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「松が岬公園」

撮影者
米沢事業所　鈴木　豪

米沢城本丸跡地を昭和31年に公園として整備開設
され、お濠や石垣が残り、園内に上杉神社・稽照殿
があり、米沢市の観光拠点となっています。

桜の名所でもあり、例年４月中下旬になると水堀沿
いに200本の桜が咲き誇ります。お堀の水面に映る桜
や、お堀に架かる赤い橋と桜は風情があり、絶好の
撮影スポットとなっています。

また、毎年２月に松が岬公園を主会場に上杉雪灯
篭まつりが開催されます。昨年に続き今年も中止にな
りましたが、当協会も雪灯篭製作に参加しています。
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エネルギー監視サービス導入によるノーストレス省エネ
～株式会社朝日ラバー白河工場さまの省エネのご紹介～

今回ご紹介する株式会社朝日ラバー白河工場さまは、工
業用ゴム製品の製造・販売を行い、独自の競争力の源泉で
ある「色と光のコントロール技術」「表面改質及びマイクロ
加工技術」「素材変性技術」の３つのコア技術に、「制御と
感性」を成長のキーワードに追加し、人の健康を含めた環
境問題の解決に役立つ商品、新たなグリーン市場を創出す
る画期的な商品にとって、なくてはならないパーツを創り、
お客さまの期待にクオリティと経済性で応えておられます。

【導入経緯】
お客さまは、当初、当協会のデマンド監視サービ

スを導入し、警報発生時には従業員の方が手動でエ
アコンの運転・停止をすることで省エネと電気料金
の低減に取り組んでおりました。

夏場の電気使用量が多い時期は、警報発生が増え
ることによってエアコンのスイッチを手動で操作す
る回数も増えるため、その手間が従業員の方のスト
レスとなっていました。そこで、操作の手間が省け
るエアコンの自動制御が可能なエネルギー監視サー
ビスのスタンダードプラン（見える化＋自動制御）
をご提案したところ、導入していただくこととなり
ました。

【システムの概要】
エネルギー監視サービスは、電力会社の高圧ス

マートメーターからクラウドサーバーへゲートウェ
イによりデマンドデータの収集と送信を行い、イン
ターネットから収集データの確認（見える化）がで
きます。

また、デマンド予測値が目標値を超過すると判断
した場合に、予め登録したメールアドレスへ警報
メールを送信するとともに、エアコン室外機へコン
トロール信号を送信しエアコンの運転を自動制御し
ます。

エネルギー監視サービスは３段階まで目標値を任
意に設定できることから、お客さまで自動制御の優
先順位を設け、第１段階の目標電力を超過予測した
場合に「事務所」と「食堂」のエアコンを自動制御し、

第２段階の限界電力を超過予測となった場合には
「ロビー他」及び「仕上げ室・検査室」を自動制御す
ることで契約電力を超過しないよう設定しています。

エアコン自動制御設定

目標電力超過 エアコン停止順番
１段階 事務所、食堂
２段階 ロビー他、仕上げ室・検査室

【導入効果】
自動制御を導入したことにより、前年のピーク

（2019年７月）の最大電力に対し、2020年７月は前
年同月比75%と最大電力を大幅に低減することがで
きました。同時に、使用電力量及びCO2排出量の低
減にも繋げることができました。

また、エネルギー監視サービスの自動制御スタン
ダードプランを導入したことにより、自動でエアコ
ンの運転・停止ができるようになったことから、操
作の手間が無くなり、職場の労働環境の改善にもつ
なげることができました。

株式会社朝日ラバー白河工場さま

自動制御装置
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温なし、循環なしの源泉かけ流し加
─ 温泉が出た経緯と、温泉旅館としての沿革を教え

てください。
　明治32年（1899年）、もともとは地域に農業用水
を引くため志村丹平さんという人が掘削したところ、
湧き水（冷泉）を発見しました。その湧き水で鳥が
羽を癒す様子を見て入浴にも使えるのではと思い立
ち、浴場を始めたと聞きます。その後、大正５年（1916
年）に当館の初代工藤春次郎が源泉を譲り受け、安
楽温泉を開業いたしました。これが当館の創業にな
ります。おかげさまで、その後は料理・温泉旅館と
してお客さまに親しまれ営業を続けてまいりまし
た。今年で創業106年目になります。
　昭和52年（1977年）に、本館の大幅な改築を行い、
併設レストラン「すぎの木」をオープン。平成７年

（1995年）には、コンベンションホールが竣工し大
型の宴会や披露宴などの受け入れが可能になりまし
た。震災の翌年、平成24年（2012年）には宿泊棟を
完全リニューアルしました。またそれまでの冷泉が
枯渇気味だったので、先代が一念発起して新たに
ボーリングを試みたところ、温泉の掘削に成功しま
したので、リニューアルと同時に源泉かけ流しの温
泉としてご利用いただいております。
　当館の源泉は地下800ｍから湧き出ており、温度
は約49度、毎分200リットルの湯量を誇ります。こ

のため、温泉は無加水、無加温、循環なしの源泉か
け流しとなっています。泉質は含ヨウ素・ナトリウ
ム・塩化物強塩温泉で弱アルカリ性、塩分濃度は約
２％あります。おそらく大昔に海だった地層から湧
いているためと思われますが、かなりしょっぱいお
湯です。発汗効果が抜群でとても温まりやすく、ま
た入浴後の湯切れが良く温もりも持続し湯冷めしづ
らい泉質です。効能としては、切り傷、冷え症、皮
膚乾燥症などがあげられます。お客さまからは、肌
もきれいになるとの声もいただいております。

