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屏風ケ浦　
千葉県銚子市～旭市（16～17ページ参照）

　銚子市の南岸から旭市にかけて約10kmにわたって続く断崖が屏風ケ浦です。太平洋から
打ち寄せる波によって長年にわたって削られ、荒々しく雄大な姿と美しい地層を見せてくれる
ようになりました。ドーバー海峡の「ホワイト・クリフ」にも匹敵するとして「東洋のドーバー」
とも呼ばれます。
　隣接する銚子マリーナから遊歩道が設置されており、崖の様子を間近で観察できます。ま
た、屏風ケ浦を海から眺められるクルージングも人気です。2016年には国の名勝・天然記念
物に指定されています。

台風15号および19号による被害へのお見舞いと「関東電気保安協会」の復旧応援 22

電気取扱者特別教育・保護継電器試験実務（初級）
講習会 開催予定2019年10月31日現在

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、以下の日
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、皆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。

●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］03-6453-8896
講習会開催事業所（当協会ホームページをご覧ください）

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）
※対象は開閉器の操作業務のみを行う方
■受講料 10,230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 8,030円（税込・テキスト代含む）

●低圧電気取扱者特別教育講習会（2日コース）
※各種測定器を使用した業務を行う方
■受講料 23,980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 21,780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会（2日コース）
※対象は充電電路の操作の業務のみを行う方
■受講料 22,440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 20,240円（税込・テキスト代含む）

※各日程につきましては、変更及び中止する場合があります。

保護継電器（ＯＣＲ,ＧＲ，ＤＧＲ）試験実務（初級）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　18,150円（税込・テキスト代含む）

11月
5

12月
9

1月 2月
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技術研修所

■2019度　保護継電器試験実務（初級）講習会日程表
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■2019年度　電気安全特別教育講習会日程表【高圧（2日）】

■2019年度　電気安全特別教育講習会日程表【低圧（2日）】
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■2019年度　電気安全特別教育講習会日程表【低圧（1日）】

2019年度

ニュースクリップ

お客さまこんにちは　精巧株式会社

インフォメーション ご注意ください

11月11日は配線器具の日
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

●電源OFFを確実に　
　電気用品の掃除は、必ず電源を切った状態で行い
ましょう。何かの拍子でスイッチが入り、通電して
機器が突然動作することで、けがや感電、機器の故
障につながる恐れがあります。プラグを抜いたりブ
レーカーを切ったりして、確実に安全を確保したう
えで掃除に取り掛かってください。
●水拭きに注意！　
　水は電気を通しやすいので注意してください。電
気用品を掃除する場合、水をかけたり、濡れた雑巾
で拭いたりすると内部に水が入り、電源を入れた瞬
間に漏電することがあります。電気用品の取扱説明
書を読み、適した掃除方法を確認しましょう。
●掃除機の適切な使い方　
　パック式の掃除機で、集塵パックにゴミが詰まっ
た状態になっていませんか。詰まったままだと吸引
力が低下して本来の性能が発揮できなくなってしま
います。適宜たまったゴミ
の処理を行いましょう。
　また、掃除機をかける前
にはまず部屋を片付けまし
ょう。掃除機を使う時間が
短くなり、電気代の節約に
つながります。

どは火災の原因になることもあります。以下に家庭
でできるチェックポイントを挙げますので、ご参考
にしてください。

いろいろなことがあった2019年も、残すところわずかとなりました。
気持ちよく新しい年を迎えるため、年末に大掃除をするとともに
電気用品の汚れや安全性もチェックしてみましょう。
汚れたままにしていると、本来の性能を発揮できずムダな電力を消費したり、
場合によっては故障や漏電に至ることもあります。
チェックポイントをご紹介しますので、大掃除の機会に確認してみてください。

Ⅰ 大掃除を始める前に Ⅱ 家庭でできる電気用品の安全チェックポイント

●高圧受変電設備の清掃　
　ビルや工場などの受変電設備には高い電圧の電気
が来ているので、清掃は停電して行わなければなり
ません。お客さまご自身で受変電設備の清掃を実施
するのは、大変危険ですので絶対に避け、電気主任
技術者などにご相談ください。
　受変電設備の内部が汚れていると、差込みプラグ
同様にトラッキング現象が発生して思わぬ事故につ
ながる場合があります。事故によって建物全体が停
電し大きな損害となる可能性があるほか、周辺一帯
を巻き込んで停電してしまう波及事故につながる恐
れもあります。受変電設備は清掃してきれいに保つ
ことが大切です。
　清掃作業ではホコリを取り払ったり、機器に直接
触れたりすることによって、碍子（がいし）のひび
割れや変色、ねじの緩みといった不良箇所を早期発
見できる場合もあります。事故を未然に防ぐために
も、定期的な清掃をお奨めします。
　関東電気保安協会では受変電設備の清掃業務を承
っております。詳しくは担当検査員またはお近くの
当協会事業所にお問い合わせください。

年末大掃除と電気用品の

安全チェック

　大掃除は、普段なかなか手の行き届かない電気用
品の状態をチェックするチャンスです。家具の裏の
コンセントやカーペットの下の電源コード、家電内
部の汚れなどを確認してみましょう。
　特に、ホコリのたまったコンセントで起きる「ト
ラッキング現象」や、損傷したコードからの漏電な

　　たこ足配線をしていないか
　コードやテーブルタップには、安全に使用で
きる電流に制限があります。たこ足配線によっ
て制限を超える電流が流れると、過熱して火災
の原因になることがあります。使用できる電流
値はテーブルタップのコンセント部に記載され
ていますので、確認しましょう。

　電灯機器を使用したときに流れる電流は、消
費電力の数値を用いて
　電流（A）＝電力（W）÷電圧（100または200V）
で計算することができます。
　　コンセントからプラグが
　　抜けかかっていないか
　抜けかかっている状態でプラグを使い続ける
と、接触不良によって過熱したり、金属製のも
のが触れると短絡（ショート）して火災に至る
恐れがあります。また、小さなお子さまが触れ
て感電する恐れもあります。プラグは奥までし
っかり差し込みましょう。
　　プラグにホコリがたまっていないか
　家具の裏などに隠れたコンセントにプラグを
差し込んだままにしていると、チリやホコリが
たまります。そこに湿気が加わると、差し刃間
に電気が流れ突然発火することがあります。
　これをトラッキング現象といい、火災の原因
となり大変危険です。ホコリのたまったプラグ
は抜いてから乾いた布などで清掃しましょう。
　　コンセントやプラグが破損していないか
　破損しているコンセントやプラグを使用する
と、接触不良によって過熱し、火災に至る場合
があります。また、内部の金属がむき出しにな
っていると、感電やショートする危険性があり
ます。電気工事店に相談して修理しましょう。

　　コードが傷んでいないか
　電源コードの被覆が傷んでいたり、古くなっ
てひび割れたりしていないでしょうか。傷んだ
コードは漏電やショートによる火災の原因にな
りますので、新しいものと交換しましょう。
　　ビニールコードを固定して
　　使用していないか
　ビニールコードは傷みやすく、釘やステップ
ルなどで固定すると断線や過熱の原因となり危
険です。ビニールコードを固定して使用するこ
とはやめましょう。
　　コードを束ねて使用していないか
　コードを束ねたり巻いた状態で使用すると、
熱がこもり過熱する恐れがあります。コードは
伸ばして使用しましょう。
　　コードが家具などに踏まれていないか
　コードが家具などの重量物に踏まれていませ
んか。見た目には損傷がなくても芯線が断線し
ていることがあります。その場合、本来流すこ
とができる電流を流せずに過熱する恐れや、シ
ョートにより火災の原因となる恐れがあります。
　重量物で踏んでしまったコードは交換しまし

