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「尻屋崎」

撮影者
いわき事業所　工藤　大輔

尻屋崎は、津軽海峡と太平洋に面した本州最北
東端に位置し、その突端にはレンガ造りでは日本一の
高さを誇り、東北最古の洋式灯台の「尻屋埼灯台」
が船舶の安全を見守っています。灯台周辺の草地に
は青森県天然記念物の「寒立馬」が放牧されてお
り、その愛らしい姿を眺めることができます。また、厳
冬の雪原に立ち強風に耐えるその姿は全国的に有名
です。
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災害に備え電気設備の安全対策をしましょう

夏場は、台風や大型低気圧による風水害、そして落雷による設備被害が発生しやすい季節です。また、鳥
獣（カラスやヘビなど）による電気事故の発生も懸念される季節でもあります。夏場の災害に備え電気設備
を確認し、被害を食い止めましょう。

1  区分開閉器は老朽化していませんか！

　区分開閉器は、自家用電気設備と電力会社の電気設備と
の分界点に施設されるスイッチです。自家用電気設備が損
傷した際、保護装置が動作し区分開閉器を開放することで、
電力会社の電気設備を停電させる事故に波及するのを防ぐ
要の機器です。

Point  ①損傷、腐食、亀裂、脱落はないですか 
②外観に発錆が進んでいませんか 
③他の工作物、植物との接触はないですか

　【右の写真】は、区分開閉器の側面の発錆箇所より雨
の浸水によって、区分開閉器内部のブッシング箇所で
絶縁が破壊し、電気事故に至った事例です。この区分
開閉器は施設後30年が経過していました。
　屋外に施設されている区分開閉器は、施設後10年が
経過したら注意が必要です。

2  屋外設備（電柱）の周囲を確認しましょう！

電線は、過度に垂れ下がっていたり、樹木が接触してい
ると、強風により断線や漏電のおそれがあります。
また、電線に樹木が接触すると、電線被覆が損傷し充電
部を露出させます。充電部の露出した箇所にカラスやヘビ
などが接触し、電気事故を起こすおそれがあります。

Point  ①電線は、過度に垂れ下がっていませんか 
②電線に樹木が接触していませんか 
③支線（電柱を支えるワイヤー）は弛んでいませんか 
④充電部分が露出していませんか

　【右の写真】は、電線被覆が剥け充電部が露出してい
た箇所にヘビが接触したことで、電気事故が発生した
事例です。

損傷した区分開閉器の内部

露出した充電部にヘビが接触

区分開閉器

絶縁破壊箇所

樹木の接触

充電部
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坂井精機株式会社の本社工場

金型技術一筋に、70年

渡邉：創業以来、金型一筋70年とお伺いしています。
これまでの変遷や、現在の状況などにつきま
して、まずお教えいただけますでしょうか。

坂井：1952年（昭和27年）に粉末冶金金型製造の工
場として出発いたしました。現在では自動車
部品、デジカメやＰＣなどの家電部品、医療
用部品など幅広い分野で精密金型の製造販売
を行っております。新潟市東区は、新潟空港
や新潟西港、石油工場のほか、多くの製造業
が立地し、昔から工業の街として発展してき
ました。石油関連企業やプラスチック製造業
もありますから、金型製造業も多かったんで
す。当社は、祖父が大手製造業の下請工場か

ら独立して金型工場を始めたのが出発点で
す。昭和43年に現在地に移転し、その時点で
株式会社になっています。父が40代で会社を
継いで、私がまた40代で継ぐことになり、だ
いたい35年ごとのライフサイクルで動いてい
ます。

　　　私が社長になったのが2020年の５月、コロナ
禍が広がった時期で、創業以来、最も経営が
厳しく赤字を出してしまった最大の難所でし
た。従業員の皆さんの雇用をなんとか守りな
がら、会社の経営も守らなければいけない、
そんな２年間でしたね。

　　　現在ではようやく受注は戻ってきています。
自動車メーカー、家電メーカー、医療器具な
ど、今まで開発が止まっていた開発商品の金

今季号のお客さま

新潟県新潟市　坂井精機株式会社 さま

古くから工業の街として知られる新潟市東区に、精密金型加工技術
で70年の実績と歴史を築いてきた「坂井精機株式会社」があります。
自動車・家電・PC・デジタル機器・医療機器などの部品製造に欠かせ
ない金型加工は、金型の品質が製品の質を決定づけると言われるほど
重要な技術。不断にその技術を磨き続け、今どこにも負けない高度な
技術者集団をつくりあげています。

