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裏表紙

 創立50周年企画　写真で振り返る電気のある暮らし
当協会は2015年度に創立50周年を迎えました。本誌では50年間の電気の使われ方を中
心とした暮らしの変化を表紙写真で振り返ります。

〈〈表紙の写真〉〉
●省エネルギー技術の進化が日本の未来●
東日本大震災を経験した私たちの省エネに対する意識は一段と高まりまし
た。個々の電気機器の性能向上に加え、写真のように例えばスマートフォ
ンなどを使って家中のエネルギー利用を最適に管理するシステムは、生活
の利便性を高める技術としても注目されています。日本の省エネ技術は世
界一。更なる技術革新や海外展開が期待されています。

提供：時事通信社

● お ● 知 ● ら ● せ ●

電気事業法●基づく
手続きについて

に

　自家用電気工作物設置者には、公共の安全や環境保全を図るために、設置者自身が自己責任のもとに電気

の保安を確保する義務があり、いわゆる「電気設備の自主保安」が求められています。

電気事業法では「設置者は自家用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するよう維持すること」

「設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため電気主任技術者を選

任し国に届け出ること」

と定められております。

　また同法では「設置者は自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために保安規程

を定め、国に届け出ること。また、設置者及びその従業員は、保安規程を守ること」

と規定しています。

これらを厳格に適用することで、「電気設備の自主保安体制」を確立することが求められています。

　次の場合には手続きが必要になります。

◎自家用電気工作物を新設する場合
◎保安規程を変更した場合
◎自家用電気工作物を譲り受けた場合
◎自家用電気工作物を廃止した場合
◎自家用電気工作物の設置者の地位を承継した
場合

◎設置者や事業場の名称等を変更した場合
◎自家用電気工作物で電気事故が発生した場合
◎ばい煙発生施設を設置又は廃止した場合
◎PCBを含有する絶縁油を使用する電気工作物
であることが判明した場合。また、それを廃止し
た場合

など　

ご不明な点がございましたら担当検査員またはお近くの当協会事業所までお問い合わせください。

●自家用電気工作物とは

●自家用電気工作物設置者とは

電気事業法第38条で「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気
工作物以外の電気工作物」と定義されています。
具体的には、電力会社から600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備
や一定出力以上の発電設備などが該当します。

工場、ビル、学校、病院等の自家用電気工作物を所有する法人、団体、個
人をいいます。（所有者）
自家用電気工作物である事業場を丸ごと借り受け、占有する法人、団体、個
人も自家用電気工作物設置者となります。（占有者）
事業場の「所有者」「占有者」のいずれかが自家用電気工作物設置者となり
ます。

電気事業法では、自家用電気工作物の工事、維持、運用について
設置者が自己責任で保安規程を作成し、さらに電気主任技術者を選任して、

電気保安を確保することが法律で義務付けられております。
その他にも国への各種手続き(申請・届出・報告)が必要な場合があります。
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安 全 エ レ ち ゃ ん の●……特集1……●

みなさんこんにちは、エレちゃんです。
当協会では、高度化・多様化するお客さまニーズと信頼にお応えするために、
電気技術・点検手法の開発や新技術の導入、そしてワンストップサービスの一環としての
電気工事など、新しい分野への参入等により一層のお客さまサービスの充実に向けて事業を推進しています。
そこで今回は、当協会の行っている主な業務についてご紹介します。　

★省エネルギー使用合理化診断

　当協会は、電気保安を通じ、地

域社会に貢献することを使命に、ま

ごころと技術で安心と安全をお届け

しています。

　主としている業務は次の通りとなっ

ています。

●調査業務

　電力会社から低圧で電気の供給

を受ける一般用電気工作物※1のお

客さまを対象とした調査業務を行っ

ています。

●保安業務

　電力会社等から高圧･特別高圧で

受電している自家用電気工作物※2の

お客さまを対象とした保安業務を

行っています。

●広報業務

　電気使用に関する安全知識の普

及と電気災害防止に対する関心を

高めていただくために、各種パンフ

レット等によるＰＲにより、地域に

密着した活動を展開しています。

また、労働安全衛生法に基づく特

別教育講習会（有料）も行ってい

ます。

基づき原則として4年に1回、お客さ

ま宅を訪問し、ご使用中の電気設備

の安全調査を行っています。

　また、電気の安全な使い方や省エ

ネルギーなどのご質問･ご相談もお受

けしています。

●竣工調査

　お客さまが電気設備を新設または

変更した場合、その工事が完了した

後に、法令に基づき電気が安全に

使用できるかを点検します。

　定期・竣工調査のほか、お客さま

からのご依頼に応じて有償で電気設備

の点検をお受けしています。また、定

期調査の訪問予定日の日程変更等の

受付を集中的かつ効率的に行なうた

め、コールセンターを開設しています。

●保安管理業務

　自家用電気工作物は、設置者が

省令に定める技術基準の適合維持

や保安規程を作成・届出すると共に、

電気主任技術者を選任して電気の自

主保安体制を確保する必要がありま

す。

7,000Ｖ以下で受電する需要設備また

は2,000ｋＷ未満の発電所（燃料電

池を除く）を設置するお客さまにつ

いては、電気主任技術者を選任しな

いで、当協会などへ業務委託できる

外部委託制度があり、ご契約に基

づき保安管理業務（自家用電気工

作物の工事、維持、運用）を行って

います。

　また、電気事故受付や絶縁監視

装置の警報監視を集中化し、関東一

円に広がる当協会のネットワークによ

り、トラブルに迅速に対応できるよ

う「総合監視指令センター」を開設

し、専門技術者の出動指示などを

行っています。

★保安管理お客さまの点検

　さらに、お客さまのご要望にお応

えするため、電気設備の機器更新工

事等も建設業の許可を取得して行っ

ています。

★突然のトラブル･非常災害発生時の
対応（24時間365日体制）

●エコ（環境）支援業務

　お客さまからのご依頼に応じ、省

エネや各種技術･コンサルティング業

務等も行っています。

★デマンド監視装置のご提案

　高圧受電のお客さまの契約電力は

30分ごとの「平均使用電力」で決ま

り、電力会社は当月を含めた過去1

年間で一番大きな「デマンド値」を

基準に契約電力を設定します。従っ

て、デマンド値を管理し抑えることに

よって、基本料金そのものを低くする

ことができます。

　デマンド監視装置は、お客さまの

電気使用状況を監視し、目標設定電

力を超えることが予想された場合に

事前に警報を発報します。お客さま

は、照明やエアコンなどの使用機器

を快適さが損なわない範囲で一時的

に停止してデマンド値を抑制します。

★遮熱・断熱のご提案

　遮熱塗料や断熱塗料を建物のス

レートやトタン屋根に塗装し、夏季

の太陽光を反射または熱伝導抑制す

ることで省エネ効果が得られます。

また、遮熱フィルムを窓ガラスに貼

付することで、日の当たる床面や壁

面の温度上昇が抑えられ空調効果が

向上します。写真は遮熱フィルムの

効果の例と施工風景です。

●定期調査

　ご家庭や商店、小規模工場など、

電力会社から低圧で電気の供給を受

ける一般用電気工作物については、

電力会社（4月からは一般送配電事

業者といわれる地域の電力会社の送

配電部門）もしくは電力会社（同）

から委託を受けた登録調査機関が

電気設備の調査をすることと、法律

で定められています。

　当協会は、電力会社から委託を

受けた登録調査機関として、法令に

●技術コンサルティング業務

　お客さまからのご依頼に応じて次

のような各種コンサルティング業務を

行っています

★電気主任技術者が選任されている
事業場の受変電設備の点検･試験

★発電（蓄電）設備の点検・整備

★高圧機器の熱画像診断

電気技術の提供で
サービスをお客さまに！

Ⅰ 関東電気保安協会
 の主な業務

Ⅱ 調査業務 Ⅲ 保安業務

★その他、高調波抑制、電食防止等

の技術業務及び電気相談

●地域貢献活動

　地域のみなさま、企業、団体のみ

なさまに電気安全や電気使用合理化

に関する相談･普及活動を電気安全

教室や電気安全出張相談所などを通

じて行っています。

　また福祉施設や公共施設等の電

気設備の安全確保にも努めています。

★出前授業

　「未来を育てる」をテーマに、小

中高生を対象と

した電気安全

教室を行ってい

ます。

　電気の専門家が学校を訪問し、

電気安全の大切さや電気の仕組みな

どを説明します。

★文化財等の配線診断

　電気事故を未然に防ぐため、文化財、

福 祉 施 設、高

齢者宅などを対

象に配線診断を

行っています。

★電気安全出張相談所

　地域のイベント等に併せて電気安

全出張相談所を開設して、電気の使

用や安全に関

するご相談や省

エネ情報をお届

けしています。

★高校生作文コンクール

　電気技術者を目指す高校生を対象

として、人材育成を目的に「未来の

電 気 技 術 者」

などをテーマとし

た作文コンクー

ルの募集なども

行っています。

●各種講習会の開催

　労働安全衛生法では、事業者は感

電等の災害を防止するため、従業員

を「充電電路の敷設若しくは修理の業

務または配電盤室等区画された場所

に設置する低圧電路のうち充電部分

が露出している開閉器の操作の業務」

に従事させるときは、安全衛生教育を

行うことが義務付けられています。

当協会では、事業者に代わり有料で

安全衛生教育等の講習会（低圧及

び高圧･特別高圧電気取扱者特別教

育講習会）を開催しており、また保

護継電器試験実務初級講習会も開

催しています。

●技術研修所で電気技術者の育成

　電気安全を通じて社会に貢献する

組織として人の育成は不可欠です。

当協会では技術研修所において新人

からベテランまで、そのキャリアに応じ

た効果的な研修により、高度化・多

様化する電気技術に対応できる電気

技術者の育成を行っ

ています。

詳しくは、当協会の

ホームページをご覧

下さい。

感動の

お客さま 当協会業務の
3つの柱

調査業務
保安業務
広報業務

※1一般用電気工作物…

※2自家用電気工作物…

600Ｖ以下で受電する需要設備又は小出力発電設備で、構外にわたる配
電線路を有さない設備。小出力発電設備以外の発電設備がない等安全
性の高い電気工作物（小出力発電設備とは、太陽電池50kW未満、内燃
力10kW未満など比較的小規模の発電設備をいう）
事業用電気工作物のうち、電気事業の用に供する電気工作物以外のもの

定期調査結果のお知らせ

コールセンター

年次点検

月次点検（分電盤の過熱測定）

原因調査・復旧

24時間トラブル対応

総合監視指令センター

事業用電気工作物

電気事業用電気工作物

自家用電気工作物一般用電気工作物

超高圧
変電所

再生可能
エネルギー水力

発電所

火力
発電所

一次
変電所小工場

商店

住宅

大ビルディング
大工場

ビルディング

中工場

配電用
変電所

66,000V

6,600V

100/200V

275,000～500,000V

154,000V

66,000V

6,600V

100/200V



問題

当協会業務の3つの柱は調査業務、○○○○、広報業務です。
4文字をお答えください。ヒント（4～7ページ）

ハガキまたは電子メールに
①クイズの答え  ②郵便番号・住所・氏名  ③勤務先名・勤務先住所（ご意見・ご感想がある方はご記入ください）
④本誌や当協会に対するご意見・ご感想（「保安協会はこの点を改善した方が良い」等のご意見もお聞かせください）
をご記入のうえ下記あてにお送りください。
また、当協会ホームページにもクイズの応募フォームがございますのでご利用ください。

〒108-0023  東京都港区芝浦4-13-23　MS芝浦ビル7階  関東電気保安協会  広報部
　　　［当協会ホームページアドレス］ http://www.kdh.or.jp/
　　　［電子メールアドレス］ kdh-kouhou@kdh.or.jp

平成28年5月20日必着

平成28年7・8月号に正解を発表いたします。正解者の中から抽選で100人の方にオリジナル図書カード
（500円分）を贈呈いたします。なお、当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

◎ご記入いただいたお客さまの情報は当選者へ図書カード送付の目的、および、ハガキまたはメールで寄せられた
ご意見に対する回答の目的のみに使用し、他の目的には一切使用いたしません。

●応募方法

●応　募　先

●締切期日

●発　　表

電 気 と 保 安 2 0 1 6 . 3 ・ 4 月 号

「　　　　」でした。接 触 不 良

● 11・12月号正解 ●

応募総数…1,503件　たくさんのご応募ありがとうございました。

クイズコーナー
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安 全 エ レ ち ゃ ん の 電気技術の提供で感動のサービスをお客さまに！