ょう。ドアに挟んだり、強く曲げたりしたコー
ドも同様に芯線が断線している可能性があるの
で交換しましょう。

【コンセント】

【コード】

check

check

check

check

check

check

check

check



安 全 エ レ ち ゃ ん の クイズコーナークイズコーナー
電気と保安 

2019年11・12月号
問　題 ヒント（4～7ページ）

  

応募方法［応募フォームのアドレス］

       https://www.kdh.or.jp/safe/es.html

ぜひホームページの応募フォームからお申込みください！ 

ハガキの場合は、　
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
④本誌や当協会に対するご意見・ご感想 をご記入のうえ
〒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 までお送りください。

QRコードはこちら➡ 

2020年1月15日必着締切期日

発 表 2020年3・4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。

電灯機器を使用したとき流れる電流は、
電流（A）＝○○（W）÷電圧（100または200V）で計算する
ことができます。 ○に入る漢字2文字をお答えください。

◎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。

◎ご応募につきましては、お一人様 1件でお願いいたします。
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●電源OFFを確実に　
　電気用品の掃除は、必ず電源を切った状態で行い
ましょう。何かの拍子でスイッチが入り、通電して
機器が突然動作することで、けがや感電、機器の故
障につながる恐れがあります。プラグを抜いたりブ
レーカーを切ったりして、確実に安全を確保したう
えで掃除に取り掛かってください。
●水拭きに注意！　
　水は電気を通しやすいので注意してください。電
気用品を掃除する場合、水をかけたり、濡れた雑巾
で拭いたりすると内部に水が入り、電源を入れた瞬
間に漏電することがあります。電気用品の取扱説明
書を読み、適した掃除方法を確認しましょう。
●掃除機の適切な使い方　
　パック式の掃除機で、集塵パックにゴミが詰まっ
た状態になっていませんか。詰まったままだと吸引
力が低下して本来の性能が発揮できなくなってしま
います。適宜たまったゴミ
の処理を行いましょう。
　また、掃除機をかける前
にはまず部屋を片付けまし
ょう。掃除機を使う時間が
短くなり、電気代の節約に
つながります。

どは火災の原因になることもあります。以下に家庭
でできるチェックポイントを挙げますので、ご参考
にしてください。

●高圧受変電設備の清掃　
　ビルや工場などの受変電設備には高い電圧の電気
が来ているので、清掃は停電して行わなければなり
ません。お客さまご自身で受変電設備の清掃を実施
するのは、大変危険ですので絶対に避け、電気主任
技術者などにご相談ください。
　受変電設備の内部が汚れていると、差込みプラグ
同様にトラッキング現象が発生して思わぬ事故につ
ながる場合があります。事故によって建物全体が停
電し大きな損害となる可能性があるほか、周辺一帯
を巻き込んで停電してしまう波及事故につながる恐
れもあります。受変電設備は清掃してきれいに保つ
ことが大切です。
　清掃作業ではホコリを取り払ったり、機器に直接
触れたりすることによって、碍子（がいし）のひび
割れや変色、ねじの緩みといった不良箇所を早期発
見できる場合もあります。事故を未然に防ぐために
も、定期的な清掃をお奨めします。
　関東電気保安協会では受変電設備の清掃業務を承
っております。詳しくは担当検査員またはお近くの
当協会事業所にお問い合わせください。

特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

Ⅲ 職場の電気用品・設備の清掃

　大掃除は、普段なかなか手の行き届かない電気用
品の状態をチェックするチャンスです。家具の裏の
コンセントやカーペットの下の電源コード、家電内
部の汚れなどを確認してみましょう。
　特に、ホコリのたまったコンセントで起きる「ト
ラッキング現象」や、損傷したコードからの漏電な

　いかがでしたか。大掃除は普段なかなか目の届かない部分までチェックできる良い機
会です。定期的にチェックと手入れをすることで、電気用品の安全性や寿命、効率を高
めることにつながりますので、職場やご自宅でぜひ実施してみてください。
　「電気と保安」では、2020年も“電気を正しく安全に”使うためのポイントなどをご
紹介してまいります。また、当協会ホームページでも生活に役立つさまざまな情報を掲
載してまいります。引き続きよろしくお願いいたします。

年末大掃除と電気用品の安全チェック

E ‒ E
でした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

7・8月号正解

　　コードが傷んでいないか
　電源コードの被覆が傷んでいたり、古くなっ
てひび割れたりしていないでしょうか。傷んだ
コードは漏電やショートによる火災の原因にな
りますので、新しいものと交換しましょう。
　　ビニールコードを固定して
　　使用していないか
　ビニールコードは傷みやすく、釘やステップ
ルなどで固定すると断線や過熱の原因となり危
険です。ビニールコードを固定して使用するこ
とはやめましょう。
　　コードを束ねて使用していないか
　コードを束ねたり巻いた状態で使用すると、
熱がこもり過熱する恐れがあります。コードは
伸ばして使用しましょう。
　　コードが家具などに踏まれていないか
　コードが家具などの重量物に踏まれていませ
んか。見た目には損傷がなくても芯線が断線し
ていることがあります。その場合、本来流すこ
とができる電流を流せずに過熱する恐れや、シ
ョートにより火災の原因となる恐れがあります。
　重量物で踏んでしまったコードは交換しまし

ょう。ドアに挟んだり、強く曲げたりしたコー
ドも同様に芯線が断線している可能性があるの
で交換しましょう。

　　アースが取り付けられているか
　コンセントの周りを掃除するときは、併せて
アースが取り付けられているか確認しましょう。
水周りで使用する洗濯機や電気温水器、台所の
電子レンジや食器乾燥機、その他200ボルトで
使用する機器はアースの取り付けが必要です。
　　照明器具
　照明器具の汚れは明るさを低下させます。掃
除すると思った以上に明るくなって驚くことも。
　蛍光管の端が黒くなって暗く感じることはな
いですか。明るさが低下しても消費電力はほぼ
同じなので、両端が黒ずんできたら交換するこ
とをお奨めします。また、LED照明器具に交換
すると一層の省エネになります。
　　冷蔵庫
　冷蔵庫の裏側はホコリがたまりやすいので、
忘れずに掃除しましょう。また、機種により異
なりますが、放熱による空気の対流があるため、
冷蔵庫と壁の間には空間を設けたほうが良いで
しょう。壁にぴったりくっつけると放熱の妨げ
になってしまい、効率が低下します。
　また、冷蔵庫に食品を詰め込みすぎると効率
が低下するばかりか、食材の出し入れに時間が
かかり庫内の温度が上がってしまいます。庫内
もこの機会に整理しましょう。
　　エアコン
　エアコンの内部は部屋の空気を吸い込むこと
でホコリがたまりやすくなっています。ホコリ
で空気の流れが妨げられるとエアコンの能力が
低下するほか、健康にもよくありません。

　フィルターは掃除機でホコリを吸い取った後、
水洗いし、よく乾燥させてから取り付けましょ
う。また、吹き出し口の汚れも掃除しておきま
しょう。
　　テレビ
　テレビは静電気でホコリがつきやすくなって
います。また、画面はホコリだけでなく指紋も
気になります。しかし画面は傷がつきやすいの
で、取扱説明書を読み推奨された洗剤や用具を
使って掃除してください。
　　換気扇
　台所の換気扇が油でベトベトになっていませ
んか。油が多く付着していると換気する能力が
低下して効率が悪くなります。換気扇は長時間
使用することが多いので、電気のムダ遣いだけ
でなくモーターが過熱して火災の原因にもなり
ます。

【家電等】 　　工作機械
　旋盤などに金属を削った切子がたまっていな
いでしょうか。切子がモーターに入り込んだり
コードを傷つけたりすることによって、漏電に
つながる場合があります。切子などはこまめに
片付けるようにしましょう。
　　コンプレッサー
　コンプレッサーの配管、ホース、バルブなど
から空気が漏れていないでしょうか。空気のム
ダは電気のムダに直結します。電源コードだけ

