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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

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、東日本大震災から10年、弊協会創立から55年を迎える節目の年でもあります。
かのとうし

そして、今年の干支「辛丑」は、コツコツと地道に力を磨いて成功を目指す年ともいわ
れており、弊協会も、先を急がず目前のことを着実に進めて、将来の成長につなげたいと
思います。
ところで、昨年を振り返りますと、2019年12月中国湖北省武漢市で初めて感染が明らか
になった新型コロナウイルスが発生し、２月には世界各地に広まり、未だ収束の見通しが
立たない状況にあります。国内では、４月に緊急事態宣言が発令され、移動制限や休業要
請などにより、経済に打撃を与えるとともに、私たちの生活にも大きな制約が生じており
ます。その中で、私たちの働き方にも大きな変化が表れ、テレワークや時差出勤など、働
き方の多様化が一気に進みました。
また、本来であれば日本中を熱狂させる東京オリンピック・パラリンピックが開催され、
多くの人に感動や記憶が残る年だったと思われます。残念ではありましたが、一日も早い
新型コロナウイルス感染拡大の収束を祈り、今年の開催に期待したいと思います。
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。
今年も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対策を講じて、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させていただきます。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、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。
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※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。
山あいの清流沿いにある一軒宿
の峩々温泉

今季号のお客さま

宮城県川崎町

が

が

お ん せ ん

株式会社峩々温泉 さま

蔵王連峰の麓にある峩々温泉は、秘境の中の一軒宿で古くから湯治場として知られ、全国から多くの人が訪
れています。この宿の代々の当主は、厳しい自然環境の中で昔ながらの湯治文化を守ってきました。６代目湯
守は、そうした伝統的な湯治場としての魅力を、いまの時代の中で味わうことができる新しい温泉宿の楽しみ
方を提案しています｡
本日は、株式会社峩々温泉 竹内 宏之代表取締役にお話しをうかがいました。

峩々温泉の皆さま
右から３人目が
代表取締役

宏之さま

疲れを癒す湯の宿として

ここは修験者やマタギが山に入った際に野営

協会：峩々温泉さまは、明治８年（1875年）創業と

負いの鹿が傷を癒やしていたことから「鹿の

する場所として使われていたと言います。手

お聞きしておりますが、創業からの沿革につ

湯」と呼ばれていました。

いて教えていただけますか。

明治８年、北海道開拓使黒田清隆の使節団が

竹内：創業の前に、温泉が発見された歴史から振り
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竹内

北海道を目指して東北を北上していました。

返りたいと思います｡ 江戸期嘉永年間、山形

使節団の一員の竹内時保という人物が、蔵王

県村山郡朴沢村のマタギの六治が、熊野岳に

の硫黄についての情報を入手し、黒田清隆の

かなり良質の硫黄が豊富に眠っていることに

命を受け、現地調査のためこの地に残ったん

目を付け採掘に乗り出したことが発端でし

ですね。「鹿の湯」と呼ばれた温泉は、この

た。調査のため山中をくまなく歩いた結果、

当時修験者やマタギが野営する小屋があるだ

六治は自噴する温泉を発見しました。長年の

けの野ざらしの状態になっていましたが、竹

作業で六治は目を患っていたが、湯の効能に

内は政府の宿営地にするべく周囲から木を切

よって回復したと言われます。明治になり、

り出し、建物を再建したんですね。
「鹿の湯」

厳しい山の自然環境と長い歴史の中で
湯治文化を伝え繋いできた温泉宿

はいつしか「峩々温泉」と呼ばれるようにな
り、竹内時保が峩々温泉の開祖と言われるよ

連泊滞在の醍醐味

うになりました。
峨峨（峩々）というのは切り立ってゴツゴツ
とした様子のことですが、温泉の正面の岩肌
の様子を名前にしたのだと言われています。
その後、正式な旅館としての営業を認可され、
温泉旅館としての歴史がスタートしました。
昭和に入り、本格的な湯治宿としての存在を
確立することになり、農閑期を迎えた農民た
ちが、厳しい労働によって疲れ果てた心身を
峩々の湯で癒やすようになりました。当時は
１カ月ほどの滞在が一般的でした。
協会：湯治宿として長年続けてこられましたが、
その
間どのようなご苦労があったのでしょうか。

蔵王連峰の奥深い大自然に囲まれた秘境の宿

竹内：代々の当主が思い続けてきたことは、一言で
いうと、家業と顧客の存在に裏付けされた使
命感です。風雪に耐え、自然災害を乗り越え、

協会：温泉宿として力を入れていることは何でしょ
うか。

なお旅人を迎え入れる姿勢は、単に現代で言

竹内：世界でも「湯治文化」の歴史は古く、療養を

うところの事業性やビジネスモデルといった

目的とした温泉入浴の習慣がありました。例

価値観では説明がつきません。自身の財産を

えば日本やヨーロッパ諸国などは農家であれ

守るために隠ぺいや言い訳を繰り返すこと

ば、田植え・稲刈り後の農閑期。また沿岸部

で、この山に住み続ける資格を失います。反

に住んでいる漁師にも、仕事が一段落する季

省や創意工夫を繰り返してきた先達の上にわ

節は必ずあります。当時は現代とは違い、休

れわれの生活が成り立っています。創業から

日を自分の体を休めるために有効活用してい

何も変わらず「湯」や「自然」を守ってきた

た時代です。また飛行機に乗って旅行を楽し

モチベーションは、ほかならぬ親への誇りな

む習慣や、手軽な日帰り温泉施設など娯楽も

のだと考えます。自分への誇り、育ててくれ

少なく、
「湯治場」は絶好のコミュニティス

た両親への誇りを守ることが家業経営の永続

ペースでもありました。「一週間一回り」と

につながります。お客さまへの関係性もその

いう言葉があります。最低でも１週間の滞在、

延長線上に存在いたします。ただひたすらに、

三回りするのが最も望ましいと言われており

まじめに。その一点を守ること。それが永続

ました。３週間の休みをとって、毎日温泉に

につながるのだと信じております。

入りながらのんびりと過ごすことを考えます
と、現代ではそうそう叶いません。３週間の
休みを取ることよりも、むしろ同じ場所にス
テイし続けることの方が難しそうです。１泊
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２日では単純な温泉旅行。しかし、２泊、３

