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一般社団法人 北海道電気管理技術者協会

層雲峡温泉氷瀑まつり
2020年１月の層雲峡温泉氷瀑まつりです。

温泉街下石狩川河畔会場に幻想的な氷像はとても魅力的でしたが、コロナウイルス感染症対策に

より、見学者が少ない様に思われました。

今年は従来通りの観光客が来るのを願っています。� （札幌支部　坂東）



　明けましておめでとうございます。

　昨年もコロナに始まりコロナに終わった1年でしたが、事業
者の皆様は、如何お過ごしでしょうか。

　新型コロナに対する当協会の取り組みとしては、総会の 
規模縮小、本部研修会の中止、各種会議の削減、事務局員の
時差出勤、在宅勤務の実施、など対策を行った結果、幸いに
も協会員の感染者は発生いたしませんでした。
　一方、皆様にはたいへんご迷惑をおかけいたしておりますが、何卒ご容赦いただき
たくお願いいたします。

　昨年８月以降第５波は急速に収束しており、その原因は不明です。
しかし、ワクチンが効果を現したこと、および日本人の清潔感志向とマスクの着用が
大きく寄与したのではないでしょうか。今後は、オミクロン株と抗体低下による 
ブレイクスルー感染があるため、これまでとおり、マスクを着用して心身を清潔に 
保ち、来るべき第６波に備えたいものです。

　さて、一昨年（2020年冬号）の本誌にてお知らせしましたが、電気保安管理につ
いて経済産業省が中心となり「人手不足」と「スマート保安」をキーワードに制度 
改革の検討が進められています。
　「人手不足」は、業界の高齢化と入職者数の減少対策です。業界からの情報発信の
ため、女性と若者をターゲットにインターネット上に「Watt Magazine」を設置して
人材を掘り起こしているところです。お時間がございましたらご覧になり、お知り合い
の方に紹介していただきたくお願いいたします。
　「スマート保安」は、遠隔監視を導入して保安の品質を低下させることなく現地で
の点検周期を延ばすというものです。しかしながら、遠隔監視には機器の状態を把握
する各種センサーの開発が必要です。また、開発されたセンサーを既設の機器に取り
付けることには多くの困難が発生します。このため、新たに「スマート保安キュービクル」
を開発いたします。現在開発中のこの装置は2025年から導入を予定していますが、
従来品より割高になると推定されます。導入にあたっては、国からの補助金が不可欠
であると考えていますが、設置者様の将来を見据えたご理解が必須であると考えられ
ます。

　このような状況の中、安心で安全な電気は、お客様と北海道電気管理技術者協会の
会員の一人一人が一体となって守っていく所存でございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

会　長　　柴　田　健　一

令和４年　新年を迎えて令和４年　新年を迎えて
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＊上の写真は純正品の充電器に社外品のバッテリーを
充電していた時に発火したもの

＊上の写真はモバイルバッテリーの充電中に発火

近年、リチウムイオン電池を使った電気製品からの発火事故が増えて来ています。
増加要因としては、携帯端末機器、特にモバイルバッテリー等が急速に普及してきている事もありますが、
その使用方法及び廃棄する時の間違った認識により発火事故が増えているようです。
東京消防庁管内で令和元年に発生したリチウムイオン電池関連からの火災は102件で前年に比べて20件�
も増加しています。また、発生した102件の製品用途別で見ると、モバイルバッテリーが23件、
掃除機・ノートパソコンが各12件、スマートフォン等の携帯電話機が11件、タブレットが７件となって�
いました。その内の44件が間違った使用方法により出火していますが、具体的には、
「間違った充電方法」・「非純正品のバッテリー又は充電器を使用」・「外部から強い衝撃を与えた」・「誤って
穴を開けた」等があります。又、正しい方法で使用している場合でも発火する場合もありますので常に注意
が必要です。

「発火事故を防ぐには」
＊バッテリー使用電気製品を購入する場合は、「PSE」と書いてあるマークの製品を、
　また、モバイル機器の性能向上に取り組む団体（MCPC）の評価試験に合格した製品を購入する。
＊バッテリーを購入する場合は付属されている充電器やメーカー指定の製品を必ず使用する。
　バッテリーを充電する時は純正品を使用する。
＊同じメーカーでもコネクターが合うからと言って充電電圧を確認しないで使用しない。
＊バッテリー本体・バッテリー内蔵機器の膨張・異音・異臭を感じたら直ぐに使用をやめる。
＊バッテリーの劣化、充電が最後まで出来ない、使用時間が短くなった、充電中に異常に熱くなる場合も 

直ぐに使用をやめる。
＊�廃棄する場合は家庭用のゴミと一緒に捨てないで、大型家電量販店や事業団体が回収するリサイクルへ出す事

も出来ます。（�https://www.jbrc.com�）地域の回収又は専用の分別ゴミとして廃棄する。

右の写真は薄型ノートPCの内蔵バッテリーですが 
充電器を差しっぱなしで朝起きたらケースが異常に
膨らんでいたので分解してバッテリーを見たら
かなり膨張して破裂寸前だったものです。

