出ていますが、私としてはやは

り実用品として、体のためにもおいしいお
湯を沸かせる鉄瓶を使ってほしいなと思っ
ています。

多くの工程を持つ伝統の焼型製法

坂　本：次に製品づくりについてお聞きしたいと思
います。

岩清水：基本としては、南部鉄器の400年以上前か
らの伝統である焼型製法というつくり方で
す。これは鋳型をつくり、紋様捺しを施し、

南部鉄器の美と技、その長い伝統を受け継いで、
さらに変革への道を世界に広げていく

紋様捺しの工程

鋳込みの工程

型出し・砂落としの工程

岩鋳の刻印が捺された製品は本物の南部鉄器の証し
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組み上がった鋳型に約1500度に溶解した鉄
を注ぎ、固まったら型出し、さらに黒漆の
焼付。内側は釜焼き仕上げで酸化被膜をつ
くる。伝統工芸士がおよそ70もの工程を丹
念につくり上げます。

　　　　こうしてつくられる伝統工芸品とともに、
当社ではたとえば急須や鍋などの日用品に
ついては、親父の代からいち早く一部機械
化した製造を行ってきました。

坂　本：現在では鉄瓶や急須以外に、キッチンウエ
ア、小物など、さまざまな製品をおつくり
になっていますね。

岩清水：鍋については早くからつくっていました。
寄せ鍋や湯豆腐など鍋料理ができる鍋と
か、すきやき鍋は昭和50年代によく出た商
品です。ただその後、安価な中国製品や、
ヨーロッパの高級な鋳物ホーロー鍋が出て
きて、しだいに後退してしまったという状
況です。進展の状態が見えるのは、海外向
けの製品づくりということですね。

革新的な鉄器のカラー化

坂　本：海外に向けた販売を強化されて、「IWACHU」
が鉄器の代名詞になっているということで
すが、そのきっかけと製品づくりの工夫な
どについて教えてください。

岩清水：30年ほど前にフランスの紅茶専門店さんか
ら、カラーのティーポットをつくれないか
と言われたのが始まりです。私たちは「う
ん？」と思いましたし、黒漆だけでやって
きた職人たちにも抵抗があったんですが、
せっかくのご注文だからと思い切ってやっ
てみたんです。結果的に非常に評判がよく、
当社が業界の先駆けとなり、今ではほかの
企業さんもやっています。カラー化の課題
は、鉄製品への新しい着色法をどうするか
ということでした。急須は熱湯も入れるの
で、耐熱性・耐久性と安全性が求められる
塗料をメーカーさんと開発しました。

坂　本：日本の文化、和に対する注目度も高まって
いて、海外からの需要がすごいなと思いま
した。

岩清水：私自身もびっくりしているんですが、ここ
７、８年ぐらい前から売り上げの半分が輸
出商品になっています。ティーポット的に
使う急須、茶たく、釜敷、ぐい飲み、それ
でコーヒーを入れて飲んだり、使い方も自
由な新しいスタイルが広がっています。

お客さまが喜ぶことを目標に

坂　本：ホームページに製造工程、使用方法やお手
入れまで掲載されていますが、そうした取
組みのこと、また岩鋳さまの基本的な考え
方について教えてください。

岩清水：鉄瓶は昔は普通に日用品として使っていた
ので、手入れの仕方などもみんな心得てい
たんですが、今は「重いし、使うのが難し
い、洗うのが大変」と敬遠されてしまうと
いう問題があります。そこで、若いお客さ
までも、わかりやすくて、自然に鉄瓶など
南部鉄器のよさが感じてもらえるような
ホームページをつくろうということで、力
を入れているところです｡ 使い終わったら
必ず乾かすとか、手入れのことも詳しくわ
かりやすく説明しています｡

　　　　それから私たちは本社敷地内に「岩鋳鐡器
館」という、鉄器のテーマパーク型施設を
設けています｡ 鉄器をつくる職人技を間近美しいカラー化を施された急須

カラー展開された小物商品
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に見ることができ、県内随一の品揃えを誇
る鉄器ギャラリーでは、鉄器の過去と現在
を体感することができます。鉄器にまつわ
る、さまざまな文化工芸の魅力を、それぞ
れの感性でお楽しみいただけると思います。
また、６月第２土曜日に開催される「チャ
グチャグ馬コ（うまっこ）」や、東北を代
表する夏祭り「盛岡さんさ踊り」の展示も
行っています。大型バスで大勢のお客さま
にお越しいただいており、外国の方もたく
さんいらっしゃいますね。

　　　　もともと、当社はお客さま本位の商売を心
がけてきました。特に品質を向上させて、
お客さまが喜ばれる製品をお届けすること
が、商売のいちばんの原点だと思っていま
す。それから、人間として何事にも謙虚で
あることを大事にしてきました。まだ足り
ないものがあるのではないかと不断に精進
するという心構えが、私たちにとって明日
に続く道なのではと考えています。

坂　本：お考えに大変感銘を受けました。お客さま
第一ということですが、今後の商品開発や
販売戦略という面でどのような展望をお持
ちでしょうか。

岩清水：たとえば日本の有名なデザイナーを起用し
て、当社でデザインした優れたものだと
いっても、海外にもって行けばそれがその
まま通用するわけではありません｡ フラン
ス向けだったらフランスのデザイナー、ア
メリカ向けだったらアメリカのデザイナー
と、現地のデザイナーに依頼した方が戦略
的にいい場合もあります。デザインや形だ
けでなく、用途に合致した機能性を設計す
る視点も重要です。昔は鉄瓶は七輪にかけ
ていましたが、向こうには七輪がない。じゃ

どうする、形を変えるか、と。今までもい
ろいろな模索がありました。ですから、な
るべく現地のお客さまの話を聞いたり、現
地の生活様式を知ったりすることも大事に
なります。こちらの伝統や日本人としての
こだわりを一方的に押し付けても、道は開
けないですね。

