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池のやや手前の道端に、佛生池の守り神を祭る石
室があります。
クロサンショウウオの生息地としても知られて
います。周辺は高山植物の宝庫で、トウゲブキや
ハクサンフロウなどが群生しています。
佛生池のそばにある小屋は宿泊・食事ができ、
ここを利用して月山神社へ向かう参拝者も多くい
ます。
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職員の働きやすい職場づくりと省エネ
～「指定障がい福祉サービス事業所

愛仙」さまの省エネの取り組み～

今回ご紹介する「指定障がい福祉サービス事業所 愛仙」さまは、生活介護支援事業及び就労継続支援Ｂ型
事業により、
障がいを持つ方の生活訓練、
作業訓練及び社会活動をしながら自立のための支援を行っております。
運営されている「社会福祉法人秋田ふくしハートネット」さまは、他に「複合施設 愛仙の華」で障がいを
持つ方の各種支援事業を行っております。

〔導入経緯〕
豪雪地域にある「指定障がい福祉サービス事業所 愛仙」さまは、空調機（暖房）を使用する冬期間（12月
～２月）のデマンド値及び使用電力量が最大となります。「社会福祉法人秋田ふくしハートネット」さまは、
職員の働きやすい職場づくり、施設利用者が快適に利用できる環境づくりに積極的に取り組まれていることか
ら、冬期間の空調機（暖房）を停止することなく、施設の快適な環境を維持しながら使用電力量の削減ができ
る「エネルギー監視サービス スタンダードプラン（見える化＋自動負荷制御）
」を提案させていただきました。

〔導入効果〕
空調機（暖房）の出力を自動制御し冬期間のデマンド値を抑制したことにより、契約電力が11kW 減少し、
基本料金を約１万６千円削減することができました。エネルギー監視サービスの運用費用を差し引くと月額約
７千円、年間約８万８千円の削減となります。その他、使用電力量も削減できたことから、さらに電気料金の
削減につながりました。
（円／月額）

契約電力（kW）

基本料金（※）

導入前

75

113,250

導入後

64

96,640

基本料金削減額

▲16,610

エネルギー監視
サービス費用

差額

－

－

9,290

▲7,320

※基本料金1,510円／1kW で算出しました。

〔お客さまの声〕
お客さまからは「エネルギー監視サービスの導入により、施設の快適な環境を維持しつつ電気料金が削減さ
れたことに加え、職員の省エネ意識が向上した、導入してよかった。また、同サービスを導入しているもう一
つの事業所の『複合施設 愛仙の華』でも、さらにデマンド値を抑制し、省エネと電気料金の削減に取り組み
たい」とのお話をいただきました。

指定障がい福祉サービス事業所 愛仙さま

空調室外機

空調自動負荷制御盤

1

※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り組みとして、web 会議シス
テムにより対談しました。
酒田米菓本社最上川工場

今季号のお客さま

山形県酒田市

酒田米菓株式会社 さま
米どころ庄内で上質なこだわりのあるせんべいをつくり、全国から
世界にも販路を拡大している酒田米菓さま。昭和37年に発売された
「オ
ランダせんべい」は、元祖うす焼きせんべいとして親しまれ、今では
山形県のソウルフードと言われるほど多くの人に愛されています。見
学可能な本社工場は全国から年間10万人以上が訪れる一大観光スポッ
トになっています。
本日は、酒田米菓株式会社 佐藤 栄司代表取締
役社長に弊協会専務理事 渡邉 誠がお話をうかが
いました。

