
vol.288

冬季号
2022年

林精器製造株式会社 さま

お客さま対談

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

いもり池と真冬の妙高山（新潟県）

世界最高水準の鏡面研磨技術を持つ創業100年の金属精密加工会社

令和２年度の自家用電気工作物（需要設備関係）立入検査結果についてスポットライト1

電気事故の概要についてスポットライト2
ほあん坊や



102

電気と保安 2022年 冬季号 vol.288

目 次
C O N T E N T S

新潟県

長野県

信濃平駅

北飯山駅

飯山駅

蓮駅

古間駅

黒姫駅

妙高高原IC

関山駅

妙高高原駅

妙高山

二本木駅

いもり池

北
陸
新
幹
線

飯
山
線

妙
高
は
ね
う
ま
ラ
イ
ン

北
し
な
の
線

上
信
越
自
動
車
道

18

292

野
尻
湖

403

396

399
39

年頭のご挨拶 1P

お客さま対談 林精器製造株式会社さま 2-5P

検査員の現場報告 1　インバータが停止する原因が漏電!! 6P

2　落雷による高圧停電事故発生!! 7P

スポットライト 1　令和２年度の自家用電気工作物（需要設備関係）立入検査結果について 8-11P

2　電気事故の概要について 12-14P

設備の点検ポイント 波及事故を防止しましょう！ 15P

伝統的工芸品を訪ねて 岩谷堂箪笥 16-17P

電気安全セミナー 株式会社沓澤製材所さま 18P

家庭での電気安全講座 冬は電気コードの過熱に要注意!! 19P

information 調査業務のご紹介 20P

我が街紹介 『ひと・産業・文化が輝く北の創造都市』八戸市 21P

電気の安全・省エネ ワンポイント

電気と保安クイズ

今季号の表紙

「いもり池と真冬の妙高山」

撮影者
長岡事業所　佐久間　浩

昔はイモリが沢山いたことからこの名がついた
といわれるいもり池。妙高高原池の平温泉の中央
に位置する周囲500ｍほどの池で、季節を問わず
多くの人が訪れます。晴れた日には標高2,454ｍ
の妙高山を水面にくっきり映し出します。４月下
旬～５月上旬のミズバショウが特に有名です。ま
た、夏にはヨシが群生し、この広いヨシ原がいも
り池の特徴の一つでもあります。周囲には池を一
周する遊歩道があり、所要時間は15分ほどです。
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　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。

　2022年の干支「壬
みずのえ

寅
とら

」は、「陽気を孕
はら

み、春の胎動を助く」とされ、冬が厳しいほど春
の芽吹きは生命力に溢れ、華々しく生まれる年になると言われています。今年こそ新型コ
ロナウイルス感染症の終息により、明るく晴れやかな一年が訪れることを期待しておりま
す。

　さて、昨年を振り返りますと、全世界で新型コロナウイルス感染症がまん延し、世界を
取り巻く経済環境に大きな打撃を与えております。国内でも幾度となく緊急事態宣言が発
令され、休業要請・時短要請など日本経済も多大な影響を受けております。また、私たち
の生活もテレワークや時差出勤など、働き方の多様化が一気に加速しました。そのような
中、７月から９月に開催された東京オリンピック・パラリンピックでは、各国の選手から
感動と勇気をもらった方もいたと存じます。

　弊協会では、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、
電気事故受付センターと事業所が一体となり、２４時間出動できる体制を整えております。
また、大規模災害が発生した場合でも各地域の事業所が拠点となり、組織的な対応を行っ
ております。
　引き続き新型コロナウイルス感染症の感染防止に向けた対策を継続するとともに、昨年
制定した「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、中期
計画のスローガン「新たなる挑戦」に取り組んでおります。これからも、積極的にお客さ
まサービスの向上に取り組むとともに、効率的な事業運営を推進する所存ですので、今年
も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。

年頭のご挨拶
一般財団法人東北電気保安協会　理事長　春浪　隆夫
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林精器製造株式会社 須賀川本社事業所

技術を磨き続けた100年

粒來：林精器製造さまは、2021年４月に創業
100周年の節目を迎えられたとお聞きし
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でしょうか。

石井：1921年（大正10年）、精工舎で時計側（が
わ）製造の職人として働いていた林市太
郎が独立し、東京亀戸に林貴金属製作所
を立ち上げたのが当社の創業です。創業
２年後に起きた関東大震災では、かろう
じて工場が被災を免れたため、震災復興

需要で業績を軌道に乗せることができま
した。1943年（昭和18年）に現在の社名
である林精器製造株式会社へ変更しまし
たが、戦火の拡大につれてその年福島県
須賀川へ工場ごと疎開しました。戦後は
そのまま須賀川で製造を再開し、以後須
賀川に根を張って事業を続けてきまし
た。工業化の時代となっても、当社は技
術本意に徹することによってお客さまの
信頼を獲得し、1958年（昭和33年）にはス
イス製高級時計に負けないザラツ研磨技
術を成功させました。現在でも高級時計

今季号のお客さま

福島県須賀川市　林精器製造株式会社 さま

福島県須賀川市に創業100年を迎えた精密加工会社「林精器製

造株式会社」があります。大正10年に時計側職人が東京で起こし

た製作所は、創業直後の関東大震災、そして太平洋戦争と、大き

な試練を乗り越え、精密な研磨技術をひたすらに磨き続けて大き

な成果と信頼を獲得し、世界に誇る稀有な技術を継承する技術者

集団へと成長しました。

本日は、林精器製造株式会社 石井 廣文代表取締役社長に、弊協

会常務理事　粒來 修がお話をうかがいました。

一般財団法人
東北電気保安協会
常務理事

粒來　修

林精器製造株式会社
代表取締役社長

石井 廣文さま
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世界最高水準の鏡面研磨技術を持つ
創業100年の金属精密加工会社

