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羊山公園・芝桜の丘　
埼玉県秩父市（16～17ページ参照）

　秩父市の東部、武甲山のふもとに位置する羊山公園。その中の「芝桜の丘」は春になると、
一面がピンクや白の芝桜で塗り分けられます。
　2000年から植えられ始め、今では約17,600m2に9種類・40万株以上と関東有数の規模に
なっています。見頃の4月中旬～5月上旬には「芝桜まつり」が開催され、各地から訪れる観光
客で特ににぎわいます。

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 22

・3 42020No. 558

NEWS CLIP

お客さまこんにちは　那須ステンドグラス美術館

TOPICS  小学5年生で電気工事士に！

電気保安官キョーコです。よろしくね！

 お  知  ら せ ● ● ● ● ●

自家用電気工作物に関する各種手続きについて、ご相談を承っております。
ご不明な点がございましたら担当の検査員または、当協会事業所までお問い合わせください。

　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ための電気工
作物や一定出力以上の発電用の電
気工作物などが該当します。

　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。

電気事業法に基づく
自家用電気工作物に関する

手続きについて
自家用電気工作物に関する手続きは、電気事業法など関係法令に基づき
さまざまなタイミングで申請や届出等が必要となります。
これらの手続きは自家用電気工作物の設置者に義務付けられているものであり、
それぞれのケースにおいて適切な時期までに手続きを完了することが求められます。

自家用電気工作物とは 自家用電気工作物設置者とは

≪手続きが必要となるケースの例≫

１．自家用電気工作物を新設、または譲り受けた（借り受けた）場合

２．保安規程の内容を変更した場合

　　（設置者・事業場の名称変更、使用区域の変更など）

３．自家用電気工作物を廃止した場合

４．地位承継（合併・分割）により自家用電気工作物を譲り受けた場合

５．PCBを含有する電気工作物に関し使用、変更 *、廃止がある場合

６．ばい煙発生施設に関し使用、変更 *、廃止がある場合

＊変更には設置者、事業場の住所変更を含む。６は代表者の変更を含む



4 5電気と保安 2020年 3・4月号 電気と保安 2020年 3・4月号

特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　私たち関東電気保安協会（KDH）は、K：快適で
安全に　D：電気を使える　H：日々を守るため、確
かな技術で電気の安全と安心をお届けしています。
　具体的には、調査業務、保安業務、建設業務、広
報業務が当協会の業務の4つの柱となっています。

●その他
　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、お客さまからの定期調査の訪問日程変更等
を集中的かつ効率的に受付するため、コールセンタ
ーを開設しています。

産業活動の高度情報化や生活環境の多様化・高度化により、
電気はますます重要なエネルギーとなっています。
一方で取り扱いを誤ると事故を招く恐れがあり、
日頃から電気保安の確保に取り組むことが大切です。
当協会ではお客さまに電気を安全にご利用いただけるよう
「まかせて安心、確かな技術」をスローガンにサービスを提供しています。

Ⅰ 関東電気保安協会の主な業務 Ⅱ 調査業務

Ⅲ 保安業務

　高圧・特別高圧で受電する自家用電気工作物（※
2）を設置しているお客さまを対象に、保安業務を
実施しています。
●保安管理業務
　自家用電気工作物は、設置者が保安規程を作成・
届出するとともに、電気主任技術者を選任して自主
保安体制を確立する必要があります。
　このうち一定規模未満の自家用電気工作物につい
ては、電気主任技術者を選任しないで外部の電気管
理技術者や電気保安法人に業務委託する「外部委託
承認制度」があります。当協会は電気保安法人とし
て多くのお客さまから委託を受け、ご契約に基づい
て保安管理業務（自
家用電気工作物の工
事、維持、運用に関
する保安の監督に係
る業務）を行ってい
ます。豊富な知識と
経験を有する当協会
の電気主任技術者が、
月次点検、年次点検、
事故対応などで電気
保安をサポートいた
します。
　また、電気事故受

電気を安全に使える日々を守ります
関東電気保安協会の業務紹介

調査業務を実施しています。
●定期調査
　ご家庭や商店、小規模な工場などの一般用電気工
作物は、技術基準に適合しているか調査することが
電気事業法で定められています。調査は電線路維持
運用者（当協会の受託エリアでは、一般的に東京電
力パワーグリッド株式会社）またはその委託を受け
た登録調査機関が行います。
　当協会は登録調査機関として委託を受けて業務を
行っており、原則として4年に1回、お客さま宅を
訪問して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。

24時間いつでもトラブルに迅速に対応できる体制を
構築しています。
　発電所の保安管理業務も実施しています。太陽電
池発電所をはじめ、風力発電所や小規模な水力発電
所など再生可能エネルギーによる発電所の保安業務
も承ります。各種手続きのお手伝いから保守点検、
事故対応、さらに遠隔監視などのオプションサービ
スまで、フルサポートいたします。

　電気使用に関する安全知識の普及や、電気災害防
止に対する関心を高めていただくために、広報誌「電
気と保安」をはじめ各種パンフレットやマスメディ
アによるPRを行い、地域に密着した活動を展開し
ています。

●地域貢献活動
　出前授業や出張相談所などを通じ、地域の皆さま、
企業、団体の皆さまへ、電気安全や省エネに関する
相談・普及活動を行っています。
　また、福祉施設や文化財などの電気設備の安全確
保にも努めています。
●出前授業などの開催
　地域や職場の方々を対象に「電気安全講習会」「出
前授業」「電気安全出張相談所」などを開催し、電気
安全や省エネルギーに関する普及活動を進めていま
す。こうした講習会等は、自治体・町内会・学校・
児童館などと連携して開催しています。
　内容の一例として、「こども電気教室」では「電気
を上手に使って地球の温暖化防止」を子供たちに伝え
ています。少しの工夫
でできる地球にやさし
い事例を解説した後、
果物電池、クリップモ
ーターなどの体験型実
習を通して電気エネル
ギーの発生メカニズム
を学んでいただきま
す。
●文化財等の
　配線診断
　電気災害を未然に
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。
●高校生作文コンクール
　未来の電気保安を担う電気技術者の育成を目的と
して、作文コンクール「KDH未来の電気技術者奨
励賞」を実施しています。工業高校電気科などに在
学中の高校生を対象に、電気技術者としての夢や抱
負について作品を募集、表彰しています。

　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）を設置しているお客さまを対象に、

●各種講習会の開催
　労働安全衛生法において、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）
や、保護継電器試験実
務初級講習会を有料で

●試験・技術業務
　電気主任技術者立会いのもと、お客さまのご要望
に応じた各種業務を
行っています。
　例えば受変電設備
や発電設備の巡視点
検、測定・試験など
のお手伝いもお受けし
ています。また、省エ
ネルギー、特に電気
使用合理化について
の診断も行っていま
す。このほか絶縁用
保護具等の定期自主
検査、電気設備の清
掃、漏電監視、高調
波障害対策のコンサ
ルティングといった
業務も承っています。