東北電気保安協会
専務理事

酒田米菓株式会社
代表取締役社長

渡邉

佐藤 栄司さま

日本初のうす焼きせんべい
渡邉：酒田米菓さまと言えば「オランダせんべい」

誠

各地の皆さまにご好評をいただき、昭和43年
（1968年）には全国菓子大博覧会で名誉総裁
賞を受賞しています。ロングセラー商品を育

が山形県内はもちろんのこと、全国的に知ら

てながら、海外向けのライスクラッカー製造

れる米菓となっていますが、創業からの沿革

や健康志向に合わせた無添加商品など、お客

と事業内容、企業理念について教えていただ

さまのニーズに寄り添った商品を製造してい

けますか。

ます。

佐藤：もともと祖父の佐藤栄吉が旧八幡町で米屋を
経営していましたが、米の販売だけでは限界
があると感じた叔父の佐藤栄一が米の加工技
術の一つとしてせんべいの製造に着目し、昭
和26年（1951年）に酒田米菓を創業しました。
以来、米菓づくりを主軸とした製造・販売を
続け、昭和37年（1962年）に日本初のうす焼
きせんべいである「オランダせんべい」を発
売しました。東北限定にて発売しましたが、
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全国菓子大博覧会で名誉総裁賞を受賞した「オランダせんべい」

豊かな庄内の米文化から生まれたうす焼きせんべい
見学や体験ができる工場は全国から多くの観光客を集める
経営理念としては「全パートナーが物心両面

チェックが必要不可欠なのです。

の幸福を追求すると同時に夢と希望が叶えら

原料となるコメはすべて国産米を使用してい

れる企業となり、人類と社会の進捗発展に貢

ます。米の出所がはっきりし、安心して加工

献する事」を掲げています。そのために、従

できるためです。一番いい状態での素材の味

業員満足度を追求し社員の幸せと人間性を高

を味わってほしいという考えから、原料に徹

めていくこと、全パートナーはお客さまに喜

底してこだわっています。オランダせんべい

ばれ感謝されることを追求することで、世界

は、山形県産米を使用し、パリッと軽い歯ご

中の人たちに感動と癒しを提供し酒田米菓の

たえとサラダ風味のあっさり塩味が特徴の当

商品、サービスで喜んでもらうことが私たち

社主力製品です。名前の由来は、庄内の田ん

の夢です。

ぼが広がる風景がオランダの風景と似ている
ことと、庄内地方の方言で「私たち」を「お

地域の新しい観光資源として貢献

らだ」と言うことから「おらだのせんべい」
、

渡邉：多くのお客さまに感動と喜びを提供したいと

うになりました。

いう御社の理念がよく表れ、またせんべいづ

そこから「オランダせんべい」と呼ばれるよ
「 オ ラ ン ダ せ ん べ い FACTORY」 で は、 約

くりにかける御社のこだわりを私たちが感じ

400m の工程をじっくりご覧いただけます。

る こ と が で き る の が「 オ ラ ン ダ せ ん べ い

それだけではなく、庄内の米づくりの歴史や

FACTORY」
ではないかと拝察していました。

豆知識を学んだり、せんべいづくりの体験が

佐藤：ありがとうございます。平成27年
（2015年）に、

できたり、カフェでくつろいでいただくこと

お客さまに見学していただける本社工場「オ

もできます。このようなかたちの工場は初代

ランダせんべい FACTORY」をオープンさ

も願っていたものでしたので、私が社長に就

せました。当社では米の仕入れから、生地づ

任して真っ先に手掛けました。私たちが大切

くり、焼き、包装と商品ができるまでの工程

にしてきた米文化を次の世代に伝えることを

をすべて自社工場で行っています。工程全長

願いつつ工場を一般公開することで、地域の

は約750ｍに及び、米から製品までの一貫し

多くのお客さまと触れ合うことができ、ご家

たラインを敷き、各工程で熟練した職人の手
によって手間をかけて商品を生み出していま
す。せんべいづくりには季節や天候、米の状
態など、その日の条件によって微妙な調整が
必要となります。素材である米の味を生かし
て風味豊かなせんべいに仕上げるには、シス
テムによる制御だけでなく人の感覚も重要な
ファクターとなります。全工程を見守りなが
ら、 常 に 良 い 状 態 を 見 極 め る 五 感 に よ る

「オランダせんべい FACTORY」内の「米づくり〜昔と今〜」コーナー
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族や子どもたちが楽しく地域文化を学んでい
ただけるものとなっています。おかげさまで