に欠かせない技術として受け継がれてい
ます。東日本大震災では須賀川工場が倒
壊しましたが、２年後には同じ場所に再
建することができ、現在に至っています。

粒來：ものづくりを徹底している企業とお見受
けいたしますが、御社のものづくりの強
みや経営理念について教えていただけま
すか。

石井：100年続けてくることができた、その源は、
腕時計側製造の技術をひたすら丹念に誠
実に磨き続け、技術力によって納入先か
ら信頼をいただき、業界を牽引させてい
ただくようにまでなったことに尽きると
思っています。社是は「いいものをつく
る」。ものづくりを通してお客さまに価
値を提供し、地域や社会へ貢献するとと
もに、社員とその家族の幸せを希求し続
ける、ということが経営理念の骨子に
なっています。

職人技を継承していくこと

粒來：弊協会も職員の技術が事業の基盤であり、
技術継承は重要な課題と思っておりま
す。格別に技術を大切にされている御社
では、高度な金属精密加工技術を実現さ
れるために、また職人の皆さまの技能を
繋いでいくためにどのようなご努力をさ
れていますか。

石井：時計の研磨技術に関しては、今でも職人
技の卓越した研磨技能が欠かせません。
このような優れた技能の次世代への継承
を進めるため、従来、研磨技能者の育成
を専属で徹底して行ってきました。また
一方では、自社開発のロボット研磨装置
の導入を積極的に進めています。さらに、
前工程のプレス、切削現場においても、
デジタル加工への革新化を進め、デジタ
ル加工技術と技の融合を目指す「ものづ
くり革新」を社全体の方向性として強力
に押し進めているところです。

粒來：「ものづくり日本大賞特別賞」「うつくし
まものづくり大賞」「ふくしま産業賞」
など数々の賞を受賞し、また経済産業省

社是 高度技能者による若い人材の指導育成（ものづくり革新）
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の「地域未来牽引企業」にも選定されて
います。地域における御社への期待も大
きいのではないでしょうか。

石井：賞の受賞に関しては今までの当社の取り
組みへのご評価でしょうから、心から嬉
しく思っています。戦時中の福島県への
疎開以来、この地に根ざして事業を進め
てきましたので、地域との共生、地域へ
の貢献ということについては、ごく自然
な気持ちで社業の基本としてとらえてき
ました。とくに地域における雇用という
ことでは期待していただいている面もあ
るかと思います。新入社員の採用につい
ては積極的に行っていますし、従業員の
高齢化についても嘱託社員制度を拡充し
て、より長く元気に働いていただけるよ
うに環境を整えています。また、福島県で
は地域の行政や大学と連携した産学官連
携の動きも活発ですので、そうした取り
組みにも参加してきました。

多くの支援に報いるために

粒來：東日本大震災では、本社事務所・工場が
壊滅的な被害を受けられたとうかがいま
した。従業員の皆さまを含めて大変なご
苦労だったと思います。

石井：工場の被害はひどかったのですが、従業
員は無事避難できました。震災後の事業
の再建については、何の迷いもありませ
んでした。一刻も早くみんなの働く場所
を再建したいという思いを従業員と共有
できたことと、90年の間、当社を支えて
いただいた方々に報いるために、また仕
事を出していただいたお客さまへの供給
責任を全うしなければという使命感に突
き動かされて、２年後の２月には本社工
場を再建して操業を再開することができ
ました。この時の皆さまのご支援に深く
感謝し、新たな決意を持って、その後の
10年を歩んでまいりました。

粒來：多くの苦難を乗り越えられてきた御社の
底力を感じました。これからの製品開発
や新事業の戦略、今後の展望などについ
て教えていただけますか。

自動供給装置

自動給材ロボット

ウォッチケース（腕時計側）
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石井：鍛え続けてきた技術力によるウオッチ
ケースなど精密金属加工を主力事業とし
つつも、現在ではイオンプレーティング
処理技術や、半導体製造装置部品の製作、
医療機器の製造開発、ロボット・ＦＡ装
置の製作なども手掛けております。今後
は、加速化する自動車の電動化に関連す
る事業への参入も考えていきたいと思っ
ているところです。

人づくり、健康づくり

粒來：事業の発展とともに、環境保全活動、サー
ビス・品質保証、職場の環境づくりなど
についても、重要な取り組みテーマにな
ると拝察いたしますが。

石井：ＩＳＯ認証は、品質・環境を全事業所で、
玉川事業所においては医療機器の
ISO13485を取得しています。品質・環境
方針については「いいものをつくる」と
いう社是の理念のもとに活動していま
す。職場の環境づくりの面では「女性活
躍推進法」関連で５か年計画を策定し活
動を行っています。現在でも女性社員は
多いのですが、採用者数に占める女性比
率を高めるなど取組目標を定めて計画推
進中です。他にも、社内食堂委託会社と
連携し、社員食堂提供メニューのカロ
リー管理を行うことによって、食生活の
改善提案や、健康に関する講演会の開催、

運動による健康改善・体幹トレーニング
の講習なども行っています。これは経済
産業者省「健康経営優良法人2022」の認
定を目指した本気の取り組みです。

これからのエネルギーについて

粒來：御社のものづくりの基盤はもちろん技術
力と思いますが、技術力を製品として具
現化するために、やはり製作機械や制御
装置、安全装置など電気回路の重要性も
あると思われますが、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、電気設備
の保守点検のほか、省エネ診断、設備改
修のお手伝い、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、ご相談いただければと思います。

石井：震災後にエネルギー診断を受けたことが
あります。診断では、電力の使用として
はコンプレッサーの稼働が大きかったこ
とと、その他に焼鈍炉が24時間加熱状態
なので、気になっていました。やはり省
エネの方法や機器の情報があれば、ぜひ
検討していきたいと思っています。また、
コロナ渦では各種セミナーへの参加も見
合わせていた状況でしたので、オンライ
ンでのセミナー開催、省エネルギー、脱
炭素やグリーンエネルギーなどの情報も
提供いただければと思います。