域とのつながりをいつも大事に地
─ 100余年続いてきた温泉旅館としての経営理念

をお聞かせください。
　当館は「地域のために尽くし、地域とともに歩む」
を経営理念として、地域とのつながりを大事にして

今季号のお客さま

秋田県由利本荘市

株式会社安楽「旅館 安楽温泉」 さま

　秋田県南西部に位置する由利本荘市。日本海に
面し、南に鳥海山を望む、雄大な景色が広がるエ
リアです。ここに、創業106年目の「旅館 安楽
温泉」があります。こだわりのある食の提供を基
本に、地域のお客さまを大事に一つひとつ信頼を
積み重ねて、全国の多くのお客さまに親しまれる
温泉旅館に発展を遂げてきました。
　本日は、株式会社安楽 工藤啓太代表取締役社
長をお訪ねし、当協会本荘事業所長 渡部 誠がお
話をうかがいました。

株式会社安楽
代表取締役社長

工藤 啓太さま

東北電気保安協会
本荘事業所長

渡部　誠

表情豊かな安楽温泉の佇まい

源泉かけ流しを満喫できる温泉（写真は男性露天風呂）
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源泉かけ流しの温泉、旬の土地の食材を味わう料理、
四季折々の豊かな風情を心ゆくまで楽しめる宿

きました。地域の皆さまの大切なひと時を真心こめ
て演出するとともに、より多くの他地域の方に本荘
の魅力を知っていただくことで、地域貢献を果たし
たいと考えています。皆さまの人生の大切な節目や
交流の場としてお役に立てるよう、細やかな気遣い
と、それぞれのご要望に丁寧にお応えすることを心
がけています。そのための場として、250名以上収
容のコンベンションホールから、ご家族でご利用い
ただける小宴会場まで、多様なお部屋をご用意して
おります。また、ご宿泊のお部屋は高齢者の方にも
ご利用いただきやすいよう、ほとんどのお部屋が
ベッド付きの和洋室となっており、館内もバリアフ
リーを意識した造りをしています。

季の温泉、食と絶景、広がる魅力四
─ お客さまをお迎えするとき、また食の提供への思

いや工夫をお聞かせください。
　地域の皆さまには地元の食材の魅力を再認識して
いただけるよう、また地域外の皆さまには由利本荘
の良さを知っていただけるよう、お料理はなるべく
季節のもの、そしてこの土地のものをお届けできる
よう心がけております。時には素材の味を活かした
シンプルな調理法で、時には驚きと楽しみを感じら
れる工夫を凝らした調理法でと、常にお客さまにお
いしく楽しんでいただけるよう、提供法にもこだ
わっております。これから春の季節は何といっても
地元の山で採れる多彩な山菜です。夏は地元のブラ
ンド「秋田由利牛」。秋は新米をはじめとした農作
物、きのこやイクラなど数多く楽しめます。おすす
めは冬です。ハタハタ、タラ、カニなど旬の海産物
と地元の地酒で最高のひと時となるはずです。

　ここは、南にそびえる鳥海山、日本海に沈む夕日、
豊かな田園風景も美しいです。四季折々に表情を変
える様は、見ていて飽きることがありません。本荘
の町並みは味のある面白いスポットも多く、ゆっく
り散策するときっと楽しい経験ができます。それぞ
れの季節で風情とぬくもりを楽しめる源泉かけ流し
の温泉から、さまざまな楽しさが広がっていくのが、
当館の魅力ではないかと思います。

とりある運営のための基盤づくりゆ
─ 旅館の運営や電気の使用にあたって、気になるこ

とはありませんか。
　館内の照明のLED化は進めていますが、それ以外
の省エネは着手していません。今後を考えると早急
な対応が望ましいのは承知していますが、まだ踏み
切れていないという課題があります。また近年、館
内ヒートポンプをガスから電気に切り替えたのです
が、効率良く使用する工夫など、館全体の省エネや
効率性につながる対策があればご指導願いたいです。

　省エネ対策は、経営者だけではなく従業員の皆さ
まにもご理解ご協力いただかないと進まない面があ
ります。当協会では、お客さまの従業員の方を対象
とした省エネや電気安全に関するセミナーなども対
応可能です。また、電気事故防止に向けた設備改修
のお手伝いも行っておりますので、ぜひご相談して
いただければと思います。
　本日は旅館 安楽温泉さまの、100余年続く温泉の
魅力づくりのお話を聞かせていただき、ありがとう
ございました。

心にのこる多彩なウエディング スタンダードのお部屋

旬の食材を用いた料理（一例） 食事処

秋田由利牛ステーキ（オプション）

源泉かけ流し内風呂付のお部屋

平日の日帰り温泉で提供される籠膳
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野鳥の接触による高圧停電事故発生！
弘前事業所 羽沢 桂一郎

高圧ケーブル接続部に野鳥が接触し高圧停電事故
となった事例をご紹介します。

〔状況〕
10月初旬の８時頃、お客さまから電気事故受付セ

ンターに「工場内がすべて停電している」との連絡
がありました。直ぐにお客さまへ連絡し状況を確認
したところ、工場内の照明や機械がすべて使えない
とのことでしたので、高圧事故を想定し３名で出動
しました。

