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撮影者
白石事業所　相澤　幸司

龍舞崎は、気仙沼大島の最南端にあり、島を代
表する景勝地のひとつです。クロマツ林の中に整
備された遊歩道を進むと、岬の先端に龍舞埼灯台
があります。
島の周囲には無人島や岩礁がいくつかあり、海
食による男性的な岩礁の景観が広がり、荒波が打
ち寄せる荒々しい様子はまるで龍が舞い上がるよ
うに例えられています。その無人島のひとつが黒
崎島です。
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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重大
事故が発生します。

1  事前に東北電気保安協会へご連絡をお願いいたします

電気事故（感電・アーク火傷）や関係法令違反
など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をお願いいたします。

【ご連絡をいただく事項】
（１）�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

　キュービクル又は電気室の鍵には、東北
電気保安協会専用のキーホルダーを取付け
させていただいております。鍵は、適切に
管理されますようお願いいたします。

（２）�高圧機器を増設又は減設する工事を計画し
たとき

（３）�発電所及び非常用予備発電装置に係る工事
を計画したとき

（４）�樹木の伐採などで構内の電柱や電線に近接
する作業を行うとき

（５）�キュービクル又は電気室の低圧盤にブレーカーなどを取付ける工事を計画したとき
（６）�低圧分電盤のブレーカーの交換や配線などの変更に係る工事を計画したとき

2  感電負傷事故の事例

○電気工事作業員の感電負傷事故
　（2016年８月発生）
被災者は、翌月に予定していたキュービクル

内ブレーカー増設工事の前作業として、充電中
のキュービクル内部に入り鋼材アングルの取付
け工事をしていた際に、背後の高圧ケーブルに
右肩が触れ感電負傷した。

高圧ケーブルに右肩が接触し
感電した状況の再現
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求めよ さらば与えられん

協会：クツザワさまは、昭和55年（1980年）創業と
お聞きしておりますが、創業からの沿革につ
いて教えていただけますか。

沓澤：創業者の現会長が自宅にボール盤（金属に穴
を開ける機械）などわずかな機械を備えてス
タートしたのが1980年です。その後、借家で
操業するようになり、小さな部品の加工、製
造を着実に行って納入先を確保し、1989年に
法人化しました。これが会社設立です。それ
から業務拡大により現在地に本社と工場を構
え、コンピュータによる数値制御を行う

CNC施盤加工、高精密研磨加工、鏡面研削
加工などの実績を積み重ね、受注増に伴い工
場を増築拡大しました。2008年には、より迅
速的確にニーズに応えるため神戸市北区に神
戸工場を新設しました。2016年１月にはロ
ボットユニットの現地生産、販売事業により
中国に進出し、同年８月に父である沓澤好美
現会長から私に社長交代し、現在に至ります。

協会：好調に業績を重ね躍進された40年とお見受け
いたしますが、そのクツザワさまの企業理念
を教えてください。

沓澤：「求めよ�さらば与えられん」を社是としてい
ます。「一生は一度しかない。自分に与えら

本社社屋。本社・工場の敷地は
7,800平方メートルに及ぶ

今季号のお客さま

秋田県横手市　株式会社クツザワ さま

　内蔵を持つ伝統的建造物が残る町。そして「釣り

キチ三平」の作者矢口高雄の出身地であり、「まん

が美術館」があることで有名な秋田県横手市増田町。

この町で創業し、40年の歩みの中で先端的な技術

力を磨き続け、産業用ロボットシステムにより中国

に進出した企業があります。株式会社クツザワ。中

国が世界の工場と言われ、世界最大の産業用ロボッ

ト市場であることを知れば、それがいかにすごいこ

とか理解できると思います。

　本日は、株式会社クツザワ 沓澤淳利代表取締役

社長にお話をうかがいました。

株式会社クツザワ 代表取締役社長

沓澤　淳利さま

※ 本企画は、新型コロナウイルス感染症の拡大予防対策の取組みとして、お客さまへの訪問
と対面対談によらない取材で編集したものです。
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れた人生を世の中のため、人のため、そして
自分のために大切にしよう」「働き、学び、
遊ぶことにベストを尽し、大いに人生を楽し
もう」「心の広い大きな人になろう」を基本
理念とし、社会・地域・従業員やその家族の
幸福を追求することとしています。

