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サンサンロード沿いの
ゆんたく処（沖縄県南城市）

南城市の東海岸側を走る約2㎞の「サンサンロード」は、太

陽がサンサンと降り注ぎ、青い海と空に、緑の木々が映える沖

縄らしい風景の道路です。信号がないので、爽快なドライブ

やサイクリングが楽しめます。

サンサンロード沿いには、所々に休憩スポットがあり、地元

の人々が椅子を置いてゆんたくしたり、休憩したりなど憩い

の場となっています。

サンサンロードからは、「安座真港」や「あざまサンサンビー

チ」が見え、フォトジェニックな撮影スポットとしてもおススメ

です。また、神の島と呼ばれる「久高島」から昇る朝日の絶景

も望めます。
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　改正省エネ法などのエネルギー関係束ね法が、参議院本会議で可決、成立しました。2050年カーボンニュートラ
ル、温室効果ガスの30年「46％減」達成に向け、エネルギー需給構造転換を後押しします。需要家の非化石エネル
ギー転換や再生可能エネルギー出力制御の低減、水素・アンモニアの確保、利用などを促進します。一部項目を除き、
23年４月に施行されます。
　束ね法は、省エネ法、エネルギー供給構造高度化法、ＪＯＧＭＥＣ（石油天然ガス・金属鉱物資源機構）法、鉱業法、電
気事業法で構成されます。参議院経済産業委員会は付帯決議で、エネルギー安全保障や安定供給の取り組みとし
て、蓄電池の活用などに加え、ヒートポンプの導入拡大支援を明記しました。
　このうち省エネ法は、正式名が「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」から「エネルギーの使用の合理化及
び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」となりました。脱炭素を見据え、エネルギーの定義を見直し、合理化
対象に非化石エネルギーを追加。一定規模の事業者には、非化石エネルギー転換に関する中長期計画や定期報告を
課します。上げＤＲ（デマンドレスポンス）などを促進するため、電気事業者に対し、需要最適化を促す料金整備の計画
などを求めます。今後、総合資源エネルギー調査会の省エネルギー小委員会などで詳細設計を進めます。
　高度化法は、正式名から「非化石エネルギー源の利用」が削除され「エネルギー源の環境適合利用」を加えまし
た。水素・アンモニアが加わり、二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）付き火力も法律上に位置付けられました。原子力、再
エネと同様、証書化して小売電気事業者の非化石電源比率向上に利用できるようになる方向です。詳細は告示な
どで定めます。

　ＮＴＴデータ、日新システムズ、沖縄電力関連会社のネクステムズ（浦添市）はこのほど、分散型再生可能エネル
ギー（再エネ）電源のデータを収集、可視化、分析する実証実験を、沖縄県宮古島で行うと発表しました。
　期間は2022年７月から23年３月まで。３社共同で再エネを最大限に活用するための技術を確立し「脱炭素
先行地域」を目指す全国の自治体にソリューションを提供していく考えです。
　ネクステムズは、沖縄電力グループの出身者が2018年に設立。21年に沖縄電力が出資しています。エリア内
の電力需給状況をリアルタイムで把握し、太陽光発電設備の発電量などを遠隔制御して需給バランスを最適化
する「エリアアグリゲーション」事業に取り組んでいます。
　今回の実証実験では、ネクステムズの太陽光発電（5000kW）、蓄電池、電気自動車（ＥＶ）などの分散型再
エネ電源機器について、日新システムズの計測・通信機器を使って情報を取得します。これをＮＴＴデータの高
度な情報流通基盤と連携させて、電力需要や供給量などを可視化。エリア単位での再エネ自給率を把握・分析
します。
　「特定地点における太陽光発電所の設置余地」といった情報を可視化することで、再エネ導入や地産地消の拡
大を支援します。
　３社は実証結果を踏まえ、島しょに限らず「脱炭素先行地域」を目指す自治体にソリューションを提供できる体
制を整えていく方針です。
　将来的には「レジリエンスの強化」「暮らしの質向上」など、分散型再エネ電源機器のデータを活用した、新たな
サービス展開も想定しています。