★省エネルギー使用合理化診断

　当協会は、電気保安を通じ、地

域社会に貢献することを使命に、ま

ごころと技術で安心と安全をお届け

しています。

　主としている業務は次の通りとなっ

ています。

●調査業務

　電力会社から低圧で電気の供給

を受ける一般用電気工作物※1のお

客さまを対象とした調査業務を行っ

ています。

●保安業務

　電力会社等から高圧･特別高圧で

受電している自家用電気工作物※2の

お客さまを対象とした保安業務を

行っています。

●広報業務

　電気使用に関する安全知識の普

及と電気災害防止に対する関心を

高めていただくために、各種パンフ

レット等によるＰＲにより、地域に

密着した活動を展開しています。

また、労働安全衛生法に基づく特

別教育講習会（有料）も行ってい

ます。

基づき原則として4年に1回、お客さ

ま宅を訪問し、ご使用中の電気設備

の安全調査を行っています。

　また、電気の安全な使い方や省エ

ネルギーなどのご質問･ご相談もお受

けしています。

●竣工調査

　お客さまが電気設備を新設または

変更した場合、その工事が完了した

後に、法令に基づき電気が安全に

使用できるかを点検します。

　定期・竣工調査のほか、お客さま

からのご依頼に応じて有償で電気設備

の点検をお受けしています。また、定

期調査の訪問予定日の日程変更等の

受付を集中的かつ効率的に行なうた

め、コールセンターを開設しています。

●保安管理業務

　自家用電気工作物は、設置者が

省令に定める技術基準の適合維持

や保安規程を作成・届出すると共に、

電気主任技術者を選任して電気の自

主保安体制を確保する必要がありま

す。

7,000Ｖ以下で受電する需要設備また

は2,000ｋＷ未満の発電所（燃料電

池を除く）を設置するお客さまにつ

いては、電気主任技術者を選任しな

いで、当協会などへ業務委託できる

外部委託制度があり、ご契約に基

づき保安管理業務（自家用電気工

作物の工事、維持、運用）を行って

います。

　また、電気事故受付や絶縁監視

装置の警報監視を集中化し、関東一

円に広がる当協会のネットワークによ

り、トラブルに迅速に対応できるよ

う「総合監視指令センター」を開設

し、専門技術者の出動指示などを

行っています。

★保安管理お客さまの点検

　さらに、お客さまのご要望にお応

えするため、電気設備の機器更新工

事等も建設業の許可を取得して行っ

ています。

★突然のトラブル･非常災害発生時の
対応（24時間365日体制）

●エコ（環境）支援業務

　お客さまからのご依頼に応じ、省

エネや各種技術･コンサルティング業

務等も行っています。

★デマンド監視装置のご提案

　高圧受電のお客さまの契約電力は

30分ごとの「平均使用電力」で決ま

り、電力会社は当月を含めた過去1

年間で一番大きな「デマンド値」を

基準に契約電力を設定します。従っ

て、デマンド値を管理し抑えることに

よって、基本料金そのものを低くする

ことができます。

　デマンド監視装置は、お客さまの

電気使用状況を監視し、目標設定電

力を超えることが予想された場合に

事前に警報を発報します。お客さま

は、照明やエアコンなどの使用機器

を快適さが損なわない範囲で一時的

に停止してデマンド値を抑制します。

★遮熱・断熱のご提案

　遮熱塗料や断熱塗料を建物のス

レートやトタン屋根に塗装し、夏季

の太陽光を反射または熱伝導抑制す

ることで省エネ効果が得られます。

また、遮熱フィルムを窓ガラスに貼

付することで、日の当たる床面や壁

面の温度上昇が抑えられ空調効果が

向上します。写真は遮熱フィルムの

効果の例と施工風景です。

●定期調査

　ご家庭や商店、小規模工場など、

電力会社から低圧で電気の供給を受

ける一般用電気工作物については、

電力会社（4月からは一般送配電事

業者といわれる地域の電力会社の送

配電部門）もしくは電力会社（同）

から委託を受けた登録調査機関が

電気設備の調査をすることと、法律

で定められています。

　当協会は、電力会社から委託を

受けた登録調査機関として、法令に

●技術コンサルティング業務

　お客さまからのご依頼に応じて次

のような各種コンサルティング業務を

行っています

★電気主任技術者が選任されている
事業場の受変電設備の点検･試験

★発電（蓄電）設備の点検・整備

★高圧機器の熱画像診断

★その他、高調波抑制、電食防止等

の技術業務及び電気相談

●地域貢献活動

　地域のみなさま、企業、団体のみ

なさまに電気安全や電気使用合理化
いかがでしたか。

当協会では、電気に関する

サービスのご提供を通じて、

地域社会のみなさまに安全･

安心をお届けできるよう職員

一同努めています。また、省

エネルギーについても技術コ

ンサルティングを行い、より

良い社会づくりの一助となる

よう組織をあげて貢献してい

きます。

に関する相談･普及活動を電気安全

教室や電気安全出張相談所などを通

じて行っています。

　また福祉施設や公共施設等の電

気設備の安全確保にも努めています。

★出前授業

　「未来を育てる」をテーマに、小

中高生を対象と

した電気安全

教室を行ってい

ます。

　電気の専門家が学校を訪問し、

電気安全の大切さや電気の仕組みな

どを説明します。

★文化財等の配線診断

　電気事故を未然に防ぐため、文化財、

福 祉 施 設、高

齢者宅などを対

象に配線診断を

行っています。

★電気安全出張相談所

　地域のイベント等に併せて電気安

全出張相談所を開設して、電気の使

用や安全に関

するご相談や省

エネ情報をお届

けしています。

★高校生作文コンクール

　電気技術者を目指す高校生を対象

として、人材育成を目的に「未来の

電 気 技 術 者」

などをテーマとし

た作文コンクー

ルの募集なども

行っています。

Ⅳ　広報業務 ●各種講習会の開催

　労働安全衛生法では、事業者は感

電等の災害を防止するため、従業員

を「充電電路の敷設若しくは修理の業

務または配電盤室等区画された場所

に設置する低圧電路のうち充電部分

が露出している開閉器の操作の業務」

に従事させるときは、安全衛生教育を

行うことが義務付けられています。

当協会では、事業者に代わり有料で

安全衛生教育等の講習会（低圧及

び高圧･特別高圧電気取扱者特別教

育講習会）を開催しており、また保

護継電器試験実務初級講習会も開

催しています。

●技術研修所で電気技術者の育成

　電気安全を通じて社会に貢献する

組織として人の育成は不可欠です。

当協会では技術研修所において新人

からベテランまで、そのキャリアに応じ

た効果的な研修により、高度化・多

様化する電気技術に対応できる電気

技術者の育成を行っ

ています。

詳しくは、当協会の

ホームページをご覧

下さい。低圧電気取扱者特別教育講習会 保護継電器試験実務初級講習会

技術研修所（千葉県千葉市美浜区）

●デマンド値と契約電力の考え方 ●タブレット型警報表示器

デマンド値 契約電力

突出したデマンド値を抑えると
この部分が低減可能

12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

1年分 来年今年

電気保安協会デマンドWebサービス
Webプランではネットワークで全国各部門の電気使用状況を一括管理します。

赤外線抑制効果により約4℃低下

施工風景

温度センサーにより日射面温度を測定



少林山達磨寺の概要

　1726年（享保11年）、少林山達磨寺は水戸徳川家か

ら三葉葵の紋と丸に水の徽章を賜り、水戸家の永世の

祈願所（祈願寺）となりました。北極星と北斗七星を神

格化した方位除けの守護神を北辰鎮宅霊符尊（ほくしん

ちんたくれいふそん）といいますが、達磨大師と並び、

この北辰鎮宅霊符尊が少林山達磨寺の本尊です。その

ため、方位除けの日本三大霊場としての信仰も厚く、本

堂では毎日祈祷法要が行われています。

　開創当初は曹洞宗寿昌派でしたが、後に黄檗宗（おう

ばくしゅう）に改宗。黄檗宗は中国福建省から渡来した

隠元禅師（いんげんぜんじ）によって開かれた禅宗（臨

済宗・曹洞宗・黄檗宗）の一つです。京都府宇治にあ

る黄檗山万福寺を本山とし、全国に約450の末寺があり

ます。

●少林山の縁起
　江戸時代、群馬県西部を流れる碓氷川で大洪水が発

生しました。大洪水が治まった後、川の中に黒光りする

香木が発見されます。鼻高村の村人たちはこの香木を引

き上げ、川のほとりの観音堂に霊木として納めました。

　それからしばらくして、一了居士（いちりょうこじ）と

いう仏師の夢の中に達磨大師が現れました。達磨大師

は一了居士に、鼻高村にある観音堂の霊木で自身の像を

彫るよう告げます。そのお告げに従い、一了居士は一刀

三礼（いっとうさんれい。一彫りするごとに信心深く3回

礼拝すること）の作法で達磨大師の坐像を彫り上げ、

観音堂に祭りました。

「達磨出現の霊地」の噂はすぐに近

隣に広まり、噂を耳にした前橋藩の

第5代藩主・酒井雅楽頭忠挙公（さ

かいうたのかみただたか）が、厩橋

（うまやばし）城（前橋城）の裏鬼

門を護る寺として、1697年（元禄10年）に少林山達磨

寺を開創したのです。

●少林山と縁起だるま
　上毛かるたに「縁起だるまの少林山」とあるように、

少林山達磨寺は福だるま発祥の寺です。今から200年ほ

ど前に浅間山の大噴火と天明の大飢饉が起こった際、9

代目東嶽（とうがく）和尚は、苦しむ農民たちを何とか

して助けたいと考えました。古くから、開山東皐心越（と

うこうしんえつ）禅師の描かれた一筆達磨像を、1年の

災いを除くお札として正月に近隣の家々に配っていたこと

から、東嶽和尚はこの像を元に木型を彫り、農民たちに

作り方を伝授。農民たちの副業になるようにと、作った

張り子だるまを売り出したのです。

　現在、福だるまは約50軒以上の農家で作られています。

少林山のだるま市を筆頭に、開運の神として年間120万

個も出荷されているこの福だるまは、縁起物として大変

な人気を誇っています。

七草大祭

　年間行事の中でもっとも重要な行事が、毎年1月6～7

日に夜通しで行われる七草大祭です。少林山の七草大祭

は300年以上の歴史があります。毎年この2日間に開催

されるのは、1月7日が本尊である北辰鎮宅霊符尊光臨

の吉日だからです。7日午前2時に執り行われる、正月

七草の星祭が

祭りのクライマ
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少林山達磨寺

霊符堂

こ ん に ち は
お 客 さ ま

七草大祭

ックス。前夜祭から多くの参詣者でにぎわいます。7日

10時より行われる世界平和を祈願する大般若経600巻転

読法要のほか、今年から新たに観音堂に能舞台を設置し、

法要前に薪能が奉納されました。

　七草大祭に合わせて開催される七草大祭だるま市は、

天明の大飢饉の際に東嶽和尚が農民救済のために行っ

た復興活動が起源となっ

ています。祈祷された福

だるまが祈願だるまとし

て授与され、縁起物を求

めて毎年約20万人が訪

れます。

少林山とブルーノ・タウト

　少林山達磨寺にゆかりの深い芸術家がいます。20世

紀を代表するドイツの建築家、ブルーノ・タウトです。タ

ウトは建築学校を卒業後、ベルリンで建築設計事務所を

開き、「鉄の記念塔」や「ガラスの家」などの作品で国

際的な評価を得ました。しかし、ナチス政権の台頭によ

り身の危険を感じたタウトは、1933年、日本に亡命。高

崎の井上房一郎氏の計らいで、少林山達磨寺境内にあ

る洗心亭に滞在することになったのです。当初100日の

予定だった滞在期間は、最終的には2年3カ月まで延び

ました。

　日本滞在中、タウトは竹や和紙を使った数々の工芸品

を制作しました。執筆活動にも力を入れ、『日本美の再

発見』『日本文化私観』などの著作を通じて、日本建築

と日本文化の素晴らしさを世界に紹介。中でも、桂離宮

をアテネのパルテノン神殿と並ぶ世界2大建築物として大

絶賛しています。

　1937年、日本滞在後に渡ったトルコのイスタンブー

ルでタウトはこの世を去りますが、遺志により、デス

マスクが少林山達磨寺に納められました。また、「わ

が故郷」と呼んだ洗心亭には、「ICH LIEVE DIE 

JAPANISCHE KULTUR（私は日本の文化を愛す）」

というタウトが残した言葉の碑があります。

保安協会の責務

　電気を大量に消費する七草大祭の2日間は、関東電気

保安協会のスタッフが少林山達磨寺に出向き、不測の事

態に備えて待機しています。これは当協会が設立された

1966年から毎年恒例となっています。夜通し行われる祭

ということもあり、万が一電気が消えると大変な事態に

なります。そのため、電気機器に負荷がかかり過ぎてい

ないか、漏電していないか

を小まめにチェックし、トラ

ブルを未然に防いでいます。

　また、電気のトラブルは

火事に直結します。廣瀬一

真副住職はこのように話さ

れました。「少林山達磨

寺は明治時代に火災

に遭い、本堂や達

磨堂などが焼

け落ちました。

その際に貴重

な達磨大師の

坐像や古文書

も失われてしまいました。この苦い経験があるため、火

事だけは絶対に避けなくてはなりません」。

　歴史ある貴重な建造物を守るためにも、長年の信頼関

係を損なわないためにも、当協会はこれからも電気の安

全確保に取り組んでいく所存です。観音堂

洗心亭と記念碑



栃木事業本部宇都宮事業所

福田　茂

現場 から記録
犯人は3羽のカラス？
架空線の地絡で全停電発生!!
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　電気設備は経年劣化による事故

のほかに、鳥獣などにより引き起

こされる事故もあります。今回は

これらの原因が重なり全停電が発

生した事例をご紹介します。

◆　　◆　　◆

　その日は天候も穏やかで、電気

事故は起きそうもないなと思って

いたところ、突然お客さまより「電

気が全部止まっています。大至急

対応してください」との電話連絡

が事業所に入ったので2人で現場

へ急行しました。

そのお客さまは変電所が2カ所あ

り、各配電線路は架空線でつなが

れているゴルフ場です。

　到着後、原因を確認するため一

号柱のGR付PAS（地絡継電装置

付き高圧気中負荷開閉器）を調べ

たところ、PAS（高圧気中負荷開

閉器）が開放されており、GR（地

絡継電装置）動作の表示が出てい

ました。

直ちに、引き込みケーブルと高圧

機器の絶縁抵抗測定を実施、引き

込みケーブルは10,000MΩ、サブ

変電所を含む所内機器は1,500MΩ

と異常は見当たりませんでした。

次に、高圧機器の外観点検と変圧

器の内部点検も実施しましたが異

常はありませんでした。また、送

電線路の目視点検も行いましたが

異常は見当たりませんでした。

　最後にPASの故障を疑い、動

作試験を実施しましたが正常でし

た。

当日はゴルフ場が営業中であった

ことから、一度送電して経過を観

察する方向でお客さまと協議し、

PASから順次サブ変電所まで送

電を行いました。一時間ほど様子

を見ましたが異常は発生せず、お

客さまも通常通り営業を行うとの

ことだったので事務所に帰所しま

した。

　翌日、当該お客さまより「電気

がまた全部止まったので大至急対

応してください」との連絡が入って

きました。

　前日の対応状況を報告書で確認

した後、現場へ急行し、もう一度

同様の確認を行いましたが異常は

ありませんでした。

原因は何だろうかと思案していた

ところ、コース管理の係の人が停

電した時にコースに出ていた人た

ちを集めてくれました。

そこで停電する前に何か変わった

ことが無かったか伺うと、ある係

の人から「カラスが大量に飛んで

いてその後に『バチッ』と音が聞

こえた」という情報を得ることが

できました。

　この情報から、停電はおそらく

そのカラスが原因だろうと考え、

カラスが関係しそうな架空線の点

検を行うことにしました。

当該お客さまの設備は構内柱が4

本あり、その間を架空線約80メー

トルでつないでいます。音が聞こ

えた近くの電柱に昇柱し、腕金や

碍子などを入念に点検したところ、

腕金部分にアーク痕が発見され、

電線部分も被覆が剥けておりアー

ク痕が発見されました。

しかし、下から目視で確認すると

離隔距離も十分あり接触する恐れ

は考えらませんでした。

腕金部分と電線が接触するほどの

外力が加わったとしか考えられな

いのですが、残る情報はカラスのみ。

カラスが架空線に止まり重みで接

触したとしか考えられません。

そこで、手で重みを加えた状態に

すると、電線と腕金が接触するで

はありませんか。「原因はこれだ」

と判断し、仮処置として電線には

絶縁テープを巻き、腕金には絶

縁シートを巻いて応急処置をしま

した。

お客さまに原因を説明し、応急処

置を行ったことと、早期に復旧工

事を行っていただくよう依頼した

後、PASより順次送電し復旧しま

した。

送電完了後、お客さまと一時間ほ

ど架空線の様子を遠方から観察し

ていたところ、カラスが一羽飛来

し電線に止まったので双眼鏡で確

認しましたが接触はありませんで

した。「あれ、おかしいな？」と思

ったのもつかの間、続けて2羽の

カラスが止まると電線と腕金が接

触するところが見えたことから、

間違いなく原因はこれであること

を確認しました。

下からの目視点検では正常に見え

たこと、点検中は鳥が止まってい

なかったことから発見することが

できませんでした。

◆　　◆　　◆

　今回は原因の究明に時間がかか

ってしまいましたが、今後もお客

さまからの事故対応要請があった

ときは迅速かつ的確に対応したい

と思いました。
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1  自由化のメリット享受は限定的

　現行の料金体系は40年以上前から、電気の使用

量に応じて電力量料金単価を区分する「3段階料金制

度」が採用されている。1段階目（月120kWhまで）は

低所得者の負担軽減を目的に比較的安い料金、2段

階目（月120kWh超から300kWhまで）は平均的な料

金、3段階目（月300kWh超）は節電・省エネを促す

ために比較的高い料金にしている。電力会社の損益

分岐点は、地域によって差があるものの、おおむね

300kWh～400kWh超といわれる。つまり、それ以

上に電気を使用する1～2割の需要家を電力会社が抱

えていることで、この制度は成り立っている（図1）。

　新規参入者は、この点に着目し、電気の使用量が

多い世帯ほど割安になる料金プランを相次いで打ち

出している。特に東日本大震災後に電気料金を値上

げした電力7社は、経済産業省の査定によって1、2

段階目の上げ幅を抑え、3段階目を高くしたことから、

電気を多く消費する家庭にとっては割高感が増してい

る。一方、電気の使用量の少ない単身世帯などの選

択肢は限られている。新しい料金プランの多くは契

約容量が30～40アンペア以上で、1段階目の電力量

料金単価が電力会社よりも割高になっている。専門

家の話によると、現時点で全面自由化のメリットを享

受できる消費者は1割にも満たないという。

　競争の主戦場となる首都圏では、ガス会社や通信

会社、石油会社、鉄道会社など、すでに10社を超

える新規参入者が新しい料金プランを公表し、4月

からの販売の事前予約を受け付けている。電気の使

用量が多い世帯や、セット割の対象となるサービス

を利用している世帯、ポイントを集めている世帯など

は、料金プランを変更するとお得になる可能性がある。

水回りや鍵の紛失などに対応する暮らしのサポート

を無料で提供したり、電気の契約を結ぶとガソリン

代を値引きするといったプランもある。ただし、長期

契約の中途解約時に違約金が発生することもあるた

め、注意が必要だ。

広域的運営推進機関（広域機関）の集計によると、4

月からのプラン変更を申し込んだ需要家は、東京電

力エリアで3万3,200件（1月29日現在）になった。東

京電力から新規事業者に切り替える場合だけでなく、

東京電力の規制料金から自由料金に変更する場合も

含まれる。

　4月以降に工場や事務所ビル、家庭などに電気を

販売する全ての会社は、「小売電気事業者」のライセ

4  需要家保護へ指針を制定

　経済産業省は需要家保護の観点から、小売電気

事業者に対し、需要家への適切な情報提供や苦情・

問い合わせへの適正な対応を求める指針を定めてい

る。例えば、電気料金の「標準メニュー」や平均的な

月額料金の公表、電源構成の開示などを「望ましい

行為」として奨励。一方、「当社の電気は停電しにくい」

といった誤解を招く情報提供や、不当に高額な違約

金の設定などを「問題となる行為」と位置付けた。こ

うした問題となる行為は、業務改善命令などの対象

になる（図3）。

5  電力システム改革について

　全面自由化とライセンス制の導入は、政府が3段

階で進める電力システム改革の第2段階にあたる。

第1段階は2015年4月の広域機関の設立だ。すべて

の電気事業者が加盟する経済産業省の認可法人で、

重要な送電網の整備や、災害などで需給が逼迫した

際の需給調整など「安定供給の番人」としての役割を

果たす。第3段階は2020年4月の発送電分離だ。

既存の電力会社を持ち株会社化して発電・小売り部

門と送配電部門を別会社に分ける「法的分離」を実施

する。

　一連の改革の目的は、大きく3つある。１つ目は安

定供給の確保だ。電気が不足する地域に柔軟に供給

できるよう、広域的な電力融通を促進する。また再

生可能エネルギーや自家発電など、多様な電源を供

給力として活用しやすくする。さらに無理なく節電で

きる仕組みを取り入れ、計画停電に頼らないシステム

に変更する。2つ目は電気料金の最大限の抑制だ。

原子力発電所の長期停止に伴う火力燃料費の上昇が

値上げ圧力となる中、競争を促すことで電気を生産・

販売する企業の創意工夫や経営努力を引き出し、値

上げ基調に歯止めをかける。3つ目は需要家の選択

肢や企業の事業機会の拡大だ。家庭や企業を問わず、

すべての電気の利用者が電力会社や料金メニュー、

再生可能エネルギーなどの電源を自由に選べるように

する。これによって企業の事業機会を拡大し、需要

家のニーズに応じた新たな商品開発や技術革新に結

びつける。

　一連の改革によって電気事業制度は抜本的に変わ

ることになるが、規制緩和はこれまでも段階的に進め

られてきた。第1次改革（1995年）では発電部門に競

争原理が導入され、独立系発電事業者（IPP）が入札

制度を利用して電力会社に卸販売することが可能に

なった。また、自前の発送配電設備を活用して特定

地域に電力を小売り販売する「特定電気事業」が創設

された。選択約款や燃料費調整制度が導入されたの

もこの時だ。

　その後も規制緩和の流れは加速した。第2次改革

（1999年）の目玉は部分自由化だ。特別高圧（2,000 

kW以上）の大口需要家が対象で、電力会社の送電

網を使って小売り販売する「特定規模電気事業」が創

設された。一方では電力会社の兼業規制が廃止され、

ガス・通信事業への参入が増えた。

　第3次改革（2003年）で、自由化範囲は2004年4

月から高圧の一部（500kW以上）、1年後には全ての

高圧（50kW以上）に拡大。電力会社の販売電力量の

約64％が対象になった。電源調達の多様化を目的に

日本卸電力取引所（JEPX）も創設された。

　その後も全面自由化を求める声はくすぶっていたが、

電気事業分科会は2008年3月の答申で実施を見送

り、5年後をめどに再検証するとの判断を下した。

第4次改革（2008年）は競争環境整備に重点が置か

れ、JEPXへの4時間前市場の創設やインバランス料

金の見直しなど、電事法改正によらず省令改正で対

応した。

　しかし、震災後の需給逼迫を受けて、事態は急展

開した。経済産業相が議長を務めた「電力システム改

革に関するタスクフォース」は2011年12月、小売り全

面自由化や卸市場の活性化、送配電部門のさらなる

中立化などを提言し、電力システム改革専門委員会

に議論を引き継いだ。2012年末の政権交代で潮目が

変わるとの憶測も広がったが、改革の方向性は維持

された。同専門委は2013年2月に3段階の改革を求

める報告書をまとめ、政府が4月に「電力システムに

関する改革方針」を閣議決定した。この方針に基づい

て、3段階の改革が進められている。

2  便利な料金比較サイトも登場

　各社のプラン公表に併せて、電気料金比較サイト

も充実してきた。約2年前にいち早くサイトを立ち上

げた「エネチェンジ」や、購買支援サイト「価格．

com」を運営するカカクコムが1月から、新しい料金

プランの比較サービスを開始した。利用者の電気の

使用状況や生活スタイルに応じたプラン選択を後押し

するのが狙いである。世帯人数や電気の使用量、居

住地域などの簡単な質問に答えると、選べる料金プ

ランが年間節約額などの順に表示される。自由化に

関する基礎知識や各社の料金プランの特徴などを紹

介するコラムも掲載されている（図2）。

3  料金プラン変更の流れ

　料金プランの変更は、希望するプランを提供してい

る会社に申し込めば、スマートメーター（次世代電力

量計）への取り替え工事の手配から、いまの契約の

廃止手続きまで一貫して対応してもらえる。料金比較

サイトで申し込みを受け付けている会社もある。電力

ンスを国から取得する必要がある。4月の「ライセンス

制」導入により、大手の電力会社や新電力（特定規模

電気事業者）などが発電・送配電・小売りに再編さ

れるためで、例えば大手の電力会社は、発電事業者

と一般送配電事業者、小売電気事業者の兼業体制と

なる。現在、小売電気事業者のライセンスを取得し

たい会社が需要家への供給義務を果たせるか否か、

また契約内容の説明や苦情対応ができるかどうかな

どについて審査が行われている。2月8日時点では、

大手の電力会社を除く169者が小売電気事業者として

登録されている。

　4月から電力小売り市場が全面自由化される。一

般家庭を含めた全ての需要家が、電力会社や料金プ

ランを自由に選べるようになる。東京電力と関西電力

の両エリアを中心に、一般家庭への電気の販売を表

明する企業が続 と々現れ、新しい料金プランやサービ

スを公表している。ガスや通信とのセット割引や各種

ポイントサービスなどを組み合わせて、お得感を打ち

出している。

　一般家庭への電気の販売は現在、東京電力や関

西電力など大手の電力会社（一般電気事業者）に限

定され、電気料金の決定方法も規制されている。国

民に電力選択の自由、事業者に参入の自由を保証す

るため、こうした制約を取り払うのが全面自由化だ。

ただし、競争が進展するまでの間は現行の規制料金

が経過措置として残り、自由料金と併存することに

なる。

図1　東京電力の3段階料金

図2　料金比較サイト

＊従量電灯B・Cの場合（数字は1kWh当たりの電力量料金単価・2016年1月時点）

エネチェンジ 価格.comの電気料金比較

出典：東京電力ホームページより作成

出典：https://enechange.jp/（エネチェンジ）
　　　http://kakaku.com/energy/（価格.com 電気料金比較）

第3段階料金

第2段階料金

第1段階料金

19円43銭
25円91銭

29円93銭

120kWh 300kWh

料
金
水
準

家庭用標準電気料金は、
1980年の値上げ時の省
エネルギー政策の影響で、
使用量が大きい世帯には
kWh当たり価格が高くな
る逓増制の3段階料金と
なっている
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1  自由化のメリット享受は限定的