　当協会は2011年に一般建設業（電気工事業）の
国土交通大臣許可を取得し、建設業務を開始いたし
ました。全国の電気保安協会の中で、同許可を取得
したのは当協会が初です。
　当協会の建設業務は、主に保安管理業務をご契
約いただいているお客さまを対象に、事故の未然
防止や緊急対応を目的に実施しています。電気設
備点検の結果、技術基準に適合していない事項や
至急改修すべき事項などが判明した場合、改修工
事をご提案し、お客さまのご依頼を受けて工事を
行う場合があります。また、電気設備には経年劣
化を踏まえた更新目安があり、更新時期が近づい
た設備について更新工事のご提案を行っておりま
す。
　なお、保安管理業務の責任者にあたる保安業務担
当者について、経済産業省の「主任技術者制度の
解釈及び運用（内規）」の中で「保安業務担当者は、
保安管理以外の職務（電気工作物の保安に関するも
のを除く）を兼務しないこと」と定められております。
建設業法ではすべての電気工事現場に第一種電気工
事士の資格を持つ者を主任技術者として配置するこ
とが定められておりますが、保安業務担当者がこの
主任技術者を兼ねることができるのは、「点検におけ
る事故防止の指摘や設備更新提案等に基づく工事」
の場合に限られます。

付や絶縁監視装置の
警報監視を「総合監
視指令センター」に
集中化し、関東全域
をカバーする拠点ネ
ットワークに指令を
出すことで、365日・

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

154,000V154,000V

66,000V

6,600V

100/200V

再生可能
エネルギー

※1　一般用電気工作物
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）
※2　自家用電気工作物
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

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。

定期調査（分電盤）

月次点検

年次点検

総合監視指令センター

事故対応

太陽電池発電所の巡視・点検

特高・高圧電気設備の点検
（保護継電器試験）

非常用予備発電装置の点検・整備

電気使用合理化診断
（診断のための調査・測定）



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 
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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5月15日必着締切期日

発 表 2020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。

関東電気保安協会の新しいキャラクター「電気保安官○○○○」
は、当協会ホームページで電気の使い方や協会の業務について紹
介しています。○に入るカタカナ4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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　私たち関東電気保安協会（KDH）は、K：快適で
安全に　D：電気を使える　H：日々を守るため、確
かな技術で電気の安全と安心をお届けしています。
　具体的には、調査業務、保安業務、建設業務、広
報業務が当協会の業務の4つの柱となっています。

●その他
　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、お客さまからの定期調査の訪問日程変更等
を集中的かつ効率的に受付するため、コールセンタ
ーを開設しています。

　高圧・特別高圧で受電する自家用電気工作物（※
2）を設置しているお客さまを対象に、保安業務を
実施しています。
●保安管理業務
　自家用電気工作物は、設置者が保安規程を作成・
届出するとともに、電気主任技術者を選任して自主
保安体制を確立する必要があります。
　このうち一定規模未満の自家用電気工作物につい
ては、電気主任技術者を選任しないで外部の電気管
理技術者や電気保安法人に業務委託する「外部委託
承認制度」があります。当協会は電気保安法人とし
て多くのお客さまから委託を受け、ご契約に基づい
て保安管理業務（自
家用電気工作物の工
事、維持、運用に関
する保安の監督に係
る業務）を行ってい
ます。豊富な知識と
経験を有する当協会
の電気主任技術者が、
月次点検、年次点検、
事故対応などで電気
保安をサポートいた
します。
　また、電気事故受

特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

Ⅴ 広報業務

Ⅳ 建設業務

調査業務を実施しています。
●定期調査
　ご家庭や商店、小規模な工場などの一般用電気工
作物は、技術基準に適合しているか調査することが
電気事業法で定められています。調査は電線路維持
運用者（当協会の受託エリアでは、一般的に東京電
力パワーグリッド株式会社）またはその委託を受け
た登録調査機関が行います。
　当協会は登録調査機関として委託を受けて業務を
行っており、原則として4年に1回、お客さま宅を
訪問して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。

　いかがでしたか。
　電気は正しく安全に使うことで、私たちの社会や生活を豊かにしてくれます。当協会では
電気に関するサービスのご提供を通じて、その助けとなるよう取り組んでおります。これか
らも「まかせて安心、確かな技術」をモットーに、皆さまのお役に立てるよう職員一丸とな
って努めてまいります。

24時間いつでもトラブルに迅速に対応できる体制を
構築しています。
　発電所の保安管理業務も実施しています。太陽電
池発電所をはじめ、風力発電所や小規模な水力発電
所など再生可能エネルギーによる発電所の保安業務
も承ります。各種手続きのお手伝いから保守点検、
事故対応、さらに遠隔監視などのオプションサービ
スまで、フルサポートいたします。

　電気使用に関する安全知識の普及や、電気災害防
止に対する関心を高めていただくために、広報誌「電
気と保安」をはじめ各種パンフレットやマスメディ
アによるPRを行い、地域に密着した活動を展開し
ています。

●地域貢献活動
　出前授業や出張相談所などを通じ、地域の皆さま、
企業、団体の皆さまへ、電気安全や省エネに関する
相談・普及活動を行っています。
　また、福祉施設や文化財などの電気設備の安全確
保にも努めています。
●出前授業などの開催
　地域や職場の方々を対象に「電気安全講習会」「出
前授業」「電気安全出張相談所」などを開催し、電気
安全や省エネルギーに関する普及活動を進めていま
す。こうした講習会等は、自治体・町内会・学校・
児童館などと連携して開催しています。
　内容の一例として、「こども電気教室」では「電気
を上手に使って地球の温暖化防止」を子供たちに伝え
ています。少しの工夫
でできる地球にやさし
い事例を解説した後、
果物電池、クリップモ
ーターなどの体験型実
習を通して電気エネル
ギーの発生メカニズム
を学んでいただきま
す。
●文化財等の
　配線診断
　電気災害を未然に
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。
●高校生作文コンクール
　未来の電気保安を担う電気技術者の育成を目的と
して、作文コンクール「KDH未来の電気技術者奨
励賞」を実施しています。工業高校電気科などに在
学中の高校生を対象に、電気技術者としての夢や抱
負について作品を募集、表彰しています。

電 力
でした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

11・12月号正解

　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）を設置しているお客さまを対象に、

●各種講習会の開催
　労働安全衛生法において、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）
や、保護継電器試験実
務初級講習会を有料で

●試験・技術業務
　電気主任技術者立会いのもと、お客さまのご要望
に応じた各種業務を
行っています。
　例えば受変電設備
や発電設備の巡視点
検、測定・試験など
のお手伝いもお受けし
ています。また、省エ
ネルギー、特に電気
使用合理化について
の診断も行っていま
す。このほか絶縁用
保護具等の定期自主
検査、電気設備の清
掃、漏電監視、高調
波障害対策のコンサ
ルティングといった
業務も承っています。

　当協会は2011年に一般建設業（電気工事業）の
国土交通大臣許可を取得し、建設業務を開始いたし
ました。全国の電気保安協会の中で、同許可を取得
したのは当協会が初です。
　当協会の建設業務は、主に保安管理業務をご契
約いただいているお客さまを対象に、事故の未然
防止や緊急対応を目的に実施しています。電気設
備点検の結果、技術基準に適合していない事項や
至急改修すべき事項などが判明した場合、改修工
事をご提案し、お客さまのご依頼を受けて工事を
行う場合があります。また、電気設備には経年劣
化を踏まえた更新目安があり、更新時期が近づい
た設備について更新工事のご提案を行っておりま
す。
　なお、保安管理業務の責任者にあたる保安業務担
当者について、経済産業省の「主任技術者制度の
解釈及び運用（内規）」の中で「保安業務担当者は、
保安管理以外の職務（電気工作物の保安に関するも
のを除く）を兼務しないこと」と定められております。
建設業法ではすべての電気工事現場に第一種電気工
事士の資格を持つ者を主任技術者として配置するこ
とが定められておりますが、保安業務担当者がこの
主任技術者を兼ねることができるのは、「点検におけ
る事故防止の指摘や設備更新提案等に基づく工事」
の場合に限られます。