エネ束ね法が成立、来年４月施行。
需給構造転換を加速／政府

分散型再エネ最大活用へ情報可視化
宮古島で実証／ＮＴＴデータなど３社
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図 1　月別の熱中症　救急搬送人員数

図 3　2017年～2021年の熱中症の発生場所の割合

住居
40%

仕事場①
11％

仕事場②3％
教育機関 6％

公衆（屋内）
8％
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12％

道路
15％

その他
5％

図 2　年代別の熱中症　救急搬送人員の割合

高齢者 
52.16％成人

35.12％

少年
11.88％

乳幼児 0.83％ 新生児
0.01%

住居 敷地内全ての場所を含む
仕事場① 道路工事現場、工場、作業所等
仕事場② 田畑、森林、海、川等
教育機関 幼稚園、保育園、小学校、中学校、 高等学校、専門学校、大学等

公衆(屋内) 不特定者が出入りする場所の屋内部分（劇場、コンサート会場、
飲食店、百貨店、病院、公衆浴場、駅(地下ホーム)等

公衆(屋外) 不特定者が出入りする場所の屋外部分 （競技場、各対象物の
屋外駐車場、野外コンサート会場、駅(屋外ホーム)等

道路 一般道路、歩道、有料道路、高速道路等
その他 上記に該当しない項目
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エアコンを上手に使う
体に直接当たらないように風向きを調整する

こまめに水分補給を行う
目安は１日 1.2ℓ

すだれやカーテンで
直射日光を遮る

換気をして屋外の
涼しい空気を入れる

窓とドアなど
2カ所開ける

温度・暑さ指数
を確認する

扇風機や換気扇
を併用する
長時間、風が体に直
接あたらないように
注意しましょう。

　総務省消防庁の過去 5 年間の統計データによる
と、全国で 6月～ 9月の間に救急搬送された人数
は約 32 万人で、特に7月から急増しています。
　人員の内訳では、高齢者が最も多く全体の 52％
を占めています。また、発生場所は住居が 40％を

占めており、劇場やコンサート会場、飲食店、病院
などの公衆 ( 屋内 )でも 8％の人が熱中症にかかっ
ていることから、屋内でも熱中症にかかるリスクが
高いことが分かります。

　2020 年の東京都 23 区における熱中症による死
亡者の 9 割が、65 歳以上の高齢者でした。その
うちの約 9 割が屋内で死亡しており、屋内で死亡
した人の 9 割がエアコンを使用していなかったこと
が、調査で分かっています。（計200人速報値）
　高齢になると、体温の調節機能や感覚機能が衰
えるため、体温が上昇していてもうまく体が対応で

きず、体温を下げられなくなったり、暑さや喉の渇
きを感じにくくなったりします。また、体内の水分
量が若年層より少ないことも熱中症になりやすい一
因です。
　高齢者がいる家庭では、家族がエアコンの使用
や水分補給を促すように心がけることが大切です。

熱中症を予防するために、おうちでは以下のポイントをチェックしましょう。

身近な電気安全  その 41

7月から急増！「おうち熱中症」に要注意！

熱中症は7月に急増！高齢者に多く発生！

高齢者は熱中症になりやすい？！

おうち熱中症を予防するには？

資料出所：ＮＩＴＥ製品安全センター（独立行政法人　製品評価技術基盤機構）／ 厚生労働省・経済産業省・環境省「高齢者のための熱中症対策」

　気温が高まる夏に注意しなくてはいけないのが、熱中症。特に屋内で発生する「おうち
熱中症」です。総務省消防庁の過去5年間の統計データによると、熱中症は7月に急増し、
約4割が住居で発生しています。
　2022年の夏は例年より気温が高くなる予報が気象庁から発表されています。「おうち熱
中症」を防ぐには、どのようなことに気をつけたらいいでしょうか。

