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　新潟県佐渡島内の海沿いのごつごつとした岩場
などに自生するイワユリが、５月下旬から６月上
旬にかけて各地で見頃を迎え、海岸線を鮮やかに
彩ります。群生地のひとつ、佐渡市北片辺の藻浦
崎公園では、濃いオレンジ色の花が初夏の訪れを
告げています。



1

融雪設備の自動負荷制御による電気基本料金の抑制
～加賀マイクロソリューション株式会社山形事業所さまの省エネの取組み～

今回ご紹介する加賀マイクロソリューション株式
会社さまは、エレクトロニクス業界のリーディング
カンパニーとして、その実績を最大限に活かし、パ
ソコンを始めとする電子機器製品等の企画・開発・
製造から、アフターサービス、リユース及びリサイ
クルまでワンストップでサービスを提供しておられ
ます。

〔導入経緯〕
　加賀マイクロソリューション株式会社さまの受電
電圧と容量を東北電力株式会社の契約プランに当て
はめると「高圧電力Ｓ※1」が適用になりますが、最
大デマンド500kWを超えると契約プラン「高圧電力
※2」が適用となり、基本料金の単価が高くなります。
昨年までは、デマンド監視装置の警報が鳴動する度
に手動で負荷制御を行っていたことから、冬季間に
使用する融雪設備を自動で負荷制御する弊協会のエ
ネルギー監視サービス（スタンダードプラン）への変
更を提案しました。

〔提案内容〕
　これまでは、冬季間に気温が３℃以下になると融
雪ヒーターが一斉作動する仕様のものを、ヒーター
回路を４ブロックに分けて、優先順位を決めて順次
電源投入をしていく制御を提案しました。これによ
り、デマンド値の急激な上昇を抑えることができ、
最大デマンドが500kW未満での運用が可能になると
ともに、順次作動させることから電気使用量も削減
され電気料金の抑制に繋がります。

〔導入効果〕
　今年は、暖冬で融雪設備を使用する程の積雪がなく、エネルギー監視サービス稼働による成果はあまり見え
ない状況ではありますが、東北電力株式会社の契約プランで比較すると「高圧電力Ｓ」と「高圧電力」では、
下表のとおり基本料金に差があることから、同様の事例が考えられるお客さまには積極的に提案していきたい
と考えております。

米沢事業所

契約プラン 基本料金
（円/kW・月）

契約電力
（kW）

月額基本料金
（基本料金×kW） 差　額

高圧電力Ｓ（例：490kW） 1,320 490 646.8（千円） －

高圧電力　（例：510kW） 1,980 510 1,009.8（千円） 363（千円）増

加賀マイクロソリューション株式会社山形事業所さま

エネルギー監視サービス取付け前

エネルギー監視サービス取付け後

例：東北電力株式会社の契約プラン（工場等のお客さま）　注：「契約プランは各電力販売会社により異なります」
※１高圧電力Ｓ：契約電力が50キロワット以上であり、かつ、500キロワット未満
※２高圧電力　：契約電力が500キロワット以上であり、かつ、2,000キロワット未満

ゲートウェイ

各種タイマー
及びリレー

リモートＩ／Ｏ
制御ブレーカー
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底の宇宙と空の宇宙地
─星の村天文台オープンの経緯について教えてください。
　オープンは２段階あります。まず天文台がオープ
ンしたのが平成３年（1991年）の７月１日です。そ
の後プラネタリウムもできて「星の村」として誕生
したのが、翌４年の８月です。当時の滝根町（現田
村市）には「地底の宇宙」と称される「あぶくま洞」
と「入水鍾乳洞」がありましたが、もう一つほんと
うの「空の宇宙」があるといいのではと天文台構想
が出てきたんです。町おこしの一環として、あぶく
ま洞・入水鍾乳洞・天文台を、一体的にとらえて「星
の村」と名付け、周辺も含めて新たな面白い観光地

に育てていこうという狙いでした。日本人で初めて宇
宙に行ったＴＢＳの秋山宇宙飛行士を元滝根町長と
私がお誘いして、現地を見に来てもらい、しばらく星
の村の村長をしていただいたという経緯もあります。
　そして、平成23年７月に天文台20周年の記念式典
を計画していたところ、東日本大震災が起きてしま
いました。オープン以来活躍していた天体望遠鏡は、
震度６弱と言われた地震で倒壊しましたが、大規模
な修理を行ってクレーンで再び運び込み、１年後の
７月に天文台は復活しました。新しい望遠鏡は「絆 
KIZUNA」と名付けました｡ 避難された人にも、復
興にあたる人にも、たくさんの星を見ていただき楽
しんでいただくことで、心豊かな時間をいっしょに
感じていただきたいという願いを込めたものです｡

