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一般社団法人 北海道電気管理技術者協会

釧路・鶴公園での一枚
　昨年の正月、阿寒郡鶴居村にある鶴公園で撮影しました。給餌のために寄ってきた時のワンショットです。想像以上の

寒さで、写真を撮ろうとカメラを構えるも10分が限度。車内で暖をとりながら繰り返し、２時間粘った丹頂鶴の舞です。

鶴の優雅な姿と鳴き声は、今でも脳裏に焼きついて離れません。（使用カメラ　CANON ZOOM LENS 35×IS）

 撮影：坂東利保（札幌支部）



　あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い

をいたします。

　昨年は、災害が多く発生した一年でありました。

　とりわけ、胆振東部地震に伴う北海道内のブラックアウト

は予想外の出来事で、家庭と産業に大きな影響を与えました。

原因は複数ありますが、電源が苫東厚真（石炭火力）に集中

していたことだけではありません。地震動で電線が揺さぶら

れ重要送電線の３ルートが遮断され水力発電所が担っている

周波数調整が出来なくなったことも大きな原因です。電力会社では、このようなこと

に対応するため、石狩湾新港発電所（本年２月に１号機が完成する LNG火力 )の新設

や、本州と連系する送電線容量の増加対策（本年３月運用開始）、さらには非常時に

遮断する電力量の見直しなど、対策を推し進めております。電気を守っていく私たち

といたしましても、二度とブラックアウトが起きない対策を期待しているところです。

つきましては、今回の災害に鑑みて、2ページから 6ページまで地震・停電・火災

についての特集を企画いたしました。

　内容は、消防庁や内閣府等からの引用が多く恐縮ですが、防災に関する貴重な

ノウハウ集であります。ぜひご覧下さい。

さて、我が国は少子高齢化に伴い人手不足に陥っています。政府は５年間で最大

34万人の外国人を受け入れるとしていますが、電気保安管理が対象となるかについ

ては、今のところ検討されていません。しかし、電気保安管理の業界では、団塊の世代

（現在 70歳前後）が、リタイヤを始める５年後くらいからは、引き継ぐ有資格者不足

のため、辞めたくても辞められず、お客様の設備について健全な保安管理をすること

が難しくなる事が危惧されます。

　背景として、人材が不足しているのは、就業人口の問題だけではなく、ＩＴ人気に

押され、学校の授業科目から電力が大幅に減少しています。また、第３種電気主任

技術者の資格を取ってから、５年間の実務経験が必要という条件が付いているうえ、

年次点検が、日曜・深夜・早朝になることが多く、若者から敬遠されていることです。

　ネットワークで物と物とが 24時間繋がっている時代ではあります。しかし、深夜

の年次点検が減少すれば、人間尊重の観点からも電気保安管理業界の人気回復につな

がるのではないかと夢を見ております。

　新年から業界の話になりましたが、2019 年は、お客様にとって災害のない良い年

であることを心より願っております。

電気の供給と保安管理について

会　長　　柴　田　健　一
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　この度の平成30年北海道胆振東部地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。北海道胆振東部地
震は一時、道内全域が停電となる「ブラックアウト」により長時間の停電が発生しました。地震時及び長時間の停電における
火災等の防止に以下の点に注意をお願いいたします。
　火災防止のパンフレットも掲載していますのでそちらもご覧下さい。

　　通電火災の防止
　通電火災とは、大規模な地震などに伴う停電が復旧し、通電が再開される際に発生する火災のことをいいます。なぜ火災が
発生するのかというと、電気ストーブや観賞魚用ヒーター、オーブントースター等の電熱器具を使用中に地震が起こると、揺
れの影響で可燃物がヒーター部分に接触した状況になることがあり、停電から復旧した際に、それらの器具が再度通電するこ
とによって、可燃物が過熱されて出火に至ります。また、揺れの影響で配線被覆が傷付き、復旧した際に配線がショートして
付近のほこりに着火したり、漏れたガスに引火して火事になった事例もあります。しかし、この火災の一番の怖さは、地震発

