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【表紙の写真】

安全エレちゃんの「よく働いた電気用品を点検・清掃して
年末年始に備えましょう！」

安全エレちゃんのクイズコーナー

現場の記録から　

浸水災害に備えよう！

絶縁監視装置により アース線誤接続を発見！

好奇心いっぱい！ 小トラベル　神奈川県 相模原市

エレちゃん6コマ電気安全　電気設備の更新
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相模湖の紅葉
神奈川県相模原市（16～17ページ参照）

　山々が鮮やかに色づく季節になりました。相模湖の紅葉は11月中～下旬が見ごろ。県営相
模湖公園から間近の「嵐山」は、色づく山容を水面に映し出し、とてもきれいになります。
　神奈川県３番目の政令指定都市となった相模原市は、内陸工業都市、ベッドタウンとして
発展しましたが、市内には富士山のふもとを水源とする相模川が流れ、相模湖、津久井湖、宮
ヶ瀬湖（北岸側）などの５つのダム湖があり、水と緑に恵まれたまちです。
　市内には「はやぶさ２」などのミッションの中心的役割を担う、ＪＡＸＡ相模原キャンパス
があります。宇宙の謎に挑む、最先端の研究現場を訪ねることもできます。

お客さまこんにちは　敷島ファーム

11月11日は配線器具の日

・11122020No. 562
 お  知  ら せ ● ● ● ● ●

information ご注意ください

NEWS CLIP

21

22第56回 電気保安功労者 経済産業大臣表彰 当協会が個人・団体の２部門で受賞しました

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2020年10月1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
2

12月
4

1月
15

2月 3月
15

2020年 2021年開催事業所
技術研修所

●2020度　保護継電器試験実務（初級）講習会日程表（1日）

開催事業所
技術研修所
千葉

2020年
11月
19、20
5、6/9、10
26、27

12月
23、24

10、11/17、18
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
群馬
水戸
土浦

さいたま
技術研修所
千葉
横浜
湘南
甲府
沼津

2020年
11月
18、19
25、26
11、12
18、19
9、10
17、18
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
22、23
9、10
16、17

17、18
10、11

3、4

8、9

3、4/17、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
26、27

7、8/19、20
13、14
13、14

2月
4、5/24、25
18、19

17、18

9、10
17、18
8、9
17、18

18、19

25、26

17、18

15、16
9、10
9、10

2021年
3月
10、11
17、18

10、11/17、18
24、25

3、4/10、11
16、17
17、18

18、19
11、12

4、5
2、3
23、24
17、18
11、12
10、11
10、11

●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）】

開催事業所
荒川
江東
芝浦
国立
宇都宮
下野
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
柏
市川
横浜
湘南
川崎
相模原
甲府
都留
沼津

2020年
11月
17

13
6／24
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11
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13
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10
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10
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8
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3

10／11
9

2
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7

15
23
9
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8
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20
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14
7

8／22
20
8
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28
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14
22

15
12

2月
3
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8／19
8／24
4

5

24

3

18

19
10

18
10

18

8

2021年
3月
9
16
19

5/9/15

4

5／12
10

5
3

18
25

22

18

9
23

16

9

●2020年度　電気安全特別教育講習会日程表【低圧（1日）】

2020年度
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

①コンセントや差込みプラグを
　点検しよう
　破損しているコンセントやプラグを
そのまま使用すると、感電やショート
（短絡）の原因となります。危険なので、
すぐに交換しましょう。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
多くの人が自宅で過ごす時間が長くなった2020年は早くも終盤。
インフルエンザへの用心も必要で、この年末も在宅が増えそうです。
ステイホームを快適に過ごす上で、欠かせないのが電気用品。
急な不具合を起こさないよう、無駄な電力をつかわないよう、
点検や清掃を行い、古くなったものは修理や交換しましょう。

よく働いた電気用品を
点検・清掃して年末年始に
備えましょう！

②テーブルタップを点検しよう
　複数の電気用品を使用するために、
テーブルタップを使っているご家庭は
多いと思いますが、正しく使用しない
と思わぬ事故につながることがありま
す。

