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ニュースクリップ
2016 年度の販売電力量、新電力シェアが 7.8% に拡大
大手電力は 6 年連続減少
経済産業省・資源エネルギー庁が発表した 2016 年度の電力需給速報によると、総需要電力量は
前年度比 1.8% 増の 9665 億 1402 万 5000kWh となり、3 年ぶりに前年実績を上回りました。旧一
般電気事業者（大手電力）の販売電力量は 6 年連続で前年実績を割り込む一方、小売り全面自由化
を契機に新電力の販売電力量は急増し、販売シェアは前年度の 4.2% から 7.8% に上昇しました。
総需要電力量から自家発自家消費値（速報）を除いた電気事業者の需要電力量は同 6.9% 増の
8997 億 4568 万 5000kWh、さらに特定供給と自家消費を差し引いた販売電力量は同 1.5% 増の
8504 億 9576 万 7000kWh でした。
販売電力量のうち大手電力 11 者（東京電力はパワーグリッドとエナジーパートナーの 2 者）は、
同 1.7% 減の 7838 億 2120 万 2000kWh でした。一方、新電力の販売電力量は同 64.8% 増の 666
億 7456 万 5000kWh と大幅に増加しました。
販売電力量を受電電圧別にみると、特別高圧は同 0.9% 増の 2314 億 4156 万 2000kWh、高圧は
同 1.7% 増の 3073 億 3977 万 3000kWh、低圧は同 1.1% 増の 3094 億 5845 万 5000kWh でした。
新電力のシェアは特高が同 0.57 ポイント増の 5.94%、高圧が同 5.34 ポイント増の 14.65%、低
圧は 2.56% となりました。低圧の販売電力量のうち、従来の規制料金から自由料金に移行した割
合は、大手電力の獲得分を含めて 31.4% でした。

（記事提供

電気新聞）

ご注意ください !

不審なセールス電話や訪問販売
最近、工場や事務所など、
お客さまに
「保安協会」
や
「保安協会の代理店」
など「北陸電気保安協会」と類似した名称を名乗る、不審なセールスや
訪問販売が多発しております。
北陸電気保安協会では、電話による勧誘や提案は一切しておりません
ので、ご注意ください。

不審な
電話の
一例

▶「保安協会ですが、電気料金が安くなるので３カ月分の検針票を見せてほしい。
」

▶「○○保安協会の○○ですが、現在契約している動力の基本料金を教えてください。
」
▶「○○○○協会です。電気料金を安くする為に負荷測定させてほしい。
」
など

不審と思われる場合、当協会までお問い合わせし、ご確認ください。
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平成 28 年度

自家用電気工作物の立入検査について
中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署

１

概要

立入検査の目的は、電気事業法に定められている自家用電気工作物の自主保安体制が、それぞれの事業場にお
いて確立され、保守管理が十分に行われているかどうかを検査し、
「感電死傷事故」、
「電気火災事故」、
「電気事業
者の供給設備への波及事故」などの電気事故の防止及び当監督署として自家用電気工作物の保守保安状況を総括
的に把握することによって、今後の保安行政に反映させるため実施しています。

２

対象事業場の選定

平成 27 年度末における管内の自家用電気工作物設置事業場約 2.6 万件の中から、次に該当する 33 事業場を重
点に選定し、実施しました。
（１）平成 27 年度に電気事故があった施設
（２）保安の確保が適切でないおそれのある施設（不適切事項等の報告のあった施設）
（３）電気保安の実態把握が必要な施設（外部委託事業場や申請届出漏れ等のあった施設）

３

検査の内容

（１）電気事業法関係法令に基づく届出・報告等の関係書類が所定の期間保存されているか。
（２）法令に適合した電気主任技術者が選任されているか。
（３）保安規程に定められた、電気主任技術者の職務・保安教育・日常巡視点検・定期点検などの保安業務が遵守
されているか。
（４）電気工作物が技術基準などに適合した施設となっているか。

４

検査結果

（１）法令に基づく手続の状況について

主任技術者の執務状況については、表１のとおり、主任技術者等の変更を要する事業場が２件ありました。ま
た、保安規程の手続状況については、表２のとおり、変更届出が必要なものが７件で、保安に関する組織図や需
要設備の構内図の変更が必要なものがありました。
表１