良い製品をつくるための環境づくり

坂　本：なるほど、単純な道具ということではなく、
工芸であり、文化であり、生活であり、と
いう非常に深みのあるものづくり、という
ことですね。いい製品を生み出す仕事場と
して、職場の安全衛生や働きやすい職場環
境づくりなど、どのように取組んでいらっ
しゃいますか。

岩清水：昔は３Ｋの代表と思われていたのも無理か
らぬことでしょうが、私は直感的にとにか
く工場をいちばん先に、今以上に明るくし
たいと思っています。ＬＥＤ照明で工場内
を明るくしたり、明るくなれば、危険ライ
ンに黄色のラインを引くなどのことも効果
的になります。集塵機ももっと充実させて、
働きやすい工場づくりに向かっていきたい
と思っていました。

坂　本：弊協会では、電気設備や照明設備の省エネ
診断、電気を安全にご使用いただくための
セミナーなども行っていますので、ぜひお気
軽に声をかけていただければと思います。

岩清水：電気全般について保安協会さんに見ても
らっていれば、経営者としてはすごく安心
なんです。電気系統の不具合や漏電につい
て不安を感じることなく仕事ができれば、
何より心強いことです。これからも、どう
ぞよろしくお願いします。

坂　本：本日は、400年以上も前からの伝統を今に
受け継ぎながら東北の企業として技術の研
鑽を続け、海外輸出を将来戦略と位置づけ
るような変革にも挑んでいる岩鋳さまのお
話を聞かせていただき、感慨深い時間を過
ごさせていただきました。大変ありがとう
ございました。岩鋳飯岡工場
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消える絶縁不良を追え！
本荘事業所 和賀 雅紀

漏電調査中に、絶縁不良と回復を繰り返した事例
を紹介します。

〔状況〕
７月上旬の15時頃、とあるスーパーマーケットの

連絡責任者の方より「冷蔵ショーケースの漏電ブ
レーカーが動作し停電している」との電話連絡を受
け出動しました。ご連絡をいただいてから約30分後
に到着し、お客さまにお話をお伺いしたところ、「ブ
レーカーが切れるまでは特に異常もなかった」との
ことでした。夏場ということもあり、冷蔵ショーケー
スの温度が上昇してきていることから、商品を他の
ショーケースに移動させているが、一刻も早く復旧
してほしいとのお話がありました。

〔調査〕
冷蔵ショーケースの蓋を開け、電源線の接続箇所

で絶縁抵抗測定を実施したところ、0.01メグオーム
と絶縁不良でした。更に各機器へ配線されている部
分を切り離して測定した結果、原因箇所はファンユ
ニット周辺と判明しました。次に、ファンユニット
本体を分解し絶縁抵抗測定したところ、20メグオー
ムと絶縁不良は解消しました。ファンユニット周辺
に水滴が付着していたのが原因と考え、周辺の水滴
を拭き取りした後に、分解したファンユニットの組
立てを行い、絶縁抵抗測定したところ、再び0.01メ
グオームで絶縁不良になりました。何回か分解・測
定・組立てを繰り返し、組立てた状態にすると絶縁
不良になることに気が付きました。そこでファンユ
ニットを揺さぶってみると、絶縁不良と回復を繰り
返すではありませんか。

〔原因〕
再び分解して確認すると、基盤からファンユニッ

トへの配線の一部が固定箇所から外れたことによ
り、ファンの振動により少しずつ配線被覆が削れ、
露出した芯線充電部が金属ケースに触れていたこと
が、絶縁不良の原因でした。

〔復旧〕
芯線が露出している部分に電気絶縁用ビニール

テープを覆うように巻き付けて補修するとともに、
配線を固定し絶縁抵抗測定したところ、50メグオー
ムと正常な値を確認し、到着してから約３時間後に
復旧しました。

〔お客さまの声〕
「夏場の暑い時期ということもあり、停電すると商

品に影響が出ることから、原因がはっきりと判明し
大変安心しました」と感謝の言葉をいただきました。

〔まとめ〕
今回の事例は、ファンユニットが組立てられた状

態で絶縁不良が発生するものであり、組立て後に露
出した芯線充電部がケースに触れていなければ絶縁
不良は発生しないことから、原因不明として処理して
いたかもしれません。芯線の露出部分も、よく見なけ
れば分からない程度の小さなものでしたので、注意
深く点検する必要があると思った事例でした。

今後も、ほんの少しの違和感からでも不良箇所特
定のヒントを見つけ、早期に解決できるよう精進し
たいと思います。

冷蔵ショーケースのファンユニット

被覆が削れた配線
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高圧機器のメンテナンスの重要性を実感！
大和事業所 坂井 亮介

真空遮断器（VCB）の経年劣化により停電事故に
至った事例を紹介します。

〔状況〕
７月中旬の12時頃、上水道のポンプ場を管理され

ているお客さまより、「配電線事故で停電したが、
真空遮断器（以下「ＶＣＢ」という）が自動投入さ
れず、電気が使用できないので点検してほしい」と
事業所に電話連絡があり、上司と同僚の３名で出動
しました。約30分後に現地に到着しお客さまにお話
をお伺いすると、「停電に伴い非常用予備発電機が
起動した。電気が復旧したあと、本来であればＶＣ
Ｂが自動的に投入されるはずだが投入されず困って
いる。一般家庭で水を大量に使用する夕方までに復
旧しないと、周辺一帯で断水するおそれがある」と
大変心配されておられました。

〔調査〕
ＶＣＢが投入しないとのお話でしたので、区分開

閉器を開放し短絡接地器具取付け後に、ＶＣＢを取
外して外観点検を実施したところ、機器内部の操作
機構部が著しく過熱していました。

〔原因〕
当該機器は、使用開始からおよそ30年経過してい

ることに加えて、その間に注油などのメンテナンス
を実施していなかったため、内部の操作機構部のグ
リースが固着していました。そのため、ＶＣＢの操
作機構部が稼働しなかったのが原因でした。