Ⅰ コンセント、コード等のチェック

③コンセントや差込みプラグを
　清掃しよう
　冷蔵庫や家電製品の裏のコンセント
周辺には、チリやホコリが溜まりがち。
注意しなければならないのが「トラッ
キング現象」です。溜まったチリやホ
コリが、湿気を帯びて電気の通り道に
なり、発火するおそれがあります。台
所や洗面所など湿気や水気があるとこ
ろは要注意です。

④アース線を確認しよう
　洗濯機、冷蔵庫、エアコン、電子レ
ンジ、食洗機などは、アース線を取り
付けましょう。万が一、これらの機器
が漏電しても、アース線を通じて電気
が大地に逃げるので、感電や火災など
の被害を防ぐことができます。

▽電気用品の電源を切り、コンセントから抜きましょう。
▽電気は水気が大敵です。拭き掃除は固く絞った雑巾で。
　乾くまで通電しないでください。
▽おかしいな？ と思ったら取扱説明書をよく読んでください。
　それでも分からなければ購入店やメーカーの窓口に相談を。

Ⅱ 家電製品の清掃

①エアコン
　エアコンは室内の空気を吸い込ん
で熱交換するため、どうしてもホコ
リを一緒に吸い込みます。吸い込み
口のフィルターにホコリが溜まると
空気の流れが妨げられ、冷暖房の能
力が低下するので、こまめな清掃を
心がけてください。室外機は効率よ
く熱が交換できるように、周囲をす
っきり片付けましょう。

②冷蔵庫
　１年中働き詰めの冷蔵庫も、食材
を傷めないように気をつけながら点
検・清掃を行いましょう。詰め込み
過ぎは能力を低下させるので、掃除
とあわせて食材の整理をしましょう。
食材収納は「コ」の字形に収めると
中身を見やすく、取り出しやすいの
で理想的です。庫内温度設定もチェ
ックしてください。冬は「中」でも
十分です。

③洗濯機
　「縦型」「ドラム型」に大きく分か
れる洗濯機。掃除の手順は基本的に
同じですが、取扱説明書を確認し、

④照明器具
　ホコリが付着したり、光の反射部
分が汚れると、照明の明るさが落ち
ます。拭き掃除をすると見違えるほ
ど明るくなることもあります。この
際、ＬＥＤを使った照明に切り替えて
しまうこともお奨めです。取り替え
費用はかかりますが、電気代を抑え
られ、長寿命なので、長い目で十分
にコスト削減につながります。

⑤テレビ
　テレビの画面は静電気でホコリを
引き寄せてしまいます。小さな子ど
もがいるご家庭などは、指紋や手形
の汚れもあるでしょう。こうした汚
れは明るさを落として、画像を見え
にくくしてしまいます。液晶の画面

点検のポイント

コンセントプレートが割れていませんか？
中身が見える状態なら、非常に危険です。
差込みプラグがグラグラしませんか？
刃受けが緩んでいるかもしれません。
差込みプラグに焦げたような痕がありませ
んか？
短絡が起きている可能性があります。

長い間、差さったままのプラグはありませ
んか？
ホコリが溜まったプラグはありませんか？
この機会に乾いた布で掃除しましょう。

点検のポイント

前面パネルや吸い込み口、吹き出し口など、
室内機の外側についたホコリを掃除機で吸
い取りましょう。
フィルターを外し、表面についたホコリは

清掃のポイント

アース付きコンセントのアース端子に、緑
色のアース線がしっかりと接続されていま
すか？
エアコンの室外機にアース線が取り着けて
ありますか？（室外機のアース線が室内機
のアース付きコンセントにつながっている
機種もあります）。

点検のポイント

タコ足配線になっていませんか？
コード類に流せる電流には制限がありま
す。
振ってみてください。音がしたら、中で部
品が外れているかもしれません。
配線を束ねて縛っていませんか？
コードを束ねたり巻いた状態で使用すると
熱がこもり発火することがあります。
コードが家電製品などの下敷きになってい