付や絶縁監視装置の
警報監視を「総合監
視指令センター」に
集中化し、関東全域
をカバーする拠点ネ
ットワークに指令を
出すことで、365日・

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。

当協会の新しいキャラクター「電気保安官キョーコ」が登場しました。ホームペー
ジで電気の使い方や協会の業務について、秘密結社「鷹の爪団」のみんなと紹介し
ています。

https://www.kdh.or.jp/lp/01/

電気を安全に使える日々を守ります 関東電気保安協会の業務紹介

電気安全出張相談所

高齢者宅の配線診断

学科講習（低圧）

実技講習（高圧・特別高圧） 技術研修所（千葉市美浜区）
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栃木事業本部 宇都宮事業所　西村　信宏　

の 記 録 から現場
開口部と小動物にはご注意を

　電気事故は、いくつかの原因
が重なることにより起きること
が大半です。事故の防止や復旧
にあたっては、直接的な原因だ
けに対処するのでは不十分で、
より根本的な原因を見つけ、解
決することが重要です。
　今回は、私がそのことを実感
した小動物侵入による停電事故
の事例をご紹介させていただき
ます。

◆　　◆　　◆
　ある日のことでした。事務所
で書類整理をしていると、当協
会の総合監視指令センターから
私が担当しているお客さまの事
務所が停電になったので至急対
応してほしいとの要請がありま
した。
　私は原因を考えながら急いで
準備を整え、お客さまへ向かい
ました。このお客さまは、近く

に大きな川があり、周囲は田ん
ぼに囲まれた鉄工所です。お客
さまの事務所に到着後、問診を
させていただいたところ、「普
段と変わりなく電気を使用して
いたら急に事務所の電気が消え、

分電盤付近から変な臭いがする
ようになった」とのことでした。
　事務所には分電盤があり、確
認したところ電灯主幹の漏電遮
断器が動作しており、分電盤付
近から獣の焦げたような臭いが
していました。嫌な予感をいだ
きながら、分電盤の蓋をドライ
バーで恐る恐る開けてみると、
主幹負荷側のブスバーに小さな
蛇の死骸が引っ掛かっていまし
た。分電盤内の配線引き出し口
のわずかな隙間から侵入した蛇
がブスバーに触れ、地絡したこ
とで漏電遮断器が動作し、停電
したものと判明しました。
　原因となった蛇を取り除き、

絶縁抵抗を測定して異常のない
ことを確認し、配線引き出し口
のわずかな開口部をパテで埋め、
復旧しました。ただ、これです
べて問題が解決したとはいえま
せん。再発しないよう、どこか
ら蛇が侵入してきたのか確認す
る必要があります。
　この事務所の分電盤は内蓋の
四隅がビスで固定されており、
蓋を開ける時にブレーカーを切
ってしまう恐れがあるため、お
客さまに了解をいただいて、月
次点検では蓋は開けずに、非接
触式の温度計により点検を行っ
ていました。しかし小動物は頭
が入ればどんなに狭いところで
も侵入してきます。復旧後、侵
入経路を探すため事務所の屋側
の配管をたどって行くと、植木
の隙間に合成樹脂で出来た接続

ボックスの一部が破損して小さ
な穴が出来ているのを発見しま
した。ただちに接続ボックスの
穴を養生テープでふさぐ応急処
置を行い、お客さまに報告しま
した。

◆　　◆　　◆

　今回の事故は、小動物が開口
部より侵入し、たまたま低圧分
電盤側だったため、事務所の一
部停電でおさまりましたが、も

しもキュービクル側に侵入して
いたら鉄工所全体を停電させる
事故や地域一帯を停電させてし
まう「波及事故」に至っていた
かもしれません。たかが開口部
と思われるかも知れませんが、
大きな事故に至る可能性が十分
にあります。普段、点検できな
い場所にひそむ危険を改めて感
じました。
　この時期は冬籠りで土中に隠
れていた虫がはい出てくる啓蟄
（けいちつ）です。活発化する小
動物の侵入を防止するため、お
客さまの電
気設備等に
開口部があ
る場合は早
期改修をお
願いいたし
ます。
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五感で感じる美術館

　色とりどりのガラスが、光の当
たり方によってさまざまな表情を見
せるステンドグラス。その美術館
は全国に10カ所ほどありますが、
那須ステンドグラス美術館は、単
にステンドグラスを展示するだけの
美術館ではありません。ステンド
グラスをはじめ、心を癒すパイプ
オルガンとオルゴールの音色、ア
ロマの香り、館内を吹き抜ける風
──。「光」「香」「美」「音」「風」
を五感で楽しむ美術館なのです。
　敷地内に一歩足を踏み入れると、
まるでヨーロッパにいるかのような
気分にとらわれます。まず目を引

くのが美術館の外観。ライムスト
ーン造りの建物は、イギリスで「最
もイギリスらし
い田舎」といわ
れるコッツウオ
ルズ地方の貴族
の館をモデルに、
本場と同じ資材
と工法で建てら
れました。着工
前、代表の鈴
木健一郎氏が、
勉強のために約
20人の建設関
係者を日本から
連れて行ったと
いうエピソード

からもわかるように、本物へのこ
だわりが随所に見られます。
　そもそも、美術館の立地を那須
高原に決めたのも、コッツウオル
ズ地方と風景が似ているというの
が理由でした。イギリスの教会か
ら譲り受けた石像や調度品などが
敷地内に並び、目を楽しませてく
れます。

展示物の見どころ

　ステンドグラスは1800年代のア
ンティークが中心。中でもセント・
ラファエル礼拝堂の壁一面のステ
ンドグラスは、圧巻の美しさです。
館長の原若葉さんのお話では、午
前9 ～ 10時頃に朝陽が当たり、
反対側の壁にステンドグラスの色
が映し出される様は、毎回心が洗
われる気持ちになるそうです。同
礼拝堂にある、バラの形を模した
円形ステンドグラス「バラ窓」も
見どころの一つです。
　アンティークのパイプオルガンと
オルゴールの柔らかい音色も、私
たちを癒してくれます。パイプオル
ガンのプロ奏者（オルガニスト）

でもある原さん。自身がオルガニ
ストだからこそ、那須ステンドグラ
ス美術館のパイプオルガンがいか
に貴重なものか、よくわかるそう
です。
　「管理上、パイプオルガンは温
度と湿度のコントロールが難しい
のですが、当館のパイプオルガン
は、1922年に製作され、イギリス
の教会で実際に使われていた本物
です」（原さん）
　同館には7人のオルガニストが
在籍し、毎日演奏会が行われてい
ます。普段あまり生で聴く機会が
ないパイプオルガンの響きに、ぜ
ひ耳を傾けてみてください。

