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旗頭（沖縄県那覇市）

沖縄の伝統的な行事の1つである「旗頭(はたがしら)」。昔

から、綱引き行事の時に応援として披露されていました。

旗頭は、村のシンボル・守り神のような存在で、それぞれの

地域の誇りです。装飾や色や形、旗に書かれた文字は村に

よって異なり、深い意味が込められているそうです。

旗頭は通常高さ7m～10m、重さ40㎏～60㎏で、地区によっ

ては70㎏近いものも。祭りでは、男性が1人で代わる代わる力

を誇示すべく高く持ち上げながら躍動させ、地域の威容をア

ピールします。

旗頭持ちを任されるのは、厳しい練習をこなして周囲に認

められた男性のみだったため、昔は、こーいむーく(乞われ婿)

といわれ、結婚相手として人気があったそうです。
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　製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）は、スマート保安技術の第１号案件として「高圧絶縁設備の常時監視
（技術区分：IoTセンサー）」を認定しました。
　特別高圧受変電設備において複数のセンサーによる常時監視を行う技術で、停電を伴う年次点検を
年１回から、３年に１回に延伸できます。「スマート保安技術カタログ」に初めて掲載され、同技術の普及
拡大が期待されます。
　スマート保安の普及拡大に取り組んでいる官民協議会では、技術の妥当性確認を行う場として「スマ
ート保安プロモーション委員会」を設けています。委員会は学識経験者で構成され、ＮＩＴＥが事務局を務
めています。事業者から申請があったスマート保安技術について、委員会が従来の電気設備保安技術を
代替できると判断した場合、同カタログに掲載されます。
　掲載される技術は、従来の電気設備保安技術を代替できるばかりでなく、設備の常時監視による保安
レベルの向上、保安点検経費の削減が見込まれると認められたものです。
　第1号となった技術は、特高受変電設備に、地絡過電圧、部分放電を検出する各センサーを設置して
高圧電路絶縁状態を24時間365日常時監視するものです。熱画像診断装置などの活線測定器類を活
用することで、無停電年次点検の導入を可能にしました。
　エネサーブ神奈川が清水建設の賃貸オフィスビル「メブクス豊洲」に適用しました。同カタログに掲載
されることで、ビジネスチャンスが広がると同時に、他社の参考事例として、技術の拡大が期待されます。

　電力・ガス取引監視等委員会の制度設計専門会合は、小売電気事業者の登録審査時に事業計画の
提出を求める方針です。これまでの審査は短期に焦点を当ててきましたが、中期的な事業継続性を申
請者に求めます。事業開始後も資金概況などの報告を求め、国がモニタリングすることで、事業者の
セルフチェックのきっかけとします。経営が悪化した際の一般送配電事業者による託送解約の進め方
などは、今後方向性を示します。
　監視委は、小売電気事業者の撤退増による社会的負担の抑制、需要家保護を図るため「事業開始
時」「事業開始後」「事業撤退時」の３段階に分けて対策の方向性を整理しました。
　事業開始時は、小売登録審査の強化で対応します。これまでは短期間に事業継続が困難にならな
いかを審査してきましたが、今後は資金見通しを含めた事業計画の提出を求めます。計画策定プロセ
スを通じ、市場リスク分析やリスク管理体制構築を申請者に促します。先物取引でヘッジされていな
い比率を一定の割合以下とするなど、ＫＰＩ（重要業績評価指標）の設定も求める方向です。
　事業開始後は、現預金の残高といった資金概況などを国に報告するように求めて、小売電気事業者
に経営状況のセルフチェックのきっかけを与えます。また、そうした情報から唐突な事業撤退の予兆
がみられた場合は、国による報告徴収などを活用して、需要家への影響の抑制策検討を当該の小売
電気事業者に求めます。保証金の確保といった社会的負担の抑制策は今後検討していきます。
　事業撤退時は、事業者判断による撤退と、一般送配電事業者による託送解約に伴う撤退の２パター
ンに分けて検討を深め、需要家のスイッチング期間確保や、託送料金の未払い増大を防ぎます。

特高受電の絶縁状態常時監視、
スマート保安技術の第１号／NITE　

小売電気事業、中長期の継続性確認へ。
審査時に事業計画、資金報告も／監視委
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図 1　2019年の重大事故件数（1,222 件）