　現行の料金体系は40年以上前から、電気の使用

量に応じて電力量料金単価を区分する「3段階料金制

度」が採用されている。1段階目（月120kWhまで）は

低所得者の負担軽減を目的に比較的安い料金、2段

階目（月120kWh超から300kWhまで）は平均的な料

金、3段階目（月300kWh超）は節電・省エネを促す

ために比較的高い料金にしている。電力会社の損益

分岐点は、地域によって差があるものの、おおむね

300kWh～400kWh超といわれる。つまり、それ以

上に電気を使用する1～2割の需要家を電力会社が抱

えていることで、この制度は成り立っている（図1）。

　新規参入者は、この点に着目し、電気の使用量が

多い世帯ほど割安になる料金プランを相次いで打ち

出している。特に東日本大震災後に電気料金を値上

げした電力7社は、経済産業省の査定によって1、2

段階目の上げ幅を抑え、3段階目を高くしたことから、

電気を多く消費する家庭にとっては割高感が増してい

る。一方、電気の使用量の少ない単身世帯などの選

択肢は限られている。新しい料金プランの多くは契

約容量が30～40アンペア以上で、1段階目の電力量

料金単価が電力会社よりも割高になっている。専門

家の話によると、現時点で全面自由化のメリットを享

受できる消費者は1割にも満たないという。

　競争の主戦場となる首都圏では、ガス会社や通信

会社、石油会社、鉄道会社など、すでに10社を超

える新規参入者が新しい料金プランを公表し、4月

からの販売の事前予約を受け付けている。電気の使

用量が多い世帯や、セット割の対象となるサービス

を利用している世帯、ポイントを集めている世帯など

は、料金プランを変更するとお得になる可能性がある。

水回りや鍵の紛失などに対応する暮らしのサポート

を無料で提供したり、電気の契約を結ぶとガソリン

代を値引きするといったプランもある。ただし、長期

契約の中途解約時に違約金が発生することもあるた

め、注意が必要だ。

広域的運営推進機関（広域機関）の集計によると、4

月からのプラン変更を申し込んだ需要家は、東京電

力エリアで3万3,200件（1月29日現在）になった。東

京電力から新規事業者に切り替える場合だけでなく、

東京電力の規制料金から自由料金に変更する場合も

含まれる。

　4月以降に工場や事務所ビル、家庭などに電気を

販売する全ての会社は、「小売電気事業者」のライセ

4  需要家保護へ指針を制定

　経済産業省は需要家保護の観点から、小売電気

事業者に対し、需要家への適切な情報提供や苦情・

問い合わせへの適正な対応を求める指針を定めてい

る。例えば、電気料金の「標準メニュー」や平均的な

月額料金の公表、電源構成の開示などを「望ましい

行為」として奨励。一方、「当社の電気は停電しにくい」

といった誤解を招く情報提供や、不当に高額な違約

金の設定などを「問題となる行為」と位置付けた。こ

うした問題となる行為は、業務改善命令などの対象

になる（図3）。

5  電力システム改革について

　全面自由化とライセンス制の導入は、政府が3段

階で進める電力システム改革の第2段階にあたる。

第1段階は2015年4月の広域機関の設立だ。すべて

の電気事業者が加盟する経済産業省の認可法人で、

重要な送電網の整備や、災害などで需給が逼迫した

際の需給調整など「安定供給の番人」としての役割を

果たす。第3段階は2020年4月の発送電分離だ。

既存の電力会社を持ち株会社化して発電・小売り部

門と送配電部門を別会社に分ける「法的分離」を実施

する。

　一連の改革の目的は、大きく3つある。１つ目は安

定供給の確保だ。電気が不足する地域に柔軟に供給

できるよう、広域的な電力融通を促進する。また再

生可能エネルギーや自家発電など、多様な電源を供

給力として活用しやすくする。さらに無理なく節電で

きる仕組みを取り入れ、計画停電に頼らないシステム

に変更する。2つ目は電気料金の最大限の抑制だ。

原子力発電所の長期停止に伴う火力燃料費の上昇が

値上げ圧力となる中、競争を促すことで電気を生産・

販売する企業の創意工夫や経営努力を引き出し、値

上げ基調に歯止めをかける。3つ目は需要家の選択

肢や企業の事業機会の拡大だ。家庭や企業を問わず、

すべての電気の利用者が電力会社や料金メニュー、

再生可能エネルギーなどの電源を自由に選べるように

する。これによって企業の事業機会を拡大し、需要

家のニーズに応じた新たな商品開発や技術革新に結

びつける。

　一連の改革によって電気事業制度は抜本的に変わ

ることになるが、規制緩和はこれまでも段階的に進め

られてきた。第1次改革（1995年）では発電部門に競

争原理が導入され、独立系発電事業者（IPP）が入札

制度を利用して電力会社に卸販売することが可能に

なった。また、自前の発送配電設備を活用して特定

地域に電力を小売り販売する「特定電気事業」が創設

された。選択約款や燃料費調整制度が導入されたの

もこの時だ。

　その後も規制緩和の流れは加速した。第2次改革

（1999年）の目玉は部分自由化だ。特別高圧（2,000 

kW以上）の大口需要家が対象で、電力会社の送電

網を使って小売り販売する「特定規模電気事業」が創

設された。一方では電力会社の兼業規制が廃止され、

ガス・通信事業への参入が増えた。

　第3次改革（2003年）で、自由化範囲は2004年4

月から高圧の一部（500kW以上）、1年後には全ての

高圧（50kW以上）に拡大。電力会社の販売電力量の

約64％が対象になった。電源調達の多様化を目的に

日本卸電力取引所（JEPX）も創設された。

　その後も全面自由化を求める声はくすぶっていたが、

電気事業分科会は2008年3月の答申で実施を見送

り、5年後をめどに再検証するとの判断を下した。

第4次改革（2008年）は競争環境整備に重点が置か

れ、JEPXへの4時間前市場の創設やインバランス料

金の見直しなど、電事法改正によらず省令改正で対

応した。

　しかし、震災後の需給逼迫を受けて、事態は急展

開した。経済産業相が議長を務めた「電力システム改

革に関するタスクフォース」は2011年12月、小売り全

面自由化や卸市場の活性化、送配電部門のさらなる

中立化などを提言し、電力システム改革専門委員会

に議論を引き継いだ。2012年末の政権交代で潮目が

変わるとの憶測も広がったが、改革の方向性は維持

された。同専門委は2013年2月に3段階の改革を求

める報告書をまとめ、政府が4月に「電力システムに

関する改革方針」を閣議決定した。この方針に基づい

て、3段階の改革が進められている。

2  便利な料金比較サイトも登場

　各社のプラン公表に併せて、電気料金比較サイト

も充実してきた。約2年前にいち早くサイトを立ち上

げた「エネチェンジ」や、購買支援サイト「価格．

com」を運営するカカクコムが1月から、新しい料金

プランの比較サービスを開始した。利用者の電気の

使用状況や生活スタイルに応じたプラン選択を後押し

するのが狙いである。世帯人数や電気の使用量、居

住地域などの簡単な質問に答えると、選べる料金プ

ランが年間節約額などの順に表示される。自由化に

関する基礎知識や各社の料金プランの特徴などを紹

介するコラムも掲載されている（図2）。

3  料金プラン変更の流れ

　料金プランの変更は、希望するプランを提供してい

る会社に申し込めば、スマートメーター（次世代電力

量計）への取り替え工事の手配から、いまの契約の

廃止手続きまで一貫して対応してもらえる。料金比較

サイトで申し込みを受け付けている会社もある。電力

ンスを国から取得する必要がある。4月の「ライセンス

制」導入により、大手の電力会社や新電力（特定規模

電気事業者）などが発電・送配電・小売りに再編さ

れるためで、例えば大手の電力会社は、発電事業者

と一般送配電事業者、小売電気事業者の兼業体制と

なる。現在、小売電気事業者のライセンスを取得し

たい会社が需要家への供給義務を果たせるか否か、

また契約内容の説明や苦情対応ができるかどうかな

どについて審査が行われている。2月8日時点では、

大手の電力会社を除く169者が小売電気事業者として

登録されている。

図3　経済産業省が定めた消費者保護のための指針の主な内容

出典：経済産業省資料を基に作成

電力システムの目的

1
電力の安定供給の

確保

2
電気料金の
最大限の抑制

3
需要家の

選択肢や企業の
事業機会の拡大

●一般家庭向けの標準的な料金メニューを公表する

●契約切り替えの際、切り替え前の契約に対し違約金が発生する可能性があることなどを説明する

●消費者の転居先が小売電気事業者の供給エリアでない場合は違約金を請求しない

●停電時に小売電気事業者が顧客からの問い合わせや相談に対応する

●料金請求の元になる使用電力量などの情報を消費者に示さない

●「当社の電気は停電しにくい」など消費者の誤解を招く情報提供で自社のサービスに誘導する

●違約金が高すぎたり、解除手続きや契約更新しない場合の手続きが明らかでないなど、契約解除を著し

く制約する

●契約を解除する際、本人確認を行わない

●契約を解除する際、過度な引き留めなど解除申し込みに速やかに応じない

小売電気事業者の
望ましい行為

小売電気事業者の
望ましくない行為



● 横浜みなと博物館
TEL： 045-221-0280
2009年に開港150周年を迎えた横浜港をテーマにした博物館。「歴史と暮らし
のなかの横浜港」をコンセプトに、船や海運、港の仕組みなどが学べる。港を散
歩しながら歴史が学べる行事も好評だ。
10:00～17:00。月休館（祝日は開館、翌平日休館）、高校生以上600円、小・
中学生、65歳以上300円。

● 野毛山動物園
TEL： 045-231-1307
昭和24年開園、横浜で一番古く、市民からも親しまれている動物園。小さな動
物園だが、入園無料であることに加え、様々な動物が至近距離で見られることが
魅力だ。モルモット、ハツカネズミ、ひよこなどと触れ合える「なかよし広場」は
子どもに大人気（利用時間はHP参照）。
9:30～16:30。月休園（祝日は開園、翌日休園）。

立ち寄り観光名所

横浜市西区紅葉ヶ丘27-2
［TEL］ 045-263-3055
［URL］ http://www.ynt.yaf.jp.org

電車：JR根岸線ほか桜木町駅より徒歩15分。みな
とみらい線みなとみらい駅より徒歩20分。京浜急行
日ノ出町駅より徒歩18分（各駅からタクシーで約5分）。
9:00～20:00
無休（施設点検日と年末年始除く）
毎月1回、約1時間。無料。10:00に正面入口ロビー
に集合（予約不要）。
そのほか有料でプライベート見学もあり。
詳細はHPにて。

横浜能楽堂

（記事提供　電気新聞）
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交　　通：

開館時間：
休 館 日：
施設見学：

2016年3・4月号 2016年3・4月号

一般のホールでい
う舞台袖にあたる
「鏡ノ間」。
約20畳と広く、
演者は大きな鏡の
前で能面をつける

シテ、ワキ、囃子、
狂言などが出入りする
手動の「揚幕（あげまく）」

好奇心
いっぱい！
小トラベル

第　　　回131

神奈川県◎横浜市
横浜能楽堂
横浜・桜木町駅から徒歩15分。
見晴らしのよい公園の一角にある「横浜能楽堂」では
毎月1回、本舞台とバックヤードを見学できる
施設見学日があると聞き、さっそく訪れた。

横浜能楽堂オリジナルの生落雁のほか、
手ぬぐいでつくられたトートバッグや
ポーチなど、ここでしか買えないグッズもチェックしておこう

能舞台の鏡板は松が描かれているのが一般的だが、
この舞台は松に加え、梅が描かれており、非常に珍しい

　能と狂言を総称したものを能楽といい、それを上演す

るための劇場を能楽堂という。能は謡・舞・囃子の3つ

の要素からなる芸能で、例えるなら「日本のミュージカル」

「日本のオペラ」。一方、狂言は笑いを取り入れたセリフ

劇で「日本のコメディ」と表現する人もいる。どちらも見

たことがなかったので知らなかったが、能楽堂は意外と

身近な場所に点在しており、関東だけでも20カ所近くある。

　「横浜能楽堂」もそのうちのひとつで、関東地方現存

最古の能舞台が存在する。本舞台は明治8年、現在の

東京国立博物館に近い、旧加賀藩主・前田斉泰の隠居

本舞台を遮断する緞帳もない。ガランとしていて、実にシ

ンプルだ。にもかかわらず、独特の存在感があり圧倒さ

れる。

　能舞台の多くは、建築素材として最上の桧で作られて

いるが、横浜能楽堂は樅が使われている。柱も細く繊細

な印象を持つ人が多いという。鏡板に描かれた細い松と

白梅も横浜能楽堂ならではの可憐な雰囲気を醸し出して

いる。

　橋掛かりに続く「鏡ノ間」にも案内してもらった。演

者は大きな鏡の前で能面をつけ、「御幕」という言葉とと

もに舞台に出る。手動で幕が上がった瞬間、演者目線で

本舞台を見ると、また違った高揚感がある。

　楽屋を見ることもできた。能楽にはシテ方、ワキ方、

囃子方、狂言方の4つの役があり、それぞれ専門分野の

みを担当する。楽屋もパートごとに分かれているが、こち

らも実にシンプル。さらに、掃除が隅 ま々で行き届いており、

塵ひとつ落ちて

いない。

　ほかにも舞

台右手の出入

り口「切戸口」

も見学させて

もらった が、

とにかく、どこをとっても無駄なものがないことに感心し

た。逆に言えば、ひとつひとつ重要な意味があるという

こと。それらの説明を聞くほど、歴史の深さと伝統芸能

の素晴らしさを感じた。

　2階には貴重な装束や能面、台本などが展示されてい

るスペースもある。こちらは、公演がないときに限り自由

に見学できるので、近くに立ち寄ることがあれば覗いて

みたい。

　能楽というと、難しいイメージがあり敬遠していたが、

見学してみると俄然興味が湧いてきた。歌舞伎のように

解説のイヤホンはないので、理解できない部分もあるか

もしれないが、その場にいるだけで、気持ちが引き締ま

る空気感を味わうだけ

でも価値がありそうだ。

　毎月第2日曜日、「狂

言の日」には2,000円

で鑑賞できるというの

で、ぜひ一度足を運ん

でみてはいかがだろう。

所に建てられたもの。時代とともに移築や解体を経るが、

平成8年、この場所に甦った。全国で8番目に古く、建

築史上、歴史上貴重なものだという。

　スタッフに案内され、見所（客席）に足を入れると、

ふわっと木の香りに包まれた。本舞台は三間（5.4メート

ル）四方の正方形で、四隅に柱が立ち、後方には鏡板、

前方にはキザハシ（階段）がある。柱があると見にくい

のでは？　と思うが能面をつけると視野が狭くなるので、

演者にとっては重要な目印であるという説明があった。

　向かって左には「橋掛かり」と呼ばれる渡り廊下が伸

びており、周囲は白洲となっている。能楽が屋外で行わ

れていた時 代は、

太陽の光を反射さ

せ、能面を美しくみ

せる役目を果たして

いたのだとか。屋外

にあった名残として

屋根がついているが、

大掛かりなセットは

存在しない。見所と

みなとみらいに行ったら、ぜひ足を伸ばしたい「横浜能楽堂」。
桜の名所・掃部山公園の一角にある

身支度を整える
「装束の間」、
いわゆる楽屋。
公演がないとき
は古典芸能の
練習などで
使われている

横浜
みなと
博物館

野毛山動物園

日ノ出町駅

横浜能楽堂

桜木町駅

掃部山公園

野毛山公園

馬車道駅

京
急
本
線

ブ
ルー
ラ
イ
ン J

R
根
岸
線 みなとみらい線

首
都
高
速
神
奈
川
1
号
羽
田
線

横浜市の文化財にも指定されている本舞台。木の香りと優しい照明に癒される空間だ。
客席は1階2階合わせ486席
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●───第46回───●

