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2021年度のスタートにあたって

平素は、弊協会事業に対しまして、格別のご愛顧とご理解を賜り厚く御礼申し上げます。
私ども東北電気保安協会は、「電気の適切かつ安全な利用及びエネルギー使用の合理化を促進
する業務を行うことにより、公共の利益の増進に寄与する」ことを目的に、
昭和41年に設立され、
今日まで55年間に亘り、お客さまとともに歩んでまいりました。
弊協会は、経営理念として、
「私たちは、電気保安の確保とエネルギーの合理的使用を通じて、
地域社会の発展に貢献します。」を掲げ、
「電気」という生活に欠かすことのできないエネルギー
を、お客さまに安全かつ安心してお使いいただくとともに、電気保安を通じて「お客さまに信
頼され選択され発展し続ける東北電気保安協会」を目指しております。
2012年４月には、将来のあるべき姿を創造し『ビジョン2020』を策定するとともに、これを具
現化するため中期計画（３か年毎）に基づき、
「さらなる飛躍」を目指し取組んでまいりました。
そして2021年度からは、協会を取り巻く事業環境を踏まえ、新たに策定した『ビジョン2030』
の10年後のありたい姿である「電気保安の付加価値を高め、地域社会とともに成長する東北電
気保安協会」の実現に向け、協会職員が一丸となり「新たなる挑戦」に取組んでまいります。
また、この『ビジョン2030』のスタートに合わせ、2021年度から弊協会のロゴマークを一新
しました。ブランドスローガン「あんぜん、きづく、あんしん」を掲げ、お客さまに更に付加
価値の高いサービスをご提供させていただく所存です。引き続きご愛顧のほど、よろしくお願
い申し上げます。
最後に、皆さまのご繁栄とご健勝を心からお祈り申し上げ、2021年度のスタートにあたって
のご挨拶とさせていただきます。

一般財団法人 東北電気保安協会
理事長
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エノモト津軽工場の外観

今季号のお客さま

青森県五所川原市

株式会社エノモト津軽工場 さま
精密金型プレス技術などの高度な加工技術を基盤
に、IT 機器・家電・自動車関連の精密電子部品を製
造供給する株式会社エノモトの製造拠点が青森県五
所川原市にあります。「経営の中⼼は⼈であり、健
全なものづくりを通じて社会に貢献する」との信念
を持って優れた事業展開を続けています｡
株式会社エノモト
上席執行役員 東北製造グループ統括

磯部 千春さま

超

本日は株式会社エノモト 磯部千春上席執行役員
をお訪ねし、弊協会五所川原事業所長 藤田 博がお
話をうかがいました。

精密電子部品の加工技術

─創業からの沿革について教えていただけますか。
1962年（昭和37年）
、創業者の榎本保雄が山梨県
北都留郡上野原町（現上野原市）に、精密金型の製
作やプレス部品加工を行う榎本製作所を創業しまし
た。その後、国内で世界初のトランジスタ式電卓が
発売されたり、米国で第３世代コンピュータが登場
するなど、エレクトロニクス産業が進展した時代背
景を受けて、
事業拡張を図るため1967年（昭和42年）
、
株式会社に法人化しました。以降、金属プレス加工
をはじめ樹脂成形加工、メッキ加工と広範囲の加工
技術を確立し、IC・トランジスタ用リードフレーム
やＬＥＤ用リードフレーム、リレー、コネクタなど、
電子機器の発展と共に製品分野を拡げ、業績も拡大
してきました。生産拠点は、ここ青森県や岩手県の
ほか、海外では中国とフィリピンでも事業展開を
行っています。2018年（平成30年）には東証一部上
場を果たしました。

健

全なものづくりで社会貢献

─御社の企業理念とものづくりの基本について教え
てください。
当社は経営理念として「経営の中⼼は⼈であり、
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東北電気保安協会
五所川原事業所長

藤田 博
健全なものづくりを通じて、豊かな社会の実現に貢
献する」を掲げています。例えば最先端の高機能ス
マートフォンに搭載される超微細なコネクタ用部品
は、エノモトグループが創業以来培ってきた確かな
加工技術があればこそ実現したものです。５Ｇや
IoT 、自動運転技術などさらに高度化する情報化社
会を支えていく電子部品を供給することは、当社の
技術が豊かな社会の実現の一端を担っていることで
あると自負しています。また、ＩＴ分野のみならず、
省エネ機器としてのＬＥＤ用部品、いずれ来る水素
社会に向け燃料電池部品の研究開発も行っていま
す。そのため、従業員が働きやすい職場環境の整備
は、経営の中心たる人が健全なものづくりに取り組
むことを後押しするものとして、注力しています。