高齢者が熱中症になりやすい原因高齢者が熱中症になりやすい原因

75% 60% 50%

体内の水分が不足しがち体内の水分が不足しがち

暑さに対する感覚機能の低下暑さに対する感覚機能の低下

暑さに対する体温の調節機能の低下暑さに対する体温の調節機能の低下

我慢をする我慢をする

高齢者は体内の水分量が少ない上、老廃物を排出する際に
多くの尿が必要。

加齢により、暑さや喉の渇きに対する感覚が鈍くなる。

体に熱がたまりやすく、暑い時には若年層よりも循環器系への
負担が大きくなる。

「トイレの回数をおさえたい」「周囲に迷惑をかけたくない」と
水分補給やエアコンを控え我慢する。

体内の水分量

小児

その他
水分量

成人 高齢者
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ビジネスからリゾートまで幅広いニーズ
に対応
　「アクセスの利便性と非日常的な南国リゾート感を併

せ持つ新しいホテル」というコンセプトのもと、2021

年 12 月 1 日に宜野湾市大山にグランドオープンした

「The Grand Hotel Ginowan」。南国のリゾート感とビ

ジネスの利便性を併せ持ち、観光客だけでなくビジネ

スパーソンも気楽に利用できる新しいタイプのホテル

です。

　「那覇と北谷の中間に位置する観光地ではない宜野湾

市に宿泊する付加価値を提供したいと思っています」

と話すのは総支配人の西辻󠄀敏さん。国道 58 号沿いに立

地する The Grand Hotel Ginowan は、那覇へも北谷へ

も抜群のアクセスとロケーションで、沖縄観光の新た

な拠点になることを目指しています。

　部屋数は全 82 室で、ビジネスホテルには珍しい全室

バルコニー付き。客室の 8 割はオーシャンビュールー

ムとなっており、青い海や水平線に沈むサンセット、

週末には夜空を彩る花火が望めます。また、最上階の

７階は全室オーシャンビューで、今後クラブフロアと

して販売計画中。スイートルーム 2 室の他、他フロア

よりも広めの部屋があり、スパークリングワインや赤

ワインなどの飲み物が無償提供され、ラグジュアリー

な滞在が楽しめます。

　また、レンタカーや自家用車がなくても移動できる

ように、電動自転車のレンタルサービスをスタート。

自動車とは違う、新たな沖縄の魅力を発見できます。

　「那覇のビジネスホテルや北谷のリゾートホテルとは

違った滞在を経験していただきたいですね」と西辻󠄀さ

んは語ります。

ホテル内のカフェでは最高級品の豆を使用したコーヒーを
提供

レストランTEECH(ティーチ)のランチビュッ
フェでは約 60 種類のメニューが楽しめる

バルコニーからは、宜野湾と
北谷の景色が一望できる

琉球海炎祭もバルコニーから独り占めで
きる

バルコニーから望むサンセット

沖縄県内の離島の方や遠方の方にもお
すすめ
　コンベンションセンターでイベントがあるときはも

ちろん、観光にもビジネスにも対応可能な The Grand 

Hotel Ginowan ですが、琉球大学病院まで車で約 20

分という立地のため、北部や離島在住で大学病院に通

院される方にもおすすめとのこと。また、遠方から宜

野湾に来た際に、代行を利用するよりも宿泊するほう