本日は、坂井精機株式会社 坂井良宏代表取締役に、弊協会専務理事 
渡邉 誠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
専務理事

渡邉　誠

坂井精機株式会社
代表取締役

坂井 良宏さま
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現代の産業界になくてはならない精密金型
その高度な加工技術を磨き続けてきた技術者集団

型が、昨年末から一気に動き出しましたね。
ただ新しい商品なので、手間もかかれば時間
もかかる、品質の要求も高いので、非常に難
易度が高いという状況です。

渡邉：企業理念が掲示されていますが、「そうだな」
というわかりやすい書き方なのがいいですね。

坂井：私の父が社長になった時につくったらしいで
す。あまり直す必要がないなというか、変え
る必要がないですね。柔らかい文章ですごく
いいなと思います。「顧客満足度を優先させ
よう」というのが一番上にもってきていると
ころがすごくいいなと思います。

技術を磨き、長く続ける

渡邉：御社の仕事は技能・技術の世界だと思います
が、その技術や技能が絶えないように継承し
ていく取り組みはされていますか。

坂井：金型技術についてちょっと説明しますと、当
社では創業当時からつくっている粉末冶

や

金
きん

金
型と、射出成形金型と、２種類を扱っていま
す。粉末冶金は、自動車のトランスミッショ
ンのギヤなどに使われるもので、金属の粉末
を高圧でプレス成形したものを、さらに焼結
させて立体形状を作成します。射出成形は熱
で溶かしたプラスチックを金型に射出し、中
で固めることで製品を成形します。より厳格
なコントロールが必要な粉末成形技術や、よ
り複雑な形状を加工できる放電加工技術な
ど、高度な熟練が求められる技術を駆使する
ことで、当社は高いレベルの精密加工技術を
鍛えてきました。

　　　工作機械の種類も多く、ほぼ100種類の工作
機械が並んでいます。技術者は一つの仕事を
ずっと、というやり方ではなく、意識的に配
置を変えたりしながら、みんながいろいろな
機械を使えるようになっています。チームで
動いていますが、一人ひとりがみんな独立し
た技術者で、ほぼすべての技術を身につけ、
どの機械もどの工程でも対応できます。みん
な和気あいあいとしているわけではありませ
んが、お互いを尊重しあいながら、ほかでは
まねのできないここだけの技術を共有してい
ます。

渡邉：技術者として、自分が磨いた技を発揮して、
また新しい技術や製品に挑むことができる。
そこのやり甲斐があるんでしょうね。

坂井：ものづくりが好きなんだろうなと思います。
当社は、離職率が極端に低いんです。一度入っ
てくれた人は定年まで長く仕事をしてくれま

創業当時からつくっている粉末冶金金型

プラスチック製品の製作実績

応接室に掲示されている企業理念
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すし、定年後も延長してくれます。なかなか
新しい人を入れる余地がないです。

縦と横2つの軸で工場を動かす

渡邉：社内に多くの委員会をつくってうまく自律的
に動いているとうかがいましたが、そういう
仕組みを作られたというところが素晴らしい
ですね。

坂井：働き方についての基本は、それぞれの従業員
の技能・技術マップみたいなのがあって、工
程を管理する工場長や、製品の設計者などが
「今日は誰々さんこちらの研磨の方に行って
ください」「今日はマスキングの方を手伝っ
てください」というように、技術の職人さん
をうまく配置して残業や休日出勤を極力しな
いようにしています。

　　　委員会は「品質管理委員会」「安全推進委員会」
「広報委員会」「５Ｓ委員会」もあります。測
定値を管理する委員会や、設備を管理する委
員会などもあります。キャリアや役職がかか
わる各工程や各部門とは別に組織化して、会
社の中に品質活動というか、工場管理をお互
いに運営するというかたちです。グループや
役職に関係なく、不良品が発生した場合など
に、その原因を徹底的に品質管理の手法から
解明したり、５Ｓ委員会は「ここにずっとモ
ノが置いてあるけれど、何でここに置いてあ
るのか」としっかりと５Ｓ活動をしたりしま
す。それはそれで、会社の中での十分な生産
活動と同じくらいの業務だと思っています。
製造現場のグループと委員会グループが、縦

横違う軸で進めているので、工場全体の運用
に奥行きを出してくれています。

技術の今と、これからへの対応

渡邉：金型技術について現在御社が強みとしている
ことと、今後の見通しについてはどのように
お考えでしょうか。

坂井：金型というのは、金型を必要としてくれてい
るお客さまやメーカーのために徹底的にその
要求に応えることです。指先サイズから両手
に乗るくらいの製品を作るための金型だった
ら、当社ではどんなものでも作る自信があり
ます。成形設計から完成成形品をとれるよう
になるところまでをワンストップでできると
いうのが当社の強みだと思います。