企業理念

モ

バイル機器向け超精密部品

─津軽工場の役割と御社の強みについて、また今後
の展望についてお聞かせください。
当社は主に半導体用リードフレーム、コネクタ用
部品を製造しています。スマートフォンなどのモバ
イル機器、各種センサーや空調コントロールなどの

確かな精密加工技術と人づくりをもとに、
暮らしを支える先進的なものづくり。
自動車電装品、照明器具などの民生用機器、その他
産業機器向けが主な用途となっていますが、津軽工
場では主にモバイル機器向け超精密コネクタ用部品
の生産を行っています。
当社の強みは金型設計からアッセンブリまでを一
括で受注できることです。金属プレス専業の業者は
多数ありますが、プレスから組み立てまですべての
工程を自社対応できるメーカーは限られています。
微細な加工になればなるほど、金属プレス品の出来
栄えが後工程の生産性・歩留まりに影響を及ぼすた
め、自社内で調整できることは大きなメリットにな
ります。お客さまから見ても、一社に発注して、さ
らに高品質・納期の短縮まで可能になるため大きな
メリットになります。
当社では、社内外、世界情勢を含む様々な困難を
乗り越えて、チームワークを高め、熟練技術者の育
成と継承を続けて、高度な技術を実現してきました。
さらに現在では、経験と勘に頼りきらず、省力化装
置や IoT を駆使し、工場のビッグデータを活用して、
業務改善とともに技術力と生産力の向上を図ってい
ます。今後も、これまで培ってきた技術をさらに進
化発展させ、豊かな社会の実現に貢献できるよう取
り組んでいきます。

エノモトの強みである
超精密金型プレス技術

超精密加工技術で製作したコネクタ

マシニングセンター

画像寸法測定機

社

員が満足して働けるように

─環境保全・社会貢献活動の面や職場の安全・労務
管理などの取り組みについて教えてください。
山梨県やフィリピンの工場では太陽光パネルを設
置し、再生可能エネルギーの積極的な利用を進めて
います。また、ISO14001の活動を通じ、省資源・

省エネ・廃棄物削減に継続的に取り組んでいます。
共用設備の更新時には省エネ性能の高い機器を導入
するなど環境負荷の低減に努めています。社会貢献
としては、フードバンクを通じた生活困窮者に対す
る食糧支援を行っています。また、地元の学校の工
場見学受け入れや職場体験、献血活動への協力、地
元の様々なイベントへの協賛などを行ってきました。
安全衛生委員会を主体に、職場のパトロールや外
部講習などで安全確保に努めています。また、働き
やすい職場づくりとして健康経営を宣言し、経営者
自ら先頭に立ち一丸となって心と体の両面から従業
員の健康管理に取り組んでいます。勤怠管理では、
残業が増えた場合は事前にアラームを表示して過重
労働とならないようなシステムを導入しています。
また、１分単位の残業管理や１時間単位の時間有給
休暇制度、失効した有給休暇を育児や私傷病時に利
用できる制度など、柔軟な働き方ができるほか、男
性・女性を問わず育児休業の取得を奨励し、ワーク
ライフバランスの確保に努めています。その他、年
１回の従業員満足度調査も継続して実施しています。

的

確な省エネ対策を検討

─電気のご使用にあたって、気になっていることや
ご要望などはございませんか。
気候変動による極端な環境変化で空調などの負荷
が大きく、エネルギー使用量が増加しています。一
層の省エネが必要と思っていますが、その方向性に
ついて検討していきたいと考えていますので、適切
なアドバイスをいただき固めていきたいと思ってい
ました。

省エネテーマの中でも経営戦略的な全事業所に関
わる課題もあると思いますが、気候風土や設備の保
守管理など津軽工場様に特有の課題という面にも注
目する必要があると思います｡ 弊協会では電気設備
の保守管理とともに、省エネ診断や電気安全セミ
ナーなどきめ細かい対応が可能ですので、いつでも
お声掛けいただければと思います。
本日は株式会社エノモトさまの、人材を大切にし
た会社経営と常に技術向上を目指す取り組みのお話
を聞かせていただき、ありがとうございました。
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新たなロゴマークのお知らせ
2021年度からスタートする「東北電気保安協会ビジョン2030」の実現に向け、協会職員が一丸となり「新
たなる挑戦」に取組むため、従業員の投票結果を踏まえて選定した新しいロゴマークを４月から使用してい
ます。今後も、お客さまに更に付加価値の高いサービスを提供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。