新しい電気料金とスイッチング

大 変
役立つ

電力システム改革と電気事業法の改正

小売り全面自由化に当たり、

電気料金はどう変わる？

　現在、契約電力50kW以下の低圧部門、つま

り一般家庭や商店向けの電気料金は、地域の

電力会社の電気供給約款または選択約款に規定

されています。これらは規制料金のため、国の

認可が必要です（現・電気事業法第19条）。

　最も基本的な電気料金メニューは電気供給約

款にある従量電灯です。需要家の設備や使い

方によっては選択約款にあるメニューを選択でき

ます。

　小売り全面自由化に伴い、地域の電力会社の

電気供給約款は、特定小売供給約款と名前を

変え、規制料金として当面の間、残りますが、

選択約款は自由料金扱いとなります。

　2016年4月から施行される2014年改正電気

事業法での「約款」は以下の通りです。

●託送供給等約款（2014年改正電事法第18

条）：送配電料金。すべての電気料金に含

まれる

●最終保障供給約款（2014年改正電事法第

20条）：電力会社が倒産したときなどに適

用される

●離島供給約款（2014年改正電事法第21

条）：離島向け電気料金を定める

●特定小売供給約款（2014年改正電事法附

則第16条）：経過措置期間中に適用される

規制料金

　新規参入の小売電気事業者が提供する料金

メニューは、自由料金メニューです。また、地

域の電力会社が新しいメニューとして発表してい

るのは自由料金メニュー、従量電灯とあるのは

特定小売供給約款（現在の電気供給約款）のメ

ニューです。

料金メニューを変更したり、

電力会社を変更するには？

　地域の電力会社の新しい料金メニューの場合

は、地域の電力会社に申し込むことになります。

電力会社を変更する（スイッチングする）場合は、

新規に契約する電力会社

に申し込みます。スイッ

チングにあたってはスマー

トメーターが設置される

ことになります。

　なお、料金メニューも

電力会社も変更しない場合は、地域の電力会社

から、3月末時点で契約しているサービスを継続

して受けることができます。

低圧電力もスイッチングできる？

　新規参入の電力会社の中には低圧電力にあた

る料金メニューを持っているところもありますの

で、その事業者の供給エリアであればスイッチ

ングは可能です。

新規参入の小売電気事業者を知りたい

　小売電気事業者は、国の審査を経て登録され

ます。資源エネルギー庁ホームページ内の「登

録小売電気事業者一覧」で確認できます。

全国どこでも、どの電力会社からも

電気を購入することはできる？

　小売電気事業者はサービスエリアを設定して

います。魅力的な電気料金メニューがあっても、

その事業者の供給エリアから外れていれば電気

の供給を受けることができません。また離島の場

合は、ほかに参入する会社がなければ、離島

供給約款に基づき供給されることになります。

新しい小売電気事業者は信頼できる？

　小売電気事業者には供給能力確保義務や、

需要家への重要説明義務が課されています。こ

のほか、需要家保護のために国は「電力の小売

営業に関する指針」（小売り営業ガイドライン）

を定めており、小売電気事業者はこれを守る必

要があります。さらに「適正な電力の取引につい

ての指針」（適正取引ガイドライン）にも小売り

事業者における行動指針が書かれています。

　ガイドラインでは電源開示ルールや営業方法、

営業形態、苦情対応などについて、望ましい行

為、問題となる行為が例示されています。

　ガイドラインを守らないような、悪質な小売

電気事業者との間でトラブルになった場合は、

電力取引監視等委員会の相談窓口に相談してく

ださい。

自宅の太陽光発電の余剰電力を

地域の電力会社に売電しているが、

スイッチングはできる？

　再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）

で余剰電力を売電している場合、電気の供給を

受ける契約（小売供給契約）と、売電する契約

（電力受給契約）の2つを電力会社と結んでいま

す。双方ともスイッチングが可能で、どちらか一

方のみをスイッチングすることも可能です。

　小売供給契約については通常のスイッチングと

なります。電力受給契約のスイッチングは、基

本的には可能ですが、全面自由化後、FIT電

気の買取義務は年間5億kWh以上の電力供給

を行う小売電気事業者に課せられることになっ

ているので、必ずしも希望する新規参入事業者

にスイッチングできるとは限りません。ただし、

新規参入事業者の中には積極的にFIT電気の

買い取りを行っているところもあります。

　なお、国はFIT電気の買取義務について、

将来的に一般送配電事業者（電力会社の送配電

部門）に移行する方向で議論を進めています。

2社以上の小売電気事業者から

供給を受けることはできる？

　1つの供給地点について、1つの小売電気事

業者からしか供給を受けることができません。

検針票にはこの「供給地点特定番号」が記載さ

れています。スイッチング手続きにはこの番号が

必要になりますので、切り替えを検討している

場合は保管しておいてください。

電気保安と法律ミニ知識

2016年4月から始まる電力の小売り全面自由化を前に、
電力会社、新規参入の会社などが新しい電気料金メニューを発表しています。
電力会社の切り替え（スイッチング）を検討している人も多いことでしょう。
今回は小売り自由化で焦点となる、電気料金や小売電気事業者、

スイッチングなどについて解説します。

2016年3・4月号 2016年3・4月号

1

2

3

5

4

6

8

7

「供給地点特定番号」
は検針票で

  電力取引監視等委員会　相談窓口

TEL：03-3501-5725（直通）
        （受付時間　9：30－12：00、 13：00－18：30）
E-mail: dentorii@meti.go.jp
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　2020年以降の温室効果ガス削減の

国際的な枠組み「パリ協定」が2015

年12月、国連気候変動枠組み条約

第21回締約国会議（COP21）で採

択されました。地球温暖化対策の国

際的な枠組みの合意は1997年の京都

議定書以来。今回は途上国を含む

196の国と地域が参加する予定です。

　会議では温暖化対策の強度や資金

の拠出を巡る先進国と途上国の溝が

深く難航しましたが、「野心的でバラン

スの取れた合意文書にする」（ファビウ

スCOP21議長・フランス外相）との方

針の下、会期を延長し最後まで互い

が受け入れられる道を探りました。

　新しい協定では、地球の気温の上

昇幅を産業革命前に比べて「2℃未満」

に抑制することを目指すとともに、島しょ

国が強く求めていた「1.5℃未満」とす

る意見に配慮し、その抑制に向け努

力することが明記されました。また、今

世紀後半に「実質排出ゼロ」を目指

すという欧州の意見も盛り込まれました。

　最後までもつれた途上国への温暖

化対策資金の支援については、先進

国が行う2020 ～ 25年までの年1千億

ドル以上の支援を、法的義務のない決

定文書に移すことなどで決着しました。

　一方、温室効果ガス削減については、

各国に削減目標の提出と計画の策定、

目標の5年ごとの見直しを義務化して

います。目標の見直しは上方修正が可

能です。また、時期をずらして世界全

体の排出削減の取り組み状況を5年ご

とに検証し、各国の目標達成に向けた

取り組みの実効性を高めます。

　パリ協定は世界排出量の55％以上

に当たる55カ国以上が批准してから

30日後に発効されます。

　現在の日本の温室効果ガス削減目

標は2030年度に13年度で26％の削

減。協定の採択を受けて、政府は温

室効果ガスの削減計画にあたる「地

球温暖化対策計画」の策定を進めて

います。すでに昨年末に骨子案が示さ

れており、年度内にも対策を固め、今

年5月の主要国首脳会議（伊勢志摩

サミット）で対外的に表明する意向です。

　経済産業省はこのほど、電力小売り

全面自由化に向けて需要家の保護を図

るため、「電力の小売営業に関する指

針」を制定しました。4月以降、様々な

事業者が電気事業に参入するため、

需要家への適切な情報提供や苦情・

問い合わせへの適正な対応などの観点

から、問題となる行為や望ましい行為を

明記。小売電気事業者が営業活動を

行う“バイブル”となる重要な指針です。

　指針は、①需要家への適切な情報

提供 ②営業・契約形態の適正化 ③

契約内容の適正化 ④苦情・問い合

わせへの対応の適正化 ⑤契約の解

除手続きの適正化──という5項目で

構成されています。

　具体的には、セット販売の説明時に

おける料金算定方法の明示例や、電

源構成の表示の例、「地産地消」の

アピールが適正かどうか、停電時の問

い合わせ対応などについて「問題とな

る行為」と「望ましい行為」を列挙。

望ましい行為は事業者が自主的に順守

すべき行為で法的な制約はありません

が、問題となる行為は電気事業法の

業務改善命令や業務改善勧告の対象

となります。

　同指針について、林幹雄経産相は

「指針の内容を周知するとともに、消費

者トラブルの発生防止にしっかりとした

取り組みを（小売電気事業者に）求

めていく」と述べました。

　指針は電力取引監視等委員会の検

討結果を踏まえて制定されました。

　小売り全面自由化に向け、各事業

者は営業活動を本格化しています。経

産省の担当者は「指針にのっとり、適

切に進めてほしい」と呼び掛けています。

経済産業省が電力小売営業指針を制定

ニュースクリップ

2016年3・4月号 2016年3・4月号

温暖化対策の新しい国際的な枠組み「パリ協定」を採択

高校生作文コンクールinformation
［インフォメーション］

　

KDH 未来の電気技術者奨励賞 応募要領
関東電気保安協会では、工業高等学校の電気電子科および、
これに相当する学科に在学中の皆さまを対象に作文コンクールを実施いたします。

i nformation

第4回

募集テーマ ●電気技術者としての夢や抱負
●省エネや節電のアイディアや取り組み
（例）「技術者としての未来像」 「未来の省エネ」 「エネルギーと私たち」 など

文字数・分量 ●1200字程度
募集期間 ●平成 28 年 ４ 月 1 日（金）～ ５ 月 １０ 日（火）

応募資格 ●東京都、栃木・群馬・茨城・埼玉・千葉・神奈川・山梨・静岡（※）・福島県の
工業高等学校の電気電子科およびこれに相当する学科に在学中の生徒
　※静岡県につきましては富士川以東の地区に限らせていただきます 

応募方法 ●郵送または当協会ホームページからご応募ください。
●郵送による応募の場合：学生証の写し（コピー）を応募作品に添付のうえ、下記応募先までご応募ください。
　　〒108-0023 東京都港区芝浦4-13-23　MS芝浦ビル 7階
　　一般財団法人 関東電気保安協会　広報部 高校生作文コンクール係
●当協会ホームページから応募の場合：ホームページトップ画面「高校生作文コンクール応募窓口」からご応募ください。
　❶応募作品はPDFファイル、またはワードファイルでご準備ください。
　❷応募ホームへ指定事項を入力または学生証（写）を添付のうえ、作品を添付してご応募ください。
　　※郵送、ホームページいずれの方法におきましても、学校単位での応募の場合は、名簿の添付により学生証（写）の添付を省略す
　　　ることができます。 
　　 http://www.kdh.or.jp/about/concours.html

お問い合わせ ●広報部 高校生作文コンクール係
　　　　　　　03-6453-8896
　　　　　　　kdh-kouhou@kdh.or.jp
　　　　　　　9：00～17：00（土日祝日除く）

入賞発表と
表彰

●入賞発表：平成28年7月上旬　入賞者に連絡するとともに、当協会ホームページに掲載します。
●表彰：入賞者につきましては、当協会より賞状ならびに副賞を贈呈させていただきます。
　　最優秀賞　若干名 賞状と副賞 （図書カード 30,000円分）
　　優　秀　賞　10名程度 賞状と副賞 （図書カード 10,000円分）
　　奨　励　賞　50名程度 賞状と副賞 （図書カード   5,000円分）

電話番号
Ｅ-mail
受付時間

主　催 ●
　当協会は「まかせて安心、確かな技術」をスローガンに、電気設備の安全点検、技術相談、電気安全・省エネに関する
　サービスやPRを通じて、環境にやさしい安全で快適な社会の実現に貢献しています。

コンクールの審査結果に関わらず、応募作品に関する所有権、著作権等の権利は、当協
会に帰属するものとし、それらを広告宣伝等の目的で印刷物、ホームページ等に使わせ
ていただく場合があります。

応募者からいただいた個人情報は、入賞者への連絡、賞状等の発送、当協会の広告や印
刷物、ホームページ等への応募作品の掲載のためにのみ利用させていただきます。また、
当該業務の委託に必要な範囲で委託先に提供する場合を除き、個人情報を応募者の承
諾なく第三者に提供致しません。

●個人情報に関する注意事項●ご応募に関する注意事項



　屋内用のテーブルタップは、屋内で使用することを前提に作られていることから、屋外で使用するとケー

ブル被覆が損傷したり、砂などが入り込むことで接触不良を起こすことがあります。そのまま使用を続け

ると短絡などの事故につながることがありとても危険です。

　屋外では屋外用の延長コードを使用するようにしましょう。

　
屋外での延長コード

1

2

3 6

5

4

22 23電気と保安 電気と保安

屋外での延長コード

2016年3・4月号 2016年3・4月号

社会的な影響が大きい
「波及事故」を防止するには
受変電設備の適切な管理が必要です！

お知らせ

　電気事業法では、自家用電気工作物の工事・維持・
運用について厳しい規制が設けられ、設置者が保安
規程を作成して電気の保安を確保することが法律で義
務付けられており、国への各種手続きや届出が必要で
す。これを怠ると処罰されることもあります。

 ■ 波及事故とは
　一軒で起きた電気事故が他に波及して付近一帯が停電す

る事故のことです。

下図のように電力会社の１つの配電線からは、平均1,500

軒ものお客さまに電気が供給されています。

受電設備の主遮断器の保護範囲でトラブルが起きた場合

は、保護装置が作動して波及事故を防止しますが、主遮

断器の電源側のお客さま設備で事故が起きた場合は電力

会社の保護装置が作動して、その系統の配電線が切り離

されます。

 ■ 波及事故が発生したら

　イラストは、主遮断装置の電源側と負荷側を示したもの

ですが、波及事故の発生箇所は90%が主遮断装置の電

源側で起きています。

波及事故が発生したときは、電気主任技術者と電力会社へ

至急連絡します。また、電気事業法に基づき事故発生を知っ

たときから48時間以内に速やかに事故の概要について、

所管の関係官庁に電話等の方法で連絡します。

また、事故発生を知った日から起算して30日以内に定め

られた書式に従い「電気事故報告書」を提出する必要があ

ります。

 ■ 波及事故の原因
　右のグラフは、平成26年度関

東東北産業保安監督部管内の波

及事故の発生原因を基に作成し

た資料です。

●自然劣化が原因によるものが
全体の47%で、そのうち引込

ケーブルが原因となったものは77%です。

●雷が原因によるものも19%あります。

 ■ 波及事故を防止するには
　この資料からは、波及事故発生原因の50%程度は引

込口と引込ケーブルに起因するといえます。

引込みには下のイラストのように、架空線引込みの場合と

地中線引込みの場合があります。

波及事故防止には、引込み方法によりGR付PASかGR

付UGSの取付けが有効です。

　PASは落雷で被害を受けることもあります。

　下の写真は、GR付PASが落雷で破損した外観と内部

の様子です。落雷時の絶縁破壊などを防止するにはLA内

蔵 GR 付

PASの取

付けが有

効です。

　右下の写真は、高圧ケーブルの絶縁破壊により波及事

故に至った事例です。

波及事故を起こすと社会的な責

任も問われかねません。事故を

未然に防止するためにも設備更

新をおすすめします。

お客さまの柱
⬇ GR付

PAS

主遮断装置の負荷側主遮断装置の電源側

お客さまの設備電力会社の設備

責任分界点

電力会社柱
⬇

引込開閉器

お客さま構内
ケーブル

引込
ケーブル

波及事故の主な発生原因

配電変電所

主遮断器

発
電
所
よ
り

工場・病院・銀行・ビル・住宅など
付近一帯の施設・住宅が停電 お客さまの施設が停電

OFF

事故

お客さまの施設

架空線引込みの場合 地中線引込みの場合

内、
引込ケーブル
77％

自然劣化
47％

雷
19％

その他
34％

（　　）
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この用紙は再生紙を使用しています。

（広報部）

　当協会では、一般のお客さまを対象に電気に関する各種講習会を開催しております。
　ご好評をいただいております労働安全衛生法に基づく電気取扱者の特別教育講習会や保護継電器試験講習会
を、下記の日程で開催します。なお、お申込み及び最新の日程は、当協会のホームページをご覧ください。
　当協会の職員が分かりやすく講習させていただきますので、みなさまのご参加をお待ちしております。
　なお、一団体で10名以上の受講をご希望される場合には、日程表とは別日程で開催することも可能ですので、最寄り
の事業所へご相談ください。

詳細につきましては当協会ホームページをご覧いただくか、
下記までお問い合わせください。

電気取扱者特別教育講習会
●低圧電気取扱者特別教育講習会（１日コース：開始・終了時間は開催場所により異なります。）
　低圧の開閉器の操作業務を行う方 を々対象とした講習会です。
　　（実技教育は開閉器操作1時間）
■受講料　9,300円（税込・テキスト代含む）
　　　　　ただし、当協会と保安管理業務のご契約をいただいている場合は 7,200円（税込・テキスト代含む）

保護継電器（ＧＲ，ＤＧＲ，ＯＣＲ）試験講習会
この講習会は技術研修所（千葉市美浜区）で開催しております。
高圧受電設備の保護継電器の基礎を勉強したい方を対象とした、初心者向けの1日講習会です。
保護継電器の役割、試験器での各種保護継電器の動作試験などを行います。
■受講料　11,300円（税込・テキスト代含む）

● 高圧・特別高圧電気取扱者特別教育講習（２日コース：開始・終了時間は開催場所により異なります。）
　高圧または特別高圧の充電電路の操作を行う方 を々対象とした講習会です。
　　（実技教育は高圧の開閉器操作1時間）
■受講料　19,500円（税込・テキスト代含む） 
　　　　　　ただし、当協会と保安管理業務のご契約をいただいている場合は 17,500円（税込・テキスト代含む）

平成28年度
電気取扱者特別教育・保護継電器試験講習会

開催予定

●講習会に関する一般的内容のお問い合わせ
●当日の講習会に関するお問い合わせ

関東電気保安協会　広報部 ［TEL］03-6453-8888（代表）
講習会開催事業所（当協会ホームページをご覧ください）

●「低」は低圧、「高」は「高圧・特別高圧」を示し、数字は日付を示す。
※1：那須で開催　※2：下野で開催　※3：佐野で開催　※4：東毛で開催　※5：土浦で開催　※6：川越で開催　※7：熊谷で開催　※8：久喜で開催　※9：茂原で開催　※10：君津で開催　
※11：市川で開催　※12：柏で開催　※13：相模原で開催　※14：平塚で開催　※15：川崎で開催　※16：小田原で開催　※17：都留で開催　

電気取扱者特別教育講習会日程表(この日程表は平成28年1月末日現在の予定であり、変更する場合があります。)

回
第1回
第2回
第3 回
第4回

定員

24人

　　  　　　　開 催 日 時
平成28年 7月26日  9:30～17:00
平成28年 8月  8日 9:30～17:00
平成28年 10月11日 9:30～17:00
平成28年 12月21日 9:30～17:00

回
第5回
第6回
第7回

定員

24人

　　  　　　　開 催 日 時
平成29年 1月  30日  9:30～17:00
平成29年 2月  27日  9:30～17:00
平成29年 3月  24日  9:30～17:00

開催事業本部
（開催場所）

平成 28年 平成 29年
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 創立50周年企画　写真で振り返る電気のある暮らし
当協会は2015年度に創立50周年を迎えました。本誌では50年間の電気の使われ方を中
心とした暮らしの変化を表紙写真で振り返ります。

〈〈表紙の写真〉〉
●省エネルギー技術の進化が日本の未来●
東日本大震災を経験した私たちの省エネに対する意識は一段と高まりまし
た。個々の電気機器の性能向上に加え、写真のように例えばスマートフォ
ンなどを使って家中のエネルギー利用を最適に管理するシステムは、生活
の利便性を高める技術としても注目されています。日本の省エネ技術は世
界一。更なる技術革新や海外展開が期待されています。

提供：時事通信社

● お ● 知 ● ら ● せ ●

電気事業法●基づく
手続きについて

に

　自家用電気工作物設置者には、公共の安全や環境保全を図るために、設置者自身が自己責任のもとに電気

の保安を確保する義務があり、いわゆる「電気設備の自主保安」が求められています。

電気事業法では「設置者は自家用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するよう維持すること」

「設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため電気主任技術者を選

任し国に届け出ること」

と定められております。

　また同法では「設置者は自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために保安規程

を定め、国に届け出ること。また、設置者及びその従業員は、保安規程を守ること」

と規定しています。

これらを厳格に適用することで、「電気設備の自主保安体制」を確立することが求められています。

　次の場合には手続きが必要になります。

◎自家用電気工作物を新設する場合
◎保安規程を変更した場合
◎自家用電気工作物を譲り受けた場合
◎自家用電気工作物を廃止した場合
◎自家用電気工作物の設置者の地位を承継した
場合

◎設置者や事業場の名称等を変更した場合
◎自家用電気工作物で電気事故が発生した場合
◎ばい煙発生施設を設置又は廃止した場合
◎PCBを含有する絶縁油を使用する電気工作物
であることが判明した場合。また、それを廃止し
た場合

など　

ご不明な点がございましたら担当検査員またはお近くの当協会事業所までお問い合わせください。

●自家用電気工作物とは

●自家用電気工作物設置者とは

電気事業法第38条で「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気
工作物以外の電気工作物」と定義されています。
具体的には、電力会社から600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備
や一定出力以上の発電設備などが該当します。