がお得な場合も。なかには、引っ越しの合間の数日間

宿泊される県民の方もいらっしゃるそうです。「さま

ざまな利用方法で県民の皆さま方にも気軽にご利用い

ただきたいと思います」と西辻󠄀さん。

　宿泊のご予約は、沖縄県民限定でお得なサービスが

受けられる「ちゅらとく」サイトや、県民以外でもお

得な公式ホームページからの予約がおすすめです。

沖縄の自然を守るエコクリーン活動に
注力
　観光立県である沖縄の豊かな自然は、重要な観光資

源の１つになっています。そのため The Grand Hotel 

Ginowan では、環境への取り組みに力を入れています。

　掃除や洗濯をすることで汚水や二酸化炭素が排出さ

れるため、ゲストには 3 日に 1 回の清掃をお願いし、

ご賛同いただいた方には、ドリンクのサービスを行っ

ているそうです。

　また、シャンプーやコンディショナー、ボディソー

プなども自然に優しい商品をセレクトしています。

　西辻󠄀さんは、「沖縄の美しい自然を求めてお客様が

お越しになるので、その自然を守り後世につなぐこと

も私ども地元ホテルとしての使命だと考えておりま

す」と語ってくれました。

 アクセスの利便性と南国リゾート感を併せ持つ新ホテル

お客さま訪問お客さま訪問

T
ザ

he G
グ ラ ン ド

rand H
ホ テ ル

otel G
ギ ノ ワ ン

inowan

ピーちゃんの

〒901-2223 
沖縄県宜野湾市大山3丁目5番1号
TEL.098-898-7700

今回の
訪問先 T

ザ

he G
グ ラ ン ド

rand H
ホ テ ル

otel G
ギ ノ ワ ン

inowan

総支配人の西辻󠄀敏さんとシニアオペレーショ
ンマネージャーの田中秀典さん

スーペリアツインルーム 宜野湾市大山の国道 58 号沿いに立
地しており、ファミリーマートが目印

　　©©OCVBOCVB



令和３年度に実施しました電気使用安全意識に
関するアンケート調査の結果について、概要をご紹介します。

電気安全意識に関する
アンケート調査結果の概要

実施期間
調査方法

回答数

□アンケート結果から□

令和4年２月～令和4年３月
保安管理業務のお客さま及び定期調査業務対象のお客さまから無作為に抽出した計
850名の方に回答をお願いし、調査を実施しました。
257件

　　電気に関する安全行動についてお聞きしたQ1からQ6まで 6つの設問のうち3つの回答で「はい」（安全行動をして
いる）の比率が増えました。設問のうち「いいえ」がもっとも多かったのは「ときどきプラグを掃除している」に対する回答でし
た。プラグの掃除は、長期間のほこりの蓄積が原因で発火に至ることもある『トラッキング現象』を予防するために定期的に行
う事が推奨されています。
　『トラッキング現象』をご存じの方が 6 割近くいらっしゃるのですが、プラグまわりの掃除を励行されている方が、それより
少ない結果となっています。
　定期的にコンセントからプラグを抜いて、乾燥布で拭き取る等の清掃を行いましょう。また、使用していない電気製品
はコンセントから抜いておきましょう。
　弊協会では、電気安全相談所を併設しております。電気のご使用に関する相談、省エネ・節電に関する相談など、ご遠
慮なく下記までご連絡ください。