●シンボルマーク

●ブランドスローガン&ブランドステートメント

安定した企業イメージとして正方形で構成した

お客さまの電気設備の変化に「気づき」迅速に

間に保安の「Ｈ」を表現し、緑をベースに電気

を「築き」
、お客さまに毎日の「安心」を提供

東北の「Ｔ」、電気を表す「正方形」
、無限の空
が灯っている様子をイメージしています。

対応し、お客さまとともに確かな技術で「安全」
します。

テレビＣＭのワンシーン

東北電気保安協会ビジョン2030
弊協会の理念及び10年後のありたい姿を明確にするとともに、
事業運営の方向性（顧客・組織・人材・教育・
職場・社会）を示す、
「東北電気保安協会ビジョン2030」を策定いたしました。
中期計画［第Ⅰ期］
（2021年度～2023年度）は、ビジョンの実現に向け３か年の事業課題とともに、
「持
続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）
」を意識し重点的な取組みを掲げ、課題解決に向け取組んでいくこととして
います。
また、従業員が一丸となってビジョンの実現に向け取組むことができるよう、
「コーポレートソング」を
制作しました。コーポレートソングは、協会のＣＭソングを手掛けている仙台市出身のシンガーソングラ
イター「伊東洋平」さんに作詞・作曲していただきました。
（弊協会ホームページよりご視聴いただけます。
）
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2021年度「電気取扱者安全衛生特別教育講習会」及び「保安管理業務講習」のご案内
「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「低圧、高圧、特別高圧の充電電路や充電電路の支持物の敷設、点検、
修理若しくは操作の業務」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/

「保安管理業務講習」を開催いたします
●保安管理業務講習とは
自家用電気工作物を設置する者は、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任・
届出することが定められていますが、委託契約（外部委託）が締結されている場合、電気主任技術者を選任
しないことができ、その場合の電気主任技術者の役割を委託契約先の保安業務従事者が行います。
これまで、保安業務従事者の要件として、電気主任技術者の免状交付後、電気主任技術者の免状の種類に
応じて３年～５年の実務経験が必要でしたが、このたび、所定の講習を受講することで、実務経験の期間を
一部短縮できることになりました。
弊協会の実施する本講習を受講することにより、実務経験の期間を免状の種類によらず３年とすることが
できます。
【講習対象者】
外部委託承認制度における保安業務従事者に就かれる方で、電気主任技術者免状の交付を受けた後、実
務経験が講習受講時点で３年以上５年未満の方。
※受講人数に限りがありますので、実務経験年数が多い方を優先する場合があります。

【講習日程】
１回目：2021年 4月19日（月）～ 4月23日（金）
２回目：2021年 5月10日（月）～ 5月14日（金）
３回目：2021年 6月 7日（月）～ 6月11日（金）
４回目：2021年12月 6日（月）～ 12月10日（金）

【講習場所】
東北電気保安協会総合技術センター
山形市松栄一丁目3-26
☎023-646-4640

※詳細は弊協会ホームページをご覧ください。
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「電気保安の高度化」に向けた弊協会の取組みについて
電気保安を取り巻く環境は、今般のコロナ禍や災害時でもインフラの維持は必須であり、遠隔にて状態を把
握できる仕組みが急務となっています。また、全国的に電気主任技術者の高齢化や将来的な人材不足があげら
れており、電気保安品質の確保が大きな課題となっています。
弊協会では点検業務の効率化、且つ高精度化の実現が必要と考えています。これらの課題解決に向け、数年
前から ICT 技術に AI を組合わせた、新しい点検業務の在り方を確立する取組みを行っています。