〔調査〕
30分後にお客さまへ到着し、電気設備の状況を確

認したところ、構内第一柱の高圧気中開閉器用地絡
継電器に動作表示があり、同開閉器が開放していま
した。また、感電したと思われる野鳥の死骸を同柱
付近で発見しました。原因調査のため安全措置を
行ったうえで同柱に昇り外観点検を実施したとこ
ろ、高圧ケーブルの接続部で充電部が露出している
箇所を発見しました。

〔原因〕
高圧ケーブル接続部の充電部露出箇所に野鳥が接

触し、地絡継電器が動作したことで停電事故に至っ
たものでした。充電部が露出した要因には接続箇所
の絶縁材が長期に渡り紫外線や風雨などに晒された
ことで劣化が進行したことによるものと考えられま
す。

〔復旧〕
朝から工場内が停電して生産に支障をきたしてお

り、一刻も早い復旧が望まれていましたが、自己融
着テープなどの資材が必要なため、復旧に時間を要
することをお客さまに説明し、了解をいただきまし
た。幸いにも協会事務所で保有していた資材で対応
できたことから、高圧ケーブルの充電部露出箇所に
自己融着テープとビニルテープで２重の絶縁処理を
行い、停電事故発生から２時間後には応急措置が完
了しました。また、受電設備を含め、他に損傷箇所
が無いか外観点検を実施し、異常がないことを確認
しました。その後、東北電力ネットワーク㈱へ連絡
のうえ、高圧区分開閉器を投入し復電しました。

〔お客さまの声〕
「突然の停電だったのでとても不安でしたが、早

急な対応で復旧していただき助かりました。また、
高圧ケーブル交換工事や電気設備の計画的な更新の
アドバイスまでいただき、本当にありがとうござい
ました」と感謝の言葉をいただきました。

〔まとめ〕
今回の事故発生原因のひとつに、高圧ケーブルが

更新推奨時期を経過したことによる劣化の進行が挙
げられます。高圧機器更新の必要性を説明したとこ
ろ、ご理解をいただき、早期に交換を実施され、電気を
安全に安心して使用いただけるようになりました。

高圧ケーブル接続部の充電部露出箇所
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キュービクル受電設備に何かが侵入し停電事故発生！
郡山事業所 佐久間 俊佑

キュービクル受電設備の外観点検の重要性を再確
認した事例をご紹介します。

〔状況〕
６月上旬の７時40分頃、お客さまから電気事故受

付センターに「建物内の電気が全部使用できず、周
りの会社は電気が使えているようだ」との連絡が入
りました。当日の出動当番だった私は、電気事故受
付センターからの出動要請を受け、高圧停電事故と
判断し応援者の手配を上長へ依頼し、お客さまへ急
いで出動しました。

〔調査〕
８時30分に到着し、お客さまに状況を確認したと

ころ、「警備会社の警報発報状況から午前６時頃に
停電したと思われる」とのお話がありました。最初
に構内第一柱の外観点検を行い、柱上に設置されて
いる高圧気中開閉器（以下「ＰＡＳ」という。）が、
開放状態（切）であること及びＰＡＳに付属する地
絡継電器（以下「ＧＲ」という。）の地絡（漏電）
表示を確認しました。応援が到着するまでの間、
キュービクル受電設備（以下「受電設備」という。）
の扉を開け目視により外観点検をした結果、各高圧
機器に異常は見られず、何が原因だろうと考えてい
ました。ふと、しゃがんで受電設備の下方を眺めて
いたところ、変圧器の下に生きた状態の蛇を見つけ
ました。「あっ、これが原因だ」と思い、蛇が逃げ
ないよう観察しながら同僚の到着を待ちました。

〔原因〕
応援者が到着し、まず原因と思われる蛇を捕獲し

ようとしましたが、感電したにも関わらず元気に逃
げ回り、なかなか捕獲できません。苦戦しながらも
捕獲し、蛇の腹にアーク痕を確認しました。

受電設備内に蛇が侵入し、高圧回路に接触したた
め高圧電路で漏電が発生したことにより、構内第一
柱のＧＲが動作し高圧停電が発生したものと判明し
ました。

〔復旧〕
各機器の外観点検及び高圧回路の絶縁抵抗測定を

行い異常が無いことを確認し、蛇が侵入した開口部を
塞ぎ、お客さま到着から約２時間後に復旧しました。

〔お客さまの声〕
「突然の連絡にも関わらず、迅速に原因を探査し

復旧していただき助かりました」と感謝の言葉をい
ただきました。

〔まとめ〕
今回の事例は、蛇が受電設備に侵入したことが原

因による高圧回路の停電事故でした。通常の点検で
は、充電しているため目視による外観点検を行って
おり、電気機器や配線等の点検に重点を置きがちで
すが、小さな隙間があれば小動物が侵入し大きな事
故に繋がることを再認識した事例でした。お客さま
におかれましても、小さな隙間などを見つけました
らご連絡をお願いいたします。

変圧器の下にいた蛇
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2021年12月に実施した太陽電池発電設備の性能診断業務から、ドローンを用いた熱画像診断をご紹介します。

