
生産拠点を移したり、事務所や工場の稼働

日時をずらしたりして使用電力量を分散し

ます。 

写真左：北陸電力富山火力発電所（撮影・小林） 
写真右：志賀原子力発電所（北陸電力HPより） 

東日本大震災による福島原発の事故の影響で、今年3月29日には、定期検査を含め国内50基の原子力発電所が全て停

止しました。その発電量は国内の発電電力量の3割に相当します。原発の代替として火力発電によってある程度の代替

は可能ですが、火力発電は燃料コストの発生や、長期停止後の復旧の場合の改修費用は膨大だと言われています。日本

は原発稼働と化石燃料発電の板挟みの中で、エネルギー起源のCO2を2030年に90年比マイナス30％程度もしくはそ

れ以上に削減するという目標を掲げています。そのような環境の中、今年5月には、経済産業省より、東北・東京電力

管内以外の電力会社に節電協力の要請が発表されました。北陸電力管内も、7月2日から9月7日（お盆の8月13日～

15日を除く）平日9時から20時の間、2010年の猛暑を基準にした5％以上の節電要請が出ていましたが、大飯原発3、

4号機の再稼働決定により、関西電力に電力を融通する北陸電力管内の節電目標は4％以上に引き下げられました。こ

の夏は、原発依存の見直し等国民一人ひとりが考えなければならないことが多いようです。 （工事部・上沢） 

需要全体としては、特に日中（13時～16時）頃に 

▲夏期平日の電力の使われ方（イメージ） 

電気は貯蔵できないため、需要に対し供給力が不足すると停電を引き起こし

ます。一度停電すると電圧の調整をしながら復旧するのでかなり時間がかか

ります。 小口 
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（例） 

100 省電力のこと。照明や空調を切るなどして固定

電力をゼロにしたり、削減したりします。 
カット・・・ 

電力の使用を空間的・時間的にずらすこと。 シフト・・・ 

他のエネルギーに転換したり、高効率の機

器やプロセスに変えること。太陽光発電等

自然エネルギーを利用した自家発電へ切替

える、省エネ機器や省エネ家電・LED照明

へ切替える等です。 

チェンジ・・・ 

停電を回避するためには、特に需要が伸びる時間帯の使用電力を削減

することが必要です。その方法が「カット・シフト・チェンジ」です。 

電力需要が最大ピークとなる傾向があります。 

特にこの時間帯の節電が重要です。 



当社事務所の時間帯別消費電力です。 

6月11日～6月18日 1週間の電灯・コンセントの消費電

力の平均値を表にしました。 

事務所に誰もいない時間帯に1000Wの電力を消費してい

るのがわかります。サーバー・TEL・FAX・UPS・冷蔵

庫・防犯灯の電源など切ってはいけない電源を除くとおよ

そ400Wあります。この不要な電力は、換気扇・ポット・

パソコン等OA機器の待機電力等が考えられます。 

 

（待機電力） 

1ヶ月で計算すると、288KWh（およそ6,000円）にも及びます。この数値は当社電力使用量（料金）の16％を示すことがわか

りました。 

逆にいえば、待機電力等不要な電力を見直すことによって節電とコスト削減は確実に実行できます。 

社員一同、意識して待機電力等の節電に努めていきたいと思います。 
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電力の使用実態を知る 

実施する 

検証する 

可能な節電対策を見つけ 

計画を立てる 

昨年度の使用最大電力等を把握する。 
※電力会社の検針表等から把握できます。 
 

計画は全員に周知徹底する。 
担当責任者のもと全員参加で実行する。 

実施後だけでなく、実施中の状況について定期
的に電力量や最大電力等の実態をチェックし、

全員で情報を把握する。 

節電行動計画を作成する。 
政府が公表している節電メニュー等を参考に作成。
必要により専門家のアドバイスを受ける。 

東日本大震災から２度目の夏が来ました。福島の原発事故を受け、電力不足はより深刻さを増しています。この夏の節電
目標が発表され、節電の意識が高まってきました。「あればいいけど、なくてもかまわないもの」の存在がずいぶん明る
みに出た気がします。当社でも、この節電の考えを機にいろいろな経費の削減に取り組み始めました。 
 
プリンターのカラー印刷料・携帯電話の使用料・パソコンの電源・照明の消灯など、こういった経費の削減は１、２人が
頑張っても、到底、成果の上がるものではありません。また、行動を変えるというのはそう簡単なことではなく、意識し
ていないと容易に従来のやり方に戻ってしまうものです。全員の意識を高め、同じ方向に向いて経費削減に取り組んでい
けるようお互いに情報を共有し「見える化」をはかり、協力し合って実績（数値）をあげることが大切だと思います。 
震災に原発事故、長引く不況等は、私達に今までの当たり前が当たり前ではないと教えてくれました。 