でなくホースなどもひび割れていないか確認し
ましょう。

【作業場の電気機器】

【その他】

check

check

check

check

check

check

　　分電盤や受変電設備の前に物を
　　置いていないか
　分電盤や受変電設備の前に物を積んでいると、
いざ停電などが起きたときに扉を開けることが
できません。停電で暗い中で物を動かすのは危
険ですし、復旧にも時間がかかってしまいます。
普段から整理しておくようにしましょう。

check

check

check
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山梨事業本部 身延支所　根津　智徳　

の 記 録 から現場
高圧モーターが突然の停止

　関東電気保安協会が保安管理
業務を受託しているお客さまに
は、さまざまな業種の方がおら
れます。ひと口に電気設備とい
っても、お客さまの業務内容に
よって機器の種類は多岐にわた
り、その設置方法も千差万別です。

　電気設備にトラブルが発生し
た場合、電気的な原因がまず疑
われますが、実際には別の部分
が原因となっていることも少な

くありません。今回はお客さま
からしっかり聞き取りを行うと
ともに、現場を冷静に観察する
ことで原因を特定できた事例を
ご紹介します。

◆　　◆　　◆
　お客さまから、高圧モーター
が停止してしまうため原因を究
明して欲しいとの要請があり訪
問しました。そのお客さまの業
務内容は、河川などから岩石な
どを採取し、さまざまな大きさ
の砂利や砂への加工を行ってい
ます。
　現場の設備は、ベルトコンベア、
各種電動機、電動機付属設備、
排水設備などから構成されてい
ます。モーターや岩石を砕く音、
振動、ほこりなどの影響により、
電気設備にとって決してよい環

境ではありませんが、いつも設
備責任者さまと連携して点検を
実施しています。
　原因究明の要請があった3kV
の高圧モーターですが、トラブ
ルの発生状況を伺ったところ「起
動ボタンを押すとモーターは起
動するのですが、数分で停止し
てしまいます。再度ボタンを押
すとまた起動しますが、やはり
数分後に停止します。この繰り
返しで業務に支障が生じ大変困
っています」とのことでした。

　私も試しに起動ボタンを押し
てみましたが、お客さまのおっ
しゃるとおり、起動して数分後
に停止してしまいました。まず
停止してしまう原因をモーター
の過負荷ではないかと推測し、
起動盤内を点検しましたが、過
負荷保護リレー（サーマルリレ
ー）が動作した形跡はありませ
んでした。起動盤内には他のリ

レーは見当たらず、この段階で
はなぜ停止してしまうのか見当
がつきませんでした。また、お
客さまにさらにお話を伺ったと
ころ「再度起動するときはリセ
ットボタンなどの復帰行為は行
わなくても起動する」とのこと
でした。

　その後も何回か起動させてい
ると、起動盤本体がやけに揺れ
ていることに気づきました。高
圧モーター、起動盤、抵抗器な
どは太い鉄骨を四角に組みその
上に設置しているため、モータ

ーが起動すると鉄骨がかなり振
動します。このとき、モーター
と抵抗器はあまり動かないので
すが、起動盤は溶接部の劣化に
より激しく揺れていました。ち
なみに、普段は雨除けのため起
動盤の前に厚いシートがかけて
あり、この振動は確認できてい
なかったとのことでした。

　この振動がモーター停止の原
因ではないかと推測し、このま
までは危険であるため、お客さ
まにお願いして起動盤を溶接で
固定していただきました。する

と起動盤の揺れはおさまり、高
圧モーターも停止しなくなりま
した。メーカーに問い合わせた
ところ「潤滑油循環ポンプ用の
メーターの針が振動により負側
に振れ、センサーが働いて停止
したのだろう」との見解でした。

◆　　◆　　◆
　今回の事例では、電気系の部
分には不具合がなく、振動とい
う 外的な要因によってトラブル
が発生していました。また、詳
しく調査するため普段は機器を
覆っているシートを外したこと
で、原因に気付くことができま
した。
　トラブルの原因がすぐに判明
しないときには、先入観にとら
われず、機器の状況や設置環境
などをさまざま
な視点から点検
していくことの
重要さに気づい
た事例でした。
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カットソーの専業メーカー

　ニットと聞くと、セーターやカー
ディガンなど、毛糸で編んだ衣類
を連想する人が多いかもしれませ
ん。しかし、本来は編み物全般の
ことを指し、カジュアルなスタイル
には欠かせないTシャツやポロシャ
ツも広義にはニットです。これらの
製品は、丸編み機で編んだニット
生地を型紙に合わせて裁断（カット）

後、縫製（ソー）して作
られることから、「カット
ソー」と呼ばれています。
　精巧株式会社は、約
70年の歴史を持つ日本を
代表するカットソー専業メ
ーカーです。同社が所在
するのは、「ものづくりの
まち」として知られ、国
内ニット産業発祥の地と
言われている東京都墨田

区で、創業以来、高品質なカット
ソーを製造し続けています。

他社にない精巧の強み

　誰もが知る国内外の有名ブラン
ドのOEM生産を数多く手掛けてき
た精巧。名だたるアパレルメーカー
から絶大な信頼を得ているのは、
他社には真似できない強みがある
からです。
　「素材、デザイン、パターン、縫製、
これら全てが一体になって初めて、
究極の1枚が完成すると思います。
私たちは常に、精巧にしかできな
い服作りを追求し続けています」
　そう語るのは、同社取締役の近
江祥子さんです。同社の創業者・
近江誠司氏は、もともとは化学者
であったため、現状に満足せず、
研究開発に情熱を注ぎ、新たな服
作りを生み出していきました。こう
した創業者のDNAは、今でも受
け継がれています。
　実際、取引先デザイナーのニー
ズに応えるために、「精巧の服作り」
を徹底しています。デザインに合う
素材を吟味し、生地の特性と縫製

を考慮しながらパターンを引く。パ
ターンからサンプルを作成したら、
試着と改良を納得がいくまで繰り
返し、その完成度を高める。細部
にまで丁寧な縫製を施すのは、パ
ターンの意図を理解する職人。全
ての工程でこれだけこだわり抜いて
いるからこそ、同社のカットソーは
シルエットが立体的で美しく、袖を
通せば至福の着心地が得られるの
です。
　本社で一括コントロールできる生
産管理体制が確立されていること
も、精巧の大きな強みです。トヨ
タ生産システム「T.S.S（トヨタソ
ーイングシステム）」を導入したの
は約35年前にさかのぼり、日本の
カットソーメーカーとしては初。こ
れにより、小ロットや多アイテムの
受注に、いち早く対応できるように
なりました。
　時代とともに移り変わるさまざま
なニーズに柔軟に応えるために、
精巧は歩みを止めません。毎月ミ

ーティングを実施して、各部署の
課題や問題点を洗い出し、常に改
善を図っています。長年の実績と
研究で培われた技術と品質、万全
の管理体制――。厳しい目を持つ
一流アパレルメーカーから、絶大な
信頼が同社に集まっているのは、
至極当然のことでしょう。

ファクトリーブランド「IKIJI」

　また、2011年には新たなチャレ
ンジがスタートしました。精巧を含
む企業4社で、ファクトリーブラン
ド「IKIJI（イキジ）」を立ち上げ
たのです。「欧米のライフスタイル
に合わせた和のモダン化」がコン
セプトのこのブランドは、今では、
世界最大のメンズファッションの祭
典「ピッティ・ウオモ」など、海
外の展示会に出展。国際的な認知
度も高まり、少しずつ国内外の販
路を拡大しています。
　普段は墨田区緑にある店舗と公
式サイトから商品を購入できますが、

11月29日から12月11日までの期間
限定で、東京スカイツリータウン・
ソラマチ5階「すみだ まち処」に
て催事を行います。実際に商品を
手にとってみて、その素晴らしさを
実感してください。