生とともに出火するのではなく、避難し無人となった室内から時間差で出火するところにあります。これにより発見、初期消

火が遅れ、散乱した室内の状況と相まって、あっという間に火災が拡大してしまうのです。この火災を防ぐ方法は、単純に
「避難する前にブレーカーを落とす」だけです。しかし、実践するとなると話は別で、停電による暗闇といつまた余震が来る
かもしれないという恐怖の中、冷静にブレーカーを落としてから避難するのは非常に困難となります。そこで、人に代わって
ブレーカーを落としてくれる感震ブレーカーという便利なアイテムがあり、いろいろな種類の物が販売されています。（出
典：阪神・淡路大震災で被害に遭われた神戸市のHPより）
　計画停電時にも通電火災と同様な事が起こる可能性がありますので、電気コンロ、アイロン等のスイッチの切忘れ、電熱装
置のタイマー設定誤りには注意をお願いします。

　　キュービクル等が損傷した場合の対応
（１）電気主任技術者へ連絡し、故障診断作業について指示を受け　損壊状況や故障原因を把握する。
（２）�故障診断作業の内容に応じて単独で作業することが困難と判断されるときは作業支援者に応援を求め、支援者の到着を

待って作業を行う。波及事故の恐れが有る場合は故障箇所を回路から切り離す。
（３）自家用構内の設備の異常が原因で電力会社の配電系統を停電させる事故となったときには電力会社に故障状況を連絡する。

　　非常用自家発電設備のガス欠防止
　停電になったら自動的に起動し電気が来たら自動的に停止する自家発電設備です。消防法、建築基準法により設置されてい
る場合がほとんどです。初期消火、初期避難等に必要な防災設備に電源を供給します。非常用自家発電設備の燃料油は2時間
以上の容量を持つことになっています。長時間の停電では数時間で燃料油が無くなりガス欠となりエンジンが停止します。エ
ンジンが停止すると故障と見なされ警報が発生します。又、エンジンの再起動にはエア抜きが必要になる場合があり、ガス欠
になる前にエンジンを停止させるか燃料油の補給が必要になります。エンジンを停止させる場合は火災が発生していない事、
避難している人がいない事等防災上の問題が無い事を確認してから実施して下さい。燃料油の補給はエンジンが動いている状
態で補給すると引火の恐れがありますので、取扱説明書に従い実施して下さい。停電時には確実に起動する様に日常点検（特

にバッテリーの寿命）の実施をお願いいたします。

　病院・消防署・役所・大規模建物等の場合は防災設備以外にも生命の維持、業務の継続、保安用に非常用自家発電設備を使用
している場合があります。この様な設備では長時間の使用に耐える様に日頃のメンテナンス、燃料油の確保が重要になります。

　　移動用発電設備使用上の注意点
移動可能なエンジン発電機を使用する場合は以下の様な注意が必要です。
（１）10ｋW以上のエンジン発電機は法令上発電所扱いとなり手続きが必要となります。
（２）発電機の出力を分電盤には接続しない様にして下さい。発電機の電源が上流へ流出し危険な状態となる恐れがあります。
（３）エンジン発電機は屋内に設置しないで下さい。排気ガスが建物内に充満し一酸化炭素中毒で死亡した事例が有ります。

おわりに
災害時の対応のために次のような内容のご検討をお願いします。
（１）防災体制，緊急連絡体制の整備
（２）緊急措置，救急措置方法（台風等の気象条件による事故，波及事故，火災事故，人身事故等への対応方法）及び訓練。

以上

地震時及び長時間停電時の電気使用の注意点
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佐藤　喜一(技術委員)
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地震後の火災防止について（注意喚起）
　地震発生後には、過去の事例から、停電後の再通電や裸火の使用などにより、火災発生の危険性が高ま
りますので、以下の点にご注意ください。

① 通電火災
・停電中の自宅を離れる際には、ブレーカーを落としてください。
・ 給電が再開されたら、電気機器が破損していないか、配線やコードが損傷していないか、燃えやす

いものが近くにないかなど、十分に安全を確認してからブレーカーを戻してください。
・�タイマー機能により、通電再開直後ではなく時間が経過してから電気機器が作動する場合があります。また、
普段設定している時刻とは異なる時刻に作動し始める場合があります。
・�建物や電気機器に外見上の損傷がなくとも、壁内配線の損傷や電気機器内部の故障により、長時間経過した後、
火災に至る場合があります。

② 明かり取りの目的で、ろうそく等の裸火は極力使用しないでください
・�地震で物が散乱し、平常時には無い場所に燃えやすいものがあるなど、屋内はいつにも増して裸火から着火
しやすい状況にあります。
・また、避難や復旧活動の疲れから、注意が十分に行き届かない場合があります。余震のおそれもあります。
・万が一着火した場合には、避難や消火が通常の火災より困難になります。