ワインを飲むこととは対局にあるかもしれま

泊することで“旅行”が“連泊滞在”になり

せん。あれこれと欲張りな行程を組むより

ます。ガイドブックには決して載らない、時

も、宿にステイする上質な贅沢を味わってく

間の過ごし方や楽しみ方、その良さを知るの

ださい。

はご自身だけなのです。

談話室はWi-Fiの環境が整っておりますので、

協会：ターゲットとされているお客さまはありますか。

セカンドオフィスとしてご利用頂くのもよろ

竹内：観光旅行ではなく、温泉を上手にライフスタ

しいかと思います。文章をまとめたり、写真

イルに取り込んでいる方です。特にお一人で

を編集したりするかたわら、ちょっとアイ

の連泊滞在のお客さまを大切にしておりま

ディアに詰まったら温泉へ。ほんの数時間だ

す。誰にも邪魔されることなく、ただひたす

けでも、仕事から離れられない方でも自然体

らに心と体を解放できること。自由度が高い

で旅に出ていただきたいと思います。

がゆえ、旅の上級者でないと時間を持て余し
てしまうこともあるかもしれません。でも心
配はご無用。目の前には良質な温泉と清々し
い手付かずの自然があります。

Wi-Fi 環境が整っている談話室

協会：それぞれの季節の楽しみ方や、おすすめの時
季、蔵王の楽しみ方を教えてください。
峩々温泉の露天風呂
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竹内：春～秋はトレッキングがおすすめです。新緑
の蔵王をハイキングして、ゆっくりと温泉に

本当の豊かさを共感できる宿

入る贅沢は体験した人にしかわかりません。

協会：お客さまに楽しんでほしいところや、おすす

写真撮影のサービスも行っております。満天

夏期晴天時限定の「星空鑑賞ツアー」では、

めの楽しみ方を教えていただけますか。

の星空をバックに記念写真はいかがでしょう

竹内：他の滞在客とのふれあい、
周辺の自然を散策、

か？六代目湯守が蔵王山頂へとご案内いたし

地場産品に舌鼓、温泉三昧など、ここでしか

ます。厳冬期の樹氷鑑賞ツアー（すみかわス

できない時間の過ごし方というものがござい

ノーパーク）は、気象条件が整ったこの蔵王

ます。おすすめは２泊３日で楽しむ「三日湯

のシンボル。世界的にも珍しい現象を専用の

治」
。ゆったりした談話室でくつろぎ、蔵王

雪上車に乗ってプロのガイドがご案内します。

ハイキングを楽しめば、都会生活のストレス

蔵王山麓と言えば最高峰の熊野岳（1,841m）
、

がす～っと消えていくようです。

山頂に神社がある刈田岳（1,758m）と共に「御

「自分へのご褒美」
というフレーズがあるよう

釜」という登山・観光のシンボルがあります。

に、私どもが考える「本当の豊かさ」を共感

火口湖がよく見える快晴の日は、ぜひその尾

して頂けるお客さまだけに許された気持ちを

根道をゆっくりと散策しながら太平洋まで広

開放する時間をご提供したいと考えておりま

がる仙台平野をご覧いただきたいと考えてお

す。高級感のある宿に泊まって、ビンテージ

ります。また、峩々温泉の裏山にも本格的な

登山ルートがあります。樹齢百年を越えるブ

入浴や飲泉方法につきましては、
六代目湯守・

ナ林を抜け、小さな沢を渡り、蔵王がパノラ

温泉入浴指導員である私がアドバイスをさせ

マで見える展望台へ。ご滞在中におすすめの

ていただきます。お気軽にお声がけいただけ

トレッキングルートを２種類ご案内いたして

ればと思います｡

おります。どちらも登山初心者ＯＫの楽しい

協会：今後の事業の目標などをお聞かせください。

トレッキングルートです。朝食（８時）を召

竹内：後継者の育成です。経営の目的は「永続」で

し上がってから出発しても、余裕を持って宿

すので、子や孫にバトンを渡していくことが

に帰ってくることができます。

最大の命題となります。

日本三大胃腸病の名湯
協会：峩々温泉の泉質と効能を教えていただけますか｡
竹内：泉質はナトリウム・カルシウム・炭酸水素塩・
硫酸塩泉。効能は、胃腸病・リウマチ・肝臓
疾患・その他消化器系疾患などです。ここは
日本秘湯を守る会会員であり、日本三大胃腸
病の名湯です。日本三大とは、宮城県の峩々
温泉、群馬県の四万温泉、九州の湯平温泉で、
その共通点は飲泉による効果が期待できる源
泉ということです。

部屋付源泉かけ流し風呂

お部屋

新しい取組みにも適切に対応
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すか。
竹内：今後は風力や水力などの自然エネルギーを活
用した取組みも必要不可欠になるかと思って
おります。許認可等の壁はあるものの、必ず
向き合わなければならない課題であると認識
しております。
協会：再生可能エネルギーへの関心が高まってお
り、太陽光発電所や風力発電設備も増加傾向
にありますが、安定して稼働させるためには、