点検のポイント

ませんか？
配線類に無理な力がかかって破損すると、
漏電や火災などの原因になります。

掃除機で吸い取ります。水洗いは裏面から。
水は空気の流れと逆方向から流すと効果的
です。
熱交換器のフィンにホコリや汚れがついて
いたら、掃除機で吸い取りましょう。
洗ったフィルターはよく乾かして本体に取
り付けましょう。
室外機を掃除するときも、室内機のプラグ
を抜いてください。
室外機の裏側に溜まった落ち葉なども排熱
に影響するので、掃除を行いましょう。ド
レン管の詰まりもチェックしてください。

その機種にあったお手入れをしまし
ょう。

は傷つきやすいので、取扱説明書を
よく読んで、推奨された方法で優し
く清掃してください。

ちょっと待って。
始める前に、

これだけは守ってね！



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 

2020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➡ 

2021年1月15日必着締切期日

発 表 2021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。

洗濯機、冷蔵庫、エアコン、電子レンジ、食洗機などは、〇〇
〇線を取り付けましょう。万が一、これらの機器が漏電して
も、電気が大地に逃げるので、感電や火災などを防ぐことが
できます。〇に入るカタカナ３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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①コンセントや差込みプラグを
　点検しよう
　破損しているコンセントやプラグを
そのまま使用すると、感電やショート
（短絡）の原因となります。危険なので、
すぐに交換しましょう。

特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　いかがでしたか？
　電気用品のこまめな点検や清掃は安全性を確保す
るとともに、製品の寿命を伸ばし、消費電力を減ら
すことにもつながります。もし不具合が見つかった
場合は、早期に交換や修理を行ってください。破損
したコンセントの交換などの電気工事は専門の資格
を持った人が行う必要がありますので、注意してく
ださい。

03
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

②テーブルタップを点検しよう
　複数の電気用品を使用するために、
テーブルタップを使っているご家庭は
多いと思いますが、正しく使用しない
と思わぬ事故につながることがありま
す。

　大掃除の機会に電気の不安を解消し、明るい気持
ちで新年をお迎えください。「電気と保安」では来
年も電気の安全で上手な使い方についての幅広い情
報を掲載してまいりますので、引き続きよろしくお
願いいたします。

③コンセントや差込みプラグを
　清掃しよう
　冷蔵庫や家電製品の裏のコンセント
周辺には、チリやホコリが溜まりがち。
注意しなければならないのが「トラッ
キング現象」です。溜まったチリやホ
コリが、湿気を帯びて電気の通り道に
なり、発火するおそれがあります。台
所や洗面所など湿気や水気があるとこ
ろは要注意です。

④アース線を確認しよう
　洗濯機、冷蔵庫、エアコン、電子レ
ンジ、食洗機などは、アース線を取り
付けましょう。万が一、これらの機器
が漏電しても、アース線を通じて電気
が大地に逃げるので、感電や火災など
の被害を防ぐことができます。

①エアコン
　エアコンは室内の空気を吸い込ん
で熱交換するため、どうしてもホコ
リを一緒に吸い込みます。吸い込み
口のフィルターにホコリが溜まると
空気の流れが妨げられ、冷暖房の能
力が低下するので、こまめな清掃を
心がけてください。室外機は効率よ
く熱が交換できるように、周囲をす
っきり片付けましょう。

②冷蔵庫
　１年中働き詰めの冷蔵庫も、食材
を傷めないように気をつけながら点
検・清掃を行いましょう。詰め込み
過ぎは能力を低下させるので、掃除
とあわせて食材の整理をしましょう。
食材収納は「コ」の字形に収めると
中身を見やすく、取り出しやすいの
で理想的です。庫内温度設定もチェ
ックしてください。冬は「中」でも
十分です。

③洗濯機
　「縦型」「ドラム型」に大きく分か
れる洗濯機。掃除の手順は基本的に
同じですが、取扱説明書を確認し、

④照明器具
　ホコリが付着したり、光の反射部
分が汚れると、照明の明るさが落ち
ます。拭き掃除をすると見違えるほ
ど明るくなることもあります。この
際、ＬＥＤを使った照明に切り替えて
しまうこともお奨めです。取り替え
費用はかかりますが、電気代を抑え
られ、長寿命なので、長い目で十分
にコスト削減につながります。