③ カセットコンロの使用上の注意
・鍋底がカセットボンベの上を覆うと、過熱して爆発するおそれがあります。
・�カセットボンベの装着不良によるガス漏れ、衣服や髪への着火の危険があります。余震によるコンロの落下
にも注意してください。
・カセットコンロの安全な使い方((一社)日本ガス石油機器工業会)
　�http://www.jgka.or.jp/gasusekiyu_riyou/anzen/gasu_cassette/index.�html

④ ヒーターなどの熱源の目的外使用
・�例えば、投げ込み型湯沸かしヒーターを、風呂の湯沸かしに使うことなど、本来の目的でない熱源機器の使
い方をすると、過熱防止等の安全装置や本来の安全性能が機能しない場合があり、火災発生の危険性があり
ます。

⑤ 風呂釜、ボイラー等の煙突の破損による火災
・�地震で煙突が破損し、又は屋根や壁を貫通する部分に隙間や外れが生じた状態で風呂釜、ボイラーなどを使
用すると、火災になる危険があります。
・使用前に煙突に異常がないか確認するとともに、使用中、使用後も十分気をつけてください。

⑥ 地震で損傷した太陽電池パネル
・�地震で損傷した太陽電池パネルも日が当たると発電し、感電や火災に繋がる可能性があります。素手で触らず、
販売施工業者への連絡、絶縁性の高い手袋等による感電防止、可能であればパネル表面の遮光（ブルーシー
トや段ボールで覆う、裏返しにする）等の対策をとってください。

＜詳細はこちらもご参照ください＞
・太陽光発電システムを設置した一般住宅の火災における消防活動上の留意点等について
　http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2503/pdf/250326_jimurenr�aku.pdf
・消防研究技術資料第�83�号
　太陽光発電システム火災と消防活動における安全対策
　http://nrifd.fdma.go.jp/publication/gijutsushiryo/gijutsushiryo_81_120/files/shiryo_no83.pdf

出典：消防研究センター
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消防の動き '15 年 ４月号   - 4 -

　首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告）
（平成25年12月中央防災会議 首都直下地震対策検討
ワーキンググループ）によると、都心南部直下地震時の
火災による被害は、41万棟・死者１万６千人に達する

　このため、感震ブレーカー等の設置により地震時の電
気を遮断することで、以下のような電気に起因する出火

　大規模地震時における電気を起因とする出火の発生を
抑制するため内閣府、消防庁、経済産業省は、共同で「大
規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会」を開
催し、現在市販されている様々な種類の感震ブレーカー

大規模地震時の電気火災の発生抑制について

予防課

はじめに1 と想定されています。
　また、大規模地震時の出火原因は時代とともに変化し
ており、近年は灯油・ガス器具類ではなく、揺れに伴う
火災（津波に伴う火災を除く）のうち、出火原因が確認
されたものでは電気に起因する出火が過半を超えていま
す。

等について、性能評価の考え方や試験方法等について整
理し、ガイドラインとしてとりまとめるとともに、今後
の普及方策等について検討を行いました。

が相当程度抑制されると考えられます。
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　検討会では、感震ブレーカー等について、必要となる
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感震ブレーカーを設置した自宅に
帰宅した時のチェックなど