１

弊協会における保安業務の現状と課題

弊協会検査員が定期的に自家用電気工作物の月次点検・年次点検を行っていますが、それでも停電や漏電な
どの電気事故を完全にゼロにすることはできません。停電事故に至る要因は様々ありますが、電気事故全体の
約20％は原因を特定できない現状となっています。停電を伴う電気事故には、自分の設備に原因がある場合、
殆どが予兆といえる事象が発生しています。検査員が常駐し頻繁に設備の状況を確認するわけにいかないため、
場合によっては予兆を見逃していることも要因の一つと考えられます。関連する何らかのデータを連続して記
録していれば、予兆を捉えることができますが、我が国のほとんどを占める中小規模の自家用電気工作物では
IoT ／ AI が導入されていないのが現状となっています。
■ 弊協会管内では、高圧受変電設備に関する電気事故が年間1,000件程度ある
■ 1,000件の電気事故のうち、20％程度が原因を特定できておらず再発する懸念がある
■ 将来、専門スキルを有した「電気主任技術者」不足が懸念され、十分な点検に支障をきたすおそれがある
✓ 電気保安業界においては、自家用電気工作物全体の８割を
占める500kW未満の中小規模設備にIoT（センサー）/AI
が導入されていない
✓ 高圧部の設備劣化による停電事故は年間1,000件程度あり、
IoT(センサ)/AIの活用による事故の未然防止（予兆検出）
が必要と考える
✓ 低コストで遠隔による状態確認、設備劣化検出をIoT(セン
サー)/ AIで効率化できることは需要が高いと考える

高圧受変電設備に関する電気事故件数(2015年〜2019年)
1200
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高圧受変電設備の電気事故件数推移

2019年度3月末現在
高圧需要家数

件数

弊協会の課題とニーズ

約49,000件
2015Fy

2016Fy

2017Fy
年度

■原因不明

2018Fy

2019Fy

■原因判明

将来の電気主任技術者人口の予想（出典：経済産業省）

現在の保安体制では、
保守できない電気設備
が生ずる懸念

✓ 電気工作物の保安を担う電気主任技術者は、既存人材の高
齢化の進展や入職者数の減少等により、将来的な人材不足
が見込まれる

2030

２

弊協会における電気保安の高度化への挑戦

弊協会の挑戦は、中小規模の自家用電気工作物に IoT/AI を普及させることで、現場に検査員が居なくても
設備劣化の兆候を自動的に検出することができ、事前に（計画的に）対応できるようにすることです。また、
感染症や災害発生時など、現地に出向けない状況でも遠隔にて電気設備の状態を確認することができるように
なります。
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■IoT と AI により、現場作業の効率化を図り、熟練技術者の知見を取込み、故障予兆検出の標準化を行う
■自家用電気工作物の受変電設備に目的に応じたセンサーを取付け、センサーの常時変化する計測値から微妙な
変化（いつもと違う変化）を検出（以下、「アラート」という。）する
■アラートに対し、技術者が点検・測定を行い、状態を数値化したデータを AI にフィードバックする
保全工程
設備の経年劣化
故障の予兆
電気事故
設備更新

AIの適用範囲と役割
✓設備の経年劣化に伴う故障の予兆（異音や異臭など）は、技術者が点検している

ときでなければ判らない。また、点検時に予兆が発生しているとは限らず見過ご
してしまう場合がある。
✓各センサーから系列に連続するデータをインプット・学習させることにより、デー

タの変化を定常的か非定常的かを判断するということができる AI を構築する。

■常時計測データを解析するため、現場に技術者がいなくても設備劣化の兆候を自動的に検出できる
■劣化兆候は、高精度で均一な検出が可能となる
■災害や感染症の発生など、技術者が現地に出向けない状況でも、リモートで電気設備の状態を確認できる
■兆候の表れた機器を計画的に処置することにより、不要な停電事故を回避することができる
現場で起きている問題

AI活用による解決方法

✓技術者により劣化兆候の感知精度にばらつきが出る

✓AIを用いて標準化することにより、常時高精度の判断が可能

✓現場に技術者がいなければ劣化兆候に気づかない

✓常時計測するデータにAIを活用することで監視を省人化

✓劣化兆候を見逃し停電事故に至ることもある

✓設備更新時期の判断にAIを活用することにより、トラブル
を事前に把握し不要な停電を回避

✓電力機器は家電機器等と比べ，長期にわたり利用するが，
一律の時間間隔での点検が主である

✓各種（設備・点検・顧客・運転・事故）情報から，
AIを用ることに
より，
時間間隔の保全から，
設備状態を加味した保全への移行

３

弊協会の目指すところ

お客さま（自家用電気工作物の設置者）に、持続可能な電気の安全・安心を提供することが最優先事項とな
ります。そのため、次世代保安監視システムを構築して、IoT/AI を駆使することで、電気主任技術者が新た
な働き方に転換し、これまでの点検品質を維持・向上させながら、地域社会の発展に貢献していくことを目指
しています。
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4

ＰＣＢ含有電気工作物の早期処理のお願い
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迫る!!
１

ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）について

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・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）の処分の必要性

（１）保管中の高濃度ＰＣＢ廃棄物について
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（以下「ＰＣＢ特別措置法」という。）
において、保管事業者に処分期限内で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