我が家のような安心感

　那須ステンドグラス美術館の展
示物は、オープン当初から一度も
変わっていません。この「変わら
ないこと」は同館の大きな魅力。
まるで我が家に帰ってきたような
安心感に包まれて、何度でも訪れ
たくなります。スタッフも、我が
家のような居心地の良さを演出す
る接客を心がけているそうです。
　そのためか、夫婦や家族連れ
だけでなく、1人で訪れる人も多い
とのこと。日常生活で仕事や人間
関係に疲れたとき、那須ステンド

グラス美術館を訪れると、五感が
開放されます。帰る頃には気持ち
がすっきりして、「明日からまた頑
張ろう」という気力が湧いている
に違いありません。

イベントスケジュール

　同館では一年を通して、さまざ
まなイベントを開催しています。今
後のスケジュールは以下の通りです。
❶3月28日…コンクール入賞者
（フルート部門）によるコンサ
ート

❷3月～…イースターフェア
❸5月3 ～ 5日… GWスペシャル
コンサート

❹5月3 ～ 5日…キャンドルナイ
ト（敷地内に1,000個のキャ
ンドルを配し、美術館が幻想
的にライトアップされます）

❺6月28日…ミュージアムコンサ
ート

　なお、ステンドグラスの体験教
室は毎日開催しています。自分だ
けのステンドグラス作りにトライして
みてはいかがでしょうか。

当協会の使命

　那須高原は雷が多い地域。落
雷による停電、電気設備の故障は
常に配慮が必要だといいます。

　「パイプオルガンに使われている
送風機は電動なので、停電になる
と弾くことができません。以前、
雷が近くに落ちて、ブレーカーが
落ちたときは本当にひやりとしまし
た。演奏中だったら、大変なこと
になっていたと思います」（原さん）
　また、「関東電気保安協会さん
に定期的に点検に来ていただいて
いるので、開館から約20年経ち
ますが、電気に関して困ったこと
はありません」（同）という、あり
がたいお言葉を頂きました。
　癒しの美術館が癒しの美術館
であり続けるために、電気の大き
なトラブルは絶対に起こさせない。
今後も一段と強い覚悟を持って、
業務に取り組んでまいります。

セント・ラファエル礼拝堂のパイプオルガンでは毎日生の演奏を聴くことができる壁一面のステンドグラスが美しいセント・ラファエル礼拝堂

英国貴族の邸宅を再現した美術館の外観

セント・ガブリエル礼拝堂のステンドグラス

こ ん に ち はまさ客お

那須ステンドグラス
美術館

〒325-0302　栃木県那須郡那須町高久丙1790
TEL： 0287-76-7111

館長・オルガニスト

原 若葉さん
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特　集 2

1 電気製品認証協議会
　 （SCEA）とは

　電気製品認証協議会（SCEA）
とは、製造事業者、流通事業者、
消費者、認証機関などの47団体
と学識経験者により構成され、
日本で唯一の第三者認証制度を
協議する団体であり、電気製品
の安全性を示す目印としてS
マーク（図1）を推奨するとともに、
Sマーク認証制度の普及のための
諸活動を行っています。

2 Sマーク認証制度とは

　Sマーク認証制度とは、認証を
希望される製品とその製造工場
を公正中立な第三者が専門的立
場で検査し、安全基準への適合
性を客観的に証明するもので、
自己責任原則に基づく事業者の
自己確認を補完する役割を担っ
ています。
　Sマークを製品に表示するため
には、指定の認証機関≪一般財
団法人電気安全環境研究所
（JET）、一般財団法人日本品質
保証機構（JQA）、株式会社UL 

Japan、テュフ・ラインランド・
ジャパン株式会社≫で製品試験
を行い、それに合格し認証を取
得しなければなりません。また、
一度合格した製品に対しても継
続的に安全性を維持しているか
を確認するため、工場での検査
を年に1回受けなければなりませ
ん。
　このように製品そのものの試
験（感電・火災・ケガ・電波障
害などの危険が発生しないこと
を確認）およびその後の品質の
調査を継続して実施することで、
市場に出ているSマーク付き電
気製品が消費者にとって安心し

て購入・使用できる電気製品と
なっています。
　特定の電気製品には、事業者
自身で安全性を確認することが
法律で義務付けられています。
そのような製品にはPSEという
マークが表示されています。し
かしSマークには、製品の制限
がありませんのであらゆる家電
製品を対象とし認証が可能と
なっています。
　加えてSマークでは、最近市
場で起こっている事故等を監視
して、必要に応じて試験の追加
基準を制定し、製品試験に追加
要求しています。例えば、電気

ケトルが倒れてお湯で子供がや
けどする事故が発生しているこ
とを受けて、通常の評価基準に
加えて電気ケトルの転倒試験を
追加基準として制定しています。

3 Sマークの市場普及率

　Sマークは、その制度を開始し
て20数年経ており、市場におけ
る電気製品に対するSマークの
普及率は、おかげさまで約70%
までになっています（図2）。
　特に家庭で使用されている冷
蔵庫、電子レンジ、洗濯機、テ

レビ等に、Sマーク付きの製品が
多いです（図3）。主に電気製品
についている品番や電圧などを
記した銘板の中にＳマークが表
示されています。

　最近は、海外から国内市場に
進出している電気製品や、新興
企業による製品で安全性を確認
していない製品も数多く出回っ
てきています。安全で安心して

使えるSマーク付き電気製品を
購入の際の目印にしていただけ
ればと思います。

4 電気製品の安全性
　 確保体制の経緯

　電気製品の安全性確保体制は、
昭和36年に公布された電気用
品取締法に始まり、政府による
強制認可によって安全性確保を
図ってきました。
　しかし、時代の変遷と共に、

諸外国からの要望等を受け入れ
た規制緩和政策の実施によって
取り締まり行政の国際化が図ら
れ、電気用品取締法についても、
国際規格（IEC規格）採用等の
改正が行われました。
　その後、製造物責任法（PL法）
の導入等を契機とする自己責任
原則への移行等の情勢を踏まえ、
政府認証を基調とする安全性確
保体制から欧米先進国で既に一
般化している民間機関による第
三者認証制度を有効に活用する

体制への変革が求められました。
それらに伴い、平成13年4月に
電気用品取締法から電気用品安
全法への改正が行われました。
　第三者認証制度の発足に当
たっては、通商産業省（現：経
済産業省）からの検討依頼によ
り電気用品調査委員会でその在
り方を検討した後、電気用品安
全検討会の審議を経て「第三者
認証制度の公平な運営及び普及
等について認証機関に提言を行
い、我が国の電気製品等の安全

マーク認証制度を
ご存知ですか？ 性向上に貢献することを目的と

する」電気製品認証協議会（略
称：SCEA）が平成6年12月に

発足。翌年よりSCEAに参加し
ている認証機関によって第三者
認証（Sマーク認証）業務が開

始されました（図4）。

電気製品認証協議会（SCEA）

【図1】 Sマーク

第三者
認証マーク

公正！
中立！

輸入事業者

製造事業者

消費者

販売事業者

普及率
約70%

【図2】 Ｓマーク付き電気製品の店頭普及率（推移）
全国電機商業組合連合会、日本百貨店協会、日本チェーンストア協会、家電量販店、日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会
および日本通信販売協会の各団体・店舗の協力を得て毎年実施
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特　集 2