貸切露天風呂「天空の湯」

協会：温泉入浴の心得、湯治の作法について教えて
ください。

設備設置後の保守点検管理が重要です｡ 弊協
会では、福島県南相馬市に「技術研修用太陽
光発電所」を設置しており、保安管理業務に
携わる職員全員が研修を受け、
専門的な知識・

竹内：療養、疲労回復などを目的とした温泉入浴方

技術を習得して技術相談や点検業務を行って

法には様々な方法がありますが、峩々の温泉

おります。お客さまのそれぞれの取組みやご

には３つの方法があります。

要望に応じて対応いたしますので、ぜひお声

１．入浴／ゆっくりと湯船につかり、
体の隅々

がけいただければと思います｡

まで温泉に浸かること。
２．かけ湯／熱い湯を下腹部に掛けて、じん
わりと胃や腸を温めること。
３．飲泉／ナトリウム・カルシウム成分を多
く含む源泉をお腹から浸透させること。

本日は、長い歴史の中で独自の温泉湯治文化
を築き上げ、誠実な姿勢を持って今に至るま
で伝え繋いできた峩々温泉さまの想いをうか
がうことができました。大変ありがとうござ
いました。
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検査員の現場報告1
照明用スイッチ交換後に漏電が発生 !!
盛岡事業所

齊藤 厚太郎

照明用タンブラスイッチの交換工事後に、配線の
充電部が露出していたため、工事当日の夜に漏電事
故が発生した事例を紹介します。

〔状況〕

５月のゴールデンウィーク中の22時頃、電気事故
受付センターから盛岡市内のある病院の低圧絶縁監
視装置より、特別警戒警報を受信したとの連絡があ
りました。特別警戒警報は、500ミリアンペア以上
の漏えい電流が流れると発信されるため、漏電によ
る感電事故や火災の発生が心配されます。
お客さまに電話連絡し、設備には特に変わりはな
いことを確認して現地に急行しました。

〔調査〕

約20分後にお客さまに到着し、早速、電気室にて
漏えい電流を測定したところ、３階の電灯分電盤回
路から約１アンペア程度の漏電が発生していること
を確認しました。お客さまに3階の現場分電盤に案
内していただき、漏えい電流を測定したところ、エ
レベーター他照明回路が原因と判明しました。
漏電による感電事故、火災などの危険性があるこ
とから、お客さまのご了解をいただき、ブレーカー
を開放して絶縁抵抗測定をしたところ、0.01メグ
オームで絶縁不良でした。

〔原因〕

するとお客さまから「当日お昼頃に、電気工事店
にて当該回路のトイレ照明用タンブラスイッチの交
換工事を実施した」とのお申し出がありました。
タンブラスイッチカバーなどを外して調査したと
ころ、白相配線の一部の差込み状態が甘く、わずか
ではありますが充電部が露出していました。その露
出した充電部に、スイッチを収納している金属ボッ
クスと接触していたことが漏電の原因と判明しまし
た。スイッチを交換し、ボックスに収納する際、充
電部分が金属部に近づき、その後のスイッチ操作に
よるわずかな振動の繰返しで金属部と接触し、この
時間帯に警報がでたものと思われます。

タンブラスイッチを取付けました。取付け後の絶縁
抵抗測定結果は20メグオームと正常値になり、低圧
絶縁監視装置の特別警戒警報も回復したことを確認
し、到着から約１時間30分後に復旧しました。

〔お客さまの声〕

「交換後に漏電ブレーカーの動作もなかったので
大丈夫かと思っていたが、まさかこのような原因で
漏電が起こるとは思わなかった。事故もなく早期に
復旧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〕

今回の事例は、タンブラスイッチ単体の交換とい
う軽微な工事と思われますが、工事の施工状況が原
因で漏電が発生し、重大な事故に繋がるおそれがあ
りました。軽微な電気工事の計画などがあった場合
でも、遠慮なく東北電気保安協会に連絡していただ
けるようお客さまとのコミュニケーションを図って
まいります。

〔復旧〕

タンブラスイッチの差込み部分の手直しを実施す
るとともに、充電部が露出していないことを確認し、
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充電部が露出している

改修後

検査員の現場報告2
電気配線工事を実施したときは、ボルト増し締めの確認をお願いします！
高田事業所

甲野

浩

電灯分電盤内の低圧ブレーカー増設時などの電気
配線工事を実施したときは、接続部の増し締めの確
認の重要性を痛感した事例を紹介します。

〔状況〕
２月中旬の午前10時20分に、小学校のお客さまか
ら「給食室内の増設したコンセントに調理器具のコ
ンセントを差したが使用できないため、調理ができ
なくて困っているので調査してほしい」と電気事故
受付センターに連絡があり出動しました。

〔調査〕

〔お客さまの声〕
「連絡をしたところすぐに来て対応していただき、
お昼の給食に間に合って大変助かった」と感謝の言

40分後に到着し、教頭先生に給食室に案内してい
ただき調査を開始しました。最近増設したというコ
ンセントが使用できないとのことから、そのコンセ
ントをテスターで電圧を測定すると、60ボルトと電
気機器の使用電圧に達していませんでした。

〔原因〕

葉をいただきました。

〔まとめ〕
電気配線の接続部が完全に締め付けされていない
と、適正電圧が出力されません。電気配線同士の接
触面積が少ないと電気抵抗が増大して発熱の原因に
もなります。これからも電気配線のボルトの緩みを