ＰＣＢ含有電気工作物の確認方法

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します。
低濃度ＰＣＢ※1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廃棄物処理は、ＪＥＳＣＯ（中間貯蔵・環境安全事業株式会社）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。処分期限は、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。
※１

４

低濃度ＰＣＢとは、ＰＣＢ濃度が0.5mg/kgを超え、5,000mg/kg以下の絶縁油等をいいます。

高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期間

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。
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変圧器

コンデンサ

2022年３月31日まで

※2

安定器

ＰＣＢ汚染物等

2023年３月31日まで

※2

※２

５

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

ＰＣＢ含有電気工作物の届出と廃棄物の処理手続方法

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
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）→
④処理費用の支払い→

②処分委託契約の締結→

⑤搬出と運搬→

③収集運搬業者との収集運搬委託契約→

⑥処分完了となります。

PCB 分析・処理についてのご質問・ご相談等は弊協会検査員までお問い合わせ願います。
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検査員の現場報告1
ヘビが原因で高圧停電事故発生！
新庄事業所

小関 春雄

高圧停電事故が発生し、原因調査の結果、キュー
ビクル内の配線ピット内に隠れていたヘビを発見で
きた事例を紹介します。

〔状況〕

暑かった昨年８月中旬の朝7時30分頃、お客さま
から「出勤したら発電機が起動していて、停止でき
ない」と電気事故受付センターに連絡が入りました。
このお客さまは、災害時の対応として、建物の電
灯や動力に送電可能な非常用予備発電装置を設置さ
れており、停電になると自動で起動します。当日の
出動当番だった私は、高圧停電事故かもしれないと
同僚に応援を依頼し、２人で現場に急行しました。

〔調査〕

約１時間後お客さまに到着し、引込柱上の高圧気
中開閉器が開放状態であることを目視で確認しまし
た。また、高圧気中開閉器に付属している地絡継電
器には、高圧回路で漏電したことを知らせる「地絡」
表示があり、お客さま構内の高圧停電事故であるこ
とを確認しました。
同僚と一緒に高圧受電設備に異常がないか調査を
始めました。高圧絶縁抵抗測定及び高圧機器の目視
点検に異常は見られません。原因が分からずふと目
線を下に落としたときに、配線を収めるためのピッ
ト内で何か動いているものを発見しました。ライト
を使いよく確認してみると、なんとヘビが動いてい
たのです。「ヘビがいる！」と同僚に叫んで知らせ
ました。ヘビをよく観察すると、感電したことを証
明する黒くなった火傷の後も確認することができま
した。

〔原因〕

キュービクル内にヘビが侵入し、高圧回路に触れ
漏電が発生したことにより引込柱の地絡継電器が動
作し停電が発生、同時に非常用予備発電装置が自動
で起動したことが判明しました。ヘビはまだ生きて
いたため、見逃してしまうと再度停電事故が発生し
ていたかもしれません。

〔お客さまの声〕

「発電機により建物内の電気が使用できたため停
電に気が付かず、なぜ発電機が起動しているのか分
かりませんでした。電気を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、ヘビが原因の高圧停電事故でした。
月次点検や年次点検では、どうしても電気設備の機
器ばかりに目がいってしまいがちですが、機器を含
めた周囲にも目を配り、どんな小さな隙間も見逃さ
ない点検の重要性を再認識しました。

キュービクル内にいた蛇

〔復旧〕

キュービクル内のヘビを取り除くとともに、侵入
経路と思われる隙間を塞ぎ、約１時間後に復旧しま
した。
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捕まえた蛇

検査員の現場報告2
絶縁監視装置の警報発生、漏電箇所を追え !!
田島事業所

井戸川 仁

絶縁監視装置の警報発生から原因判明まで、１週
間を要した事例を紹介します。

〔状況〕
12月上旬の15時頃、電気事故受付センターから「お
客 さ ま に 設 置 し て い る 絶 縁 監 視 装 置 か ら（ 動 力
200V 回路で）特別警戒連続（※）が発生した」との連
絡があり出動しました。出動する前にお客さまに電
話連絡したところ「設備に異常はなく、工場も普段
どおり稼働している」とのお話でした。
※特 別警戒連続：500mA 以上の漏えい電流が５分以上継続した場合の
ことをいう