1 電気製品認証協議会
　 （SCEA）とは

　電気製品認証協議会（SCEA）
とは、製造事業者、流通事業者、
消費者、認証機関などの47団体
と学識経験者により構成され、
日本で唯一の第三者認証制度を
協議する団体であり、電気製品
の安全性を示す目印としてS
マーク（図1）を推奨するとともに、
Sマーク認証制度の普及のための
諸活動を行っています。

2 Sマーク認証制度とは

　Sマーク認証制度とは、認証を
希望される製品とその製造工場
を公正中立な第三者が専門的立
場で検査し、安全基準への適合
性を客観的に証明するもので、
自己責任原則に基づく事業者の
自己確認を補完する役割を担っ
ています。
　Sマークを製品に表示するため
には、指定の認証機関≪一般財
団法人電気安全環境研究所
（JET）、一般財団法人日本品質
保証機構（JQA）、株式会社UL 

Japan、テュフ・ラインランド・
ジャパン株式会社≫で製品試験
を行い、それに合格し認証を取
得しなければなりません。また、
一度合格した製品に対しても継
続的に安全性を維持しているか
を確認するため、工場での検査
を年に1回受けなければなりませ
ん。
　このように製品そのものの試
験（感電・火災・ケガ・電波障
害などの危険が発生しないこと
を確認）およびその後の品質の
調査を継続して実施することで、
市場に出ているSマーク付き電
気製品が消費者にとって安心し

て購入・使用できる電気製品と
なっています。
　特定の電気製品には、事業者
自身で安全性を確認することが
法律で義務付けられています。
そのような製品にはPSEという
マークが表示されています。し
かしSマークには、製品の制限
がありませんのであらゆる家電
製品を対象とし認証が可能と
なっています。
　加えてSマークでは、最近市
場で起こっている事故等を監視
して、必要に応じて試験の追加
基準を制定し、製品試験に追加
要求しています。例えば、電気

ケトルが倒れてお湯で子供がや
けどする事故が発生しているこ
とを受けて、通常の評価基準に
加えて電気ケトルの転倒試験を
追加基準として制定しています。

3 Sマークの市場普及率

　Sマークは、その制度を開始し
て20数年経ており、市場におけ
る電気製品に対するSマークの
普及率は、おかげさまで約70%
までになっています（図2）。
　特に家庭で使用されている冷
蔵庫、電子レンジ、洗濯機、テ

レビ等に、Sマーク付きの製品が
多いです（図3）。主に電気製品
についている品番や電圧などを
記した銘板の中にＳマークが表
示されています。

　最近は、海外から国内市場に
進出している電気製品や、新興
企業による製品で安全性を確認
していない製品も数多く出回っ
てきています。安全で安心して

使えるSマーク付き電気製品を
購入の際の目印にしていただけ
ればと思います。

4 電気製品の安全性
　 確保体制の経緯

　電気製品の安全性確保体制は、
昭和36年に公布された電気用
品取締法に始まり、政府による
強制認可によって安全性確保を
図ってきました。
　しかし、時代の変遷と共に、

諸外国からの要望等を受け入れ
た規制緩和政策の実施によって
取り締まり行政の国際化が図ら
れ、電気用品取締法についても、
国際規格（IEC規格）採用等の
改正が行われました。
　その後、製造物責任法（PL法）
の導入等を契機とする自己責任
原則への移行等の情勢を踏まえ、
政府認証を基調とする安全性確
保体制から欧米先進国で既に一
般化している民間機関による第
三者認証制度を有効に活用する

体制への変革が求められました。
それらに伴い、平成13年4月に
電気用品取締法から電気用品安
全法への改正が行われました。
　第三者認証制度の発足に当
たっては、通商産業省（現：経
済産業省）からの検討依頼によ
り電気用品調査委員会でその在
り方を検討した後、電気用品安
全検討会の審議を経て「第三者
認証制度の公平な運営及び普及
等について認証機関に提言を行
い、我が国の電気製品等の安全

マーク認証制度を
ご存知ですか？

性向上に貢献することを目的と
する」電気製品認証協議会（略
称：SCEA）が平成6年12月に

発足。翌年よりSCEAに参加し
ている認証機関によって第三者
認証（Sマーク認証）業務が開

始されました（図4）。

　Sマークについてより詳しく
知っていただくために、右記PC
サイト、消費者サイト、モバイル
サイトを開設しております。また
電気製品に付いているSマーク、
認証機関による試験の様子などの
動画をYouTubeでご覧いただけ
ますので、ぜひ一度アクセスして
みてください。

【図4】 マークの変遷

昭和10年～ 昭和43年～ 平成7年～ 平成13年～

【図3】 Ｓマークの製品別普及率（2018年11月調査）
調査は宮城県地域電器店、百貨店、総合量販店、家電量販店、ホームセンター、通信販売の計29店舗で、データ提供方式と店頭訪問形式にて実施
（調査対象製品は上記17品目、総数9,133製品）
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 マークをより知っていただくために

モバイルサイト：
上記QRコードでアクセス

YouTube：
上記QRコードでアクセス

PCサイト：「SCEA」で検索
（http://www.s-ninsho.com/）

消費者サイト：「Sマークってなあに？」で検索
（http://www.s-ninsho.com/sp/index.html）電気製品認証協議会

（SCEA）事務局

〒105-0001
東京都港区虎ノ門1丁目8番10号
セイコー虎ノ門ビル5階
TEL：03-5510-3211
FAX：03-5510-3213

URL:http://www.s-ninsho.com/
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　埼玉県の西部・秩父地方の中核である秩父市。秩
父山地に囲まれ、荒川が縦断する盆地が市街地を形
成しています。市の大部分が秩父多摩甲斐国立公園
や県立の自然公園に含まれるなど自然豊かで、登山
やハイキング、キャンプ、川遊びなど幅広いレジャ
ーを楽しむことができ、都心から気楽に行ける距離
もあって行楽地として一年を通じて人気があります。
　市の西側は特に深い山々が広がっており、その中
心には三峯神社が位置しています。日本武尊（やま
とたけるのみこと）の創祀と伝わり、市街地中心部
の秩父神社、長瀞町の宝登山神社と合わせて秩父三
社と呼ばれています。関東の修験道の総本山として
栄えたほか、狼を神の使い（御眷属）とする信仰で
も有名です。拝殿や三峯山博物館などの見どころに
加え、周辺にも秩父湖、道の駅大滝温泉などの観光
スポットがあるほか、雲取山などへの登山もできま
す。

　
秩父の歴史と文化

　毎年12月に開催される秩父神社の例大祭・秩父夜
祭は、2016年にユネスコの世界無形文化遺産に登録
されました。豪華な笠鉾と屋台、冬の夜空を彩る花
火で知られます。市内の「秩父まつり会館」では、
いつでも笠鉾・屋台の実物や3Dシアターで祭の迫
力を体感できます。
　このほか、日本最古の流通貨幣といわれる「和同
開珎」の材料になったと伝わる銅の採掘跡、三十四
カ所の「秩父札所めぐり」、明治に起きた農民の武
装蜂起「秩父事件」の史跡、手作りロケットを空に
打ち上げる吉田地区の「龍勢祭」など、古代から近
現代まで幅広い歴史的・文化的資源があって訪れる
人を飽きさせません。