⑤テレビ
　テレビの画面は静電気でホコリを
引き寄せてしまいます。小さな子ど
もがいるご家庭などは、指紋や手形
の汚れもあるでしょう。こうした汚
れは明るさを落として、画像を見え
にくくしてしまいます。液晶の画面

前面パネルや吸い込み口、吹き出し口など、
室内機の外側についたホコリを掃除機で吸
い取りましょう。
フィルターを外し、表面についたホコリは

掃除機で吸い取ります。水洗いは裏面から。
水は空気の流れと逆方向から流すと効果的
です。
熱交換器のフィンにホコリや汚れがついて
いたら、掃除機で吸い取りましょう。
洗ったフィルターはよく乾かして本体に取
り付けましょう。
室外機を掃除するときも、室内機のプラグ
を抜いてください。
室外機の裏側に溜まった落ち葉なども排熱
に影響するので、掃除を行いましょう。ド
レン管の詰まりもチェックしてください。

食材を取り出し、外せるパーツは水洗いし
ます。
ドア内部のゴムパッキンをアルコールなど
で拭き掃除します。名刺をはさんで、ずり
落ちるようなら、取り換え時です。
庫内が軽くなったら冷蔵庫を移動して、裏
面やプラグに溜まったホコリを清掃しま
しょう。

清掃のポイント

洗剤投入ケース、ゴミ取りネットなどを掃
除します。外せるパーツは外して汚れを落
としましょう。
乾燥機能付き全自動洗濯機では、乾燥フィ
ルターや糸くずフィルターを掃除して目詰
まりをなくします。
洗濯槽のフタやフチなど陰になる部分を拭
き掃除します。洗濯機の裏側に溜まったホ
コリも忘れずに。

清掃のポイント

ペンダント式照明は、フードを外して、ホ
コリを拭き取ります。
蛍光灯タイプの照明器具は、蛍光灯を外し
て乾拭きしましょう。
ダウンライトは光の拡散フードのホコリを
拭き取ります。

清掃のポイント

画面のホコリを拭き取ります。プラグを抜
き、しばらく置けば静電気がなくなります。
テレビ裏面のホコリも拭き取りましょう。
旅行や帰省で家を長く空ける場合は、主電
源をオフにしましょう。

清掃のポイント

その機種にあったお手入れをしまし
ょう。

は傷つきやすいので、取扱説明書を
よく読んで、推奨された方法で優し
く清掃してください。

よく働いた電気用品を点検・清掃して
年末年始に備えましょう！
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千葉事業本部 君津事業所　浅沼　正一　

の 記 録 から現場
絶縁監視装置により アース線誤接続を発見！

　漏電が発生する原因は様々で
すが、状況の変化により漏電状
態となったり復旧したりを繰り
返すケースがあります。
　悪条件が重なったときだけ漏
電状態となる場合には、原因を
特定するのがとても難しく、多
くの場合時間がかかります。今
回は粘り強く探査を行い、お客
さまのご協力も得て、原因特定
に至った事例を紹介します。

◆　　◆　　◆
　ある日、担当しているお客さ
ま（レジャー施設）の「絶縁監
視装置が発報しているので、お
伺いするように」という連絡が
入りました。
　絶縁監視装置はキュービクル
や電気室に設置、低圧電路の漏

電を常時監視し、異常が発生す
れば関東電気保安協会に自動で
通報する装置です。
　その後、直ちにお客さまに向
かいました。到着後、電気設備
の異常がなかったかをお聞きし
たところ「特に異常はありませ
ん」とのご回答でした。絶縁監
視装置を確認しましたが、漏電
は既に復旧していました。念の
ためクランプ式漏れ電流計によ
り測定しましたが、漏れ電流も
確認されませんでした。
　次に絶縁抵抗測定のため、停
電させていただけないかお願い
しましたが、「できれば停電は避
けたい」というお客さまのご希
望です。現状では漏電は発生し