「求めよ�さらば与えられん」という社是につ
いて、会長がよく話していたことは、自分が
やろうとしなければ何も始まらない。秋田に
住んで働きたいと自分自身が強く思いなが
ら、どう進むべきか常に自問しつつ仕事をし
ていく必要がある、ということでした。「求
めよ�さらば与えられん」。おそらくそのよう
に念じて、会長は創業の頃から、必死に部品
を作り、販路を開拓したのだと思います。今
でも、この言葉は会社の信念として生き続け
ています。加えて、私が思っていることは「働
く意欲のある人に対してより多くのチャンス
を提供できる企業」でありたい、ということ
です。

あきらめずに、変革し、改善する

協会：クツザワさまの事業内容について、教えてい
ただけますか。

沓澤：大きくは金属加工とロボットを核とした自動
化設備の企画・製作を２本の柱として活動し

ています。少し詳しく言いますと、業界最高
水準のナノテクノロジーによる先端技術分野
を対象とした超精密金属部品の企画・研究開
発・設計・製造。そして世界最先端ロボット
システムの企画・研究開発・設計・製造とい
う業務を展開しています。お客さまの方で「こ
んなものを作ってくれ」という基礎的な設計
プランがあるものもありますが、私たちは何
もないところから企画して部品や加工品を開
発するという面も大切にしています。優れた
技術力とともにゼロから生み出す企画力があ
る。これが当社の強みと捉えています。

協会：全工程を自社で行う一貫体制とありますが、
具体的にどのような体制で、どのようなメ
リットがあるのでしょうか。

沓澤：一般的に金属加工品は、元の金属の塊からお
客さまが必要な形に削り出しをするわけです
が、こうした切削加工のみでは完成しません。

例えば研磨して面の凹凸を小さくします。鏡
面加工という、鏡のようにピカピカに仕上げ
る加工は、ステンレスでは難易度が高くなり
ますが、弊社ではどのような素材でも対応で
きる技術があります。そのほか焼入れと言っ
て金属の硬さを熱処理を加えてより硬くした
り、錆びないようにメッキをしたり、さまざ

部品加工、工作機械の先端的な技術力を磨き続け、
産業用ロボットシステムで中国に進出

製品の三次元座標値を検出し演算処理する三次元測定機

本社内に掲示されている社是
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まな技術を用いなければ製品にはなりませ
ん。弊社では、切削加工からメッキまでを自
社内で対応できる体制を構築しています。１
カ所で加工が完結するためリードタイム（受
注から出荷までの日数）を短縮できるのがメ
リットです。弊社では、365日稼働、最短リー
ドタイム２時間としています。これは徹底的
に工程内の停滞をなくすための１個流し生産
ラインを構築しているからです。

協会：高度な加工技術を実現するために、またさら
にその維持向上を図るために、どのようなこ
とに取組まれていますか。

沓澤：高度な製品の仕様要求にも、あきらめずにい
ろいろな角度からトライしながら実現を目指
すようにしています。今申し上げた１個流し
生産ラインも、さらにもっとより良い姿に変
革していくための改善活動というものを常に
継続して実施しています。

産業用ロボットによる自動化事業

協会：ロボット事業に取組まれたきっかけと、事業
の戦略についてお聞かせください。

沓澤：弊社では生産ラインの改善活動に長年取組ん
でおります。ラインの自動化も改善の一環で
あり、その技術蓄積を強みとして活かせると
考え産業用ロボットによる自動化事業をス
タートさせました。一方中国の製造業では、
経済成長に伴って賃金が上昇局面にある中
で、省力化や環境に配慮したクリーンエネル
ギーにつながるとの理由から、ロボットを活
用した「自動化」がトレンドとなっていまし

た。こうしたことから前社長の代に中国進出
を検討してきましたが、2016年、江蘇省蘇州
市に現地法人を設立し、中国で産業用ロボッ
トの事業に参入したということです。
産業用ロボットの背景としては労働人口の減
少があります。現代の少子高齢化、人口減少
社会の中で、労働力人口も1998年をピークに
減少が続いています。厚生労働省の推計によ
ると2025年にはピーク時より500万人減少す
るとされ、企業も労働力不足で事業継続が難
しい状態です。地方では、その傾向はより顕
著に表れてきています。一方、家族の介護に
より労働の意欲はあるが、やむなく離職をさ
れている方や定年退職後も働く意欲のある方
が増えています。労働力を確保し、生産性を
上げたい企業と、ライフスタイルに合わせた
働き方をしたい方をロボット事業により今後
もマッチングさせていきたいと考えていま
す。そうすることにより地域の活性化も見込
んでいます。また、ロボットを活用する企業
が増えてきていますのでロボットのティーチ
ングやプログラミングエンジニア向けの教育
に注力していきたいと思います。