粒來：御社の精密機器の稼働に影響が出ないよ
う電気保安面においてお役立ちできるよ
う、役割を果たしていきたいと思います。
他にも何かお気付きの点がありましたら
お気軽にお申し付けいただければと思い
ます。本日は、世界に誇る技術力を基盤
として100年企業に成長された御社の事
業にかける思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。

同時５軸マシニングセンターによる高精度加工



検査員の現場報告1

6

インバータが停止する原因が漏電!!
久慈事業所 東山　香

配線が振動により損傷し、充電部が露出して漏電
に至り、インバータが停止した事例をご紹介します。

〔状況〕
８月中旬頃、とある砕石工場の月次点検にお伺い
したときのことです。点検前にお客さまへ設備で気
になっていることがないかお聞きしたところ、「時々
モーター用のインバータにエラーによる警報が出
て、モーターが停止することがある」とのお申し出
がありました。

〔調査〕
直ちに不具合のインバータを確認し、原因を調査
することにしました。８月の暑い時期なので、イン
バータのフィルターが埃等で目詰まりして温度異常
で停止しているのではないか、と思いながら点検し
ました。外観点検ではフィルターに目詰まりもなく、
インバータファンは正常に動作していました。電圧
や電流も測定しましたが、異常の原因となるものは
発見できません。お客さまには再度停止したときに、
表示されたエラーコードを確認していただくようお
願いし、同様の症状がでるまで様子を見ていただく
こととしました。
１週間後、再度停止したとお客さまより連絡があ
り現地へ急行しました。お客さまから取扱説明書を
お借りし、確認していただいたエラーコードを調べ
ると「地絡トリップ」によるものでした。停止した
原因は漏電と判明しました。
直ちにモーター付近の外観点検を実施しました。
すると配線の被覆が損傷し、充電部が露出している
箇所を発見しました。「漏電の原因はこれだ!!」と思
わず大きな声を出してしまいました。

〔原因〕
配線が振動により金属ケースと擦れ、配線被覆が
損傷して充電部が露出し、金属ケースに触れること
により漏電に至ったものと推測されます。今回は、
振動により配線が金属ケースに接触したときにだけ
漏電するという事象でした。

〔復旧〕
配線が損傷して充電部が露出している箇所をビ
ニールテープで絶縁処理し、配線が金属ケースと触
れないように再固定し復旧しました。

〔お客さまの声〕
「まさかインバータが停止する原因が漏電とは思
いもよらなかった。原因が判明したので、これで安
心することができた。早急な対応をしていただきあ
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、振動により配線が金属ケースに擦
れたことによる漏電でした。点検の際は、配線が適
切に固定されているか確認することの必要性を再認
識することができました。
また、漏電により停止するインバータがあること
も認識することができました。

インバータ

被覆損傷
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落雷による高圧停電事故発生!!
鶴岡事業所 青山 史典

受電設備に落雷があり、高圧停電事故になった事
例をご紹介します。

〔状況〕
１月中旬の朝、お客さまより電気事故受付セン
ターに「建物内が全停電している」との連絡があり
出動しました。出動前にお客さまに連絡したところ、
電灯回路と動力回路どちらも電気が使えないとのこ
とでした。高圧事故を想定し、同僚と２名で復旧に
必要な試験器を車両に積み込み出動しました。

〔調査〕
事故受付の約30分後にお客さまに到着し、受電柱
と受電設備内を確認したところ、受電柱に設置され
ている高圧区分開閉器の開放と受電設備内の主遮断
器の開放、そして変圧器・コンデンサ用の高圧ヒュー
ズが溶断していることを確認しました。さらに、計
器用変圧器に焼損した跡を発見しました。

〔原因〕
前日の夜は激しい雷雨だったため、落雷により受
電設備内の機器を焼損させたものと推測しました。

〔復旧〕
お客さまより、「営業時間が迫っているため急いで
復旧してほしい」とのご要望がありましたが、現場
で状況を説明し、営業時間までの復旧は難しいこと
をお伝えしました。お客さまにご了承いただいたも
のの、より早く復旧するため、事業所から作業員１
名を手配のうえ増員して復旧作業にあたりました。
復旧作業としては、溶断した高圧ヒューズを予備
の物に交換のうえ、焼損した計器用変圧器を一旦取
り外して仮復旧し、その他機器の外観点検及び絶縁
耐力試験を行い異常がないことを確認しました。配
電線の監視のため東北電力ネットワークに連絡のう
え高圧区分開閉器を投入し、現場到着から約４時間
後に仮復旧しました。後日、電気工事店に焼損した
箇所の設備を改修していただき、本来の状態に戻し
復旧となりました。

〔お客さまの声〕
お客さまより「営業時間には間に合わなかったが、
早めに復旧してもらって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、雷による停電ということでなかな
か防ぐことが難しい事故だったと思います。このよ
うな場合は、仮設の発電機等で対応するか、人員を
増やして復旧にかかる時間を短くすることが必要と
なります。今回は、お客さまに予備のヒューズが備
え付けてありましたので、その分手配に要する時間
は短縮できました。お客さまには、早期復旧のため
に受電設備内に予備のヒューズを配置していただく
ことをお勧めしています。

焼損した計器用変圧器とその周辺
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立入検査は、電気工作物の技術基準への適合状況、保安規程の遵守状況及び主任技術者の保安の監督状況を
確認し、または、必要に応じ改善指示を行うことによって、電気工作物の保安の適正化を図り、事故の未然防
止と公害防止等に寄与することを目的に、電気事業法第107条の規定により実施しています。
また、令和３年度から法107条第14項の規定により、自家用電気工作物（需要設備、発電設備）等の立入検
査を『独立行政法人製品評価技術基盤機構（通称：ＮＩＴＥ）』において実施できることとなっています。
なお、自家用電気工作物の保安の確保には、設置者自らが行う ｢自主保安体制｣ と ｢国の直接関与」に大別
されますが、立入検査は、｢（参考）自家用電気工作物の保安に係る法体系図｣ のとおり、｢国の直接関与｣ と
なります。

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
①電気事故があった事業場
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電気事故が発生した場合、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のある事業場
⑦電気保安の実態把握が必要な事業場