（総務部・清水） 

（工事課・堀、久保田） 

（工事部・吉田、上沢） 

（工事部・大山） 
※エネルギーセンター資料参考 

①執務エリアの照明を半分程度間引きする 

②使用していないエリア（会議室・廊下等）の 

 消灯徹底 

③空調の設定温度を2℃引き上げる 

④長時間席を離れる時はOA機器の電源を切るか 
 スタンバイモードにする 

…その他… 
★ 残業の際は皆同じフロアで仕事をする ★ 

★ 照明をLEDに変更する★ 
 

（当社実例） 

LEDに変更、消費電力を20％削減できました！ 

・・・節電効果  13％ 

・・・節電効果  3％ 

・・・節電効果  4％ 

・・・節電効果  3％ 

労働安全衛生規則604条より、オフィスビル等の照度は下記のように定められています 

震災後は、関東エリアで照度計がよく売れたそうです。過度に明るく
せず、必要な明るさを確保して仕事をすることが必要です。 

精度な作業・・・300ルクス以上 

普通の作業・・・150ルクス以上 

粗な作業 ・・・・70ルクス以上 

― まずは計画から！節電実行のフロー  ― 

今後も「本当に必要なものと不必要なものを判断すること」を念頭に置き、会社や家庭でも無駄をなくす努力を続けてい
きたいと思います。 



緊急対応としてすぐに現場へ向かい、応急処置をとりました。 
明朝に再度点検、タイマーのプログラム調整をおこないました。 

7月3日（土）夕方6時、お客様（スーパーマーケット店長様）より、
外灯の点灯時間がおかしいので一度見て下さい、と電話がありました。 

新しく店長様として赴任された初日に、外灯のどこをどうしたら
よいのかわからず、弊社に電話をしてこられました。早い対応で
大変喜んで頂きましたが、最初電話を頂いた時にすぐに対応でき
ればお客様が不安にならずに済んだのではないか、と思います。 
今後の反省要因です。 

私達の強みの一つである施工後のメンテナンスについて、再認識しなければと気持ちを新たにした出来事がありました。 

後日点検に伺います、と一度電話を切りました。しかし同日午後9時
に「営業中なのに外灯が全て切れた」との連絡が入りました。 

（工事部・片山） 

▲お客様との更なる末永いお付き合いを願って 

スピードを優先したメンテナンスを大切にします 

人間は情報の約90％近くを視覚から得ています。しかし、人間は皮膚で光や色を知
らないうちに感じ取っているのです。その感じ取ったことにより、筋肉が緊張したり、
緩んだりします。その値を「ライトトーナス値」と呼びます。ライトトーナス値が高
いほど血圧が上がり、低いほど血圧が下がるという実験結果も出ています。 

暖色系と寒色系では心理的温度差（体感温度）で3℃の開きがあり、実験データで盲

目の方も全く同じ結果が出ています。目から入った情報だけでなく、皮膚でも光を認

識していることになります。 

これを利用して、カラーセラピーや建築設計、ライティングコーディネートなどに活

用されています。弊社にも照明士やライティングコーディネーター資格取得者がおり、

企画提案にこのような情報も取り入れてご提案していきたいと考えています。 （工事部・片山） 
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今年5月に住友金属鉱山㈱と東北大学との共同研究で酸化物系赤色蛍光体を新規に開発しました。今までの白色LEDのほと
んどは青色LEDと黄色蛍光体を組み合わせていましたが、照明用光源として使用するには演色性が低く、自然な色合いを出
しにくいという課題がありました。この課題は黄色蛍光体に赤色蛍光体を併用することで解決をはかっていますが、現時点
での赤色蛍光体は窒化物しかなく、特殊な製造工程で高価であるという課題がありました。しかし今回開発された橙色～赤
色で発光するシリコン含有酸化物蛍光体によって、より安価に製造できることと、より高演色が求められる白色LEDへの使
用が期待されます。 

シキノハイテック様は「挑戦なくして、成功はない」のシキノ・スピリット
の経営理念のもと、現在、エレクトロニクス分野で新しい価値を創造されて、
業績をあげておられます。 

（営業企画部・小林） 
（工事部・高橋） 

富山県魚津市吉島829番地 
株式会社 シキノハイテック 
代表取締役 尾定 祐昭 様 

ご紹介企業様 

このたび、本社を工場地内に移転するため、本社棟を新築されました。 

シキノハイテック様が本社棟の新築を機に、更に技術力を生かされて、
グローバル企業としてご成長されることを祈念しております。 

新棟は、カーテンウォールで外装されるなど意匠面でも素晴らしいものと
なっています。また、社内は省エネ（LED照明）と機能性が重視され、出
先事業所との業務連絡はTV会議が出来る会議室など最新の設備が装備され
効率面が追及されている建物となっています。 
新栄電設は、シキノハイテック様の電気設備に関するメンテナンスを従
来からさせて頂いており、今回の新築工事に際しましても、ご用命を頂
き感謝しております。 