素材特性に対応した鏡面加工技術

垂直多関節ロボットによるCNC旋盤加工

各種ロボットの展示・デモ運転



5

優れた技術力を支える人づくり

協会：技術力で戦っている企業では社員教育が重要
な要素と思いますが、クツザワさまの「人づ
くり」についてのお考えと、働く場の環境づ
くり、安全衛生面、福利厚生面の取組みにつ
いてお聞かせください。

沓澤：高い技術力を維持していくためには先ずは人
づくりと考えています。技能試験受験の奨励
や技能保有者への給与待遇の優遇も行ってい
ます。優れた技能を持つ社員がいるので、そ
の社員が他の社員に教育をするという機会を
設けており、全社での技能レベルアップがで
きるよう実践しています。常により若い世代
に技術力が継承されるよう取組んでいます。
当社には、厚生労働省認定のものづくりマイ
スター１名のほか、国家資格の１級技能士９
名、２級技能士20名など、優れた技能を持つ
エンジニアが多数在籍しています。中国法人
の人材教育、技術教育も当社の大きな役割と
考えています。本社との技術交流などを含め、
明日につながる取組みに積極的にチャレンジ
していきたいと思います。
全社的な安全に関しては、安全衛生委員会・
５Ｓ委員会などの組織体制を構築し安全衛生
に対応しています。健康に関する情報掲示や
血圧計の設置など、個人の健康管理に関して
も積極的な取組みを行っています。当社は技
術面では、秋田県産業技術創出プロジェクト
採択、経済産業省地域未来牽引企業採択など
多くの受賞歴がありますが、健康面について
も2018年より経済産業省の健康経営優良法人
の認定を継続して取得しています。今回の新
型コロナウィルス感染症に対しても、社内着
用マスクの支給や体温記録の実施、近県の感
染情報の定期的な配信などを行い、早くから
拡大予防対策に取組んでいます。

精密な設備に支障がないように

協会：電気のご使用にあたって、気になっているこ
とやご要望はございませんか。弊協会では、
電気保安面についての保守点検のほか、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、ぜひお気軽にご相談いただけれ
ばと思います。

沓澤：当社技術力の基盤となっている生産設備、処
理装置などは、当然ながらすべて電気で賄わ
れています。保安協会さんにいつも見守って
いただき、心強く思っています。ただ、電気
設備や配線の経年化や省エネ対策など、随時
改善していく必要があると感じています。今
後とも、安全面でよりいっそうのご指導をい
ただければと考えています。

協会：万一、精密な加工、機械工作に影響が出ては
大変ですから、電気保安面については弊協会
で責任を持って役割を果たしていきたいと思
います。課題が見つかった際には、いつでも
お声がけください。
本日は、秋田県から先端的な技術力によって
出発し、中国にまで進出したクツザワさまの
企業成長の経緯と、事業の基盤となっている
会社のポリシーについてうかがうことができ
ました。大変ありがとうございました。

安全衛生、健康管理に配慮した職場の環境づくり
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スズメが原因の高圧停電事故が発生!!
気仙沼事業所 菅原 忠明

引込柱上の高圧電線接続部にスズメが接触し高圧
停電事故となった事例を紹介します。

〔状況〕
昨年８月下旬の18時頃、水産加工工場のお客さま
から、「構内の電気がすべて停電している」と弊協
会の電気事故受付センターに連絡が入りました。ま
た、東北電力から「配電線事故で出動していた当社
社員が周辺を調査した結果、当該お客さまの引込柱
上の『高圧気中負荷開閉器』が開放している」との
情報をいただきました。
上司の指示のもと、同僚２名とともに高圧停電事
故探査に必要な機材・装備を整え、現地に急行しま
した。