〔復旧〕
お客さまから「管理している他の事業場に、同規

格のＶＣＢの予備品がある」との情報をいただいた
ことから、お客さまに了承をいただき、事務所にい
る同僚に現地に取りに行ってもらい、届いた予備品
のＶＣＢに交換して、現地に到着してから約５時間
後に復旧しました。

〔お客さまの声〕
「断水することが非常に心配だったが、迅速に対

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。併せて、耐用年数が経過し
ている機器については、計画的な整備や更新が必要
であることをご理解いただきました。

〔まとめ〕
今回の事例は、これまで何事もなく使用してきた

電気機器の経年劣化による不具合で発生した事例で
した。

月次点検や年次点検で注意深く点検を行うととも
に、ＶＣＢなどの可動する機器や部品については、
定期的に注油をしていただくようお客さまにお願い
してまいります。

投入されなかったＶＣＢ

過熱箇所
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立入検査は、電気事業法第107条第３項の規定に基づき、自家用電気工作物を設置している者に対し実施す
るもので、その自主保安体制が十分機能していることを確認するため、技術基準への適合状況、保安規程の遵
守状況、主任技術者の選任状況及び保安の監督状況等を確認し、必要に応じ改善指示を行うことによって、自
家用電気工作物の保安の適正化を図り、もって、事故の未然防止並びに公害防止等に寄与することを目的とし
て実施します。

Ⅱ　立入検査の実施方法
１　立入検査対象事業場の選定基準
　検査の実施にあたって、次の①～⑦に該当する事業場から被検査対象を選定します。
①電気事故報告があった事業場
②技術基準適合命令を受けた事業場
③経年劣化の恐れがある事業場
④新技術を導入している事業場
⑤電気事故等が発生した場合に社会的影響が大きいと認められる事業場
⑥保安の確保が適切でない恐れがある事業場
⑦電気保安の実態の把握が必要と認められる事業場

２　立入検査の内容
　立入検査は、電気事業法の目的である公共の安全を確保するため、自家用電気工作物設置者の自主保安体
制が十分機能していることを確認するもので、これらの確認のため主に次の４項目について、書類及び電気
工作物の施設状況の検査を実施します。
①保安規程の遵守状況
②主任技術者の執務状況
③技術基準への適合状況
④その他電気事業法への遵守状況

Ⅲ　立入検査結果の概要
１　立入検査結果の概要

平成30年度は13箇所の事業場に立入検査を実施しました。
主任技術者の選任形態別では、専任７箇所、兼任２箇所、外部委託３箇所（保安法人１箇所、電気管理技

術者２箇所）、未選任１箇所を選定しました（図１参照）。
選定基準としては、電気事故報告があった事業場３箇所（感電２箇所、波及１箇所）、保安の確保が適切で

ない恐れがある事業場１箇所、電気保安の実態を把握するための事業場９箇所を選定しました。
業種別の件数では、製造業（事業所・工場等）が９件、小売業（店舗）１件、水道業が１件、スポーツ施

設提供業（ゴルフ場）が１件、地方公務（市町村機関）が１件となっています（図２参照）。
県別では青森県が４件、宮城県が３件、秋田県が１件、山形県が１件、福島県が３件、新潟県が１件でした（図

３参照）。
立入検査の結果、10事業場において法令違反等が認められ、検査項目別では、保安規程の遵守状況と技術

基準の適合状況で遵守されていない事業場が散見されました。

平成30年度の自家用電気工作物（需要設備関係）に係る立入検査結果について
関東東北産業保安監督部　東北支部

Ⅰ　立入検査の目的
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２　項目別不備事項の概要
（1）主任技術者（電気管理技術者、保安業務従事者を含む。以下同じ）の執務状況

電気事業法第43条において、自家用電気工作物を設置する者は、その電気工作物の工事、維持及び運用
に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を選任することを定めています。また、同条第４項では、
主任技術者が自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければな
らないことを定めています。

立入検査を実施した事業場において、主任技術者の執務状況を確認したところ、保安管理業務を外部委
託している事業場において、低圧電路の絶縁監視装置の警報発生時に電気管理技術者が警報発生の原因を
調査し、適切な措置を講じていない事例が確認されました。

（2）保安規程の遵守状況
電気事業法第42条において、自家用電気工作物を設置する者は、その電気工作物の工事、維持及び運用

に関する保安を確保するため必要な事項について保安規程を定め、国に届け出るとともに、自家用電気工
作物を設置する者及びその従業者は、この保安規程を遵守しなければならないことを定めています。

立入検査を実施した事業場において、保安規程の遵守状況を確認したところ、９事業場において32件の
不遵守事項が確認されました（表１参照）。

図１　選任形態別内訳

図２　業種別内訳 図３　県別内訳

全13件

製造業
9件

小売業
1件

水道業
1件

地方公務
1件

スポーツ施設
1件

宮城県
3件

専任
7件

外部委託
3件

兼任
2件

未選任
1件

秋田県
1件

福島県
3件

山形県
1件 青森県

4件

新潟県
1件

全13件 全13件
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表１　保安規程の不遵守の内容
保安規程の不遵守事項 件数

保安組織 2件
組織系統図の指揮命令系統及び連絡系統が実態と相違している 1件
主任技術者の代務者が明確になっていない 1件

保安教育 2件
保安に従事する者に対して保安教育・訓練を適切に実施していない 2件

工事の計画及び実施 3件
工事の実施にあたり工事計画を立案して所長等の承認を得ていない 1件
工事の実施にあたり作業責任者を選任していない 1件
工事の実施にあたり作業心得を定めていない 1件