ていないため、点検内容をご説
明し、様子をみていただくこと
となりました。
　数日後、絶縁監視装置が再度
発報し、お客さまを訪問しました。
前回同様、漏電は復旧しており
漏れ電流測定でも漏電は認めら
れません。早期解決を図るため、
改めて漏電による危険性をお客
さまに説明したところ、停電の
ご了承が得られたため、絶縁抵
抗測定を実施させていただきま
した。しかし、絶縁不良は確認
できませんでした。
　漏電の事象が継続しないこと
から、漏電を回路毎に継続探査
する測定器（以後「漏電探査器」
と呼びます）を設置して探査を

継続することとしました。
　数日後に再び、絶縁監視装置
が漏電を検出し、発報しました。
そこで漏電探査器の記録内容を
確認したところ、数アンペアの
漏電記録が残っています。漏電
の確認ができたため、配線損傷
等により過大な漏れ電流が流れ
たと推測し、配線状況を数日間
かけて点検しました。それでも
異常は発見できませんでした。
　さらに数日後のことです。点
検を終え帰所しようとした際に、

お客さまから「漏電警報装置
（ELR）が発報している」とお声
掛けをいただきました。そこで
施設内の点検を再開。ついにゲ
ームコーナー内の、バスケット
ボールゲーム機器に取り付けて
ある赤色灯が回転すると、ELR
が発報することを突き止めまし
た。その際には絶縁監視装置も
漏電を検出していました。
　配線状況を確認したところ、
赤色灯への機器内部配線の結線
が誤っていました。接地側電線

とアース線が逆に接続されてい
たのです。赤色灯は、バスケッ
トボールゲームで高得点が出る
と回転する仕組みでした。赤色
灯が回転した時だけ、絶縁監視
装置が発報していたのです。機
器内部配線だったこともあり、
発見に至るまでに時間がかかっ
てしまいました。

◆　　◆　　◆
　今回は、誤接続による漏電状
態が発生した事例でしたが、絶
縁監視装置が設置されていなけ
れば発見できなかった可能性が
あり、最悪の場合、感電や火災、
機器故障の原因になっていたか
もしれません。お客さまから積
極的なご協
力をいただ
けたことで、
無事に原因
を発見する
ことができ
ました。
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敷島生まれ、敷島育ち

　栃木県・那須高原と北海道・
白老町などで9つの牧場を運営す
る敷島ファーム。飼育する黒毛和
牛の数は約1万頭と、その規模は
国内最大クラスです。畜産だけで
なく、農園、食品加工・卸、ホ
テルやレストラン運営など、多角的
に事業を展開しています。
　敷島ファームのこだわりは、自
社牧場で生まれた子牛を、出荷ま

でまごころ込めて育て上げる「敷
島生まれ、敷島育ち」です。牛
肉は最長飼育地が生産地とされま
すので、たとえ地域ブランド牛で
も生まれがその地とは限りません。
その点、敷島ファームの牛は、生
まれも育ちも同じ。これはまさに
牛飼いの原点といえるでしょう。
そして生まれた地で育つということ
は、飼育環境の変化によるストレ
スを回避することにもつながります。
　生育一貫の生産体制により、生
まれてから出荷までのすべての情
報を把握し、徹底した安全管理
が可能となります。敷島ファーム
では、牛が生まれる前からのあら
ゆる情報を詳細に記録・管理でき
るため、一頭一頭の牛に合った最

適な育て方が可能になります。こ
れだけ手間と時間をかけているか
らこそ、安全・安心と最高品質が
両立する黒毛和牛を提供できるの
です。
　敷島ファームのブランド牛は、
「白老和牛」「那須高原敷島牛」「黒
梅牛」の3つ。もちろん、どれも「敷
島生まれ、敷島育ち」なので、お
いしさと安全性は折り紙付きです。