給食室外に移動し、増設コンセントを供給してい

見逃さないように普段の点検を行っていきたいと思

る電灯分電盤内（L-1-A）の増設分岐30アンペアブ

います。また、低圧の電気設備の改修工事を行う場

レーカーの電源側の接続部３か所（図参照）を点検

合も、事前にご連絡をいただくようお願いしてまい

すると、工事完了の際に実施する締め付け確認のた

ります。

※

めの合いマーク の表示があるにもかかわらず、緩
く完全に締まっていない状態でした。締め付けが緩
いと電流と電圧がスムーズに流れないため、適正電
圧100ボルトが出力しなかったのが原因と判明しま
した。工事を実施したときに、接続部の増し締めの
最終確認が漏れたものと思われます。
※合いマーク：締付け部位の緩みを目視確認するために付ける印のこと

〔復旧〕
お客さまに原因を説明し、同じく増設した主幹ブ
レーカーを開放して電源側の接続部３か所（図参照）
をドライバーで締め付けました。主幹ブレーカーを
投入し、該当ブレーカーの負荷側で電圧を測定して
105ボルトを確認するとともに、お客さまに調理器
具が使用できることを確認していただき、約１時間

増設ブレーカー

緩み箇所

後に復旧しました。
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平成31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

立入検査は、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経年劣化のおそれがある事業場
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おそれがある事業場
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31年度は11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４事業場、兼任３事業場、外部委託３事業場（保安法人２事業場、電
気管理技術者１事業場）、未選任１事業場を選定しました（図１参照）。
選定基準別では、保安の確保が適切でないおそれがある５事業場、電気保安の実態を把握するための３事
業場、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２事業場、電気事故報告があった１事
業場（波及事故）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５事業場、病院が２事業場、スポーツ施設（運動公園）
が２事業場、学校が１事業場、不動産賃貸業が１事業場となっています（図２参照）。
県別では青森県が２事業場、宮城県が４事業場、山形県が１事業場、福島県が１事業場、新潟県が３事業
場でした（図３参照）。
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未選任
1件

外部委託
3件

全11件

専任
4件

兼任
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図１

不動産
賃貸業
学校 1件
1件

スポーツ施設
2件

全11件

選任形態別内訳

青森県
2件

新潟県
3件
製造業
5件

全11件
福島県
1件

病院
2件

図２

業種別内訳

山形県
1件

図３

宮城県
4件

県別内訳

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、７事業場において27件の
不遵守事項が確認されました（表１参照）
。

9

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

3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

3件

保安教育

5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

3件

保安に従事する者に対する保安教育の実施記録がない

2件

巡視点検

16件

巡視点検手入れ基準に規定されていない設備がある

5件

定めることとしている巡視点検の細則を定めていない

1件

巡視、点検及び測定が規定のとおり実施されていない

5件

点検、測定頻度が遵守されていない

2件

点検結果、技術基準に適合していないにもかかわらず合格としている

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

1件

非常用予備発電装置の巡視・点検の記録が適切になされていない

1件

その他

3件

設備台帳が整備されていない

3件
合

計

27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、３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

【受電設備】

3件

接地抵抗が規定値を超えている

11条

17条

2件

受電用の真空遮断器が動作不良

14条、15条

34条、36条

1件

【電線路、電気使用場所】
低圧電灯盤と低圧非常電灯盤の回路が混触し漏洩電流が発生しており、感電の可能
性がある
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件数

1件
5条、22条、
58条

14条

1件

（4）電気事業法遵守状況
平成31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７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

根拠条文等

件数

主任技術者が選任されていない

電気事業法第43条

3件

主任技術者兼任承認申請書に添付された執務に関する説明書に記載した各事業場の点検内
容が実施されていない

電気事業法施行規則第52条
第4項ただし書

3件

保安規程変更及びその届出が行われていない

電気事業法第42条

1件

兼任事業場の保安規程が重複して制定している

電気事業法第42条

2件

ＰＣＢ含有電気工作物設置等届出が行われていない

電気関係報告規則第4条の2

1件

高濃度ＰＣＢ含有電気工作物管理状況届出が行われていない

電気関係報告規則第4条の2

2件

ばい煙発生施設に係る設置者名等変更届出が行われていない

電気関係報告規則第4条

1件

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31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27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11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９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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電気事故の概要について
弊協会では、お客さまの電気設備の電気事故やトラブルの発生に対して、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（電話連絡方式はお客さまからの連絡）を受信し、お客さまに電気設備の異常の有無を確認
のうえ出動するなどの対応を行っています。
本号では、過去10年間の受付及び出動件数、そして出動の結果、電気機器の損壊等が発見された事象の概
要について紹介します。

１

電気事故の受付件数と出動件数

本稿でいう電気事故とは、お客さま電気設備に何らかのトラブルが発生した事象※１で、2010年度から2019
年度まで過去10年の受付件数と出動件数は、図１のとおり推移しています。
2010年度からお客さまに安全・安心を提供するために監視装置の取付けを一層推進したことから、「③監視
警報」の受付が前年度より増加しています。
また、
「①全停電」（グラフの下部）の受付件数は、自然災害が少なかった2015年度の629件、2018年度の
652件を除くと毎年約800～1,100件とほぼ横ばいで推移していることが分かります。

図１

電気事故の受付件数と出動件数の推移
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２０１１

6,745
1,094
２０１２

6,527

6,618
※2

781

２０１３

827
２０１４

629
２０１５

6,114

883
２０１６

822
２０１７

652
２０１８

755
２０１９

年度
①全停電

※１

②低圧停電漏電

③監視警報

④東北電力ネットワーク
（株）
から連絡

⑤その他

全受付

出勤件数

お客さまからの電気が使用できないなどとの連絡、監視装置からの警報、東北電力ネットワーク（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 2012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。
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２