巡視点検 9件
保守業務を行うにあたり年度計画を作成して所長等の承認を得ていない 1件
電気設備点検基準が整備されていない 1件
点検内容が規定されていない設備がある 2件
巡視、点検及び測定が規定のとおり実施されていない 2件
点検、測定頻度が遵守されていない 1件
点検結果、技術基準に適合していないにもかかわらず改修が行われていない 2件

運転又は操作 3件
運転又は操作基準が適切に定められていない 3件

災害時の防災体制 1件
災害対策要領が整備されていない 1件

記録・保存 3件
工事完成後、主任技術者が検査した記録がない 1件
一部設備において巡視点検記録がない 1件
記録の具体的な保存期間が定められていない 1件

その他 9件
法定事業者検査、使用前自己確認に係る実施体制及び記録の保存に関する規定がない 3件
責任分界点が定められていない 1件
事業場の構内図が実態と異なっている 1件
設備台帳が整備されていない 2件
保安規程変更届出書の写しが保存されていない 1件
ばい煙発生施設に係る工事計画届出書の写しが保存されていない 1件

合　計 32件

（3）技術基準の適合状況
電気事業法第39条において、自家用電気工作物を設置する者は、その電気工作物を技術基準に適合する

よう維持しなければならないことを定めています。
立入検査において事業場の設備を確認したところ、４事業場において４件の指摘事項が確認されました

（表２参照）。

表２　電気工作物の指摘事項
指　摘　事　項 技術基準 解釈 件数

【受電設備】 4件
電路に施設する機械器具の金属製の外箱に接地工事が施されていない 10条 29条 1件
電路の絶縁抵抗値が基準を満たしていない 58条 14条 2件
高圧屋内配線と他の屋内配線が接触している 62条 168条 1件
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（4）電気事業法遵守状況
平成30年度の立入検査において、前述の保安規程遵守状況及び技術基準の適合状況以外で電気事業法の

不遵守が２事業場において確認されました（表３参照）。

表３　電気事業法遵守状況
電気事業法不遵守事項 2件
主任技術者の選任が行われていない【法第43条】 1件
事故の発生を知った時から24時間以内に速報が行われていない【報告規則第3条第2項】 1件

なお、過去の立入検査において電気関係報告規則に基づく、ばい煙発生施設に係る変更の届出漏れが見
受けられています。

ばい煙発生施設の設置者におかれましては、設置者の名称、代表者名、設置者の住所、事業場の名称、
所在地等に変更があった場合、ばい煙発生施設を廃止した場合等には、遅滞なく届出をお願いします。

また、ＰＣＢ含有電気工作物についても電気関係報告規則により、以下の①～⑤に該当する場合、届出
が義務付けられていますので、該当する場合は遅滞なく届出をお願いします。
①ＰＣＢ含有電気工作物であることが判明した場合
②設置者の名称、代表者名、設置者の住所、事業場の名称、所在地等に変更があった場合
③ＰＣＢ含有電気工作物を廃止した場合
④ＰＣＢ含有電気工作物の絶縁油の漏洩事故があった場合
⑤高濃度ＰＣＢ含有電気工作物を毎年度末時点で設置又は有している場合

Ⅳ　総 括（まとめ）
電気事業法において、自家用電気工作物を設置する者に求められている保安は、「自主保安体制」の確立です。

この自主保安体制は、技術進歩や事業者の自主保安への認識の高まりなどの環境変化を背景に、これまでに幾
度かの電気事業法改正を行い国の直接関与を必要最小限とし、自主保安を基本とした保安規制へと移行が図ら
れてきたところです。

平成30年度の自家用電気工作物の立入検査を実施した結果、保安規程遵守状況については32件、技術基準に
ついては４件の指摘を行い、立入検査を実施した13事業場のうち10事業場において、何らかの法令違反等が確
認されました。実施したうちの７割以上の事業場において指摘事項が確認されるなど、電気工作物の保安に関
する制度や、責任・義務といった基本的な事項についての認識・理解が不十分である事業場が多く見受けられ
ました。

一旦電気事故を発生させれば、自社においては生産活動等の停止に伴う金銭的損失はもちろんのこと、感電
事故であれば死亡に至るケース、波及事故であれば周辺の需要家を停電させてしまうなど、社会的に大きな影
響を引き起こしてしまいます。また、検査の中で経営コストの削減によって計画的な設備更新がなされず設備
の老朽化が進んでいる事業場も見受けられ、このような状況を放置すれば将来的に電気事故につながる可能性
が高まるものと考えられます。

主任技術者や電気設備担当者等の皆様は、電気保安の専門家として保安業務に取り組んでいただくとともに、
保安確保のために必要な措置について設置者の責任者に働きかけをお願いします。また、設置者におかれまし
ては、自社で選任した主任技術者又は外部に委託した保安業務の担当者の点検等に立会って設備の状況を確認
の上、計画的な設備更新を実施していただくようお願いします。
「電気の保安」は関係する皆様方の一つ一つの実績の積み重ねで成り立っております。改めて電気保安の大

切さ、電気事故の怖さを認識していただき、電気保安行政へのご理解とご協力をいただけますようよろしくお
願いします。
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3kV設備の停電事象の再調査に関わる技術支援

今回は、2018秋季号（vol.275）に掲載した「高圧3kV設備を有するお客さま設備で発生した停電事故事象」
の再調査に関わる、弊協会総合技術センターによる技術支援事例をご紹介いたします。

高圧設備に設置される地絡過電圧継電器（以下「ＯＶＧＲ」という）は、高圧電路のケーブル、機器等の
絶縁劣化、電路と大地間が接触して起こる地絡事故を検出する保護装置であり、組み合わせる異常検出装置（当
該設備において、以下「ＺＰＤ」という）により地絡事故時に発生する異常電圧（以下「零相電圧（Vo）」
という）を検出し、その零相電圧（Vo）が設定値を越えると動作するもので、遮断器等を開放（停電）させ
ることで保護します。

