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必ず検電しよう。
予定外作業はやめよう。
作業責任者の指示に従おう。

安全作業の基本を守ろう
頭上、足下に注意しよう。
ヘルメットを着用しよう。

ＴＢＭの励行！
ＫＹの励行！

ＴＢＭ（ツールボックスミーティング）
：これから行う作業の内容、注意点などに
ついて全員が話し合うこと。
ＫＹ（危険予知）
：作業現場に潜む危険を予想、指摘し、
あらかじめ災害の因子を排除すること。
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受託契約対象区域と会員数

支部：
名古屋南／名古屋北／愛知尾張／愛知三河
岐阜西濃／岐阜東濃／三 重／静 岡／長 野

令和4年2月末日現在
会 員 数　　536名

愛知尾張
33名

岐阜西濃
48名

岐阜東濃
33名

長　野
66名

静　岡
105名

愛知三河
69名

名古屋北
43名

名古屋南
74名

三　重
65名

一般社団法人

中部電気管理技術者協会
山 田 英 司
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阿木川ダムは木曽川支流の阿木川に、河川環境の保全と水道水、工業用水の供給を
目的として建設された多目的ダムで 1990 年に完成しました。
ダムの構造はロックフィルダムで高さは 101.5m、ダム湖は阿木川湖と呼ばれ、景

観も良く、周辺には資料館、レストラン、公園等も整備されています。
近くには、女城主の城で有名な岩村城の城郭跡もあります。

表　紙　説　明

阿　木　川　ダ　ム
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令和 4年度は、当協会が社団法人として設立されて 40 年の節目の年となります。
当協会は、中部地域において、高圧受電の電気設備の保安管理を個人事業者として受
託する電気管理技術者を会員として、昭和 44 年（1969 年）に発足しました。昭和 57
年（1982 年）に社団法人として設立が認可され、以降、約 40 年間に亘り一貫して、
電気設備の安全確保、電力の安定供給、電気使用の合理化に取り組んで参りました。
設立当時、会員数は 205 名でしたが、今では 537 名（2022 年 2 月 10 日現在）を数え
るに至っており、受託件数は、40 年前の約 4,500 件が現在では約 19,000 件と約 4 倍
までに拡大しています。これは、経済社会の発展に伴い、会員各位の電気保安活動が
順調に拡大してきたことを示すものです。この間、震災、台風等の災害や事故が発生
し、より高いレベルの安全・安心が社会的に要請されるようになってきて	おります。
当協会においても会員一同、電気事故ゼロを目標に掲げ鋭意業務に励んでおりますが、
毎年、様々な事故、トラブルが発生しております。しかしながら、本協会会員に関わ
る重大電気事故の発生件数は、最近では低い水準で推移してきております。これは、
会員各位が高い保安意識の維持と保安技術の向上という社会的な要請に適確に応えて
きている一つの証と考えます。日頃から、電気保安の確保及び向上に尽力されている
会員各位の活動に改めて深く敬意を表する次第です。
ここ 2年間は、新型コロナの感染の拡大・収束が波状的に繰り返されています。わ

が国の災害は、地震・雷・火事と言われるように、いずれも一過性のもので、災害が
過ぎ去れば直ちに復興というのが通例のパターンです。しかし、今回のコロナ禍は既
に 2年間続いており、我々の社会や生活に大きな影響を与えてきておりますが、中
には、難しいと思っていたがやってみると意外に良いとして定着するものもあるか
と思います。例えば、オンライン会議、テレワークなどです。デジタル化の流れは、
With コロナの時代ではこれまで以上に加速するものと考えます。会員皆様の業務は
現場が基本ですので、変化するところは少ないと思われかも知れませんが、デジタル
化の波が電気保安にも及ぶことは必然であり、これらの変化に適確に対応していく心
構えを持つことが要請されます。
令和 4年度においても、当協会は、業務を巡る環境変化に対応しつつ、会員各位が

高いレベルの電気保安管理をお客様に提供することに資するよう事業を実施していく

法人設立 40 周年となる新年度を迎えて
一般社団法人　中部電気管理技術者協会

会長　　山 田 英 司
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所存です。引き続き、電気保安技術向上に資する研修・講習の実施、電気安全に係る
普及啓発、電気保安業務への支援、会員間の連絡・協力体制の強化等の事業を推進す
るとともに、検査機器の校正支援体制の拡充、電気管理技術者の認知度向上や会員拡
充に資する広報媒体の刷新や情報発信活動の強化、近年、頻発する災害に対応した防
災マニュアル「災害への備え」の改良などに努めてまいります。
最後になりますが、令和 4年度が本協会及び会員皆様にとって、実り多き年となる

ことを祈念して、新年度を迎えるに当たっての私の挨拶とさせて戴きます。
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一般社団法人中部電気管理技術者協会の会員各位のご清祥を心よりお慶び申し上げ
るとともに、平素から産業保安の確保へのご理解並びに産業保安行政へのご高配に感
謝申し上げます。

新型コロナウイルスの感染拡大が我が国の社会経済活動に影響を及ぼし、その結果、
数多くの事業者様の業績や皆様の勤務形態にも変化が生じました。昨秋から変異株（オ
ミクロン株）も発生するなど、今なお予断を許さない状況が続いており、今後もワク
チン接種や十分な感染予防対策を講じながら日々業務を遂行することが必要となって
います。

近年は大規模な自然災害が我が国で発生していることから、昨年は当部管内の電気
事業者様が実施する防災訓練に積極的に参画するなど、個々の職員の災害対応能力の
向上を図ってまいりました。特に当部内における発災時の初動対応を重視し、コロナ
禍での対応を含み手順を大幅に見直すとともに、円滑に初動体制を構築できるよう訓
練を実施し、課題抽出を行い更なる見直しも行っております。会員の皆様におかれま
しても、コロナ禍における有事の際の対応を今一度ご確認いただきますようお願い申
し上げます。

また、当部管内では、感電による死亡事故がほぼ毎年度発生している状況です。昨
年度は、作業員が非常用予備発電設備の点検作業中に、誤って充電部に触れたことに
より 1名の方が亡くなりました。このような痛ましい事故が二度と発生しないよう当
部では都度注意喚起を行っていますが、作業される皆様一人一人が改めて作業前に通
電状況の確認、適切な保護具の着用、作業手順の遵守等に努めていただくことが重要
です。本年度も保安体制の構築や強化に向けて、引き続きご尽力いただきますようお
願い申し上げます。