性能診断業務は、熱画像診断と測定診断などを組み合わせて、異常過熱の有無や発電性能の評価を行います。

熱画像診断では、異常過熱の有無を確認するために赤外線サーモグラフィを使い、太陽光パネルの局所的

な過熱や変則的な温度のばらつきを確認することで不具合箇所を特定することができます。赤外線サーモグラ

フィを搭載したドローンを使用することで、広範囲を短時間に効率良く確認することができます。

Ⅰ　概要
今回診断を行った設備は、岩手県久慈市にあります「ＫＵＪｉソーラーファーム」様です。こちらの発電所

は、発電容量が２MWで、設置後6年の設備になります。

ドローンを使用して、太陽光パネル全体の熱画像を上空から撮影し、温度の分布から異常と思われる箇所に

ついて、パネル直近での熱画像と併せ、電流－電圧特性診断（Ｉ－Ｖ特性診断）やバイパスダイオード性能評

価を実施しました。

診断当日は、全体的に曇りがちで晴れや降雨になるなど変わりやすい天候だったため、タイミングを計って

の飛行となりました。また、パネルの設置状況に合わせ、４ブロックに分け４回の飛行で、低日射ながら精度

良く確認できました。

２　診断結果
ドローンで撮影した熱画像（図１参照）とそれを基にした地上調査の結果、以下の異常と思われるパネルを

発見しました。

（1）パネルの一部及びバイパスダイオードの過熱
図２のように、パネルの一部（クラスタ）及びバイパスダイオードの過熱をパネル裏で確認することがで

きました。さらに、異常パネルを含むストリング回路の開放電圧測定値が、他の正常なストリングより低下

していることから、バイパスダイオードの短絡故障の可能性があります。バイパスダイオードは、クラスタ

内で影や故障等により発電できなくなると発電電流が流れなくなるため、そのクラスタをバイパスし発電電

流を流す働きがあります。短絡故障が発生すると、発電電力がクラスタ回路を常に循環するため、出力低下

が発生し、発電効率が低下してしまいます。

（2）汚損、日陰によるホットスポット
図３のように、ホットスポットとなっている箇所を発見しました。鳥の糞や草の影で日射遮蔽が起こると、

そこが高抵抗箇所となり部分的に高温となります。

（3）コネクタ接続部の過熱
地上での測定の際に、コネクタ接続部の過熱も発見することができました。内部にて接触不良を起こし過

熱しているおそれがあります。

太陽電池発電設備の性能診断業務について
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３　まとめ
今回のように、発電性能診断を実施したことで発電量の低下や火災などの原因となる箇所を早期に発見する

ことができました。太陽電池発電設備の長期安定稼働のためにも、定期的なメンテナンスをお勧めいたします。

診断サービスにご興味のある方は、お近くの当協会事業所又はホームページからお問い合わせください。

図3　鳥の糞によるホットスポット発生箇所

図1　ドローン撮影画像（左：パネルの一部過熱、右：鳥の糞によるホットスポット）

図2　パネルの一部及びバイパスダイオードの過熱
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ＰＣＢ含有電気工作物及び使用製品の早期処理のお願い

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の製造は中止され、新た
な使用は禁止されました。

２　高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期間について
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、高濃度ＰＣＢ使用電気工作物（変圧器・コンデンサ等）は2022年３月31日をもちまして処分期間は終
了となりました。また、高濃度ＰＣＢ使用製品（安定器・汚染物等）の処分期間は2023年３月31日までとなっ
ております。

３　低濃度ＰＣＢ含有電気工作物について
国内メーカーが1990年（平成２年）頃までに製造した電気機器には、ＰＣＢ汚染の可能性があることが知ら

れています。
絶縁油の入替ができないコンデンサでは、1991年（平成３年）以降に製造されたものはＰＣＢ汚染の可能性

はないとされています。
一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、1994年（平成６年）以

降に出荷された機器（一部メーカーを除く）であって、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われて
いないことが確認できればＰＣＢ汚染の可能性はないとされています。

４　低濃度ＰＣＢ含有電気工作物の確認方法
低濃度ＰＣＢ※1含有電気工作物は、型式等では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。
ただし、コンデンサのように封じ切りの機器では、絶縁油の採取のために穴をあける必要があり、使用がで

きなくなりますのでご注意ください。
※１　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（可燃性のＰＣＢ汚染物を除く）をいいます。

５　低濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期間
低濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期間は、2027年３月31日までですので早めのＰＣＢ分析をお勧めします。
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６　低濃度ＰＣＢ含有電気工作物の届出と廃棄物の処理手続方法
低濃度ＰＣＢ含有電気工作物を廃止した場合、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。

なお、高濃度ＰＣＢ廃棄物処理は中間貯蔵・環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）、低濃度ＰＣＢ廃棄物処理
は民間事業者※2により処理されています。
※２　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

PCB分析・処理についてのご質問・ご相談等は当協会検査員までお問い合わせ願います。

高濃度の処分期間は2022年3月31日で終了しました。
低濃度の処分期間は2027年3月31日までです。

ＰＣＢ使用電気工作物（変圧器・コンデンサ等）
変圧器 コンデンサ

安定器 ＰＣＢ汚染物等

ＰＣＢ使用製品（安定器・汚染物等）

高濃度の処分期間は2023年3月31日までです。
低濃度の処分期間は2027年3月31日までです。
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東北電気保安協会