工場、ビル、学校、病院等の自家用電気工作物を所有する法人、団体、個
人をいいます。（所有者）
自家用電気工作物である事業場を丸ごと借り受け、占有する法人、団体、個
人も自家用電気工作物設置者となります。（占有者）
事業場の「所有者」「占有者」のいずれかが自家用電気工作物設置者となり
ます。

電気事業法では、自家用電気工作物の工事、維持、運用について
設置者が自己責任で保安規程を作成し、さらに電気主任技術者を選任して、

電気保安を確保することが法律で義務付けられております。
その他にも国への各種手続き(申請・届出・報告)が必要な場合があります。
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安 全 エ レ ち ゃ ん の●……特集1……●

みなさんこんにちは、エレちゃんです。
当協会では、高度化・多様化するお客さまニーズと信頼にお応えするために、
電気技術・点検手法の開発や新技術の導入、そしてワンストップサービスの一環としての
電気工事など、新しい分野への参入等により一層のお客さまサービスの充実に向けて事業を推進しています。
そこで今回は、当協会の行っている主な業務についてご紹介します。　

★省エネルギー使用合理化診断

　当協会は、電気保安を通じ、地

域社会に貢献することを使命に、ま

ごころと技術で安心と安全をお届け

しています。

　主としている業務は次の通りとなっ

ています。

●調査業務

　電力会社から低圧で電気の供給

を受ける一般用電気工作物※1のお

客さまを対象とした調査業務を行っ

ています。

●保安業務

　電力会社等から高圧･特別高圧で

受電している自家用電気工作物※2の

お客さまを対象とした保安業務を

行っています。

●広報業務

　電気使用に関する安全知識の普

及と電気災害防止に対する関心を

高めていただくために、各種パンフ

レット等によるＰＲにより、地域に

密着した活動を展開しています。

また、労働安全衛生法に基づく特

別教育講習会（有料）も行ってい

ます。

基づき原則として4年に1回、お客さ

ま宅を訪問し、ご使用中の電気設備

の安全調査を行っています。

　また、電気の安全な使い方や省エ

ネルギーなどのご質問･ご相談もお受

けしています。

●竣工調査

　お客さまが電気設備を新設または

変更した場合、その工事が完了した

後に、法令に基づき電気が安全に

使用できるかを点検します。

　定期・竣工調査のほか、お客さま

からのご依頼に応じて有償で電気設備

の点検をお受けしています。また、定

期調査の訪問予定日の日程変更等の

受付を集中的かつ効率的に行なうた

め、コールセンターを開設しています。

●保安管理業務

　自家用電気工作物は、設置者が

省令に定める技術基準の適合維持

や保安規程を作成・届出すると共に、

電気主任技術者を選任して電気の自

主保安体制を確保する必要がありま

す。

7,000Ｖ以下で受電する需要設備また

は2,000ｋＷ未満の発電所（燃料電

池を除く）を設置するお客さまにつ

いては、電気主任技術者を選任しな

いで、当協会などへ業務委託できる

外部委託制度があり、ご契約に基

づき保安管理業務（自家用電気工

作物の工事、維持、運用）を行って

います。

　また、電気事故受付や絶縁監視

装置の警報監視を集中化し、関東一

円に広がる当協会のネットワークによ

り、トラブルに迅速に対応できるよ

う「総合監視指令センター」を開設

し、専門技術者の出動指示などを

行っています。

★保安管理お客さまの点検

　さらに、お客さまのご要望にお応

えするため、電気設備の機器更新工

事等も建設業の許可を取得して行っ

ています。

★突然のトラブル･非常災害発生時の
対応（24時間365日体制）

●エコ（環境）支援業務

　お客さまからのご依頼に応じ、省

エネや各種技術･コンサルティング業

務等も行っています。

★デマンド監視装置のご提案

　高圧受電のお客さまの契約電力は

30分ごとの「平均使用電力」で決ま

り、電力会社は当月を含めた過去1

年間で一番大きな「デマンド値」を

基準に契約電力を設定します。従っ

て、デマンド値を管理し抑えることに

よって、基本料金そのものを低くする

ことができます。

　デマンド監視装置は、お客さまの

電気使用状況を監視し、目標設定電

力を超えることが予想された場合に

事前に警報を発報します。お客さま

は、照明やエアコンなどの使用機器

を快適さが損なわない範囲で一時的

に停止してデマンド値を抑制します。

★遮熱・断熱のご提案

　遮熱塗料や断熱塗料を建物のス

レートやトタン屋根に塗装し、夏季

の太陽光を反射または熱伝導抑制す

ることで省エネ効果が得られます。

また、遮熱フィルムを窓ガラスに貼

付することで、日の当たる床面や壁

面の温度上昇が抑えられ空調効果が

向上します。写真は遮熱フィルムの

効果の例と施工風景です。

●定期調査

　ご家庭や商店、小規模工場など、

電力会社から低圧で電気の供給を受

ける一般用電気工作物については、

電力会社（4月からは一般送配電事

業者といわれる地域の電力会社の送

配電部門）もしくは電力会社（同）

から委託を受けた登録調査機関が

電気設備の調査をすることと、法律

で定められています。

　当協会は、電力会社から委託を

受けた登録調査機関として、法令に

●技術コンサルティング業務

　お客さまからのご依頼に応じて次

のような各種コンサルティング業務を

行っています

★電気主任技術者が選任されている
事業場の受変電設備の点検･試験

★発電（蓄電）設備の点検・整備

★高圧機器の熱画像診断

電気技術の提供で
サービスをお客さまに！

Ⅰ 関東電気保安協会
 の主な業務

Ⅱ 調査業務 Ⅲ 保安業務

★その他、高調波抑制、電食防止等

の技術業務及び電気相談

●地域貢献活動

　地域のみなさま、企業、団体のみ

なさまに電気安全や電気使用合理化

に関する相談･普及活動を電気安全

教室や電気安全出張相談所などを通

じて行っています。

　また福祉施設や公共施設等の電

気設備の安全確保にも努めています。

★出前授業

　「未来を育てる」をテーマに、小

中高生を対象と

した電気安全

教室を行ってい

ます。

　電気の専門家が学校を訪問し、

電気安全の大切さや電気の仕組みな

どを説明します。

★文化財等の配線診断

　電気事故を未然に防ぐため、文化財、

福 祉 施 設、高

齢者宅などを対

象に配線診断を

行っています。

★電気安全出張相談所

　地域のイベント等に併せて電気安

全出張相談所を開設して、電気の使

用や安全に関

するご相談や省

エネ情報をお届

けしています。

★高校生作文コンクール

　電気技術者を目指す高校生を対象

として、人材育成を目的に「未来の

電 気 技 術 者」

などをテーマとし

た作文コンクー

ルの募集なども

行っています。

●各種講習会の開催

　労働安全衛生法では、事業者は感

電等の災害を防止するため、従業員

を「充電電路の敷設若しくは修理の業

務または配電盤室等区画された場所

に設置する低圧電路のうち充電部分

が露出している開閉器の操作の業務」

に従事させるときは、安全衛生教育を

行うことが義務付けられています。

当協会では、事業者に代わり有料で

安全衛生教育等の講習会（低圧及

び高圧･特別高圧電気取扱者特別教

育講習会）を開催しており、また保

護継電器試験実務初級講習会も開

催しています。

●技術研修所で電気技術者の育成

　電気安全を通じて社会に貢献する

組織として人の育成は不可欠です。

当協会では技術研修所において新人

からベテランまで、そのキャリアに応じ

た効果的な研修により、高度化・多

様化する電気技術に対応できる電気

技術者の育成を行っ

ています。

詳しくは、当協会の

ホームページをご覧

下さい。

感動の

お客さま 当協会業務の
3つの柱

調査業務
保安業務
広報業務

※1一般用電気工作物…

※2自家用電気工作物…

600Ｖ以下で受電する需要設備又は小出力発電設備で、構外にわたる配
電線路を有さない設備。小出力発電設備以外の発電設備がない等安全
性の高い電気工作物（小出力発電設備とは、太陽電池50kW未満、内燃
力10kW未満など比較的小規模の発電設備をいう）
事業用電気工作物のうち、電気事業の用に供する電気工作物以外のもの

定期調査結果のお知らせ

コールセンター

年次点検

月次点検（分電盤の過熱測定）

原因調査・復旧

24時間トラブル対応

総合監視指令センター

事業用電気工作物

電気事業用電気工作物

自家用電気工作物一般用電気工作物

超高圧
変電所

再生可能
エネルギー水力

発電所

火力
発電所

一次
変電所小工場

商店

住宅

大ビルディング
大工場

ビルディング

中工場

配電用
変電所

66,000V

6,600V

100/200V

275,000～500,000V

154,000V

66,000V

6,600V

100/200V



問題

当協会業務の3つの柱は調査業務、○○○○、広報業務です。
4文字をお答えください。ヒント（4～7ページ）

ハガキまたは電子メールに
①クイズの答え  ②郵便番号・住所・氏名  ③勤務先名・勤務先住所（ご意見・ご感想がある方はご記入ください）
④本誌や当協会に対するご意見・ご感想（「保安協会はこの点を改善した方が良い」等のご意見もお聞かせください）
をご記入のうえ下記あてにお送りください。
また、当協会ホームページにもクイズの応募フォームがございますのでご利用ください。

〒108-0023  東京都港区芝浦4-13-23　MS芝浦ビル7階  関東電気保安協会  広報部
　　　［当協会ホームページアドレス］ http://www.kdh.or.jp/
　　　［電子メールアドレス］ kdh-kouhou@kdh.or.jp

平成28年5月20日必着

平成28年7・8月号に正解を発表いたします。正解者の中から抽選で100人の方にオリジナル図書カード
（500円分）を贈呈いたします。なお、当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

◎ご記入いただいたお客さまの情報は当選者へ図書カード送付の目的、および、ハガキまたはメールで寄せられた
ご意見に対する回答の目的のみに使用し、他の目的には一切使用いたしません。

●応募方法

●応　募　先

●締切期日

●発　　表

電 気 と 保 安 2 0 1 6 . 3 ・ 4 月 号

「　　　　」でした。接 触 不 良

● 11・12月号正解 ●

応募総数…1,503件　たくさんのご応募ありがとうございました。

クイズコーナー

安

全エ
レちゃんの
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安 全 エ レ ち ゃ ん の 電気技術の提供で感動のサービスをお客さまに！