〔調査〕
　約50分後に到着し、引込柱上の「高圧気中負荷開
閉器」が情報のとおり開放になっていることを目視
で確認しました。合わせて、付属の「地絡継電器」
にも事故を示す表示があり、高圧停電事故であるこ
とが明らかになりました。
　先に配電線事故対応のため現地に到着していた東
北電力社員とともに、高所作業車も使用しながら詳
細な調査を進めた結果、スズメが引込柱上の高圧気
中開閉器負荷側の電線接続部に接触して、横たわっ
ているのを発見しました。

〔原因〕
　引込柱上の高圧電線接続部は接続金具でしっかり
と固定されていたものの、経年による電線の張力に
より結合部を覆っている絶縁カバーに隙間が生じ、
露出していた電線の充電部にスズメが接触したこと
が原因と推測されます。

〔復旧〕
　まず、引込柱上の高圧電線接続部に接触している
スズメを取り除き、絶縁カバーの隙間を絶縁テープ
で応急処置を行い、高圧絶縁抵抗値を測定のうえ受
電設備内に異常のないことを確認しました。東北電
力立会いのもと、「高圧気中負荷開閉器」を投入し
て到着から約１時間後に復旧しました。

〔お客さまの声〕
「夜、暗くなっているにも関わらず迅速に電気を
復旧していただきありがとうございました」とお客
さまから感謝の言葉をいただきました。

〔まとめ〕
　今回の事例は、月次点検時に実施する地上からの
目視点検では、確認が難しい場所でした。幸い波及
事故には至りませんでしたが、お客さまには経年も
進んでおり塩害地域でもあることから、モールド
コーンタイプの高圧気中負荷開閉器への交換の検討
をお願いしたところ、早速、９月初めに交換してい
ただきました。

接触したスズメ

スズメが接触したと思われる充電部露出箇所

地絡継電器の事故表示
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低圧ブレーカーも計画的な更新を!!
原町事業所 高橋 雄希

低圧ブレーカーの経年劣化による停電事故を紹介
します。

〔状況〕
４月中旬の９時30分頃、ホームセンターの店長よ
り「灯油販売所で電気が使えないので点検してほし
い」と事業所に連絡があり、出動しました。10時15
分頃現場に到着し、店長に状況をお伺いしたところ、
「灯油販売コーナーのブレーカーが突然入らなく
なった」とのことでした。
４月中旬でもまだ肌寒い日が続いており、当日も
寒い中、多数のお客さまが灯油を購入しに来店して
いましたが、灯油を販売することができずに店長は
困惑していました。

〔調査〕
灯油販売コーナー内の分電盤を確認すると、電灯
回路の主幹漏電ブレーカーが開放（切）しているの
を確認しました。当該ブレーカーで絶縁抵抗測定を
実施した結果、5.0メグオームで異常はありません。
また、灯油販売コーナーの蛍光灯器具、コンセン
ト及び給油機などの外観点検も実施しましたが、異
常はありません。絶縁抵抗測定結果及び外観点検と
もに異常がないことから、主幹ブレーカーを投入し
ましたが、すぐに切れてしまいます。
次に、ブレーカーの負荷を切り離して、無負荷の
状態で再投入しますが、また、すぐにブレーカーは
切れてしまいます。その後も何度か投入しますが、
切れてしまいます。

〔原因〕
確認すると、当該ブレーカーは製造後18年経過し
ており、塵埃などで外観も汚損していることから、
経年劣化による内部機構の不良によるものと推測さ
れます。

〔復旧〕
店長に電気工事会社を手配し、ブレーカーを交換
していただくよう説明したところ、「当ホームセン
ターにブレーカーの在庫品があり、保安協会で交換
してほしい」との依頼がありました。早速、ブレー
カーの交換作業を実施し、12時00分頃に復旧しました。

〔お客さまの声〕
店長より「早急な原因調査とブレーカー交換まで
迅速に対応していただき、とても感謝しています」
とお礼の言葉をいただきました。また、「灯油購入
のお客さまを多少待たせてしまいましたが苦情もな
く、すぐに灯油販売ができたので安心しました」と
喜んでおられました。

〔まとめ〕
今回の事例は、お客さまの業種がホームセンター
ということもあり、ブレーカーの在庫があったこと
から早めに復旧することができましたが、ブレー
カーの種類、容量によっては在庫がない場合や、手
配や準備に時間を要し、復旧するまで長時間の営業
停止も考えられます。
日頃の点検において、事故未然防止のために、ブ
レーカーを含めた低圧設備の計画的な更新について
もお勧めしてまいります。

