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　第８回総会において、奥山求からバトンを引き継ぎました柴田健一と申し

ます。何卒、宜しくお願いをいたします。

　さて、近年はデジタル化の勢いが猛烈に進歩しています。

　とりわけ、インターネットの世界は日進月歩で、電力の基本料金に係わるデマンド監視技術も

例外ではありません。

　その波に乗り、省エネ装置を販売して業績を伸ばしている会社があります。しかし、その分保

安管理を格安の価格で受注していると聞いています。お客様の中には、負荷パターンが適さない

事業所であるにもかかわらず、装置の優秀さを信じて、導入した事業場があるのではないでしょ

うか。

　エネルギーコストを下げるには、運転を停止することが可能な空調や照明などの設備があるこ

とが条件です。最も電気を使用する冬期間、暖房運転しなければならない北海道の地域には向い

ているとは言い難いと思えます。

　また、１年間検証してから導入した事業所もあると聞いていますが、装置を設置した、初年度

は電力会社に申請して最大電力を下げています。２年目からは１年目の最大電力が基本料金とな

る事から、１年間の検証だけでは十分とは考えられません。

　これから省エネ装置の導入をお考えのお客様は、事業場の設備が装置に適しているのか、当協

会の会員にご相談をいただき、検討されることをお勧めいたします。

　一方、エネルギーコストのみを重視することは、日本の国の電気保安管理のあり方を根底から

覆すものです。諸外国は、事故は起きるものとして保険（金銭）で補償する国が多いのが現実です。

　しかしながら、我が国の、電気保安行政は、電気による人身事故・災害は絶対に起こさないと

いう、高い人間尊重の理念に基づいています。

　私たち全道250名の会員は、人間尊重の理念の元、電気保安管理業務に努め、お客様と共に電気

の安全と安心を守っていく所存でございます。

　今後とも宜しくお願いを申し上げます。

会長に就任して

会　長　　柴　田　健　一
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　受変電設備が運用に入ると、その使用状況、環境条件、保全状況、稼動年数によりその信頼性や寿

命は大きく変わってきます。電気設備は、人の身体が老化するのと同じように劣化していきます。受変

電設備の経年による劣化は、点検・測定・試験では判断できない場合があります。電気設備の経年劣化

は、電気火災や感電・停電事故をおこす原因や、お客さま設備と周辺地域一帯の停電をまねき、復旧

までに多くの損害を与える「波及事故」の原因にもなりますので、計画的な更新をおすすめします。

 今回のテーマは配電盤・分電盤・制御盤です。
≪分電盤≫　	　コンセントや照明、機械などに電気を分配するための装置です。樹脂や金属のキャビ

ネットの中に分岐用のブレーカーや漏電遮断器、照明のリモコンスイッチなどの機器が
収納されており、各フロア、廊下等に設置されています。一般家庭にも設置されています。

≪配電盤≫　	　電気室やキュービクル等に設置され分電盤や制御盤等へ電気を配る盤です。電気を配る
配線を幹線と呼んでいます。幹線の開閉及び保護の為にブレーカー等が設置されています。

≪制御盤≫　	　ポンプ、ファンなどを駆動する電動機やヒータ類の運転、異常時の保護を目的とした
装置です。樹脂や金属のキャビネットの中にブレーカーや漏電遮断器、電磁開閉器、低
圧進相コンデンサなどの機器が収納されており、表面には電流計、表示灯、押ボタンス
イッチ、ブザー等が設置されています。ボイラー室、機械室、工場等に設置されています。

１、箱体の寿命と更新推奨時期

　分電盤等の箱体の寿命は錆、腐食などにより強度が不足し安全性や信頼性が維持できなくなるまで
の期間を指します。寿命は使用環境あるいは使用状況によって大きく変化します。特に水・塩分・腐
食性のガス等の影響によって錆の発生は早くなります。又、塗装等を行う事により延命を図る事も出
来ます。更新推奨時期は、設置場所が屋内か屋外か塩害地区か及び材質・めっきの有無・塗装の種類
によって大きく変わります。
　一般的に、屋内であれば50～60年、屋外であれば20～30年程度が更新推奨時期と言われています。