★省エネルギー使用合理化診断

　当協会は、電気保安を通じ、地

域社会に貢献することを使命に、ま

ごころと技術で安心と安全をお届け

しています。

　主としている業務は次の通りとなっ

ています。

●調査業務

　電力会社から低圧で電気の供給

を受ける一般用電気工作物※1のお

客さまを対象とした調査業務を行っ

ています。

●保安業務

　電力会社等から高圧･特別高圧で

受電している自家用電気工作物※2の

お客さまを対象とした保安業務を

行っています。

●広報業務

　電気使用に関する安全知識の普

及と電気災害防止に対する関心を

高めていただくために、各種パンフ

レット等によるＰＲにより、地域に

密着した活動を展開しています。

また、労働安全衛生法に基づく特

別教育講習会（有料）も行ってい

ます。

基づき原則として4年に1回、お客さ

ま宅を訪問し、ご使用中の電気設備

の安全調査を行っています。

　また、電気の安全な使い方や省エ

ネルギーなどのご質問･ご相談もお受

けしています。

●竣工調査

　お客さまが電気設備を新設または

変更した場合、その工事が完了した

後に、法令に基づき電気が安全に

使用できるかを点検します。

　定期・竣工調査のほか、お客さま

からのご依頼に応じて有償で電気設備

の点検をお受けしています。また、定

期調査の訪問予定日の日程変更等の

受付を集中的かつ効率的に行なうた

め、コールセンターを開設しています。

●保安管理業務

　自家用電気工作物は、設置者が

省令に定める技術基準の適合維持

や保安規程を作成・届出すると共に、

電気主任技術者を選任して電気の自

主保安体制を確保する必要がありま

す。

7,000Ｖ以下で受電する需要設備また

は2,000ｋＷ未満の発電所（燃料電

池を除く）を設置するお客さまにつ

いては、電気主任技術者を選任しな

いで、当協会などへ業務委託できる

外部委託制度があり、ご契約に基

づき保安管理業務（自家用電気工

作物の工事、維持、運用）を行って

います。

　また、電気事故受付や絶縁監視

装置の警報監視を集中化し、関東一

円に広がる当協会のネットワークによ

り、トラブルに迅速に対応できるよ

う「総合監視指令センター」を開設

し、専門技術者の出動指示などを

行っています。

★保安管理お客さまの点検

　さらに、お客さまのご要望にお応

えするため、電気設備の機器更新工

事等も建設業の許可を取得して行っ

ています。

★突然のトラブル･非常災害発生時の
対応（24時間365日体制）

●エコ（環境）支援業務

　お客さまからのご依頼に応じ、省

エネや各種技術･コンサルティング業

務等も行っています。

★デマンド監視装置のご提案

　高圧受電のお客さまの契約電力は

30分ごとの「平均使用電力」で決ま

り、電力会社は当月を含めた過去1

年間で一番大きな「デマンド値」を

基準に契約電力を設定します。従っ

て、デマンド値を管理し抑えることに

よって、基本料金そのものを低くする

ことができます。

　デマンド監視装置は、お客さまの

電気使用状況を監視し、目標設定電

力を超えることが予想された場合に

事前に警報を発報します。お客さま

は、照明やエアコンなどの使用機器

を快適さが損なわない範囲で一時的

に停止してデマンド値を抑制します。

★遮熱・断熱のご提案

　遮熱塗料や断熱塗料を建物のス

レートやトタン屋根に塗装し、夏季

の太陽光を反射または熱伝導抑制す

ることで省エネ効果が得られます。

また、遮熱フィルムを窓ガラスに貼

付することで、日の当たる床面や壁

面の温度上昇が抑えられ空調効果が

向上します。写真は遮熱フィルムの

効果の例と施工風景です。

●定期調査

　ご家庭や商店、小規模工場など、

電力会社から低圧で電気の供給を受

ける一般用電気工作物については、

電力会社（4月からは一般送配電事

業者といわれる地域の電力会社の送

配電部門）もしくは電力会社（同）

から委託を受けた登録調査機関が

電気設備の調査をすることと、法律

で定められています。

　当協会は、電力会社から委託を

受けた登録調査機関として、法令に

●技術コンサルティング業務

　お客さまからのご依頼に応じて次

のような各種コンサルティング業務を

行っています

★電気主任技術者が選任されている
事業場の受変電設備の点検･試験

★発電（蓄電）設備の点検・整備

★高圧機器の熱画像診断

★その他、高調波抑制、電食防止等

の技術業務及び電気相談

●地域貢献活動

　地域のみなさま、企業、団体のみ

なさまに電気安全や電気使用合理化
いかがでしたか。

当協会では、電気に関する

サービスのご提供を通じて、

地域社会のみなさまに安全･

安心をお届けできるよう職員

一同努めています。また、省

エネルギーについても技術コ

ンサルティングを行い、より

良い社会づくりの一助となる

よう組織をあげて貢献してい

きます。

に関する相談･普及活動を電気安全

教室や電気安全出張相談所などを通

じて行っています。

　また福祉施設や公共施設等の電

気設備の安全確保にも努めています。

★出前授業

　「未来を育てる」をテーマに、小

中高生を対象と

した電気安全

教室を行ってい

ます。

　電気の専門家が学校を訪問し、

電気安全の大切さや電気の仕組みな

どを説明します。

★文化財等の配線診断

　電気事故を未然に防ぐため、文化財、

福 祉 施 設、高

齢者宅などを対

象に配線診断を

行っています。

★電気安全出張相談所

　地域のイベント等に併せて電気安

全出張相談所を開設して、電気の使

用や安全に関

するご相談や省

エネ情報をお届

けしています。

★高校生作文コンクール

　電気技術者を目指す高校生を対象

として、人材育成を目的に「未来の

電 気 技 術 者」

などをテーマとし

た作文コンクー

ルの募集なども

行っています。

Ⅳ　広報業務 ●各種講習会の開催

　労働安全衛生法では、事業者は感

電等の災害を防止するため、従業員

を「充電電路の敷設若しくは修理の業

務または配電盤室等区画された場所

に設置する低圧電路のうち充電部分

が露出している開閉器の操作の業務」

に従事させるときは、安全衛生教育を

行うことが義務付けられています。

当協会では、事業者に代わり有料で

安全衛生教育等の講習会（低圧及

び高圧･特別高圧電気取扱者特別教

育講習会）を開催しており、また保

護継電器試験実務初級講習会も開

催しています。

●技術研修所で電気技術者の育成

　電気安全を通じて社会に貢献する

組織として人の育成は不可欠です。

当協会では技術研修所において新人

からベテランまで、そのキャリアに応じ

た効果的な研修により、高度化・多

様化する電気技術に対応できる電気

技術者の育成を行っ

ています。

詳しくは、当協会の

ホームページをご覧

下さい。低圧電気取扱者特別教育講習会 保護継電器試験実務初級講習会

技術研修所（千葉県千葉市美浜区）

●デマンド値と契約電力の考え方 ●タブレット型警報表示器

デマンド値 契約電力

突出したデマンド値を抑えると
この部分が低減可能

12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

1年分 来年今年

電気保安協会デマンドWebサービス
Webプランではネットワークで全国各部門の電気使用状況を一括管理します。

赤外線抑制効果により約4℃低下

施工風景

温度センサーにより日射面温度を測定



少林山達磨寺の概要

　1726年（享保11年）、少林山達磨寺は水戸徳川家か

ら三葉葵の紋と丸に水の徽章を賜り、水戸家の永世の

祈願所（祈願寺）となりました。北極星と北斗七星を神

格化した方位除けの守護神を北辰鎮宅霊符尊（ほくしん

ちんたくれいふそん）といいますが、達磨大師と並び、

この北辰鎮宅霊符尊が少林山達磨寺の本尊です。その

ため、方位除けの日本三大霊場としての信仰も厚く、本

堂では毎日祈祷法要が行われています。

　開創当初は曹洞宗寿昌派でしたが、後に黄檗宗（おう

ばくしゅう）に改宗。黄檗宗は中国福建省から渡来した

隠元禅師（いんげんぜんじ）によって開かれた禅宗（臨

済宗・曹洞宗・黄檗宗）の一つです。京都府宇治にあ

る黄檗山万福寺を本山とし、全国に約450の末寺があり

ます。

●少林山の縁起
　江戸時代、群馬県西部を流れる碓氷川で大洪水が発

生しました。大洪水が治まった後、川の中に黒光りする

香木が発見されます。鼻高村の村人たちはこの香木を引

き上げ、川のほとりの観音堂に霊木として納めました。

　それからしばらくして、一了居士（いちりょうこじ）と

いう仏師の夢の中に達磨大師が現れました。達磨大師

は一了居士に、鼻高村にある観音堂の霊木で自身の像を

彫るよう告げます。そのお告げに従い、一了居士は一刀

三礼（いっとうさんれい。一彫りするごとに信心深く3回

礼拝すること）の作法で達磨大師の坐像を彫り上げ、

観音堂に祭りました。

「達磨出現の霊地」の噂はすぐに近

隣に広まり、噂を耳にした前橋藩の

第5代藩主・酒井雅楽頭忠挙公（さ

かいうたのかみただたか）が、厩橋

（うまやばし）城（前橋城）の裏鬼

門を護る寺として、1697年（元禄10年）に少林山達磨

寺を開創したのです。

●少林山と縁起だるま
　上毛かるたに「縁起だるまの少林山」とあるように、

少林山達磨寺は福だるま発祥の寺です。今から200年ほ

ど前に浅間山の大噴火と天明の大飢饉が起こった際、9

代目東嶽（とうがく）和尚は、苦しむ農民たちを何とか

して助けたいと考えました。古くから、開山東皐心越（と

うこうしんえつ）禅師の描かれた一筆達磨像を、1年の

災いを除くお札として正月に近隣の家々に配っていたこと

から、東嶽和尚はこの像を元に木型を彫り、農民たちに

作り方を伝授。農民たちの副業になるようにと、作った

張り子だるまを売り出したのです。

　現在、福だるまは約50軒以上の農家で作られています。

少林山のだるま市を筆頭に、開運の神として年間120万

個も出荷されているこの福だるまは、縁起物として大変

な人気を誇っています。

七草大祭

　年間行事の中でもっとも重要な行事が、毎年1月6～7

日に夜通しで行われる七草大祭です。少林山の七草大祭

は300年以上の歴史があります。毎年この2日間に開催

されるのは、1月7日が本尊である北辰鎮宅霊符尊光臨

の吉日だからです。7日午前2時に執り行われる、正月

七草の星祭が

祭りのクライマ
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少林山達磨寺

霊符堂

こ ん に ち は
お 客 さ ま

七草大祭

ックス。前夜祭から多くの参詣者でにぎわいます。7日

10時より行われる世界平和を祈願する大般若経600巻転

読法要のほか、今年から新たに観音堂に能舞台を設置し、

法要前に薪能が奉納されました。

　七草大祭に合わせて開催される七草大祭だるま市は、

天明の大飢饉の際に東嶽和尚が農民救済のために行っ

た復興活動が起源となっ

ています。祈祷された福

だるまが祈願だるまとし

て授与され、縁起物を求

めて毎年約20万人が訪

れます。

少林山とブルーノ・タウト

　少林山達磨寺にゆかりの深い芸術家がいます。20世

紀を代表するドイツの建築家、ブルーノ・タウトです。タ

ウトは建築学校を卒業後、ベルリンで建築設計事務所を

開き、「鉄の記念塔」や「ガラスの家」などの作品で国

際的な評価を得ました。しかし、ナチス政権の台頭によ

り身の危険を感じたタウトは、1933年、日本に亡命。高

崎の井上房一郎氏の計らいで、少林山達磨寺境内にあ

る洗心亭に滞在することになったのです。当初100日の

予定だった滞在期間は、最終的には2年3カ月まで延び

ました。

　日本滞在中、タウトは竹や和紙を使った数々の工芸品

を制作しました。執筆活動にも力を入れ、『日本美の再

発見』『日本文化私観』などの著作を通じて、日本建築

と日本文化の素晴らしさを世界に紹介。中でも、桂離宮

をアテネのパルテノン神殿と並ぶ世界2大建築物として大

絶賛しています。

　1937年、日本滞在後に渡ったトルコのイスタンブー

ルでタウトはこの世を去りますが、遺志により、デス

マスクが少林山達磨寺に納められました。また、「わ

が故郷」と呼んだ洗心亭には、「ICH LIEVE DIE 

JAPANISCHE KULTUR（私は日本の文化を愛す）」

というタウトが残した言葉の碑があります。

保安協会の責務

　電気を大量に消費する七草大祭の2日間は、関東電気

保安協会のスタッフが少林山達磨寺に出向き、不測の事

態に備えて待機しています。これは当協会が設立された

1966年から毎年恒例となっています。夜通し行われる祭

ということもあり、万が一電気が消えると大変な事態に

なります。そのため、電気機器に負荷がかかり過ぎてい

ないか、漏電していないか

を小まめにチェックし、トラ

ブルを未然に防いでいます。

　また、電気のトラブルは

火事に直結します。廣瀬一

真副住職はこのように話さ

れました。「少林山達磨

寺は明治時代に火災

に遭い、本堂や達

磨堂などが焼

け落ちました。

その際に貴重

な達磨大師の

坐像や古文書

も失われてしまいました。この苦い経験があるため、火

事だけは絶対に避けなくてはなりません」。

　歴史ある貴重な建造物を守るためにも、長年の信頼関

係を損なわないためにも、当協会はこれからも電気の安

全確保に取り組んでいく所存です。観音堂

洗心亭と記念碑



栃木事業本部宇都宮事業所

福田　茂

現場 から記録
犯人は3羽のカラス？
架空線の地絡で全停電発生!!
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　電気設備は経年劣化による事故