で見て興味が出たら望遠鏡目
─天文台の特徴や施設の概要などお聞かせください。
　まずここは阿武隈高原の高台に立地していますの
で、ここからの眺めがすばらしい。条件に恵まれれ
ば、望遠鏡でなくても最高の星空を観察できます。
天文台は高さ16mの３階建てで、福島県では最大の
口径65cm反射式天体望遠鏡を設置しています。天
文台としての研究もしていますが、どちらかという
と一般の人にお見せすることが主体の観光天文台で
す。子どもたちに興味をもってもらえればいいと
思っています。大人でもいいんです、親子で来ると
子どもより親の方が興味をもつ人も多いんです。親

今季号のお客さま

標高650mの高台に立地する星の村天文台

福島県田村市　星の村天文台 さま

雄大な景観で知られる阿武隈高原の山頂付近に
「星の村天文台」という特徴的な天文台があります。
地元のファミリー、子どもたちはもちろん、首都圏
の天文ファンの来館も多く、あぶくま洞、入水鍾乳
洞とともに魅力的な観光スポットとなっています。

本日は星の村天文台 大野 裕明 台長をお訪ねし、
弊協会郡山事業所長 笠原 勝則がお話をうかがいま
した｡

星の村天文台

台長 大野 裕明さま
東北電気保安協会
郡山事業所長

笠原 勝則

天文台から望む夕日

天文台と南の星の動き
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が星や宇宙への興味をもち続けていれば、いずれ子
どもに伝えていくことができますから。ふだんの星
座観賞とか流れ星観賞は、肉眼だけで十分です。
ちょっと興味をもったら望遠鏡に進んでもらえれば
いいです。興味を持たれるのは、何でもそうですけ
れどちょっとしたきっかけですからね。

文台は、首都圏から約2時間天
─天文台ではどんな楽しみ方がありますか。
　都会に住んでいる人はなかなか星が見えないとい
う事情がありますから、そういう人たちにぜひ来て
いただきたいですね。ここは関東地方からの天文愛
好者もけっこう来ていただいています。新幹線でも、
高速道でも東京から約２時間のアクセスです。市内、
県内の子どもたちはもちろん、関東の人たちも周辺
観光とともに、天文台を楽しんでいただきたいと思
います。
　毎週土曜日の夜には星空の観察会を行っていま
す。天気がよくないといけませんが、プラネタリウ
ムではなく天体望遠鏡による星空の観察で、とても
人気があります。それから昼の天文台の楽しみ方と
して、ここでは特殊なフィルターを使用した望遠鏡
を使って太陽を観察することができます。太陽観測
は、天体観測で最も危険な観測なんです。ルーペで
も紙が燃えます、直接目で見たら失明します。です
から、天文台の最大の役割は太陽観測を安全に見せ
るということなんです。日食のタイミングの時は、
直接見られないからこそ天文台の大きな役割になり
ます。ちなみに私自身は、日食の観測ができるとこ
ろに世界中どこにでも出かけて行きます。昨年はチ

リで７月に起きました。今年は12月にアルゼンチン
で起きますので、また行く予定です。

石鉱物発掘体験も人気化
─面白い体験コーナーがあると聞きましたが。
　そうなんです。天文台本館ロビーで化石鉱物発掘
体験というものを随時開催していて、とても評判を
呼んでいます｡ 化石鉱物発掘キットを掘ってもらう
んですが、何が出てくるかわからないので、みんな
面白がって夢中で掘っています。まるで発掘現場に
行ったような気分を感じてもらえるというわけで
す。見つける喜びや発見した時の感動とか、そうい
うことを皆さんに伝えたいという思いで始めたこと
なんです。ここは星を見せる施設なんですが、鉱物
だけ見て帰っていく人も多いんですよ。