参考までに分電盤の税制上の法定耐用年数は15年です。更新推奨時期は、個々の使用環境や使用状

況が異なるためひとつの目安であり、耐用年数の目安の保証値ではありませんのでご了承願います。

２、盤内機器の寿命と更新推奨時期

　盤内機器の寿命は使用による性能低下、故障率の上昇による信頼性低下や安全性の維持ができなく
なるまでの期間としています。経年による寿命と開閉回数による寿命がありどちらか早い方が寿命に
なります。更新推奨時期を表に示します。

　「物理的安定使用期間」は従来「更新推奨時期」と言われたものであります。
　出典）「汎用電気機器更新のおすすめ」日本電機工業会

電気設備のリニューアル

機　　器 物理的安定使用期間

配 線 用 遮 断 器 15年または規定開閉回数
電 磁 開 閉 器 10年または規定開閉回数
低 圧 コ ン デ ン サ 10年
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火災事例

３、更新が必要な盤及び機器の例

　⑴　屋外の盤で腐食により穴が開いていて雨・雪・小動物の侵入の可能性がある盤。

　⑵　腐食が進行し強度が低下し倒壊等の恐れがある盤。

　⑶　負荷の増加でブレーカーの増設スペースがなく一つのブレーカーから数本の配線を接続している盤。

　⑷　経年劣化、粉塵、結露等により絶縁不良、接触不良（過熱に至る場合があります）が発生している盤。

　⑸　昭和50年（1975年）以前に製造された低圧進相コンデンサ。

　　　昭和50年（1975年）以前に製造された低圧進相コンデンサは、保安装置が内蔵されておりません。

　　　経年劣化により寿命領域にあり、場合によっては火災に至る危険性があります。

　⑹　刃形開閉器で刃と刃受が固着して開閉不能なもの。

出火したコンデンサ

「クリーニング店の作業場に設置された低圧進相コンデンサから出火した火災」

出火時分	 平成21年７月　20時ごろ
用 途 等	 作業場併用住宅　防火造2/0　延130㎡
被害状況	 建物ぼや　低圧進相コンデンサ、蛍光灯各１、内壁、衣類若干焼損
概　　要
　この火災は、作業場併用住宅の１階作業場から出火したものです。
　出火原因は、作業に使用するプレス機用に設置した低圧進相コンデンサを長年（26年）使用していたため、
コンデンサ内部が絶縁劣化し出火したものです。
　発見及び通報は、火元責任者が作業場でプレス機を使用中、「パン」という音がしたので、前を見ると、
壁に設置された低圧進相コンデンサから火が出て、吊るしてあった衣類に燃え移っているのを発見しまし
た。直ちに洗い場の水をバケツに汲み初期消火した後、作業場の電話で119番通報しています。
出典）「低圧進相コンデンサの火災にご注意を！」東京消防庁　平成22年７月９日
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不具合事例１

①

③

②

　設置後約46年の電気室内の配電盤です。

　①は刃形開閉器で刃と刃受が固着して開閉不能
となった事例です。開放時に開かず力を入れすぎ
破損してしまいました。
　②は刃形開閉器で刃と刃受部の接触不良で過熱
した事例です。両事例とも経年劣化によると思わ
れ刃形開閉器をブレーカーに更新しています。
　③は刃形開閉器の端子が過熱した事例です。経
年劣化による端子の緩み、もしくはスイッチ内部
の接触不良が原因と思われます。次回の年次点検
時に増し締めを実施する予定です。

　設置者様には配電盤の更新の御検討をしていた
だいています。
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不具合事例２