のほかに、鳥獣などにより引き起

こされる事故もあります。今回は

これらの原因が重なり全停電が発

生した事例をご紹介します。

◆　　◆　　◆

　その日は天候も穏やかで、電気

事故は起きそうもないなと思って

いたところ、突然お客さまより「電

気が全部止まっています。大至急

対応してください」との電話連絡

が事業所に入ったので2人で現場

へ急行しました。

そのお客さまは変電所が2カ所あ

り、各配電線路は架空線でつなが

れているゴルフ場です。

　到着後、原因を確認するため一

号柱のGR付PAS（地絡継電装置

付き高圧気中負荷開閉器）を調べ

たところ、PAS（高圧気中負荷開

閉器）が開放されており、GR（地

絡継電装置）動作の表示が出てい

ました。

直ちに、引き込みケーブルと高圧

機器の絶縁抵抗測定を実施、引き

込みケーブルは10,000MΩ、サブ

変電所を含む所内機器は1,500MΩ

と異常は見当たりませんでした。

次に、高圧機器の外観点検と変圧

器の内部点検も実施しましたが異

常はありませんでした。また、送

電線路の目視点検も行いましたが

異常は見当たりませんでした。

　最後にPASの故障を疑い、動

作試験を実施しましたが正常でし

た。

当日はゴルフ場が営業中であった

ことから、一度送電して経過を観

察する方向でお客さまと協議し、

PASから順次サブ変電所まで送

電を行いました。一時間ほど様子

を見ましたが異常は発生せず、お

客さまも通常通り営業を行うとの

ことだったので事務所に帰所しま

した。

　翌日、当該お客さまより「電気

がまた全部止まったので大至急対

応してください」との連絡が入って

きました。

　前日の対応状況を報告書で確認

した後、現場へ急行し、もう一度

同様の確認を行いましたが異常は

ありませんでした。

原因は何だろうかと思案していた

ところ、コース管理の係の人が停

電した時にコースに出ていた人た

ちを集めてくれました。

そこで停電する前に何か変わった

ことが無かったか伺うと、ある係

の人から「カラスが大量に飛んで

いてその後に『バチッ』と音が聞

こえた」という情報を得ることが

できました。

　この情報から、停電はおそらく

そのカラスが原因だろうと考え、

カラスが関係しそうな架空線の点

検を行うことにしました。

当該お客さまの設備は構内柱が4

本あり、その間を架空線約80メー

トルでつないでいます。音が聞こ

えた近くの電柱に昇柱し、腕金や

碍子などを入念に点検したところ、

腕金部分にアーク痕が発見され、

電線部分も被覆が剥けておりアー

ク痕が発見されました。

しかし、下から目視で確認すると

離隔距離も十分あり接触する恐れ

は考えらませんでした。

腕金部分と電線が接触するほどの

外力が加わったとしか考えられな

いのですが、残る情報はカラスのみ。

カラスが架空線に止まり重みで接

触したとしか考えられません。

そこで、手で重みを加えた状態に

すると、電線と腕金が接触するで

はありませんか。「原因はこれだ」

と判断し、仮処置として電線には

絶縁テープを巻き、腕金には絶

縁シートを巻いて応急処置をしま

した。

お客さまに原因を説明し、応急処

置を行ったことと、早期に復旧工

事を行っていただくよう依頼した

後、PASより順次送電し復旧しま

した。

送電完了後、お客さまと一時間ほ

ど架空線の様子を遠方から観察し

ていたところ、カラスが一羽飛来

し電線に止まったので双眼鏡で確

認しましたが接触はありませんで

した。「あれ、おかしいな？」と思

ったのもつかの間、続けて2羽の

カラスが止まると電線と腕金が接

触するところが見えたことから、

間違いなく原因はこれであること

を確認しました。

下からの目視点検では正常に見え

たこと、点検中は鳥が止まってい

なかったことから発見することが

できませんでした。

◆　　◆　　◆

　今回は原因の究明に時間がかか

ってしまいましたが、今後もお客

さまからの事故対応要請があった

ときは迅速かつ的確に対応したい

と思いました。
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1  自由化のメリット享受は限定的

　現行の料金体系は40年以上前から、電気の使用

量に応じて電力量料金単価を区分する「3段階料金制

度」が採用されている。1段階目（月120kWhまで）は

低所得者の負担軽減を目的に比較的安い料金、2段

階目（月120kWh超から300kWhまで）は平均的な料

金、3段階目（月300kWh超）は節電・省エネを促す

ために比較的高い料金にしている。電力会社の損益

分岐点は、地域によって差があるものの、おおむね

300kWh～400kWh超といわれる。つまり、それ以

上に電気を使用する1～2割の需要家を電力会社が抱

えていることで、この制度は成り立っている（図1）。

　新規参入者は、この点に着目し、電気の使用量が

多い世帯ほど割安になる料金プランを相次いで打ち

出している。特に東日本大震災後に電気料金を値上

げした電力7社は、経済産業省の査定によって1、2

段階目の上げ幅を抑え、3段階目を高くしたことから、

電気を多く消費する家庭にとっては割高感が増してい

る。一方、電気の使用量の少ない単身世帯などの選

択肢は限られている。新しい料金プランの多くは契

約容量が30～40アンペア以上で、1段階目の電力量

料金単価が電力会社よりも割高になっている。専門

家の話によると、現時点で全面自由化のメリットを享

受できる消費者は1割にも満たないという。

　競争の主戦場となる首都圏では、ガス会社や通信

会社、石油会社、鉄道会社など、すでに10社を超

える新規参入者が新しい料金プランを公表し、4月

からの販売の事前予約を受け付けている。電気の使

用量が多い世帯や、セット割の対象となるサービス

を利用している世帯、ポイントを集めている世帯など

は、料金プランを変更するとお得になる可能性がある。

水回りや鍵の紛失などに対応する暮らしのサポート

を無料で提供したり、電気の契約を結ぶとガソリン

代を値引きするといったプランもある。ただし、長期

契約の中途解約時に違約金が発生することもあるた

め、注意が必要だ。

広域的運営推進機関（広域機関）の集計によると、4

月からのプラン変更を申し込んだ需要家は、東京電

力エリアで3万3,200件（1月29日現在）になった。東

京電力から新規事業者に切り替える場合だけでなく、

東京電力の規制料金から自由料金に変更する場合も

含まれる。

　4月以降に工場や事務所ビル、家庭などに電気を

販売する全ての会社は、「小売電気事業者」のライセ

4  需要家保護へ指針を制定

　経済産業省は需要家保護の観点から、小売電気

事業者に対し、需要家への適切な情報提供や苦情・

問い合わせへの適正な対応を求める指針を定めてい

る。例えば、電気料金の「標準メニュー」や平均的な

月額料金の公表、電源構成の開示などを「望ましい

行為」として奨励。一方、「当社の電気は停電しにくい」

といった誤解を招く情報提供や、不当に高額な違約

金の設定などを「問題となる行為」と位置付けた。こ

うした問題となる行為は、業務改善命令などの対象

になる（図3）。

5  電力システム改革について

　全面自由化とライセンス制の導入は、政府が3段

階で進める電力システム改革の第2段階にあたる。

第1段階は2015年4月の広域機関の設立だ。すべて

の電気事業者が加盟する経済産業省の認可法人で、

重要な送電網の整備や、災害などで需給が逼迫した

際の需給調整など「安定供給の番人」としての役割を

果たす。第3段階は2020年4月の発送電分離だ。

既存の電力会社を持ち株会社化して発電・小売り部

門と送配電部門を別会社に分ける「法的分離」を実施

する。

　一連の改革の目的は、大きく3つある。１つ目は安

定供給の確保だ。電気が不足する地域に柔軟に供給

できるよう、広域的な電力融通を促進する。また再

生可能エネルギーや自家発電など、多様な電源を供

給力として活用しやすくする。さらに無理なく節電で

きる仕組みを取り入れ、計画停電に頼らないシステム

に変更する。2つ目は電気料金の最大限の抑制だ。

原子力発電所の長期停止に伴う火力燃料費の上昇が

値上げ圧力となる中、競争を促すことで電気を生産・

販売する企業の創意工夫や経営努力を引き出し、値

上げ基調に歯止めをかける。3つ目は需要家の選択

肢や企業の事業機会の拡大だ。家庭や企業を問わず、

すべての電気の利用者が電力会社や料金メニュー、

再生可能エネルギーなどの電源を自由に選べるように

する。これによって企業の事業機会を拡大し、需要

家のニーズに応じた新たな商品開発や技術革新に結

びつける。

　一連の改革によって電気事業制度は抜本的に変わ

ることになるが、規制緩和はこれまでも段階的に進め

られてきた。第1次改革（1995年）では発電部門に競

争原理が導入され、独立系発電事業者（IPP）が入札

制度を利用して電力会社に卸販売することが可能に

なった。また、自前の発送配電設備を活用して特定

地域に電力を小売り販売する「特定電気事業」が創設

された。選択約款や燃料費調整制度が導入されたの

もこの時だ。

　その後も規制緩和の流れは加速した。第2次改革

（1999年）の目玉は部分自由化だ。特別高圧（2,000 

kW以上）の大口需要家が対象で、電力会社の送電

網を使って小売り販売する「特定規模電気事業」が創

設された。一方では電力会社の兼業規制が廃止され、

ガス・通信事業への参入が増えた。

　第3次改革（2003年）で、自由化範囲は2004年4

月から高圧の一部（500kW以上）、1年後には全ての

高圧（50kW以上）に拡大。電力会社の販売電力量の

約64％が対象になった。電源調達の多様化を目的に

日本卸電力取引所（JEPX）も創設された。

　その後も全面自由化を求める声はくすぶっていたが、

電気事業分科会は2008年3月の答申で実施を見送

り、5年後をめどに再検証するとの判断を下した。

第4次改革（2008年）は競争環境整備に重点が置か

れ、JEPXへの4時間前市場の創設やインバランス料

金の見直しなど、電事法改正によらず省令改正で対

応した。

　しかし、震災後の需給逼迫を受けて、事態は急展

開した。経済産業相が議長を務めた「電力システム改

革に関するタスクフォース」は2011年12月、小売り全

面自由化や卸市場の活性化、送配電部門のさらなる

中立化などを提言し、電力システム改革専門委員会

に議論を引き継いだ。2012年末の政権交代で潮目が

変わるとの憶測も広がったが、改革の方向性は維持

された。同専門委は2013年2月に3段階の改革を求

める報告書をまとめ、政府が4月に「電力システムに

関する改革方針」を閣議決定した。この方針に基づい

て、3段階の改革が進められている。

2  便利な料金比較サイトも登場

　各社のプラン公表に併せて、電気料金比較サイト

も充実してきた。約2年前にいち早くサイトを立ち上

げた「エネチェンジ」や、購買支援サイト「価格．

com」を運営するカカクコムが1月から、新しい料金

プランの比較サービスを開始した。利用者の電気の

使用状況や生活スタイルに応じたプラン選択を後押し

するのが狙いである。世帯人数や電気の使用量、居

住地域などの簡単な質問に答えると、選べる料金プ

ランが年間節約額などの順に表示される。自由化に

関する基礎知識や各社の料金プランの特徴などを紹

介するコラムも掲載されている（図2）。

3  料金プラン変更の流れ

　料金プランの変更は、希望するプランを提供してい

る会社に申し込めば、スマートメーター（次世代電力

量計）への取り替え工事の手配から、いまの契約の

廃止手続きまで一貫して対応してもらえる。料金比較

サイトで申し込みを受け付けている会社もある。電力

ンスを国から取得する必要がある。4月の「ライセンス

制」導入により、大手の電力会社や新電力（特定規模

電気事業者）などが発電・送配電・小売りに再編さ

れるためで、例えば大手の電力会社は、発電事業者

と一般送配電事業者、小売電気事業者の兼業体制と

なる。現在、小売電気事業者のライセンスを取得し

たい会社が需要家への供給義務を果たせるか否か、

また契約内容の説明や苦情対応ができるかどうかな

どについて審査が行われている。2月8日時点では、

大手の電力会社を除く169者が小売電気事業者として

登録されている。

　4月から電力小売り市場が全面自由化される。一

般家庭を含めた全ての需要家が、電力会社や料金プ

ランを自由に選べるようになる。東京電力と関西電力

の両エリアを中心に、一般家庭への電気の販売を表

明する企業が続 と々現れ、新しい料金プランやサービ

スを公表している。ガスや通信とのセット割引や各種

ポイントサービスなどを組み合わせて、お得感を打ち

出している。

　一般家庭への電気の販売は現在、東京電力や関

西電力など大手の電力会社（一般電気事業者）に限

定され、電気料金の決定方法も規制されている。国

民に電力選択の自由、事業者に参入の自由を保証す

るため、こうした制約を取り払うのが全面自由化だ。

ただし、競争が進展するまでの間は現行の規制料金

が経過措置として残り、自由料金と併存することに

なる。

図1　東京電力の3段階料金

図2　料金比較サイト

＊従量電灯B・Cの場合（数字は1kWh当たりの電力量料金単価・2016年1月時点）

エネチェンジ 価格.comの電気料金比較

出典：東京電力ホームページより作成

出典：https://enechange.jp/（エネチェンジ）
　　　http://kakaku.com/energy/（価格.com 電気料金比較）

第3段階料金

第2段階料金

第1段階料金

19円43銭
25円91銭

29円93銭

120kWh 300kWh

料
金
水
準

家庭用標準電気料金は、
1980年の値上げ時の省
エネルギー政策の影響で、
使用量が大きい世帯には
kWh当たり価格が高くな
る逓増制の3段階料金と
なっている



4月から始まる電気の小売り全面自由化

12 13 14 15電気と保安 電気と保安2016年3・4月号 2016年3・4月号

特集2

1  自由化のメリット享受は限定的

　現行の料金体系は40年以上前から、電気の使用

量に応じて電力量料金単価を区分する「3段階料金制

度」が採用されている。1段階目（月120kWhまで）は

低所得者の負担軽減を目的に比較的安い料金、2段

階目（月120kWh超から300kWhまで）は平均的な料

金、3段階目（月300kWh超）は節電・省エネを促す

ために比較的高い料金にしている。電力会社の損益

分岐点は、地域によって差があるものの、おおむね

300kWh～400kWh超といわれる。つまり、それ以

上に電気を使用する1～2割の需要家を電力会社が抱

えていることで、この制度は成り立っている（図1）。

　新規参入者は、この点に着目し、電気の使用量が

多い世帯ほど割安になる料金プランを相次いで打ち

出している。特に東日本大震災後に電気料金を値上

げした電力7社は、経済産業省の査定によって1、2

段階目の上げ幅を抑え、3段階目を高くしたことから、

電気を多く消費する家庭にとっては割高感が増してい

る。一方、電気の使用量の少ない単身世帯などの選

択肢は限られている。新しい料金プランの多くは契

約容量が30～40アンペア以上で、1段階目の電力量

料金単価が電力会社よりも割高になっている。専門

家の話によると、現時点で全面自由化のメリットを享

受できる消費者は1割にも満たないという。

　競争の主戦場となる首都圏では、ガス会社や通信

会社、石油会社、鉄道会社など、すでに10社を超

える新規参入者が新しい料金プランを公表し、4月

からの販売の事前予約を受け付けている。電気の使

用量が多い世帯や、セット割の対象となるサービス

を利用している世帯、ポイントを集めている世帯など

は、料金プランを変更するとお得になる可能性がある。

水回りや鍵の紛失などに対応する暮らしのサポート

を無料で提供したり、電気の契約を結ぶとガソリン

代を値引きするといったプランもある。ただし、長期

契約の中途解約時に違約金が発生することもあるた

め、注意が必要だ。

広域的運営推進機関（広域機関）の集計によると、4

月からのプラン変更を申し込んだ需要家は、東京電

力エリアで3万3,200件（1月29日現在）になった。東

京電力から新規事業者に切り替える場合だけでなく、

東京電力の規制料金から自由料金に変更する場合も

含まれる。

　4月以降に工場や事務所ビル、家庭などに電気を

販売する全ての会社は、「小売電気事業者」のライセ

4  需要家保護へ指針を制定

　経済産業省は需要家保護の観点から、小売電気

事業者に対し、需要家への適切な情報提供や苦情・

問い合わせへの適正な対応を求める指針を定めてい

る。例えば、電気料金の「標準メニュー」や平均的な

月額料金の公表、電源構成の開示などを「望ましい

行為」として奨励。一方、「当社の電気は停電しにくい」

といった誤解を招く情報提供や、不当に高額な違約

金の設定などを「問題となる行為」と位置付けた。こ

うした問題となる行為は、業務改善命令などの対象

になる（図3）。

5  電力システム改革について

　全面自由化とライセンス制の導入は、政府が3段

階で進める電力システム改革の第2段階にあたる。

第1段階は2015年4月の広域機関の設立だ。すべて

の電気事業者が加盟する経済産業省の認可法人で、

重要な送電網の整備や、災害などで需給が逼迫した

際の需給調整など「安定供給の番人」としての役割を

果たす。第3段階は2020年4月の発送電分離だ。

既存の電力会社を持ち株会社化して発電・小売り部

門と送配電部門を別会社に分ける「法的分離」を実施

する。

　一連の改革の目的は、大きく3つある。１つ目は安

定供給の確保だ。電気が不足する地域に柔軟に供給

できるよう、広域的な電力融通を促進する。また再

生可能エネルギーや自家発電など、多様な電源を供

給力として活用しやすくする。さらに無理なく節電で

きる仕組みを取り入れ、計画停電に頼らないシステム

に変更する。2つ目は電気料金の最大限の抑制だ。

原子力発電所の長期停止に伴う火力燃料費の上昇が

値上げ圧力となる中、競争を促すことで電気を生産・

販売する企業の創意工夫や経営努力を引き出し、値

上げ基調に歯止めをかける。3つ目は需要家の選択

肢や企業の事業機会の拡大だ。家庭や企業を問わず、

すべての電気の利用者が電力会社や料金メニュー、

再生可能エネルギーなどの電源を自由に選べるように

する。これによって企業の事業機会を拡大し、需要

家のニーズに応じた新たな商品開発や技術革新に結

びつける。

　一連の改革によって電気事業制度は抜本的に変わ

ることになるが、規制緩和はこれまでも段階的に進め

られてきた。第1次改革（1995年）では発電部門に競

争原理が導入され、独立系発電事業者（IPP）が入札

制度を利用して電力会社に卸販売することが可能に

なった。また、自前の発送配電設備を活用して特定

地域に電力を小売り販売する「特定電気事業」が創設

された。選択約款や燃料費調整制度が導入されたの

もこの時だ。

　その後も規制緩和の流れは加速した。第2次改革

（1999年）の目玉は部分自由化だ。特別高圧（2,000 

kW以上）の大口需要家が対象で、電力会社の送電

網を使って小売り販売する「特定規模電気事業」が創

設された。一方では電力会社の兼業規制が廃止され、

ガス・通信事業への参入が増えた。

　第3次改革（2003年）で、自由化範囲は2004年4

月から高圧の一部（500kW以上）、1年後には全ての

高圧（50kW以上）に拡大。電力会社の販売電力量の

約64％が対象になった。電源調達の多様化を目的に

日本卸電力取引所（JEPX）も創設された。

　その後も全面自由化を求める声はくすぶっていたが、

電気事業分科会は2008年3月の答申で実施を見送

り、5年後をめどに再検証するとの判断を下した。

第4次改革（2008年）は競争環境整備に重点が置か

れ、JEPXへの4時間前市場の創設やインバランス料

金の見直しなど、電事法改正によらず省令改正で対

応した。

　しかし、震災後の需給逼迫を受けて、事態は急展

開した。経済産業相が議長を務めた「電力システム改

革に関するタスクフォース」は2011年12月、小売り全

面自由化や卸市場の活性化、送配電部門のさらなる

中立化などを提言し、電力システム改革専門委員会

に議論を引き継いだ。2012年末の政権交代で潮目が

変わるとの憶測も広がったが、改革の方向性は維持

された。同専門委は2013年2月に3段階の改革を求

める報告書をまとめ、政府が4月に「電力システムに

関する改革方針」を閣議決定した。この方針に基づい

て、3段階の改革が進められている。

2  便利な料金比較サイトも登場

　各社のプラン公表に併せて、電気料金比較サイト

も充実してきた。約2年前にいち早くサイトを立ち上

げた「エネチェンジ」や、購買支援サイト「価格．

com」を運営するカカクコムが1月から、新しい料金

プランの比較サービスを開始した。利用者の電気の

使用状況や生活スタイルに応じたプラン選択を後押し

するのが狙いである。世帯人数や電気の使用量、居

住地域などの簡単な質問に答えると、選べる料金プ

ランが年間節約額などの順に表示される。自由化に

関する基礎知識や各社の料金プランの特徴などを紹

介するコラムも掲載されている（図2）。

3  料金プラン変更の流れ

　料金プランの変更は、希望するプランを提供してい

る会社に申し込めば、スマートメーター（次世代電力

量計）への取り替え工事の手配から、いまの契約の

廃止手続きまで一貫して対応してもらえる。料金比較

サイトで申し込みを受け付けている会社もある。電力

ンスを国から取得する必要がある。4月の「ライセンス

制」導入により、大手の電力会社や新電力（特定規模

電気事業者）などが発電・送配電・小売りに再編さ

れるためで、例えば大手の電力会社は、発電事業者

と一般送配電事業者、小売電気事業者の兼業体制と

なる。現在、小売電気事業者のライセンスを取得し

たい会社が需要家への供給義務を果たせるか否か、

また契約内容の説明や苦情対応ができるかどうかな

どについて審査が行われている。2月8日時点では、

大手の電力会社を除く169者が小売電気事業者として

登録されている。

図3　経済産業省が定めた消費者保護のための指針の主な内容

出典：経済産業省資料を基に作成

電力システムの目的

1
電力の安定供給の

確保

2
電気料金の
最大限の抑制

3
需要家の

選択肢や企業の
事業機会の拡大

●一般家庭向けの標準的な料金メニューを公表する

●契約切り替えの際、切り替え前の契約に対し違約金が発生する可能性があることなどを説明する

●消費者の転居先が小売電気事業者の供給エリアでない場合は違約金を請求しない

●停電時に小売電気事業者が顧客からの問い合わせや相談に対応する

●料金請求の元になる使用電力量などの情報を消費者に示さない

●「当社の電気は停電しにくい」など消費者の誤解を招く情報提供で自社のサービスに誘導する

●違約金が高すぎたり、解除手続きや契約更新しない場合の手続きが明らかでないなど、契約解除を著し

く制約する

●契約を解除する際、本人確認を行わない

●契約を解除する際、過度な引き留めなど解除申し込みに速やかに応じない

小売電気事業者の
望ましい行為

小売電気事業者の
望ましくない行為



● 横浜みなと博物館
TEL： 045-221-0280
2009年に開港150周年を迎えた横浜港をテーマにした博物館。「歴史と暮らし
のなかの横浜港」をコンセプトに、船や海運、港の仕組みなどが学べる。港を散
歩しながら歴史が学べる行事も好評だ。
10:00～17:00。月休館（祝日は開館、翌平日休館）、高校生以上600円、小・
中学生、65歳以上300円。

● 野毛山動物園
TEL： 045-231-1307
昭和24年開園、横浜で一番古く、市民からも親しまれている動物園。小さな動
物園だが、入園無料であることに加え、様々な動物が至近距離で見られることが
魅力だ。モルモット、ハツカネズミ、ひよこなどと触れ合える「なかよし広場」は
子どもに大人気（利用時間はHP参照）。
9:30～16:30。月休園（祝日は開園、翌日休園）。

立ち寄り観光名所

横浜市西区紅葉ヶ丘27-2
［TEL］ 045-263-3055
［URL］ http://www.ynt.yaf.jp.org

電車：JR根岸線ほか桜木町駅より徒歩15分。みな
とみらい線みなとみらい駅より徒歩20分。京浜急行
日ノ出町駅より徒歩18分（各駅からタクシーで約5分）。
9:00～20:00
無休（施設点検日と年末年始除く）
毎月1回、約1時間。無料。10:00に正面入口ロビー
に集合（予約不要）。
そのほか有料でプライベート見学もあり。
詳細はHPにて。

横浜能楽堂

（記事提供　電気新聞）
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交　　通：

開館時間：
休 館 日：
施設見学：

2016年3・4月号 2016年3・4月号

一般のホールでい
う舞台袖にあたる
「鏡ノ間」。
約20畳と広く、
演者は大きな鏡の
前で能面をつける

シテ、ワキ、囃子、
狂言などが出入りする
手動の「揚幕（あげまく）」

好奇心
いっぱい！
小トラベル

第　　　回131

神奈川県◎横浜市
横浜能楽堂
横浜・桜木町駅から徒歩15分。
見晴らしのよい公園の一角にある「横浜能楽堂」では
毎月1回、本舞台とバックヤードを見学できる
施設見学日があると聞き、さっそく訪れた。

横浜能楽堂オリジナルの生落雁のほか、
手ぬぐいでつくられたトートバッグや
ポーチなど、ここでしか買えないグッズもチェックしておこう

能舞台の鏡板は松が描かれているのが一般的だが、
この舞台は松に加え、梅が描かれており、非常に珍しい

　能と狂言を総称したものを能楽といい、それを上演す

るための劇場を能楽堂という。能は謡・舞・囃子の3つ

の要素からなる芸能で、例えるなら「日本のミュージカル」

「日本のオペラ」。一方、狂言は笑いを取り入れたセリフ

劇で「日本のコメディ」と表現する人もいる。どちらも見

たことがなかったので知らなかったが、能楽堂は意外と

身近な場所に点在しており、関東だけでも20カ所近くある。

　「横浜能楽堂」もそのうちのひとつで、関東地方現存

最古の能舞台が存在する。本舞台は明治8年、現在の

東京国立博物館に近い、旧加賀藩主・前田斉泰の隠居

本舞台を遮断する緞帳もない。ガランとしていて、実にシ

ンプルだ。にもかかわらず、独特の存在感があり圧倒さ

れる。

　能舞台の多くは、建築素材として最上の桧で作られて

いるが、横浜能楽堂は樅が使われている。柱も細く繊細

な印象を持つ人が多いという。鏡板に描かれた細い松と

白梅も横浜能楽堂ならではの可憐な雰囲気を醸し出して

いる。

　橋掛かりに続く「鏡ノ間」にも案内してもらった。演

者は大きな鏡の前で能面をつけ、「御幕」という言葉とと

もに舞台に出る。手動で幕が上がった瞬間、演者目線で

本舞台を見ると、また違った高揚感がある。

　楽屋を見ることもできた。能楽にはシテ方、ワキ方、

囃子方、狂言方の4つの役があり、それぞれ専門分野の

みを担当する。楽屋もパートごとに分かれているが、こち

らも実にシンプル。さらに、掃除が隅 ま々で行き届いており、

塵ひとつ落ちて

いない。

　ほかにも舞

台右手の出入

り口「切戸口」

も見学させて

もらった が、

とにかく、どこをとっても無駄なものがないことに感心し

た。逆に言えば、ひとつひとつ重要な意味があるという

こと。それらの説明を聞くほど、歴史の深さと伝統芸能

の素晴らしさを感じた。

　2階には貴重な装束や能面、台本などが展示されてい

るスペースもある。こちらは、公演がないときに限り自由

に見学できるので、近くに立ち寄ることがあれば覗いて

みたい。

　能楽というと、難しいイメージがあり敬遠していたが、

見学してみると俄然興味が湧いてきた。歌舞伎のように

解説のイヤホンはないので、理解できない部分もあるか

もしれないが、その場にいるだけで、気持ちが引き締ま

る空気感を味わうだけ

でも価値がありそうだ。

　毎月第2日曜日、「狂

言の日」には2,000円

で鑑賞できるというの

で、ぜひ一度足を運ん

でみてはいかがだろう。

所に建てられたもの。時代とともに移築や解体を経るが、

平成8年、この場所に甦った。全国で8番目に古く、建

築史上、歴史上貴重なものだという。

　スタッフに案内され、見所（客席）に足を入れると、

ふわっと木の香りに包まれた。本舞台は三間（5.4メート

ル）四方の正方形で、四隅に柱が立ち、後方には鏡板、

前方にはキザハシ（階段）がある。柱があると見にくい

のでは？　と思うが能面をつけると視野が狭くなるので、

演者にとっては重要な目印であるという説明があった。

　向かって左には「橋掛かり」と呼ばれる渡り廊下が伸

びており、周囲は白洲となっている。能楽が屋外で行わ

れていた時 代は、

太陽の光を反射さ

せ、能面を美しくみ

せる役目を果たして

いたのだとか。屋外

にあった名残として

屋根がついているが、

大掛かりなセットは

存在しない。見所と

みなとみらいに行ったら、ぜひ足を伸ばしたい「横浜能楽堂」。
桜の名所・掃部山公園の一角にある

身支度を整える
「装束の間」、
いわゆる楽屋。
公演がないとき
は古典芸能の
練習などで
使われている

横浜
みなと
博物館

野毛山動物園

日ノ出町駅

横浜能楽堂

桜木町駅

掃部山公園

野毛山公園

馬車道駅

京
急
本
線

ブ
ルー
ラ
イ
ン J

R
根
岸
線 みなとみらい線

首
都
高
速
神
奈
川
1
号
羽
田
線

横浜市の文化財にも指定されている本舞台。木の香りと優しい照明に癒される空間だ。
客席は1階2階合わせ486席



18 19電気と保安 電気と保安

（記事提供　電気新聞）
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新しい電気料金とスイッチング

大 変
役立つ

電力システム改革と電気事業法の改正

小売り全面自由化に当たり、

電気料金はどう変わる？

　現在、契約電力50kW以下の低圧部門、つま

り一般家庭や商店向けの電気料金は、地域の

電力会社の電気供給約款または選択約款に規定

されています。これらは規制料金のため、国の

認可が必要です（現・電気事業法第19条）。

　最も基本的な電気料金メニューは電気供給約

款にある従量電灯です。需要家の設備や使い

方によっては選択約款にあるメニューを選択でき

ます。

　小売り全面自由化に伴い、地域の電力会社の

電気供給約款は、特定小売供給約款と名前を

変え、規制料金として当面の間、残りますが、

選択約款は自由料金扱いとなります。

　2016年4月から施行される2014年改正電気

事業法での「約款」は以下の通りです。

●託送供給等約款（2014年改正電事法第18

条）：送配電料金。すべての電気料金に含

まれる

●最終保障供給約款（2014年改正電事法第

20条）：電力会社が倒産したときなどに適

用される

●離島供給約款（2014年改正電事法第21

条）：離島向け電気料金を定める

●特定小売供給約款（2014年改正電事法附

則第16条）：経過措置期間中に適用される

規制料金

　新規参入の小売電気事業者が提供する料金

メニューは、自由料金メニューです。また、地

域の電力会社が新しいメニューとして発表してい

るのは自由料金メニュー、従量電灯とあるのは

特定小売供給約款（現在の電気供給約款）のメ

ニューです。

料金メニューを変更したり、

電力会社を変更するには？

　地域の電力会社の新しい料金メニューの場合

は、地域の電力会社に申し込むことになります。

電力会社を変更する（スイッチングする）場合は、

新規に契約する電力会社

に申し込みます。スイッ

チングにあたってはスマー

トメーターが設置される

ことになります。

　なお、料金メニューも

電力会社も変更しない場合は、地域の電力会社

から、3月末時点で契約しているサービスを継続

して受けることができます。

低圧電力もスイッチングできる？

　新規参入の電力会社の中には低圧電力にあた

る料金メニューを持っているところもありますの

で、その事業者の供給エリアであればスイッチ

ングは可能です。

新規参入の小売電気事業者を知りたい

　小売電気事業者は、国の審査を経て登録され

ます。資源エネルギー庁ホームページ内の「登

録小売電気事業者一覧」で確認できます。

全国どこでも、どの電力会社からも

電気を購入することはできる？

　小売電気事業者はサービスエリアを設定して

います。魅力的な電気料金メニューがあっても、

その事業者の供給エリアから外れていれば電気

の供給を受けることができません。また離島の場

合は、ほかに参入する会社がなければ、離島

供給約款に基づき供給されることになります。

新しい小売電気事業者は信頼できる？

　小売電気事業者には供給能力確保義務や、

需要家への重要説明義務が課されています。こ

のほか、需要家保護のために国は「電力の小売

営業に関する指針」（小売り営業ガイドライン）

を定めており、小売電気事業者はこれを守る必

要があります。さらに「適正な電力の取引につい

ての指針」（適正取引ガイドライン）にも小売り

事業者における行動指針が書かれています。

　ガイドラインでは電源開示ルールや営業方法、

営業形態、苦情対応などについて、望ましい行

為、問題となる行為が例示されています。

　ガイドラインを守らないような、悪質な小売

電気事業者との間でトラブルになった場合は、

電力取引監視等委員会の相談窓口に相談してく

ださい。

自宅の太陽光発電の余剰電力を

地域の電力会社に売電しているが、

スイッチングはできる？

　再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）

で余剰電力を売電している場合、電気の供給を

受ける契約（小売供給契約）と、売電する契約

（電力受給契約）の2つを電力会社と結んでいま

す。双方ともスイッチングが可能で、どちらか一

方のみをスイッチングすることも可能です。

　小売供給契約については通常のスイッチングと

なります。電力受給契約のスイッチングは、基

本的には可能ですが、全面自由化後、FIT電

気の買取義務は年間5億kWh以上の電力供給

を行う小売電気事業者に課せられることになっ

ているので、必ずしも希望する新規参入事業者

にスイッチングできるとは限りません。ただし、

新規参入事業者の中には積極的にFIT電気の

買い取りを行っているところもあります。

　なお、国はFIT電気の買取義務について、

将来的に一般送配電事業者（電力会社の送配電

部門）に移行する方向で議論を進めています。

2社以上の小売電気事業者から

供給を受けることはできる？

　1つの供給地点について、1つの小売電気事

業者からしか供給を受けることができません。

検針票にはこの「供給地点特定番号」が記載さ

れています。スイッチング手続きにはこの番号が

必要になりますので、切り替えを検討している

場合は保管しておいてください。

電気保安と法律ミニ知識

2016年4月から始まる電力の小売り全面自由化を前に、
電力会社、新規参入の会社などが新しい電気料金メニューを発表しています。
電力会社の切り替え（スイッチング）を検討している人も多いことでしょう。
今回は小売り自由化で焦点となる、電気料金や小売電気事業者、