故障したブレーカー 交換後のブレーカー
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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30年度は約38.6千件あったものが令和元

年度には約36.3千件と減少しています。

また、令和元年度は、指摘件数約36.3千件のうち、

66.2%の約24.0千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。

令和元年度末で指摘事項のあるお客さま軒数は、

全お客さま約54.1千軒のうち、11.3％にあたる約6.1

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

や電気火災などの重大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30年度は約165.2千件であったも

のが令和元年度では約175.4千件と増加傾向にあり

ます。

この要因は、停電事故などの電気事故を未然に防

止するため、老朽設備の更新ご提案を積極的に行っ

たことがあげられます。

令和元年度末で指導事項のあるお客さま軒数は、

（H27FY～ R1FY）

（件）

H27FY H28FY H29FY H30FY R1FY0
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40,000
改修 未改修 改修率

33,998

19,574

14,424
28,338

14,757

13,581
27,022

12,949

14,073

38,581

25,608

12,973
36,280

24,028

12,252

57.6%
52.1% 47.9%

66.4% 66.2%

図１　指摘事項の指摘数、改修数、未改修数及び改修率の推移（需要設備）

全お客さま軒数 指摘事項有 指摘事項無
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（11.3%）

47,947

図２　令和元年度末　指摘事項のお客さま軒数

（H27FY～ R1FY）
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図３　指導事項の指導数、改修数、未改修数及び改修率の推移（需要設備）
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全お客さまの約半数の約29.9千軒になります。（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が、改修率は令和元年度で

11.6％にとどまっています。

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りま

すので、引続き改修の必要性を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
令和元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」、「構造物」、

「接地工事」の順で多く、指導事項は「受

電設備」、「引込設備」、「蓄電池設備」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。「構造物」

は立入禁止の表示がないものが多く、ま

た、「接地工事」では、工事が未完成なも

の又は接地抵抗値が高いものとなっています。

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
0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000
（軒）

54,085

29,886
24,199

（55.3%）

図４　令和元年度末　指導事項のお客さま軒数
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工
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接 地 工 事

構 造 物

配 電 設 備

負 荷 設 備

非常用予備発電装置

蓄電池設備

指導事項指摘事項3,125
23,234

1,522

114,979571
6,236
4,440

114
4,580
7,729

1,910
1,290

19,892
8,274

185
4,888

55
8,704

図５　令和元年度　電気工作物別指摘数と指導数の比較（需要設備）
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請求書様式等の変更について
2020年10月ご請求分より、手数料収納業務の本部集中化の実施に伴い、銀行振込みを利用されているお客
さまは、振込口座の変更、コンビニ収納の追加など、いくつか変更点がございますのでご注意をお願いいた
します。
お客さまには、お手数をお掛けし大変恐縮ではございますが、引き続き業務効率化及びお客さまサービス
向上に取組んでまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

変　更　点 
１　請求書様式（レイアウト）の変更
　　複写請求書から、払込票付請求書に変更になります。
２　決済方法の追加
　　お振込み金額が30万円以下の場合、コンビニエンスストアでお振込みいただけます。
３　お客さま振込専用口座の開設
　　�ご請求先ごとにお振込口座を開設いたします。振込口座の登録をされている場合は、変更手続き
をお願いいたします。

４　銀行振込手数料のご負担
　　金融機関でお振込みされる際の振込手数料は、お客さま負担にてお願いいたします。
　　�なお、保安管理業務（定例業務）をご契約いただいているお客さまは、定例業務月額手数料から
50円の割引が適用される「口座振替」をお勧めいたします。

新様式旧様式 請求書払込用紙

※�お手元の請求書は、ご利用いただくことができます。
　�新様式請求書が届いてから、専用口座へのお振込みをお願いいたし
ます。

　本件につきまして、ご不明な点がございました
ら下記へお問い合せください。

営業本部�手数料グループ

TEL 022-706-1451
FAX 022-748-1275
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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40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。
※今年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため街頭広報活動や特別安全診断の実施は未定です。

2020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 
○日頃から自家用設備をしっかり管理し、電気事故を未然に防ぎましょう
○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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全国の大地抵抗率マップをデジタル化