電気工事会社

東北電力ネットワーク㈱

その他

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70 80（%）

古くなった設備の更新

不良設備の改修

省エネルギー機器導入

機器の点検整備

発電設備の更新など

検討していない

無回答

（%）0 10 20 30 40 50

東北電気保安協会

電気工事会社

東北電力ネットワーク㈱

その他

無回答

（%）0 10 20 30 40 6050

検査員の点検内容についてお伺いします。

非常によく
点検している
52.3％

よく点検している
44.1％

もう少し丁寧に
点検してほしい
0.3％

無回答　0.6％
わからない　2.7％

よく理解できた
59.6％

だいたい
理解できた
38.8％

まったく理解できない
0.5％

無回答　1.1％

79.6%

16.1%

12.4%

3.5%

1.3%

１ 当協会の広報誌「電気と保安」をお読みになった
ことはありますか。6

当協会のテレビコマーシャルをご覧になったこと
がございますか。8

検査員の点検結果の内容は、ご理解いただけましたか。2

停電など電気事故が発生した時、どこに連絡され
ますか。（複数回答）3

たまに読んでいる
61.6%

よく読んでいる
30.5%

見たことがない
16.2%

無回答　6.4%

読んだことがない
7.2%

無回答　0.7%

悪い　0.3%

見たことがある
77.4%

普通
14.5% 良い

65.0%

対応された
ことがない
18.4%

無回答　1.8%

当協会の事故対応はどうでしたか。4

37.9%

11.6%

6.0%

5.4%

3.5%

3.8%

44.7%

電気設備の改修・更新など検討されていること
があればお教えください。（複数回答）5-1 電気設備の改修・更新を検討される場合、問い合

わせや相談はどこに連絡されますか。（複数回答）5-2

“非常によく”を加えた“よく点検している”は、2018年度
の95.1%から96.4%になり1.3ボイント向上しました。

“よく”、“だいたい”を加えた“理解できた”は、2018年度
と同じ98.4%でした。

“保安協会に連絡”は、2018年度の75.8%から79.6%にな
り3.8ポイント向上しました。

“良い”が65.0%、“普通”が14.5%、“悪い”は0.3%でした。

古くなった設備の更新、不良設備の改修を検討されているお
客さまが多くいらっしゃいます。改修更新については、検査
員にお気軽にご相談ください。

57.1%

44.7%

3.8%

5.4%

7.2%

“保安協会に連絡”が57.1%と半数以上のお客さまにご回答
いただきました。

“よく”、“たまに”を加えた“読んでいる”は、2018年度の
91.7%から92.1%になり0.4ポイント多く読んでいただけ
るようになりました。

当協会のホームページはご覧になったことがござ
いますか。7

時々見ている
37.1%

よく見ている　1.7%

見たことがない
60.3%

無回答　0.9%

“よく”、“時々”を加えた“見ている”は、2018年度の18.3%
から38.8%になり20.5ポイント多く見ていただけるように
なりました。

“見たことがある”が77.4%と“見たことがない”16.2%を
大きく上回りました。

ご協力をいただき
誠にありがとう
ございました。

2021年度「保安業務アンケート」結果の概要

当協会では、保安管理業務をご契約いただいているお客さまを対象に、本業務に関するアンケートを実施

しましたのでその概要をお知らせします。ご協力をいただきましたお客さまには、お忙しい中誠にありがと

うございました。

全体としては、前回の2018年度と比べ当協会の点検内容や認知度は向上しておりますが、このアンケート

結果を今後の業務に反映し、お客さまからより一層ご信頼いただけるよう努めてまいりますので、今後とも

よろしくお願いします。

●ア ン ケ ー ト 対 象　保安管理業務のお客さま

●アンケート発送数　3,270件（保安管理業務をご契約いただいているお客さまの中から無作為に抽出）

●回答数　1,592枚　　●回答率　48.7％
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太陽光遠隔制御サービスのご紹介

１　太陽光遠隔制御サービスとは
当協会の太陽光遠隔制御サービスは、遠隔でＰＣＳ（パワーコンディショナー）の状態を監視するとともに、

ＰＣＳの運転・停止を遠隔で行う「遠隔制御」及びスケジュール管理で行う「出力制御（旧ルール）」に対応
し、太陽光発電所の維持・運用をサポートいたします。

２　2022 年度における出力制御の見通し
太陽光発電を含む再生可能エネルギーは、需要と供給のバランスを保つため、電力会社から発電所の出力

制御を求められる場合があります。これまでは九州エリアでのみ行われてきましたが、2022年度は東北エリ
アにおいても出力制御が想定されています。

日本は、2021年４月に、2030年度において、温室効果ガス46%削減（2013年度比）を目指すことを表明し
ており、自然条件によって発電量が変動するという難しさのある太陽光発電でも、出力制御を行うことがで
きるという安全弁があるおかげで、安心して電力網への接続量を増やすことができます。

３　太陽光遠隔制御サービスのメリット

（1）売電停止時間の短縮
ＰＣＳが電力系統から切り離された（解列）とき、「遠隔制御」でＰＣＳを復帰することができるため売電

停止時間を短縮できます。
（2）出力制御への対応

電力会社から要請を受けた場合、「出力制御」でＰＣＳの運転・停止のスケジュールを管理できます。
（最大５台まで）
（3）豊富な監視

ａ　ＰＣＳ単位での交流電圧・電流を計測します。
ｂ　日射量・気温及びＰＣＳ室の温度等を計測します。（オプション）
ｃ　計測データは２年間保存されます。（計測データのダウンロード可能）
ｄ　警報発生時及び遠隔操作実施後にお客さまにメールで通知します。