（参考）自家用電気工作物の保安に係る法体系図

令和２年度の自家用電気工作物（需要設備関係）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　電力安全課

Ⅰ　立入検査の目的

・500kW以上2000kW未満の太陽電池発電所の設置
・20kW以上500kW未満の風力発電所の設置　等

｢自主保安体制｣

技 術 基 準

適合・維持義務（法39）

｢国の直接関与｣

技術基準適合命令（法40）

保安規程変更命令（法42）

免状返納の命令（法44）

工事計画の届出（法48）

安全管理審査（法51、55）

地位承継届出（法55の2）

使用開始届出（法53）

報告の徴収（法106）

外部委託承認の取消（施53）

立入検査（法107）

保  安  規  程

作成・届出・遵守義務（法42）

主 任 技 術 者

選任・解任届出義務（法43）

法定自主検査

検査・記録保存義務（法51、52、55）

使用前自己確認

自己確認・記録保存義務（法51の2）
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２．立入検査の実施内容
立入検査の実施にあたっては、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か、主に電気
保安に関する次の４項目について、関係資料等により確認しています。
　また、立入検査の結果、不備事項が認められた場合には、必要に応じて指導及び改善指示を行っています。

Ⅲ　立入検査の実施結果
令和２年度の立入検査は、コロナ禍の影響により、２事業場の立入検査の実施に止まり、その選定は、い
ずれも電気事故報告のあった事業場で、波及事故、感電事故となっています。
立入検査の結果、不備事項が確認された事項は、次のとおりとなっています。

保安規程の遵守状況
指　摘　事　項

なし

主任技術者の執務状況
指　摘　事　項

なし

技術基準への適合状況
指　摘　事　項 技術基準 解釈

接地線の防護管が破損 11条 17条
造営材の電線の貫通カ所が絶縁管に収められていない 56条 145条

その他電気事業法への遵守状況
指　摘　事　項

なし

Ⅳ　過去の立入検査実施結果の不備事項
自家用電気工作物の設置者及び電気主任技術者等は、電気事業法及び技術基準等関係法令を遵守し、電気
工作物の維持、管理を行う必要があります。
しかしながら、過去に実施した立入検査では、以下の主な不備事項を少なからず確認していることから、
今後の電気工作物の保安管理等に特に留意することが必要です。

１．保安規程遵守に係る指摘事例
自家用電気工作物の設置者は、保安規程を定め、自家用電気工作物の設置者及びその従業者は、この保安
規程を遵守する必要があります（法42）。このため、電気工作物の変更の工事等行った場合は、変更により点
検項目や保安管理組織を変更した場合には、保安規程をチェックすることが必要です。（変更した場合は、保
安規程変更届出が必要です）

①保安規程の遵守状況 保安規程を遵守し、点検・記録・保存等行っているか

②主任技術者の執務状況 保安の監督の職務を誠実に行っているか

③技術基準の適合状況 受電点から電気の使用場所における電気工作物の現場確認

④電気事業法の遵守状況 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安の
ためにする指示に従っているか
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指　摘　事　項
 保安組織

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
 保安教育

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
保安に従事する者に対する保安教育の実施記録がない

 巡視点検
巡視点検手入れ基準に規定されていない設備がある
定めることとしている巡視点検の細則を定めていない
巡視、点検及び測定が規定のとおり実施されていない
点検、測定頻度が遵守されていない
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
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
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

 その他
設備台帳が整備されていない

２．主任技術者の執務状況に係る指摘事例
主任技術者等は、自家用電気工作物の保安の監督の職務を誠実に行うことが必要です。（法43）
また、電気工作物の技術基準適合状況の確認と保安従事者等への保安教育の実施により保安意識を高め、
自主保安の確立に努めることが必要です。また、設置者等には、点検結果不備事項が認められた場合には、
その改修計画等必要な助言を行う必要があります。

指　摘　事　項
巡視点検測定の記録を確認していない
主任技術者兼任承認申請書記載に添った内容で各事業場の点検が行われていない

３．技術基準への適合状況に係る指摘事例
自家用電気工作物の設置者は、技術基準に適合するよう維持する必要があります。（法39）
主任技術者等は、受電設備、電線路、電気使用場所等の日々の点検はもとより、定期点検における電線路
の絶縁抵抗測定値や、分電盤等を含む電気の使用場所や電気室内の変化にも注意を払うことが必要です。また、
事故の未然防止の観点から、必要により、設置者に対して、その状況と、一旦電気事故が発生した場合には、
自社の生産活動の停止による損失のみならず、重大な死亡事故や波及事故による停電が発生し周辺地域へ与
える等、社会的な大きな影響を及ぼすことがあることを十分に説明する必要があります。
例えば、ＰＡＳ等、メーカー推奨の更新時期を大きく超えて使用している電気機器の計画的更新や、漏電
等の警報時等の早期原因調査と改修を行うことは、電気事故の未然防止に有効と考えます。

電気事故発生による影響

（火災・破損事故）

（波　及　事　故）

（感　電　事　故）

生産活動等の停止
金　銭　的　損　失

周辺の需要家を停電

死亡に至る場合あり

電
気
事
故
が
発
生

社
会
的
に
重
大
な
影
響
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指　摘　事　項 技術基準 解釈

受電設備

接地抵抗が規定値を超えている 11条 17条

接地線の防護管が破損 11条 17条

受電用の真空遮断器が動作不良 14、15条 34、36条

受電設備に立入禁止の表示がない 23条 38条

キュービクルが腐食 － －

受電設備設置後、長期間更新されていない － －

電線路、電気使用場所 　 　

電線の接続方法が不適切 7条 12条

架空弱電流電線が低圧架空電線の上に施設 28条 81条

造営材の電線の貫通カ所が絶縁管に収められていない 56 条 145条

移動電線にＶＶＦケーブルを使用 56条 171条

ケーブル工事が不適切（支持点間の距離） 56条 164条

低圧屋内配線にビニルコードを使用 57条 146、164条

４．電気事業法の遵守義務に係る指摘事例
自家用電気工作物の設置者は、技術基準に適合するよう維持し、電気事業法等に基づく手続きを行うなど
法令遵守が必要です。また、電気管理技術者等の設備点検等に立会って、その状況を確認しつつ、計画的な
設備更新による電気事故の未然防止が必要です。なお、今年度末で、高濃度ＰＣＢ含有電気工作物の使用が
禁止されます。このため、その有無の再確認と、確認した場合には、早急に処分計画と県等関係機関への報
告を行うことが必要です。