気の施設を守るために人
─施設の管理運営で気を配られていることはありますか。
　田村市からの指定管理施設ですから、決められた
予算で運営していますし、もちろん火災や災害に十
分注意しながら一般の人を受け入れています。保安
協会さんには、電気の保安・安全管理の面でいつも
しっかり対応していただいてますので安心していま
す。照明などはすべてＬＥＤ化しています。ここは
そもそも望遠鏡で太陽観測をしていますので、太陽
電池パネルで電力に変換して望遠鏡の動力にしたい
と計画しているところです｡

　弊協会も、多くのお客さまが来館される施設の運
営の一助として、電気の保安管理の面から貢献させ
ていただければと、いつも万全の体制で臨んでおり
ます。電気設備の効率的な使い方、保守管理上のご
相談ご要望があれば、いつでもお声がけいただけれ
ばと思います｡ 本日は、星の村天文台さまの数々の
夢のある取組みのお話を聞かせていただき、ありが
とうございました。

阿武隈高原の澄みきった空を望む絶景と、
宇宙へ馳せる思いを映す天文台

反射式天体望遠鏡「絆 KIZUNA」

大野裕明台長さま（左）と智裕副台長さま

化石鉱物発掘体験を楽しむ子どもたち
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配線の損傷部が雨に濡れたことによる漏電
宮古事業所 島田 隆史

損傷した配線が雨に濡れて漏電した事例を紹介し
ます。

〔状況〕
９月中旬、雨模様の午前９時頃、お客さまから「建

物１階が停電した」と電気事故受付センターに連絡
があり出動しました。前日にも同じ１階で停電が発
生し、訪問して絶縁抵抗測定を実施しましたが良好
で、停電も復旧している状態でした。

〔調査〕
15分後にお客さまに到着すると、１階電灯分電盤

の主幹漏電ブレーカーが“漏電表示”で動作してい
ました。すぐに、絶縁抵抗を測定し、コンセント回
路の絶縁不良（0.02メグオーム）を確認しました。
一か月程前に、同じ部屋の未使用コンセントが湿気
により腐食し漏電したことを思い出し、更に追跡調
査を行いました。絶縁不良回路のコンセントカバー
を取外し測定した結果、コンセントから分岐されて
いる回路が絶縁不良と判明しました。

お客さまと一緒に切離した回路を探しましたが、
不良箇所は見つからず、お客さまから「特に支障が
ないようなのでこのままでいいです」とのことから、
その日の対応は終了しました。

翌日、お客さまから「外灯と屋側の冷蔵庫が停まっ
ていたので、他のコンセントから延長コードを使用
して復旧した」との連絡があり再度訪問しました。
昨日の絶縁不良箇所を測定しましたが問題はなく、
再度様子を見ていただくこととし、切離した配線を
復旧しました。

翌週のどしゃ降りの雨の中、お客さまから「１階
電灯分電盤主幹の漏電ブレーカーが動作し停電し
た」との電話連絡がありました。すぐにお客さまを
訪問すると、前回の外灯と屋側の冷蔵庫の回路と判
明しました。冷蔵庫を移動し配線等を点検したとこ
ろ、電源コードに傷があり絶縁不良箇所であること
が判明しました。

〔原因〕
冷蔵庫の電源コードに傷がつき、雨の度に電源

コードが濡れたことで漏電を引き起こしていました。

〔復旧〕
お客さまから冷蔵庫の修理を依頼していただき、

その他に異常がないことを確認し約２時間後に復旧
しました。

なお、お客さまから今回のように漏電したとき、
１階全てが停電しないようにしたいとの要望があり、
電気工事店と協力し、分岐の配線用ブレーカーを漏
電ブレーカーに交換、また、主幹漏電ブレーカーを感
度切替型に交換するご提案をさせていただきました。

〔お客さまの声〕
「何度か停電が起きて困ったし、電気の知識がな

いのでどうすればよいか分からなかったが、解決し
てもらえてよかった」とのお言葉をいただきました。

〔まとめ〕
先入観は電気屋において障害になることと、隠れ

た場所に原因は潜んでいると感じました。分岐回路
の行き先が複雑で探査に苦労したため、今後のこと
も考え分岐回路の漏電ブレーカー化をご提案すると
ともに、お客さまにご了解をいただき、各回路の回
路調査及びコンセントの回路番号表示を行わせてい
ただきました。

回路番号表示を行ったコンセントと分電盤（イメージ）
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消える漏電を追え！
山形事業所 秋葉 史順