　　　実は10年前ほど前に３Ｄプリンターが出てき
たときに金型というものはすぐに必要なくな
るんじゃないかと思いましたが、その３Ｄプ
リンターを作るための金型が必要になるの
で、そのオーダーが実際に来ていました。精
密な金型を作る技術があれば、ほかのどんな

整理整頓された工場内最新技術金型

設計からワンストップで製作
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ものでも作れると思いますし、どんなやり方
をしても最終的にしぶとく生き残っていける
とは思っています。

　　　ただ私は、ものづくりのやり方や流れは必ず
変わっていくので、決して楽観してはいませ
ん。今創業70年なのでたぶんあと30年、100
年までどうやって生き延びるかということを
考えますね。

渡邉：坂井社長さまは、この坂井精機の経営者と、
もう一つプロレスラーという顔を持っている
とお聞きしていますが、どのように両立され
ておられるのでしょうか。

坂井：「DDTプロレスリング」という団体に所属し
て「スーパー・ササダンゴ・マシン」という
リングネームで出ています。こちらを先に
やっていたんですが、会社を継いだ後も興行
の日に会社が休みだと「じゃ、来てください」
と言われて、続けてやらせてもらっています。
けっこう応援してくださる方も多くて、会社
と地元のPRのためということもあって、体
を鍛えつつ続けています。そのおかげで、新
潟ではマスク姿でテレビやラジオのレギュ
ラー番組もやらせてもらっています。こちら

はタレント業ということになりますが、いず
れ地域のためにお役に立てるのであれば、と
続けています。

ものづくり技術を支えていくために

渡邉：御社のものづくり基盤は言うまでもなく技術
力と思いますが、その技術力を発揮するため
にはやはり工作機械や制御装置、安全装置な
ど電気回路の重要性もあると思います。その
意味で電気の使用にあたって何か気になって
いることなどはありますか。

坂井：そうですね、すべて電気で賄われていますの
で、いつも保守管理していただき心強く思っ
ています。各種の装置や電気設備や配線設備
などは、随時更新改善していく必要があると
いう課題もありますので、今後とも、保守管
理・安全面でよりいっそうのご指導をいただ
ければと考えています。

渡邉：電気保安面について弊協会で責任を持って役
割を果たしてまいりたいと思います。課題を
共有させていただき、設備改修のご提案やお
手伝いなどこれからもご要望にお応えできる
よう取り組んでまいります。

　　　本日は、現代産業に欠かせない金型加工技術
で研鑽を重ね、優れた企業実績を残してこら
れた御社のものづくりポリシーについてうか
がうことができました。大変ありがとうござ
いました。

「スーパー・ササダンゴ・マシン」としても大活躍

最先端の技術と最新鋭の設備

産学連携の技術開発や環境に配慮した金型づくり
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こんな場所で漏電しているなんて！
仙台東事業所 長沼 文浩

普段目に見えない箇所が原因で発生した事故事例
をご紹介します。

〔状況〕
４月初めの就業終了間際の時間帯に、お客さまに
設置している絶縁監視装置から電気事故受付セン
ターに漏電警報発生の情報があり、事業所に連絡が
入りました。しかし、センターから連絡を受けたと
きには既に漏電回復の情報が届いていました。お客
さまに連絡したところ、「業務終了時間のため全て
の機械を停止したので、明日異常が発生したら対応
して欲しい」との申し出がありました。
翌日の朝９時過ぎ、再度漏電警報が発生したこと
から直ちに現地に向かい出発しました。その途中、
お客さまより「機械を稼働させたところ、キュービ
クルよりブザーが鳴動した」との連絡がありました。

〔調査〕
約25分後に到着しお客さまから状況をお聞きした
ところ「細断選別機を稼働させたところキュービク
ルよりブザーが鳴動した」とのお話があり、機械の
ある場所に案内していただきました。まず接続され
ているブレーカー主幹を開放し、絶縁抵抗測定を実
施したところ０メグオームと絶縁不良だったことか
ら、お客さまに間違いなくこの機械が原因であるこ
とを伝えました。外観を調査しましたが異常は認め
られません。お客さまからは「この機械は先月掃除
したばかりなんだよなぁ」とのお話があったことか
ら、もしや金属屑が入り込んだのでは？と考えモー
ターの接続箇所の蓋を開けてみましたが、漏電が発
生するほどの金属屑はありませんでした。予想が外
れ意気消沈しながら蓋を戻そうとしたとき、何と！
蓋の内側にキラリと黒光りするアーク痕を発見しま
した。