指　摘　事　項 関連法令

保安規程の変更の未提出 電気事業法第42条

主任技術者の選任又は解任届出書の未提出 電気事業法第43条

ばい煙発生施設に関する届出書(変更）の未提出 電気関係報告規則第４条

PCB機器に関する届出書(変更）等の未提出 電気関係報告規則第４条の２

高濃度ＰＣＢ含有電気工作物管理状況届出の未提出 電気関係報告規則第４条の２

Ⅴ　総 括（まとめ） 
電気保安規制は、電気機器等技術の進歩や事業者の自主保安認識の高まりなど、環境変化を背景に、設置者
の『自主保安』を基本とした規制とし、国の直接関与は必要最小限となっています。このため、「電気の保安」
は、主任技術者をはじめ、電気保安に携わる皆様方の一つ一つの積み重ねで成り立っているものであり、自主
保安体制の確立を行うことが必要です。改めて電気保安の重要性を再認識していただき、その専門家であるこ
とを自負し、保安業務に取り組んでいただくようお願いします。
また、今回の立入検査結果について、今後の電気保安の一助となれば幸いです。
今後とも電気保安行政へのご理解とご協力をお願いします。
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電気事故の概要について

１　電気事故の受付件数と出動件数

お客さま電気設備の不良などによって発生した電気事故※1の2011年度から2020年度までの受付件数と出動
件数は、図１のとおりです。
2020年度の全受付件数は30,488件、出動件数は20,005件であり、「③監視警報」の受付件数は20,992件で全受
付件数の約７割を占めており、台風や大雨などにより絶縁状態が低下すると増加する傾向にあります。
また、「①全停電」の受付件数は、2020年度に735件ありました。全停電も「風雨」、「氷雪」、「雷」等の自
然現象の影響を受けやすく毎年約600～1,000件を受付し、緊急出動により原因究明と復旧にあたっています。

当協会では、お客さまの電気設備の事故・トラブルに、24時間緊急出動できる体制を整えております。また、
お客さまの受電設備に当協会が設置しております低圧絶縁監視装置からの漏えい電流等に関する警報（以下
「監視警報」という。）を受信した場合は、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年間の電気事故の受付件数及び出動件数、また出動の結果、電気設備の損壊等が発見さ
れた事象の概要についてご紹介します。

※1　 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全停電が1,000件超となっています。

図１　電気事故の受付件数と出動件数の推移
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⑤その他④東北電力ネットワーク（株）から連絡③監視警報②低圧停電漏電①全停電
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２　高圧事故防止の重要性

高圧事故とは、高圧の電気設備の不良等により、
お客さまが「全停電」や「部分停電」になった事故
をいいます。
また、お客さま構内の停電のみならず東北電力
ネットワーク（株）の配電線を停電させてしまう「波
及事故」※3も含まれます。
高圧事故は、毎年1,000件前後発生しており、2020
年度は、当協会の全てのお客さまの2.02％にあたる
1,113件発生しました。（図２）
高圧事故の原因は、前述の「風雨」、「氷雪」、「雷」
のほか、ヘビやネズミなどの侵入による「鳥獣接触」、
高圧電気設備の「自然劣化（経年劣化）」などがあ
げられます。
お客さま高圧電気設備の事故が、どの程度の発生
頻度なのかをイメージしていただくため、自動車事
故と比較してみました。（図３）その結果は、高圧
事故の方が約５倍も高い発生割合となっています。
高圧事故が発生するとその復旧作業は数日を要す
る場合もあり、影響が大きい事故といえます。

３　屋外高圧設備の事故の状況

高圧事故の原因となった設備のおよそ30％が屋外
の引込設備となっており、その設備は高圧負荷開閉
器、地絡継電器、引込線、高圧ケーブル等で構成さ
れています。
引込設備は、おもに屋外に設置されているため風
雨、風雪、紫外線（日光）、雷など気象の影響を直
接受けることになります。
図４に引込設備の事故発生部位の割合を示してい
ます。この中では、“高圧負荷開閉器”が27%、“地
絡継電器”が16%と全体の約40％を占めていること
が分かります。高圧負荷開閉器と地絡継電器は、高
圧回路で漏電が発生した際に、自動的に電気を遮断
し、「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
劣化で電子部品に不具合が発生し正常に動作しなく

図２　高圧事故の推移
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図４　引込施設の事故発生部位比較
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25%

その他
9%

高圧電気設備の事故
（2020年度）

自動車による交通事故
（2020年）

0.0

0.5

1.0

1.5

2.5

2.0

［%］

2.02

0.38

（出典：令和３年警察白書）

図３　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

（2020年度） 1,113件 55,216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
（2020年） 309,178件 8,199万人

（運転免許保有者数）

※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。
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なることがあります。
また、屋外に設置される高圧負荷開閉器本体の内
部に雨水が浸入するなどにより、停電事故に至る事
例も少なくありません。その原因としては、長期間
の使用で外箱が腐食し穴が開いたり、またシール材
の経年劣化から気密性が低下するなどによるもので
す。（写真１・２）
高圧負荷開閉器の内部が腐食すると、停電事故に
至らない場合であっても操作機構に不具合が発生
し、開閉器の操作ができなくなることがあります。
さらに、落雷時には、異常電圧により地絡継電器
の内部が焼損することもあります。（写真３）

４　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てい
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。
当協会では、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
すめ」や各メーカーの更新推奨時期を目安にお客さ
まに取り替えを推奨しています。