ＯＶＧＲ動作によって停電となり、点検を行うも異常が認められず、復電操作を行ったところ再度ＯＶＧ
Ｒが動作した事象について、前回調査（以下「初回調査」という）を踏まえ、原因調査のため停電年次点検
に併せた再調査の技術支援を行いました。

１　当該設備の概要
当該お客さま設備は、3kVモーターを有するプラント設備であり、高圧6kV受電設備から6kV/3kVの連絡

用変圧器（タイトランス）を介し3kV設備に送電しており、3kV側の地絡保護用にＺＰＤとＯＶＧＲが設置
されています。（図１）

２　停電事故の状況
（1） 3kV系設備停止中（一部処理設備除き）に3kV側ＯＶＧＲが動作し、3kV主遮断器が開放（停電）して

いた。同様の事象が過去２回発生している。
（2） 3kV設備の点検後、絶縁抵抗測定値を含め異常が認められないため主遮断器の復電操作を行ったが、 

ＯＶＧＲ動作により3kV主遮断器が再び開放（停電）した。
（3） 設備の稼働時において初回調査を行い、受電設備の外観上の不備及び設置不備がないことの確認と、各

測定個所のデータを高速記録装置により同時測定し（図１）、停電点検に併せた再調査が必要と判断した。

３　再調査
（1）3kV側ＯＶＧＲの特性試験（高調波影響確認）

初回調査における測定で、3kV側ＺＰＤ出力に第３高調波成分が多く見られたことから、ＯＶＧＲの動
作値が第３高調波の影響を受けるのか確認した。

結果、メーカー管理値を超える第３調波の入力では、高調波成分が大きくなるにつれ、最小動作値が小
さくなった。

（2）3kV用遮断器復電操作時における零相電圧（Vo）発生確認
復電操作時において、初回調査と同様の各箇所を超高速で同時測定した。
測定の結果、3kV遮断器投入時に、3kV側の突入電流及び6kV側突入電流に併せ、各線間電圧の変動と

零相電圧（Vo）の発生（継続時間100ms程度）を確認した（図２、図３）。
また、3kV遮断器投入時において第３高調波はほぼ見られず、後述の連続測定結果から第３高調波成分

は運転状態において発生が見られた。
（3）零相電圧（Vo）発生レベルの連続測定

通常稼働状態における3kV側ＺＰＤ出力の推移を一定期間測定した結果、設備の異常に起因しない出力
値を確認しました。

また、測定期間中の3kV側ＺＰＤ出力変動の最大値は、3kV側負荷が操作される時間帯において、設定
値を超える零相電圧（Vo）の短時間発生を確認した。
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４　考　察
初回調査及び再調査の結果から、以下について考察しました。

（1）設備停止時における3kV主遮断器の開放動作
ａ　夜間でも屋外の3kV側一部設備で、小動物等による一時的な地絡動作が考えられる。
ｂ　 配電線の大きな電圧変動により電圧が不平衡となった場合、3kV側ＺＰＤ二次側に零相電圧として出

力され、設定値を超過することで、開放動作に至る可能性がある。
（2）3kV主遮断器投入時の零相電圧（Vo）発生について

投入操作時の電圧変動や、3kV系負荷設備における一時的な不平衡があった場合には、設備に異常がな
いにもかかわらず零相電圧が検出される。

投入後の励磁突入電流の変動に応じて、電圧変動と零相電圧の発生が見られ、励磁突入電流の大きさと
継続時間は、投入位相と負荷、残留磁束（開放時の負荷、位相）などの条件により大きく異なり、今回操
作時より大きなレベルで長く継続する可能性がある。

（3）運転状態における継電器誤動作の可能性
通常稼働時の測定結果から、ＯＶＧＲが当初の設定値の場合、3kV負荷の変動や始動時にも動作する可

能性がある。

５　まとめ
これまでの調査結果を踏まえ、当初の設定値では、停電後の復電及び通常運転における負荷操作において

も誤動作による停電に至る恐れがあるため、測定データを根拠に、変更した設定値で今後も運用することと
しました。

また、変更した設定値では停電事象は再現しておらず、運転に支障は生じていないものの、当該設備の
3kV側地絡保護が、ＯＶＧＲのみの方式であるため、配電線の不安定や自社負荷の急変により電圧変動（不
平衡）が生じた際は、今後もＯＶＧＲが誤動作に至る可能性があるため、同様の事象が発生する場合は、適
正な保護方式を検討することとしました。

電気設備における停電事故は、業務に多大な影響を及ぼす恐れがあります。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。

図１　単線結線図（簡略）
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屋内

VTT
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CTT
200V系動力他 高圧コンデンサ
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［測定個所］
① 6kV線間電圧　[V]
② 3kV線間電圧　[V]

屋外 ③ PAS-ZPD出力[mV]
処理場 ④ 3kV-ZPD出力[mV]

⑤ 6kV電流　　　　[A]
高圧モーター ⑥ 3kV電流　　　　[A]

DGR

Ｍ

【測定機器】

【試験器】

3kV用遮断器

③

①

⑤

⑥

②

④
OVGR
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図２　計測波形例

図３　計測値例
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電気事故の概要について

１　電気事故の受付件数

本稿でいう電気事故とは、お客さまの電気設備に何らかのトラブルが発生することであり、平成21年度か
ら平成30年度まで過去10年間の受付件数※1は、図１のとおりです。

平成22年度からは、お客さまに安全・安心を提供するために監視装置の取付けをより推進したことから、 
「③監視警報」の受付がこの年度を境に増加しました。

特徴としては、「①全停電」（グラフの下部）の受付が平成21年度以降、毎年約800～1,100件と毎年ほぼ横
ばいで推移していることです。（平成27年度は629件、平成30年度は652件と、自然災害が少ない年度は減少し
ています）。