４　太陽光遠隔制御サービス概要図（イメージ）

　　　　　　　　　　※一部のＰＣＳメーカーで遠隔操作に対応できないものがあります。

太陽光遠隔制御サービスについてのご質問・ご相談は当協会検査員までお問い合せ願います。
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2022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、当該業務に関する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。

当協会は、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。

「保安管理業務講習」を開催します
●保安管理業務講習とは

事業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、自家用電気工作物の保安管理業務の委託契約（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、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す
ることができます。

本講習は、前項に該当するもので、当協会の実施する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：2022年４月18日（月）～４月22日（金）
２回目：2022年10月17日（月）～10月21日（金）
※詳細は当協会ホームページをご覧ください。

開催日程、講習内容等の詳細は当協会ホームページをご覧ください。
https://www.t-hoan.or.jp/



伝統的工芸品を訪ねて
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●歴史

将棋駒の製造が天童で始まったのは、江戸時代末期までさかのぼります。明和４年（1767年）上野国小幡（現・
群馬県甘楽町小幡）から出羽国高畠（現・山形県高畠町）に移封された織田氏の所領２万石のうち、３分の
２に近い13,000余石は、天童を中心とする村山地方にありました。天保２年（1831年）に高畠から天童に移
館し、さらに嘉永元年（1848年）には、高畠にあった所領も所領交換により村山に集中するようになり、実質、
天童織田藩が実現しました。しかし、凶作が続いたことにより藩の財政が困窮し、救済策として家臣に将棋
駒製作の内職を積極的に奨励しました。「将棋は戦闘を練る競技であるから、武士の面目を傷つける内職では
ない」というのがその理由でした。

天童織田藩時代は、木地造りと書きの分業形態で将棋駒を製造していました。主に手工業生産が中心でし
たが、明治時代末期から機械化が進み、昭和初期には安価で良質な天童将棋駒の供給が可能となりました。
しかし、昭和40年代に入ると、生産の主体は彫り駒に移り、彫埋、盛上の技術が研究され、製品化されました。
現在では、一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会認定の伝統工芸士が作る盛上駒は、プロ棋士のタイトル
戦でも使われています。

●特徴

駒木地に使われる主な木材の産地は、薩摩ツゲ(鹿児島)や御蔵島ツゲ(東京都)などを使用します。工程は、
駒の木地を作る工程と出来た木地に漆を使い蒔絵筆で文字を入れる仕上げ工程に大別されます。

駒文字には楷書体と草書体があり、特に草書体は天童将棋に伝承されている独特で美しい文字です。また、
近年は彫埋駒、盛上駒の研究も進み、水無瀬や巻菱湖などの行書体が多く作られています。

●将棋駒の制作過程

将棋駒の製作で重要な原材料は、木と漆以外にはありません。もちろん、将棋駒が確立した年代より変化
はありません。駒は単に五角の形が重要なのではなく、駒木地の「木目」や「木肌」も大切であり、しかも「色・
つや」・「１枚の駒の重さ」までも考慮した繊細さが残っており、将棋駒は木以外の材料は受け入れない日本
の「木の文化」を象徴しています。 

漆についても、「粘り」や「のび」は他の材料には無い特性で、とって変わることはできません。1500年代
の確立した当初は、「墨」もありましたが現在はありません。

将棋駒は、駒木地を作る「木地師」・駒木地に字を書く「書き師」・駒木地に字を彫る「彫り師」と 明確に
分業体制ができています。 

木地師は、丸太材より数種類の特殊な丸鋸を使用して、１枚１枚手作業で作成します。その熟練した「ナ
タ使い」や木地の木目を大事にする木地作りは、手作業以外ではとって変わることのできない作業です。

「天童将棋駒」
��������������������������������������������������������������������������������

郵便ポスト天童市将棋資料館 橋の欄干 歩道

盛上げ駒 天童さくらまつり人間将棋



15

書き師は、下書きなしに駒木地へ直接「将棋文字」を漆で書いていきます。その技術は、数秒で１枚の駒
を書く早さで、スピ－ドはもちろん細い部分や、かすれ具合は「熟練」を要し、完成品は美しく人を魅了し
ます。

彫り師は、将棋独特の文字を印刀一本で彫りあげます。太い字は深く、細い字は浅く彫ります。彫った所
に漆を入れる作業は、経験が必要な作業といえます。

●将棋駒の種類

種　類 製　造 駒

スタンプ駒 駒木地に直接スタンプを押したもの。 普及品、中級品

書駒
（かきごま）

漆で駒木地に文字を直接書いたもので、書体は楷書と草書があります。天童の伝統
は草書体の書き駒です。

中級品用

彫駒
（ほりごま）

「機械彫り」と「手彫り」があります。字体の簡略度により、黒彫、並彫、中彫、
上彫り、と分けています。

中級品～高級品用

彫埋駒
（ほりうめごま）

彫りあがった駒に下地漆（生漆ととのこを練り合わせた錆漆）を調合し一回ずつ乾
燥させて数回にわたって下地漆を入れ、数段階に分けて水を使わずに砥ぎ出した後
に、瀬戸うずくり

4 4 4 4 4 4

やとくさ
4 4 4

等を使って平滑に仕上げたもの。
高級品用

盛上げ駒
（もりあげごま）

彫埋め砥ぎ出した駒に、蒔絵筆を使い文字を漆で浮きだたせ、乾燥のあと入念に磨
いたものであり、技術的にも難しく、手作業による作業となります。盛上駒の職人
は全国的に大変希少です。将棋駒の最高級品です。