関東電気保安協会の印象

　当協会については、どのような
印象をお持ちなのでしょうか。近
江祥子さんに伺いました。
　「電気は今では、服作りはもちろ
ん、生活に絶対欠かせないもので
す。電気を当たり前のように安全
に使って暮らせることは、本当にあ
りがたいことですよね。それを陰
で支えてくれているのが関東電気
保安協会さん。まさにプロのお仕
事だと思います」
　取材中、分野は違うものの、同
社のプロとしての姿勢に、身の引
き締まる思いがしました。私たちも
電気のプロの名に恥じないように、
電気の安全を守り続けていきます。

▲下町の企業で立ち上げたファクトリーブランド
　「IKIJI」の店舗（墨田区緑）
◀「IKIJI」の店内。江戸の“粋”を感じさせる商品で
　人気が高まっている

高品質なカットソー製造でアパレルメーカーの信頼も厚い精巧

近江誠司氏（左端）ら創業メンバーの
情熱が受け継がれている

こ ん に ち はまさ客お

精巧株式会社
〒130-0021　東京都墨田区緑1-13-14

TEL：03-3634-6431

取締役

近江 祥子さん
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特　集 2

　電気は、私たちの日常生活に
おいて必要不可欠なエネルギー
として社会の隅々まで深く浸透
しています。その一方、電気や
電気製品にかかわる火災は、東
京消防庁管内で、毎年1,000件前
後発生しています。
　これらの火災の主な原因は、
使用者の維持管理の不適や、取
り扱いの不注意によるものなど
があげられます。
　東京消防庁では、電気や電気
製品にかかわる火災の原因につ
いて調査を実施して、電気に起
因する火災の予防対策の普及に
努めています。電気や電気製品
の安全な取り扱いの知識を深め
ましょう。

1 電気火災の実態

　平成30年中、東京消防庁管内
では3,972件（治外法権火災1件
を除く）の火災が発生しています。

そのうち電気設備機器などによ
る火災（以下「電気火災」という）
は1,205件で、前年と比べて53
件増加し、全火災件数の30.3％
を占めています。

2 電気火災による
　 死傷者の状況

　平成30年中の電気火災による
死者は11人で、前年と比べて2
人減少するとともに、負傷者は
164人で、前年と比べて7人減少
しています（表参照）。

3 電気火災の
　 出火原因別発生状況

　平成30年中の電気火災1,205件
の出火原因をみると、｢維持管理不
適」が557件、｢取扱方法不良｣が
260件、「取扱位置不適」が45件、
「構造機構不良・改悪する」が39 
件などとなっており、使用者の取り

扱いに起因する火災がほとんどです
（グラフ1参照）。
　電気設備、電気器具、コンセント
などは、普段から点検・清掃などを
適切に行うとともに、使用する場合は、
必ず取扱説明書などを良く読み、正
しく使用しましょう。

4 身近な家庭電気製品の
　 火災

　平成30年中における家庭電
気製品の火災発生状況をみると、
リチウムイオン電池が82件、
電気ストーブが71件、差込み
プラグが64件、コードが57件、
コンセントが56件、電子レン
ジが40件などとなっています
（グラフ2参照）。

5 リチウムイオン電池
　 関連による火災

　近年、携帯端末などを外出先で

も充電できる「モバイルバッテ
リー」などが急速に普及し、これ
らに使用されているリチウムイオ
ン電池、リチウムポリマー電池な
どの火災が増加しています。平成
30年中、モバイルバッテリーな
どに使用されているリチウムイオ
ン電池関連から出火した火災は
82件で、前年と比べて26件増加
しており、最近5年間で最も多い
件数となっています。発生した
82件を製品用途別でみると、「モ
バイルバッテリー」が26件で前
年の11件から15件の増加、次い
でスマートフォンなどの「携帯電
話機」が10件、「ノートパソコン」
が6件などとなっています。
　また、発生した82件のうち、
38件が使用を誤って出火してお

り、具体的には、「充電方法を誤っ
た」、「分解しようとして外部か
ら衝撃を受けた」、「誤って穴を
開けた」などがあります。
　リチウムイオン電池関連の製
品から出火する火災は、誤った
方法により出火するのはもちろ
んのこと、通常の使用方法でも
出火する場合があるので注意が
必要です。

6 トラッキング現象
　 による火災

　平成30年中、東京消防庁管内
では、延長コードの差込みプラグ
や電気機器の電源プラグのトラッ
キング現象による火災が前年と同
数の34件発生しています。トラッ
キング現象とは、コンセントに差
し込んだプラグの差し刃間に付着
した綿ぼこりなどが湿気を帯びて
微小なスパークを繰り返し、やが
て差し刃間に電気回路が形成され
出火する現象を言います。トラッ
キング現象による火災は、隠れた
部分で発生することから、発見が
遅れて思わぬ被害に繋がる場合が
あります。
　トラッキング現象による火災
を防ぐため、差込みプラグは使

用時以外はコンセントから抜く
ようにしましょう。長時間差し
たままのプラグなどは、定期的
に点検し、乾いた布などで清掃し、
発熱等の異常がある場合は、交
換しましょう。特に、ほこりや
湿気の多い環境で使われている
ものや、家具等の陰に隠れてい
るものには注意しましょう。

7 コンセント、
　 差込みプラグ等に
　 よる火災

　延長コードの差込みプラグや
電気機器の電源プラグを、コン
セントやテーブルタップに差し
込む際、アース線やヘアピンな

どを挟み込んでしまい、ショー
トして出火する火災が増加して
います。平成30年中に「他の媒
体を介してショート」した火災
は27件で前年の33件から6件減
少していますが、過去10年間で
2番目に多く発生しています。
　電気機器の使用の有無にかか
わらず、コンセントに電源プラ
グを接続しているときは通電し
ており、感電や火災の危険があ
ることを認識しましょう。

8 小さなこげ跡でも
　 「通報」を！

　電気を原因とする火災は、全
火災件数が減少するなか増加傾
向にあり、平成30年中はおよそ
3割を占めています。
　電気製品を正しく使い、異常
などを早めに発見することで電
気火災を防ぐことができます。
　東京消防庁では、どんな小さ
な電気火災でも原因調査をして
製品の安全化に役立てています。
火災が小さいほど詳細な出火原

因の特定ができ、製品をより安
全にすることが可能です。同じ
火災を繰り返さないためにも通
報をお願いします。
　通報するかどうか悩んだとき
は東京消防庁公式アプリや東京
消防庁ホームページで「東京消
防庁版電気製品火災相談ガイド」
をご覧になるか、お住まいの管
轄消防署にご相談ください。

9 平成30年中の
　 電気火災事例

　事例1
　電気ストーブがロボット掃除機
に押されてソファーに接触し出火
した火災
《出火箇所》
　……居室
《被害状況》
　……建物ぼや１棟、ソファー等焼損

　この火災は、共同住宅の居室から
出火したものです。出火原因は、電
気ストーブがロボット掃除機に押され
て移動したため、置いてあったソ
ファーに接触し出火したものです。
居住者が居室にいたところ、自動火
災報知設備が鳴動したのでリビング
に戻ると、電気ストーブとソファーが
接触し煙が出ているのを発見したた
め、水道水をかけて初期消火をして

います。出火前は電気ストーブがソ
ファーから約50cmの位置に置かれ
ており、室内はロボット掃除機が運
転状態でした。
　事例2
　スマートフォンのバッテリー取り
出し作業中に出火した火災
《出火箇所》
　……作業場
《被害状況》
　……建物ぼや１棟、携帯電話１個
　　　焼損、負傷者１人

　この火災は、複合用途建物の５階
作業場から出火したものです。出火
原因は、従業員がスマートフォンの
バッテリーを本体から取り出す際に
ステンレス製工具を使用したため
バッテリー内部が短絡し出火したも
のです。従業員が工具でスマートフォ
ンからバッテリーを取り外していたと
ころ、バッテリーから煙が出て火花
と火が発生しました。店長は煙が漂
い自動火災報知設備が鳴動したので
店内にいた客2人を避難させた後、
負傷した従業員と焼損したスマート
フォンを確認しています。火は消え
ていたため自動火災報知設備の音を
止めようとしましたが、鳴りやまな
かったため、自分の携帯電話で119
番通報しています。