スイッチングなどについて解説します。

2016年3・4月号 2016年3・4月号
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「供給地点特定番号」
は検針票で

  電力取引監視等委員会　相談窓口

TEL：03-3501-5725（直通）
        （受付時間　9：30－12：00、 13：00－18：30）
E-mail: dentorii@meti.go.jp
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（記事提供　電気新聞）

　

　2020年以降の温室効果ガス削減の

国際的な枠組み「パリ協定」が2015

年12月、国連気候変動枠組み条約

第21回締約国会議（COP21）で採

択されました。地球温暖化対策の国

際的な枠組みの合意は1997年の京都

議定書以来。今回は途上国を含む

196の国と地域が参加する予定です。

　会議では温暖化対策の強度や資金

の拠出を巡る先進国と途上国の溝が

深く難航しましたが、「野心的でバラン

スの取れた合意文書にする」（ファビウ

スCOP21議長・フランス外相）との方

針の下、会期を延長し最後まで互い

が受け入れられる道を探りました。

　新しい協定では、地球の気温の上

昇幅を産業革命前に比べて「2℃未満」

に抑制することを目指すとともに、島しょ

国が強く求めていた「1.5℃未満」とす

る意見に配慮し、その抑制に向け努

力することが明記されました。また、今

世紀後半に「実質排出ゼロ」を目指

すという欧州の意見も盛り込まれました。

　最後までもつれた途上国への温暖

化対策資金の支援については、先進

国が行う2020 ～ 25年までの年1千億

ドル以上の支援を、法的義務のない決

定文書に移すことなどで決着しました。

　一方、温室効果ガス削減については、

各国に削減目標の提出と計画の策定、

目標の5年ごとの見直しを義務化して

います。目標の見直しは上方修正が可

能です。また、時期をずらして世界全

体の排出削減の取り組み状況を5年ご

とに検証し、各国の目標達成に向けた

取り組みの実効性を高めます。

　パリ協定は世界排出量の55％以上

に当たる55カ国以上が批准してから

30日後に発効されます。

　現在の日本の温室効果ガス削減目

標は2030年度に13年度で26％の削

減。協定の採択を受けて、政府は温

室効果ガスの削減計画にあたる「地

球温暖化対策計画」の策定を進めて

います。すでに昨年末に骨子案が示さ

れており、年度内にも対策を固め、今

年5月の主要国首脳会議（伊勢志摩

サミット）で対外的に表明する意向です。

　経済産業省はこのほど、電力小売り

全面自由化に向けて需要家の保護を図

るため、「電力の小売営業に関する指

針」を制定しました。4月以降、様々な

事業者が電気事業に参入するため、

需要家への適切な情報提供や苦情・

問い合わせへの適正な対応などの観点

から、問題となる行為や望ましい行為を

明記。小売電気事業者が営業活動を

行う“バイブル”となる重要な指針です。

　指針は、①需要家への適切な情報

提供 ②営業・契約形態の適正化 ③

契約内容の適正化 ④苦情・問い合

わせへの対応の適正化 ⑤契約の解

除手続きの適正化──という5項目で

構成されています。

　具体的には、セット販売の説明時に

おける料金算定方法の明示例や、電

源構成の表示の例、「地産地消」の

アピールが適正かどうか、停電時の問

い合わせ対応などについて「問題とな

る行為」と「望ましい行為」を列挙。

望ましい行為は事業者が自主的に順守

すべき行為で法的な制約はありません

が、問題となる行為は電気事業法の

業務改善命令や業務改善勧告の対象

となります。

　同指針について、林幹雄経産相は

「指針の内容を周知するとともに、消費

者トラブルの発生防止にしっかりとした

取り組みを（小売電気事業者に）求

めていく」と述べました。

　指針は電力取引監視等委員会の検

討結果を踏まえて制定されました。

　小売り全面自由化に向け、各事業

者は営業活動を本格化しています。経

産省の担当者は「指針にのっとり、適

切に進めてほしい」と呼び掛けています。

経済産業省が電力小売営業指針を制定

ニュースクリップ

2016年3・4月号 2016年3・4月号

温暖化対策の新しい国際的な枠組み「パリ協定」を採択

高校生作文コンクールinformation
［インフォメーション］

　

KDH 未来の電気技術者奨励賞 応募要領
関東電気保安協会では、工業高等学校の電気電子科および、
これに相当する学科に在学中の皆さまを対象に作文コンクールを実施いたします。

i nformation

第4回

募集テーマ ●電気技術者としての夢や抱負
●省エネや節電のアイディアや取り組み
（例）「技術者としての未来像」 「未来の省エネ」 「エネルギーと私たち」 など

文字数・分量 ●1200字程度
募集期間 ●平成 28 年 ４ 月 1 日（金）～ ５ 月 １０ 日（火）

応募資格 ●東京都、栃木・群馬・茨城・埼玉・千葉・神奈川・山梨・静岡（※）・福島県の
工業高等学校の電気電子科およびこれに相当する学科に在学中の生徒
　※静岡県につきましては富士川以東の地区に限らせていただきます 

応募方法 ●郵送または当協会ホームページからご応募ください。
●郵送による応募の場合：学生証の写し（コピー）を応募作品に添付のうえ、下記応募先までご応募ください。
　　〒108-0023 東京都港区芝浦4-13-23　MS芝浦ビル 7階
　　一般財団法人 関東電気保安協会　広報部 高校生作文コンクール係
●当協会ホームページから応募の場合：ホームページトップ画面「高校生作文コンクール応募窓口」からご応募ください。
　❶応募作品はPDFファイル、またはワードファイルでご準備ください。
　❷応募ホームへ指定事項を入力または学生証（写）を添付のうえ、作品を添付してご応募ください。
　　※郵送、ホームページいずれの方法におきましても、学校単位での応募の場合は、名簿の添付により学生証（写）の添付を省略す
　　　ることができます。 
　　 http://www.kdh.or.jp/about/concours.html

お問い合わせ ●広報部 高校生作文コンクール係
　　　　　　　03-6453-8896
　　　　　　　kdh-kouhou@kdh.or.jp
　　　　　　　9：00～17：00（土日祝日除く）

入賞発表と
表彰

●入賞発表：平成28年7月上旬　入賞者に連絡するとともに、当協会ホームページに掲載します。
●表彰：入賞者につきましては、当協会より賞状ならびに副賞を贈呈させていただきます。
　　最優秀賞　若干名 賞状と副賞 （図書カード 30,000円分）
　　優　秀　賞　10名程度 賞状と副賞 （図書カード 10,000円分）
　　奨　励　賞　50名程度 賞状と副賞 （図書カード   5,000円分）

電話番号
Ｅ-mail
受付時間

主　催 ●
　当協会は「まかせて安心、確かな技術」をスローガンに、電気設備の安全点検、技術相談、電気安全・省エネに関する
　サービスやPRを通じて、環境にやさしい安全で快適な社会の実現に貢献しています。

コンクールの審査結果に関わらず、応募作品に関する所有権、著作権等の権利は、当協
会に帰属するものとし、それらを広告宣伝等の目的で印刷物、ホームページ等に使わせ
ていただく場合があります。

応募者からいただいた個人情報は、入賞者への連絡、賞状等の発送、当協会の広告や印
刷物、ホームページ等への応募作品の掲載のためにのみ利用させていただきます。また、
当該業務の委託に必要な範囲で委託先に提供する場合を除き、個人情報を応募者の承
諾なく第三者に提供致しません。

●個人情報に関する注意事項●ご応募に関する注意事項



　屋内用のテーブルタップは、屋内で使用することを前提に作られていることから、屋外で使用するとケー

ブル被覆が損傷したり、砂などが入り込むことで接触不良を起こすことがあります。そのまま使用を続け

ると短絡などの事故につながることがありとても危険です。

　屋外では屋外用の延長コードを使用するようにしましょう。

　
屋外での延長コード

1

2

3 6

5

4
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屋外での延長コード

2016年3・4月号 2016年3・4月号

社会的な影響が大きい
「波及事故」を防止するには
受変電設備の適切な管理が必要です！

お知らせ

　電気事業法では、自家用電気工作物の工事・維持・
運用について厳しい規制が設けられ、設置者が保安
規程を作成して電気の保安を確保することが法律で義
務付けられており、国への各種手続きや届出が必要で
す。これを怠ると処罰されることもあります。

 ■ 波及事故とは
　一軒で起きた電気事故が他に波及して付近一帯が停電す

る事故のことです。

下図のように電力会社の１つの配電線からは、平均1,500

軒ものお客さまに電気が供給されています。

受電設備の主遮断器の保護範囲でトラブルが起きた場合

は、保護装置が作動して波及事故を防止しますが、主遮

断器の電源側のお客さま設備で事故が起きた場合は電力

会社の保護装置が作動して、その系統の配電線が切り離

されます。

 ■ 波及事故が発生したら

　イラストは、主遮断装置の電源側と負荷側を示したもの

ですが、波及事故の発生箇所は90%が主遮断装置の電

源側で起きています。

波及事故が発生したときは、電気主任技術者と電力会社へ

至急連絡します。また、電気事業法に基づき事故発生を知っ

たときから48時間以内に速やかに事故の概要について、

所管の関係官庁に電話等の方法で連絡します。

また、事故発生を知った日から起算して30日以内に定め

られた書式に従い「電気事故報告書」を提出する必要があ

ります。

 ■ 波及事故の原因
　右のグラフは、平成26年度関

東東北産業保安監督部管内の波

及事故の発生原因を基に作成し

た資料です。

●自然劣化が原因によるものが
全体の47%で、そのうち引込

ケーブルが原因となったものは77%です。

●雷が原因によるものも19%あります。

 ■ 波及事故を防止するには
　この資料からは、波及事故発生原因の50%程度は引

込口と引込ケーブルに起因するといえます。

引込みには下のイラストのように、架空線引込みの場合と

地中線引込みの場合があります。

波及事故防止には、引込み方法によりGR付PASかGR

付UGSの取付けが有効です。

　PASは落雷で被害を受けることもあります。

　下の写真は、GR付PASが落雷で破損した外観と内部

の様子です。落雷時の絶縁破壊などを防止するにはLA内

蔵 GR 付

PASの取

付けが有

効です。

　右下の写真は、高圧ケーブルの絶縁破壊により波及事

故に至った事例です。

波及事故を起こすと社会的な責

任も問われかねません。事故を

未然に防止するためにも設備更

新をおすすめします。

お客さまの柱
⬇ GR付

PAS

主遮断装置の負荷側主遮断装置の電源側

お客さまの設備電力会社の設備

責任分界点

電力会社柱
⬇

引込開閉器

お客さま構内
ケーブル

引込
ケーブル

波及事故の主な発生原因

配電変電所

主遮断器

発
電
所
よ
り

工場・病院・銀行・ビル・住宅など
付近一帯の施設・住宅が停電 お客さまの施設が停電

OFF

事故

お客さまの施設

架空線引込みの場合 地中線引込みの場合

内、
引込ケーブル
77％

自然劣化
47％

雷
19％

その他
34％

（　　）



　
当
協
会
の
許
可
な
く
し
て
複
製
・
転
載
す
る
こ
と
は
ご
遠
慮
下
さ
い
。
　
関
東
電
気
保
安
協
会

2
0
1
6
年
3
・
4
月
号

2
0
1
6
年（
平
成
28
年
）3
月
1
日
発
行（
奇
数
月
1
日
発
行
）
　
　発
行
所
　
　

関
東
電
気
保
安
協
会
　
〒
1
0
8
　

━

　

0
0
2
3
　

東
京
都
港
区
芝
浦
4
　

━　
13
　

━

　

23
　

M
S
芝
浦
ビ
ル
7
階

534

この用紙は再生紙を使用しています。

（広報部）

　当協会では、一般のお客さまを対象に電気に関する各種講習会を開催しております。
　ご好評をいただいております労働安全衛生法に基づく電気取扱者の特別教育講習会や保護継電器試験講習会
を、下記の日程で開催します。なお、お申込み及び最新の日程は、当協会のホームページをご覧ください。
　当協会の職員が分かりやすく講習させていただきますので、みなさまのご参加をお待ちしております。
　なお、一団体で10名以上の受講をご希望される場合には、日程表とは別日程で開催することも可能ですので、最寄り
の事業所へご相談ください。

詳細につきましては当協会ホームページをご覧いただくか、
下記までお問い合わせください。

電気取扱者特別教育講習会
●低圧電気取扱者特別教育講習会（１日コース：開始・終了時間は開催場所により異なります。）
　低圧の開閉器の操作業務を行う方 を々対象とした講習会です。
　　（実技教育は開閉器操作1時間）
■受講料　9,300円（税込・テキスト代含む）
　　　　　ただし、当協会と保安管理業務のご契約をいただいている場合は 7,200円（税込・テキスト代含む）

保護継電器（ＧＲ，ＤＧＲ，ＯＣＲ）試験講習会
この講習会は技術研修所（千葉市美浜区）で開催しております。
高圧受電設備の保護継電器の基礎を勉強したい方を対象とした、初心者向けの1日講習会です。
保護継電器の役割、試験器での各種保護継電器の動作試験などを行います。
■受講料　11,300円（税込・テキスト代含む）

● 高圧・特別高圧電気取扱者特別教育講習（２日コース：開始・終了時間は開催場所により異なります。）
　高圧または特別高圧の充電電路の操作を行う方 を々対象とした講習会です。
　　（実技教育は高圧の開閉器操作1時間）
■受講料　19,500円（税込・テキスト代含む） 
　　　　　　ただし、当協会と保安管理業務のご契約をいただいている場合は 17,500円（税込・テキスト代含む）

平成28年度
電気取扱者特別教育・保護継電器試験講習会

開催予定

●講習会に関する一般的内容のお問い合わせ
●当日の講習会に関するお問い合わせ

関東電気保安協会　広報部 ［TEL］03-6453-8888（代表）
講習会開催事業所（当協会ホームページをご覧ください）

●「低」は低圧、「高」は「高圧・特別高圧」を示し、数字は日付を示す。
※1：那須で開催　※2：下野で開催　※3：佐野で開催　※4：東毛で開催　※5：土浦で開催　※6：川越で開催　※7：熊谷で開催　※8：久喜で開催　※9：茂原で開催　※10：君津で開催　
※11：市川で開催　※12：柏で開催　※13：相模原で開催　※14：平塚で開催　※15：川崎で開催　※16：小田原で開催　※17：都留で開催　

電気取扱者特別教育講習会日程表(この日程表は平成28年1月末日現在の予定であり、変更する場合があります。)

回
第1回
第2回
第3 回
第4回

定員

24人

　　  　　　　開 催 日 時
平成28年 7月26日  9:30～17:00
平成28年 8月  8日 9:30～17:00
平成28年 10月11日 9:30～17:00
平成28年 12月21日 9:30～17:00

回
第5回
第6回
第7回

定員

24人

　　  　　　　開 催 日 時
平成29年 1月  30日  9:30～17:00
平成29年 2月  27日  9:30～17:00
平成29年 3月  24日  9:30～17:00

開催事業本部
（開催場所）

平成 28年 平成 29年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

5

7
14
13
19

7

8※4

15

6
21

7
14※9

8　
22※13

14

19

12
13
21
22
14
15
13
14※1
27
28
21
22
7
8

20
21

14
15
6
7
20
21

10
24
12
19
19

12※2

13

13

11
19※6
10
19※10
26※11
10 　
24※14

12※17

17

17
18
26
27
17,18
24,25
18
19※3
26
27
19※5
20
12
13

11
12

19
20
11
12
18
19

7

9
16
2
8

9※3

10

3

8　
23※7
9※9
16※12
29※11
2　
23※15

9

14

14
15
23
24
9
10
15※2
16
23※4
24
23
24
9
10

22
23

7,8
16,17※16
14
15
15
16

20

5

7
14
13
21

14※1

15※4

8

6
20

22

5　
22※13

14※17

12

12
13
21
22
14
15
20
21
28
29
21※5
22
7,8
21,22

6
7

14
15
13
14
13
14

9
26
4
10

17

4

4

5
19※5
10※6
25※7

18※11

4※15

12

16

3
4
23
24
18
19
18
19
9※2
10
25
26
25
26

24
25

25
26
16
17
17
18

8

6

8
15

14

6※2

9

9
16※5
7
28※8

7※12

15※13
23 　

8※17

13

27
28
13
14
29
30
15
16
14
15
29
30
27※5
28
8
9

14
15

8
9
7
8
14
15

28

4

6
13

6

6※3

14※4

7　
14※5
5　
20※6

6※11

4※13
25 　

13

18

12
13
12
13
20
21
12
13
12※1
13
27
28
20
21
6
7

19
20

13
14
18
19
19
20

17

8

10
17

9

8※1

18

4　
18※5
9　
25※7

25※11
29 　

16※16
22※15

10※17

15

15
16
24
25
10
11
16※3
17
10※4
11
24
25※5
17
18

9
10

8
9
9
10
16
17

9

6

8
13

7

8

9

2

7
22

7※9

16※13

8

13

19
20
20
21
15
16
8
9
14※2
15
15
16
15
16
8
9

14
15

6,7
13,14※16
13
14
14
15

11

10

12
19

18

12※2

13※4

26

11
25

26※12

　

12

17

17
18
26
27
19
20
18
19
26
27
19※5
20
12,13
26,27

18
19

　

17
18
18
19

7

7
21
9
16

15

9※3

10

3

8　
23※6

23※11

22※15

23

14

8
9
14
15
23
24
16
17
15※2
16
23
24
16
17

15
16

7
8
8
9
15
16

8

7

9
16

15

9※1

10

3

8　
23※7

10※12

　

9

14

22
23
14
15
23
24
16
17
15
16
23
24
16※5
17
9
10

15
16

7
8
14
15
15
16

 技術研修所（千葉市） 

 東京北（荒川区） 

 東京南（港区） 

 多　摩（国分寺） 

 栃　木（宇都宮）

 群　馬（高崎市） 

 茨　城（水戸市） 

 埼　玉（さいたま市） 

千　葉（四街道市） 

神奈川（横浜市）

 山　梨（甲府市） 

 沼　津（沼津市） 

 ［043-243-3915］

 ［03-3802-5791］

 ［03-5461-1601］

 ［042-326-5111］
 　　　
 ［028-611-5090］

 ［027-326-2628］

 ［029-226-3225］

 ［048-856-3051］

［043-424-8211］ 

［045-253-1261］

 ［055-228-3200］

 ［055-952-8101］

低 低 低 低 低 低 低 低 低 低 低 低高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高
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