弊協会では、お客さまの電気設備の不意なトラブル発生に対して、24時間・365日緊急出動できる体制を整
えております。具体的には、お客さまから直接、停電や電気が使えないなどの連絡を受けて出動します。また、
お客さまの受電設備に弊協会が設置している低圧絶縁監視装置（以下「監視装置」という）からの漏えい電
流に関する警報を受信（電話連絡方式はお客さまからの連絡）し、お客さまに設備の異常内容を確認のうえ
出動するなど必要な対応を行っています。

本号では、過去10年間の出動内容別の件数、出動の結果や電気機器の損壊等が発見された事象の概要につ
いてお知らせします。

※１　�お客さまからの電気が使用できないとの連絡、監視装置からの警報、東北電力（株）からの停電情報など。（月次点検や年次点検等で発見されたト
ラブルは除く。）

※２　平成24年度は、雷や着雪などによる事故が多発した年度であり全停電が1,000件超となっています。

図１　電気事故の受付件数の推移
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２　高圧事故

高圧事故とは、高圧機器のトラブルでお客さま設
備が全停電事故となったものをいい、図２のとおり
年間約1,000件発生しています。

お客さまからの緊急連絡で出動した結果、「全停電」
であったのは平成30年度で652件であり（図１）、こ
れに監視装置の警報や東北電力（株）からの連絡な
ど、実際に現地に出向いたら高圧事故であったもの
を加えると921件（波及事故※の５件も含む）となり
ます。これは、弊協会のすべてのお客さま軒数の
1.67%となります。

お客さま設備の高圧事故が、どの程度の発生頻度
なのかをイメージしていただくため、図３に自動車
による交通事故と比較してみました。その結果は、
高圧事故の方が３倍以上の高い発生割合となってい
ます。

高圧事故が一旦発生するとその復旧作業は難し
く、高圧機器が破損などしていると復旧に数日を要
することもあります。

３　引込施設の高圧事故

受電設備の中で、高圧気中開閉器、引込線、高圧
ケーブル等の引込施設は、状況によって波及事故に
つながるおそれがあります。

引込施設は、引込柱などの屋外に設置されている
もので、季節、気候などの影響を直接受けることに
なります。

図４に引込施設の事故発生部位の割合を示しま
す。この中では、“高圧気中開閉器”が18%、“地絡
継電器”が22%と全体の40％を占めていることが分
ります。

高圧気中開閉器と地絡継電器は、高圧回路の漏電
事故発生時に連動して自動的に電気を止め、周囲の
お客さまへの停電拡散を防止するものです。しかし、
これらの機器は長期の使用により経年劣化で電子部
品が故障したり、落雷時には、異常電圧により地絡
継電器内部が焼損する（写真１）ことがあります。

図２　高圧事故の推移
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図４　引込施設の事故発生部位比較
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（出典：令和元年警察白書）

図３　高圧事故と自動車事故の発生割合

年間事故数 母集団
高圧電気設備の事故

（平成30年度） 921件 55,170軒
（お客さま軒数）

全国の自動車による交通事故
（平成30年） 430,601件 8,231万人

（運転免許保有者数）

※�波及事故とは、工場・ビル・事務所の電気設備の故障、損傷等により
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他の
お客さまが停電する事故です。
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また、高圧気中開閉器本体の内部に雨水が浸入し
て、構内の停電事故に至る事例が少なくありません。
その原因としては、雨や雪、太陽光等の自然環境の
中で塗装が劣化することによる外箱の発錆や、パッ
キング（ガスケット）の経年劣化から気密性が低下し、
本体内部発錆による腐食などがあります（写真２）。

さらに、本体内部の発錆により保護装置の機能が
果たせない場合は、お客さま構内だけではなく、東
北電力（株）の配電線を停止させる波及事故に繋がる
おそれもあります。

４　高圧機器の適切な更新

受電設備で使用する高圧機器は、使用開始から一
定年数を経過すると故障率が極端に高くなります。

図５に設備経年数と故障発生率の関係を表しま
す。この図では、

（Ⅰ）初期故障期間
（Ⅱ）偶発故障期間
（Ⅲ）摩耗故障期間、経年劣化期間
の時間軸において、（Ⅲ）の期間における適切な維
持補修投資が必要であるとされています。

弊協会では、この（Ⅲ）の期間の前に予防保全の
対策を講ずることが適切として、一般社団法人日本
電機工業会が推奨する「汎用電気機器　更新のおす
すめ」や各メーカーの更新推奨時期を目安に取替え
をお願いしています。

５　最後に

高圧事故による全停電は、生産活動のすべてをス
トップし、生産遅れに伴う補償、集中生産のための
時間外労働手当、さらに波及事故の損害賠償の支払
いなど、多額の経費発生が想定されます。

不測の停電事故に至らぬよう高圧機器の計画的な
更新を行い、高圧機器の健全性を適切に確保し、事
故の未然防止をお願いします。

写真２　経年劣化で内部が発錆した高圧気中開閉器

図５　設備経年数と故障発生率の関係（通称：バスタブ曲線）

故
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率

（Ⅱ）（Ⅰ）

通常のメンテナンス

時間

適切な維持補修投資が必要

（Ⅲ）

（Ⅰ）初期故障期間：施設・設備の不具合要因（設計ミス等）による故障が使用
の初期に顕在化する時期。

（Ⅱ）偶発故障期間：初期故障がおさまった後、故障率がほぼ一定となる期間。
（Ⅲ）摩耗故障期間、経年劣化期間：偶発故障期間に続き、故障率が漸次高くな

る期間、設備の摩耗、疲労などにより寿命が尽きることによる。設備寿命
を延ばすためには、この段階を迎える前に適切な維持補修が必要となる。

出典：Reliability Modeling and General Redundancy Techniques, 1978, Bill D. Carroll

（出典：経済産業省「産業事故調査結果の中間とりまとめ」H15.12.16）

写真１　落雷で焼損した地絡継電器の内部
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今回ご紹介する株式会社秋田東北ダイケンさまは、
秋田県内の病院、オフィス及びホテルなどの清掃、各
種設備の監視、巡視点検、法定点検などのビルメンテ
ナンス事業をはじめ、ビル設備関連各種工事や、イン
ターネットの通信工事など幅広い事業を行っておられ
ます。