原因判明に３日間を要した事例を紹介します。

〔状況〕
正月連休明けの午後２時近く、「お客さまに設置

している絶縁監視装置から警報が発生した」と、電
気事故受付センターから連絡が入りました。警報が
出たり止んだりを繰り返しており、お客さまから「早
急に調査してほしい」との要望を受け、すぐに現地
へ向かいました。

〔調査〕
約20分後に到着し、まずキュービクルにて漏電回

路を特定しようとしましたが、低圧側配線が全てブ
レーカー背面にあるため探査器を取付けることがで
きない設備でした。お客さまに確認したところ、今
日から２日間は休館日であり、短時間の停電は可能
とのことから、お客さまから了承いただき低圧ブ
レーカーを開放して絶縁抵抗測定を実施しました
が、絶縁不良の回路を特定できませんでした。こう
なれば、分電盤に探査器を取付けて１回路毎に調べ
ていくしかありません。探査が必要な箇所が複数あ
るため、お客さまに原因特定まで時間がかかる旨を
お伝えし、探査器を分電盤に取付けて、１日目の探
査を終えました。

２日目、夜間に再度警報が発生したため出動当番
者が出動し探査をしましたが、漏電箇所の特定に至
りませんでした。その日の日中に、分電盤の探査器
の場所を移し替えましたが、不規則に警報が発生す
るため、原因の特定はできません。

３日目、休館日が明けて午後から来館者を迎える
ことから、何とか午前中に漏電箇所を特定しなけれ
ばと焦っていたところ、午後になり分電盤に取付け
た探査機がようやく反応しました。この分電盤から
電気を送っている客室に漏電箇所があるようです。
お客さまの設備担当者に分電盤を確認してもらうた
め、客室から一旦戻ってもらうと、探査器の反応が
消えました。また客室に入り照明が点灯すると、反
応が出ます。

なんと、客室には人感センサーで点灯する照明が
あり、警報が出たり止んだりするのは、人の出入り
が関係していたためだったのです。

〔原因〕
お客さまに人感センサー付照明器具が漏電してい

ることをご説明し、早速、照明器具を外して確認し

ましたが、なかなか原因が特定できません。お客さ
まからもご協力していただき、天井の石膏ボードを
外して天井裏を覗くために配線をずらそうとしたと
き、一本の配線が全く動きません。なんと、石膏ボー
ド固定用のビスがケーブルを貫通しているではあり
ませんか。漏電は、このビスが電線を貫通し充電部
に触れ、通電したときに発生していたものでした。

〔復旧〕
電線の損傷箇所を取り除いて再接続を行い、漏れ

電流に異常のないことを確認し復旧しました。警報
が発生してから原因特定・復旧まで、まる３日間を
要しました。

〔お客さまの声〕
「漏電から火災が発生するという話を聞いていた

ので、お客さまをお迎えする前に原因を特定するこ
とができて良かったです」と、感謝の言葉をいただ
きました。

〔まとめ〕
今回の事例は、「人感センサーが反応して、照明

が点灯したときだけ漏電する」という、変則的な要
因が絡んだために原因の特定まで時間を要する結果
となりました。天井裏の配線トラブルで電気火災に
も直結する事象でしたので、解決できたことを嬉し
く思います。

天井を外して調査 電線を貫通していたビス
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　近年お客さまから、高圧キュービクル及び低圧分電盤等（以下「電気工作物」という。）が日本産業規格（JIS）、