さて、我が国の産業保安を巡っては、保安人材の不足・高齢化や電力・ガス供給構
造の変化に加え、災害の激甚化・頻発化や気候変動問題への対応の要請など、将来に

ニューノーマル時代を見据えた 
体制構築を目指して

中部近畿産業保安監督部長　　齋 藤 　 薫　様
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わたって継続的に保安を確保する上での課題が顕在化しています。一方で、他の産業
分野と同様に、IoT やビッグデータ、AI、ドローン等の新たなテクノロジーが革新
的に進展する中、これらの技術の導入を通じ、安全性と効率性を追求しつつ、保安レ
ベルを持続的に向上させるための取組、「スマート保安」が進みつつあります。産業
保安やその規制体系の前提となる経済社会情勢が大きく変化する中、我々は、今、将
来の産業保安のあり方を考える上で大きな岐路にあります。

このため、経済産業省では、昨年 2月から産業構造審議会　保安・消費生活用製品
安全分科会　産業保安基本制度小委員会において、①スマート保安の抜本的促進、②
新たな保安上のリスク分野への対応、③災害対策・レジリエンスの強化、④将来社会
に向けた保安規制面での環境整備の 4つの視点から議論を行い、同年 12 月に同小委
員会の報告書として「産業保安分野における当面の制度化に向けた取組と今後の重要
課題」をとりまとめました。主な内容としては、テクノロジーの活用により保安レベ
ルを持続的に向上させる観点から、スマート保安の促進を念頭に置いた新たな制度的
措置を導入すること、太陽電池発電及び風力発電のうち小出力発電設備に対する保安
規律を適正化するため、使用前自己確認制度や基礎情報の届出制度を導入すること等
の必要性が示されました。このような方針のもと、現在、制度化に向けた具体的な検
討を進めておりますので、引き続き、産業保安行政へのご理解をいただきますよう、
何卒よろしくお願い申し上げます。

末筆となりますが、新たな年度を迎えるにあたり、引き続きのご厚情とご指導をお
願いしますとともに、関係各位のご健勝とご多幸、そして無災害や無事故の 1年とな
りますことを祈念いたします。
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令和 3 年度　電気保安研修会　開催
一般社団法人　中部電気管理技術者協会

電気保安意識と啓発の一層の向上を図るため、令和 3年度電気保安研修会が令和 3
年 10 月 8 日（金）名古屋会場の名古屋市公会堂、10 月 21 日（木）三重会場の津市
芸濃総合文化センター、10 月 26 日（火）静岡会場の焼津文化会館、10 月 28 日（木）
長野会場の松本勤労者福祉センターで、13 時から 16 時までそれぞれ開催されました。
名古屋会場での研修会は、技術保安委員会の紺谷副委員長の司会で始まり、山田会

長の開会挨拶のあと、研修会が実施されました。

概　要
研修テーマ 1
〇「電気事故防止と自家用電気工作物の立入検査結果について」

（講師）経済産業省　中部近畿産業保安監督部
全会場 : 電力安全課　課長　山﨑	敏彦　様

令和 3年度電気保安研修会　名古屋会場

以下の内容で講話を頂きました。
1. 令和 2年度電気事故の概要について
（1）電気関係報告規則の改正点（令和 3年 4月 1日施行）
（2）電気事故の概要
1）感電死傷事故を防ぐために
2）竣工検査・定期点検作業に係る注意喚起
3）太陽光発電設備に係る注意喚起
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4）波及事故の防止対策
〈自己責任原則に基づく保安体制〉
①電気主任技術者の担う責任は非常に大きく、決して他人任せにはできない。
②安全文化を構築し、組織全体で事故を防ぐ。
組織全体で事故を防ぐため、全ての者が関わり合い、コミュニケーションを
取り合う中で、念には念を入れて確認し、お互いに目を掛け合い、一言注意
を呼び掛け合って行くことが大事です。

（3）令和 2年度管内事故事例
感電死傷事故等、事例 9件の紹介

2. 令和 2年度自家用電気工作物の立入検査結果について
（1）立入検査実施の趣旨、設置者の義務と国の直接管理
（2）立入検査対象事業場
（3）立入検査結果
（4）おわりに
・設置者自らが自主保安という責任を強く認識し、電気設備を管理する者から
利用する者までがそれぞれの立場で電気の保安に意識を持って取り組むよう
な環境作りをお願いします。
・法令遵守（コンプライアンス）や企業活動に対する社会的責任（CSR）が以
前にも増して求められています。
保安体制や電気設備について、法令遵守及び保安規程遵守の観点から現状が
適切か今一度見直していただきますようお願いします。

令和 3年度電気保安研修会　名古屋会場
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研修テーマ 2
〇「VCB投入不具合と正しい注油方法について」

（講師）株式会社ケーイーシー
全会場 : 技術部　担当部長　則武	継雄　様

令和 3年度電気保安研修会　名古屋会場

研修テーマ 3
〇「賠償事故、労災事故、人身事故、火災事故及び波及事故の実態について」

（講師）技術保安委員会　研修会担当グループ
名古屋会場 : 委　員　大崎	博隆
三	重	会	場 : 幹　事　田中	裕宰
静	岡	会	場 : 委　員　坂元	龍太郎
長	野	会	場 : 副幹事　村瀬	　亮

研修テーマ 4
〇「高圧電気事故、低圧電気事故、電気設備改修・改善

及び無停電年次点検に関する調査結果について」
（講師）技術保安委員会　定期調査担当グループ

名古屋会場 : 幹　事　大河内	泰吉
三	重	会	場 : 委　員　安江	徹治
静	岡	会	場 : 委　員　後藤	　勝
長	野	会	場 : 副幹事　上野	弘幸

全てのテーマ終了後、各会場では副会長、常務理事、担当理事の閉会挨拶で研修会
は終了しました。受講者の皆様におかれましては、業務多忙の中、熱心に受講して戴
きました。
当協会としても事故撲滅に向け、安全作業を推進していく所存です。
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令和 3 年度　電気技術研修会　開催
一般社団法人　中部電気管理技術者協会

令和 3年度、電気技術研修会が令和 4年 2 月 22 日（火）11 時から 16 時まで、名
古屋国際会議場において開催されました。
併せて、去年は中止となった賛助会員による展示会が 15 社出展して頂け、混雑を