５　最後に

高圧事故による全停電は、生産活動などのすべて
の機能がストップしてしまう可能性があり、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　設備経年数と故障発生率の関係（通称：バスタブ曲線）

故
障
率

（Ⅱ）（Ⅰ）

通常のメンテナンス

時間

適切な維持補修投資が必要

（Ⅲ）

（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：Reliability Modeling and General Redundancy Techniques, 1978, Bill D. Carroll

（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）

写真２　内部が腐食した高圧負荷開閉器

写真３　落雷で焼損した地絡継電器の内部

写真１　引込柱上部（イメージ）

高圧負荷開閉器
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波及事故を防止しましょう！

1  はじめに

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をいいます。（図１）　
波及事故が発生し配電線を停電させると、社会的に大きな影響をもたらしかねませんので、高圧自家用

電気工作物の設置者の方は、波及事故防止に努める必要があります。

波及事故の推移（東北６県および新潟県）
年　　度 2016 2017 2018 2019 2020
発生件数 14 20 12 16 15

雷事故件数〈再掲〉 5 8 4 7 3

2  波及事故防止対策のポイント

①保守不備対策
・�自家用電気設備の構内で発生した電気事故を
構内だけにとどめるため、必ず責任分界点（構
内第１柱）には地絡継電器付高圧交流負荷開
閉器を取り付けましょう。

・�古い設備においては劣化による事故発生時に
保護装置が正常に動作せず、波及事故に至る
恐れがあります。使用状況や設置環境により
劣化の状況は変化しますが、機器の計画的な
取り替えをお勧めします。

②自然災害・鳥獣対策
●雷害対策
�　雷による被害を防止、軽減するための機器
として避雷器の取り付けが有効です。さらに避雷器の効果を維持するためには接地抵抗値の低減や定
期的な取り替えも必要です。

●小動物侵入対策
�　電気室やキュービクルの穴や隙間からネズミやヘビなどの小動物が侵入し、充電部に触れることで
事故が発生することがあります。穴や隙間はシール材などで塞ぐなどの対策が必要です。

【参考】主な機器の更新をお勧めする目安
機種 更新推奨期間

高圧交流負荷
開閉器

屋内用　　15年　または負荷電流開閉回数　200回
屋外用　　10年　または負荷電流開閉回数　200回
GR付開閉器の制御装置　10年

断路器 手動操作　20年　または操作回数　  1,000回
動力操作　20年　または操作回数　10,000回

避雷器 　　　　　15年
交流遮断器 　　　　　20年　または規定開閉回数
計器用変成器 　　　　　15年
保護継電器 　　　　　15年
高圧配電用変圧器 　　　　　20年
高圧進相コンデンサー 　　　　　15年
高圧限流ヒューズ 屋内用　　15年

屋外用　　10年
高圧CVケーブル※ 　　　　　25年
・ 一般社団法人「日本電機工業会」発行の「汎用高圧機器の更新推奨時期
に関する調査」より抜粋（※を除く）

・高圧交流負荷開閉器には区分開閉器を含む

困った ！
停電で操業停止だぁ

停電

信号が消えている！

危ない !交通事故だぁ

A工場 B工場

料理ができないわ！

住宅が停電！
電力会社
変電所

配電線

工場内で
電気事故発生！

変電所の継電器が動作して、
配電線が停電だ！

図１
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●歴史

　岩谷堂箪笥の起源は天明年間（1781～1788年）に
遡ります。時の岩谷堂城主、岩城村将が家臣の三品
茂左衛門に車付箪笥や長持などの木工家具の商品化
を研究させたのがその始まりとされています。
　岩谷堂（現在の奥州市江刺）は、平泉文化を築い
た藤原氏の初代・清衡が平泉に移るまでの約30年間
ここを本拠地としていたこともあり、鋳金や木工な
どの工芸の伝統は古くからありました。

●特徴

　欅や桐等を素材とし、漆塗りの上に、手打手彫り
の堅牢で優美な金具が取り付けられています。鍵の
かかる金具が用いられるのは金庫の役目をするから
です。重厚で伝統的な和箪笥です。
　一方、伝統的工芸品産業振興協会の「伝統的工芸
品活用フォーラム」参加を契機として、平成22年度
から、岩谷堂箪笥の製造に係る材料を利用しながら、
より現代的な「和モダン」をコンセプトにした「岩
谷堂くらしな」ブランドを立ち上げ、継続的に小物
雑貨から小物家具まで幅広い新商品開発を行い、開
発商品は平成23年度から逐次販売されています。

●岩谷堂箪笥の製造工程

木地
　岩谷堂箪笥は、永い年月を経た大切な欅を使用し
ています。まず原木を製材します。あばれない（狂
わない）ように「木枯らし」をおこないます。（木
枯らしとは材料と材料の間に桟をはさみ、風通しを
良くしながら何年も自然乾燥させること）こうして
乾燥させた狂いのこない材料から、無駄なく用途に
応じた材料取りをおこないます。これを「木取り」
と呼び、熟練された技術が必要とされます。さらに
「細工」と呼ばれる組立てをおこないます。
　これらの作業はいまだに一貫した手作り作業でお
こない、お客さまにいつまでもお使いいただける岩
谷堂箪笥を作り上げていきます。

��������������������������������������������������������������������������������

「岩谷堂箪笥」
岩谷堂箪笥の検査証と証票

階段箪笥 車タンス

くらしな（書籍箱） くらしな（メガネペンホルダー）

組手加工 木部加工サイドボード

「岩谷堂箪笥」の主な種類と「岩谷堂くらしな」
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漆塗装
　最近の遺跡の発掘でも、たびたび漆を使用した道
具が発掘されているように、漆は縄文・弥生の時代
から使用されてきました。外観の美しさはもちろん、
重厚さ、耐久性においても非常に優れています。昔
から岩手県は日本を代表する漆の産地で、平泉文化
を華麗に装飾した漆塗装の技術が今も岩谷堂箪笥に
生きています。
　漆塗りには、代表的なものに拭き漆塗りと透明の
木地蝋塗りがあり、塗っては拭き、塗っては磨くと
いう工程を何度も繰り返します。