先進的な取り組み

　敷島ファームでは、一般社団法
人家畜改良事業団（LIAJ）との
ゲノミック評価に関する共同研究な
ど、先進的な家畜改良事業にも取
り組んでいます。ゲノミック評価と
は、牛のＤＮＡ情報を分析し、個
体ごとの遺伝的能力を評価する方
法です。この評価値を利用し交配
することにより、スピーディーで的
確な改良が出来るようになりまし
た。
　2019年には「農場HACCP（ハ
サップ）」と「JGAP（ジェイギャ
ップ）」を取得。どちらも食の安
全や飼育環境、労働安全や自然
環境の保全に積極的に取り組む農
場の証となる認証です。開催が延
期された東京オリンピック・パラリ
ンピックの選手村でも、敷島ファ
ームの黒毛和牛が提供される予定
です。
　また、日々排出される糞尿堆肥
を熟成堆肥化し、自社農園での

利用や近隣農家への提供（耕畜
連携）などの循環型農業にも取り
組んでいます。さらに、2019年か
らはIoT技術や自動給餌器を活用
したスマート農業も展開していま
す。こうした先進的な取り組みへ
の挑戦は、チャレンジ精神旺盛な
社風が後押ししているようです。

直営店でお肉を味わう

　敷島ファームの黒毛和牛を味わ
うなら、直営レストラン「ダイニン
グキッチンあ・かうはーど」はい
かがでしょうか。畜産部業務部長
の山本洋平さんに、お薦めのメニ
ューをお聞きしました。
　「香ばしく炙（あぶ）ったロース
トビーフの握り寿司ですね。これ
は自信をもってお薦めできます。
300グラムの黒毛和牛ステーキ
『Mt.那須Rock』は食べ応え抜群。
見た目もインパクトがありますが、
赤身肉を使用しているので意外に
女性でも完食いただけます」
　那須塩原市内には黒毛和牛の
焼肉店「敷島」もあります。厳選
された黒毛和牛を手頃な価格で食
べられると、近隣の方々からも大
人気のお店。特に焼肉ランチが人
気です。同店は東京・新橋にも出

店しています。
　那須塩原の「敷島」には精肉
店の「敷島ミート販売所」が併設
されており、新鮮なお肉だけでな
く、コロッケやメンチカツなどの
惣菜も充実しています。黒毛和牛
を100％使用したビーフカレーは、
自宅で本格的な味が楽しめると評
判です。コロナ禍の今、現地まで
なかなか足を運べないという人は、
公式オンラインショップをチェック
してみてはいかがでしょうか。
　直営ホテルの「ホテル・フロラ
シオン那須」は国内では珍しい、
牧場の中にあるホテルです。那須
高原の豊かな自然を感じることが
できる広々とした客室、上質で滑
らかな泉質の温泉、そして美味し
いお料理。日常を忘れて、至福の
時間を過ごすことができます。
　また「ショップ＆ギャラリー敷
島」には、栃木県足利市出身の
書家・詩人、相田みつをの作品が

常設展示されています。美術館以
外で作品をいつでも鑑賞できるの
は貴重です。相田みつを美術館
公式グッズも販売しています。

信頼に応えて誠心誠意

　これだけの設備を有しているだ
けに「電気の安全は常に気を使い
ます」と山本さんは言います。
　「特に心配なのは、牛が飲む水
です。井戸から電動ポンプで汲み
上げているので、停電などで止ま
ると死活問題です。保安協会さん
は日頃の安全確認はもちろんです
が『設備更新の時期が来ています』
などと、私たちにはわからないプ
ロの視点で教えてくれるので、本
当に助かっています。もう、切っ
ても切れない関係ですね」
　このようなありがたいお言葉を頂
きました。これからもその信頼に
応え続けるために、誠心誠意、職
務を全うしてまいります。