不具合事例３

　設置後約40年の電灯分電盤です。
　左側は端子の一部が過熱箇所（50℃）している状況です。
　右側は応急処置として当該端子にバイパス線を繋ぎ常温近く迄下がりました。
　端子台内部の接触部の経年劣化による接触不良が原因と思われます。
　設置者様へ電灯分電盤端子台の更新をお願いしています。

　設置後約43年の電気室内の配電盤です。
　刃形開閉器の刃と刃受が固着して開閉不能となったり、刃と刃受部の接触不良で過熱して刃形開閉器を
取り外した事例です。
　設置者様には配電盤の更新の御検討をしていただいています。
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使用停止

高濃度ＰＣＢ含有電気工作物の早期処理促進

高濃度PCB 含有
電気工作物は使用を中止し、
速やかな処理が必要です!

高濃度PＣB含有電気工作物は、法令に基づく手続きを行

う必要があります。対象の電気工作物をお持ちの方は、

高濃度ＰＣＢの有無について早急にご確認ください。

定められた期限までに
処分しなければなりま
せん。処分期限を過ぎる
と事実上処分すること
ができなくなります。

高濃度PＣBとは？
PＣB濃度が0.5％（＝5，000ppm）を超える
PＣBが使用されているものが対象となります。
PＣBとはポリ塩化ビフェニル化合物の総称で、
毒性があります。

PCBには脂肪に溶けやすい性質があり、慢性的な摂
取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起
こすことが報告されています。

絶縁油に高濃度PCBが含まれる可能性があ
る以下の12種類の電気工作物が対象です。

①変圧器

②電力用コンデンサー

③計器用変成器

④リアクトル

変圧器 電力用コンデンサー

⑤放電コイル

⑥電圧調整器

⑦整流器

⑧開閉器

⑨遮断器

⑩中性点抵抗器

⑪避雷器

⑫ＯFケーブル

出典：経済産業省　パンフレット	より

高濃度ＰＣＢについて
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電気主任技術者等に、高濃度ＰＣＢ含有電気工作物の有
無の確認を求めます。

PＣB含有電気工作物であることが判明した時に、産業保安監督部へ
設置等届出書を提出。

JESCO（中間貯蔵・環境安全事業）に登録確認書を提出。
電気工作物が使用中でも可能。

年度末の時点で所有している場合は、廃止予定時期を決め、６月30日
までに産業保安監督部へ管理状況届出書を提出。

電気工事事業者等に依頼して実施。

産業保安監督部へ廃止届出書を提出。

年度末の高濃度PＣB廃棄物の保有・処分状況を６月30日までに都道
府県知事へ提出。

処理料金の軽減の適用を受ける場合は、JESCOへ申請が必要。
中小企業等:75％軽減　　個人等:95％軽減

JESCOと処理委託の契約を締結。全ての高濃度PＣB廃棄分を処理
委託した場合は、都道府県知事へ廃棄終了届を提出。

収集運搬事業者に依頼して搬出・運搬し、JESCOへ搬入。

設置等届出書の提出

機器等の登録

管理状況届出書の提出

電路からの取り外し

廃止届出書の提出

処分状況等届出書の提出

軽減申請の手続き(対象者のみ)

JESCOとの処理委託契約

JESCOへ搬出·運搬·搬入

保有していた場合は

有無を確認しましょう

処分の期限が
近づいています！

処分期限 設置されている場所の所在する区域

平成30年(2018年)３月末まで 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

平成33年(2021年)３月末まで 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

平成34年(2022年)３月末まで
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、
福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