〔原因〕
機械を使用しているときの振動により、蓋（躯体）
に接触していたケーブル絶縁部が剥離し充電部が露
出したことが原因でした。

〔復旧〕
露出した充電部及び劣化している箇所の絶縁処理
を施し、約30分後に復旧しました。

〔お客さまの声〕
「定期的にエアーで清掃を行っているが、今後は
機械を使用中に感電するのは怖いから、清掃しなが
ら絶縁部の剥離がないか注視します」とのお話があ
りました。

〔まとめ〕
今回の事例は、普段点検のできない目に見えない
箇所で発生した漏電事故です。お客さまで機械のメ
ンテナンスや配置変更を行ったり、振動が大きい機
械を使用している場合は、機械に入る配線角度や接
続箇所を確認していきたいと思います。

露出した充電部

蓋内側のアーク痕
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高圧ケーブル経年劣化による高圧停電事故発生！
佐渡事業所 本間 康博

高圧ケーブルの絶縁部が経年劣化により高圧停電
事故となった事例をご紹介します。

〔状況〕
９月中旬の朝５時前、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。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、高圧事故
を想定し上長に応援者の手配を依頼し、お客さまに
急行しました。

〔調査〕
90分後に到着し、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。応援
者が到着し、安全対策の短絡接地を高圧電路に取り
付け、原因箇所の探査を始めました。目視による外
観点検では、構内第一柱及び電気室内高圧電気機器
に異常はありませんでした。高圧電路の絶縁抵抗を
測定したところ、3.0メグオームと不良と判断すべき
状態にあり、高圧電路を切り分けして不良機器を
絞っていった結果、構内第一柱から電気室に電気を
引き込むための高圧ケーブルの不良が疑われまし
た。高圧事故を想定し準備した耐圧用試験器で絶縁
耐力試験を実施したところ、定常電圧6,600Vに対し
4,000Vまでしか電圧が上昇せず、高圧ケーブルが絶
縁破壊したものと判明しました。

〔原因〕
故障した高圧ケーブルは、建物屋側から建物屋根
裏を経由し電気室に配線されており、一部目視での
確認ができないため地絡箇所の特定はできませんで
した。高圧ケーブルは1978年製で設置後41年経過し、
電気的及び機械的ストレスにより絶縁破壊し地絡事
故に至ったものと思われます。

〔復旧〕
お客さまの大型冷蔵庫用冷凍機5台が全て停止し、
業務に支障をきたしていることから、一刻も早い復

旧が必要でした。早速、電気工事会社に資材と仮設
電源用発電機の手配をお願いし、15時間後に通電が
必要なお客さま設備を、仮設電源に切り替えること
ができました。その後、高圧ケーブルを別ルートで
敷設し、事故発生から3日と9時間後に復旧しました。

〔お客さまの声〕
「以前から電気設備の更新は計画的に実施するよ
うアドバイスをいただいていたが、更新が間に合わ
ず今回の事故になってしまった。迅速な対応に感謝
する。今後は機器更新を計画的に実施するのでよろ
しくお願いします」と感謝の言葉をいただきました。

〔まとめ〕
今回の事故原因は、更新推奨期間を経過した高圧
ケーブルの劣化によるものでした。一旦、高圧機器
にトラブルが発生すると、復旧に相当な時間と費用
が発生するばかりでなく、停電による業務への影響
は避けられません。高圧機器更新は、計画的に実施
されますようお願いいたします。

雨水の浸入等により腐食した高圧ケーブル
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当協会お客さま設備の指摘事項・指導事項の概要
当協会では、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ご紹介します。

1　 指摘事項・指導事項の件数の推移
（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。

2021年度における指摘事項の件数は、約38.4千件

と2020年度の約37.2千件より若干増加しました。

一方、指摘件数の66.1%にあたる25.4千件につい

て改修していただきました。

2021年度末で指摘事項のあるお客さま軒数は、全

お客さま約53.8千軒の12.3％にあたる約6.6千軒でし

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。

●指導事項

指導事項の過去５年の件数は、図３のとおりです。

2021年度における指導事項の件数は、約216.4千件と

2020年度の約197.5千件より18.9千件増加しました。

2021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32.8千軒になります。（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11.2％にとどまって