秋晴れの牧場

こ ん に ち はまさ客お
敷島ファーム

〒325-0302　栃木県那須郡那須町大字高久丙1796
TEL： 0287-74-5611

レストラン「ダイニングキッチンあ・かうはーど」

ステーキ、すきしゃぶ用の黒毛和牛 

黒毛和牛ステーキ『Mt.那須Rock』

焼肉店「敷島」

※営業状況等は、新型コロナウィルス対策等で変更となる場合があります。事前にご確認のうえご利用ください。

「ホテル・フロラシオン那須」のホール

畜産部 業務部長山本 洋平さん
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特　集 2

1 自然災害の増加

　過去60年間において、関東
地方に上陸もしくは接近した台
風の回数を気象庁データで集計
すると、年単位では0回～ 7回
とバラツキが大きいのですが、
10年単位でみると22回～ 38回
と1.7倍の開きがあります。統
計分析では近年、頻度は増加傾

向にあると推測されます。月別
では、夏から秋の時期に集中し
ており、8月から10月で156回
(構成率83％)の台風による影響
が発生しています。【表1】
　ここ数年の傾向として、大型
(風速15m/s以上の範囲)で勢
力が強く(最大風速)かつ速度が
遅く、甚大な被害が発生する恐
れのある台風が頻繁に発生し、

建築物や設備等への被害に留ま
らず、社会生活や経済活動への
影響が大きくなっています。
　同様に過去40年間の集中豪
雨について、気象庁データで全
国の1時間降水量50mm以上の
年間発生回数を集計しました。
1980年代と比較すると、2010
年代は10年単位で1.5倍に増加
しています。【表2】

　長期変化傾向
として増加の傾
向にあるだけで
なく、近年の災
害では、局地的
に短時間かつ大
量の雨量が観測
され、洪水や浸
水による甚大な
被害が発生して
います。

2 被害の状況

　2019年の台風15号(９月)と
19号 (10月 )の 災 害 は、暴 風
(15号 )、豪雨(19号 )とタイプ
の異なる甚大な台風被害でした。

ともに社会に与えたインパクト
は大きく、災害対応への具体的
な啓蒙活動や自治体の災害情報
提供の整備が進められています。

（１）暴風災害
　台風15号は、勢力がピーク
に達したところで関東地方に上
陸しました。進行方向の右側に
入った房総半島では、千葉市で
観測史上1位の最大瞬間風速
57.5m/sを記録しました。強風
による建造物の倒壊・損傷や多
数の倒木による停電の長期化な
ど、過去に経験したことがない
甚大な災害となりました。

　この台風によるお客さま電気
設備への被害は暴風、飛来物及
び倒木による1号柱、キュービ
クル及び太陽光パネル等の損傷
が特徴的な内容でした。これら
の経験を踏まえ、飛来物を発生
させない、または防護への注意
喚起、引込み線及び１号柱周囲
の計画的な伐採、太陽光パネル
の架台強度見直しなどが検討・
実施されています。【写真1、2】
　なお、電力供給設備は倒木等
による道路の寸断や関東全域で
約2000本の電力柱が損壊し、
停電復旧に最長20日程度要した
地域もありました。過去の災害

復旧では考えられない規模の作
業量と、病院や高齢者施設等へ
の仮設電源による供給などの対
応に追われることとなりました。

（２）豪雨災害
　台風19号は、当初から大型
で勢力が強かったために、接近
する前から警戒されていました。
それにもかかわらず、記録的な
雨量(箱根では12時間降水量
729.5mm)のために、関東から
東北までの広域で大規模な浸水
災害が発生しました。
　長時間にわたり暖かく湿った
風が吹き付けて、山沿いで雨量
が増加し、各地の河川の水位が
上昇、堤防からの越水や内水氾
濫(※1)などによって、各地で
浸水による被害が多発しました。
　豪雨災害には、一般的に平野
部に多い堤防決壊もしくは氾濫
による浸水と、都市部に多い内
水氾濫による浸水があります。
近年は台風の影響によるものだ
けでなく、局地的な集中豪雨に
よるものが増加しており、山間
部の豪雨により時間差で河川の
中流域(平野部)や下流域(都市
部)において浸水災害が発生す
る事例が生じています。
　昨年の浸水災害では、堤防決
壊、氾濫及び豪雨による低地の
浸水により建造物、キュービク
ル及び太陽光パネルが水没した
事例に加えて、多摩川の下流域
で内水氾濫が発生し、マンショ
ン、ビル、商店、工場、住宅な