図２

高圧事故防止の重要性
1,400

高圧事故とは、高圧機器のトラブルでお客さま設

1,200

備が全停電となった事故をいい、図２のとおり年間
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2019年度で755件あり（図１）、こ

高圧事故件数

約1,000件発生しています。

1,346
1,132

1,011

600 1,204

ク（株）からの停電情報など、実際に現地に出向い

200

たら高圧事故であったというものとを加えると

0

の９件を

1,113

30

1,332

19

992

14

お客さま設備の高圧事故が、どの程度の発生頻度

てみました。その結果は、高圧事故の方が約４倍も
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

屋外高圧設備の事故の状況

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

25

905

951

8

7

921
1,115 916 1,062

9

5

9

年度
波及以外の高圧事故

波及事故

※３

なのかをイメージしていただくため、図３運転免許
保有者数に対する自動車による交通事故数と比較し

19

958

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

含めると1,071件になります。これは、弊協会のすべ
てのお客さま軒数の1.94% の件数となります。

913

1,098

1,071

1,124

1,123

800

［件］ 400

1,062件となります。さらに、波及事故

1,234

1,000

れに監視装置からの停電警報や東北電力ネットワー

※３

高圧事故の推移

図３

波及事故とは、お客さまの高圧受電設備などで起きた事故が原因
で東北電力ネットワーク（株）の同じ配電線に接続されている他
のお客さまにも停電が広がる事故のこと。

高圧電気設備の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
（2019年度）

1,071件

55,227軒
（弊協会契約お客さま軒数）

全国の自動車による交通事故
（2019年）

381,002件

8,216万人
（運転免許保有者数）

［%］
2.0

1.94

1.5
1.0
0.46

0.5
0.0

高圧電気設備の事故
（2019年度）

図４

自動車による交通事故
（2019年）

（出典：令和２年警察白書）

引込施設の事故発生部位比較

なります。
図４に引込施設の事故発生部位の割合を示してい

その他

ます。この中では、
“高圧気中開閉器”が24% 、“地

14%

絡継電器”が26% と全体の50％を占めていることが
分かります。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自動で電気を止め、周囲の
お客さまへの波及事故を防止するものです。
しかし、これらの機器は長期間の使用により経年
劣化で電子部品が故障したり、落雷時には、異常電

高圧気中開閉器

24%

ケーブル等

16%

支持物

8%

地絡継電器
引込線

26%

12%

圧により地絡継電器内部が焼損する（写真１）こと
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写真１

があります。

落雷で焼損した地絡継電器の内部

また、高圧気中開閉器本体の内部に雨水が浸入し
て、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、
本体内部の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
北電力ネットワーク（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。
写真２

４

経年劣化で内部が発錆した高圧気中開閉器

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ってきます。
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

を推奨しています。

５

最後に

高圧事故による全停電は、事業活動のすべてがス
トップしてしまうため、社会的な信頼の失墜、納期
遅れに伴う補償など、大きな影響が想定されます。
突発的な停電事故を未然に防止するため、
高圧機器
は計画的に更新していただきますようお願いします。

図５
故障率

すめ」や各メーカーの更新推奨時期を目安に取替え

設備経年数と故障発生率の関係（通称：バスタブ曲線）
（Ⅰ）

（Ⅱ）

通常のメンテナンス

（Ⅲ）

適切な維持補修投資が必要
時間

出典：Reliability Modeling and General Redundancy Techniques, 1978, Bill D. Carroll
（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：経済産業省「産業事故調査結果の中間とりまとめ」H15.12.16）
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無料省エネ診断や節電診断の活用で省エネ推進を !
一般財団法人省エネルギーセンター東北支部
無料 省エネ診断
「省エネ診断」は電力や燃料・熱など「総合的な省エネ行動をサポートする」診断サービスです。
診断の対象
次のいずれかが対象です。
①中小企業
（中小企業基本法で規定される事業者）
②年間のエネルギー使用量（原油換算値）が、原則として100kL以
上1,500kL未満の工場・ビル等
（年間エネルギー使用料量が100kL未満であっても低圧電力、
高圧電力もしくは特別高圧
電力受電者である場合又は組合、協議会など地域や組織で省エネを推進しているなど、
波及効果が高い場合は対象とします。ただし、
申込多数の場合はご希望に沿えない場合
があります)
（注）診断を希望する施設が複数ある場合等は、
ご相談ください。

診断の流れ
●診断を希望される工場・ビル等の燃料や電気の使用状況とと
もに、お申し込みをいただきます。
●日程等を調整後、電気・熱の専門家を派遣いたします。
●現地では、実際の設備や運転管理状況等を確認させていただ
き、診断結果をレポートとしてまとめ、説明会にて丁寧にわか
りやすくご説明します。

主な診断内容
以下の事項について、診断いたします。
①工場・ビル等における燃料や電気の使い方に関する事項
②より効率的な機器の導入、
適切な運転方法見直しに関する事項
③エネルギー合理化につながる適切な設備管理、保守点検に関
する事項
④エネルギーロスに関する事項
⑤温度、湿度、
照度等の適正化に関する事項 等

事業者の皆様

省エネルギーセンター

診断の対象確認

診断の募集

申込書作成・申込み

診断先の採択
実施手続き

現地診断（原則 1 日）
4 週間程度
報告書受領

報告書作成
診断結果説明会

無料 節電診断
「節電診断」はビルや工場等のピーク電力削減など「節電行動をサポートする」診断サービスです。
診断の対象
原則として契約電力50kW以上の高圧電力又は特別高圧電力
受電者の工場・ビル等