渡邉：商品開発や販売戦略、今後の展望については
どのようなお考えをお持ちでしょうか。

年間10万人を超えるお客さまにご来館いただ

佐藤：開発されるべき商品が真に社会にとって有用

いており、結果としてひとつの新しい地域観

なものであること。自社の創造的な技術が盛

光資源としてお役に立てているのかと感じて

り込まれ開発された商品が他にはない新しい

おります。

価値をつくりあげていることを念頭に、お客
さまにとってどんな良いことがあるのかス

国際規格の認証と世界戦略

トーリー性のあるものを開発しています。た

渡邉：米づくりの段階からの御社のせんべいにかけ

や原料の米づくりについて学びたいという親

る熱意を感じることができるお話でしたが、
食

子連れが増えている流れを受け、食育を兼ね

品安全と品質の維持向上についても非常に力

て親子で楽しく学びながら食べてほしいとの

を入れて取り組まれているとうかがいました。

思いを込めたものです。また「プリントせん

とえば「九×九せんべい」はせんべいづくり

佐藤：本社工場について、平成29年（2017年）３月

べい」は、お客さまの思いや願いのメッセー

に国際規格の「FSSC22000」を取得いたしま

ジをせんべいの表面にプリントしてお相手に

し た。 こ れ は HACCP や ISO22000よ り も さ

贈ることができるせんべいです。誕生日のお

らに明確な基準が設けられ、安全で確実な食

祝いや入学祝などに使っていただければと開

品安全マネジメントシステムを運用している

発したものです。

ことを認証する国際規格です。当社では、食

海外での製造・販売もスタートしました。オー

品安全方針を掲げ、日頃より全社員一人ひと

ストラリア向けのせんべいとして、せんべい

りが食品安全の意識を高め、おいしくて安全

生地にスーパーフードのキヌア、チアシード

な食品をお客さまに提供してきました。今後
も食品安全マネジメントを継続、推進・強化
することにより、食の安全・安心の向上と高
品質な商品の製造・販売に努め、国内のみな
らず、世界中のお客さまに日本の食を代表す
る米文化を届けたいと思います。

メッセージを表面にプリントして贈れる「プリントせんべい」

FSSC22000の認証登録証
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酒田米菓の多彩な商品が揃ったショップコーナー

を練り込み現地の健康志向に合わせた商品を
販売しています。またベトナムの会社と協力
して「米ストロー」の販売を考えています。
環境に配慮した「脱プラ」をメインに考え、
米を加工した商品として酒田米菓の名前で販
売を進める計画です。
基本としては「世のため人のためになる商品」
をお届けしていくこと、一人ひとりのお客さ
まが求めるものを創造していくことだと考え
ています。今、私が目指しているものは「健
康」を意識した商品づくりです。時代が変わ
れば目標が変わるかもしれませんが、健康は
人類にとって10年後も100年後も変わらない
テーマであると考えています。

社員の学ぶ意欲をバックアップ
渡邉：
「酒田米菓行動指針」を拝見させていただくと、

生地延ばしの工程（上）と焼きの工程（下）

で、ぜひご相談いただければと思います。

社員の方々の人間性向上に向けた教育も熱心

佐藤：当社の商品づくりの基盤は言うまでもなく工

にされていると感じました。日頃からの取り

場の製造ラインを中心とした機械設備、制御

組みについて教えていただけますか。

装置、安全装置などです。また、お客さまと

佐藤：当社では社員はパートナーと位置づけており、

直接接する場である見学ライン、ホール、展

経営理念にもパートナーと表現しています。

示スペースなど、すべて電気で賄われていま

パートナーの成長発展こそが、会社を今後大

す。とくに私たちは常にお客さま第一で考え

きく飛躍させることにつながると確信してい

ておりますので、すべての事業運営において

ます。そのために、パートナーが関心のある

安全面の管理が最重要なテーマとなっていま

こと、目指したいこと、学びたいことをバッ

す。今後とも、ご指導をいただければと考え

クアップし、セミナー研修などへの参加や資

ております。

格取得などの費用をサポートしています。ま

渡邉：電気保安について、そして安全安心な事業運

た、月１回の全体朝礼での勉強会と毎日朝礼

営をしていただく上からも、弊協会で責任を

でのビデオ研修によって、会社を一つのチー

持って役割を果たしていきたいとあらためて

ムとして意識できるよう全パートナーの意識

考えています。課題が見つかった際には、い

統一を図っています。

つでもお声がけください。

渡邉：電気のご使用にあたって、気になっているこ

本日は、庄内地域での古い米文化の伝統を基

とやご要望はございませんか。弊協会では、

盤に、他にはないこだわりのあるせんべいづ

電気設備の保守点検のほか、電気設備や照明

くりを続けている御社の事業について深く知

設備の省エネ診断、電気を安全にご使用いた

ることができ感銘を受けました。大変ありが

だくためのセミナーなども行っていますの

とうございました。
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検査員の現場報告1
カラスの巣が原因で高圧停電事故が発生 !!
むつ事業所