今回は、第50期設備職安全衛生大会を開催されてい
る中、貴重な時間をいただき、現場で設備関係に従事
されている20名の皆さまを対象に、電気の安全使用を
テーマにして電気安全セミナーを受講いただきました。

セミナーの内容
セミナーでは、ＤＶＤ「日常作業の電気事故」を視

聴していただき、過去の事故事例から感電事故の怖さ、
電気の安全な使用方法について学んでいただきまし
た。その後、「電気機器を取扱う場合は濡れた手で触
れないこと」、「機器のアース線はしっかりと取付ける
こと」、「電気設備に異常があった場合は、電気担当者
に連絡すること」のご説明とお願いをさせていただき
ました。

また、巻きつけたまま使用したコードが過熱する様
子や、コンセントのトラッキング現象を模擬実演し、
電気の安全使用について意識を高めていただきまし
た。受講いただいた方からは、「トラッキング現象を
実際に見ることにより、電気火災の原因を知ることが
できた」「模擬実演の最中に発生した火花に驚いた」
などの声がありました。

セミナー受講後のご感想
● 自宅に帰ったら、長い間差し込んだままになってい

るコンセントを掃除します。
● コンセントのトラッキング現象などを見せていただ

き、電気は100Vでも非常に怖いものだと感じた。

などのご感想をいただきました。

秋田事業所
株式会社秋田東北ダイケンさま

株式会社秋田東北ダイケンさまが入居するビル

ブレーカー操作方法の説明

トラッキング現象などの実演
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冬は電気コードの過熱に要注意 !!
冬場は、電気こたつやファンヒーターなどの電気機器の使用が増えることで、電気コードや延長コードの

出番も増えてきます。
しかし、それと同時に、ふだん何気なく使っているコンセントや電源プラグ、電気コードや延長コードも

間違った使い方で過熱や火災につながることもあります。
電気コードによる火災などの事故を予防するには、

❶  コンセントやテーブルタップの電流限度を超えるタコ足配
線はしない。（※1）

❷ 電気コードの上に物を置かない。

❸ 扉やドアにはさんだり、家具など重い物の下敷きにしない。

❹ 差込プラグを抜く際は、コード部分を引っ張らない。

❺ コードは束ねたまま使わない。

❻  ビニールコードは、ステップル（電線を固定するための釘
のある電材）で固定しない。

❼  コンセントやテーブルタップには、水気のものをこぼした
り、ペットが排尿しないように注意する。

❽  刃がグラグラしたり、曲がったり、壊れた電源プラグは使
用しない。

❾ 電源プラグの刃はしっかり差し込む。

�  湿気の多い所や家具の裏などにあるコンセントに差しっぱ
なしの電源プラグは、こまめに掃除をしてホコリや水気を
取り除く。

などの注意が必要です。
正しい使い方と電気設備のこまめなチェックで、電気は正

しく安全に使いましょう。

※１　タコ足配線とは？
　テーブルタップをたくさん使って差込口を増やし、多くの家電製品を同時
に使う状態のことです。
　コンセントは、一般的には15アンペア（1,500ワット）までとなっていま
す。消費電力が小さいものだけなら問題ありませんが、テーブルタップなど
に記された電気容量をお確かめのうえ、使用することが大切です。

プロテクタ
プロテクタ

しっかり
持って！
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新庄事業所は、毎年８月の経済産業省主唱に
よる「電気使用安全月間」の活動の一環として、
公共施設の電気設備の安全診断を毎年実施して
おり、今年は、８月23日に３名で出動し、戸沢
村の「戸沢村若者センター」さまの電気設備の
安全診断を実施しました。
“最上川舟下りの里”戸沢村にある「戸沢村

若者センター」さまは、多目的ホール、和室、
集会室、食堂などを兼ね備えた施設です。周囲
には野球場、多目的グラウンド、野外ステージ、
屋外遊具施設がある関係で、村民はもちろん、
村民以外の方も施設使用者がミーティングや食
事休憩の場所として数多く利用しています。ま
た、施設を囲むように桜の木が植栽されており、
春には満開の桜が楽しめます。

当日は、13時30分から安全診断を開始しまし
た。まず屋外に設置されている引込盤で漏れ電
流の測定を行い、施設全体で漏電していないこ
とを確認しました。続いて行った屋外に設置さ
れている機器類と分電盤の外観点検では、セン
ター入口に設置されている自動販売機１台の接

地線が、本体の接地端子から外れていました。
また、屋外分電盤内の100Vコンセントが破損
していました。施設の方に接地線の役割と、こ
のまま使用すると感電などの危険性があること
をご説明し、接地線の再取付けと予備で持参し
ていたコンセントの交換を行いました。

施設内の点検では、分電盤やコンセントなど
の外観点検を行いましたが、設備に異常はあり
ませんでした。事故予防にもなることから分電
盤の清掃も行いました。ちょうど食堂がひと段
落した時間だったため、食堂で働いている方か
らも「ご苦労さま」などと気さくに声をかけて
いただき、和気あいあいとした中でスムーズに
作業を進めることができました。

１時間30分後に作業を終了し、立会いしてい
ただいた施設の方から「おかげさまで、安心し
て電気が使えます」と感謝の言葉をいただきま
した。

電気事故の未然防止と、電気を安全に便利に
使用していただくよう、今後も公共施設や福祉
施設等の電気設備安全診断を定期的に実施して
いきたいと思います。

「戸沢村若者センター」さまの
電気設備の安全診断を実施しました

新庄事業所

充実した屋外運動施設

漏れ電流測定の様子

若者センターさま

接地抵抗測定の様子
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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