さけるため、2つのグループに分かれて入場するなどコロナ対策を充分した上で開催
されました。
研修会参加者は	148	名（受講率	27.6%）でした。

開会
まず、技術委員会の山内委員長の司会で始まり、山田会長の開会挨拶のあと、来賓

挨拶並びに「電気保安を取り巻く状況」の講演を中部近畿産業保安監督部　電力安全
課長　山﨑敏彦様より頂きました。
「講演」内容は以下の通りです。

1. はじめに
産業構造審議会、各分科会、各小委員会の設置状況について
2. 電気保安規制に係る制度設計の見直しについて
事故報告の対象見直し
（太陽電池・風力・燃料電池発電設備の PCS）
3. 電気保安人材に係る制度見直しについて
①電気保安人材の将来的な不足と地域偏在性
②電気主任技術者制度に係る「2時間ルール」
4. スマート保安技術の導入促進について
①スマートキュービクルに係る詳細仕様
②自家用工作物に係るサイバーセキュリティ対策
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第 1 部　講演
「2019 年 10 月に発生した台風 19 号大規模災害対応」

中部電力パワーグリッド株式会社
配電部　配電運営グループ課長　猪飼	龍哉　様

以下の内容で、講話を頂きました。

1. 台風 19 号	非常災害の振り返り（概要）
2. 台風 19 号の振り返り
~停電状況および設備被害の概要~
3. 台風 19 号の振り返り
~当社の主な対応~
4. 研修会にご参加頂いたみなさまへのお願い

第 2 部　展示会
展示会会場：15 社出展

第 3 部　講演 1
「高圧ケーブルについて（ケーブルの劣化と絶縁劣化診断技術）」

一般社団法人　日本電線工業会
技術部　部長補佐　小池	洋二　様

以下の内容で、講話を頂きました。

1. 地中配電ケーブルの変遷
2.	CV ケーブル構造
3.	CV ケーブルの絶縁劣化
・要因と形態
・劣化のプロセス
4.	CV ケーブル絶縁劣化の形態
・水トリ－劣化
・遮へい銅テープ腐食・破断
・シースシュリンクバック
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5. 水トリ－劣化の対策
・水トリ－抑制の考え方
・絶縁体中の水分・異物・ボイド低減
・内・外導押出化
・高圧CVケーブルの寿命推定
・内部浸水の防止
6.	CV ケーブル絶縁劣化診断手法
7.	CV ケーブル絶縁劣化診断手法の系譜
8. 停電による絶縁劣化診断手法
9. 活線絶縁劣化診断手法

聴講した会員から再講習の要望があるほど人気のあった講演でした。協会HPに動
画がアップ（他の講演と一緒に）されていますのでご覧下さい。

第 3 部　講演 2
「計測器の校正と管理について」

日本電気計器検定所 (JEMIC) 中部支社
標準課　マネージャー　和田	泰樹　様

以下の内容で、講話を頂きました。

1. 日本電気計器検定所の紹介
2. 校正とは
3. 計量計測のトレーサビリティ
4. 物品管理と精度管理
5. 計測器の管理

閉会
井上副会長による閉会の挨拶で研修会

は終了しました。
関心のある講演テーマばかりで、受講

者の皆様は、業務ご多忙の中、熱心に受
講していました。

令和 3年度　電気技術研修会
名古屋国際会議場　1号館 4階　レセプションホール
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当協会では、入会 1年未満の新人会員を対象に電気管理技術者として必要な知識・
技能と当協会員としての心得等の習得を目的に、新入会員研修会を 2日間にわたり実
施されました。
令和 3年度も新型コロナ感染防止対策を徹底し、令和 3年 1 月以降から令和 3年

12 月の間に入会された方、及び未受講者等が参加して、座学は名古屋市公会堂で、
実技は協会会議室で開催されました。
各研修会の 1日目は、岸専務理事の挨拶の後、井上副会長並びに石本常務理事及び

ノバリ㈱山本所長などの講師陣による座学中心の研修が行われ、2日目は、技術保安
委員会の山内委員長ほか委員 2名の講師陣により点検機械器具の実機を使用した実
技・実習を中心に行われました。

〈令和 3 年度第 1 回新入会員研修会〉
◆日　時　　座学 : 令和 3年 7月 28 日（水）10 時 ~16 時 50 分

実技 : 令和 3年 7月 29 日（木）・8月 2日（月）・3日（火）・5日（木）
いずれも 10 時 ~16 時 10 分（4組分け）

◆受講者　　28 名（令和 3年 1月 ~令和 3年 7月入会者）
（名古屋北 2名、愛知尾張 2名、愛知三河 4名、岐阜西濃 2名、岐阜
東濃 4名、三重 4名、静岡 4名、長野 6名）

〈令和 3 年度第 2 回新入会員研修会〉
◆日　時　　座学 : 令和 3年 12 月 16 日（木）10 時 ~16 時 50 分

実技 : 令和 3年 12 月 17 日（金）・23 日（木）
いずれも 10 時 ~16 時 10 分（2組分け）

◆受講者　　16 名（令和 3年 8月 ~令和 3年 12 月入会者）
（名古屋南 3名、名古屋北 2名、愛知尾張 1名、愛知三河 1名、岐阜
西濃 1名、岐阜東濃 1名、三重 3名、静岡 3名、長野 1名）

保安技術向上活動の紹介
令和 3 年度　新入会員研修会　報告

一般社団法人　中部電気管理技術者協会　事務局
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〈第 1 回、第 2 回共通〉
◆研修概要
第 1日目
・電気事業法
・協会諸規程
・協会運営
・倫理規程
・日常業務の安全についての心構え
・月次点検と日常点検のポイント
・竣工試験
・年次点検
・保安センター
・申請手引書関係
・賠償保険・受電設備保険関係
・会計・経理手続関係
・相互扶助
・労災保険
第 2日目
・保護継電器の試験時の注意
・実技研修（保護継電器試験、接地抵抗計・絶縁抵抗計の校正試験）

研修会風景
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中部電力引込開閉器施設基準変更（GR 無し）に伴う留意点について
技術保安委員長　　山 内 章 博

表題の第 1弾として協会ホームページ協会だよりコラム、「見なきゃ損する技術の
宝」に掲載させていただきましたがある会員から何がポイントかわからないとのご意
見をいただきました。
そこで今回は、図－ 1「時限順送方式の概要」と図－ 2「出迎ケーブル受電の需要

家の状況」などを参考に波及事故時の配電線の区分開閉器動作を説明します。
図－ 1「時限順送方式の概要」故障区間 4区の故障例は、

（以下、引用）
①配電線の 4区で故障発生。変電所で故障を検出し、配電線用遮断器（FCB）を開放し、
全区間が停電する。

②一定時間経過後（①の約 60 秒後）に FCB が自動投入され、これにより 1区が送
電される。

③次の区間を接続する区分開閉器が設定時限（9秒）後に投入され、2区が送電される。
以降、この順送動作が繰り返される。

④故障区間（4区）に送電した際、変電所で故障を検出し、FCBを再度開放する。4
区電源側の区分開閉器を制御する装置は、投入直後の停電を検出し開放状態を保持
（開放ロック）する。
⑤FCBは、一定時間経過後（②の 81 秒後）に再度投入される。③の動作により 3区
まで順に送電されるが開放ロックの仕組みにより 4区への送電は行われない。