保安教育資料

「リチウムイオン電池からの発火事故の増加」
広報委員会
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　送電線や高圧線・低圧線等、電線の近くで作業�

する場合、誤ってクレーン・ユニックのアームや�

ワイヤーが電気設備に接触し、電線を断線させたり

電柱を折損させる場合があります。また、最悪の�

場合は感電死亡事故になる場合もあります。

　電線の近くで作業する場合は事業場の電気主任�

技術者や最寄りの北海道電力ネットワーク㈱に事前

に連絡して下さい。また、作業に当たっては次の�

５点に注意して作業願います。

1.�作業区画内に電線や電気設備があるか確認。

2.�最小離隔距離が確保できているか確認。

3.�最小離隔距離が取れていない場合、電線防護管等の防護具を取り付ける。

4.�アームの収納状態のチェックを必ず確認。

5.�クレーンのアームを立てたまま走行しない。

　電線の近くで作業するときは　

　送電線と配電線の見分け方と最小離隔距離　

保安教育資料

クレーン・ユニック作業時の電気設備損傷防止及び感電防止について

【引用元：北海道電力㈱�ツイッター�ほくでん生活情報】

【引用元：建設業労働災害防止協会兵庫県支部�・労働基準局通達離隔距離　・各電力会社離隔距離】
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　電気設備損傷防止および感電防止について　

　事業主の皆様方へ　

【引用元：LINE_PROTECT.CO.JP】　参考

【引用元：東北電力ネットワーク㈱　感電防止のために】

【引用元：LINE_PROTECT.CO.JP】

【引用元：沖縄電力㈱　感電防止のために】

・電線の下方で約2m以内、側方で2m以内に接近する場合は防護管の取付けが必要です。
・配電線近くで工事を行う際には、感電事故や接触事故を防止する細心の注意が必要です。
・車体にアース線を取付けることも効果的です。
※�「防護管の取付けられた配電線」または「絶縁された配電線」でも、絶対安全ではありません。防護管に�
接触しないよう十分な注意が必要です。

■新築・増改築等の建築用足場組立作業について
　電線の近くで建築用足場を設置する際は、事前に電気主任技術者または最寄りの北海道電力ネットワーク㈱
へご連絡ください。
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� 札幌支部　坂東　利保

　 平 成12年 ８ 月18日（ 金 ）に 登 録 さ れ た 
道内69番目の道の駅。国道242号線沿いに 
あり、旧ふるさと銀河線陸別駅舎内にある。
　現在は、１階は十勝バス・北見バス案内所・ 
ふるさと銀河線りくべつ鉄道・関寛斎資料館・ 
観光物産館、２階は宿泊施設のオーロラハウス
として利用されている。映画ファンなら『「幸福
の黄色いハンカチ」で登場した駅』と言えば直ぐ
にピンと来るのではないでしょうか。
　平成20年４月20日から観光鉄道として「ふるさと 
銀河線りくべつ鉄道」は営業を開始。銀河線で
活躍した列車の「乗車体験」や実際に運転できる

「運転体験」、足こぎ式の「トロッコ体験」等が 
あります。機会があれば体験してください。

ぷらり道の駅　　「オーロラタウン９３りくべつ」

十勝バス案内所・りくべつ鉄道駅 ふるさと銀河線 りくべつ鉄道

道の駅　　「オーロラタウン９３りくべつ」
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株式会社　道南ラルズ

事業場
　　探訪その

　現在ビックハウスアドマーニ他、スーパーアークス
６店舗、ラルズマート１１店舗を、渡島・檜山区に 
展開しております。
代表取締役社長　土手　光三
設 立 年 月 日　平成10年9月30日
事 業 内 容　食品スーパー

＜　本　社　工　場　＞
所 在 地　〒049-0101
　　　　　　　　北斗市追分３丁目４番11号
電 気 受 電 設 備　単相変圧器　100kVA　１台
 （屋内電気室） 　三相変圧器　100kVA　２台

＜　スーパーアークス日吉店　＞
　開店して２年目の店舗で、高速道路日吉インターを
下りてすぐの場所にあり、周囲には住宅街やサッカー
場・テニスコートなどの市の施設があります。
所 在 地　〒041-0841
　　　　　　　　函館市日吉町4丁目14番1号
電 気 受 電 設 備　単相変圧器　　200kVA　１台
（屋上キュービクル）　単相変圧器　　150kVA　１台
　　　　　　　　三相変圧器　　300kVA　１台
　　　　　　　　三相変圧器　　200kVA　１台
　　　　　　　　非常用発電機　 50kVA　１台

＜ スーパーアークス七飯サウス ＞
　七飯町の函館市との境界側の国道５号線沿いに 
あり、周囲は住宅街という所に立地しています。
所 在 地　〒041-1122
　　　　　　　　亀田郡七飯町大川2丁目1番3号
電 気 受 電 設 備　単相変圧器　　500kVA　１台
（屋上キュービクル）　三相変圧器　　500kVA　１台
　　　　　　　　非常用発電機　 70kVA １台