（中小企業（中小企業基本法で規定される事業者）以外の事業者に関しては、エ
ネルギー管理指定工場等は対象外とします。
）

主な診断内容
以下の事項について、診断いたします。
①工場・ビル等における電気の使い方に関する事項
②より効率的な機器の購入、
適切な運転方法見直しに関する事項
③電力削減につながる適切な設備管理、保守点検に関する事項
④温度、照度等の適正化に関する事項 等
また、スマートメータ等からデータを取得できる場合は、その
データに基づくデマンド管理等についての提案も実施します。

診断の流れ
●診断を希望される工場・ビル等の電力の使用状況とともに、お
申し込みをいただきます。
●日程等を調整後、節電の専門家を派遣いたします。
●現地では、実際の設備や電力管理状況等を確認させていただ
き、診断結果をレポートとしてご報告いたします。
事業者の皆様

省エネルギーセンター

診断の対象確認

診断の募集

申込書作成・申込み

診断先の採択

事前チェックシート記入

実施手続き（分析）

現地診断（概ね 4 時間程度）
2 週間程度
報告書受領

報告書作成
診断結果説明会（希望者のみ）

省エネ・節電ポータルサイト
（https://www.shindan-net.jp）
から申込書をダウンロードして、
下記へFAX、
郵便またはEメールでお申込みください。

【お申込・お問合わせ先】 一般財団法人省エネルギーセンター東北支部
〒980-0811 仙台市青葉区一番町 3-7-1 電力ビル本館 8 階

☎022-221-1751

FAX 022-221-1752

thk@eccj.or.jp
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受電設備の鍵の管理を確実に行いましょう！
受電設備（電気室やキュービクル式高圧受電設備）は、6,600ボルトの高い電圧で受電しており、充電部に
接触しなくとも近づいただけで感電するおそれがあります。過去にも電気設備に関する知識のない方が安易
に受電設備の鍵を開け、内部の電線等に接触し感電する事故が繰り返し発生しています。
感電事故を防止するために、受電設備の鍵の管理は確実に行い、受電設備の扉を開ける必要がある場合には、
弊協会に必ず連絡をお願いします。

過去の事故事例1
お客さま従業員がキュービ
クル本体下部の腐食箇所の
改修工事を行うため、扉を
開けて充電中のキュービク
ル内に入ったところ、高圧
進相コンデンサ用の限流ヒ
ューズ電源端子部（6,600
ボルト）に右耳が触れて感
電した。（弊協会に事前連
絡はありませんでした。）

過去の事故事例2
お客さま従業員がキュービ
クル内部にある高圧機器に
PCBが含有している機器が
あるか調査するため、扉を
開けて充電中のキュービク
ル内に入ったところ、計器
用変流器の端子部（6,600
ボルト）に頭部が触れて感
電した。
（弊協会に事前連
絡はありませんでした。）
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この扉を開けた

鶴岡事業所

株式会社シンクロン鶴岡工場さま
株式会社シンクロンさまは、真空薄膜形成装置並び
に各種キーコンポーネンツの研究、開発、設計、製造、
販売及び技術サービスなど、真空薄膜分野の装置総合
サービス企業として世界のリーディングカンパニーを
目指しておられます。
鶴岡工場さまは、その“SHINCRON”ブランドの
製品を生み出す生産拠点として、鶴岡駅からすぐの場
所（鶴岡中央工業団地内）に位置し、万全な品質管理・
保証体制を備えるとともに、環境保全活動も積極的に
推進されておられます。
株式会社シンクロン 鶴岡工場さまには、毎年「電

株式会社シンクロン 鶴岡工場さま

気安全セミナー」のご依頼をいただいており、今回は、
従業員約60名の皆さまを対象に、電気事故防止をテー
マに受講していただきました。

セミナーの内容
セミナーでは、パワーポイントを使用して「低圧の
電気に関する基礎知識」により、電気の安全な使用方
法についてご説明しました。次にＤＶＤ「電気事故防
止のポイント」を視聴していただき、電気事故は身近
に起こりうるものであることを実感していただくとと
もに、
「身近な省エネのポイント」についても学んで
いただきました。
また、
「感電体験装置」を使って模擬感電を体験し

セミナー風景

ていただき、電気の危険性について理解を深めていた
だきました。

セミナー受講後のご感想
●仕事以外の生活でも役に立つことから、次回も参加
したい。
●ＤＶＤは分かりやすかったので他のものもぜひ見て
みたい。
●冬の静電気についても知りたい。
●大変参考になるのでまた来年もお願いしたい。
などのご感想をいただきました。

「感電体験装置」での模擬感電体験
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電気ストーブを安全に使いましょう！
寒くなってくると暖房器具の使用が増えてきます。種類数が多い暖房器具の中で、火災発生の原因として
一番多いのは、実は電気ストーブです。電気ストーブは直接火が出ないため、安全性が高いと思われがちで
すが、使用中の表面温度は300℃～900℃とかなり高くなります。表面に触れてしまうと、火傷や火災などの
重大事故につながる可能性があります。事故を防ぐために、日頃から正しい使い方と電気ストーブの周辺を
チェックしましょう。
また、次の冬も安全に使用するために、片付ける前の点検や収納にも注意しましょう！