⑥その後、健全停電区間の 5区は、連系点開閉のリレー機能により、ほかの配電線か
ら送電され、停電区間の最小化が図られる。
（以上、出展 : 電気設備学会誌 2009 年 6 月　田島久嗣「配電自動化システム」）

図－ 2出迎ケーブル受電の需要家の状況で引込ケーブルで地絡が発生したと仮定す
ると、上記の説明文のように① ~⑥の順に配電の時限順送が行われて図－ 2の需要
家に供給している 4区へは⑤により送電されないため地絡から波及事故が発生したこ
とになる。（この場合は、引込開閉器が更新されGR無しになった以後）
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【留意点】
出迎えケーブル需要家の引込ケーブルで地絡が発生した場合

（1）需要家引込ケーブルシールドアースが ZCTをくぐらせて接地している場合は、
地絡電流が ZCT内を往復するため、ケーブルの地絡事故が検出できなくなる。当
然ながら需要家に設置してある GRは動作しない。（中電引込開閉器がすでに更新
されているとき）中電調査員は、波及事故の故障点探査に何回も試加圧→停電を繰
り返されて停電復旧に時間がかかる。

（2）需要家引込ケーブルシールドアースが ZCTの負荷側で接地している場合は、GR
は動作する。呼び出された電気管理技術者は、事故点がキュービクル側か、ケーブ
ル側かを見極めて中電調査委員に報告することなる。
その後の対応は、中電の指示により復旧の方向へと進むことができる。
私たち電気管理技術者は、引込ケーブルのシールドアースの接地を（1）とする
か（2）とするかの判断を自己責任のもと行う。もう一つは、ケーブル引込線の財産（施
工）区分並びに責任区分などを中電財産・責任に切り替えるか最寄りの中電契約課
に相談する。

以上のような対応をすることから保安管理対応のレベルを向上させる必要があるの
ではないでしょうか。

区分開閉器は、需要家・配電線路の地絡、短絡事故等で開放

図-1　時限順送方式の概要（　出展：中部電力ＰＧ、ホームページ配電自動化ｼｽﾃﾑ)

再閉路時限順送により送電

例えばこの需要家が停電した時は、区分開閉器(左）が開放の時！

連系開閉器（入）

配電線用遮断器

ほかの配電線から送電

：

Ｂ変電所

：
ＦＣＢ

区分開閉器（切）

ＦＣＢ

：

区分開閉器（入）

ＦＣＢ
ＦＣＢ

５区

６．６ｋＶ

配電線ﾌｨｰﾀﾞ

１区 ２区

現地到着需要家ｷｭｰﾋﾞｸﾙのＧＲ継電器が動作かをまずチエック！　中電の指示待ち

故障区間

需要家キュービクル

：

77/6.6kV

中部電力柱に、区分開閉器(左）と引込用開閉器(右）が設置

ＤＳ上位は感電を避ける為ノータッチ！！

図-２出迎えケーブル受電の需要家の状況

配電線系統Ａ変電所

ＣＢ

４区

変圧器

３区

需要家停電により主任技術者は、呼び出しコールを受け現地に到着する！
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三重支部は受け持ち区域を北側のいなべ地区から南側の紀宝町までを 6地区に分け
て緊急出動範囲が定められています。
受け持ち区域図上の一番の広範囲が松阪市から紀宝町グループでいざ出動時に於け

る距離的な負担は、一番大変かと思われます。

三重県の観光スポットとしては、スキーをされる方には、御在所のスキー場が有り、
神社としては、伊勢神宮とか椿神社が有り通年集客のある名所に成っています。

現在会員数は、64 名で入会手続き中が 1件有り支部長就任以来退会者 5名に対し
て入会者が 10 名と出入りが、かなり有りました。特筆すべきは、6名が 60 才以下の
入会者で管理技術者として長く活躍をして頂く事が期待でき、順調に受託先が増加す
れば喜ばしい事象と思っています。

支部長就任に併せてご承知の様にコロナ騒動が始まりました。
その為に年間 2回予定の懇親会及び見学会開催を一度も実施できずに、任期を　終

えそうで会員に対して申し訳なく思うと共に、一時も早くコロナ騒動が収まることを
祈るのみです。

入会以来 25 年間一度も経験の無かった臨時支部総会を開催する事に成りました。
理由は支部会規約の順守が守られなくなり規約内容を改定して次期支部長が受任を拒
否した場合の対処方法を今回制定しました。
支部役員を選出する案件は、三重支部会だけの問題では多分ない様な気がします。
今後は、今回の規約改定が、役立つ事を期待したいと思っています。

支部だより
三重支部の紹介

三重支部長　　稲 垣 道 雄
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会社概要
商 号

創 業

資 本 ⾦

本店所在地

従 業 員 数

日本ガスコム株式会社

平成4年 6月

2億5000万円

豊橋市神野新田町字ニノ割4-1

約150名 [グループ連結]
※ R2.3.31 現在

賛助会員紹介
日本ガスコム株式会社

日本ガスコムの事業LPガス
事業

日本
ガスコム

医療・
工業用
ガス事業

住宅設備
事業

アクア
事業

新
エネルギー
事業

電⼒
販売事業

新エネルギー事業

年間で9,600トンのCO2を削減

今後も積極的に再生可能エネルギー
の導入に邁進していきます

日本ガスコム所有の25箇所のメガソーラ発電所で
発電される。再生可能エネルギーは25,000kW(25
メガ)。年間のCo2削減量は、9,600tにもなります。
地球に優しく、繰り返し使える再生可能エネルギー
の導入に積極的に取り組んでいます。
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日本ガスコムの事業LPガス
事業

日本
ガスコム

医療・
工業用
ガス事業

住宅設備
事業

アクア
事業

新
エネルギー
事業

電⼒
販売事業

電⼒販売事業

エネルギーカンパニーとして
未来も支えるガスと電気

イーレックスの電気は、生物資源を有効活用
し二酸化炭素排出係数を低減するバイオマス

発電、地球に優しい電気です

日本ガスコムは、イーレックス(東証一部上場)の販売代
理店です。ガスと電気をともにご利用頂くことで、コス
トメリット・利便性も⾼まります。総合エネルギーカン
パニーとして積極的に電気⼩売を⾏っています。
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賛助会員紹介
持続可能な社会インフラの構築を支える　