〔調査〕
30分後に到着し、お客さまに再度状況をお伺いし
ましたが「停電している箇所や異常箇所は見当たら
ない」とのことでした。
早速、漏電回路を特定するためキュービクル内の
動力主幹回路の漏れ電流を測定しましたが、正常値
でした。次に、お客さまに停電のご了承をいただき、
絶縁抵抗測定を実施しましたが、正常な状態で原因
を特定することはできませんでした。漏電している
回路を特定するため、キュービクル内に漏電探査器
を取付け、様子を見ることにしました。取付け後、

〔お客さまの声〕

お客さまに漏電の原因を説明すると「木材粉砕機
の運転中にベルトコンベアが停止すると、工場の稼
働が停止してしまうので、その前に原因が判明して
安心しました」と感謝の言葉をいただきました。

〔まとめ〕

今回の事象は、配線が損傷しベルトコンベアが運
転するときに、漏電が発生する事例でした。絶縁監
視装置の警報発生から漏電箇所を特定し、感電や漏
電火災を未然に防止することができ、その必要性を
再認識することができました。
今後も迅速・丁寧な対応と、お客さまへ分かりや
すいご説明を心掛けていきたいと思います。

同様の警報が２回発生しましたがすぐに回復し、探
査器の取付箇所を変更しながら漏電回路の特定を進
めることとしました。
その後、４回調査に訪問し徐々に回路を絞り込み、
ちょうど１週間後、探査器を取付けた回路に漏電の
表示があり、木材粉砕機用の送出コンベアが原因箇
所と断定することができました。

〔原因〕

本体（ベルトコンベア付近）

送出コンベアを目視点検したところ、振動で被覆
が擦れて損傷した配線が外箱に接触したり離れたり
したため、短時間の漏電を繰り返していたものと想
定されます。

〔復旧〕
感電・電気火災のおそれがあることから、使用を
中止し、お客さまから電気工事店に配線の張替えを

損傷個所

依頼し交換していただきました。
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伝統的工芸品を訪ねて

「塩 沢 紬」


●塩沢織物の沿革
塩沢産地は、小説「雪国」の舞台となった越後湯

●塩沢紬の特徴
かすりいと

真綿手紡糸を使い特有の柔らかさと、絣糸を一本
かすりもんよう

沢の隣、塩沢・六日町一帯（現南魚沼市）を指し、

一本合わせて織りあげる細かな絣紋様は独特の上品

十日町・小千谷産地と並んで越後新潟を代表する織

さと落ち着きをかもしだしています。

物産地です。
その歴史は古く1200年前の越後の国で織られた麻
布が奈良の正倉院に保存されています。
その時代からの織り技術を現在まで伝承保存して
おり、地元塩沢出生の江戸時代の文人である鈴木牧

●塩沢紬の使用原料
たて糸 ―― 生糸又は玉糸を使用
よこ糸 ―― 生糸及び真綿手紡糸を使用

之の著書「北越雪譜」に「雪中に糸となし、雪中に
織り、雪水に洒ぎ、雪上に晒す。雪ありて縮あり、
されば越後縮は雪と人と気力相半ばして名産の名あ
り。
」とうたわれた、越後縮が現在の越後上布であり、
昭和30年５月に国の重要無形文化財の指定を受けて
おります。更に、平成21年９月30日ユネスコの無形
文化遺産に登録され世界に誇る工芸品となりました。
その越後上布の技術を絹織物に生かした織物が、
現在塩沢産地の主流製品である塩沢紬・本塩沢・夏
塩沢です。
塩沢紬は、18世紀後半（江戸時代後期）に起源す
ると云われ、原料に生糸、玉糸、真綿手紡糸を使用
し、特有の柔らかな地風と手括り、手摺込みによる
精巧な細かな絣（蚊絣）で構成された模様が特徴と
なっています。
本塩沢は、その起源は17世紀中期（江戸時代中期）
に遡り、絹縮み・塩沢お召しとて著名であり、原料
よこ

は生糸を使用し、緯糸に強い撚りを掛け、織り上げ
た後湯もみによるシボ立ち地風が特徴であり、十字
絣・亀甲絣で構成された文様は、上品さと優雅さを
醸し出す織物です。
夏塩沢は、原料に生糸・駒糸を使いサラリとした
涼味豊かな風合いが特徴の盛夏用の絹織物です。
塩沢紬・本塩沢は共に、国の伝統的工芸品に指定
されています。（塩沢紬は、昭和50年２月第１次、
本塩沢は、昭和51年12月第５次指定）
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Photo : mika nakanishi ／タクミクラフト提供