電源車融通などの災害時連携計画、一般送配電事業者に義務付けへ

アース関連機器などを製造・販売するホクデン（富
山県立山町、戸栗和広社長）は、全国の大地抵抗率
を都道府県別に表示できる「接地マップ」の無償提
供を同社ウェブサイトで開始しました。1969（昭和
44）年に旧通産省の特別委員会がまとめた地図を基
に、同社がカラーでデジタル化。接地工事業者向け
にマップの活用を広く呼び掛けています。
接地工事は多くの電気設備で必要とされており、
接地抵抗値を法令等で定められた基準値以下にしな
ければなりません。基準値を超える場合は、電極や
低減剤による対策を行いますが、地盤や地質によっ
て必要な対策は異なります。同社には施工業者など
から「接地工事で何をしていいか分からない」といっ
た問い合わせが多く寄せられるそうです。
接地工事ではまず、対象地域の大地抵抗率を大ま
かにでも把握しておく必要がありますが、これまで
は手軽に入手できるデータがありませんでした。
今回デジタル化したマップは、全国的な送電網整

備が急務だった高度経済成長期に、通産省が電力９
社、電源開発、国鉄、電電公社、大学などが参加す
る特別委員会を設置して沖縄を除く全国の大地導電
（抵抗）率を実地調査、地図データとしてまとめた
ものです。
戸栗社長は「データの精度は現在に通用するレベ
ル。これほどの大規模調査は、この先も実施できな
いのではないか。当時の地図を活用しない手はない」
と、デジタル化に着手。１メートル当たりの大地抵
抗率を６段階に色分けし、一部加筆して日本地図に
落とし込みました。さらに都道府県ごとに地図を閲
覧できるようにして使い勝手も向上させました。
ネット上で「ホクデン」を検索すれば、同社ウェ
ブサイトから誰でも閲覧可能です。戸栗社長は「接
地工事の精度向上ニーズは高まっており、先人たち
の偉大な“遺産”を分け隔てなく提供することは社
会的意義も大きい」として、幅広く利用してほしい
考えです。

経済産業省は、昨年相次いだ台風による停電被害
を踏まえ、一般送配電事業者（大手電力会社グルー
プの送配電事業会社）に「災害時連携計画」を協力
して策定するよう義務付ける方針です。自然災害の
発生時でも電力の安定供給を確保するため、連携体
制をあらかじめ取り決めておくことが狙いです。電
源車の派遣や送配電設備の仕様統一化などが柱で、
台風の襲来時期に備え、今秋にも策定を義務化する
見込みです。
経済産業省・資源エネルギー庁が現時点で想定し
ているのは大きく７項目。各社が協働して災害に対
応することや、復旧方法や設備仕様の統一化に向け
た取り組みを記載項目に据えています。
具体的には、被害の状況や電源車の管理情報など
を共有するシステムの整備に関する事項を設けま
す。地域を越えて電源車を融通することを想定し、

燃料確保に関する記載も求めます。また、電力需給
や系統運用についても明記するほか、地方自治体・
自衛隊などの関係機関との協力、共同訓練について
も具体化させる考えです。
一般送配電事業者が現在策定している防災業務計
画は、各社個別の対策を詳述している一方、相互の
連携に関する記述が具体化されていなかったため、
新たな仕組みが検討されていました。
災害時連携計画については、政府が今国会での可
決・成立を目指す電気事業法改正案に盛り込んでい
ます。改正案には電源車の派遣、仕様統一化などを
規定するにとどめ、その他の項目は別途省令に定め
る予定です。改正案は2022年４月の施行を見込んで
いますが、災害対策に関連した規定は前倒しして今
秋頃までに制度化させたい考えです。

（記事提供　電気新聞）

自社ウェブサイトで無償公開／ホクデン

経産省
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藤田化成株式会社さまは、新潟県県央地区の燕市で、
電気・工業部品のプラスチック成型加工の分野におい
て多くの経験と実績があり、プラスチック射出成型か
ら超音波溶着・組立まで一貫して自社で生産されてお
られます。現在では、プラスチック加工のノウハウを
活かし、キッチン用品や生活用品などの日用品におい
ても、便利で楽しい製品を発信し続けています。

セミナーの内容
近年の電気事故の概要について、弊協会広報誌「電
気と保安」などを使用し、具体的な事例を見ていただ
きながらご説明しました。また、高圧受電設備である
キュービクルや電気室内への立ち入りは非常に危険で
あることから、確実な施錠と安易な鍵の貸し出しは行
わないようお願いしました。工場内や事務所などの低
圧配線でも、場合によっては死亡事故や電気火災につ
ながる危険性についても理解を深めていただきまし
た。