私たち日東工業は設立以来、生活や産業を支える電気の需要拡大や情報ネットワー
クの広がりとともに、CONNECTする（つなぐ）技術で社会インフラを支えてきま
した。
近年、IoT・AI 技術・5G 通信規格の普及やクルマの EV化、自動運転技術の進化

など、変革の波はいよいよ激しくなっています。こうした技術革新が加速する一方で
サイバーセキュリティや災害対策、環境保全といった、社会全体で向き合わねばなら
ない課題も次々と顕在化しています。日東工業では「電気と情報のインフラ」を基軸
に、お客様の課題に向き合い需要を先取りして、すばやく開発・製品化に取り組むこ
とで、新たな価値のご提案をしていきます。また、グローバルな市場を舞台に、新し
い企業基盤を備えつつ、持続可能で環境負荷のより少ない開発・生産活動を行ってい
きます。
人へ、社会へ。電気と情報を明日へつなげる価値創造企業を目指す日東工業に今後

ともご期待くださいますようお願い申し上げます。

会社概要
会　社　名	 日東工業株式会社（NITTO	KOGYO	CORPORATION）
設　　　立	 1948（昭和 23）年 11 月 24 日
代　表　者	 取締役社長	COO	黒野	透
本社所在地	 〒 480-1189　愛知県長久手市蟹原 2201 番地
電	話	番	号	 （0561）62-3111（大代表）
資　本　金	 65 億 78 百万円
事	業	内	容	 高圧受電設備、分電盤、ホーム分電盤、光接続箱、金属製キャビネッ

ト、樹脂製ボックス、システムラック、ブレーカ、開閉器、電気
自動車（EV・PHEV）用充電器シリーズ、熱関連機器などの電
気機械器具製造・販売および発電・売電事業

－ 20 －



製品・サービスのご紹介
①キュービクル式高圧受電設備
1966 年より製造を開始しており長年の経験で

培った高品質なキュービクルをご提供します。現
在、スマート保安の実現に向けた取り組みも開始
しています。
また、キュービクルの無料作図システムを提供。

Web 上で簡単にキュービクルの作図ができ、箱
寸法や質量も自動で算出されますので是非ご利用
ください。

②標準分電盤
1963 年の製造開始以降、標準化を徹底的に推

し進め、高品質・短納期でのご提供を実現してい
ます。分岐ブレーカのプラグイン構造により容量
変更時の停電時間を短縮できるなど省メンテナン
スな分電盤もラインナップしています。

③電気自動車（EV・PHEV）用充電器シリーズ
カーボンニュートラルに向けた流れが加速する

中、2009 年より電気自動車用充電器の開発を開
始。公共施設、商業施設などのパブリックエリア
から事務所駐車場、住宅などのプライベートエリ
アまで用途に応じたラインアップを幅広くご用意
しています。

④放電検出ユニット「スパーテクト」
近年、建物の火災件数は減少傾向にあるものの、

電気火災の占める割合は増加傾向にあり、その未
然防止は重要性を増しています。電気火災防止を
目的に行われているトラッキング対策は、主にコ
ンセントのみを対象としていますが、放電検出ユ
ニット「スパーテクト」は更に壁内配線や延長コー
ドで発生した火花放電も監視し電気火災の未然防
止に貢献します。

動画はこちらから

EV・PHEV用充電設備
Web サイト

スパーテクト動画は
こちらから
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⑤感震ブレーカー
地震時はブレーカをOFFにし、電気火災を防

ぐことが大切です。1996 年に感震リレーを開発
し、その後 2017 年に感震機能付ブレーカを発売。
住宅だけでなく火や油を使う店舗などあらゆる場
所での感震ブレーカーの普及を目指し、「安全な
暮らしと街を未来へ繋ぐ」製品開発に取り組んで
います。

感震ブレーカー動画は
こちらから
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高圧受電設備の問題を解決！ 
 
 

シーテックはお客さまに「高圧受電設備のリース」を

通して省エネ・低コストで安全な受電設備をご提案し

安心と満足をお届けします。 

是非、お電話下さいますようお願い申し上げます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

おまかせ下さい！ 

「高圧受電設備リース」を 

ご提案いたします。 

お客様の業務効率経費削減に 

 ぜひお役立て下さい。 

 

省エネ機器を 

導入したいなぁ 

信頼できる電気

工事会社をさが

さないと・・・ 

機器が故障した

ら早く復旧でき

るか心配・・・ 

うちの設備古くて

替えたいけど・・・ 

自己保有だと 

固定資産・保険

など面倒だなぁ 

買替予算が足

りないなぁ 

お問合せ先  株式会社シーテック   ｶｽﾀﾏｰｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部  

名古屋市瑞穂区洲雲町４－４５ 

フリーダイヤル ０１２０－５３－２８２１   ＦＡＸ番号   ０５２－８５２－６９９４ 
ﾎｰﾑページ      http://www.ctechcorp.co.jp 

 
 



英知とチャレンジ精神で、未来を拓く。

電力取引用機器・電気計測機器・地震計測機器

〒487-8650 愛知県春日井市気噴町3-5-1
TEL：0568-51-7477 FAX：0568-51-5032
http://www.chubuseiki.co.jp

照明付小型伸縮式検電器
DAH-6LS

電気計測機器の製造・修理・メンテを通して社会に貢献します。

非接触型充電標示器
DEA-6C
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〒484－8505 愛知県犬山市字上小針1番地
Tel.0568（67）9811　Fax.0568（67）9815

（略式　エナジス/ENERGYS）　　　　　　www.energys.co.jp

名古屋営業所

高圧機器のことなら、� �
お気軽にお問合せ下さい。

方向性：7.2kV-200A　形式：CLD-AP217Se-D 方向性：7.2kV-200A　形式：UCLD-AP217Se-D

形式：PFS-201TM-RS-A

ENERGYSUPPORT

励磁突入電流抑制機能付LBS 自動投入タイプ

励磁突入電流抑制機能付 LBS

ENERMIC エナミック

こんなときに…

●励磁突入電流を抑制
●ヒューズ劣化の防止
●瞬時電圧低下抑制
● OCR の誤動作防止

系統連系用開閉器
として最適

手動投入タイプも
ご用意（PFS-201TM-R-A）

自動投入機能付でも
小型化を実現

自立形高圧気中開閉器盤 UCLDVT・LA内蔵形高圧気中開閉器 SOG

開閉器本体に電源トランスを内蔵しているので
制御電源ラクラク確保。避雷器も内蔵しております。

地中線用環境調和型自立 SOG。
電源トランス・避雷器を標準装備。

大容量トランスの保護に適応

本体標準

ステンレス
採 用

業界
最小

広告版下_協会の窓_2021_B5_1C.indd   1 2021/02/19   14:14:12











 