この伝統マークを使った
伝統証紙が貼られている
塩沢紬は、産地組合等が
実施する検査に合格した
経済産業大臣指定伝統的
工芸品です。

「伝統的工芸品」とは
・主として日常生活の用に供されるもの
・その製造過程の主要部分が手工業的
・伝統的な技術又は技法により製造されるもの
・伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるもの
・一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事し
ているもの
上記５つの項目を全て満たし、伝統的工芸品産業の振興に関する法律（昭和49年
法律第57号）に基づく経済産業大臣の指定を受けた工芸品のことをいいます。

伝統マーク
R3-050


●塩沢紬の製造工程

整

撚

染

色

機巻き

たて地糸

（生糸又は玉糸）

（生糸）

色

経

糸

絣作り

よこ絣糸

査

染

織

管巻き

よこ地糸

（真綿手紡糸）

製

（高 機）
（絣織機）

検

（摺込み）
（型捺染）

仕上げ・整理

絣作り

たて絣糸

（摺込み）
（括 り）
（型捺染）

（生糸）

原材料：まゆ

真綿の手紡ぎ

染色

絣くびり

整経

機巻き

高機の織り

仕上げ

絣摺込み

検査

●産地組合名 塩沢織物工業協同組合
〒949-6435

新潟県南魚沼市目来田107番地1

☎025-782-1127

●取材を終えて
近年は長期構造的不況の中、生産・出荷高の減及び組合員の減少等、産地基盤の弱体化が進んでおら
れるとのことでしたが、伝統ある技術・技法を後世に継承するため、物作りの原点に戻り、より一層消
費者に愛される製品作りに日々努力しておられました。
電気を安全にご使用いただくために、製造工程では水を使用する作業もあることから、濡れた手でプ
ラグに触れたり、コンセントを濡らすと感電事故につながる可能性があることから、組合員の皆さまを
対象とした「電気安全セミナー」の開催をご案内しました。
また、電気は、機織りのときなど手元を明るく照らしてくれる照明として、欠かせないものとのお話
もいただいております。
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「感震ブレーカー」ってなに？
ご存知ですか？地震による火災の過半数は電気が原因
東日本大震災における本震による火災全111件のうち、原因が特定されたものが108件。そのうち過半数が
電気関係の出火でした。地震が引き起こす電気火災とは、地震の揺れに伴う電気機器からの出火や、停電が
復旧したときに発生する火災のことです。
※日本火災学会誌「2011年東日本大震災 火災等調査報告書」より作成

電気火災対策には、感震ブレーカーが効果的です
「感震ブレーカー」は、地震発生時に設定値以上の揺れを感知したときに、ブレーカーやコンセントなどの
電気を自動的に止める器具です。感震ブレーカーの設置は、不在時やブレーカーを切って避難する余裕がな
い場合に電気火災を防止する有効な手段です。

感震ブレーカの種類について
●分電盤タイプ（後付型）

●分電盤タイプ（内蔵型）
分電盤に内蔵されたセンサーが揺れて感知し、ブ

分電盤に感震機能を外付けするタイプで、センサー

レーカーを切って電気を遮断します。

が揺れを感知し、ブレーカーを切って電気を遮断します。

●コンセントタイプ
コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知

●その他（簡易タイプ等）
ばねの作動や重りの落下などによりブレーカーを

し、コンセントから電気を遮断します。

切って電気を遮断します。

（埋込型）
壁面などに取り付けて
使うもの
※電気工事が必要

（タップ型）
既存のコンセントに
差し込んで使うもの
※電気工事が不要

おもり玉式

バネ式

感震ブレーカーの設定に際しては、急に電気が止まっても困らないための対策と合わせて取組むことが必要です。

・生命の維持に直結するような医療用機器を設置している場合、停電に対処できるバッテリー等を備えてください
・夜間の照明確保のために、停電時に作動する足元灯や懐中電灯などの照明器具を常備しましょう
※感震ブレーカーの設置に関わらず、地震時やその他の自然災害時にも大規模な停電が発生するおそれがあることから、平時から停電対
策に取組みましょう

お問合せは、最寄りの事業所にお願いいたします。
（内閣府、消防庁、経済産業省作成の「感震ブレーカー普及啓発チラシ」より引用）

14

令和3年度 ７月開催予定

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
開

催

日

開催場所

プログラム

お問い合わせ電話番号

7月 7日
（水）

宮城県
大崎市

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 8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 9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13日
（火）

山形県
米沢市

令和2年度の
電気安全山形県委員会
電気事故
（東北電力ネットワーク㈱山形支社(配電)内）
について他
☎（023）634-8006
13:30 〜 16:00

7月14日
（水）

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

7月15日
（木）

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
（金）

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

●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/
なお、新型コロナウィルスの影響や会場の都合などにより変更となる場合がありますのでご了承ください。
※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）
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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、弊協会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。