電気安全相談所（那覇支店業務グループ） ＴＥＬ：０９８－８６６－００５５

Q1タコ足配線をしない
ように気をつけている。

■はい　■いいえ　■無回答

Q7省エネ等についてお伺いします。

Q8弊協会のテレビＣＭやラジオＣＭをご存じですか？
■見たことがある・聴いたことがある　■見たことがない・聴いたことがない　■無回答

※ 弊協会は8月の「電気使用安全月間」にテレビCM・ラジオCMと、2月の「省エネルギー月間」に
    テレビCMを放映しています。

■している　■していない　■無回答

本調査結果は、今後の広報活動に活かしてまいります。
アンケートにご協力いただき、大変ありがとうございました。

(1) ご家庭では、省エネ・節電を意識して行動していますか？

92.2％

7.4％ 0.4％

(2)  「している」と答えた方、具体的にどんなことをしていますか？（複数回答可）

LED 照明への交換

省エネ家電等への買い替え

使い方の工夫

スイッチのこまめなオン・オフ

その他

興味がない

方法がわからない

お金がかかるから

その他

(3) 「していない」と答えた方、それはなぜですか？

86％

34％ 57％ 9％

12％

2％

テレビCM

ラジオCM

81%
（対前年3ポイントアップ）

98%
（対前年同じ）

18%

Q2アースが必要な機器には
必ずアース線を取り付け
ている。

■はい　■いいえ　■無回答

Q3傷んだプラグやコンセント
を使わないようにしている。

■はい　■いいえ　■無回答

Q4ぬれた手でプラグに　　　　　　　　　　　　　　
ふれないようにしている。

■はい　■いいえ　■無回答

Q5ときどきプラグを
掃除している。

■はい　■いいえ　■無回答

Q6「トラッキング現象」という言葉について

■知っている　■知らない　■無回答

1% 1%

75%
（対前年3ポイントアップ）

22%

3%

48%
（対前年6ポイントダウン）51% 65%

（対前年6ポイントアップ）

34%

94%
（対前年1ポイントダウン）

5%
1%

1% 1%

1%

テレビやラジオのCMもチェックしてくださいね！

使わない機器の

プラグはコンセントに

入りっぱなしに

なっていませんか？

令和３年度

　　　　 　　　62％

　17％

　23％

　　　　　　　　　82％

3％

11%

53%

16%

26%
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夏季の省エネルギー対策について夏季の省エネルギー対策について

　家電機器、OA機器等のエネルギー消費機器の購
入に当たっては、米国環境保護庁が定めた国際エネ
ルギースターロゴ［図1］の表示や省エネ型製品情
報サイト［参照1］等を参考としつつ、省エネルギー
性能の高い機器の選択に努めること。

　無駄な開閉を控えるとともに、開閉は手早く行うこと。食品の傷みに
注意しつつ、適切な温度設定とすること。放熱スペースの確保のため、
周囲と適切な間隔を空けて設置すること。

　不要な照明はこまめに消灯すること。

● エネルギー消費効率の高い機器の選択・購入

● 電化製品の効率的な使用
・冷蔵庫に関すること

・照明に関すること

　部屋の明るさに合わせた適切な明るさで視聴するとともに、
視聴しない時はこまめに消すこと。　

・テレビに関すること

　適切な室温管理（冷房の場合は室温28度目安）をすること。エア
コンのフィルターの掃除はこまめにすること。なお、新型コロナウ
イルス感染症を予防するため、換気扇や窓開放によって換気を確
保すること。また、熱中症を予防するための対策等を実施すること。

　自動車を利用する場合には、エコドライブ10のすすめ
（自分の燃費を把握する、ふんわりアクセル、減速時は早め
にアクセルを離す、ムダなアイドリングはしない、タイヤの
空気圧を適正に保つ等）の実践、交通渋滞の軽減に資する
システムの利用（VICS及びETC2.0サービスの活用等）等
とともに、自動車の利用をできる限り控えることにより省エ
ネルギーに努めること。また、バイオマス燃料や合成燃料等
温室効果ガスの排出の少ない燃料の選択、使用に努めるこ
と。

　通勤及び業務時、並びに休暇におけるレジャー等に
おける移動については、できる限り鉄道、バス等の公共
交通機関を利用すること。また、近距離の移動について
は、徒歩や自転車での移動を図ること。
　道路交通混雑の緩和のための時差通勤の促進に積極
的に取り組むこと。
　なお、公共交通機関の利用に当たっては、会話は控えめにし、混んでいる時間帯の利用は
避けること。