表２

主任技術者の執務状況
執

務

状

況

執務不十分

件

数

保安規程手続状況
要変更事項

件

数

指
摘

0

事業場名変更

0

改修要求に応じない

0

組 織 変 更

4

改修指摘、点検なし

事
項

0

構内区域変更

2

ビルメン常駐なし

0

点検基準変更

0

主任技術者等の変更を要する

2

その他

1

執務不良

0

執務体制の不備

1

その他

1

合

計

合

計

7
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（２）保安規程の遵守状況について
表３のとおり、保安規程に定められた事項について、その実施が十分に行われていないものが 35 件あり、１事

業場あたり 1.06 件となっています。
主な不良事項としては、設備台帳や単線結線図が整備・修正されていない、運転・操作基準が定められていな
い等が挙げられます。
表３

保安規程の遵守状況

保安教育
巡視点検
書類管理
その他

要 改 善 事 項
保安教育・訓練が適切かつ計画的に実施されていない
点検頻度が遵守されていない
点検が実施されていない
巡視・点検の記録が適切になされていない
その他
関係書類・図面の整備、修正がなされていない
運転・操作基準が適切に定められていない
連絡体制が整備されていない
代務者が定められていない
合
計

件

数
4
3
4
4
1
10
5
4
0
35

（３）電気工作物の不良事項状況について
表４のとおり、維持管理状況について適切でないものが 26 件あり、１事業場あたり 0.79 件となっています。
主な不良事項は次のとおりです。
（受配電設備）
①接地工事施工方法が不適切
３件
②高圧架空電線路支持物の支線の施設方法が不適切
２件
③電柱の足場金具等が地表上 1.8 ｍ未満に設置されている
２件
（負荷設備）
①低圧屋内配線器具の施設方法が不適切（充電部露出、器具の固定等）
７件
②過電流遮断器の施設方法が不適切
３件
③ケーブル工事が不適切
２件
表４

電気工作物の不良事項
不良事項

条項
17
17
24
34
36
53
61
79

件

数

不良事項

条項
12
14
29
150
164

件

数

接地抵抗の値が過大
接地工事施工方法が不適切
Ｂ種接地工事が不適切
過電流遮断器の性能等が不適切
地絡遮断装置の性能等が不適切
電柱の足場金具等が地表上 1.8 ｍ未満に設置されている
高圧架空電線路支持物の支線の施設方法が不適切
高圧（低圧）架空電線が植物に接触している
合
計
電線の接続方法が不適切
電路の絶縁抵抗値が基準を満たしていない
機械器具の鉄台及び外箱の接地未施工
低圧屋内配線器具の施設方法が不適切（充電部露出、器具の固定等）
ケーブル工事が不適切
小
計
合
計
立入検査実施件数
1 事業所あたり不良件数
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1
3
1
3
1
2
2
1
14

1
1
1
7
2
12
26
33
0.79

５

むすび

平成 28 年度に実施した立入検査では、電気工作物（受配電設備、負荷設備）が技術基準に適合してない事項、
保安規程を一部遵守していない事項及び保安規程の変更手続が実施されていない事項が多数見受けられました。
電気主任技術者においては、これらの不良事項を参考として、同様な事象が発生しないよう、電気工作物の工
事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行っていただくようお願いします。また、日頃から設置者
との意志疎通を図り、停電点検や設備改修等を計画的に進めることに加え、設置者の電気保安に対する意識を高

めていただくようお願いします。
設置者においては、保安規程に定めた「設置者の義務」を遵守するとともに、感電死傷事故、電気火災事故、
波及事故等を起こさないよう社会的責任を強く認識して不良事項については早急に改修し、電気主任技術者の意
見を尊重して電気保安の確保に万全を期されるよう切望するものであります。

６

参考

（１）接地工事施工方法が不適切な具体例
改善前

改善後

Ａ種接地線が合成樹脂管で
覆われていない箇所がある

（２）低圧屋内配線器具の施設方法が不適切（充電部露出、器具の固定等）な具体例
改善前

改善後

ブレーカー充電部が露出
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北陸発

いきいき情報
能美市全景

市民が躍動し、地域が輝く
よ
能き美しきまちづくり

北陸の地域を訪ねて

〈石川県能美市〉

能美市長

井出敏朗

市名の「能美」は、平安時代の前期に加賀国が立国した際、新しい行政区画
として生まれた加賀国能美郡に由来します。能美とは、「物事を成し得る素晴
らしい力と、美しい自然環境のある地」という意味を持っていると言われてい
ます。
６年後の 2023 年には、加賀立国能美郡誕生 1200 年を迎えることになり、こ
れを機に、交流人口の拡大、そして地域の活性化、地域のブランド力の向上を
目指していきたいと考えています。オール加賀会議などの広域連携を強化しな
がら、イベント開催や新商品開発への取り組みを検討しています。