　当北海道電気管理技術者協会函館支部で電気管理技術者の業務委託を行っている店舗は、本社工場の他
に下記２店舗です。本社工場では、照明設備のLED交換を行い、省エネ化を進めております。

　停電時でも一部機能を使い営業出来る、非常用発電装置システムになっており、照明のLED化などの
省エネも考えた設備構成になっております。

　駐車場は広く、キュービクルは屋上駐車場の一角に設置されており、点検のしやすい配置になっており
ます。今後の設備老朽化を見据えた更新計画の策定を、道南ラルズさんと進めて行き、設備の保安・管理
に努めていきます。

電気管理技術者からの一言（函館支部　髙橋　昭典）

電気管理技術者からの一言（函館支部　髙橋　昭典）

電気管理技術者からの一言（函館支部　浅岡　聡）

地域一番の価格と品質、サービスを 
提供し続けることをモットーに、道南
地域のお客様の暮らしを応援します。

屋上
キュービクル

屋上
キュービクル
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調理実習室 はるゆたかで作ったパン テストキッチン

多目的広場 研修室 体育室

江別市都市と農村の交流センター「えみくる」

事業場
　　探訪その

江別市都市と農村の交流センター「えみくる」は江別市の石狩川江北の畑と田園が広がる農村地域にあります。

農村地域の農家と都市地域に住む住民との交流や農村地域のPRを目的に設立されました。

本施設では野菜を使った加工や料理が可能な調理実習室やテストキッチンがあり、料理教室等の開催や 

６次産業化の取組みに利用できます。また、会議やサークル活動が可能な研修室、スポーツやBBQなどが

出来る体育室・野球場・多目的広場があります。

「えみくる」では毎年、ピザ祭り、サマーフェスティバル、えべつ式縄文土器づくり、江北ふれあい祭り

など楽しいイベントや料理教室を開催し、生産者と道央圏まで含めた住民との交流、そして江別で生産 

される野菜や加工品のPRを図っています。

館内の照明は事務室内にリモコンセレクタスイッチ48回路を設置、集中管理することにより効率的な節

電をされています。

受電設備は屋外キュービクル、設備容量は175ｋVAです。

電気管理技術者からの一言（札幌支部　国本　洪正）

指定管理団体　NPO法人

えべつ江北まちづくり会

〒067-0056

江別市美原１４４５番地

℡011-384-0285

http://ebetsukouryu.mods.jp
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当協会員が
お手伝いします!!

電気の保安管理は

〒078-8211
旭川市1条通23丁目111番地25
館脇ビル２Ｆ
TEL（0166）74-6435
FAX（0166）74-6447

〒090-0018
北見市青葉町10番14号
TEL（0157）31-8670
FAX（0157）31-8670

〒080-0801
帯広市東１条南28丁目17番地２
TEL（0155）25-0982
FAX（0155）25-0982

〒084-0906
釧路市鳥取大通３丁目10番11号
TEL（0154）51-3745
FAX（0154）51-3745

〒053-0042
苫小牧市三光町５丁目12番９号
TEL（0144）84-1044
FAX（0144）84-1044

〒059-0028
登別市富岸町１丁目２番地12
TEL（0143）84-1288
FAX（0143）84-1919

〒047-0046
小樽市赤岩１丁目24番30号
TEL（0134）23-4816
FAX（0134）23-4816

〒040-0084
函館市大川町14番11号
TEL（0138）41-7919
FAX（0138）41-7970

〒060-0041
札幌市中央区大通東３丁目２番地
北海道電気会館内
TEL（011）241-3965
FAX（011）241-3965

札幌
支部
札幌
支部

小樽
支部
小樽
支部

函館
支部
函館
支部

室蘭
支部
室蘭
支部

苫小牧
支部
苫小牧
支部

釧路
支部
釧路
支部

帯広
支部
帯広
支部

北見
支部
北見
支部

北海道電気管理技術者協会一般社団法人

本部事務局／〒060-0041 札幌市中央区大通東３丁目２番地 北海道電気会館
TEL（011）596-8312   FAX（011）596-8313
メールアドレス info@denkikanri-hokkaido.jp
ホームページ http://www.denkikanri-hokkaido.jp

旭川
支部
旭川
支部

NET
WORK

でんきくん

かんりちゃん

発行人　柴田　健一
編集人　広報委員会
　　　　坂東　利保　浜谷　信英　千葉　和弘
　　　　上田　　剛　塩田　辰也　宮下　隆司
　　　　国本　洪正　佐藤　喜一（技術委員会）

我々電気管理技術者は、どのような状況でも電気
事故・災害を起こさないよう日々注意を払って 
いますが、今後は、更に高い安心・安全をお客様
に与えられるよう、より高度な遠隔監視装置の 
開発・導入を目指します。（上田）

編集
後記

電　気
かんり
北海道