・冷房に関すること

　ガスコンロは、炎が鍋底からはみ出さないように調節すること。炊飯器は、タイマーを
上手に使うなどにより、なるべく保温時間を短くすること。

・調理に関すること

　シャワーは不必要に流したままにしないこと。入浴は間隔をあけずにし、追い焚きの
回数を減らすこと。

・給湯に関すること

「夏季の省エネルギーの取組について」を決定しました　
https://www.meti.go.jp/press/2022/06/20220610002/20220610002.html
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(経済産業省ウェブサイトより)

[参照１] 資源エネルギー庁ホームページ（省エネ型製品情報サイト）https://seihinjyoho.go.jp/

● 公共交通機関の利用の促進

● エコドライブの実践

[図1] 国際エネルギースターロゴ

　６月から９月まで、夏季の省エネルギー対策を促進するため省エネルギー・省資源対策推
進会議省庁連絡会議が開催され、「夏季の省エネルギーの取組について」が決定されました。
　省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議は、関係政府機関で構成され、毎年、エ
ネルギー消費が増加する夏と冬が始まる前に開催されています。
　令和４年度夏季については、政府自らが率先して取り組むとともに、これまで以上に各方
面に省エネルギーへの取組を呼び掛け、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
に留意し、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」の実践例を参考にしつつ、国、
地方公共団体、事業者及び国民が一体となった省エネルギーに関する取組をより一層推進
することとされています。無理のない範囲で省エネ対策を実践しましょう。

～６月から９月は夏季の省エネキャンペーン～
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当協会の主な活動

安全で快適な電気のご使用のために、電気設備の安全調査にご協力をよろしくお願いします。
なお、この安全調査では、お客さまから手数料をいただくことはありません。

　ご家庭、小規模なビル・工場などの電気設備の保安責任は、その設備の所有者または使用者自身
にありますが、一般の方々は電気知識が必ずしも十分でないため、 電気事業法では、電力会社は定
期的に設備の調査を行い、その結果を使用者に通知するよう定められています。弊協会は、経済産
業省の登録機関として沖縄電力株式会社から委託を受けて４年に１回調査を実施しています。

絶縁抵抗測定漏れ電流測定

端子ねじの緩みの確認

調査結果の報告

アース線の取付確認

● ご不在の場合

● 屋内の調査
【漏電の調査】
　漏れ電流計や絶縁抵抗計を用いて、漏電の
有無を確認します。
　基本、無停電による漏れ電流測定での漏電
の有無を確認しますが、基準値（1mA以上）を
こえた場合は、お客さまに停電の了解を得て、
屋内分電盤で絶縁抵抗測定を行います。
【分電盤内の点検】
　ブレーカーに接続している電線の状況の確
認、また、加熱による変色、端子ねじの緩みな
どがないかを確認します。
【問診】
　お客さまとの対話を通して、電気をご使用
になる上でお困りのことやご相談を承ります。
　また「電気使用安全パンフレット」を用いて
電気の安全な使い方などのアドバイスを行
います。
【調査結果の報告】
　調査結果をお知らせします。不適合箇所が
あった場合は、お客さまから電気工事店に依
頼して改修していただき、後日、お客さまか
らご依頼がありましたら、再調査にお伺いし
ます。

　ご不在の場合は、屋外の電力量計（メーター）などに
て漏電調査を行います。
　また、結果のお知らせと「電気使用安全パンフレット」
を配布します。

● 屋外の調査
電力量計(メーター)や引込口配線、屋外配線などに異常がないか、目視により
点検を行います。

月は電気使用安全月間です月は電気使用安全月間です88
令和４年度　経済産業省 主唱
●日常の暮らしの中で、電気を安全に、上手に使いましょう
●自家用設備は、適切な保守点検と計画的な更新で電気事故を未然に防ぎましょう
●地震、雷、風水害などの自然災害に備え、日頃から電気の安全に努めましょう
●電気事故防止のため、身近な配線・コンセントを確認してみましょう
●無資格の電気工事は危険ですので、必ず有資格者に相談しましょう