■ 海・山・川の豊かな自然

■ 加賀丸いもと国造ゆず

能美市は、石川県の南部、加賀平野のほぼ中央に位

能美市を中心に栽培されている山芋の一種に、「加

置し、県都金沢へは北東約 20 ㎞の距離にあり、南は

賀丸いも」があります。文字通り丸い形で、最大の特

日本海側の拠点「小松空港」がある小松市に隣接して

徴はその強い粘り。贈答用に使われることも多い高級

います。

食材です。芋が丸くなったのは、昭和９年、手取川が

また、日本海に面した美しい海岸線、県内最大の河

氾濫したことが原因でした。川の氾濫で根上町一帯に

川である手取川、白山山系に連なる能美丘陵という、

川砂が流れ込んだことで豊かな土壌となり、丸いもの

豊かな自然環境にも恵まれています。

栽培に適した土質になったのです。
国造地区で無農薬栽培されているのが、「国造ゆ

■ きめ細かな子育て支援
日本全国の地方で人口減少が進む中、手厚い子育て
支援政策が実を結び、能美市は微増ながら順調に人口

ず」。ほどよい酸味と爽やかな香りを生かして、ジュー
スなどの加工品も多く作られています。毎年 11 月に
は、直売イベント「国造ゆずまつり」が開催されてい
ます。

を伸ばしています。
０歳から 18 歳までの医療費が無料になる「乳幼
児・児童医療費助成」
、妊娠・出産に伴う母親の病気
の医療費が無料になる「妊産婦医療費助成」
、紙おむ
つ・粉ミルクの購入に使える「のみっ子すくすく助成
券」の配布など、子育て世帯をきめ細かく支援してい
ます。
そのほか、住まいに対する支援制度も充実してお
り、全国の都市を対象にした東洋経済新報社の「住み
よさランキング」で、能美市は４年連続トップ 10 入
りを果たしています。
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加賀丸いも

国造ゆず

イベント情報

■ 九谷陶芸村
能美市は、九谷五彩と呼ばれる和絵具を使った華や
かな色絵で人々を魅了する「九谷焼」の産地として知
られています。360 年の歴史を誇る九谷焼のあらゆる
情報が集結しているスポットが、
「九谷陶芸村」
。九谷
焼の資料館や美術館、陶芸館をはじめ、工房や技術研
修所などが集積しており、
「見る」
「作る」
「買う」と
いった九谷焼の魅力を堪能できます。
毎年５月３日～５日に、陶芸村で開催される「九谷
茶碗まつり」は、約 20 万もの人が訪れるビッグイベ
ント。九谷焼の窯元、製造業者や卸店のテントが多数
並び、普段使いの食器から作家作品まで、普段では考
えられないような特別価格で九谷焼が販売されます。
11 月上旬には、陶芸村内の九谷焼団地協同組合主
催の九谷陶芸村まつりも開催されます。逸品のオーク
ションや歌謡
ショーなどが
催され、掘り

◆能美ほっこりまつり
10 月 15 日（日）9：00 ～ 15：00
会場：能美市仏大寺町
「里山の自然と暮らし」をテー
マに、地域にあるものを活か
した素朴な手づくりイベント

◆九谷陶芸村まつり
11 月 3 日（祝）～ 5 日（日）9：00 ～ 17：00
会場：九谷陶芸村（能美市泉台町南 22）
九谷焼逸品オークションやジャズライブな
ど楽しいイベントが盛りだくさん！
◆国造ゆずまつり
11月11日（土）
・12日（日）10：00 ～15：00
会場：こくぞう里山公園交流館
（能美市和気町い 21-1）
新鮮な採れたて柚子をはじめ、
柚子加工品、地元の郷土食な
どを販売します。

出し物を求め
て全国各地か

イベントの詳細は facebook ページへ
http://www.facebook.com/nomisachi

ら多くの人が
訪れます。
九谷茶碗まつり

■ 気軽に九谷焼体験
伝統ある九谷焼を現代の感覚で気軽に楽しめるの
が、
「絵付け体験」と「九谷ネイル」です。
絵付け体験ができるのは「能美市立九谷焼陶芸館」
。

■「暮らしやすさを日本一、

実感できる
まち」を目指して
彩りが豊かな「九谷五彩」のように、さまざまな暮ら
しの幸せが能美市にはあります。自然と暮らしが程よい
距離にあり、地域イベントや生涯学習活動が盛んです。