電気規格調査会標準規格（JEC）及び日本電機工業会規格（JEM）等が要求する「構造や性能」を確認するため、

試験に係わる問合せや試験依頼が増えています。

　弊協会総合技術センターは「インパルス試験装置」を所有していることもあり、その問合せや試験依頼に応

え、各規格に規定されている「雷インパルス試験」及び「温度上昇試験」を可能な範囲で実施しています。

　「電気と保安」2019年夏季号vol.277では「JIS C 8480　キャビネット形分電盤」に基づく低圧分電盤に関す

る試験を紹介しました。今回は、「JIS C 4620　キュービクル式高圧受電設備」に基づくキュービクルに関す

る試験から、「雷インパルス耐電圧試験」及び「温度上昇試験」を紹介します。

キュービクルに関する試験

１　雷インパルス耐電圧試験

　雷インパルス耐電圧試験は、雷などの異常電圧が電気工作物に侵入しても、絶縁破壊や絶縁物が損傷しない

ことを検証する目的で行われます。試験条件は、各規格により試験電圧（大きさ）、極性（プラス・マイナス）、

波形（雷に似せた形）及び試験回路毎の試験回数等が細かく規定されています。

　総合技術センターが所有している「インパルス試験装置」は、100kVまでの雷インパルス耐電圧試験が可能

です。

　今回の試験では、JIS C 4620に規定されている「雷インパルス耐電圧試験」から、試験対象キュービクルの

仕様である高圧回路各相間、高圧回路と低圧回路間及び大地間に60kVのインパルス耐電圧試験を実施しまし

た。（図１）（図２）

２　温度上昇試験
温度上昇試験は、電気工作物の機器及び材料が規格に定められている温度上昇限度を超えないことを検証す

る目的で行われます。

キュービクルの「温度上昇試験」は、キュービクル設備の定格容量で連続運転します。電流を流しながら数

時間かけて、各部の温度変化が安定した値から温度上昇値により良否を判定します。（図３）（図４）（図５）

ご紹介した試験は、製品として出荷されるキュービクル等が関係する規格の要求事項を満足していることを

証明する目的があり、これらの試験は製造工場に出向く場合や、総合技術センターへ持込んで実施させていた

だいております。また今回は、弊協会管轄区域外の60Hz地域のお客さまからのご要望にお応えするため、温

度上昇試験の電源は全て安定化電源を使用し60Hzによる試験を実施しました。

総合技術センターでは、各種規格に応じた試験のほか、弊協会各事業所を通じて様々な現地試験の技術支援

を行っておりますので、電気設備の点検・試験に関することでお困りのことがありましたら、お近くの弊協会

事業所又はホームページにお問合せください。

キュービクルに係る技術支援

〔参考文献〕
日本産業規格「JIS C 4620 キュービクル式高圧受電設備」
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図１　雷インパルス試験作業風景

図４　温度上昇試験後のキュービクル熱画像

図５　温度上昇試験　温度測定グラフ例

温度変化が安定

60.5［kV］

図２　雷インパルス試験電圧例

図３　温度上昇試験作業風景

電源装置60Hz
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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は絶縁性、不燃性などに優れた特性を有することから、変圧器（トランス）・コンデンサといった電
気機器の絶縁油をはじめ幅広い用途に使用されました。
　しかし、その後有毒性が判明し社会問題化したため、1972年（昭和47年）にＰＣＢの製造は中止、新たな
使用は禁止されました。

２　高濃度ＰＣＢ廃棄物（含有電気工作物）はなぜ処分が必要ですか

（１）保管中の高濃度ＰＣＢ廃棄物について
　「ＰＣＢ特別措置法」において、保管事業者に処分期限内の処分委託が義務付けられました。

（２）使用中の高濃度ＰＣＢ含有電気工作物について
　電気事業法における使用中の「高濃度ＰＣＢ含有電気工作物」は、設置者に対し以下の３つの措置を講じ
早期処分を推進しています。
　ａ　電気設備に関する技術基準を定める省令による使用禁止
　ｂ　電気関係報告規則による毎年度の管理状況（廃止予定年月）の届出
　ｃ　主任技術者制度の解釈及び運用（内規）による高濃度ＰＣＢ含有電気工作物の確認

３　高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期間はいつまでですか

　高濃度ＰＣＢ廃棄物は、【変圧器・コンデンサ】と【安定器・汚染物等】の２区分で処分期限に違いがあり
ますのでご注意ください。

高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB含有電気工作物の処分期間終了が近づいています!!

2022年３月31日まで※1

変圧器 コンデンサ
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※１：上記処分期限は、下記の処理施設及び対象区域の場合となっています。
　　　処 理 施 設：ＪＥＳＣＯ（北海道ＰＣＢ処理事業所）
　　　処理対象区域： 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、 