電気火災を防ごう
東京消防庁

【表】 過去3年間の電気火災の状況
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【グラフ１】 出火原因別状況 【グラフ２】 主な家庭電気製品の出火の状況
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特　集 2

　電気は、私たちの日常生活に
おいて必要不可欠なエネルギー
として社会の隅々まで深く浸透
しています。その一方、電気や
電気製品にかかわる火災は、東
京消防庁管内で、毎年1,000件前
後発生しています。
　これらの火災の主な原因は、
使用者の維持管理の不適や、取
り扱いの不注意によるものなど
があげられます。
　東京消防庁では、電気や電気
製品にかかわる火災の原因につ
いて調査を実施して、電気に起
因する火災の予防対策の普及に
努めています。電気や電気製品
の安全な取り扱いの知識を深め
ましょう。

1 電気火災の実態

　平成30年中、東京消防庁管内
では3,972件（治外法権火災1件
を除く）の火災が発生しています。

そのうち電気設備機器などによ
る火災（以下「電気火災」という）
は1,205件で、前年と比べて53
件増加し、全火災件数の30.3％
を占めています。

2 電気火災による
　 死傷者の状況

　平成30年中の電気火災による
死者は11人で、前年と比べて2
人減少するとともに、負傷者は
164人で、前年と比べて7人減少
しています（表参照）。

3 電気火災の
　 出火原因別発生状況

　平成30年中の電気火災1,205件
の出火原因をみると、｢維持管理不
適」が557件、｢取扱方法不良｣が
260件、「取扱位置不適」が45件、
「構造機構不良・改悪する」が39 
件などとなっており、使用者の取り

扱いに起因する火災がほとんどです
（グラフ1参照）。
　電気設備、電気器具、コンセント
などは、普段から点検・清掃などを
適切に行うとともに、使用する場合は、
必ず取扱説明書などを良く読み、正
しく使用しましょう。

4 身近な家庭電気製品の
　 火災

　平成30年中における家庭電
気製品の火災発生状況をみると、
リチウムイオン電池が82件、
電気ストーブが71件、差込み
プラグが64件、コードが57件、
コンセントが56件、電子レン
ジが40件などとなっています
（グラフ2参照）。

5 リチウムイオン電池
　 関連による火災

　近年、携帯端末などを外出先で

も充電できる「モバイルバッテ
リー」などが急速に普及し、これ
らに使用されているリチウムイオ
ン電池、リチウムポリマー電池な
どの火災が増加しています。平成
30年中、モバイルバッテリーな
どに使用されているリチウムイオ
ン電池関連から出火した火災は
82件で、前年と比べて26件増加
しており、最近5年間で最も多い
件数となっています。発生した
82件を製品用途別でみると、「モ
バイルバッテリー」が26件で前
年の11件から15件の増加、次い
でスマートフォンなどの「携帯電
話機」が10件、「ノートパソコン」
が6件などとなっています。
　また、発生した82件のうち、
38件が使用を誤って出火してお

り、具体的には、「充電方法を誤っ
た」、「分解しようとして外部か
ら衝撃を受けた」、「誤って穴を
開けた」などがあります。
　リチウムイオン電池関連の製
品から出火する火災は、誤った
方法により出火するのはもちろ
んのこと、通常の使用方法でも
出火する場合があるので注意が
必要です。

6 トラッキング現象
　 による火災

　平成30年中、東京消防庁管内
では、延長コードの差込みプラグ
や電気機器の電源プラグのトラッ
キング現象による火災が前年と同
数の34件発生しています。トラッ
キング現象とは、コンセントに差
し込んだプラグの差し刃間に付着
した綿ぼこりなどが湿気を帯びて
微小なスパークを繰り返し、やが
て差し刃間に電気回路が形成され
出火する現象を言います。トラッ
キング現象による火災は、隠れた
部分で発生することから、発見が
遅れて思わぬ被害に繋がる場合が
あります。
　トラッキング現象による火災
を防ぐため、差込みプラグは使

用時以外はコンセントから抜く
ようにしましょう。長時間差し
たままのプラグなどは、定期的
に点検し、乾いた布などで清掃し、
発熱等の異常がある場合は、交
換しましょう。特に、ほこりや
湿気の多い環境で使われている
ものや、家具等の陰に隠れてい
るものには注意しましょう。

7 コンセント、
　 差込みプラグ等に
　 よる火災

　延長コードの差込みプラグや
電気機器の電源プラグを、コン
セントやテーブルタップに差し
込む際、アース線やヘアピンな

どを挟み込んでしまい、ショー
トして出火する火災が増加して
います。平成30年中に「他の媒
体を介してショート」した火災
は27件で前年の33件から6件減
少していますが、過去10年間で
2番目に多く発生しています。
　電気機器の使用の有無にかか
わらず、コンセントに電源プラ
グを接続しているときは通電し
ており、感電や火災の危険があ
ることを認識しましょう。

8 小さなこげ跡でも
　 「通報」を！

　電気を原因とする火災は、全
火災件数が減少するなか増加傾
向にあり、平成30年中はおよそ
3割を占めています。
　電気製品を正しく使い、異常
などを早めに発見することで電
気火災を防ぐことができます。
　東京消防庁では、どんな小さ
な電気火災でも原因調査をして
製品の安全化に役立てています。
火災が小さいほど詳細な出火原

因の特定ができ、製品をより安
全にすることが可能です。同じ
火災を繰り返さないためにも通
報をお願いします。
　通報するかどうか悩んだとき
は東京消防庁公式アプリや東京
消防庁ホームページで「東京消
防庁版電気製品火災相談ガイド」
をご覧になるか、お住まいの管
轄消防署にご相談ください。

9 平成30年中の
　 電気火災事例

　事例1
　電気ストーブがロボット掃除機
に押されてソファーに接触し出火
した火災
《出火箇所》
　……居室
《被害状況》
　……建物ぼや１棟、ソファー等焼損

　この火災は、共同住宅の居室から
出火したものです。出火原因は、電
気ストーブがロボット掃除機に押され
て移動したため、置いてあったソ
ファーに接触し出火したものです。
居住者が居室にいたところ、自動火
災報知設備が鳴動したのでリビング
に戻ると、電気ストーブとソファーが
接触し煙が出ているのを発見したた
め、水道水をかけて初期消火をして

います。出火前は電気ストーブがソ
ファーから約50cmの位置に置かれ
ており、室内はロボット掃除機が運
転状態でした。
　事例2
　スマートフォンのバッテリー取り
出し作業中に出火した火災
《出火箇所》
　……作業場
《被害状況》
　……建物ぼや１棟、携帯電話１個
　　　焼損、負傷者１人

　この火災は、複合用途建物の５階
作業場から出火したものです。出火
原因は、従業員がスマートフォンの
バッテリーを本体から取り出す際に
ステンレス製工具を使用したため
バッテリー内部が短絡し出火したも
のです。従業員が工具でスマートフォ
ンからバッテリーを取り外していたと
ころ、バッテリーから煙が出て火花
と火が発生しました。店長は煙が漂
い自動火災報知設備が鳴動したので
店内にいた客2人を避難させた後、
負傷した従業員と焼損したスマート
フォンを確認しています。火は消え
ていたため自動火災報知設備の音を
止めようとしましたが、鳴りやまな
かったため、自分の携帯電話で119
番通報しています。

電気火災を防ごう

●差込みプラグを抜く際は、コー
ド部分を持って引っ張らずに、
プラグ本体を持つようにしま
しょう。
●差込みプラグは、コンセント
と緩みがないか点検しましょ
う。
　コードが家具などの下敷きに
なったり、押しつけなどによ
り傷ついたりしないように注
意しましょう。