白磁の器のほか、円谷プロダクション公認の「九谷

そういった居住環境や充実した子育て支援サービス

焼ウルトラマンシリーズ」や、石川県北陸新幹線開業

が評価され、若いファミリー層の移住先として人気が

PR マスコットキャラクター「ひゃくまんさん」に、絵

あります。県外からの移住者、中山間地区への移住者、

付けができます。白いフィギュアの生地に、九谷焼作

三世代同近居で新たに家を構える方を支援する「定住

家同様の絵の具を使ってオンリーワンの作品を完成さ

促進支援制度」があるほか、新規起業者を支援する

せるもので、親子で夢中になるケースも多いそうです。

「ワーク・イン・レジデンス制度」
、
「空き家バンク制度」

九谷ネイルは、イベントなどでプロの作家が九谷焼

など、U I J ターンを支援しています。

の絵柄を爪に施してくれるというもの。爪という小さな

●能美市への移住定住に関するご相談は

キャンパスに施された、繊細な図柄に圧倒されます。

地域振興課

☎ 0761-58-2212
電子メール chiiki@city.nomi.lg.jp

能美市定住促進

検索

（http://www.city.nomi.ishikawa.jp/nomism/）

九谷ネイル

絵付け体験

能美市の田園風景
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省エネ ・省コ ス ト

業務部

換気の省エネ
■ はじめに
換気は、室内の温度が上昇したり、燃焼や人間の呼吸など諸活動により発生した CO や CO2、臭気、煙等で空
気が汚れる場合に、外気の新鮮な空気と入れ替えることを目的に様々な空間で考慮されています。換気の方法に
より、使用されるエネルギー量は、空調と密接に関係することが多く、しっかりと理解して対策を講ずることで
換気扇の消費電力やエアコンの負荷削減等により、省エネにつながります。

■ 換気の方法
換気の方法には自然換気と機械換気があります。工場等の大きな部屋では、室内発熱が大きい場合は１階の下
部に換気口を設けて屋根に換気口を設けるだけで自然に換気ができる自然換気方式が採用されます。大きなビル
のように、吸気ファンや排気ファンを使用しないと換気ができない場合は、機械換気方式が採用されます。機械
換気方式には次の３方式があり、室内の要件により、ファンで空気を押し込むか吸引するか、併用するかにより
３とおりの方式があります。（図１）

圧調整

正

圧

排気ファン
給気ファン

負

圧

排気口

排気ファン

給気ファン

第一種換気設備

給気口

第二種換気設備

図１

第三種換気設備

換気設備の種類

したがって、換気の場合は、省エネを図るために単純にファンを止めれば良いというわけではなく、その目的
と機能をきちんと理解し、取り組む必要があります。

■ 換気の目的・機能とエネルギー管理
換気の目的と機能及びエネルギー管理上の留意点について、以下に説明します。
（１）居住者に対する室内環境確保
事務スペース等人が常駐する室内の環境確保として CO2
濃度を下げすぎないようにすることで、換気ファンの動力の
低減と空調負荷の低減につなげることが出来ます。建築物に
おける衛生的環境の確保に関する法律（ビル管理法）では、室
内の環境衛生基準を表１のように決めていますので、この基
準内で省エネを図ることになります。また、図２のように室
内に CO2 センサーを設けて外気ダンパ制御やファンの回転
数制御を導入すれば、容易に省エネを図ることができます。

表１

建築物環境衛生基準

管理項目
温 度
湿 度
気 流
CO2
CO
浮遊粉じん
ホルムアルデヒド

基準
17 ℃～ 28 ℃
40 ～ 70 ％
0.5m/s 以下
1,000ppm 以下
10ppm 以下
0.15 ㎎ /m3 以下
0.1 ㎎ /m3 以下

（２）室内の熱源に対する外気導入よる冷却
空調機の省エネとして、事務所等室内の空気を外気と入れ替えて室温を一定以下に保つ方法を良くとりま
す。給排気同風量の第一種換気設備により冷房の空調機と併用する場合、外気温度が低い中間期は、空調機運
転と給排気ファンによる外気冷房との損失を検討して最適な運転をすべきです。中間期は昼間の外気導入、夜
7
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空調機

間はファン自動停止等ができると、動力低減ができま

外気

す。また、受変電室が第１種換気設備を有している場
合がありますが、温度上昇防止のために、必要以上に
空調機で室温を下げて（極端な場合は真夏に 22 ℃で）
運転していることが見受けられます。適正な温度まで
室温を上げ空調負荷の低減を図るべきです。受変電室