625 件
（51%）

439 件
（36%）

75件
（６%）

83件
（7%）

電気製品
ガス機器
石油機器
そ の 他

資料出典：経済産業省「製品安全行政の動向について」（令和２年）
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　家庭での電気製品事故は、製品そのものに不具
合があったり、誤った使い方をしていたりして起き
ることがほとんどです。経済産業省によれば、身
の回りの製品による死亡・火災などの重大製品事
故は毎年約1,000 件程起きており、2019 年には
１年間で1222 件もの事故が発生しています。う
ち、燃焼器具（ガス機器・石油機器）による事故は
158 件、電気製品の事故が 625 件、その他製品
事故が 439 件となっており、電気製品の事故は全
体の 51％を占めています。（図１）
　もし製品そのものに欠陥や不具合があり、安全
に使用できない場合は、事故の発生・危害拡大を
防止するため、メーカーは製品を回収・修理・交換（リ
コール）しています。
　製品の経年劣化や、消費者の誤使用、不注意も

事故につながります。電気製品を買ったらまず取扱
説明書をよく読みましょう。「危険」「警告」「注意」
の表示には特に注意が必要です。思わぬ事故に巻
き込まれないよう、正しい知識を身につけましょう。

身近な電気安全  その 42

家庭での電気事故に気をつけましょう

生活にひそむ製品事故

事故事例

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）

生活を便利にしてくれるさまざまな電気製品。しかし、家庭で使う身近な製品によって、
死亡、火災、一酸化炭素中毒などの重大な事故が毎年約1,000件程度発生しているのをご
存じですか？　事故は、消費者による誤った使い方や不注意で発生します。油断せず、製
品を正しく使用することが事故を防ぎます。

コードや配線器具の事故が多発！こんな使い方していませんか？コードや配線器具の事故が多発！こんな使い方していませんか？

お使いの製品、リコールされていませんか？お使いの製品、リコールされていませんか？
未回収のリコール製品で事故が発生しています。お持ちの製品がリコール製品に該当していないか
NITEのホームページで確認しましょう。もしリコール製品に該当した場合は、直ちに使用を中止し、
事業者に連絡してください。事業者に連絡が取れない
場合は適切に処分をしてください。
https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/recall/search/

コードを束ねる、踏みつける、
引っ張って抜く

接続可能な最大消費電力を超え
て使用する

電源プラグをコンセントに挿
しっぱなしにしておく

自分で修理をする

　電子レンジを使用中、庫内から出火した。庫
内に食品かすなどの汚れが付いた状態で使用し
たため、食品かすが過熱され、炭化して焼損した
ものと推定。庫内やドアの汚れはこまめに清掃
しよう。また、食品の加熱のし過ぎも発煙・発火
の原因となりうるため注意が必要。

　使用中のこたつから発煙し、こたつ布団の一
部が焦げた。原因は、やぐらの中にこたつ布団
を押し込んでいたため、布団がヒーターの保護
カバーと接触し、焦げて発煙したもの。同様にや
ぐら内で洗濯物を乾かして火災になった事例もあ
る。電源コードの断線にもご注意。

　充電中のスマートフォンから異臭がし、充電ケー
ブルとの接続付近が焦げて指に火傷を負った。
ケーブルのコネクターに水分が付着しているのに
気づかず使用したことが原因。コネクターの金具
部分には汗や飲料水、ペットの尿など液体を付
着させないよう気をつけよう。

　ヘアドライヤーを使用中、電源コードの本体側
付け根付近から火花が出て、身につけていた衣
服とカーペットが焦げ、足にやけどを負った。使
用者はコードを折り曲げたり、ねじったり、引っ
張ったりして使っていたため、コードに負荷がか
かり芯線が断線して火花が出た。

　使用中の電気マットから発火し、周辺を焼損。
就寝時に、電気マットをベッドのマットレスの上
に置いて使用したことから、ベッドの沈み込みな
どでヒーター線がずれて重なり合い、異常発熱
したことが原因である。電気マットは他の暖房器
具と併用しないようにしよう。