います。
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図１　指摘事項の件数、改修数、未改修数及び改修率の推移（需要設備）
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図２　2021年度末　指摘事項のお客さま軒数
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図３　指導事項の件数、改修数、未改修数及び改修率の推移（需要設備）
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指導事項は、法令には抵触していないものの、更新

推奨期間を過ぎた電気機器も含まれるなど、状態に

よってはそのまま使用すると電気事故につながるおそ

れがありますので、引き続き改修の必要性をご説明し

てまいります。

2　指摘事項・指導事項の電気工作物別の傾向
2021年度の電気工作物別の内訳では、

指摘事項は「負荷設備」、「構造物」、「接

地工事」の順で多く、指導事項は「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」では電線路・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」

では立入禁止の表示がないものが多く、

また、「接地工事」では、接地が施工され

ていない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」では変圧器、高圧コンデンサなど、「引込設備」では区分開閉

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ご紹介しました。

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、それに伴い生産活動に重大な影響を与えた事例も過去に数多く発生しております。

当協会では、「あんぜん、きづく、あんしん」をスローガンに定期点検等において、指摘事項、指導事項と

してお客さまにお知らせしてまいります。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。

改修に関するご相談は、お近くの事業所又は担当検査員にお願いいたします。

全お客さま軒数 指導事項有 指導事項無
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図４　2021年度末　指導事項のお客さま軒数
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図５　2021年度　電気工作物別指摘数と指導数の比較（需要設備）
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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42年目となります。
当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電気設備安全診断を実施しています。

2022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
○電気事故防止のため、身近な配線・コンセントを確認してみましょう 新規
○無資格の電気工事は危険ですので、必ず有資格者に相談しましょう 新規

②公共施設や文化財の電気設備安全診断

①街頭広報活動（２０２０、２０２１年度は、新型コロナウイ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
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今冬需給「極めて厳しい」予測

中小企業の排出量算定を支援

経済産業省・資源エネルギー庁は、東京エリアを
中心に深刻な電力危機の恐れがある2022年度冬の需
要対策として、電気事業法に基づく使用制限令を検
討します。10年に１度の厳気象に対する東京エリア
の予備率が、来年１月にマイナス1.7％、２月にマイ
ナス1.5％と極めて厳しくなっています。短期間での
供給力の大幅な積み増しは難しく、需要側のあらゆ
る対策を模索します。
加えて今夏需給については、予備率３％ギリギリ
のエリアが存在するため、計画停電実施の準備を進
めます。これらは、総合資源エネルギー調査会の電
力・ガス基本政策小委員会で示されました。
来年１～２月が厳寒となった場合、北海道、東北、
沖縄を除く７エリアで予備率３％を割り込みます。
2012年度以降、最も厳しい見通しとなっています。
特に東京エリアは予備率マイナスの予測で、事態は

深刻です。
技術実証段階の石炭ガス化複合発電（ＩＧＣＣ）
や、ＪＥＲＡの姉崎新１～３号機など試運転が見込
まれる火力発電所は、供給力に織り込んでいません。
これらが安定稼働できれば、需給状況改善に大きく
寄与しますが、トラブルの可能性が残っています。
加えて、ロシアのウクライナ侵攻で化石燃料の調達
環境は予断を許しません。
そうした中、エネ庁はあらゆる需要対策の検討に
入りました。３月22日に東北・東京エリアで生じた
需給逼迫の教訓を踏まえて、まずは今夏に備えるた
め「原則実施しない」としてきた計画停電の準備を
進める意向です。今冬は全国的な供給力不足が既に
明らかになっています。この深刻な事態に備えるた
め、使用制限令を含め準備を進めます。

　環境省は、希望する全ての中小企業が温室効果ガ
ス排出量を算定できる基盤づくりに乗り出す方針を
示しました。取引先の脱炭素まで求められる中、国
が基盤を整備することで、中小企業の実務負担を軽
減。中小の温室効果ガス削減努力を「見える化」し
て投資を集める狙いもあります。政府で検討中のク
リーンエネルギー戦略に反映させます。
　サプライチェーンの排出量は「スコープ３」と呼
ばれます。特に大企業や金融機関に対し、取引先の
排出量を把握して削減努力を求める風潮が強まって
います。しかし、知見のない中小企業にとって実務
負担は大きく、排出情報の標準化や共有方法といっ
た部分も未整備なのが課題となっています。
　環境省は2030年に向けて、中小企業が排出量を簡
易に算定して公表できる、電子報告システムを整備
します。排出削減活動と合わせて公表し、脱炭素経