宮川 雄統

構内第一柱上の腕金にカラスが巣作りしたことで
高圧停電となった事例を紹介します。

〔状況〕
４月初旬の土曜日の深夜23時35分頃、電気事故受
付センターから「東北電力ネットワーク㈱から、お
客さま構内第一柱の高圧区分開閉器が開放し、同柱
上にカラスの巣が見えるので確認をお願いします
と、電話が入った」との連絡がありました。直ちに

〔お客さまの声〕

所長に同行する同僚の手配を依頼のうえ、高圧停電

「深夜からの対応に感謝します。停電が長引けば

事故の探査に必要な機材を車載し、２名で出動しま

氷の製造出荷に影響がでて困ったことになってい

した。

た。大変お疲れさまでした」と感謝の言葉をいただ

〔調査〕
お客さまに到着し、現地に待機されていた東北電

きました。

〔まとめ〕

力ネットワーク㈱社員と一緒に現場の状況を確認し

春先は、カラスの営巣が原因で停電事故が度々発

ました。当該お客さまの構内第一柱を点検したとこ

生します。お客さまには、周辺からカラスの鳴き声

ろ、高圧区分開閉器の開放と同柱の腕金にカラスの

や頻繁に飛ぶ姿がみられる場合は、近くに営巣が疑

巣を確認しました。さらに昇柱して確認したところ、

われますので、構内第一柱などにも注意を払ってい

焼けたカラスの巣、高圧電線及び高圧碍子に焦げ跡

ただければ、停電事故防止に繋がると思います。よ

がありました。

ろしくお願いいたします。

〔原因〕
カラスの巣に使われていた枝などが、海に近いと
いうこともあり塩分を含んだ潮風の影響で導電性と
なり、高圧電線や金属製の腕金を通して、線間短絡
又は地絡で停電したと推測されます。巣の材料に金
属製のハンガーが混入し、停電の原因となる場合も
多くあります。

カラスの巣

〔復旧〕
カラスの巣を撤去した後、お客さまに状況を説明
するとともに、焼損機器の交換をお願いしました。
お客さまから弊協会に復旧工事の依頼をいただき、
電気工事店を手配しましたが、休日のため機材が準
備できず、翌日に焼損機器を交換して復旧しました。
併せて、今後同様の事故を防止するために、巣作り
防止器具の取り付けを提案し、了承をいただきました。
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巣作り防止器具

検査員の現場報告2
地震発生後、エアコンの故障と思っていたら実は高圧停電事故！
仙台中央事業所

相澤 将太

東日本大震災から10年が経過しましたが、そのよ
うな中で、地震後に発生した高圧停電事故の事例を
紹介します。

〔状況〕

３月中旬の10時頃、お客さまから「テナント内の
エアコンが使えない」と電気事故受付センターに連
絡が入りました。出動する前にお客さまへ連絡した
ところ「照明やコンセントなどは使えるが、テナン
ト用のエアコンのみが使えない。ブレーカーは入っ
ている」とのお話がありました。前日の18時06分に
宮城県内で震度５強の地震が発生していたため、
キュービクル内で何か異常が発生しているのではな
いかと思い、現場へ急行しました。