産業保安監督部問い合わせ先
エリア 組織名 電話番号 エリア 組織名 電話番号

北海道 北海道産業保安監督部 電力安全課 011-709-2311内線2720 近　畿 中部近畿産業保安監督部 近畿支部 電力安全課 06-6966-6048

東　北 関東東北産業保安監督部 東北支部 電力安全課 022-221-4947 中　国 中国四国産業保安監督部 電力安全課 082-224-5742

関　東 関東東北産業保安監督部 電力安全課 048-600-0385 四　国 中国四国産業保安監督部 四国支部 電力安全課 087-811-8587

中　部 中部近畿産業保安監督部 電力安全課 052-951-2817 九　州 九州産業保安監督部 電力安全課 092-482-5520

北　陸 中部近畿産業保安監督部 北陸産業保安監督署 076-432-5580 沖　縄 那覇産業保安監督事務所 保安監督課 098-866-6474

JESCO問い合わせ先  エリア/組織名/電話番号
九州·中国　北九州事業所 093-522-8588 四　国　北九州事業所　　06-6575-5580 近　畿　大阪事業所　　06-6575-5575 東　海　豊田事業所　　0565-25-3405

南関東　東京事業所　　 03-5765-1927 北関東·甲信越·北陸·東北　北海道事業所　　03-5765-1197 北海道　北海道事業所　0143-23-70070143-23-7008

高濃度ＰＣＢ含有電気工作物の標準的な処理の流れ

出典：経済産業省　パンフレット	より
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　低濃度ＰＣＢ廃棄物の処理はＪＥＳＣＯではなく、民間の処理業者により行われています。
　低濃度ＰＣＢ廃棄物の処理事業者は、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があります。
　低濃度ＰＣＢ廃棄物の処理事業者は今後も増加する見込みであり、地域的な偏在も解消してきていま
す。低濃度ＰＣＢ廃棄物が見つかったら、これらの事業者に委託して処理してください。
　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

　使用中の変圧器に含まれる絶縁油が微量のＰＣＢで汚染されていることが判明した場合は、変圧器の構
造、ＰＣＢ濃度、絶縁油量等によっては、使用しながら浄化する「課電自然循環洗浄法」が適用できる場
合があります。経済産業省と環境省が取りまとめた「微量ＰＣＢ含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順
書」に従って処理した変圧器は所要の手続きを行うことでＰＣＢ含有電気工作物に該当しないものとなり
ます。
　課電自然循環洗浄については経済産業省の以下のホームページを参照してください。
　http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150331004/20150331004.html

手で触れた時の温度の感じ方

温度℃ 感　じ 具 体 的 な 感 覚 程 度
30 やや冷たい 体温より低いのでやや冷たく感じる。
35 冷たくも暖かくもない
40 やや暖かい 手に暖かみを感じる程度。
45 暖かい ポカポカと手に暖かみを感じる。
50 やや熱い じっと触れていられるが手の平が赤くなる。
55 熱い しばらくなら触れていられる。
60 大分熱い 熱いけれども何とか触れていられる。
65 非常に熱い 数秒なら触れていられるがあとで手の平に熱さがジーンと残る。
70 〃 指一本くらいなら数秒触れていられる。

75 〃 指一本でも数秒は触れていられない。手の平ならちょっと触れてもヒリヒ
リする。

80 〃 手の平では触れられない。指一本でも数秒も触れていられない。
85 非常に熱い 触れた瞬間反射的に手が放れる。

（書籍：機械が受ける外乱障害ガイドブックより抜粋）

低濃度ＰＣＢ廃棄物等の処理について

低濃度ＰＣＢ廃棄物の無害化処理について

使用中の低濃度ＰＣＢ含有電気工作物の処理について

低濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期間は　平成39年（2027年）３月31日まで

計時砂
出典：経済産業省　パンフレット	より
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電気の豆知識

証明用電気計器の有効期間について１

出典：三菱証明用　電力量計「リニューアルのおすすめ」
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出典：三菱証明用　電力量計「リニューアルのおすすめ」
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出典：札幌市　洪水ハザードマップ	より

防災メモ
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出典：札幌市　洪水ハザードマップ	より
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事業場
　　探訪その