冷水

温水

排気

外気導入
制御装置

の温度は 35 ～ 40 ℃程度までは、変圧器の安全性がそ
こなわれることはないと言われています。できるだけ
換気ファンのみで対応すべきです。
（３）燃焼装置に対する燃焼空気確保

図２

室内
CO2センサー

給気・換気・空調の概念図

ボイラー、直焚き冷温水発生機、厨房等の燃焼設備
は燃焼用空気を多量に必要とします。ビルにおけるこれら設備の設置室にはほとんどの場合、第一種換気設備
が設けられていますが、一般的に所要燃焼空気量は環境確保のための所要換気量よりも多いので、給気ファン
が大きく、排気ファンは環境確保の必要換気量に対応した小さなファンが設備されています。このような設備
で燃焼設備を運転していない場合には、給気ファンは環境確保に必要な最小量で運転すべきであり、できれば
大小２台を設置して切替運転するのが良いでしょう。
（４）煙・臭気等の拡散の防止
ガス湯沸し器の排ガス、厨房の排気フード、便所等の局所換気はほとんどの
場合、第三種換気設備です。これらの場所では、当該設備の有無に関係なく排
気ファンが終日運転されることが多くなりがちです。タイマーや人感センサー

タイマー

等を利用して必要に応じて運転・停止を行い、エネルギーの無駄な消費を抑え
るようにしましょう。
（５）有害ガス等による空気の汚染防止
自走式屋内駐車場では、車の自走排気ガスによる室内の環境汚染を防ぐために（室内を陰圧に保つため排気
量が給気量に比べ若干多い）第一種換気設備が設けられています。換気量は出入庫の多い時間帯に合わせて設
計されていますが、所定の換気設備は閑散期においても定格運転されることが多く室内環境が確保できる範囲
では換気量を低減できる余地があります。昼間の閑散時間帯は給・排気ファンを間欠運転するか、デリベント
ファンだけを運転するようにしましょう。理想的には CO または CO2 センサーによるファンの回転数制御で風
量の適正化を図り、換気動力を低減するのが望ましい方法です。この場合も自動運転に任せずに、必要に応じ
保守員の手で周波数を手動設定することでより緻密な省エネ管理を図ることができます。

■ 換気設備のエネルギー管理項目
前項の留意点を踏まえて、換気設備の主なエネルギー管理項目を以下に記します。
①換気量・換気回数の適正化
②湯沸し室・倉庫等の不使用時は換気停止
③換気ファン運転時間見直し：喫煙コーナー・空気洗浄装置設置等による取入れ外気量低減
④電気室、機械室等の換気量制御：一定温度以下で換気不要の場合は温度センサーを設置し換気量を制御
内部発熱除去のため大量換気が必要な場合は冷房装置を装備
⑤駐車場換気制御：換気ファン時間管理による間欠運転、CO または CO2 濃度による回転数制御等

■ 最後に
当協会ではホームページにも家庭の省エネや事業所の省エネ方法を紹介しています。参考にしてください。

北陸「でんきほあん」＇17 錦秋号
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PCB 含有機器更新のおすすめ
業務部
１．はじめに
PCB 廃棄物は「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

高濃度PCB廃棄物の処分期間

法」により処分期限が定められており、高
濃度 PCB 廃棄物は平成 34 年３月 31 日ま
で（北陸地区）
、低濃度 PCB 廃棄物は平成
39 年３月 31 日までに処分を完了しなけれ
ばなりません［図１］。したがって、PBC
含有電気工作物を使用している場合は、計
画的にその使用を停止し、処分に向けた手
配・準備を行う必要があります。

変圧器・コンデンサー

北海道（室蘭）事業エリア
平成34年 3月31日まで

安定器及び汚染物等

＊

北海道（室蘭）
・東京
事業エリア
平成35年
3月31日まで

変圧器・コンデンサー

東京事業エリア

平成34年 3月31日まで

安定器及び汚染物等＊

北九州・大阪・豊田
事業エリア
平成33年
3月31日まで

変圧器・コンデンサー

豊田事業エリア

平成34年 3月31日まで
変圧器・コンデンサー

大阪事業エリア

変圧器・コンデンサー

北九州事業エリア

平成33年 3月31日まで

平成30年 3月31日まで

［図１］出典：環境省「ポリ塩化ビフェニル（PCB）

低濃度PCB廃棄物の処分期間

＊小型電気機器の一部を除く。

平成39年 3月31日まで

使用製品及び廃棄物の期限内処理に向け
て」パンフレット

２．PCB の用途
PCB は電気機器用の絶縁油、加熱並びに冷却用の熱媒体など様々な用途に利用されていました。PCB を使用
した電気工作物としては、変圧器、電力用コンデンサ、遮断器、電線等があります。
■ PCB 使用の代表的な電気機器