〔調査〕

約30分後にお客さまに到着し、キュービクル内を
確認したところ、エアコン専用動力変圧器に設置し
てある高圧カットアウトスイッチ（以下「ＰＣＳ」
という。
）の１台が開放しており、エアコンに電源
が供給されていなかったことが判明しました。お客
さまへ状況を説明し、復旧させるためには全停電す
る必要がある旨を伝えたところ「テナントの営業に
支障がでるため、営業終了後にお願いしたい」との
要望があり、再度訪問することとしました。
営業終了後の21時に到着するように、同僚と２名
で復旧に向かいました。お客さまに機器の停止状況
を確認後、全停電させてＰＣＳに異常がないか調査
を始めました。何度か入切したところ、ＰＣＳを固
定していたコの字型固定金具が操作によって、大き
く揺れることに気付きました。

〔原因〕

ＰＣＳの据付スペースを確保するためにコの字型
固定金具を使用していましたが、地震による強い揺
れに耐えきれず、ヒューズ筒の接触刃が抜けて開放
したものと推定されます。

〔お客さまの声〕

「エアコン本体の故障ではないかと疑っていまし
た。まさかキュービクル内部でトラブルが発生して
いるとは思いませんでした。協会に連絡して良かっ
たです。早急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。

〔まとめ〕

今回の事例は、地震の振動によってＰＣＳが開放
したために発生した高圧停電事故でした。点検の際
は 機 器 ば か り に 目 が い っ て し ま い が ち で す が、
キュービクル等の高圧受電設備の基礎工事や機器等
の据付工事が適切に行われているか、確認すること
の必要性を再認識しました。

スイッチが固定されていたコの字型金具

〔復旧〕

他の設備に異常が見られないことから、ＰＣＳが
余震により開放しないよう結束バンド等で固定しま
した。お客さまには、電気工事店で速やかに改修し
ていただくよう依頼しました。

事故原因箇所（応急処置後）
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1

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

 摘事項・指導事項の件数の推移
指
（過去５年）

●指摘事項
指摘事項の過去５年の件数は、図１のとおりです。
2020年度における指摘事項の件数は、約３万７千
件と2019年度の約３万６千件より若干増加しました。
一方、指摘件数の64.9% にあたる約２万４千件に
ついて改修していただきました。
2020年度末で指摘事項のあるお客さま軒数は、全
お客さま約５万４千軒の11.9％にあたる約６千軒で
した。
（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。

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）
（件）

改修

未改修

改修率

40,000

38,581

35,000

12,973

30,000

28,338

25,000
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20,000

52.1%
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66.4%

14,073

0

14,757

12,949

2016年

2017年

図２

2020年度末

（軒）
60,000

2020年度末で指導事項のあるお客さま軒数は、全お
客さまの半数以上の約３万１千軒になります。
（図４）
指導事項の件数及びお客さま軒数は、指摘事項と比
較して多い状況にあり、改修率も11.4％にとどまって
います。
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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）
（件）
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と2019年度の約17万５千件より約２万２千件増加しま
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●指導事項
2020年度における指導事項の件数は、約19万７千件

66.2%

（％）
70

40

10,000

指導事項の過去５年の件数は、図３のとおりです。
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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

2020年度末

（軒）
60,000

で、引続き改修の必要性をご説明してまいります。
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指摘事項・指導事項の電気工作物別の傾向

2020年度の電気工作物別の内訳は、指

図５ 2020年度 電気工作物別指摘数と指導数の比較（需要設備）
引込設備

工事」の順で多く、指導事項は「受電設備」、

受電設備

「引込設備」
、
「負荷設備」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」

電気工作物別

摘事項は「負荷設備」、「構造物」、「接地
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構

造
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配電設備
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非常用予備発電装置 186
蓄電池設備 38

は立入禁止の表示がないものが多く、ま

7,113
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7,915
1,818
1,324

物

指導事項

13,258

20,685

5,142

0

9,481

20,000

40,000

た、
「接地工事」では、接地されていない

120,000

140,000
(件)

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、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され、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、波及事故の発生により損害賠償につながるおそれもあります。
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。
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2

エネルギー監視サービス用「タブレット表示器」のご紹介
エネルギー監視サービス用タブレット表示器で電力使用状況の見える化
1

エネルギー監視サービスについて

エネルギー監視サービスは、東北電力ネットワーク株式会社様のスマートメーターから使用電力量を取得
し、通信機器を介してパソコン等の画面で確認ができるサービスで、ライトプラン（見える化）及び空調機
器等を制御するスタンダードプラン（見える化＋自動制御）があります。