●コードを束ねたり、ねじれた
ままの状態で使用したりしな
いようにしましょう。
　コンロの上方など、コードが
加熱されるような場所での使
用はやめましょう。
●コードを柱などにステップル
止めをするのはやめましょう。
●コンセントやコードには、使
用できる電気量に制限があり
ます。表示されている電気量

を確認して使用しましょう。
●心線（コードなどの中心部に
ある銅線）同士をねじり合わ
せて、直接つなげて使用する
ことは危険です。コードに不
具合が生じた時は、専門の業
者に点検を依頼し、修理して
から使用しましょう。
●コード短絡保護機能付分電盤
を設置しましょう。

●物置きやクローゼット内の白
熱電球の近くに、衣類や寝具
を置かないようにしましょう。
●点灯中の白熱電球の温度は高
温となっているので、接触に
よるやけどに注意しましょう。
●クリップ式の白熱電球は、傾
きや緩みでずれていないか点
検しましょう。
●蛍光灯の安定器は、定期的に
点検や交換を行いましょう。
●照明器具に衣類やタオルなど
の物をのせたり、覆いかぶせ
たりしないようにしましょう。
●照明器具を使用した後は、ス
イッチを必ず切り、安全を確
認しましょう。

●使用する前に、電気製品の取
扱説明書をよく読みましょう。
●使用していない電気製品の差
込みプラグは、コンセントか
ら抜いておきましょう。
●故障した場合は、自分で分解
せず、専門の業者に修理を依
頼しましょう。
●電熱器等の電気製品の周囲に
は、燃えやすいものを置かな
いようにしましょう。
●長年使用していなかった電気
製品は、使用する前に専門の
業者に点検を依頼して、安全
を確認してから使いましょう。
●長年使用している電気製品は、
異常の有無を点検しましょう。

●普段から、使用後は電気器具
のスイッチを必ず切るととも
に、差込みプラグをコンセン
トから抜く習慣を身につけま
しょう。
●地震後、避難する前にアンペ
アブレーカーを切り、電気に
起因する火災の発生を防止し
ましょう。
●断線したり、垂れ下がったり
している電線には、絶対に触
れないようにしましょう。
●一度水につかった屋内配線や
電気機器は、漏電など火災の
原因となりますので、使用し
ないでください。

《電気火災を防ぐポイント》

地震、風水害時の
火災等防止対策電気製品全般白熱電球・蛍光灯

コンセント・プラグ・コード

過去１０年間の火災状況
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ヘアピンを挟み込んだ状況

ロボット掃除機が電気ストーブを動かす様子

焼損した
スマートフォンの
様子

使用した金属工具
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　関東の東端、海に突き出すように位置する千葉県
銚子市。南と東は太平洋、北は利根川に囲まれてい
ます。比較的夏は涼しく冬は温暖で過ごしやすい気
候であり、景勝地も多く抱えることから、古
くから観光地としても人気を集めてきました。
海岸線は砂浜から奇岩の並ぶ岩場、断崖の屏
風ケ浦まで多彩な表情を見せ、市域全体が銚
子ジオパークに認定されています。
　沖合は黒潮と親潮がぶつかる絶好の漁場で
あり、銚子漁港は日本屈指の水揚げ量を誇り
ます。銚子を訪れた際はイワシ、サバ、アジ、
キンメダイなど、地元で揚がった新鮮な魚介
をぜひ味わいたいところ。また、醤油醸造も

盛んで、ヤマサ醤油やヒゲタ醤油では工場見学も受
け入れています。
　

犬吠埼

　銚子のさらに東端・犬吠埼には、銚子のシンボル
である犬吠埼灯台が建っています。1874（明治7）
年に建造された高さ約32mの灯台は、今も真っ白な
姿を保ちながら航行の安全を見守っています。一般
公開されていて展望台に登ることもでき、国内では
参観者数が最も多い灯台となっています。

小トラベル好奇心
いっぱい！

銚子のシンボルとなっている白亜の犬吠埼灯台

（記事提供　電気新聞）

JR・銚子電鉄銚子駅まで
東京からJR総武本線特急「しおさい」で約1時間50分
浜松町、東京駅八重洲口から約2時間30分
東京から東関東自動車道、佐原香取I.C.経由国道356号、または潮来I.C.
経由国道124号
神奈川方面から東京湾アクアライン、圏央道、銚子連絡道経由、
横芝光I.C.から国道126号
成田空港からJR成田線・総武本線で約2時間

鉄道の場合

高速バスの場合
自動車の場合

飛行機の場合

： 

：
：

：

【銚子電気鉄道】
　銚子駅から外川駅まで6.4kmを結ぶ、小さなローカル線

が銚子電鉄です。駅舎や車両、のどかな車窓風景など、ど

ことなくノスタルジーを感じさせてくれます。

　銚子電鉄といえば、「ぬれ煎餅」で経営危機を脱した奇跡

の物語で知られています。資金不足で車両の検査費用がま

かなえなくなったとき、「電車修理代を稼がなくちゃ、い

けないんです。」という文章をウェブサイトに掲載。地元名

産の醤油を使って

製造・販売してい

たぬれ煎餅の購入

をよびかけたとこ

ろ、全国から製造

が間に合わないほ

どの注文が殺到し

ました。

　犬吠駅ではぬれ煎餅の製造実演販売を見ることができま

す。また、その後も「まずい棒」など新たな特産品の開発、

駅名愛称のネーミングライツ、「銚子」と「調子」を掛けた

合格祈願切符など、ユニークな企画を次々と実施し、話題

を振りまいています。

【地球の丸く見える丘展望館】
　千葉県北東部で

一番高い愛宕山

（標 高 約90m）の

頂上に建つ、地球

の丸く見える丘展

望館。屋上の展望

スペースからは

360度のパノラマ

【犬吠テラステラス】
　2019年1月、犬吠埼灯台の目の前にオープンした真新し

い施設です。1階にはカフェ、ベーカリー、銚子ビールや

観光案内スペース（ジオパークビジターセンター）など、2

階には銚子近隣の

お土産がそろった

マーケットと展望

テラスがあります。

　銚子観光で足が

少し疲れたら、展

望テラスのハン

モックベンチに揺

られながら海を眺めて一息つくのもおすすめです。1階の

ワークショップスペースでは毎週さまざまなイベントが開

催され、人と人がつながってにぎわいを生み出しています。
☎0120(25)1240
●銚子電鉄犬吠駅から徒歩7分
　車で東関道潮来I.C.から50分、または圏央道横芝光I.C.から銚
子ドーバーライン経由で60分
●9:00 ～ 18:00

観光スポット観光スポット

第153 回

千葉県

銚子市

千葉県 銚子市Access┃  アクセス

地球の丸く見える丘展望館から屏風ケ浦方面の眺め

　岬の周辺は崖地・岩場となっており、波がぶつか
って大きなしぶきを上げる様子は迫力満点。設置さ
れた遊歩道からは、犬吠埼特有の貴重な地質や植物
を観察することが可能です。岬の北側には、日本の
渚百選にも選ばれた君ヶ浜が広がっています。

を見ることができ、地球の丸さを実感します。筑波山から

太平洋、屏風ケ浦へと視線を移していくと、晴れた日には

その先に富士山が見えることも。夕焼けに染まる時間帯の

景色も特におすすめです。

　館内には銚子の特産品が充実したお土産コーナーや、ひ

と息つきながら景色を眺められる展望ラウンジもあります。
☎0479(25)0930
●銚子電鉄犬吠駅から徒歩15分、千葉交通バス渡海神社バス停
から徒歩7分
●年中無休　9:00 ～ 18:30（4～ 9月）、9:00 ～ 17:30（10～ 3月）
最終入館は閉館30分前