手打ち金具
　「手打ち彫り」は、まず、唐草や唐獅子、龍など
の下絵を描きます。この意匠（デザイン）は、永い
間伝えられてきたものです。
　この下絵を鉄や銅の板に貼ります。この板を金槌

と自分で作った鏨（たがね）を使い、表から線刻し
て絵模様をいきいきと浮かび上がらせ、さらに細か
な線を加えたうえで裏返して膨らみを出し、切り離
した後で鑢（やすり）をかけます。
　出来上がったものに錆止め、色上げをし、仕上げ
ます。

仕上げ
　塗り上がった木地に引手や角金具、蝶番、錠前金
具等をつけ、完成します。

●産地組合名　岩谷堂箪笥生産協同組合
	 〒023-1131　岩手県奥州市江刺愛宕字海老島６８―１　☎0197-35-0275

●取材を終えて
　岩谷堂箪笥生産組合様では、時代とともに新しい生活様式にも取り入れることができる小物など、箪
笥の材料や技術を活用した新商品を開発しながら、伝統の技を守り続けています。箪笥の需要が生活用
品からインテリア家具へと変化するなか、製造方法も鋸とノミを使用していたものから、今では電動の
木工機械を数多く備え、作業工程の省力化が図られていました。

��������������������������������������������������������������������������������
伝統マーク

R3-244

産地組合等が実施する
検査に合格した岩谷堂
箪笥にはこの伝統マー
クを使った伝統証紙が
貼られています。

「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。

テレビ台
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　株式会社沓澤製材所さまは、秋田杉の主産地として全
国に名高い秋田県米代川流域に位置し、山林経営から製
材品・人工乾燥材・内装材・桶・樽・小木工品まで生産・
製造する秋田杉製品の総合メーカーです。1927年の創業
以来、「常に需要者ニーズに対応し、素材の特徴を生か
した製品の供給を行う」ことを基本方針とし、最新の製
材ラインと乾燥設備・加工設備を有し、秋田県トップク
ラスの生産量を誇ります。このほか、伝統工芸品である秋
田杉桶樽製造を創業時から90年以上継続し、製材業と桶
樽製造の両立を実現しております。製品においては内閣
総理大臣賞をはじめ様々な賞を受賞し、高精度で高品質
な製品を安定供給できるよう日々取り組んでおられます。
　今回はコロナ禍でもあり、少人数・短時間での開催と
し、３名の職長さまを対象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、はじめにＤＶＤ「潜入！低圧電気の事
故現場」を視聴していただき、パンフレット「電気は正
しく安全に使いましょう」を使用しながらセミナーを進
めました。
　電気用語では、電圧、電流、電力などの単位について
基本的なことから、単相３線式及び３相３線式配線方式
など、工場で使用しているモーターへの配線が、どのよ
うな方式で結線されているかをパワーポイントでご説明
いたしました。
　また、トラッキングによる火災事例や、コードの発火
事例などをご紹介するとともに、テスターの使用におけ
る注意点や、絶縁抵抗測定器の測定実演を行い、不良箇
所の発見方法等も学んでいただきました。

セミナー受講後のご感想
●�電気設備の絶縁不良の怖さや、アース（接地）線の重
要性等詳しく知ることができた。
●�トラッキング現象については、工場内コンセントに鋸
くず等が付着している箇所があり、すぐにでも対処し
なければと感じた。
●�目に見えない電気だからこその怖さも再認識した。今
後は、電気を安全に安心して使用できるように従業員
に周知徹底していきたい。

などのご感想をいただきました。

株式会社沓澤製材所さま

沓澤製材所さまの製材工場

酒樽製作風景

セミナー風景

大館事業所
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冬は電気コードの過熱に要注意 !!
冬場は、電気こたつやファンヒーターなどの電気機器の使用が増えることで、電気コードや延長コードの
出番も増えてきます。
しかし、それと同時に、ふだん何気なく使っているコンセントや電源プラグ、電気コードや延長コードも
間違った使い方で過熱や火災につながることもあります。
電気コードによる火災などの事故を予防するには、

❶  コンセントやテーブルタップの電流限度を超えるタコ足配
線※はしない。

❷ 電気コードの上に物を置かない。

❸ 扉やドアにはさんだり、家具など重い物の下敷きにしない。

❹ 差込プラグを抜く際は、コード部分を引っ張らない。

❺ コードは束ねたまま使わない。

❻  ビニールコードは、ステップル（電線を固定するための釘
のある電材）で固定しない。

❼  コンセントやテーブルタップには、水気のものをこぼした
り、ペットが排尿しないように注意する。

❽  刃がグラグラしたり、曲がったり、壊れた電源プラグは使
用しない。

❾ 電源プラグの刃はしっかり差し込む。

�  湿気の多い所や家具の裏などにあるコンセントに差しっぱ
なしの電源プラグは、こまめに掃除をしてホコリや水気を
取り除く。

などの注意が必要です。
正しい使い方と電気設備のこまめなチェックで、電気は正
しく安全に使いましょう。

※タコ足配線とは？
　テーブルタップをたくさん使って差し込み口を増やし、多くの家電製品を
同時に使う状態のことです。
　コンセントは、一般的には15アンペア（1,500ワット）までとなっていま
す。消費電力が小さいものだけなら問題ありませんが、テーブルタップなど
に記された電気容量をお確かめのうえ、使用することが大切です。

プロテクタ
プロテクタ

しっかり
持って！
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定期調査の方法は？

●不審と思われる場合は、最寄りの当協会事業所までお問い合わせください。

当協会は、国の登録調査機関として東北電力ネットワーク株式会社
から委託を受けて、皆さまのご家庭の電気を安全にご使用いただくた
めに、定期調査（漏電調査）を行っています。
調査の結果、絶縁不良や感電、電気火災等のおそれがある場合は、