営に対して投融資が集まる仕掛けとします。
　地域金融機関や商工会議所などを通じて中小企業
を支援する体制も構築します。また、中小企業を支
える人材の育成にも乗り出します。「脱炭素にかけ
たコストを商品価格に転嫁できるように補助金を使
うべき」という金融機関の提案もありました。
　このほか、脱炭素型の生活に促す施策として、住
宅の断熱改修を推進します。部居室のみでも補助金
の対象にする。現行制度は家全体の省エネ性能を
15％向上させる要件がありますが「人の集まる居室
を改修すれば効果が高い」としました。
　山口壯環境相は会議で「カーボンニュートラルは
経済社会の大変革が必要だが、その過程でイノベー
ションに力を注ぐことで、次の時代を制する競争力
を確保するチャンスになる」と強調しました。

（記事提供　電気新聞）

使用制限令の検討も／エネ庁（4月13日）

実務軽減し、投資の拡大狙う／環境省（4月22日）
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●歴史

東北最古の窯場といわれる会津本郷焼の発祥は、1593年。会津若松城主・蒲生氏郷がお城の改修のために

播磨国（兵庫県）から瓦工を招き、瓦を焼かせたのが始まりといわれています。はるか400年以上も前、安土

桃山時代のことでした。

実際に本郷の地でやきものが焼かれ始めたのは、1645年。会津藩主・保科正之が招いた美濃国瀬戸出身の

陶工・水野源左衛門が本郷村に原土を発見し、本格的に陶器製造を始めました。これが会津本郷焼の、陶器

の起源です。

一方、磁器は、1800年までその登場を待ちます。本郷村で発見された大久保陶石で磁器を作ろうとした藩は、

佐藤伊兵衛を有田に潜入させます。命がけで技術を習得した伊兵衛の帰国後、藩は備前式登窯を築きました。

会津藩は本郷に奉行所を置き、藩の産業として力を入れておりましたが、奉行所の廃止により職人たちに

残土、工具が分け与えられ、職人たちはそれぞれの窯を築き、焼き物を作り始めました。それが窯元の始ま

りです。

●特徴

会津本郷焼には、瓦焼の流れをくむ土物（陶器）と、大久保陶石を原料とした石物（磁器）があります。

石を原料とした焼き物の産地としては、関東以北唯一です。会津本郷焼の全盛期には、大小合わせて100以上

の窯元がありました。本郷の上り窯から煙が立ち上らぬ日はなかったといわれています。急須、土瓶、目皿、

花器が有名ですが、特に急須については、明治末期に本郷の陶工が茶こしの部分を発明し、急須の出がよい

ことで日本一の折紙付になりました。

●陶祖祭

毎年９月16日に行われる陶祖祭は会津本郷焼の祖の供養祭です。

陶業者有志により本郷地域にある常勝寺に作成された陶祖廟には、会津本郷焼の陶祖である水野源左衛門

と磁祖である佐藤伊兵衛の陶像と位牌が。またその後、磁気を真白く焼く方法を発見した手代木幸右衛門他、

陶磁器功労者22名の木牌を奉置しています。

陶祖祭では年に一度この日だけ『陶祖廟』が開けられ、献茶・読経・焼香などが行われます。

「会津本郷焼」
��������������������������������������������������������������������������������

今もこれからも、変わらない陶磁器のあるくらし

陶器 磁器 陶祖祭



13

●会津本郷せと市

毎年８月の第１日曜日、花火とともに幕が開く「会津本郷せと市」は、明治の後期に会津の高野山といわ

れる、会津若松市河東町冬木沢の八葉寺の例祭に参拝する方々のお土産として会津本郷焼各窯元の弟子たち

が、道路にむしろを敷いて商品を安価で販売したのが始まりといわれています。

現在では、会場となる町の目抜き「瀬戸町通り」に会津本郷焼の窯元や様々な産地の窯元、漆器や地元の

野菜直売所・食べ物屋台など、約100軒の露店が並び、県内外からたくさんの人が夜明け前から懐中電灯片手

に、好みの品を探して通りにあふれます。

最近のせと市で出品される商品は、各窯元がせと市のために額に汗して作った掘り出し物や新商品が勢揃

いしています。

昔ながらの機能性と美しさを備えたおおらかな器、てらいのない素直な器、新しい感覚や技術をプラスし

た洗練されたデザインの湯のみやコーヒーカップ、小鉢、皿などたくさんの器たちが並びますので、手にな

じむお気に入りの器を是非見つけてください。

●産地組合名　会津本郷焼事業協同組合
	 〒969-6042　福島県大沼郡会津美里町字瀬戸町甲3162　　☎0242-56-3007

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

この伝統マークは、経
済産業大臣指定伝統的
工芸品のシンボルマー
クです。

伝統マーク
R4-073

「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。

●取材を終えて
会津本郷焼事業協同組合様を取材させていただいた後に、窯元を巡ると、周囲は昭和の感じが残る素

敵な街並みが続いていました。立ち並ぶ民家の中に、伝統を守りながらも個性豊かな魅力ある窯元が点
在しています。
会津本郷焼は、湯のみやコーヒーカップ、小鉢、皿などの他に、磁器は電気絶縁体にもなることから、