変圧器

9
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高圧進相コンデンサ

高圧リアクトル

油入遮断器（OCB）

３．PCB 含有電気工作物の確認方法
まずは、保有している電気工作物が、PCB 含有電気工作物であるかどうかの確認が必要になります。変圧器、
コンデンサ等の確認方法と処理の扱いは、
［図２］のフロー図を参照してください。銘板確認のため、通電中の
機器に近づくと感電の恐れがあり大変危険です。確認が必要な時は、当協会担当検査員までご連絡ください。
該当

銘板から PCB 使用電気
機器かどうかを確認

使用中：
「高濃度 PCB 含有電気工作物」
廃止後：
「高濃度 PCB 廃棄物」

該当せず
製造年を確認
●変圧器類：
平成 6 年以降※1
●コンデンサｰ：
平成 3 年以降
該当

該当せず

0.5ppm
絶縁油 を採取して
PCB 濃度を測定

※1 変圧器類については、
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

※2

超

使用中：
「低濃度 PCB 含有電気工作物」
廃止後：
「微量 PCB 汚染廃電気機器等」

0.5ppm 以下
※2 変圧器類については、
製 造 時に充 填された
絶 縁 油 中 の PCB 濃
度であること

PCB は含有されていません。

引き続き使用するか、通常の産業廃棄物として適正に処分してください。

［図２］出典：環境省「ポリ塩化ビフェニル（PCB）使用製品及び廃棄物の期限内処理に向けて」パンフレット

４．PCB 廃棄物の処分方法
PCB 廃棄物に該当する場合、処分が必要になりますが、高濃度か低濃度かによって処理事業者が異なります
ので、ご注意ください。
（1）高濃度 PCB 廃棄物の処理
高濃度 PCB 廃棄物の処理は JESCO（中間貯蔵・環境安全事業株式会社）に委託して処理をする必要があ
ります。そのためには、事前に登録を行う必要があります。（使用中にあっても登録は可能です。）詳しくは
JESCO 登録担当（03-5765-1935）までお問合せください。
（2）低濃度 PCB 廃棄物の処理
低濃度 PCB 廃棄物の処理は JESCO ではなく、環境大臣が個別に認定した無害化処理認定事業者か、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を行います。
無害化処理事業者の連絡先等は環境省の以下のホームページで紹介されています。
https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html

５．PCB 廃棄物の届出
PCB 廃棄物を所有している設置者は、処分が完了するまで各関係省庁に多くの届出が必要になります。届出
についてご不明な点がございましたら、お気軽に当協会までお問合せください。

６．おわりに
PCB 廃棄物に該当する電気工作物の多くは、製造後 25 年以上経過しています。安全に電気を使用いただくた
め、また停電事故等を未然に防止するためにも、早めの機器更新をおすすめいたします。

北陸「でんきほあん」＇17 錦秋号
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お客さま訪問〈No.274〉

昭北ラミネート工業株式会社

＂
包む＂技術で、医薬に貢献
創業 年の医薬品向け包装資材メーカー

「昭北ラミネート工業株式会社」は、PTP アルミ箔をはじめと

114

するアルミ箔やフィルム等を用い、印刷・各種コーティングを
施した医薬品向けパッケージ等を生産しています。
クリーンな製造環境と一貫した生産管理体制、薬都富山で培っ
たものづくり精神を融合。高い技術力を生かして、高度化する
顧客の品質要求に日々応えています。