電気設備の改修について、お知らせするとともに、軽電気工事センター
又はでんき設備保守センターをご紹介しています。

●電気事業法に基づき、４年に１回電気設備の漏電調査等を行うことです。
●調査する場所は、屋外の電力量計周辺の設備及びご家庭の分電盤付近などです。
●この調査でお客さまから直接費用をいただくことはありません。
　また、電気製品等を販売することも一切ありません。
●特定施設（プール施設や幼稚園など）の場合は、年１回調査を実施します。

定期調査とは

お客さま宅へ訪問し、調査実施のご
都合をお伺いします。ご都合がよろしけ
れば当日でも調査を実施いたします。
ご不在の場合は、再度訪問いたしま
す。また、お客さまとの問診を通じて、
電気設備の使用状況の確認やご相談
を承り、アドバイスを行います。

①調査の結果、お客さまの設備が電気設備技術基準に適合していなかった場合は、「電気設備定期調査結果のお知らせ」
の他に「電気設備不良のお知らせ」をお渡ししています。

②定期調査時に配布する「電気安全のしおり」を用いて、電気を正しく安全にお使いいただくためのチェック項目や分電盤・
ブレーカー等の役割についてご説明します。

⇒当協会では、電話による勧誘や一般の皆さまに電気製品等を斡旋する
　ことは行っておりません。
⇒定期調査に関する費用をお客さまから直接いただくことはありません。
⇒下請け会社へ業務を委託することもありません。
⇒制服の胸部に調査員証を表示していますのでご確認ください。

屋外の電力量計付近または、屋内の分電盤において、
漏電の調査を行います。調査にあたり停電が必要となる場
合は、お客さまのご承諾を得て行います。

電気保安協会に類似した名称を名乗る勧誘にご注意ください

1 訪問・問診

3 調査結果のお知らせ・電気安全使用の説明

2 測定

こんにちは。東北電気保安
協会です。
本日は、４年に１回行って
いる電気設備の漏電調査に伺
いました。
ご都合はいかがですか。

ご家庭内の
電気安全をチェック
しましょう。

調査業務のご紹介
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『ひと・産業・文化が輝く北の創造都市』八戸市
（青森県）

八戸事業所

◎青森県八戸市
■交 通 手 段／［是川縄文館］八戸自動車道八戸I.C下車10分　　JR八戸駅東口よりタクシーで約15分
　　　　　　　　［館 鼻 漁 港］JR陸奥湊駅出口から徒歩約9分
■問い合わせ先／八戸市商工労働観光部観光課　　　　　☎0178-43-9536　ＵＲＬ：https://www.city.hachinohe.aomori.jp
　　　　　　　　八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館　☎0178-38-9511　ＵＲＬ：https://www.korekawa-jomon.jp

※当協会では、八戸市の施設81箇所の電気設備を点検させていただいております。

八戸市は、太平洋に臨む青森県の南東部に位置し、
なだらかな台地に囲まれた平野が太平洋に向かって
広がっています。夏は冷たく湿った東よりの風（ヤ
マセ）の影響を受け冷涼で、冬は晴天が多く乾燥し
ています。また、北東北にありながら降雪量が少な
く、日照時間が長いことも特徴となっています。
臨海部には大規模な工業港、漁港、商業港が整備
され、その背後には工業地帯が形成されています。
このため、優れた漁港施設や背後施設を有する全国
屈指の水産都市であり、北東北随一の工業都市と
なっています。

祝世界遺産登録！是
これ

川
かわ

石
せっ

器
き

時
じ

代
だい

遺
い

跡
せき

！
八戸市の史跡「是川石器時代遺跡」を含む北海道・
北東北の縄文遺跡群が、令和３年７月27日に世界遺
産に登録されました。
史跡に隣接する是川縄文館では、風張１遺跡出土
の国宝「合掌土偶」をはじめ、是川石器時代遺跡の
赤色鮮やかな美しい漆器や工芸性の高い土器・土偶
を多数展示し、是川地区の優れた縄文文化を堪能で
きます。

日曜日の朝にだけ出現する“日本最大級の朝市”
３月中旬～12月下旬の期間、毎週日曜日の早朝に
だけ開催される「館

たて
鼻
はな
岸
がん
壁
ぺき
朝
あさ
市
いち
」。2011年の東日本

大震災時に津波で岸壁は被災しましたが、八戸の朝
を取り戻すため逞しく復活した、全長800メートル

にわたって約300以上の店が立ち並び、毎週数万人
以上が来場する国内でも最大級の朝市です。
イカやサバなど八戸自慢の鮮魚や干物の海産物、
新鮮な野菜やフルーツなどはもちろん、名産品を素
材にしたテイクアウトグルメも豊富に揃います。オ
リジナルの雑貨や大工さんお手製の家具、手作りオ
モチャ、ミシンや金物、アクセサリーほか、朝市ら
しからぬものを売る店も並んでいます。

八戸を代表する郷土料理 「せんべい汁」
一般的には、鶏や豚で出汁をとった醬油味のスー
プに、ごぼう、きのこやネギなどの野菜と専用の南
部せんべい（煮込んでもとけにくく、食べると独特
の食感があるように工夫して焼き上げたせんべい）
を入れて一緒に煮込む郷土料理で、八戸地方では古
くから食べられてきました。家庭や店舗によっては、
魚介類で塩味や馬肉で味噌味のスープなどもあり、
具材も多種です。
お土産用のせんべい汁セットも多数販売されてい
ますので、是非ご賞味ください。

（写真提供：八戸市商工労働観光部観光課）

是川縄文館

館鼻岸壁朝市

せんべい汁
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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　広報グループ 宛

FAX 022-748-1275

計画的★前号vol.287の
　正解は、 でした。

★前々号vol.286の応募者総数は135名、
　正解者は130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　2022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）　

ヒント：弊協会のホームページ「法人のお客さま」の「エネルギー監視サービスのご案内」をご覧ください。

「〇〇〇化」と「自動負荷制御」で省エネ
をサポートします。

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。

電気の安全・省エネ ワンポイント