山梨県、長野県

４　ＰＣＢ含有電気工作物の届出と廃棄物の処理手続きは

　ＰＣＢ含有電気工作物（高濃度・低濃度）を廃止した場合、その都度遅滞なく産業保安監督部へ「ポリ塩
化ビフェニル含有電気工作物廃止届出書」の届出が義務付けられています。さらに、ＰＣＢ含有電気工作物
の廃止後は、ＰＣＢ特別措置法により都道府県又は市へＰＣＢ廃棄物としての届出が必要となります。
　また、高濃度ＰＣＢ廃棄物を処理するには、ＪＥＳＣＯ（中間貯蔵・環境安全事業株式会社）へ登録申請
が必要です。その後、①中小企業者等軽減制度申請（対象事業者のみ）→　②処理委託契約の締結→　③収
集運搬業者との収集運搬委託契約→　④処理費用の支払い→　⑤搬出と運搬→　⑥処理完了となります。

５　ＰＣＢ含有電気工作物はどのような方法で確認しますか

　高濃度ＰＣＢ含有電気工作物は、電気工作物の銘板等で確認できます。なお、掘り起し調査等で充電中の
受電設備（キュービクル）や電気室内に体を入れ感電する事故が相次いでいますので、現場確認を要する場
合は、必ず弊協会に連絡をお願いいたします。
　低濃度ＰＣＢ含有電気工作物は、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。
　また、低濃度ＰＣＢ廃棄物の処理は、ＪＥＳＣＯではなく、民間事業者（環境大臣が個別に認定する無害
化処理認定事業者と都道府県市の長からＰＣＢ廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の処分業許可を得た事業者）
により処理されています。処理期限は、2027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。

2023年３月31日まで※1

安定器 ＰＣＢ汚染物等
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2020年度「電気取扱者安全衛生特別教育講習会」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。

※電気取扱者安全衛生特別教育講習会とは
　 　労働安全衛生法第59条３項では「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定める

ところにより、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おり、電気に関しては同条第４号で「高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若
しくは操作の業務、低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部が露出して
いる開閉器の操作の業務」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。

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/

お知らせ

弊協会は、ＰＲ動画「ゆけ！東北電気保安協会」と「リクルート動画」を制作し、
YouTubeにアップしましたので是非ご覧ください。
なお、弊協会ホームページからもご覧いただけます。

ＰＲ動画 リクルート動画

YouTube
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今回、ご紹介する「青森駅ビル・ラビナ」さまは、
ＪＲ青森駅に隣接するファッション、飲食店及び書店
など40店ほどの専門店で構成されている駅ショッピン
グセンターです。ラビナ（LOVINA）という名前の
由来は「Loving Aomori」という青森をこよなく愛す
るという意味が込められており、地元の方はもちろん、
お土産を購入する多くの観光客の方々も利用されてい
ます。

今回は、「電気を安全にお使いいただくために」を
テーマに、連絡責任者・従業員含め13名の方々に受講
していただきました。

セミナーの内容
今回のセミナーでは、パンフレット「電気安全のし

おり」を用いて、家庭内や日常の電気の安全な使い方
及び電気事故を防止するポイントなどを説明しまし
た。またＤＶＤ「電気侍　電気の安全、拙者が守る」
を視聴していただいたほか、持参した「感電体験装置」
と「漏電遮断器操作体験盤」を使い、模擬体験をして
いただき感電事故の怖さや漏電遮断器が動作した時の
対処方法を学んでいただきました。

感電体験装置は、乾いた手と濡れた手で電気の感じ
方が違うことを体験していただき、ビリッと感じる方
や全然感じない方もおられて、大変盛り上がりました。

また、たこ足配線の注意点について、延長コードに
流せる電流は決まっていること（通常1500ワット→15
アンペア）をご説明し、電化製品に記載されているワッ
ト数からおおよその電流値を計算する方法をご説明し
ました。

セミナー受講後のご感想
● コンセント使用量の計算の仕方が分かりやすかっ

た。
● 今後、電気の使用にあたって感電に気を付けていき

たい。
● 感電体験が怖かった。今後も感電や漏電の危険なこ

とを教えてほしい。

などのご感想をいただきました。

青森駅ビル・ラビナさま

「漏電遮断器操作体験盤」を使ってのご説明

ＤＶＤ「電気侍　電気の安全、拙者が守る」視聴

青森駅ビル・ラビナさま

青森事業所
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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おけば、
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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佐沼事業所は、令和元年10月６日（日）に登
米市迫町体育館及び迫中江中央公園を会場にし
て開催された「第15回登米市産業フェスティバ
ル～令和の幕開け！登米市ものづくりの挑戦！
～」に、電気安全移動相談所を開設しました。