感震ブレーカーの取扱いの留意点

感震ブレーカーを設置いただくことにより、大きな地震が発生した場合、外出中で不

在の場合や緊急に避難する必要がある場合など、ブレーカーを落としたり、電気製品

のコンセントを抜くことができていなくても、電気火災を防止することが可能です。

なお、避難先から帰宅後に電気を使用する際には、屋内の点検が必要です。

避難先から帰宅した際、照明等がつかない場合には、感震ブレーカーが作動し

ている場合があります。

（※）ガスの臭いがする場合には、まず換気やガス会社への連絡等をお願いします。

感震ブレーカーが作動しているかどうかを確認します。

感震ブレーカーが作動しており、電気を使用するためにリセットする必要がある

場合、電気火災の危険がないか、屋内を点検しましょう。

①ヒーター、白熱灯等の周辺に可燃物が無いことを確認しましょう。

②すぐに使用しないアイロン、ドライヤー等のコンセントを抜きましょう。

③電気製品やコンセントに水がかかっていないかを確認しましょう。

感震ブレーカーをリセットしましょう。

（※）分電盤タイプの場合は、通常のブレーカーの復帰と同様にスイッチを戻すことで

リセットされます。（詳しくは各製品の説明書をご覧ください。）

（※）使用再開後しばらくは様子を見るなど注意が必要です。（壁内の配線の損傷や電気製

品内部の損傷等については、外見では発見できない場合があります。こげ臭いなど、異

常を感じた場合には、ブレーカーを落としてから、再度屋内を点検しましょう。）

【注意！】地震による突然の停電が発生した場合に身を守る対策に取り組みましょう。
 生命の維持に直結するような医療用機器を設置している場合、停電に対処できるバッテリー等を備えてください。
 夜間の照明確保のために、停電時に作動する足元灯や懐中電灯などの照明器具を常備しましょう。

（※）地震で停電が生じていても、避難をされている間に、電気が復旧した留守宅で電気火災が発生する場合があります。一方で夜間に地
震による停電が発生した場合には、ブレーカーを落としてから避難することは一層難しくなるため、その点でも感震ブレーカーの設置が推
奨されますが、その前提として、まず身の安全を確保するのための停電対策をご検討ください。

６
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電気の豆知識

出典：パナソニック　住宅用配線器具カタログ
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出典：パナソニック　住宅用配線器具カタログ

10



防災メモ

出典：ほっかいどうの防災教育　知識編
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出典：ほっかいどうの防災教育　知識編
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出典：ほっかいどうの防災教育　知識編
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事業場
　　探訪その

　食品を扱ってる施設なので、電気設備の重要性を肝に銘じて点検を行っております。また日頃電気的な相談をよくして
頂き、業務上とても助かっています。

電気管理技術者からの一言（室蘭支部　木原典通）

本所：〒049-5831
　　　北海道虻田郡洞爺湖町香川55-7
TEL：(0142)89-2468
H P：http://www.touyako.jp/

　ＪＡとうや湖は北海道でも有数の観光地「洞爺
湖」周辺に位置する洞爺湖町、豊浦町、壮瞥町、
伊達市大滝区を事業区域としています。
　昭和６２年３月に北海道では初めてとなる広域
合併農協として、近隣５農協の合併により誕生し
て以来、環境との調和に配慮しながら、安全、安
心、高品質な農畜産物を生産、供給する「クリー
ン農業」に取り組んでいます。ＹＥＳ！clean認
証・エコファーマー認定取得の他、安全性を評価
する国際基準であるＧＬＯＢＡＬ�ＧＡＰ認証をＪ
Ａとしては日本で初めて取得しており、生産物の
安全性や品質について高い評価をいただいております。
　ＪＡとうや湖は、これからも安全安心な農畜産物を全国の皆様にお届けし、「食」を通じて「組合員・
地域農業の発展」「消費者の暮らしの向上」に貢献出来るよう取り組んでまいります。

環境へ負荷の少ない自然エネルギー「雪」を利用した施設、雪蔵野菜貯蔵施設概要
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当協会員が
お手伝いします!!

電気の保安管理は

〒070-0035
旭川市５条通14丁目左４号
東北電材ビル３Ｆ
TEL（0166）22-8222
FAX（0166）22-8222

〒090-0831
北見市西富町１丁目３番５号
TEL（0157）25-3162
FAX（0157）33-1250

〒080-2475
帯広市西25条南３丁目45番地４
TEL（0155）37-5380
FAX（0155）37-5380

〒085-0026
釧路市寿１丁目４番14号
TEL（0154）24-8668
FAX（0154）22-6620

〒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２丁目30番８号
TEL（0143）43-3048
FAX（0143）87-3818

〒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
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苫小牧
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釧路
支部
釧路
支部

帯広
支部
帯広
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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
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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
　　　　塩田　辰也　長谷川哲男　宮下　隆司
　　　　佐藤　喜一 (技術)　

　昨年の北海道は、大型台風直後の大地震、そして
大停電。電気の大切さが再認識された年でした。今年は、
平成から新たな元号に変わる年でもあります。
　我々電気技術者も又、重要な仕事をしていることを
強く意識して、“安全”“確実”“丁寧”な作業を
心掛けてまいります。（塩田）
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