第一包装資材株式会社
１

設立年月日	 1977年１月27日

資 本 金	 1,000万円

従 業 員 数	 34名

電気受電設備	 第一包装資材株式会社ＱＢ

	 TR　1φ　	 40kVA

	 TR　3φ　300kVA

	 第一包装資材株式会社
	 ドライラミネート工場ＱＢ

	 TR　1φ　	 75kVA

	 TR　3φ　500kVA

代表取締役社長　　上用　孝満

事 業 内 容	 パッケージのデザイン・企画・製造・販売
	 ・ＦＧ袋、プラスチックフイルム、サイドシール袋、ポリエチレン袋印刷加工販売
	 ・化成品・紙パルプ製品・梱包資材・包装関連システム機器販売
	 ・自治体指定ゴミ袋の製造
工場設備内容	 【印刷機】
	 ◆グラビア輪転印刷機　４機　　◆６色印刷機　１機　　◆５色印刷機　１機
	 ◆３色印刷機　１機　　◆１色印刷機　１機　　◆スリッターリワインダー　１機
	 【製袋機】　15機

　社長を始め従業員全体で、冬期間の最大電力抑制のために工場内の暖房システムの改装や早朝の同時作業の見直し、デ
マンド監視装置データをグラフ化した表を展示し活用しています。
　現在は、旧工場内のＬＥＤ化を検討している状況で省エネへの取組に前向きな企業を紹介いたしました。

電気管理技術者からの一言（旭川支部　廣瀬正一）

私達は袋創り包装資材販売を基本とし価値ある包装と生き生き

明るい豊かな人材企業を創造し社会に貢献、発展し続けます。

経営理念

2017年に新築したドライラミネーター工場内
のクリーンルーム部屋

　食品産業界では、製品への汚染防止や品質管理
のためクリーンルームが必要とされています。
　当社も品質・製品のこだわりを求め、建物全体
をクリーンルーム導入で建設致しました。

　産業・分野でキレイ度は決まっています。
　印刷工場で求められる清浄度・クラスはクラス
表示1.000～100.000の数値です。

（豆知識）クリーンルームとは

　『空気中の浮遊塵埃が限定された清浄度レベル以下に管理され、必要に応じて温度・湿度を一定の

　　基準に制御する部屋』
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事業場
　　探訪その₂

　「牛は神経質で環境の変化に敏感な動物です。環境に対

応しながら牛の健康管理を行い、良い飼料を適切な量与え

ながら品質の良い牛乳を作るように心がけているそうです。

又、奥村牧場では常に省エネを心がけており、古い牛舎内

に設置してある古い機械等の使用をしないで、省エネの機

械を導入しています。」

電気管理技術者からの一言（帯広支部　藤本　芳弘）

奥村牧場
事業場名　奥村牧場
〒089－1181
河西郡芽室町上美生７線49－１

奥村　紀之

「搾乳ロボット」を導入します。

　今回は帯広支部から奥村牧場を紹介
させていただきます。

　奥村牧場では現在、330頭を飼育し、
2006年に導入した「パーラー設備」で
搾乳しています。
　人手不足解消や牛の健康管理、飼料
管理など経営改善のために、現在、
「搾乳ロボット」を設備する工事の最
中です。
　「搾乳ロボット」（搾乳機）は、日
本へは1997年に初めて導入されました
が、現在では、メガ酪農経営だけでな
く中堅規模経営にも広がりつつあり、とりわけ十勝地方では、導入が急速に進んでいます。
　牧場では、ロボット導入に伴い入手できるデータを活用して、安心・安全・美味しい牛乳を提供する経
営が出来ることを期待しています。

牧場全景

出番を待つロボット設備 稼働中のパーラー設備 牛舎の搾乳牛

設備容量	 200kVA

電　　灯	 	 50kVA

動　　力	 150kVA
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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
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
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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)　

　今年は例年にも増して気候の変動が激しく、
更には地震の多発等もあり落ち着かない日々で
すが、このような状況故、お世話になっている
お客様の施設をしっかりと守ることが大切では
ないかと、気持ちを引き締めこれからの暑さを
乗り越えていきたいものです。（浜谷）
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北海道