2

タブレット表示器について

今回お客さまサービスの更なる向上のため、パソコンを立ち上げることなくいつでもリアルタイムで電力
使用状況を確認できる、タブレット表示器を導入しましたのでご紹介いたします。
（１）事務所等にタブレット表示器を設置することで、誰でも電力使用状態の確認が可能になります。
（２）省エネ意識の向上が期待できます。
（３）音・色・表情で現在の状態をお知らせします。

発令・解除時はメール
着信音でお知らせ

（４）卓上スタンドタイプと壁掛スタンドタイプからお選びいただきます。
卓上スタンドタイプ

壁掛スタンドタイプ

タブレット表示器についてのご質問・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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3

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41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。
2021年度

全国統一重点活動テーマ

○日常の暮らしの中で、電気を安全に、上手に使いましょう
○自家用設備は、適切な保守点検と計画的な更新で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備え、日頃から電気の安全に努めましょう

①街頭広報活動（２０２０年度は、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため活動を中止しました）

※2019年度の街頭広報活動

②公共施設や文化財の特別安全診断
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伝統的工芸品を訪ねて

「雄 勝 硯」

石巻市雄勝硯伝統産業会館


●雄勝硯

によれば当時すでに雅物として硯が産出され、特産

1396年（室町時代）ごろ、既に石巻市雄勝地区で
硯石が産出されていたと伝えられています。応永
（1394年から1428年）の昔より名硯として賞美され、
以来600年の歴史と伝統が受け継がれています。雄
勝で作られている硯は、装飾などの意匠的に富んだ
彫刻的な硯ではなく、雄勝石（玄昌石）の特性を活
かした機能的に特化したシンプルな硯です。墨をす
ほうぼう

る際に歯の役割を果たす鋒鋩の「荒さ、細さ、堅さ、
柔らかさ」の丁度良いバランスは、まさに大地の恵
みです。

品となっていたことが明らかです。
また、明治期、日本の近代化とともに、雄勝石を
原料としたスレート材の産出、石盤の製造が本格化
するなど活気を帯びました。当時、正規版は日本を
代表する輸出品の一つとしても数えられるほどでし
た。建築資材としても重宝され、明治期、大正期に
は多くの建物に、雄勝産のスレートが採用され、今
もなお、建築物としてその美しさをとどめています。
経年変化への強さから、雄勝石は和・洋問わず多く
の建物の屋根材として利用されており、その中には
東京駅の駅舎も含まれています。
現在の雄勝石を取り巻く環境は、東日本大震災の
影響もあり、未だ厳しい環境下にあるといえます。
しかし、多くの人々の協力のもと生産を再開してい
ます。
昨今は、ライフスタイルに合わせたクラフト製品
の製造や、テーブルウエアの開発にも力を入れてお
り、雄勝石を加工した石皿は国内外からも食器とし

雄勝硯

て高い評価をいただいています。

●雄勝石とは
雄勝石の歴史は古く、その歴史は室町時代までさ
かのぼるといわれています。古文書「建網瀬祭初穂
料（タテアミセマツリハツホリョウ）
」の中に「ヲ
カチノスズリハマ」
（現在の採掘山「硯浜」
）の名が
出てきます。この硯浜の名も当時硯を産するため呼
称されたに違いなく、すでに産されていたことが伺

石巻市雄勝硯伝統産業会館館内

えます。
その後、江戸期に入り、仙台藩祖伊達政宗公が牡
鹿半島へ鹿狩りに出むいた際に、硯二面を献上した
ところ、いたく賞讃されたことが伝えられています。
また二代忠宗公もその巧みな技に感服し、硯師を伊
達家お抱えとし、硯石を産出する山を藩の「御留山」
とするなど、一般の採掘を許さなかったといわれて
います。さらに、江戸後期の「封内風土記」の記録
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雄勝石で作られた食器

この伝統マークを使った
伝統証紙が貼られている
雄勝硯は、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
R3-145