　夏場は暑さにより注意力が散漫になりやす

いことや、肌の露出が多く、汗をかくことで

電気が流れやすい状況になるため、感電事故

が発生しやすい傾向にあります。

　昭和 56 年に通商産業省（当時）の主唱の

もと、感電死傷事故発生の最も多い 8 月を「電

気使用安全月間」と定め、電気事故の未然防

止を図る目的で、電気使用の安全を啓発する

運動が全国一斉に展開されます。　　　　

　便利で身近な電気

を正しく安全にお使

いいただくために、

当協会もこの月間中

に「電気使用安全」

の啓発・ＰＲなどさ

まざまな活動を実施

します。

▲ 全国電気保安協会 令和４年度統一ポスター

電気安全講習会は無料で行っております。
ご要望の方は、保安担当者または業務部統括グループまでご連絡ください！
連絡先：TEL 098-866-4946 ( 代表 )

● テレビ CM、ラジオ CM、新聞広告　　● ポスターによる「電気使用安全」への呼びかけ

● 社会福祉施設など電気設備の無償点検及び簡易手直しの実施　　● お客さま訪問の実施

● 電気安全講習会の実施
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『電気の安全』
あなたとわたしの愛ことば
『電気の安全』
あなたとわたしの愛ことば

多くのお客さまに支えられ、おかげさまで 50周年を迎えることができました。
心より感謝申し上げます。
多くのお客さまに支えられ、おかげさまで 50周年を迎えることができました。
心より感謝申し上げます。

沖縄本島

久米島

宮古島石垣島

西表島

（S52）

（S54）

（S58）

（S47）

（S53）

（S53）

（現）中部支店

（現）久米島出張所
（現）北部営業所

（現）宮古営業所

（現）八重山営業所

（現）本店・那覇支店

今後とも変わらぬ
ご愛顧を賜りますよう
お願い申しあげます。

点検!

 7 月　　　変圧器の温度が異常に上昇していないか

 8 月　　　停電に備え、非常用発電機は正常か

 9 月　　　台風に備えて万全の備えを！

● 停電に備えて非常用発電機の点検
　台風や落雷の多い沖縄では、停電が発生しやすい
状況にあります。非常用発電機は、不意の停電に威
力を発揮します。
　非常用発電機がいざという時に正常に起動できるよ
う、起動用バッテリー、燃料、運転状態を点検します。
● 電動機の運転状態のチェック
　夏場は、気温の上昇によって放射効果が低減する
ため、電動機が過熱し損傷する場合があります。電
動機の過熱の有無、周囲の環境等の点検を行います。

       

● 変圧器の温度チェック
　夏場は冷房がフル運転するため、変圧器の温度が
上昇します。変圧器の温度が上昇すると絶縁の劣化
を早め、変圧器の寿命は短くなります。
　温度上昇を防止するには、換気扇や吸気口の点検、
変圧器の負荷電流のチェックを行い、赤外線温度計
にて温度測定を行います。
● 屋外の電線路の点検
台風シーズンに備え、屋外の電線路を点検します。

● 引込設備、変電所の点検
　９月は台風の接近が最も多い月です。暴風雨に備え
て、引込開閉器及び高圧ケーブルの状態、屋外キュー
ビクル（変電室）の屋根・扉の状態を点検します。
　また、屋外キュービクルは周囲にロープをかけ、扉
が強風で開かないようにしましょう。
　弊協会では、台風接近時も緊急出動体制でお客さ
まの電気設備の安全確保に努めます。
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一般財団法人

2 0 2 2年

夏季号
No . 2 9 5

▼ 身近な電気安全　その41　7月から急増！「おうち熱中症」に要注意！
▼ ピーちゃんのお客さま訪問　「The Grand Hotel Ginowan」
▼ 夏季の省エネルギー対策について

サンサンロード沿いのゆんたく処(沖縄県南城市)

ザ 　　　　　グランド　　　  ホテル 　　　　　　 ギノワン