レンジの「汚れ」から発火 レンジの「汚れ」から発火 

電気こたつで発煙電気こたつで発煙

充電中のスマートフォンで火傷充電中のスマートフォンで火傷

ヘアドライヤーから火花ヘアドライヤーから火花

電気ミニマットで火災電気ミニマットで火災

トラッキング現象とは、コンセ
ントとプラグの隙間に溜まった
埃が原因で火花放電が繰り返さ
れ、絶縁状態が悪くなって発熱
し発火することをいいます。電
源プラグをコンセントに差し込
んだまま使い続けていると、ト
ラッキング現象により火災にな
る危険性があります。

トラッキング現象に注意！
湿気

埃

ここからリコールの検索が
できます
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　「混ぜればゴミですが、分ければ資源になります。お

客さまのどのような要望にもお応えし、リサイクル率を

向上したい。それが自然を守ることに繋がります」と

下地社長は話します。

環境へのこだわりが企業の価値を上げる
　大武産業はリサイクルに携わる会社として、電気に

ついても再生可能エネルギーを使用しています。「通常

の電気料金よりもコストはかかりますが、再生可能エネ

ルギーで産業廃棄物を処理し、リサイクル原料を作るこ

とにこだわっています。それにより企業の価値が上がる

と思っています」と環境への強い想いを語る下地社長。

　「環境を守る意識の高い会社でありつづけたい」と

いう強い想いが、随所に感じられる大武産業では、会

社見学を受け付けています。「本当のリサイクルとは何

か？ 私たちが捨てたごみはどのように分類されて、リ

サイクルされるのか？ 焼却するのにどれだけの燃料を

使っているのか？」見て気づくことがたくさんありま

す。環境問題に関心のある方は、ぜひ、足を運んでみ

てください。

紙くずから石膏ボードまで、あらゆるも
のをリサイクル
　産業廃棄物運搬・処理業を行っている「有限会社 大

武産業」。家庭などから排出される一般のごみ ( 一般廃

棄物 ) として取り扱いができない木くず・紙くず・建

設廃材・繊維くず・廃プラスチック類、その他政令で

定められた廃棄物を引き取り、複数の工程を経てリサ

イクルへ回したり、リサイクルできないごみは焼却や

埋め立て処理を行っています。

　「環境への負荷を減らすことが私たちの使命です」と

話すのは代表取締役の下地武さん。他社では行ってい

ない石膏ボード ( 天井材 ) もリサイクルしていること。　　

石膏ボードは紙と粉に剥離され、紙はリサイクル紙へ、

粉は川底に溜まった泥土を固める固化材として再利用

されています。固化材は

他の物と違い、有害物質

とされる六価クロム化合

物を含まないため、環境

に優しいのが特徴です。

　また、木材や住宅を造

る際に出る木くずから、

パーチクルボード ( 床下

やベニヤの基となる ) の

原料となるチップも製造

しており、それが森林伐

採の減少にも繋がっています。

　さらに、他社では取り組みの少ない石炭の代替品と

なる材料の選別や、コンクリートの原料となるごみの

選別も行っています。

　「リサイクル率の向上とごみを原料に戻すことを意識

して仕事に取り組んでいます」と下地社長は語ります。

混ぜればゴミ・分ければ資源
　「お客さまのどのような要望にも対応する」ことを

モットーとしている大武産業。産業廃棄物には多くの

ものが混ざっており、分別は人力に頼らないといけな

いため依頼を断る業者もいるそうですが、大武産業で

は、大手企業から個人のお客さままで、どのような要

望にも対応しています。

「私たちが美しい自然を守ってい
ることに誇りを持っています」と
話す代表取締役の下地武さん

木くずから機械によりパーチクルボードの原料となるサイズ違いの 3
種類のチップを製造

今年４月に新設された「エコリサイクルセンター」。ここ
では人力と機械によるごみの選別と破砕を行い、リサイ
クル物として使えるようにしている

リサイクルのスタートは、人力によるごみの選別。24 時間シフト制
で行っている

4 月 1 日からオープンした社員食堂。さらに、「地域貢献活動を積極的に行う」とい
う理念の下、子どもの自立のサポートを目的に「こども食堂」としても活用予定。
座席数は、3 階まで合わせて約 50 席