   

 

標準価格 448,000円 （消費税別） 

 【特長】            

◆PAS・UGS試験に便利な全要素コードが標準付属 

◆デジタルメータは精密(0.5％)を採用 

◆補助電源は AC100V/DC24・48・110V出力 

◆現場で使い易い端子タイプを採用 

【試験可能項目】 

・地絡方向 DGR ・地絡 GR・地絡過電圧 OVGR 

・電圧 OVR/UVR 

・逆電力 RPR・不足電力 UPR・短絡方向 DSR 

 
  

【仕様】 

 使用電源  AC100V ±10%  50Hz/60Hz 

補助電源 AC100V 500VA  ※AC100Vは入力電源に対して絶縁しておりません DC24/48/110V 30W 

電圧出力 
レンジ        30/300/600/1200V/100mA  (分解能 0.01/0.1/0.1/0.1V/0.1mA) 

精度 ±0.5%rdg±10dgt (30V、100mA レンジは±0.5%rdg±50dgt) 

電流出力 
レンジ 30/300mA/1/3/5A (分解能 0.01/0.1mA/0.001/0.001/0.001A) 

精度 ±0.5%rdg±10dgt  (30mA レンジは±0.5%rdg±50dgt) 

位相 
調整範囲（分解能）   LEAD180°～0～LAG180°（1°） 

精度 ±3° 

カウンタ  測定範囲  0～199.999sec（分解能 1ms）、200～1999.99sec（分解能 10ms）    自動桁上げ 

慣性出力      50ms 固定 

外形寸法 233(D)×358(W)×280(H)㎜ 

重量 約 11㎏ 

 

精精密密デジタルメータ採用・多多機機能能位相特性試験装置 

 

位相特性試験装置 ＤＧＲ－５０００ＫＤ 

 

※仕様は予告なく変更になる場合があります 

株式会社双興電機製作所 お問い合わせ窓口 TEL 0749-37-3664 担当 川島  

―――― 使ってみれば判る ――――実用新案登録 第３１４６１５５号

CB連動試験に“トリップセンサ”

小和田計測器販売
東京都小平市上水新町１-９-１　ＴＥＬ/ＦＡＸ （０４２）３４４-１９７６

Ｅメール　owada@topaz.plala.or.jp

○充電部に触れることなく速く・安全
に試験できます。

○センサをCBの近くに貼り付けるだけ
で動作時間測定ができる優れものです。

○本体寸法：63＊15D＊105H
○付 属 品：センサ、ソフトケース
○会員価格：20,000円（税別）



信頼の世界品質、チャブ保険。
2020年に100周年を迎え、国内の外資系損害保険会社としては
最も長く、歴史を刻んできました。

次の100年も皆さまの安心と安全を願い、
お客さまに選ばれる企業をめざしてまいります。

私たちはチャブ保険です。

取扱代理店

ノバリ株式会社 三河オフィス
〒445-0072  西尾市徳次町宮廻 15 - 1 メゾン白山 101号
TEL 0563-57-1288  FAX 0563-57-1233

引受保険会社

Chubb損害保険株式会社（チャブ保険） www.chubb.com/jp
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スマートフォンから簡単確認▶

ヤマハ発電機のさらに詳しい情報は…
https://www.yamaha-motor.co.jp/generator/

良質な電気供給と軽量、低騒音を実現した
インバータシリーズ

ヤマハインバータ発電機

157,300円
（税抜き 143,000円）

メーカー希望小売価格（税込） 140,800円
（税抜き 128,000円）

0.9kVA
［50/60Hz］

定格
出力

メーカー希望小売価格（税込） 217,800円
（税抜き 198,000円）

メーカー希望小売価格（税込）

223,300円
（税抜き 203,000円）

2.5kVA
［50/60Hz］

定格
出力

メーカー希望小売価格（税込） 389,400円
（税抜き 354,000円）

2.8kVA
［50/60Hz］

定格
出力

メーカー希望小売価格（税込） 523,600円
（税抜き 476,000円）

4.0kVA
［50/60Hz］

定格
出力

メーカー希望小売価格（税込） 594,000円
（税抜き 540,000円）

5.5kVA
［50/60Hz］

定格
出力

メーカー希望小売価格（税込）

278,300円
（税抜き 253,000円）

2.0kVA
［50/60Hz］

3.8kVA
［50/60Hz］

定　格
出　力
並列運転時
定格出力

メーカー希望小売価格（税込）

1.6kVA
［50/60Hz］

3.0kVA
［50/60Hz］

定　格
出　力
並列運転時
定格出力

EF900iSGB2
カセットボンベを燃料とする
簡単操作の非常用電源

EF900iS
軽量12.7kg
コンパクト&静音設計

EF1600iS
可搬性に優れた軽量20kg
並列使用で高出力化に対応

EF2000iS
アルミダイキャストフレーム採用で軽量化
並列使用や二段積み保管可

EF2500i
軽量ボディ29kg、
2.5kVAの高出力

EF2800iSE
高出力＆静音設計
移動も楽なキャスター装備

EF4000iSE
ツインバー、大型キャスター装備で
優れた可搬性能

EF5500iSDE
単相100V/200Vの
同時出力を実現

並列運転
機能

並列運転
機能

プロユースと非常用バックアップに
対応する高出力と連続運転時間を確保

アクセサリー（別
売）の並列コードを
使用することで、
3.6kVAの取り出
しも可能に。

1.8kVA[50/60Hz]