●大人420円、小・中学生200円、65歳以上360円　団体料金、
年間パスポート等あり

　また、犬吠埼は日本一早い初日の出が見られる場
所としても有名です（高地や離島を除く）。元旦の
早朝にはJRや銚子電鉄も臨時列車を運行し、大勢の
観光客でにぎわいます。興味がある方は、今からで
も計画を練ってみてはいかがでしょうか。

JR成
田
線

JR総武
本線

銚子駅屏風ケ浦126

124

356

地球の丸く見える
丘展望館

地球の丸く見える
丘展望館

犬吠埼灯台・
犬吠

テラステラス

犬吠埼灯台・
犬吠

テラステラス
銚子

電気鉄道
銚子

電気鉄道
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─電気事業法施行規則─

第 回

電気事業法と各種手続き（15）

電気保安に関する法律についてあらためて確認されたい方などを対象に、
電気事業法と各種手続きについて解説するシリーズ。
前々回より電気保安に関係する各種法令や技術基準を順次紹介しています。
今回は「電気事業法施行規則」を取り上げます。

（記事提供　電気新聞）

67
　電気事業法に規定されている主任技術者免状は、電気主任技術者のほかにダム水路主任技術者とボイ
ラー・タービン主任技術者があります。前者は水力発電所の水力設備（ダム、導水路、サージタンク、
放水路など）、後者は火力発電所や原子力発電所、燃料電池発電所の発電用ボイラー、蒸気タービン、
ガスタービン、燃料電池設備などの工事、維持および運用に関する保安の監督などを行います。
　電気主任技術者と異なり、両者とも資格を取得するための試験はなく、学歴と実務経験の要件を満た
した者が申請することで免状の交付を受けることができます。また、第 2 種ダム水路主任技術者が保安
の監督をできる範囲は高さ 70m 未満のダムならびに圧力 588kPa 未満の導水路、サージタンクおよび放
水路、第 2 種ボイラー・タービン主任技術者は圧力 5,880kPa 未満の火力設備、原子力設備、燃料電池
設備に限られます。

ダム水路主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者

▶用語解説

　関東電気保安協会では外部委託承認の形でお客

さまの電気設備の保安管理業務を受託しておりま

す。各種法令に基づく届出、報告などについても

ご相談をお受けしておりますので、お悩みの際は

担当検査員かお近くの事業所にご相談ください。

A

A

　電気事業法の定めについて、より詳細な内

容や手続きなどを定めているのが電気事業法

施行規則です。前回の電気事業法施行令と似ていま

すが、同施行令は内閣が定めた「政令」、同施行規則

は経済産業省が定めた「省令」であり、施行規則の方

がより細かい内容となっています。同法や同施行令

の中で「経済産業省令で定める」などと書かれている

箇所の具体的な内容が、同施行規則に定められてい

ます。

　現在の同施行規則は、1965年に公布された旧電気

事業法施行規則の全部を改正する形で、1995年に通

商産業省（当時）令第77号として公布されました。以

後、時代の変化に合わせて多数の改正が行われてい

ます。

　どの内容も重要ですが、電気保安に携わる

人の多くが関係する部分として、特に「第2

款　自主的な保安」についてはよく理解しておくべ

きでしょう。自主保安体制の根幹である保安規程の

策定や主任技術者の選任などについて、具体的な内

容や手続きを定めています。

　第50条は保安規程に定めておく必要がある事項に

ついて規定しています。自家用電気工作物の場合、

同条第3項で「管理者の職務および組織」「保安教育」

「巡視、点検、検査」「運転または操作」「非常の場合

の措置」「保安の記録」に関することなどを挙げてい

ます。

　第52条は主任技術者の選任について、事業場や設

備ごとに必要な免状の種類（第1～ 3種電気主任技術

者、第1～ 2種ダム水路主任技術者、第1～ 2種ボ

イラー・タービン主任技術者）と、主任技術者を選任

しない場合や2カ所以上を兼任する場合の特例につ

いて定めています。一般的な需要設備の場合は電気

主任技術者免状が必要です。一方、第56条では免状

の種類ごとに、保安の監督ができる範囲を定めてい

ます。第3種電気主任技術者であれば、電圧5万V

未満の事業用電気工作物（出力5,000kW以上の発電

所を除く）、同第2種であれば、電圧17万V未満の

A 　電気事業法施行令や同施行規則における電

気保安に関する項目は、電気工作物の保安管

理業務を行うための前提となる大枠の規定や、手続

きに関する規定などが主です。電気工作物の設置・

運用方法や事故対策など、具体的な技術的事項につ

いては別の法令で定められています。

　その中心となるのが、同施行規則と同じ経済産業

省令である「電気設備に関する技術基準を定める省

令」（電気設備技術基準、電技）です。次回はこの電

気設備技術基準について紹介します。

Q 1 電気事業法施行規則とは、
どのような法令ですか？

Q 5 電気保安に関する法的手続き
などについてはだいぶ理解
できましたが、実際の保安管理
業務で必要な技術的事項について
は何を学べばいいですか？

Q 3 自家用電気工作物の設置者など、
電気保安に携わる人にかかわって
くるのはどの部分ですか？

Q 4 「事業用電気工作物」の節の中で、
特に知っておくべき
事項はありますか？

A 　電気保安に特に関係が深いのは、第3章「電

気工作物」の部分です。第3章は以下のよう

な構成になっています。

　第1節 適用範囲及び定義（第47条の8～第

48条の2）

　第2節 事業用電気工作物

　　第1款 技術基準への適合（第49条）

　　第2款 自主的な保安（第50条～第56条の3）

　　第2款の2 環境影響評価に関する特例（第61条の

2～第61条の10）

　　第3款 工事計画及び検査（第62条～第94条

の8）

　　第4款 承継（第95条）

　第3節 一般用電気工作物（第96条～第104

条）

　自家用電気工作物は事業用電気工作物に含まれる

ので、それらを設置したり取り扱う場合には、第2

節の内容が直接的に関係してきます。十分理解して

おくことが大切です。

A 　全6章、138条から成り、章の構成は以下

のようになっています。

　第1章 総則（第1条～第3条の4）

　第2章 電気事業（第3条の5～第47条の7）

　第3章 電気工作物（第47条の8～第104条）

　第3章の2 土地等の使用（第104条の2～第104

条の6）

　第4章 登録安全管理審査機関、指定試験機

関及び登録調査機関（第105条～第

Q 2 施行規則の構成は
どのようになっていますか？

　ちなみに第3節は、電力会社やその委託を受けた

機関が行う一般用電気工作物の調査業務について規

定しています。調査業務を受託し実施している関東

電気保安協会に関係の深い項目となっています。

132条）

　第5章 卸電力取引所（第132条の2～第132

条の11）

　第6章 雑則（第133条～第138条）

　附則

　また、条文に加えて、各種申請や届出などを行う

ための様式も多数記載されています。

事業用電気工作物となっています。

　第52条の2と第53条は、保安管理業務の外部委託

に関する項目です。第52条の2は委託を受けること

ができる個人事業者（電気管理技術者）や法人（電気

保安法人）の要件を定めています。第53条は外部委

託承認を申請する際の手続きなどの規定です。
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N E W S C L I P ニュース
クリップ