最高級品用

●産地組合名　山形県将棋駒協同組合
	 〒994-0013　山形県天童市老野森1-3-28　天童商工会議所内　　☎023-654-3511

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

産地組合等が実施する
検査に合格した天童将
棋駒にはこの伝統マー
クを使った伝統証紙が
貼られています。

伝統マーク
R4-010

「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。

駒木地工程 彫り駒工程 盛上げ駒 書き駒工程

●取材を終えて
　天童市では、日本一の将棋駒の産地であることから、将棋にこだわった
まちづくりを進めておられます。また、春夏秋冬様々なイベントが開催さ
れており、春の桜まつりでは、天童市役所の南側を流れる倉津川の両岸に
咲き誇るしだれ桜が、約740mにわたってライトアップされます。当日は、
歩行者天国となり、幻想的なしだれ桜を堪能することができます。 しだれ桜ライトアップ
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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、事前に当協会へご
連絡をお願いします。

（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

被災者は事業場倉庫の解体のため、足場組立作業中に、
キュービクルから構内柱を経由して倉庫に供給していた低
圧架空電線（動力200V）の露出した充電部に接触し感電
した。

樹木との接触により低圧架空電線の被覆が損傷し、充電
部が露出していたと推定されている。 被災者

倉庫へ供給していた低圧架空電線 足場組立作業
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お子さんに電気プラグなどの安全な使い方を教えましょう！
家電製品の取り扱いは、大人だけのものではありません。
最近は小さなお子さんでも、ゲームやパソコンなど家電製品を取り扱うことがあります。プラグやコード

など、正しい取り扱い方法をお子さんにもきちんと教えて、感電やショートによる事故を防止しましょう。

差し込み不足は過熱の原因になります。
プラグはコンセントにしっかり差し込み
ましょう。

しっかり
差して！

電気器具をコンセントから抜くときは、
プラグの根元を持って抜きましょう。

しっかり
持って！

濡れた手でコンセントやプラグに触れる
のはやめましょう。

テーブルタップの容量を超えると過熱の
原因になります。たこ足配線はやめま
しょう。

コードへの打ち付けは断線や過熱の原因
になり危険です。電気工事店に工事を依
頼しましょう。

コンセントに指や物を入れたりしないよう
にしましょう。こどもを事故から守るため、
コンセントカバーを取り付けましょう
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点検報告書ペーパーレスへの移行期間の終了について
●各種点検報告書のペーパーレスへご協力のお願い
当協会は、2019年４月より、インターネットを活用したお客さま専用サイト「お客さまポータルサ

イト」のサービスを開始し、各種点検報告書（以下「報告書」という。）のペーパーレス化に向けてお
客さまにご協力をお願いしておりました。これらは、国が進める持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）で
ある天然資源の効率的利用やゴミの削減に沿ったものであり、デジタル社会の実現に向けた取り組み
でもあります。
「お客さまポータルサイト」のサービス開始から３年が経過し、この間、報告書の電子化を順次進め

させていただいた結果、多数のお客さまからペーパーレスでご利用をいただいています。
なお、当協会から仮ＩＤが郵送され、まだご登録されていないお客さまについては、早めにご登録

いただき「お客さまポータルサイト」から報告書の確認をお願いいたします。

●「お客さまポータルサイト」へご登録できない場合の当面の対応
2022年４月以降はペーパーレス対応といたしますが、インターネット環境の都合等により「お客さ

まポータルサイト」に登録できないお客さまにつきましては、後日郵送又は持参でのお渡しとなりま
すので、担当検査員へお申し付けください。

なお、用紙での報告書発行は2023年４月以降、有料とさせていただく予定となっておりますので、
何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。

●「お客さまポータルサイト」登録のメリット
「お客さまポータルサイト」への登録により、次のようなメリットがあります。

・「報告書」、「保安業務担当者のお知らせ」、「更新推奨機器一覧」等がＰＤＦ形式で情報端末（パソコン、
スマートフォン、タブレット）からいつでも閲覧可能です。

・報告書への押印及びサインに代わり情報端末により電子サインが可能です。（新型コロナウイルス感
染対策としても効果的です。）

・報告書をファイリングして保管する必要がありませんので、保管期限を過ぎた報告書廃棄の手間が
不要です。

・報告書の指摘、指導事項等の内容が写真の掲載によりこれまで以上にわかりやすくなります。
・「お客さまポータルサイト」へは、複数の追加ユーザーの登録が可能です。追加ユーザーの登録によ

り複数名の閲覧が可能となり、多数事業場を契約されているお客さまの報告書が管理しやすくなり
ます。

仮ＩＤから本登録手続きする流れ（仮ＩＤ送付後）

当協会のＨＰにアクセスする1 ＨＰの中段にある「仮ＩＤのお客さまはこちら」から入力2
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令和４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

●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、新型コロナウイ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、予めご了承ください。
※ご不明な点については、お問い合わせ電話番号までお願いします。（平日9～12時、13時～17時）

開　催　日 開催場所 プログラム お問い合わせ電話番号

7月6日（水） 福島県
会津若松市

令和3年度の
電気事故 

について他 
13:30 〜 16:00

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7日（木） 新潟県
新発田市

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

7月8日（金） 山形県
酒田市

電気安全山形県委員会
（東北電力ネットワーク㈱山形支社（配電）内）
☎（023）634-8006

7月12日（火） 青森県
弘前市

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13日（水） 秋田県
大仙市

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14日（木） 岩手県
盛岡市

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（金） 宮城県
石巻市

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
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無料で実施しております