美しい自然を守り、未来へ受け継ぐ

お客さま訪問お客さま訪問

有限会社 大武産業

ピーちゃんの

〒903-0103 
沖縄県西原町字小那覇1445-1
TEL.098-946-9966

今回の
訪問先 有限会社 大武産業

石膏ボードは紙と粉に剥離される 石膏ボードを機械によって、サイズの異なる紙素材へ



電気保安分野におけるスマート化の推進や再エネの導入拡大に合わせて、自家用電気工作物（発電
事業の一部を除く）に対し、令和４年10月１日より、サイバーセキュリティ（CS）の確
保と保安規程への記載を求めることとしました。
それに伴い、技術基準省令・解釈の改正及び「自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関
するガイドライン（内規）」及び「電気事業法施行規則第 50 条第３項第９号の解釈適用に当たっての考え
方（内規）」を制定しました。
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2022/06/20220610.html

区分 A～ Cに応じて、CS対策の義務（勧告的事項）
と推奨（推奨的事項）に分けられており、対策事
項（レベル）を基本推奨的事項とし、最低限の基
準として区分Aのみ一部勧告的事項がございます。

ただし、同じ区分であっても、出力や電圧、設置
環境等が異なるので、社会的影響度を加味した
対策が必要です。
そのため、まずは 攻撃を受ける可能性のある設備
や想定される被害を洗い出し、それに対する対策
の必要性を検討 していただく必要があります。
それを踏まえて、過度な負担にならない範囲で可
能なCS対策から取り組んでください。

ガイドラインの対象システムは、
サイバー攻撃や CS 確保の管理不
良により、電気工作物の保安の確
保に支障を及ぼす可能性のある、
遠隔監視システム、制御システム
等とします。

自家用サイバーセキュリティ規制の該当性確認のフロー

＜これらに携わる者の具体例＞

・設置者
・保安管理業務の外部委託の受託者
・系統接続先の電力会社
・遠隔監視サービス提供事業者など

セキュリティ管理責任組織を構築

サイバーセキュリティ対策のため、まず何を行うべきか遠隔監視システム又は制御システムがある

発電設備がある

系統連携を行い、制御システムがある

YES

YES

区分 A

YES

区分 B 対象外

NO

区分C

NO

NO

本ガイドラインの適用範囲は、設置者が施設する自家用電気工作物の遠隔監視システム及び制御システム
並びにこれらのシステムに付随するネットワークを対象とし、これらに携わる者に適用します。

モジュール

PCS
操作
ユニット GW

接続箱

受変電設備

本ガイドラインで対象となるシステムの範囲

現場設備

機器状態

 起動コマンド
（PCS遠隔復帰操作）

出力制御コマンド
（出力抑制操作）読込み

状態監視

遠隔監視施設・拠点等

外部委託保安管理担当者

電力会社

遠隔監視サービス
提供事業者

設置者
状態監視

状態監視

データサーバー

✓ 機器における対策：
ウィルス対策ソフトの導入及び定期的なウィルスチェック、OS等の最新化、USBポート等の使用制限・物理的
施錠など

✓ 通信における対策：
ネットワークの閉域網化、ネットワークの監視（FW、IPS/IDS、WAF等）、通信の暗号化、他ネットワークとの
接続点の最小化、接続点の防御措置など

✓ 運用面での対策：
アカウントの制限、アクセス端末の制限、セキュリティマニュアルの整備など

✓ 物理的な対策：
セキュリティ区画の設定、アクセス管理の実施など

✓ セキュリティ管理責任組織の設置、手順や報告先等の事前確認、組織内の体制・役割・責任・目的・対象システム
の明確化、原因特定のためのアクセスログの記録、サイバー保険への加入、セキュリティ教育及び訓練、想定さ
れる被害の洗い出し及びその対策の要否など

https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/mng_guide.html
https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/sme-guide.html

● サイバー攻撃による被害を回避し、軽減するため、具体的には、次のようなサイバーセキュリティ
 　対策が考えられます。

● サイバー攻撃による被害が生じた際、迅速に対応できるようにするため、次のようなサイバーセ
　 キュリティ対策も有効です。

● サイバーセキュリティ対策について不明な点があれば、システム構築事業者（SI）や、サイバーセ
　 キュリティ専門事業者へ相談することを推奨します。また、「IT導入補助金」の制度を活用してサ
　 イバーセキュリティお助け隊サービス制度等も積極的にご活用ください。