セミナー受講後のご感想
●�電気機器のアース線取付けの重要性や、漏電ブレー
カーの動作確認により、漏電事故や感電事故の未然
防止につながることがよく分かった。
●�ＰＣＢ含有機器の処理についても説明をいただいた
が、処理経費の面に不満はあるものの、処理に向け
て進める必要性については理解できた。
●�日頃、検査員から電気設備の点検に来てもらい、電
気の安全や機器更新に関するアドバイスをいただい
ているが、ほかにも協会は様々な取組みをしている
ことが理解できた。
●�電気安全も非常に重要であるが、さらに経費削減の
ため、エネルギーの削減につながる省エネについて
も良い提案をお願いしたい。

などのご感想をいただきました。

藤田化成株式会社さま

セミナー風景

工場内部

藤田化成株式会社さま

燕三条事業所
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電気の素人工事は大変危険
ご家庭の電気を正しく安全にご使用いただくため、素人工事の危険性についてご紹介いたします。

　素人工事により電線の接続を行った場合には、接続不良に
よる過熱で火災を惹き起こしたり、電線の露出部分に触れて
感電するおそれがあります。
　工事を必要とする場合は、電気工事店にご相談ください。

②ビニルコードをステップルなどで
　固定していませんか？

　コードは取扱いを容易にするため、中の銅線（心線）は髪
の毛のように細くしてあり、絶縁材も薄くしてあります。
　コードをステップルや釘で柱や壁に固定すると、絶縁材を
いためショート（短絡）や漏電による火災の原因になります。
電気工事店にお願いして正しい配線に取替えましょう。

③プラグやコンセントがこわれたら
　電気工事店に依頼

　こわれたプラグやコンセントを使っていると感電やショー
ト（短絡）の原因になります。
　こわれたプラグやコンセントは、電気工事店にお願いして
早めに修理又は取替えましょう。
　また、冷蔵庫やタンスなどをプラグに押し付けてプラグの
刃を曲げないようにしましょう。

①電線を接続する場合
　ねじってつないでいませんか？
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令和２年１月30日、職員６名で訪問し、大館
市教育委員会さまのご協力をいただきながら、
大館市立釈迦内小学校６年生40名を対象に、理
科の授業単元に合わせた「生活と電気の関わり」
をテーマに出前授業を開催しました。
釈迦内小学校は、全校児童数238名、職員数

29名の学校で、今年、創立146周年を迎えた歴
史ある学校です。
はじめに、弊協会ＰＲ動画「行け！東北電気

保安協会」を視聴していただき、弊協会の業務
内容について理解をいただきました。
次に、「電気が作られる仕組み」について資

料を使い説明し、手回し発電機工作キットを用
いた実験を行いました。児童が自分で組立てた
手回し発電機を回して発電させ、ＬＥＤライト
を点灯させたり、電子オルゴールを鳴らしてみ
たりしたほか、発電機の回す速さを変えることに
よってＬＥＤライトの明るさが変わることから、
電圧が変化することに気付く児童もいました。
また、豆電球を点灯させる実験では、ＬＥＤ

ライトよりも消費電力が多いため、発電機を回
すために強い力が必要であることを体感しても
らい、消費電力量が増える夏場のピーク時には、
発電所の発電機がより多くの力を使って回転し
ていることを説明すると、驚きと納得の声があ
がりました。
最後に、「電気はどのようなルートを通って

家庭まで運ばれているのか」について、コンセ

ントから発電所までのルートを確認しました。
また、「電気を作る発電所の種類や発電の仕組
み、発電に必要なものはなにか」、「電気がない
と生活はどのようになってしまうか」などを説
明し、普段、当たり前のように使っている電気
が生活に深く結びついていて、いかに大切で重
要であるかを学んでいただきました。限りある
資源を大切にするために、「省エネルギーのポ
イント」や「２月は省エネルギー月間」につい
てもお知らせし、電気を大切に使用していただ
くようお願いしました。
児童からは、「普段の授業とは違った内容で
楽しく授業を受けることができた」などの感想
が多く寄せられました。先生からは、「電気に関す
る知識が深まった」との評価をいただきました。
今後も、このような活動をとおして地域に貢
献するとともに、引き続き教育委員会さまと連
携を図りながら、未来ある子供たちのために出
前授業を開催していきたいと思います。