   電気安全セミナーとは
●お客さまが正しい電気の取り扱いを学び、職場の電気事故を防止するための職場内講習会です。

   電気安全セミナーの内容は
●協会職員がお客さまの事業所に出向いて、無料で実施いたします。
●セミナーは、お客さまのご希望に沿ったテーマについて、テキストや DVD、パソコン等を 

使用し実施いたします。
●開催は平日のみですが、時間は昼休みも含めお客さまのご要望にお応えいたしますので、お気軽

にお申し付けください。

　電気の安全に関する研修や勉強会で活用できる、ＤＶＤをお貸ししてい
ます。
　作業者・従業員の方向けにわかりやすい内容ですので、ぜひご利用くだ
さい。

【一例のご紹介】

詳しくは、お近くの事業所又は検査員にお問い合わせください。

タ　イ　ト　ル 時間 対　　象　　者
新版　知っておきたい低圧事故の衝撃

〜感電災害を防ぐために〜 30分 工場・事業所などの電気担当者、
現場作業者向け

追跡！日常作業の電気事故
〜7つの低圧電気事故〜 30分 工場・事業所などの電気担当者、

現場作業者向け
ここがポイント!日常巡視
〜電気事故を未然に防止〜 27分 工場・事業所の電気担当者や従業員向け

電気侍
〜電気の安全、拙者が守る〜 19分 家庭・児童向け

感電事故 ここがポイント!救急処置 14分 工場・事業所などの作業者・従業員向け

潜入！低圧電気の事故現場 23分 工場・事業所の電気担当者や従業員向け

電気設備事故事例に学ぶ
〜予定外作業・作業変更の落とし穴〜 22分 工場・事業所などの電気担当者、

電気主任技術者、現場作業者向け

電気安全のＤＶＤをお貸ししています

電気安全セミナーのご案内
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『豊かな自然と歴史に育まれた薫り高い文化のまち』　盛岡市
（岩手県）

盛岡事業所

◎岩手県盛岡市
■交 通 手 段／［石割桜］東北自動車道盛岡IC下車25分　JR盛岡駅よりバスで約8分
■問い合わせ先／盛岡市交流推進部観光課　☎019-626-7539　ＵＲＬ：https://www.city.morioka.iwate.jp/

・当協会では、盛岡市の施設120箇所の電気設備を点検させていただいております。

歩いて楽しむ　文化の街　盛岡
～若者が歩いて見つけた盛岡の魅力満載マガジン～

観光スポットや街中で見かけるアイテム・風景な
ど、盛岡には足を伸ばして歩いてみたくなる場所が
たくさんあります。これらのなかから、若者が自分
の足でスポットを探し、取材して見つけた盛岡の魅
力を漫画やイラストとして描いたマガジンが作成さ
れています。

他の街歩き本にはあまり載っていないオススメス
ポットもありますので、ぜひこのマガジンを片手に
盛岡の街をお散歩してみてください。なお、このマ
ガジンは、盛岡市役所のホームページからダウン
ロードができます。

国の天然記念物「石割桜」
盛岡地方裁判所の構内にある石割桜は、盛岡のお

国自慢をするとき、「石割桜こそ名桜」などといって、
よく取り上げられる珍しい桜です。巨大な花崗岩の
割れ目から、エドヒガンザクラがたくましく伸びて、
毎年４月中旬頃に優美で淡い桜の花を咲かせ、街の
移り変わりを見守り続けています。樹齢約360年を
超えるといわれ、1923年に国指定重要天然記念物に
指定されました。

盛岡ブランドである「盛岡三大麺」
盛岡市は、総務省が実施した家計調査報告におい

て、中華麺の購入が全国の県庁所在地で第一位とな
るほど、麺が市民にとても好まれているまちです。
そのなかで、「わんこそば」、「盛岡冷麺」、「盛岡じゃ
じゃ麺」は、「盛岡三大麺」として、テレビ、情報
誌等に取り上げられ、全国的に有名な存在になって
います。盛岡にいらした思い出にぜひ三大麺をすべ
てご賞味してみてください。

盛岡市は、岩手県の内陸中央部、北上盆地の北部に位置し、東側を北上高地の山々に、西側を奥羽山脈の山々
に囲まれ、南側が開ける「蔵風得水（ぞうふうとくすい）」の地域的特徴を有し、冬は寒さが厳しく、夏が暑く
なる内陸性の気候特性があるなか、約９割を第三次産業が占める岩手県の経済の中心都市として位置付けされ
ています。一方、面積の約７割を豊かな森に囲まれ、あふれ出る清らかな水に恵まれた環境と、まちの中心部
には歴史的建造物が数多く残るレトロな街並みが広がり、近代的な都市環境と豊かな自然が調和した趣のある
城下町となっています。

（写真提供：盛岡市市長公室都市戦略室）

石割桜

わんこそば

盛岡冷麺

盛岡じゃじゃ麺
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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

見える★前号vol.288の
　正解は、 でした。

★前々号vol.287の応募者総数は133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。

　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）　

ヒント：当協会のホームページ「個人のお客さま」「詐欺にご注意ください」をご覧ください。

電気〇〇協会の名前をかたった勧誘に
ご注意ください。

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