自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティ
の確保に関するガイドラインの制定について

本省　経済産業省産業保安グループ電力安全課　  03-3501-1742

できることから
一歩ずつ !
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低圧回路の漏電監視は
沖縄電気保安協会にお
任せください

劣化しない電気設備はありません。振動などの周囲環境に起因する機械
的ストレスや塩害、塵埃などによる絶縁体表面の汚損など劣化の原因は
多種多用です。加えて、小動物の侵入や雨漏りなどによっても漏電が起
きることがあります。配線・機器の劣化によって漏電が発生すると、感電
事故・火災事故などの重大事故にいたるおそれがあります。そのため、漏
電が大きくなる前に漏電箇所を早期に発見し改修する必要があります。

低圧絶縁監視装置は24時間365日漏電と停電を監視することで、感電
や火災、重大事故につながるリスクの低減をサポートします。

お客様
①低圧漏電発生 沖縄電気

保安協会

②警報送信

③ご連絡

④対応

沖縄電気保安協会

電気事故！
STOPSTOP 保安の目保安の目

○事故の概要
　定期点検での出来事です。漏れ電流測定中に漏電を確認し、原因調査を行いました。

　調査の結果、誘導灯回路が漏電している事がわかりお客様に報告すると、先月誘導灯を取替えたばか

りとの事でした。改修した業者に来てもらい誘導灯を確認すると、誤配線を発見しました。

○原因と対策
　原因は誤配線により電源線とアース線が繋がっていた為、常時漏電している状態でした。配線を直

してもらい、漏電がなくなったのを確認して復旧しました。（図 1及び写真 1）

●担当者から

　お客様及び施設利用者様が感電、又は建物火災に繋がる前に対応できて良かったです。設備の変更

を行う場合は担当者にご連絡いただけるとありがたいです。また、弊協会との契約の中で絶縁監視装

置を導入されると停電や漏電が発生した場合はより迅速に対応する事が可能になります。

機器の誤配線による漏電機器の誤配線による漏電

（正） （誤） 

白 黒 赤 

誘導灯 

白 黒 赤 

誘導灯 

図1 配線図 

写真1 誤配線

アース線
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●電気の子メーターに関する計量法については
　内閣府 沖縄総合事務局 経済産業部 エネルギー・燃料課
　☎098-866-1759

●検定については
　日本電気計器検定所 沖縄支社
　☎098-934-1491

電気の子メーターの設置者の皆さまへ「子メーターにも有効期限があります」電気の子メーターの設置者の皆さまへ「子メーターにも有効期限があります」

　電気料金の取引は、家庭や一般用の店舗等では
電力計によりおこなわれていますが、貸しビル・ア
パートなどでは、管理人(家主)側が設置した電力
量計が併設されていることがあります。これは、管
理人（家主）側が電力会社に一括で支払った電気
料金を、各室の使用量に応じて配分するためのも
ので、これを証明用電気計器(通称「子メーター」)と
呼んでいます。

　このように、電気を使用してその使用量に応じて
料金を決めるもとになるのが子メーターですが、電
気料金を支払うには適正な計量のもと、正確な使
用量を示し、双方が納得できるものでなければな
りません。このようなことから、計量法では適正な
取引が行われるよう取引や証明に使われる計量器
に検定を義務付けており、検定を受け合格したも
のでなければ使用できないことになっています。

電気の子メーターの

弊協会では、ご要望によりお客さまの「子メーター」の有効期限を確認し、取り替えや再検定のご相談を賜っております。
詳しくは、保安担当者または本店 業務部 統括グループまでお問い合わせください。
連絡先：TEL098-866-4946（代表）

証明用電気計器 ( 子メーター ) は、公的機関を含むビル内のテナント、アパート、貸ビル、寮、社宅等で、
電気料金の配分証明に用いられるものの他、太陽光発電・風力発電等に使用されている売電用のメーター
も対象です。        