小トラベル好奇心
いっぱい！

狼の御眷属信仰などで知られる三峯神社の拝殿

（記事提供　電気新聞）

西武鉄道西武秩父線、西武秩父駅まで池袋から
特急で約80分
秩父鉄道熊谷駅から秩父駅、御花畑駅まで約70分、
三峰口駅まで約90分
市内まで関越自動車道花園I.C.から国道140号で
約1時間
圏央道狭山日高I.C.から国道299号で約1時間

鉄道の場合

自動車の場合

： 

：

【羊山公園】（表紙・2ページ参照）
　芝桜の開花時期に開催される「芝桜まつり」では、芝桜の

丘の隣で開かれる「秩父路の特産市」をはじめ、公園内外で

多彩なイベントが行われます。なお、見頃期間中のみ芝桜

の丘には入園料がかかりますのでご注意ください。

　また、羊山公園はソメイヨシノなど桜の名所でもありま

す。こちらの見頃は4月上旬頃です。

【秩父ミューズパーク】
　秩父市と小鹿野町にまたがって広がる都市公園。自然豊

かな中に多彩な芸術・文化施設やスポーツ施設があるほか、

四季折々の花が見られる場所でもあります。

　梅園は15種類、約600本の梅が植えられ、秩父有数の梅

の名所です。見頃は3月中旬～ 4月上旬。続いて4月上旬

～中旬には、林間広場南側で約60,000株のスイセンが咲き

誇ります。

【荒川のしだれ桜】
　市街地の西、荒川上田野地区には、徒歩圏内に清雲寺、

札所29番長泉院、昌福寺という3カ所のしだれ桜の見どこ

ろがあります。

　清雲寺には約30本のしだれ桜があり、中でも樹齢600年

のしだれ桜が目を引きます。花の時期にはライトアップも

行われています。長泉院のしだれ桜は、かつて杉の木の日

陰となって花をつけなくなりましたが、ダム工事で杉が伐

採された後、再び美しく咲くようになり「よみがえりの一

本桜」と呼ばれます。昌福寺には10本の桜があり、うち5

本がしだれ桜。山の斜面にあるので眺めも抜群です。

【カイドウ街道】
　市の北部・上吉田に、約3kmに渡って約1,000本のカイ

ドウの並木が続く「カイドウ街道」があります。4月中旬～

下旬には、長く連なるピンク色が道行く人たちの目を楽し

ませます。

　20年ほど前に地域の人たちの発案で植えられ、丹精込め

た管理で名所へと育ちました。見頃の時期に「カイドウ祭」

も行っています。
●西武鉄道西武秩父駅または秩父鉄道秩父駅からバス、終点吉
田元気村で下車、徒歩15分
●関越自動車道花園I.C.から国道140号秩父方面へ30分、金崎

春の花の見どころ春の花の見どころ

第155 回

埼玉県

秩父市

埼玉県 秩父市Access┃  アクセス

笠鉾や屋台などの資料が展示されている秩父まつり会館

大勢でにぎわう芝桜の丘

ミューズパークの梅園

●西武鉄道西武
秩父駅、また
は秩父鉄道秩
父駅から秩父
ミューズパー
ク循環バス
「ぐるりん号」
で約20分

●関越自動車道
花園I.C.か ら
国道140号で
約50分

清雲寺のしだれ桜

約3km続く
カイドウ街道

●西武鉄道横瀬駅、西武秩父駅から徒歩約20分。秩父鉄道御花
畑駅から徒歩約20分

●関越自動車道花園I.C.から国道140号、皆野寄居バイパス経由
約45分

●秩父鉄道武
州中川駅か
ら徒歩約15
～ 20分
●関越自動車
道花園I.Cか
ら国道140号
経 由、約50
分

信号を右折し
県 道37号 ～
71号で上吉田
方面へ30分
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武 秩父線
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父
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秩父まつり会館秩父まつり会館

カイドウ街道カイドウ街道
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三峯神社三峯神社

羊山公園羊山公園
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中川駅三峰口駅
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─電気設備の技術基準の解釈─

第 回

電気事業法と各種手続き（17）

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。
本年度は電気保安に関係する各種法令や技術基準等を順次紹介しています。
今回は「電気設備の技術基準の解釈」を取り上げます。

（記事提供　電気新聞）

69 
　電技が機能性基準化された目的の一つに、民間規格を積極的に活用することがありました。それを反
映し、電技解釈には外部規格を引用している箇所が多くあります。
　国際規格である IEC 規格は、国際電気標準会議（IEC）が定めた規格です。現在は IEC 60364 規格が
電技解釈第 218 条に、IEC 61936-1 規格が同第 219 条に取り入れられており、電技解釈の他の条項の代
わりにこれらの規格に従って施設することができます。
　国内民間規格としては、日本産業規格（JIS）、日本電気規格委員会規格（JESC）が多くの条項で引
用されています。JIS や JESCの改定があった場合、必要に応じて電技解釈も改正を行って反映します。