ポータル★前号vol.279の
　正解は、 でした。

★前々号vol.278の応募者総数は107名、
　正解者は79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　令和2年3月31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「弊協会について」の「セールスポイント」をご覧ください。

24時間体制で〇〇・確実に組織力
で電気トラブルに対応します。

電気の安全・省エネ ワンポイント



21

『笑顔かがやく　希望のまち　むつ』むつ市
（青森県）

むつ事業所

◎青森県むつ市
■交 通 手 段／［ＪＲ利用］ＪＲ大湊線「下北駅」より徒歩で約25分　　［自動車利用］下田百石ＩＣから約110分
■問い合わせ先／むつ市観光戦略課、シティプロモーション推進課　☎0175-22-1111
　　　　　　　　ＵＲＬ：http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/1,html

（写真提供）むつ市観光戦略課、むつ商工会議所※弊協会では、むつ市の施設33箇所の電気設備を点検させていただいております。

下北地方の政治、経済、流通の中心地として成長してきた田名部町と、海軍水雷団が設置され、戦後の軍解
体を経て自衛隊の基地として発展を遂げた大湊町は、下北地方の中核都市として人口10万人の田園工業都市を
目指し、昭和34年９月１日に「大湊田名部市」として合併、翌年の８月１日に全国初のひらがなの市「むつ市」
に改称しました。

さらに、平成17年３月14日には、ホタテ養殖等の漁業を中心としたまちづくりを進めてきた川内町、室町時
代から続いているヒバ材搬出等の林業及びイカを中心とした漁業等によりまちづくりを進めてきた大畑町、鱈
をはじめとした漁業と北限のニホンザルや風光明媚な自然を活かした観光によりまちづくりを進めてきた脇野
沢村が合併し、新「むつ市」としてスタートを切りました。

日本三大霊場　恐山
日本三大霊場の一つに数えられる恐山は、貞観４

年（862年）に円仁（慈覚大師）によって開山され、
天台宗の修験道場として栄えました。蠣

かき
崎
ざき

の乱によ
り廃寺となりましたが、享禄３年（1530年）に再興
されました。

風車がカラカラとまわり荒々しい岩場の間から硫
黄の臭いが立ちこめる様子は、「地獄」を、美しい
白砂の浜は「極楽」を連想させます。

光のアゲハチョウ（釜
かま

臥
ふせ

山
やま

展望台）
釜臥山展望台からのむつ市内の夜景が、華麗なア

ゲハチョウのようにくっきりと浮かび上がります。
本州最北端の国定公園「下北半島」をロマンチッ

クに彩る見事な夜景で、東北地方随一の夜景と賞さ
れます。日中であれば展望台からさらに10数分ほど
遊歩道を登れば、頂上（878m）からの絶景もお楽
しみいただけます。釜臥山展望台は、５月下旬（た
だし、開設日が雪の状況により遅れる場合がありま
す）から11月３日まで、時間は午前８時30分から午
後９時30分まで利用できます。

田名部神社例大祭（田名部まつり）
東北の夏祭りのフィナーレを飾るのが、下北最大

規模の田名部まつり（田名部神社例大祭）です。 

８月18日から20日の３日間、市内に繰り出す豪華絢
爛な５台の山車、京都祇園祭の流れを汲む哀調を帯
びた祇園囃子。最終日20日深夜には、５台の山車が
一堂に会して樽酒を酌み交わし、来年の再会を誓う

「五車別れ」でクライマックスを迎えます。

大湊海自カレー、大湊海軍コロッケなど
観光交流センター「北の防人大湊　安

あん
渡
ど

館
かん

」のカ
フェテリア等むつ市内の各飲食店で「大湊海自カ
レー」「大湊海軍コロッケ」「大湊Sora空っ！」が
提供されています。また、特産品・特産物としてツ
ヤツヤ、モチモチ、冷めてもおいしいお米「ほっか
りん」のほか、ほくほくあま～い！栄養たっぷりで
美容にもとても効果的な「アピオス」、脇野沢を代
表する魚「マダラ」、栄養価も高い「焼き干し」、陸
奥湾産の海の幸「ほたて貝」、高級白身魚の代表格
として刺身や寿司ネタとして用いられている関根浜
産の「ヒラメ」、干しナマコの加工生産などで知られ、
川内地区で水揚げされている「ナマコ」、近年人気
の高まっている、引き締まった身、程よい脂の乗り
と鮮やかな肉色、国内でも珍しい海中養殖されてい
る「海峡サーモン」を是非一度ご賞味ください。

田名部まつり
恐山 むつ市の夜景
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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。
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http://www.t-hoan.or.jp/http://www.t-hoan.or.jp/

一　　般
財団法人

お客さまの受電設備において、落雷などにより電気機器が損傷した場合、その損害は甚大なものに
なります。

弊協会は、ご契約をいただいているお客さまの負担軽減に役立つよう『受電設備保証保険』に加入し、
機器の損害を保証するサービスを提供しております。

受電設備保証保険の概要
１　 お客さまの保険料負担はあり

ません。
２　 不測かつ突発的な事故（落雷、

水災、他物接触など※）により、
お客さまの受電設備が損壊し
た場合、その損害をてん補し
ます。（限度額：なし 免責額：
２万円）

３　 上記２の突発的な事故による
波及事故で、他者に対し法律
上の損害賠償責任を負う場合、その額をてん補します。（限度額：500万円　免責額：なし）

※自然災害では、落雷、水災のみが対象となります。

受電設備保証保険に加入しています

　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
●災害時の安全ポイント
●電気安全のしおり

個人のお客さま

●電気安全セミナー
●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

●�2019年度夏季の電力需給実績の振り返り及び�
冬季の電力需給見通し・対策（経済産業省）

●冬季の省エネルギーの取組を決定しました
　（東北経済産業局）

その他新着情報など