●雄勝硯の製造工程
１

採石
露天掘りにより、原石を採掘します。

砂磨り
 切断した原石を円盤状の回転すり盤機の上にのせ、そこ
に川砂と水を流し込み、表面の凹凸を削り滑らかにします。

２

切断
 選別された良質の原石を製品の大きさ・厚さ・形を
考えて切断します。

３

４

５

６

磨き
 成型し上がった石を砥石、耐水ペーパーを使い、丁
寧に磨きます。

成型
 形を整え原石を硯、食器、クラフト品に加工します。

仕上げ
伝統的な技法により、仕上げていきます。

●産地組合名 雄勝硯生産販売協同組合
〒986-1335

石巻市雄勝町下雄勝二丁目１７ ☎0225-57-2632

●取材を終えて
雄勝硯生産販売協同組合さまでは、伝統的な雄勝硯以外にも、現代的な皿や花器などオリジナル製品
の開発、生産販売をされておられました。また、新型コロナウイルス感染予防に十分配慮したうえで、
無電源スピーカー製作体験、フォトフレーム製作体験及びコースター製作体験などの「モノづくりワー
クショップ」も開催されておられます。ぜひ世界に一つの自分だけの「フォトフレーム」や「箸置き」
を作ってみてはいかがでしょうか。
電気を安全にご使用いただくために、製造工程の砂磨りでは、回転すり盤機と水を同時に使用される
ことから、アース線の取り付けや濡れた手でプラグなどに触れないようにご注意いただくことをお願い
してまいりました。また、集塵機を導入してからは、健康にやさしい作業環境になったとのお話もあり
ました。
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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、その取り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）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。
（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り付
けさせていただきます。鍵は、適切に管理
されますようお願いいたします。
（２）高圧機器に係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）樹木の伐採等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
カー等を取り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等の変更に係る工事を計画したとき
2 過去の感電事故事例
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
ヒューズ電源側端子部
（6,600
ボルト）に右耳が触れて感
電しました。（弊協会に事
前連絡はありませんでした）
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若松事業所

榮川酒造株式会社磐梯工場さま
榮川酒造株式会社さまは、明治２年創業の歴史ある酒
造会社です。創業の地でもある会津若松市から、磐梯町
へと移転された理由は、何と言っても水です。榮川酒造
さまで使用されている仕込み水は、日本名水百選に選定
されている「龍ヶ沢湧水」です。さらに、日本に数多く
ある酒蔵の中で、日本名水百選で日本酒を醸している蔵
は、榮川酒造さまの他に１軒のみとのことです。取締役
の宮森優治さまは、
「移転後にこの一帯が名水百選に指
定されたのですが、もし移転を決断する前に名水百選に
決まっていたら、蔵を移動できなかったかもしれません」
と、そのめぐり合わせに運命を感じておられました。
昭和22年に東北初の一級酒工場に認定されるなど、古
くから技術力の高さが知れ渡っている榮川酒造さまは、
いいお酒に欠かせない良質な水源を手に入れ、確固たる
地位を築いておられます。
今回は、榮川酒造株式会社製造酒造部の冨田部長さま
と連絡責任者の岩本さまに、
「電気を安全にお使いいた
だくために」をテーマに受講していただきました。

榮川酒造の皆さま

セミナーの内容
工場内で使用している電気は、使用方法を間違えると
重大な電気事故につながるため、安全に使用できるよう
パンフレット等を使用して次の内容でセミナーを実施し
ました。
・電気事故の発生要因について
・停電したときの対応について
・感電、漏電事故防止について
・電源コード使用時の注意点について
・コンセント器具の定期的清掃について

日本名水百選の仕込み水

セミナー受講後のご感想
●目に見えない電気を普段何気なく使用しているが、感
電、漏電、電気火災などの怖さを再認識した。
●漏電遮断器が切れたときの対応方法は理解できました
が、何か心配事があれば保安協会へ連絡したい。
●工場内の全停電事故は、機器故障のほか小動物（へび、
ねずみ等）侵入時でも発生するとのことで、保安協会
の外観点検の強化もお願いしたい。
●電気設備で何か不具合があれば、昼夜問わず保安協会
が24時間サポートしてくれるので、
とても安心感がある。
などのご感想をいただきました。