電柱の上で電線を固定する「碍
がい

子
し

」を生産されている窯元もあり、皆さまのところに電気を安全に送り
届ける役割も担っています。
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旧弘前偕行社さまは、東北地方に残る陸軍関係施設の
代表的遺構で陸軍省営繕組織による建築意匠の展開が示
され、津軽を代表する棟梁が建築したことなど、建築的
な観点からも保存価値の高い建物です。終戦後、地域医
療・福祉分野の先駆者であった故鳴海康仲氏の創設理念
に基づき、弘前厚生学院の現校舎として次世代を担う人
材育成を行う教育施設となって、今もなお大切に活用さ
れております。
ルネサンス風様式を基調とした建物で、木造平屋建て
で簡明な洋風建築ですが、規模が大きく要所に配された
細部意匠が特徴です。
今回は、保存価値の高い建物である旧弘前偕行社を管
理する上で、電気を使用する際の危険性や注意点などに
ついてセミナーのご依頼があり、マネージャーを含む３
名の方に、「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。

セミナーの内容
　普段、当たり前に使っている電気でも使い方を間違え
ると、漏電による感電事故や短絡（ショート）による火
傷、火災の危険性を再確認していただくため、ＤＶＤの
視聴と安全に電気を使用するためのパンフレットを使用
して次の内容で実施しました。
●�DVD「電気侍～電気の安全、拙者が守る～」の視聴
●�パンフレット「電気を安全にお使いいただくために」
を使用してのご説明
●�感電、漏電事故防止の具体例について

セミナー受講後のご感想
●�わかりやすい内容のDVD視聴とパンフレットでした
ので、電気の正しい使用方法について理解できた。
●�日頃の電気事故防止について再認識できた。
●�セミナーを通して、電気の取り扱いは基本が大事だと
いうことを改めて学ぶことができた。

などのご感想をいただきました。

旧弘前偕行社さま

旧弘前偕行社さま

セミナー風景

弘前事業所



家庭の電気お役立ち情報
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感電を防止するため、アースを取り付けましょう！

漏電している電気機器に触れると、電気は電気機器の金属ケース（外箱）から人体を通り大地に流れてい
きます。これが「感電」です。
万一感電しても、予め金属ケース（外箱）と大地を電線でつないで電気が大地に流れるようにしておけば、
電撃（ショック）を軽減することができます。
「アース」とは、漏電が起きたとき電気を地面に逃がすためのものです。

洗濯機、冷蔵庫、温水洗浄式便座、衣類乾燥機、食器洗い機、電気温水器、電子レンジ、冷暖房機、自動
販売機及び水気や湿気の多い場所や屋外で使用する電気機器には、安全のため付属のアース線を忘れずに接
続しましょう。

●『内線規程』により、次の特定機器を使用するコンセントには、接地極付きコンセントの使用が義務付けら
れています。
　また、住宅に施設する200V用のコンセントには、接地極付きのものを使用することが義務付けられてい
ます。

アースとは…

アース線の取り付け

電気機器のアース線が切れていないか、外れていないか定期的に確認しましょう！

電気洗濯機

温水洗浄式便座 電子レンジ

電気温水器

電気冷暖房機

自動販売機

電気衣類乾燥機 電気冷蔵庫 電気食器洗い機

接地極付きコンセントの例
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電気の「子メーター」管理者の皆さまへ
証明用電気計器（子メーター）の有効期限が過ぎていませんか？

　子メータ一とは、貸しビル、アパートなどでオーナーが一括して支払った電気料金を各室の使用量に応じて
配分するためのメーターをいいます。
　計量法では、「検定を受けたもの・有効期間内のもの」でなければ、取引又は証明における計量に使用して
はならないことになっています（計量法第16条）。
　これに違反した場合、計量法で罰則規定（計量法第172条）がありますが、当事者間のトラブルを未然に防
ぐためにも、計量法を遵守されることをお願いいたします。
　また、有効期限を確認するための立入検査は、行政機関（各地方自治体の計量検定所、計量検査所、消費生
活センターなど）によって行われており、現在、民間その他の機関に、立入検査を委託している事実はありま
せん。