（営業企画部・西沢） 

営業・企画部 

私の今年の目標の1つは、積算業務を遂行するために時間を無駄にしない
ということです。しかしこの時期、社屋横の用水に蚊が多く発生しなかな
か退治できません。虫が苦手な私はなかなか業務に集中できず、対策とし
て防虫剤を玄関の上につるしています。少しでも業務に集中できる環境を
整えて、この夏に向かって仕事の効率をあげていきたいです。皆さんはど
のような工夫をされていますか？ 

総務部 

本誌も、発刊して、お陰様で満２年を迎えました。昨年は東日本大震災があり、被災地で

は大勢の方が亡くなられるなど、その被害は甚大なものでした。しかし、その復興はよう

やく緒ついた段階だと言われています。また、東電の原発事故による放射能被害は長く続

きますが、今年も暑い夏を迎える時期となり政府は国民一人ひとりに節電を求めています。 

本誌でも、省エネに関するご提案などを掲載しましたので、ご一読賜りましたら幸いです。 
「新栄だより」は、当社とお客様との繋がりを築くための架け橋になれたらと思い、これ
からも継続して発刊して参りますので、ご感想やご意見など何なりとお聞かせ下さいます
ようお願い致します。 
 

（代表取締役社長・清田） 

株式会社新栄電設 
〒 930-0953 

富山県富山市秋吉37-2 
TEL：076-491-5113 
FAX：076-491-5118 

（編集・校正） 

小林・片山・上沢・酒井 

清水・大山・西沢 

毎年、当社婦中支店の花壇に綺麗なラベンダーが咲きます。 
このラベンダーは当社創立20周年の記念旅行で北海道富良野
に行った時に購入した記念のラベンダーです。毎年花を咲か
せてくれますが、満開になる前に、株の消耗を軽減するため
花を切り落とします。切り取ったラベンダーはお客様にプレ
ゼントしたりサシェを作ったりします。 

サシェとは、中に乾燥したラベンダーが入っているニオイ袋

です。 タンスやクローゼットに衣類と一緒に入れたり、つる

したりして使うと防虫の効果があるそうです。 

また、枕元において寝るとラベンダーの香りがリラックスさ

せてくれて、安眠できるそうです。 

（総務部・酒井、清水）   

暑い毎日の疲労回復・食欲のない時にぜひどうぞ。 
さっぱりして食べやすいです 

●鶏手羽先のさっぱり煮 

＊材料 4人分＊ 

鶏手羽先 12本 
オクラ  12本 

ショウガ 1片 
ニンニク 2片 
 

 
酢    1カップ 

醤油     1/2カップ 
砂糖     大さじ3 
水      1/2カップ 

ゆで卵  4個 

② ショウガは薄切りにし、ニンニクは軽くつぶし、 
  赤唐辛子は種を除いておく。 
 ③ 鍋に酢、醤油、砂糖、水と②を入れて〔火力8〕で熱する。 
  沸上がってきたら①の鶏肉を入れて蓋をし、〔火力4〕で 
  タイマーを15分にセットして煮含める。 

④ 程よく煮えたらゆで卵を加え、タイマー10分にセットして煮含める。 

① 鶏肉は骨と身の間に切り目を入れる。オクラは塩茹でする。 

⑤ 器に鶏肉、半分に切ったゆで卵と①のオクラを添え、煮汁を回しかけて完成(^-^)♪ 

① ごはんにちりめんじゃこと大葉のみじん切りを合わせて三角に握る。 

② フライパンにサラダ油を熱して〔火力3〕にし、 
  ①のおにぎりを入れて2分焼き、裏返して2分焼く。   

③ 焼き色がつき始めたら〔火力2〕にして表面に 
  調味料を塗る。これを2～3回繰り返してこんがりと焼いて完成(^-^)♪ 

（資材・沢崎） 
（工事部・上沢、大山）   

★ラベンダーの花言葉★ 
「清潔」「優美」「期待―あなたを待っています」 

 
サシェ作成・総務部清水 

●じゃこと大葉の焼おにぎり 

＊材料 4個分＊ 

ごはん     400g 
ちりめんじゃこ 30g 

大葉      4枚 
サラダ油    小さじ1 
醤油      大さじ1 

みりん     大さじ1/2 

＊2012年7月発行＊ 