外部規格の引用

▶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

　前回紹介した「電気設備に関する技術基準

を定める省令」（電気設備の技術基準、電技）

が定めている技術的要件に対し、それを満たすと認

められる技術的内容を具体的に示したものが「電気

設備の技術基準の解釈」（電技解釈）です。経済産業

省が作成・公表している訓令に分類されます。

　電技は1997年に全面的な改正で「機能性基準」化さ

れ、電気設備が満たすべき性能や水準、目的などの

みを定めるようになりました。これに伴い、新電技

の要求を満たす施工方法や基準となる数値といった

具体的な判断基準を示すものとして、電技解釈が制

定されました。電技解釈の内容は、旧電技や「電気

設備に関する技術基準の細目を定める告示」（1997年

5月廃止）などで定められていた内容を踏まえて作成

されています。

　なお、電技の定める技術的要件を満たす方法は電

技解釈で示されているものに限られるわけではなく、

十分な保安水準を確保できる技術的根拠があれば、

他の方法をとることも可能です。

　電技の条項と電技解釈の条項は、一対一で

対応しているわけではありません。電技の大

半の条項に対して、電技解釈では複数の条項で具体

的内容を規定しています。逆に電技解釈の中にも、

電技の複数の条項にまたがる内容を規定している条

項があります。電技解釈の各条には、対応する電技

の条項がどれか明示してあります。

　例として、電技第11条は「電気設備に接地を施す

場合は、電流が安全かつ確実に大地に通ずることが

できるようにしなければならない。」と定めています。

これを満たすため、どのような場合にどのような方

法で接地すればよいかについて、電技解釈では第17

条（接地工事の種類及び施設方法）、第18条（工作物

の金属体を利用した接地工事）、第19条（保安上又は

　電気事業法では、事業用電気工作物や一般

用電気工作物について、技術基準に適合させ

る義務を定めています。また、一部の事業用電気工

作物に対しては、設置・変更工事について経済産業

大臣から工事計画の認可を得たり、使用前検査を受

けたりする必要があることも定めています。電技解

釈はこれらの審査基準となっており、電技解釈に従

って施工すれば基準に適合するものと判断されます。

　前回までに紹介してきた法令に比べ、電技解釈は

非常に具体的な内容となっており、さまざまな場面

に直接的に影響します。電気保安や電気工事に携わ

る人たちにとっては参照する場面も多く、特に馴染

み深いものといえます。

Q 1 「電気設備の技術基準の解釈」
とは何ですか？

A

Q 5 電技解釈は電気保安の現場に
おいて、どのように活用されて
いますか？

Q 3 電技解釈の構成はどのように
なっていますか？

Q 4 電技と電技解釈は、具体的に
どのように対応していますか？A 　全8章、232条で構成されています。詳し

くは以下の通りです。

第1章  総則

 第1節  通則

 第2節  電線

 第3節  電路の絶縁及び接地

 第4節  電気機械器具の保安原則

 第5節  過電流、地絡及び異常電圧に対する保

護対策

第2章  発電所並びに変電所、開閉所及びこれら

に準ずる場所の施設

第3章  電線路

 第1節  電線路の通則

 第2節  架空電線路の通則

 第3節  低圧及び高圧の架空電線路

 第4節  特別高圧架空電線路

A 　電技解釈は当初、原子力安全・保安院によ

って作成・公表されていました。その後、原

子力安全・保安院の廃止に伴って2013年3月に電技

解釈も一旦廃止となり、改めて経産省から同内容で

公表されました。

Q 2 制定当時と現在で
変化したことはありますか？

 第5節  屋側電線路、屋上電線路、架空引込線

及び連接引込線

 第6節  地中電線路

 第7節  特殊場所の電線路

第4章  電力保安通信設備

第5章  電気使用場所の施設及び小出力発電設備

 第1節  電気使用場所の施設及び小出力発電設

備の通則

 第2節  配線等の施設

 第3節  特殊場所の施設

 第4節  特殊機器等の施設

 第5節  小出力発電設備

第6章  電気鉄道等

第7章  国際規格の取り入れ

第8章  分散型電源の系統連系設備

　別表

　内容については環境変化や技術の進歩に応じて適

宜改正されていますが、特に大規模な改正が行われ

たのが2011年7月です。条文を全303条から全232

条に整理統合したほか、「電気設備の技術基準の解釈

の解説」（※）の内容の一部を電技解釈に移しました。

また、電技解釈内で引用している国際規格（IEC規格）

や国内民間規格（JIS規格、JESC規格）の改定への対

応も行いました。

※電技解釈の各条文の制定根拠などを経産省が解説した文書。

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_

safety/oshirase/2018/09/300928-5.pdf で公開されている。

機能上必要な場合における電路の接地）、第28条（計

器用変成器の2次側電路の接地）、第29条（機械器具

の金属製外箱等の接地）、第123条（地中電線の被覆

金属体等の接地）の6カ所で規定しています。例えば

第17条では、A、B、C、D種の4種の接地工事それ

ぞれについて、接地抵抗値の上限や接地線に求めら

れる仕様などを定めています。一方で第19条は、電

技第11条だけでなく第10条にも対応しています。
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電気・ガス等の保安手続き電子化
「保安ネット」一部運用開始／経産省

温暖化進行で台風の速度10％遅く
気象研などが将来予測

　経済産業省は、電気事業法やガス事業法など産業

保安・製品安全法令に基づく手続きをウェブ上で行

うことができる電子申請システム「保安ネット」の

運用を一部で開始しました。電事法関連では事業用

電気工作物の保安規程の届け出や保安管理業務の外

部委託承認など、計11の手続きが対象です。これま

で全て紙ベースで処理されてきた申請を電子化する

ことで形式的な業務をなくし、官民双方の負担を軽

減することで生まれる時間・労力を、保安確保の実

務に振り向けることが狙いです。

　保安ネットは1月6日に部分的な運用を開始しま

した。電事法とガス事業法、液化石油ガス法、鉱山

保安法、火薬類取締法に加え、電気用品安全法など

製品安全に関連する法令も対象となっています。

　現状、各種法令に基づく届け出や申請は年間25万

件に上ります。その大部分が電事法関連で、中でも

保安規程と外部委託承認で20万件程度と全体の約8

割を占めます。産業保安監督部ではこれらの処理に

多くの時間を割いており、保安強化の観点から官民

双方の業務効率化が急務となっていました。

　電事法の分野ではまず、申請件数が少なく、保安

協会が保有するシステムとの連携が先行して整った

四国、沖縄地域から運用を開始しました。経産省で

は「2020年度の早いタイミングで全国大に広げたい」

としており、両地域での状況を見つつ、エリアや対

象となる手続きの拡大を検討していく方針です。

　「保安ネット」を利用するには、専用のIDを取得

することが必要です。ウェブ上での提出が可能にな

るため、移動時間や郵送コストが削減されるほか、

ガイド機能を設けることで形式的なチェックを省く

ことができます。処理状況は画面上で逐次確認する

ことが可能で、過去の履歴を利用して新たに申請で

きる機能も持たせました。

　電子申請化を巡っては、政府の規制改革推進会議

が2017年に取り組みを加速させる方針を打ち出し、

行政手続きコストの2割削減を目標に掲げました。

経産省によると、仮に今回対象となった手続きの電

子化を全てのエリアで徹底した場合、作業時間が4

割程度減ると見込んでいます。

　気象庁気象研究所などの研究グループは、温暖化

対策を今後強化しなかった場合、日本付近を通過す

る台風の移動速度が10％程度遅くなるとの評価結果

を公表しました。台風の移動速度が遅くなると、大

雨や強風、高潮の影響を受ける時間が長くなります。

研究グループは気候変動がもたらす将来の台風のリ

スクを定量的に評価できるよう、大学などと連携し

てより詳細な解析を進める方針です。

　これまでの台風に関する研究では、主に勢力や発

生数、経路に焦点が当たっていました。一方で災害

の将来予測や防災・減災対策の視点では、影響を受

ける時間の長さも重要な要素となります。研究グ

ループは台風の移動速度に着目、多数の数値シミュ

レーションの結果を用いて評価を行いました。地球

温暖化が進行した将来の気候を予測する「将来実験」

では、今世紀末に地球の平均気温が産業革命前と比

べ4度上昇すると想定。過去の実験結果や観測デー

タを用いて、緯度ごとの平均速度を算出しました。

　その結果、熱帯・亜熱帯域ではそれほど変化があ

りませんでしたが、日本が位置する中緯度帯を経過

する台風は10％程度遅くなることが分かりました。

温暖化に伴い大気の流れが変化し、日本上空の偏西

風が北上するため、台風を移動させる風が弱くなる

ことが原因です。これは将来的に地点単位での積算

降水量が増大する可能性を示唆しています。

　研究結果は1月8日付で英科学誌「ネイチャーコ

ミュニケーションズ」に掲載されました。研究グルー

プは今後、台風の移動速度の将来変化に関して、地

点ごとの違いや季節別特徴を把握するための詳細な

解析を進めるとしています。
（記事提供　電気新聞）

小学5年生で電気工事士に！
独学で国家資格に合格 浅沼　琉音君

昨年12月、当協会はある少年と出会いました。
水戸市在住の浅沼琉音君。なんと、小学5年生で
国家資格の第二種電気工事士に合格したというのです。
なぜ受けようと思ったのでしょう？　
どんな勉強を？　将来の夢は？
さまざまなお話を聞かせてもらいました。