産が可能な製造ラインへと、生産体制の強化及
び効率化を図っています。

効率化の一つが、新型マシンの導入です。従

来は包装資材に片面ずつ印刷していましたが、
新型マシン導入により、一度に表裏両面加工が
可能となりました。

また、顧客のニーズが多様化し、バーコード

やプラマークなどの印刷事項や取り決めなどが
増えたことから、より精度が高い印刷技術の開

医薬品用パッケージを生産
昭北ラミネート工業株式会社は、明治 36 年

に薬缶を製造供給する目的で、「中川製缶所」
として創業されました。昭和 51 年には商号を

昭北ラミネート工業株式会社に変更、「昭和ア
ルミニウム株式会社」の技術援助により、アル
ミニウム加工箔の製造を開始。

現在は、PTP アルミ用アルミフィルム、医

薬品用ラミネート包材、プリント基板加工用特
殊エントリーシート等を生産されています。

平成 23 年に東京と大阪に営業所を開設、全

国を対象にした直販が可能となりました。平成

そのため、「PTP 自
動包装機」などの包

装設備や分析装置
を検証用設備とし
て導入。また企画開

発室が中心となり
技術開発に力を入
れています。

特許取得の新技術
特長のある製品づくりを進めている同社の新

25 年には第二工場が完成、現在は医薬品以外

技術の一つが、特許取得した「グロスノンコー

器メーカー・食品メーカーなどにも多くの納入

用いた印刷方法で、アルミ地色を見せながら、

にも、さまざまな包装資材を製造され、電子機
実績があります。

創業以来、薬都富山の医薬品産業にかかわっ

てきましたが、近年は国内外の医薬品メーカー
からの受注も増加、今後は、高い技術力を生か
して、医薬品包装以外のさまざまな業態にも挑
戦されていくそうです。

多様化したニーズに応える
これまでジェネリック医薬品向けの製品を多

く扱ってきた同社では、多品種小ロットに対応

できる、小回りが利く製造ラインが強みでし
た。近年は、ジェネリック医薬品の市場規模そ
のものが拡大したことから、多品種かつ大量生

11
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ト」です。自社開発の特殊コーティング剤を

リーダーに認識可能なバーコード印刷をするこ
とが可能です。

この技術によって、白地塗りを省略でき、包

装機械の打ち抜き刃の摩耗を抑制することがで
きるようになりました。

Q-system で品質管理
高品質・多品種・短納期という多様化した

ニーズに応えるため、同社では独自の総合情報
管理システム「Q-system」を開発、品質管理
を一元化しています。

Q-system は、従業員の健康状態から、勤怠

管理、社内文書までコンピュータで管理すると

環境に配慮
いうシステムです。作業手順等の書類もペー
パーレスで閲覧でき、受注・生産・出荷などを
一括で管理しています。

Q-system には、ヒューマンエラーを防止す

るためさまざまな工夫がなされており、日々現
場の声を反映した改善も続けられています。

衛生・安全管理の徹底
高いクリーン環境が要求される、医薬品や電

子部品の世界。同社では、徹底的に衛生管理を
行い、医薬品工場と同等の衛生環境を維持して

有機溶剤を使う同社では、排ガス処理装置を

設置し、細心の注意をもって環境に配慮してい
ます。

また、「ISO9001」に加え、食品・医薬品な

ど人の健康に影響を与える内容物を直接包装す
る軟包装材料の衛生管理を目的とした「軟包装
衛生協議会

認定工場」、環境への取り組みを

効果的・効率的に行うことを目的に作られた

「エコアクション 21」の認証も受けています。

安全意識の高さ
同社では、２年前に第二工場にもデマンド監

います。

視装置を導入。以来、エネルギーロスが少なく

秒間使用しないとドアが開かない仕組みや、虫

たことを実感していらっしゃいます。

トイレを使った後は、手を洗い、乾燥機を８

の侵入を防ぐ２重ドア構造の建物入り口など、

なったこと、従業員のエネルギー意識が高まっ
当社とはフェニックス棟建設時からのお付き

さまざまな設備を導入しました。

合いですが、
「キュービクル立ち上げの検査も

静電気も監視、作業員の装備は除電加工するな

感じました。また、分かりやすい言葉で、細か

また、工場内の温湿度は常にモニタリングし、

ど、従業員の労働安全を徹底させています。

見ましたが、安全に対する意識が非常に高いと
く説明してくれるし、何かあればすぐに来てく
ださいます。他社と比べて、安心してお任せで
きるので頼りにしています」と、語ってくださ
いました。

北陸電気保安協会では、昭北ラミネート工業

株式会社の電気設備、機器の点検、保守を行う
ことで、薬都富山の伝統を守るお手伝いをして
います。

昭北ラミネート工業株式会社
本社工場

〒 930-0821

富山県富山市飯野 1 番地の 1
TEL 076-451-7466

北陸「でんきほあん」＇17 錦秋号
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平成 29 年度 電気保安功労者表彰
業務部
去る 8 月 8 日（火）富山電気ビルにおいて、平成 29 年度電気保安功労者表彰式が行われ、当協会
推薦のお客さまが栄えある中部近畿産業保安監督部長表彰、電気安全北陸委員会委員長表彰を受賞さ
れました。誠におめでとうございます。心からお慶びを申し上げます。