「大館市立釈
しゃ

迦
か

内
ない

小学校」で出前授業を開催しました

大館事業所

ＬＥＤライト点灯や電子オルゴールを鳴らす実験 児童たちの真剣な表情

手回し発電機製作
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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

アース★前号vol.281の
　正解は、 でした。

★前々号vol.280 の応募者総数は121名、
　正解者は118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　2020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「法人のお客さま」「点検・試験・検査」をご覧ください。

経験豊富な〇〇〇〇が点検・
試験・検査をサポート。

電気の安全・省エネ ワンポイント
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『北前船で賑わった歴史に出会う』湊町　酒田市
（山形県）

酒田事業所

◎山形県酒田市
■交 通 手 段／［ＪＲ利用］ＪＲ羽越線「酒田駅」より観光自転車(無料)で10分
　　　　　　　　［自動車利用］酒田中央ＩＣから約10分
■問い合わせ先／酒田市地域創生部交流観光課　☎0234-26-5759　URL http://www.city.sakata.lg.jp/

（写真）弊協会職員撮影※弊協会では、酒田市の施設104箇所の電気設備を点検させていただいたております。

酒田市は、山形県の北西部に位置し、鳥海山を仰ぎ最上川が日本海にそそぐ河口にある湊町です。江戸時代
に西廻り航路が整えられ、商業都市へと成長し日本経済の大動脈となりました。酒田には今なお残る湊町文化
を見ることができます。平成17年11月1日に旧酒田市、八幡町、松山町及び平田町と新設合併し、新しい酒田
市としてスタートを切りました。

山
さん

居
きょ

倉
そう

庫
こ

「山居倉庫」は、庄内地方のお米の貯蔵庫として
明治26年に建てられた米保管倉庫です。米の積出港
として賑わった酒田の歴史を今に伝え、白壁、土蔵
づくり12棟からなる倉庫で、夏の高温防止のために
背後にケヤキ並木を配し、内部の湿気防止には二重
屋根にするなど、自然を利用した先人の知恵が生か
された低温倉庫として、９棟が現在も現役の農業倉
庫です。２棟は酒田市観光物産館「酒田夢の倶楽」、
１棟は庄内米歴史資料館として併設され観光客で賑
わっています。
また、あの「おしん」の舞台にもなりました。

山
さん

王
のう

くらぶ
明治28年建築の「山王くらぶ」は、「宇八楼」と
称した老舗料亭で、日本画家の竹久夢二が何度も足
を運んだ事でも有名です。110余年の時を経て国の
登録有形文化財となり、新たな観光拠点として生ま
れ変わりました。館内には、北前船で賑わった時代
を中心とした展示エリアと、日本三大吊るし飾りの
ひとつ、傘福の常設展示室などがあります。
また、ここでは傘福の製作体験もできます。

眺
ちょう

海
かい

の森
眺海の森は、県民の森として親しまれ、スキー場、
キャンプ場、ピクニックランドなどのアウトドア施
設や、森林学習展示館、天体観測館「コスモス童夢」
などの学習施設があります。
また、庄内平野と日本海を一望できるスポットと
しても有名な地域です。
遊歩道を利用しての紅葉トレッキングや、「森の
案内人」による動植物の解説を聞きながらのトレッ
キングもおすすめです。

玉
たま

簾
すだれ

の滝
玉簾の滝は、約1200年前に弘法大師（空海）が神
のお告げにより発見、命名したと伝えられています。
落差63メートル幅５メートルにわたり、直瀑として
は県内随一の高さを誇り絶壁から豪快に流れ落ちる
さまは壮観です。ライトアップされる期間があり、
昼とは違う幻想的な姿が楽しめます。

山居倉庫 山王くらぶ

眺海の森

玉簾の滝�
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８月は電気使用安全月間です

vol.282

夏季号
2020年

株式会社クツザワ さま

お客さま対談

ほあん坊や

弊協会お客さま設備の指摘事項・指導事項の概要

請求書様式等の変更について

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

一　　般
財団法人

気仙沼市大島の龍舞崎より望む黒崎島（宮城県）

部品加工、工作機械の先端的な技術力を磨き続け、
産業用ロボットシステムで中国に進出

スポットライト1

スポットライト2

たつまいざき