3.6kVA[50/60Hz]
並列運転時定格出力

定格出力

メーカー希望小売価格（税込）

233,200円（税抜き 212,000円）

並列運転
機能

プロユースと非常用バックアップに
対応する高出力と連続運転時間を確保

◎スマートコック採用
エンジンスイッチと燃料コックを併せ、始動を容易に

◎始動に役立つ「ブーストモード」機能
大きな起動電力が必要な機器の始動に対応

0.9kVA
［50/60Hz］

1.8kVA
［50/60Hz］

定　格
出　力
並列運転時
定 格 出 力

※カセットボンベは
　別売です。

並列運転
機能

メーカー希望小売価格には消費税（10%）が含まれています。  ・価格は参考価格です。詳しくは販売店にお問合せください。



　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法施行令の改正に

より、低濃度 PCB 廃棄物の処分又は処分の委託期限が 2027 年（平成 39 年）3 月

31 日 までとなりました。

　絶縁油中の PCB 分析においては、豊富な経験、実績及び多くの知見がございます。 

是非、当社をご利用ください！ 



自家発電設備のトータルサポート
自家発電設備の点検・メンテナンス ＋ 擬似負荷試験

トータルにサポート

非常電源・消防設備の保守管理会社
蓄電池設備・発電機設備・消防設備の販売・工事・整備・メンテナンス

相互電池産業株式会社
457-0835 名古屋市南区西又兵ヱ町3-3

TEL 052-614-7551 / FAX 052-614-7555 URL http://www.sougo-ds.co.jp

お気軽にお問合せ下さいませ。







株式会社
ダイセキ環境ソリューション

住所

●お問い合わせ●

TEL : 052-819-5314 FAX : 052-819-5315

e-mail : n_ohiwa@daiseki-eco.co.jp （営業事務：大岩）

自社積替保管施設を活用し、
効率的な収集運搬を行います！

ＰＣＢ廃棄物の問題に、
調査から処分まで一貫してご対応！

大型機器
解体

ＰＣＢ不含
機器引取

不法投棄・
漏洩対策

・土壌等の環境調査
・汚染物の回収、仕分け

処分調査 分析

三相変圧器
○○式

○○電機(株)
年製

・銘板調査
・ＰＣＢ分析

収集運搬行政対応

保管届出書

・届出等提出
・行政相談

ＰＣＢ廃棄物処分までのコンサルティング

安定器等
荷姿登録

機器引出

・屋上や地下、倉庫奥
にある機器の引出

・積み合わせと積替保管による効率化

・特高トランスなど
大型機器の解体

・ 基準値
以下の機器も引取

・ 搬入荷姿登録
・計量、詰替、書類作成

愛知県名古屋市瑞穂区明前町8-18

　
富士LBS用：スズクロールNO.2、LT-1

エアナジーサポートＬＢＳ用：サンライトＮＯ．２　東芝ＶＣＢ用：Ｂ９グリース
日立VCB用：Ｆ－６４２グリース　三菱VCB/LBS用：MG702P、XA-G031

ＶＣＢ/LBSに対し、メーカー様が推奨
しないグリースを安易に使用しますと
グリースを変化させ、不具合を助長します。
ハンドルが、空転してしまう投入不具合も
間違ったｸﾞﾘｰｽ/基油の追加が主な原因
です。東芝、三菱、富士（現固定型用）、
エナジーサポートのセットが標準ですが、
他に別の富士（現引出型、旧固定型用：
ﾍﾟｰｽﾄｽﾌﾟﾚｰ）や、日立用F-642基油、
東芝用潤滑油100ml　20mlｵｲﾗｰ等の
単品販売も行っていますので、お問い
合わせ下さい。

　　　

VCBの更新時に便利な
三社共用互換板(ＫＶ－
ＴＮU０１)や互換ﾍﾞｰｽ
（KV-BA□□）も販売
しています。
担当則武継雄 noritake@kec-future.com

本　　　　 社／〒105-0012　東京都港区芝大門2丁目10番1６号　TEL：03-3432-2848（代表）　FAX:03-3432-2084
群馬営業所／〒370-0044　群馬県高崎市岩押町11-3水沢ﾏﾝｼｮﾝ102号室　　TEL： ０２７－３８８－１４３８　　　　　 　FAX:０２７－３８８－１４３９
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ://www.kec-future.com

株式会社 ケーイーシー

新発売

標準セットA：KS-G01A（１５単位セット）

他にKS-G01B（日立用Ｆ－６４２グリース抜き）、KS-G01C（30単位セット）あり

ＫＳ  ＶＣＢ/ＬＢＳグリースキット
保守用グリースは絶対にメーカー指定品使用を厳守下さい！



＜ご注文・お問い合わせ先＞

〒108-0075 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル7F           
TEL : 03-6718-3717 FAX :  03-6718-3708

※記載しているサービス仕様に関しては、今後お断り無く変更することがございます。あらかじめご了承ください。

コミュニティソリューション事業本部 モニタリング事業統括部

詳しくはＱＲコード
からアクセス↓

Point
位相設定が簡単！

位相記憶機能で空きブレーカ
がなくても安全簡単に
位相設定が行えます

Point
自己診断機能で

月次・年次点検が簡単！
警報動作電流に対する

動作確認が簡単に行えます

Point

60分定期計測可能！

60分ごとに計測データを
送信します

Point

毎月のコストが安価！

通信料を固定性にし
より安くお使いいただけます

誰でも簡単に使いやすい新機能を搭載！

分かりやすい機器設定・管理しやすい工夫も充実！

機器設定マスタアドレス帳一括モニタ

Ior対応絶縁監視装置

※Ior計測には位相設定用ケーブル（別売）が必要です
※電源ケーブルは付属しておりません。お客様でご用意ください
※TrueR理論（特許第４１５９５９０号）は株式会社SoBrainが専用特許実施権を有する技術です



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14.6 cm 

◆ 8CH 対応で業界最小・最軽量（専用ソフト不要） 

◆ 工具不要で簡単に設置でき、ボタン１つ押すだけで計測開始 

◆ 現場や外出先から携帯やスマホのモバイル機器を使って装置の設定や現在値要求ができる（ＰＣでも可） 

◆ もちろん停電・復電の通報も可能（停電用バッテリ１個で平均２年持続） 

◆ 停電用バッテリは 006P アルカリ電池だからコンビニでも入手可（装置 1 台につき 1 個付属） 

◆ 漏電値はもちろん、バッテリ残量や電波感度も一目でわかる 

◆ オプションのアダプタ併用で C 成分をキャンセルした Ior 測定も可能（アダプタは後付け可） 

◆ NINJA 監視センターにて３年分のデータを保存 
 

漏電遠隔監視装置NINJA 

だからおすすめ！ NINJAはここがスゴイ！ 

小型軽量 
(アンテナ内蔵) 

モバイル機器から 

(ＰＣでも可) 

設定・現在値確認可 ８ＣＨ対応型 バッテリ 
長寿 

双方向通信 
対応 

とにかく 
簡単 総重量４６０ｇ 

通報項目               試験通報、漏電警報、警報復旧、停電、復電、定期、現在値、電波感度、GPS（緯度経度）

漏電監視 CH 数           最大 8CH（8 バンク） 

漏電計測範囲、精度    0-1000mA±5％F.S. 