１

電気ストーブの正しい使い方

（１）暖房専用として使い、近くにものを置かない
洗濯物やふとん、衣類、本、カーテン、スプレーなど燃えやすいものや
破裂するものは、電気ストーブのそばに置かないようにしましょう。
また電気ストーブ使用中は、ロボット掃除機を近くで使用しないよう
にしましょう。ストーブが掃除機に押されたり、コードが絡まったりす
ることで、ストーブが移動し可燃物に接触すると火災の原因になります。
（２）電気ストーブ本体や電源コードに異常がないか確認する
電気ストーブ本体や電源コードに異常があると、それが原因で火災
につながることもあります。スイッチを入れても器具が温まらないな
ど異常があるときは、メーカーや購入店に相談しましょう。
（３）寝るときや外出の際は必ず電源を切る
就寝前や外出時は、必ず電源を切り、プラグも抜いておきましょう。
寝返りなどで布団がストーブに触れて出火したり、何かの拍子でス
イッチが入ってしまう可能性があります。
（４）定期的に掃除を行う
定期的に外側、内側両方のお手入れをしましょう。電気ストーブに
ホコリがついていると、熱効率が悪くなり、温まりにくくなります。
［お手入れする際の注意点］
◉必ず電源を切り、電源プラグを抜いて下さい。通電状態では、感電
やケガの原因になります。
◉電気ストーブ本体が温まっているときは、本体が十分に冷えてから
掃除を行いましょう。
◉汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で
拭いた後、乾いた布で拭き取りましょう。なお、水洗いは漏電や感
電の原因となるため禁止となっています。

２

近くに洗濯物を置かない

ロボット掃除機の同時使用にも注意

次の冬も安全に！

（１）ホコリなどがたまっていませんか？収納する前に掃除をする
（２）保管の際には箱やポリ袋にいれ、汚れが付かないようにする
（３）本体はよく乾燥させて、湿気の少ないところに収納する

就寝時にコンセントを抜く

※上記は、ご使用や保管の際の注意事項の一部です。製品の取扱説明書や器具本体に表示された注意事項を
よくお読みいただいてお使いください。
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「弘前公園内街路灯等の点検清掃活動」に参加しました
弘前事業所

弘前事業所は、2020年９月15日、弘前公園内

れば」との言葉があり、参加者全員、作業を終

の街路灯及び配電塔の点検清掃活動に、東北電

えた達成感と訪れる市民の笑顔を思い浮かべな

力企業グループと共に参加しました。

がら公園を後にしました。

この点検清掃活動は、例年約200万人の観光
客が訪れる「弘前さくらまつり」の開催に合わ
せ毎年４月に行っていましたが、今年は新型コ
ロナウイルスの感染拡大を受け公園内が閉鎖さ
れたため活動を見送っていたものです。
今回で23回目となる点検清掃活動は、2020年
９月18日～９月22日の５日間の日程で開催され
る「弘前城秋の大祭典」に合わせ、夜の公園を
訪れる市民等の安全確保を目的に、東北電力企
業グループ各社従業員30名が参加し実施されま
した。

参加者全員整列

曇り空のなか、作業員は６班に分かれ、東京

高所作業車に乗り街路灯の点検と清掃を実施

配電塔の点検と清掃を実施

2020年９月18日、
「弘前城秋の大祭典」は、

ド ー ム 約10個 分（ 約49万2,000平 方 メ ー ト ル ）

新型コロナウイルスの感染防止対策を徹底した

の広さを持つ公園内を、高所作業車を用いて街

新たなスタイルの大型イベントとして開幕しま

路灯32基の点検と雑巾で汚れを落とす作業を

した。イベント期間中、好天に恵まれたことも

行ったほか、公園内に多数配置されている配電

あり、当初予想を上回る約７万人もの多くの市

塔も同様に点検清掃を行い、午前中には予定し

民や県民が公園を訪れ、各種イベントや夜の弘

ていた作業全てを終了することができました。

前城へのプロジェクションマッピングなどを楽

参加者代表から「街路灯の点検と清掃活動を

しみ、無事閉幕しました。

とおして、夜の公園を訪れた市民の皆さまが明
るい電気のもと、安全安心に通行でき、弘前城
秋の大祭典でのよい思い出をつくる助けになれ

私ども東北電気保安協会は、これからも地域
に密着した諸活動を展開してまいります。
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Q

○の中に言葉を入れてください。

〇〇！東北電気保安協会

ヒント：弊協会のホームページ「お役立ち情報」の「広報活動のご案内：ＰＲ動画・テレビＣＭ」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

2021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）

★前号vol.283の
正解は、

20

ニセ

でした。

★前々号 vol.282 の応募者総数は 119 名、
正解者は 112 名でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。

福島事業所

『千年続く文化と人々の笑顔が輝くまち』国見町
（福島県）

国見町は、福島県の最北端に位置し、北は宮城県白石市、東は阿武隈川を挟んで伊達市、南は桑折町と隣接
し、盆地特有の肥沃な土地に恵まれ、年間平均気温が13.3度と、比較的寒暖の差がある内陸性の気候の町です。
古くから交通の要衝としてその利便性に優れ、旧奥州街道や旧羽州街道跡が残されており、現在は国道４号・
東北自動車道・東北本線・東北新幹線が縦貫し、交通の便に大変恵まれています。
国見町では、平成27年２月に「国見町の歴史まちづくり計画」が国の認定を受けました。阿津賀志山防塁、
奥山家住宅、岩淵遺跡など、長い歴史の中で受け継がれてきた文化財・伝統芸能は町の貴重な財産です。

国見町義経まつり

平安末期、源頼朝を総大将とした鎌倉軍と藤原国
衝率いる藤原軍が対峙した「奥州合戦」
。その歴史
的背景に思いをはせ、後世に伝えるまつり。メイン
となる「武者行列」には義経の騎馬武者や、静御前、
弁慶が登場し、高甲冑の格好をした地元の中学生が
藤田商店街を練り歩きます。