セミナー風景
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ご家庭で電気の安全使用をチェックしてみましょう
タコ足配線はしていませんか？
 コンセントやテーブルタップの定格容量を超えると、過
熱・発火のおそれがあります。電気製品の消費電力を確認
しましょう。
コードを釘やステップルで固定していませんか？
 コードを傷つけ、内部の電線が断線したり、過熱・発火
のおそれがあります。電気工事店にお願いして正しい配線
に取り替えましょう。
コンセントやプラグが破損や変色したり、ホコリなどが付
着していませんか？
 こわれたコンセントやプラグは感電やショート（短絡）
の原因になります。電気工事店にお願いして交換しましょ
う。ホコリが湿気を含むとプラグの間に微小の放電が発生
し、発火するおそれがあります。定期的に確認しましょう。
プラグがぐらぐらしていませんか？
 プラグの差し込みが不完全だと、プラグが外れかかり、
コンセントやプラグが過熱・発火するおそれがあります。
コンセントにきっちり差し込みましょう。
コードを束ねたまま使用していませんか？
 束ねた部分の放熱が悪くなり、過熱・発火のおそれがあ
ります。コードは伸ばして使いましょう。
電気コードの上に家具や物を置いていませんか？
 電気コードの上に家具やカーペットなどを置くと、コー
ドが傷ついたり過熱・発火のおそれがあります。電気コー
ドの上に物を置かないようにしましょう。
洗濯機や電子レンジにアース線は取り付けてありますか？
 アース線は、漏電したときに電気を地面に逃がし、電撃
（ショック）を軽減してくれます。
屋外の器具が破損や腐食したり、雨水が浸入していませんか？
漏電するおそれがありますので、器具を交換しましょう。
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柏崎事業所

『自然と趣が調和するまち 柏崎』柏崎市
（新潟県）

柏崎市は新潟県の中央よりの日本海側に位置し、2005年に高柳町、西山町と合併し2020年に市制施行80周年
を迎えました。米山・黒姫山・八石山の刈羽三山と、西山連峰の山々の懐に抱かれ、豊かな恵みを受けつつ、
福浦八景や砂丘地などの変化に富んだ42km の海岸線から佐渡島を望む風光明媚な地方都市です。

えんま市

狐の夜祭り

江戸時代文政年間のころ、馬市から始まったとさ

柏崎市高柳町栃ケ原地区の民話『藤五郎狐』をモ

れ200年余りの歴史をもち、
『新潟三大高市』の一つ

チーフに始まったお祭りです。栃ケ原神社で狐にお

に数えられる大規模な縁日です。毎年６月14〜16日

供えする畳一畳分もの大油揚げを作り、狐に扮した

の三日間で行われ、500以上の露店が約２km にわ

人々が大油揚げをかついで、提灯をかざし行列しま

たって立ち並び、約20万人の人出で賑わいます。

す。練り歩く際にゆれる、まさに狐火のような提灯
の灯りが幻想的な雰囲気を醸し出します

松雲山荘

貞観園

大正時代に造園された日本庭園。赤松、もみじ、

江戸時代に作庭された京風の回遊式日本庭園で

つつじ等の樹木だけでなく灯篭、太鼓橋、池などを

す。全庭苔に覆われた庭園と趣のある主屋の貞観堂

配し、紅葉はもちろん新緑の時期など四季をとおし

は国の指定文化財に指定されています。

て見る人々を楽しませてくれます。
10月下旬から11月下旬にかけて、園内はライト
アップされ幻想的な雰囲気を楽しむことができます。

庭園を眺める堂内には襖絵など多くの文化財も展
示され、景観を楽しみながら日本文化にも触れるこ
とのできる名勝となっています。

◎新潟県柏崎市（柏崎市役所）
■交 通 手 段／［ＪＲ利用］信越本線 柏崎駅より徒歩約２分 ［自動車利用］北陸自動車道 柏崎ＩＣから約12分
■問い合わせ先／柏崎市産業振興部商業観光課 ☎0257-21-2334
ＵＲＬ：https://www.city.kashiwazaki.lg.jp
※弊協会では、柏崎市の施設66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：柏崎市）
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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.285の
正解は、

業務

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.284 の応募者総数は 132 名、
正解者は 129 名でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。
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