電気保安・工事7団体
入職促進へ年内にもウェブサイト開設

EV船で海運業の課題一挙解決へ
2021年、東京湾で運航目指す

　電気関係7団体が参画する「電気保安・電気工事

業界の認知度向上・入職促進に向けた協議会」のワ

ーキンググループ（WG）（主査＝及川芳樹・日本電

気協会常務理事）が発足しました。9月に都内で開

かれた初会合では、業界認知から入職につなげるウ

ェブサイトの開設について、方向性やコンテンツ、

構成について議論。ターゲットとして狙う求人層や

サイトの評価指標についても意見交換しました。

　同協議会は日本電気協会、電気技術者試験センタ

ー、送電線建設技術研究会、全国電気管理技術者協

会連合会、全日本電気工事業工業組合連合会、電気

事業連合会、電気保安協会全国連絡会の7団体で構

成。会合にはこのほかファシリテーターとして、ネ

ットマーケティング事業を手掛けるここはつの西村

統行氏と、クロスメディア・マーケティングの菅一

行氏が参加しました。

　西村氏はウェブサイトについて、ターゲットは高

校生以上の若者、掲載するコンテンツは電気技術者・

技能者に関する魅力発信をメインに据える案を提

示。具体的な魅力としては①生涯を通じて活躍でき

る②独立開業できる③働く環境が整備されている④

女性が活躍できる⑤家族の応援が得られる⑥かっこ

いい――の6つの切り口があるとしました。

　ファシリテーターと7団体との意見交換では「企

業のホームページのように情報が一方通行ではなく

双方向で考えるべき」「動画コンテンツを含めるの

か」「若者、女性に加え、電験3種など有資格者なが

ら未稼働の層もターゲットに含めては」など、コン

テンツの方向を巡って様々な意見が上がりました。

　ウェブサイトの方向性は、10月にも開く同協議会

の第2回委員会でWG報告を踏まえて協議、決定する

方針です。年内に最小限のコンテンツを持たせた状

態で開設し、年明け以降、サイトを順次更新してコ

ンテンツや機能を充実させていく予定としています。

　徐々に広がっている電気自動車に続き、船舶の電

動推進（EV）化に向けた取り組みが活発化していま

す。EV船の実現を目指しているのは、海運会社など

が共同で設立した新会社「e5ラボ」（東京都千代田区、

一田朋聡社長）。同社はまず東京湾の内航船を対象

にEV化に取り組み、2021年半ばまでにEV船を運航

させる目標を掲げています。

　船のEV化に取り組むきっかけは、海運業界が抱

える3つの課題でした。1つ目は温暖化対策。燃料を

油から電気に転換することで、温暖化ガスの排出量

を一挙に減らす狙いです。

　2つ目は船員不足。内航船の船員は高齢化が進ん

でおり、一田社長は「今後特に不足するのが機関士。

EV船にすることで部品が減り、作業量も少なくなる

ため、省力化につながる」と指摘します。

　3つ目は内航船の老朽化。国内の内航船の7割が船

齢15年を超えてリプレースや買い換えが必要になっ

てきており、EV船を普及させるには絶好のタイミン

グといえます。

　EV船は既に欧州で100隻ほどが運航しており、技

術的な課題はありません。搭載する蓄電池などの分

だけ初期コストは上がりますが、省力化によるラン

ニングコスト削減や、設備の信頼性向上による保険

料の減少などが見込めます。

　電力業界側にもメリットがあり、将来的に天候に

よる再生可能エネルギーの変動などを、蓄電池を利

用して吸収できる可能性があります。また、一般的

な内航船をEV化した場合、1隻あたり約300世帯分

の新たな電力需要創出につながります。個人所有が

多い自動車に比べ、企業所有が多い船は電力需給の

見通しが立てやすいことも利点です。

　e5ラボは既にEV船のデザインを詰める作業に

入っており、今秋には発注する予定。あと2年ほどで、

EV船が走る姿を東京湾で見られる見込みです。
（記事提供　電気新聞）

nformation インフォメーション

ご注意ください
当協会をかたる不審なセールス電話や訪問販売、
電線の盗難が多発しています
当協会の調査員を装って訪問または電話勧誘し、調査手数料を請求したり、不具合
箇所の修理として工事代金を請求するなどの事件が発生しています。
当協会の調査員がお客さまに対し、電気製品などの販売や金銭を請求することは一
切ありません。
なお、調査員は調査員証を常時携帯しております！

●事●例

1
●事●例

2
●事●例

3

「関東電気保安協会」と類似した名称を名乗るところからの
 電力調査に関する事例

「○○○○協会ですが、現在ご契約中の低圧電力の容量を見直すことで、
電気の基本料金が安くなります。そこで、現在使用している低圧動力の容
量を測定するためにお伺いします」

█➡ 当協会では、東京電力パワーグリッド株式会社（電線路維持運用者）からの委託を受け、
　 4年に1回、各ご家庭を訪問し、電気設備の安全点検を行っておりますが、その際に上記の行為は
　 行っておりません。

「現在契約している動力の基本料金を見直して電気料金を安くするための装
置を取り付けるよう○○保安協会から委託されている○○○○協会といいま
す。現在の電気料金が知りたいので検針票・請求書を用意してください」

「○○○○協会ですが、200Vの料金約款が変更になりましたので、分電
盤に装置を取り付けると電気料金が安くなります。それを確認しますの
で、電力会社の検針票・請求書を用意してください」

「○○保安協会から分離して生まれた○○○○協会ですが、電気料金を安
くすることができますので、お宅の電気使用量の測定に伺います」

電線の盗難事例
お客さまより、工場内の一部の電気が使用できないとの事で対応要請が
あったため、協会職員が確認したところ、キュービクルから引き出されて
いる低圧動力幹線が切断され盗難されていたため停電していた。

█➡ 電線の盗難が多く報告されています。十分にご注意ください。

お客さまより太陽電池発電所が発電していないと連絡を受け急行したとこ
ろ、集電箱のパネル側ケーブルが切断されなくなっていた。

●事●例
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1
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2
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電気設備の更新

電気設備の更新
電気設備は気付かないうちに老朽化していきます。
電気設備の経年劣化による突然の停電を伴う事故は、業務などに大きく影響を及ぼします。波
及事故へと範囲が広がれば、地域に多大な影響を与えかねません。
経年による劣化は、点検・測定・試験では判断できない場合があり、点検で異常が無くても設
置環境の変化によっては急激に劣化が進行することもあります。定期的に設備を更新することが
経済性、安全性の観点からも必要です。
電気設備の経過年数や更新目安などでご不明な点やご相談がありましたら、詳しくは担当検査
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。

　このたび、台風15号および19号により被害に遭わ
れた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
　弊協会では本部をはじめ、各拠点におきまして被
害に遭われたお客さまの電気設備の復旧に向けて、
昼夜を問わず懸命な作業を行い、全面復旧に至るま
でこの態勢を継続してまいりました。
　台風15号では、千葉県を中心に大規模な停電が発
生した状況を踏まえ、弊協会は東京電力パワーグリッ
ド株式会社さまから千葉県内の被害復旧のための協
力要請を受け、電気主任技術者として、病院や浄水場、
ポンプ場などのお客さまを中心に、電源車による電
源供給の接続立ち会いを行いました。他の電気保安
法人などが保安管理をしている設置者の電気設備の
場合でも、電気主任技術者と連絡が取れない場合に
は、設置者に可否を確認の上、弊協会にて立会い対

応を行いました。
　台風15号被害の復旧作業にあたり、千葉事業本部
(6 事業所)のほか、全事業本部から応援の要員を派遣
して、千葉事業所(四街道市)、茂原事業所(茂原市)、
君津事業所(君津市)、館山支所(館山市)および小見
川事業所(香取市)を拠点とする体制を整え、延べ500
人を超える技術者を動員しております。
　台風19号では、中部、関東および東北地方を中心
に甚大な被害を受け、広範囲において水害や停電が
発生しました。弊協会では19号においても15号と同
様の復旧対応を行っております。10月15日現在、被
害状況を確認中です。
　弊協会は、今後も災害発生時などには、各拠点連
携して電気設備の早期復旧に向けて取り組んでまい
ります。

台風15号および19号による被害へのお見舞いと
「　　　　　　　　　　」の復旧応援

復旧作業を急ぐ高圧電源車 電源車による電源供給の接続確認を行う弊協会職員（左から3人目）

保安協会本部（右）と千葉事業本部（左）、各拠点間ではWebミーティングで情報共有を図った
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