設置していますか？点検していますか？
住宅用火災警報器住宅用火災警報器

　住宅火災から大切な命を守るために、沖縄県内のすべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務化されています。
　202２年7月時点における沖縄県の住宅用火災警報器の普及率は、全国平均の8４％に対し、60.７％と全国で最下位
となっており、今後の普及率のアップが急がれます。
　建物火災による死者の約9割が住宅火災によるもので、死亡原因の過半は「逃げ遅れ」となっています。特に就寝中
の火災は気付きにくく逃げ遅れの原因となります。住宅用火災警報器は警報ブザーや音声などで火災の発生をいち早
く知らせてます。住宅用火災警報器はすべての住宅に設置する義務がありますので、設置されていないご家庭は必ず
設置しましょう。

どこに取り付けたらいいの？

10年経ったら交換を！

住宅用火災警報器の点検の方法 ボタンを押す、またはひもを引いて作動確認をします。

子供部屋や高齢者の居室など、就寝に使われている部屋には取り付けましょう。
取り付けが義務付けられている所　寝室・階段
取り付けをおすすめする所　台所・全ての居室
※市町村条例により、取り付けが義務付けられている場合があります。

　「住宅用火災警報器」が設置していても、いざというときに作動しないというケースがあります。「住宅用火災警報器」
の機能をしっかりと維持するため、半年に1回以上、定期的に点検を実施して正常に動作することを確認しましょう。あ
わせてホコリやくもの巣などがついてないか確認し、乾いた布で拭き取るなどしてお掃除をしましょう。
　また、「住宅用火災警報器」は、古くなると電池切れや電子部品の劣化、故障などにより火災を感知しなくなる恐れが
ありとても危険です。最大10年を目安に交換をしましょう。

正常をお知らせするメッセージまたは火災警報音がなります。
注) 警報音はメーカーや製品によって異なります。

正常な場合は？ 音が鳴らない場合は？

・電池切れではありませんか？
・電池はきちんとセットされていますか？
それでも鳴らない場合は、「機器本体の故障」が考えられ
ます。本体の交換をしましょう。

ピ
ピ
、

ピ
ー
ピ
ー
ピ
ー

・ 

・ 

・ 

・

し
ー
ん

ピ
ー
ピ
ー
ピ
ー

火
事
で
す

子供部屋（寝室）

煙式
主寝室

煙式

階段

煙式

居室

煙式
台所

煙式または熱式
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 10 月　　　電気設備は小動物に弱い！

 11 月　　　電気機器にはアースを！

 12 月　　　素人の電気配線は禁物！

●小動物の侵入をチェック
　ヤモリ、ネズミ、ネコ、ヘビ、シロアリなど、
小動物が侵入して通電部分に触れると、短絡
（ショート）または地絡（漏電）により機器が焼損
したり、停電などの事故につながることがあります。
事故を防止するため、小動物の糞、死がい、そ
の他の痕跡からその侵入をチェックします。小動
物の侵入があるときは、侵入路をふさぐとともに
殺虫剤などを使用して駆除する必要があります。

●電気機器の接地線 (アース線 )の点検
　接地線（アース線）は、電気機器の絶縁不良で電
気が漏れたとき、電気を大地に逃がし、機器と大地
間の電圧を低下させ、感電ショックを緩和させる重要
な役目をもっています。
　接地線（アース線）の接地抵抗は、機器の使用電
圧の違いによって規定値が設けられています。弊協会
では、接地抵抗が規定値に維持されているか、定期
的に測定しています。
　漏電ブレーカーを取り付けた場合でも、より安全に
使用していただくため、接地線（アース線）の取付を
お願いします。

●ビニールコード使用状態を点検
　ビニールコードを使うときは、次のことに注意しま
しょう。
　被覆が弱く傷つきやすいため、壁や柱にステップ
ルなどで固定しないこと。被覆が破れて漏電による
火災を引き起こす危険があります。また、タコ足配
線をしないこと。許容電流を超えて過熱する危険が
あります。　使い終わったらコンセントからプラグを
抜くこと。新規に常設して使用する場合は、機器の
近くにコンセントを増設することをお勧めします。

アースが
とりつけて
ない！

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
『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。

一般財団法人沖縄電気保安協会

電気の適切な使用および安全に関する啓発の講習会も行っています
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一般財団法人

2 0 2 2年

秋季号
No . 2 9 6

▼ 身近な電気安全　その42　家庭での電気事故に気をつけましょう
▼ ピーちゃんのお客さま訪問　「有限会社 大武産業」
▼ 自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドラインの制定について 

旗頭（沖縄県那覇市）