登米市には、モノづくり産業として、食品加
工、木材加工、電子部品、金属製品及び自動車
部品など多くの業種があります。その多様で優
れたモノづくり産業や企業を紹介するととも
に、親子木工教室などの《実験・体験コーナー》、
市内農産物などの《物産・販売コーナー》、模
擬上棟式やちびっこ広場などの《交流広場・イ
ベント》など市民との触れ合いの場を提供する
ため、「登米市産業フェスティバル」が毎年開
催されています。今回、電気安全移動相談所に
は総勢約100名のお客さまにご来場いただきま
した。

小学生などを対象とした「レモン電池をつく
ろう」では、約30名の参加があり、レモン電池
で発光ダイオードを点灯させたり、電子オル
ゴールを鳴らす実験をして電池の原理を学んで
いただきました。参加した小学生からは、「レ
モンが電池の役割をすることに大変驚いた」「他
の果物でも電気がつくれるの？」など、レモン
電池の実験をとおして電気の不思議に興味を示
され、「大人になったら電気に係る仕事をした
い」との言葉もありました。

また、「漏電遮断器操作体験盤」と「感震ブレー
カー体験盤」を使用して、お客さまに「漏電し
たときのブレーカーの復旧方法」や「地震の揺
れで切れるブレーカーの仕組み」などを体験い
ただき、停電した時の応急方法や電気の安全使
用などについてご理解いただきました。

ご来場者からは、「エアコンを取付ける際に
確認しなければならないこと」や、「感震ブレー
カーの具体的な設置方法」などのご相談も寄せ
られ、登米市産業フェスティバルとともに、電
気安全移動相談所は大盛況のうちに終了するこ
とができました。

「第15回登米市産業フェスティバル」に
電気安全移動相談所を開設しました

佐沼事業所

「漏電遮断器操作体験盤」「感震ブレーカー体験盤」を使っての説明

レモン電池の実験
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令和2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 8日（水） 宮城県
大崎市

令和元年度の
電気事故に
ついて他

13:30 〜 16:00

電気安全宮城県委員会
（東北電力ネットワーク㈱宮城支社（配電）内）
☎（022）225-5950

7月 9日（木） 青森県
八戸市

電気安全青森県委員会
（東北電力ネットワーク㈱青森支社（配電）内）
☎（017）744-2061

7月10日（金） 秋田県
能代市

電気安全秋田県委員会
（東北電力ネットワーク㈱秋田支社（配電）内）
☎（018）848-5222

7月14日（火） 山形県
米沢市

電気安全山形県委員会
（東北電力ネットワーク㈱山形支社（配電）内）
☎（023）634-8006

7月15日（水） 福島県
郡山市

電気安全福島県委員会
（東北電力ネットワーク㈱福島支社（配電）内）
☎（024）540-5814

7月16日（木） 新潟県
上越市

電気安全新潟県委員会
（東北電力ネットワーク㈱新潟支社（配電）内）
☎（025）321-5808

7月17日（金） 岩手県
奥州市

電気安全岩手県委員会
（東北電力ネットワーク㈱岩手支社（配電）内）
☎（019）653-4947
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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まに機器を斡旋
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、本部又は各事業本部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。

一 般 財 団 法 人  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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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

迅　速★前号vol.280の
　正解は、 でした。

★前々号vol.279の応募者総数は113名、
　正解者は107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「電気の安全情報」「広報文例集」をご覧ください。

洗濯機には必ず〇〇〇をつけ
ましょう

電気の安全・省エネ ワンポイント
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『鉄と魚とラグビーのまち釜石』釜石市
（岩手県）

釜石事業所

◎岩手県釜石市
■交 通 手 段／［ＪＲ利用］釜石線釜石駅より徒歩で約15分　　［自動車利用］釜石中央ＩＣから約9分
■問い合わせ先／釜石市産業振興部商業観光課　☎0193-27-8421　ＵＲＬ：http://www.city.kamaishi.iwate.jp
　　　　　　　　（一社）釜石観光物産協会　☎0193-27-8172　ＵＲＬ：http://kamaishi-kankou.sakura.ne.jp/wp/

（写真提供）釜石市※弊協会では、釜石市の施設64箇所の電気設備を点検させていただいております。

三陸の大地に輝く岩手県釜石市は、鉄と魚とラクビーのまちです。岩手県南東部、三陸復興国立公園の中心
に位置し、世界三大漁場の一つ北西太平洋漁場の一角をなす三陸漁場とリアス海岸を持つ市です。