数多く残る歴史と文化の町、国見町

【中尊寺ハス】
藤原泰衡の首桶に納められていた蓮の種から開花
した、平安の香りを今に伝える貴重なハス。淡紅色
の清楚な大輪が特徴です。
（７月上旬～８月下旬が
見頃）
【阿津賀志山防塁】
奥州藤原氏が鎌倉軍を迎え討つために築いた3.2km
に及ぶ堀と土塁からなる、日本の三大防塁の１つ。
【奥山家住宅洋館・主屋】
大正10年に建築された、和洋両方の接客空間を備
えた近代建築。
国登録有形文化財に登録されています。

義経まつり

国見町の美味しいたからもの

【桃】
町村の部で全国１位の出荷量を誇る多彩な品ぞろ
えで、７月～10月まで味わえます。
【国見バーガー】
サバの味噌煮とパンのコラボレーション。意外と
合う！ご当地バーガー。
【あつかしさん】
国見町献穀米「天のつぶ」100％で仕込んだお酒。
酒米仕込みとは異なる贅沢な逸品です。
【道の駅国見あつかしの郷】
国道４号線沿いのアクセスしやすい東北最大級の
道の駅。地元の新鮮な野菜や果物を直売するエリア
や国見バーガーなどの名物グルメも販売！

特産品の桃

道の駅国見あつかしの郷
（写真提供：国見町まちづくり交流課）

◎福島県伊達郡国見町
■交 通 手 段／［ＪＲ利用］東北本線藤田駅より徒歩で約15分
■問い合わせ先／国見町まちづくり交流課 ☎024-585-2238

［自動車利用］国見ＩＣより車で約6分
URL：http://www.town.kunimi.fukushima.jp

※弊協会では、国見町役場庁舎や道の駅国見あつかしの郷をはじめ、学校・幼稚園など、国見町さまの施設９箇所の電気設備を点検させていただいており
ます。
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弊協会でお引き受けできる主な試験・診断項目
弊協会では、受電設備、発電設備、蓄電池設備、配電設備、負荷設備、消防用設備など電気設備全般にわ
たり試験・診断等の業務を行っておりますが、主要な項目は次表のとおりです。
試
1

験

診

断

項

目

使

用

機

器

無停電・非接触による過熱診断

サーモグラフィ

高圧絶縁診断

高圧リークメータ、超音波式放電探査器、高圧絶縁監視装置

低圧電路絶縁診断

低圧絶縁監視装置、活線絶縁抵抗測定装置

高調波診断

高調波分析装置

過渡現象診断

ＦＦＴ解析測定器、メモリ式レコーダ

電源品質診断（瞬時停電、フリッカー等）

電源品質測定器、電源波形監視装置

高圧機器絶縁劣化診断

ｔａｎδ試験装置、部分放電測定装置

高圧ケーブル絶縁劣化診断

直流絶縁試験装置

変圧器劣化診断

油耐電圧試験器 ( 油中ガス分析外注）

避雷器劣化診断

避雷器漏れ電流測定器、避雷器試験器

12

蓄電池劣化診断

バッテリーハイテスタ、比重計

13

電気使用合理化診断

多回路電力計測装置、デマンド監視装置

2
3

無停電
試験

4
5
6
7

電源品質
診断

8

10
11

高圧機器
劣化診断

2 0 21年1月1日

省エネルギー
14
環境測定
診断

vol.284

9

冬季号

ケーブル活線診断装置

環境測定器

照度測定

照度計

16

特別高圧絶縁耐力試験

絶縁耐力試験装置（誘導法応談）

17

人工地絡試験

人工地絡試験装置

18

雷インパルス耐電圧試験

衝撃電圧発生装置

19

受・配電盤温度上昇試験（等価負荷法）

温度測定ロガー、スライダック

開閉サージ電圧測定試験

高速デジタルオシロスコープ、高圧プローブ

特殊保護継電器試験

無歪型保護継電器試験器他各種

接地抵抗測定

電位降下法接地抵抗試験器

23

過渡インピーダンス診断

サージインピーダンス計

24

遮断器性能試験

真空度試験器、開閉時間測定器、不揃い時間測定器、操作電圧測定器、接触抵抗測定器

25

計器校正

計器校正装置、ダイヤル可変抵抗器、電力用マルチメータ

26

非常用予備発電装置などの負荷試験（温度上昇試験）、ガバナ試験 温度測定ロガー、ガバナ測定用Ⅴ－Ｆ変換器、金属抵抗負荷、騒音計、携帯型振動計

21
22

機器性能
試験

電源品質測定器、メモリ式レコーダ他

29

高圧ケーブルの事故点探査

パルスレーダ、マーレーループ方式一式

地盤の電気探査

大地比抵抗測定器

31

埋設ケーブル（配管）探査

埋設管探知器、埋設線探索器

32

絶縁用保護具、防具の耐電圧試験

30

33
34
35

各種探査

その他

電流ー電圧特性測定装置、故障モジュール診断装置、サーモグラフィ

高圧、特別高圧機器等の特別清掃
高圧真空遮断器（ＶＣＢ）のメンテナンス
高圧交流負荷開閉器（ＬＢＳ）のメンテナンス

迅速で高度な技術サービスを行うため、最新鋭の各種計測器類の整備充実に努めております。

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

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。

印 刷 ㈱ ソノベ

一
般
財団法人

一 般 財団法 人 東 北電気保安協会

太陽電池 太陽電池発電所の試験・診断
発電所の
28 メンテナンス 太陽電池発電所の使用前自己確認試験

27

発 行 所 仙 台 市 太 白 区 あすと長 町 3 丁 目 2 番 3 6 号

15

20

2021年

高圧ケーブル活線絶縁診断