平成 29 年度

電気保安功労者表彰式

［受賞者］

中部近畿産業保安監督部長表彰

救急薬品工業株式会社 富山工場
・住

所：富山県射水市戸破 32-7

・電気保安担当事業所：高岡営業所

様

電気安全北陸委員会委員長表彰

テイカ製薬株式会社
・住

様

所：富山県富山市荒川 1 丁目 3-27

・電気保安担当事業所：富山支店

（参考）
電気保安功労者の表彰制度は、
「国民安全の日（7 月 1 日）」の創設（昭和 35 年閣議決定）に伴い制度化されたもので、
北陸においては昭和 39 年から実施され電気安全に功労のあった者を他の模範として讃え、電気保安体制の一助とす
ることを目的に、広く保安意識の高揚を図り永年にわたり電気保安に顕著な功績をあげた電気保安功労優良工場に対
して、表彰が授与されます。
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保安技師の体験

危険から守る !! やっぱり大事な漏電しゃ断器
北陸電気保安協会

福井支店

保安課

稲葉

拓紀

ある土曜日の昼過ぎ、お客さまから、
「サーバー室内の水配管から水漏れが発生し、停電し
ている。復旧対応をして欲しい。
」との要請をうけ、すぐさま故障出動しました。
現地に到着すると、お客さまは、腕まくりにサンダルや長靴といった服装で慌ただしく行き
来している様子が目に飛び込んできました。どうやら大変なことになっていそうだなと、不安
を感じながら復旧作業を行うため、サーバー室に向かうと、床上３ cm ほど水が溜まっている
状態がみられ、必死に排水作業をしておられました。まず、私は電源状態を確認することにし
ました。当該箇所には電源専用の分電盤が設けられており、主開閉器の「漏電しゃ断器」が水
漏れによる漏電を検出し動作していました。
サーバー室には、大量の情報通信機器とともに各機器の電源ケーブルや通信ケーブルが縦横
無尽に張り巡らされている状態です。排水作業を行うのも容易ではありませんでしたが、居合
わせた職員の方々に加え、私も含めた関係会社の皆さんも必死に作業を続けたところ、２時間
程で水の排出を完了することが出来ました。
とりあえず、床上の水はなくなったとはいえ、まだ室内のいたるところに漏水の影響が残っ
ている状態がみられ、床のテーブルタップの差込部分等、電源系統にも水気が残り、このまま
電気を送ると漏電する恐れがありました。そこで、電気設備を乾燥させるため、別の箇所から
延長コードで電源を引っ張り、扇風機を数台持ち込むとともに、エアコンも除湿運転させ、室
内の湿気をとることにしました。その間、機器やケーブルについては、ウエスで水分をふき取
り電気機器の乾燥に努めました。
更に１時間程経過した頃、乾燥具合も十分だと判断し、絶縁抵抗測定を行い、安全を確認し
たのち、漏電しゃ断器の投入を試みたところ、電源を復旧することができました。結果、今回
の漏水による対応は 4 時間もの長きにわたる故障出動となりました。
ところで、今回のように浸水が発生した場合、腕まくりやサンダルなどといった服装で、電
気に対しての安全対策を行なわないで復旧作業を行うと、漏電により感電し、又、救助に入っ
た人も二次災害を受ける場合もあります。今回は、漏電しゃ断器が設置されていたことから、
大地に対する漏電を迅速に検出・遮断でき、深刻な事故には至らず済んだものと思われます。
改めて漏電しゃ断器の必要性と、未取付けの場合は必ず取り付けてもらえるように、今後のお
客さまへの PR 活動の大切さについて、痛感した事故対応でした。
【 漏電しゃ断器 】

北陸「でんきほあん」＇17 錦秋号
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電気を安全にムダなく使いましょう

本号の表紙
石川県小松市

石川県立航空プラザ
小型飛行機からジェット
戦闘機まで揃った実機の
展示と多数の模型やパネ
ル、航空機の歴史や仕組み、飛行の原理などをわかり
やすく解説する航空博物館。体験ができる本物のシミュ
レーターや天候に関係なく遊べる国内最大級の飛行機
型遊具を備えた子供広場「ぶ～んぶんワールド」があり、
見て、聞いて、さわって航空文化を体験できる施設と
なっています。

http://www.hokuriku-dhk.or.jp/

北陸電気保安協会

2017 錦秋号
本

店

富山支店
石川支店
福井支店

検索

平成 29 年 10 月 1 日発行
通巻 274 号

富山市桜橋通り 3 番 1 号（発行所）
TEL 076-441-6350
富山市新庄本町二丁目 9 番 98 号
TEL 076-452-0515
白山市五歩市町 400 番地
TEL 076-274-4580
福井市松本 1 丁目 1 番 22 号
TEL 0776-24-5626
●本誌は、再生紙を使用しています。