古くから製鉄業が盛んで、1858年１月15日（安政４年12月１日）に日本で初めて洋式高炉として鉄の連続生
産に成功し、幕末期から明治にかけて日本の近代製鉄産業を支えてきました。「橋野鉄鉱山」はその鉄の歴史
を物語る遺跡として、2015年にユネスコの世界遺産として登録されました。

ラグビーのまち釜石
釜石では昨年、多くのラグビーファンに支えられ、

ラグビーワールドカップ2019™が開催されました。
地元クラブチーム釜石シーウェイブスＲＦＣ（ラグ
ビーフットボールクラブ）はかつての新日鐵釜石ラ
グビー部が前身となっており、日本ラグビー史上、
前人未到の日本選手権７連覇を達成しました。数多
くの名プレーヤーも輩出しました。彼らは、市民はも
ちろん、日本ラグビーファンの憧れであり誇りです。

栄光を受け継いだラガーマンたちは、震災を乗り
越え、未来につなぐ地域の希望を担い、新たな伝説
を作るために活動を続けています。

釜石まつり
釜石まつりは、市内に古くからある尾崎神社と釜

石製鉄所の守護神社・山神社の合同祭で、10月第３
日曜日を含む金・土・日に開催されます。尾崎半島
にある尾崎神社奥宮から御神体を船でお迎えし、釜
石港内をパレードします。市内目抜き通りを虎舞や
神楽、山車、手踊り、両神社の御神輿が練り歩き、
祭りは最高潮に達します。最後に尾崎神社の御神体
を再び船で奥宮にお送りします。浜の祭りの迫力と、
荘厳な神事を堪能ください。

魚河岸テラス
釜石郷土芸能・虎舞の大きな模型に迎えられ２階

へ上がると、目の前に広がるオーシャンビュー。魚
河岸テラスには、釜石湾を見渡せる４つの飲食店が
軒を連ねています。開放感溢れる店内で、釜石の海
の幸や地元の食材を使ったこだわりの料理に舌鼓。
釜石の特産品を購入できるスペースもあります。

世界遺産登録　橋野鉄鉱山跡地

釜石まつり

魚河岸テラス
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一　　般
財団法人

　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。

相馬野馬追の里 ほあんソーラー 南相馬技術研修用太陽光発電所
　弊協会は、お客さまの太陽電池発電設備に対し、的確で高品質な電気保安サービスを提供すること
を目的に、技術研修用太陽光発電所を平成27年９月16日から運用し、４年間で約1,000名の技術者
育成研修を実施して、技術力の向上に努めております。

太陽電池発電設備の診断サービス
　太陽電池発電設備の長期安定稼働にはメンテナンスが重要です。
　弊協会では、各種測定機器を保有しており、お客さまのご要望に合わせた診断を実施いたします。

太陽電池モジュールの熱画像診断
（ホットスポット現象の診断）
赤外線カメラ搭載のドローンによる熱画像診断により、
モジュールの過熱箇所（ホットスポット）を発見します。

電流－電圧特性診断（Ｉ－Ｖ特性診断）
ストリング毎の出力特性を測定してストリング間の相対
比較により、発電性能を評価します。

バイパスダイオード性能診断
故障モジュール（未発電、バイパスダイオード断線箇所
及びモジュール間配線の断線箇所）を特定します。

定期点検（年次点検）
保安管理業務を受託していないお客さまの特高電気設備
から太陽電池モジュール設備までの停電による定期点検

（年次点検）を実施いたします。

電気主任技術者支援業務
電気主任技術者が選任されているお客さ
まの特高電気設備から太陽電池モジュー
ル設備までの巡視点検のお手伝いを実施
いたします。

ドローンによる熱画像診断

接続箱でのI-V特性診断

バイパスダイオードの性能診断

vol.281

春季号
2020年

星の村天文台 さま

お客さま訪問

ほあん坊や

キュービクルに係る技術支援スポットライト1

ＰＣＢ含有電気工作物の早期処理についてスポットライト2

http://www.t-hoan.or. jp/

一　　般
財団法人

佐渡市北片辺 イワユリ（新潟県）

阿武隈高原の澄みきった空を望む絶景と、宇宙へ馳せる思いを映す天文台