りゅうと

　出会いは、日立市で開催された「青少年のための

科学の祭典」。子どもたちに科学の面白さを伝える

イベントに出展していた関東電気保安協会茨城事

業本部のブースを、琉音君親子が訪れたことでし

た。「この子、電気工事士に受かったんです」という

言葉を聞き、「すごい子がいる」とすぐに協会内で話

題になりました。

◇ほぼ独学、ネットを活用

　資格を取ろうと思い立ったのは、2018年にテレ

ビ番組で、電気工事士の資格を持っていて自分で何

でも工作してしまう人を見たのがきっかけでした。

最初は「親子で資格を取ろう」と勉強を始めました

が、両親は早々に撤退。以降、両親のサポートを受け

ながら、ほぼ独学で合格までたどり着きました。

　筆記試験は市販

のテキストや配線

図を学ぶキットな

どに加え、インター

ネット上の情

報も活用し

て勉強しまし

た。続く技能

試験の対策にも、動画サイトで見られる作業手順の

再現動画などが大いに役立ったといいます。練習を

重ねるうちに、琉音君の手にはいささか大きく見え

る工具も問題なく扱えるようになりました。

◇電気の工事で気をつけていること

　資格を取って終わりではなく、実際に祖母の家の

コンセントを交換するなど、身に付けたことを生かし

ています。幼少から通っている公文で指導の先生が

「教室の屋根に太陽光パネルを付けようか」と言っ

たときは、翌日に配線図と材料一覧、見積書を持参

したそうです。

　工事作業にあたって気をつけていることを聞く

と、「関東電気保安協会さんから、工事を行う前には

検電器で電気が来ていないことを確認するようにア

ドバイスをもらいました。これからはブレーカーを切

るだけでなく、作業前に検電器を使って安全に作業

をしたいと思います」と話してくれました。

◇将来は電気の仕事に

　将来は電気関係の仕事に就きたいという琉音君。

特に環境に優しいエネルギーシステムに関心があ

り、「新しいエコな車も作りたい。災害のときに給電

したり信号をつけたりする車を普及させたい」など、

夢は大きく広がります。未来の社会を支える若き電

気技術者の姿を頼もしく感じました。



22 23電気と保安 2020年 3・4月号 電気と保安 2020年 3・4月号

エ レ ち ゃ ん ６ コ マ 電 気 安 全

1

2

3 6

5

4

小動物の侵入

小動物の侵入
受電設備の老朽化に伴う腐食や錆などにより穴や隙間ができたり、ケーブル引込口が閉塞さ

れていないと、ネズミや鳥などが侵入することがあります。

これらの隙間から侵入した小動物が高圧設備に触れることで、高圧機器の故障や停電事故の

発生につながります。

腐食などでできた穴やケーブル引込口の開口部をふさぐことによって、小動物の侵入を防ぎ

電気事故を予防しましょう。

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12月18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、皆さまのご応募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）
●2020度　保護継電器試験実務（初級）講習会日程表

●2020年度　電気安全特別教育講習会日程表【高圧（2日）】

●2020年度　電気安全特別教育講習会日程表【低圧（2日）】●2020年度　電気安全特別教育講習会日程表【低圧（1日）】

2020年度

開催事業所

荒川
江東
芝浦
国立

宇都宮
下野
佐野
那須
群馬
水戸
土浦
日立

さいたま
川越
熊谷
越谷
久喜

技術研修所
千葉
茂原
柏
市川
横浜
湘南
川崎
相模原
小田原
甲府
都留
沼津

4月
7
17
22
17
10
20
9

10
21
22

8

23

13
10

21
10

14

7

5月
20
12
22
18

14

15

20

13

28

11

21

26

22
12

6月
3
12
16
12
8
24

4

5
3

3
18

8

18

19

16

9

7月
15

17
6

9
10

28
8
15

30
15
6

21

10
7

7

8月
5
26

21
19
6
20

21
26
7

5

20

17
28

7

6

11

2020年
9月
8
16
18
7

10

11
25

23

2
24

17

17
7

11

10
8

10月
7

16
7
19

8

9
7

7

22

19

15

8

22

22

6

11月
17

13
6
24

12
13

25

11

26

13

19
10
17

5

10

12月
8

18
7
17
3

11
9

2
17

7

15
23
9

17

8

1月
13
20
15
8
18

7

8
22
20
8

6
20

28
12
22

14
22

15
12

2月
3
17
19
8
24
4

5

24

3

18

19

10

18
10

18

8

2021年
3月
9

19
5
15

4

5
12
10

5
3

18
25

22

18

9
23

16

9

開催事業所
技術研修所
千葉

4月
6,7
16,17
23,24

5月

14,15
26,27

6月
2,3
11,12
23,24

7月
6,7
9,10

8月

20,21
25,26

2020年
9月
29,30
10,11

10月
27,28
6,7
22,23

11月

9,10
26,27

12月

10,11
21,22

1月
7,8
18,19

2月
4,5
15,16
24,25

2021年
3月
4,5
9,10
25,26

開催事業所
荒川
江東

芝浦

国立

宇都宮
下野
佐野
那須
群馬
東毛
水戸
土浦
日立

さいたま
技術研修所
千葉
横浜
湘南
甲府
沼津

4月
8,9

15,16
22,23

13,14

15,16
16,17

23,24

9,10

14,15
15,16

8,9
8,9

5月
21,22
13,14
13,14
20,21
27,28
14,15
25,26

20,21

21,22

21,22

14,15

12,13

19,20
13,14
13,14

6月
4,5
17,18
10,11
17,18
24,25
4,5
22,23

17,18

17,18

4,5

4,5

9,10

10,11
9,10
10,11

7月
16,17
9,10
8,9
15,16
7,8
20,21
2,3
15,16

16,17

29,30
9,10
16,17
16,17
7,8

14,15
15,16
8,9

8月
6,7

19,20

20,21

27,28

18,19

20,21
20,21
12,13

2020年
9月
9,10
17,18
16,17
24,25
3,4
14,15
3,4
16,17

17,18

24,25

3,4
14,15
8,9
15,16
24,25
8,9
9,10

10月
8,9
22,23
7,8
14,15
21,22
8,9
20,21

21,22

14,15

15,16
8,9

8,9

20,21
12,13
19,20
13,14
7,8

11月
18,19
25,26
11,12
18,19

9,10

5,6

18,19

5,6

26,27

12,13

11,12

12,13
19,20
11,12
11,12

12月
9,10
17,18
9,10
16,17
2,3
15,16

16,17

17,18

10,11

3,4

8,9

17,18
8,9
9,10

1月
14,15
21,22

13,14

14,15
25,26
20,21

21,22

7,8
21,22
13,14
20,21

19,20
13,14
13,14

2月
4,5
18,19

17,18

9,10

17,18

18,19

25,26

17,18

15,16
9,10
9,10

2021年
3月
10,11

10,11
17,18
24,25
3,4
16,17
17,18

18,19

11,12

4,5
2,3
23,24
17,18
11,12
10,11
10,11

4月
13

5月
20

6月 7月
9

8月
19

9月
16

10月 11月
2

12月 1月
15

2月 3月
15

2020年 2021年開催事業所

技術研修所
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https://www.kdh.or.jp/

詳しくはこちらを見てね！

https://www.kdh.or.jp/lp/01/

秘密基地が停電して困っている
『鷹の爪団』のみんなに、
電気の正しく安全な使い方と
関東電気保安協会のお仕事について
説明しています

電気
保安
官

キョ
ーコ
です
。

よろ
しく
ね！