子メーターとは

有効期限は検定ラベル等に表示しております。

平成28年4月以降

封印キャップ

封印キャップ
（適合ラベルの場合）

変成器付計器
検定票等（ファイバー、黄銅） 検定証印

2018年12月以前

2019年1月以降

または

平成28年3月以前

有効期限
平成38年3月を示す。

東北地区証明用電気計器対策委員会
東 北 経 済 産 業 局
日 本 電 気 計 器 検 定 所
東北計器工業株式会社
（一財）東北電気保安協会

https://www.tohoku.meti.go.jp/s_shigen_ene/denryoku_free.html

https://www.jemic.go.jp/kentei/shoumei_dk.html

http://www.keiko.co.jp/

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

詳しくは、お近くの事業所又は担当検査員にお問い合わせください
参考：東北地区証明用電気計器対策委員会

（2021.6月現在）

※単独計器の有効期限を示す。

38.3

40 12

島　37　12

検定ラベル
（検定に合格したもの）

適合ラベル
（自主検定に合格したもの）

平成23年3月以前

平成23年4月から平成30年12月まで

2019年1月以降

40 12

有効期限

2027　5 有効期限
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『圧倒的大自然』　戸沢村
（山形県）

新庄事業所

◎山形県戸沢村（戸沢村役場）
■交 通 手 段／［JR利用］陸羽西線　古口駅より徒歩で約5分（陸羽西線は2022年5月14日～2024年度まで運休予定　代行バス輸送あり）
　　　　　　　　［自動車利用］東北中央自動車道　東根IC下車約1時間20分、日本海東北自動車道酒田中央IC下車約40分
■問い合わせ先／戸沢村まちづくり課　☎0233-72-2152　　URL：http://www.kankoh.vill.tozawa.yamagata.jp

※当協会では、戸沢村の施設17箇所の電気設備を点検させていただいております。

最上川舟下り
日本三大急流に数えられる最上川の雄大な流れの
中で、最上なまりの船頭のガイドと鍛え上げられた
歌声で聞く最上川舟歌は趣があります。最上峡には
多くの滝があり、その中でも西端にある「白糸の滝」
は最大で、落差は約120mあり、「日本の滝百選」に
選ばれています。赤鳥居がある滝下までの一筋の流
れが白糸のようであるところから名づけられました。
滝の下には不動堂、対岸には草薙温泉があります。
四季折々の表情を見せる自然とあたたかなおもて
なしの心で、ゆったりと舟の上ならではの特別な体
験が楽しめます。冬季は、ぽかぽかのこたつ舟も体
験できます。

幻想の森
地元では、神代杉・土湯杉・山之内杉などと呼ば
れている天然杉の群生地である幻想の森。樹齢1000
年を超えるであろう天然杉が幹や枝をうねらせ、ね
じれながら天に向かって伸びている姿は圧巻です。
昭和46年に、この森一帯が山形県立自然公園に指定
されました。

国民健康保険発祥の地
昭和初期、東北地方を襲った大冷害による飢饉や
疫病などで農山村地域は窮乏を極めました。戸沢村
（旧角川村）では、村立の診療所開設による無医村
の解消と助け合いによる保険組合設立（昭和11年４
月）に取り組みました。国は昭和13年７月に国民健
康保険法を施行し、角川村保険組合は同年８月１日
に「角川村国民健康保険組合」としてこの法律の設
立認可第１号となりました。当時の「共助の精神」
は村づくりの大切な理念として、今も村民に受け継
がれています。
戸沢村の魅力はこれだけではありません。マップ
を見ながら戸沢村を探検してみてはいかがですか。

戸沢村は山形県の北部、最上地方に位置し、総面積のおよそ80%を山林が占める自然豊かな村です。山形県
の母なる川「最上川」が村の中央を流れ、素晴らしい景観を展開する最上峡は、俳人松尾芭蕉や正岡子規をは
じめ多くの文人たちに親しまれていました。また、義経伝説が残されているなど、今もなお多くの人々を魅了
しています。

（写真提供：戸沢村まちづくり課）

幻想の森

最上川 白糸の滝

国保発祥の地
記念碑

観光マップ
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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

保安★前号vol.289の
　正解は、 でした。

★前々号vol.288 の応募者総数は116名、
　正解者は115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９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「法人のお客さま」をご覧ください。

〇〇〇遠隔制御サービスのご案内

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