私たちに
おまかせください。

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お客さまから直接料金はいただきません。

私ども協会調査員の標準ス
タイルは右図のとおりです。
参考にしてください。

❸電気器具など、物品を販売しません。

お問い合わせ窓口

一般財団法人 東北電気保安協会

■本
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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

☎025-281-1610

大曲事業所

『歴史と伝統に彩られた雅なまち』仙北市
（秋田県）

仙北市は平成17年9月20日、田沢湖町、角館町及び西木村が合併して誕生しました。秋田県の東部中央に位
置し、市の中央には水深が日本一である田沢湖があり、東に秋田駒ケ岳、北に八幡平、南は仙北平野へと開け
ています。
冬季には、全地域で平均気温が氷点下を下回る厳しい寒さですが、長い冬が終わり、待ち望んだ春に咲く満
開のサクラは、
「ひとが集い輝くまち」仙北市の象徴であり、市の花として制定されています。

桜の名所「角館」

深い木立と重厚な屋敷構えが今もなお藩政時代の
面影を残す町、角館。東北の小京都と呼ぶのにふさ
わしい風情を、町全体に漂わせた桜の名所です。
この街は、元和６年（1620年）角館地方を治めて
いた芦名義勝によって造られました。豊かな仙北平
野の北部に位置し、三方を山々に囲まれ、西は桧木
内川、南は玉川に沿った地形で、城下町を形成する
のに最も適した場所でもありました。
桧木内川堤のソメイヨシノは２キロメートルに及
ぶ花のトンネルとなり、そぞろ歩く人たちに、北国
の短い春を満喫させます。そして、一斉に散る様は、
正に爛漫たる花の舞、清流に映える夜桜の景観も見
事です。
平成２年、武家屋敷通りと共に「日本さくら名所
100選」に選ばれました。

桧木内川堤ソメイヨシノ

田沢湖の固有種「クニマス」

また、市外・県外にも田沢湖再生に関わる人々を
増やし、多様な組織・団体等の連携や取組みを推進
するため「田沢湖再生ネットワーク」を発足して、
Facebook（フェイスブック）での情報提供や意見
交換を行っています。

田沢湖クニマス未来館

佐竹北家伝承「御狩場焼（おかりばやき）
」

佐竹北家21代御当主によると、戦が治まった時代
には、御家来衆を率いて統治していた領内各地に出
かけては、主に鴨・キジなどの鳥類を対象として狩
猟を行い、獲った獲物をその場でさばき食していた
といいます。
御狩場焼は、肉・季節の野菜などを山椒味噌がひ
き立てる、豪快ながらも繊細な味わい。佐竹北家の
野遊びを思い浮かべながらいただきたい、歴史ロマ
ンあふれる郷土料理であり、角館町内の飲食店で提
供されています。

クニマスは、かつて世界中で田沢湖だけに生息し
ていた固有種です。昭和15年１月、玉川の酸性水を
田沢湖に導入したことにより絶滅しましたが、平成
22年12月に山梨県西湖で発見された「奇跡の魚クニ
マス」を、田沢湖クニマス未来館において飼育・展
示しています。仙北市では、田沢湖再生とクニマス
の里帰りに向けて、秋田県や国、研究機関と協力し
て取組みを進めています。

御狩場焼

◎秋田県仙北市（仙北市役所田沢湖庁舎）
■交 通 手 段／［ＪＲ利用］田沢湖線・秋田新幹線 田沢湖駅より徒歩で約15分
［自動車利用］東北自動車道 盛岡ＩＣから国道46号線を通行し約50分
■問い合わせ先／仙北市総務部総務課 ☎0187-43-1111 URL https://www.city.semboku.akita.jp/
※弊協会では、仙北市の施設65箇所の電気設備を点検させていただいております。

（写真提供：仙北市、一般社団法人田沢湖・角館観光協会）
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Q

○の中に言葉を入れてください。

電気主任技術者に代わって
〇〇を行います

ヒント：弊協会のホームページ
「法人のお客さま」
「保安管理業務」
をご覧ください。

※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

広報グループ 宛

2021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）

★前号vol.284の
正解は、

ゆけ

でした。

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。

★前々号 vol.283 の応募者総数は 103 名、
正解者は 100 名でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。

一 般 財団法 人 東 北電気保安協会

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。
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