設定方法             モバイル機器やパソコンから警報レベルや通報先などを任意設定可（専用ソフト不要） 

通信方式             無線通信方式（双方向通信対応、リトライ送信機能付） 

通報先数         最大 5宛先のメールアドレス宛に通報 

寸法、重量        W146mm×D38mm×H166mm（アンテナ内蔵）、総重量 460g（マグネット含む） 

入力電源、使用環境    AC100V、-20～60℃で結露なきこと 

取付電池、電池寿命    006P 型 9V アルカリ電池（1個付属）、電波感度良好な場所で停電通報連続 50 回以上可 

分割式 ZCT         φ22 ㎜分割式 ZCT（4m 長×2個付属）  ※オプションで 8m 長あり 

ネットワーク構成 

16.6 
cm 

8CH 対応型 

次世代通信機 4G タイプ搭載 

 

4G タイプの通信機を搭載した安価な小型装置 

設置や設定がとても簡単にできるシンプル＆ベスト機 

4G タイプ

石田エンタープライズ株式会社 http://www.iec-japan.com 
神奈川県厚木市岡田 3050 厚木アクストメインタワー5F TEL 046-220-2940 FAX 046-220-2941 

全国電気管理技術者協会 

認証機器 

[警報] ABC 工場 
IP 100.70 
 
CH1   15mA 
CH2  240mA 漏電 
CH3   31mA 
CH4    4mA 
CH5    0mA 
CH6    0mA 
CH7    0mA 
CH8    0mA 
 
BATT    9.0V 
電波感度 100% 
2019/01/01 12:00:00 

ＩＮＴＥＲＮＥＴなど 無線 

NINJA監視センター 

東京電気管理技術者共済会 推奨機器 に認定 



絶縁油の P C B 分 析

●　電気技術管理者のための簡単検査シリーズ　●

お問い合わせは 電話 「トレイス 絶縁油」で検索

TRASE
corporation

〒501-6257 岐阜県羽島市福寿町平方2丁目52番地
TEL 058-398-6566 FAX 058-398-6525

mail main＠trase.co.jp株式会社 トレイス
環境計量証明事業所

高濃度用、中濃度用、低濃度用

価格 各￥３ （税込）

全酸価簡易測定試薬 フルフラール簡易測定試薬

（財）中部電気保安協会 特許第3264427号
特許第4280189号

特許商品

価格 ￥４， ００（税込）

※送料は全国どこでも何個でも一律 ¥ （一部離島は除きます）

絶縁油に関する測定をサポートします！

★★採油容器等は無料で提供いたします★★

●お気軽にお問い合わせください●

各 種 試 験

これらの商品は上記QRコード
「楽天市場ミノクニ商店」
でも購入できます。

https://item.rakuten.co.jp
/led-neworder/c/0000000498/

【測定項目の一例】

◎油中ガス ◎絶縁破壊電圧 ◎全酸価 ◎水分 ◎体積低効率

◎誘電正接 ◎フルフラール など

☆☆変圧器の絶縁油交換受付中☆☆

試料 ￥ （税込）
※中部電気管理技術者協会会員様特別価格で受付中

機器の廃棄処分も受け付けています

変圧器管理のための絶縁油測定





編集後記
各県に適用されているまん延防止等重点措置期間と重なり私たちの編集日程にも少なか
らず影響をうけましたが委員一同力を合わせ広報誌の編集に取組みました。さて、当協会
会長の挨拶のとおり本年 2022 年は協会法人化 40 周年行事を控えております。法人化前の
活動を含めますと 55 周年になり、関係各所様には大変お世話になりました。これまで係
わられました諸先輩方の皆様には今ある私たちは皆様方の経験と実績のおかげであると感
謝申し上げます。また次の 10 年先を見据えつつ、またいつも通り広報では随時原稿を募
集していますので協会本部までどしどしご応募お待ちしております。随筆、回想録、試験
備忘録、旅行記、趣味やご意見等会員皆様方のお知恵を拝借してこれからも広報誌の発行
に邁進していきます。

（広報副委員長　　山口　貴史）

広報委員会・スタッフ
委員長　浦田　道生　　　　副委員長　山口　貴史

協会の窓グループ 職場と電気グループ
担　当 支	部	名 氏　　名 担　当 支	部	名 氏　　名

幹 事 岐阜西濃 山　口　貴　史 幹 事 三 重 倉　田　隆　史

副幹事 愛知三河 杉　浦　裕　一 副幹事 愛知三河 神　谷　吉　司

委 員 名古屋南 阿　部　　　隆 委 員 名古屋南 小　島　　　博

〃 〃 森　山　　　明 〃 名古屋北 渡　邉　仁　士

〃 岐阜東濃 藤　本　榮　一 〃 愛知尾張 春日井　治　俊

〃 長 野 新　村　雅　敏 〃 愛知三河 鈴　木　真　吾

〃 静 岡 清　水　富　男 〃 静 岡 三　井　博　正
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堀清ビル 3階
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ホームページ　http://www.eme-chubu.or.jp/

印刷·製本	 株式会社　津　　田
〒451-0064	 名 古 屋市西区名西 2 － 34 － 7

TEL（052）522-1321
FAX（052）522-5002

－ 46 －



受託契約対象区域と会員数

支部：
名古屋南／名古屋北／愛知尾張／愛知三河
岐阜西濃／岐阜東濃／三 重／静 岡／長 野

令和4年2月末日現在
会 員 数　　536名

愛知尾張
33名

岐阜西濃
48名

岐阜東濃
33名

長　野
66名

静　岡
105名

愛知三河
69名

名古屋北
43名

名古屋南
74名

三　重
65名

一般社団法人

中部電気管理技術者協会
山 田 英 司
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必ず検電しよう。
予定外作業はやめよう。
作業責任者の指示に従おう。

安全作業の基本を守ろう
頭上、足下に注意しよう。
ヘルメットを着用しよう。

ＴＢＭの励行！
ＫＹの励行！

ＴＢＭ（ツールボックスミーティング）
：これから行う作業の内容、注意点などに
ついて全員が話し合うこと。
ＫＹ（危険予知）
：作業現場に潜む危険を予想、指摘し、
あらかじめ災害の因子を排除すること。

一般社団法人

中部電気管理技術者協会
名古屋市千種区高見二丁目 13 番 14 号
郵便番号 464-0073　　　 堀清ビル 3 階
TEL（052）762－2838（代表）
FAX（052）762－6345
ホームページ：ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｅｍｅ-ｃｈｕｂｕ．ｏｒ．ｊｐ/

「阿木川ダム」　会員撮影
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