ど多くの建造物が浸水被害を受
けました。【写真3、4、5】
　浸水被害による電気設備の復
旧には、多大な労力と時間を要
します。完全な復旧までには1
週間から数ヵ月の期間を要する
ことが多くあります。復旧作業は、
水を排水することから始まって、
調査・点検、交換設備の手配、
仮設電源による電源供給などの
後に本格的な復旧工事の手順を
踏むこととなるからです。
　なお、河川や下水等から氾濫
した水には泥や塩分等が含まれ
ています。水没した電気設備の
内部には微細な粉塵（じん）や
塩分等が付着し、後日、絶縁劣
化や腐食等が進み故障の原因と
なることがあるので、十分な調
査・点検と慎重な使用可否の判
断が必要です。【写真6】

3 未然防止対策

　電気設備の浸水災害を未然に
防止するには、浸水リスクを把
握し、設備の現状を確認後、建
築物や設備の実態に合わせた、
効果的な対策を策定する必要が
あります。

（１）ハザードマップ等の確認
　浸水リスクを把握するには、
市町村が公表する「ハザード
マップ」と「浸水想定区域図等」
を確認してください。地形及び
過去の浸水実績等の情報を踏ま
えて、総合的に対策を判断する
必要があります。

（２）浸水対策の設定
　個々の建築物または設備にお
ける機能継続の必要性(社会的

な影響も考慮)を勘案し、どの
程度の浸水対策を行うか、どの
順番で実施するかなどを検討し
ます。
　特に既設物件では、技術的な
適用可否、工事金額と費用効果、
災害時に対応可能かなども十分
に把握・検討する必要があります。

（３）浸水リスクを 低減する
　　 ための取り組み例
ア　設定浸水深より高い位置
に主要な電気設備を設置
する

　　　キュービクル、発電機
及び保安設備制御盤等を
上階または屋上等に設置
します。

イ　敷地または建築物への浸
水を防止する「水防ライ
ン」を設置する

浸水災害に備えよう !
　　　敷地または建築物内へ
の浸水防止を目的に、出
入口床面の嵩（かさ）上
げ(マウンドアップ)、止
水板の設置及び防水扉の
設置を検討し、効果的な
浸水対策を施します。

　　　なお、脱着式の止水板
を設置する場合は、設置
方法及び機材・人員・タ
イムライン等の事前確認
と定期的な訓練が重要で
す。常設の止水板及び防
水扉の場合は、日常的な
メンテナンスが必要とな
ります。

ウ　土嚢を準備し、非常時に
応急設置する

　　　建築物内への浸水経路
として最も多いのは、玄
関等の出入口です。周囲
に想定浸水深以上の高さ
に土嚢（のう）を積むこ
とにより、応急的な浸水
防止が図れます。ただし、
事前に土嚢を準備・保管
すること、及び設置には
人員と手順が必要なこと
から、定期的な訓練が必
要です。

エ　換気扇、通気口及び配管
等の開口部からの浸水経
路を確認・止水する

　　　出入口以外の浸水経路
で多いのは、建築物の外

壁に設置されている換気
扇や排気口等です。開口
部、電線管及びダクトを
通じて水が浸入するので、
図面や外観点検で確認し、
必要により止水処置を行
います。

オ　排水・貯留設備における
逆流・溢水対策を講じる

　　　近年は、下水道からの
逆流や雨水を貯蓄する貯水
槽のマンホールからの溢水
（いっすい）による建築物
の浸水事例が生じています。
建物の地下階にある電気設
備が浸水し、大きな被害が
起きています。

4 長期停電に備えて

　変電室、キュービクルまたは
主要電気機器が浸水した場合に
備えて、早期復旧に向けた対策
をあらかじめ検討しておくこと
が必要です。

（１）事前の取り組み
ア　連絡体制の整備
　　　被災時に電気及び設備
関係者への連絡を円滑に行
うために、関係者連絡先を
示した連絡体制図(会社名、
担当者名、連作先等)を整
備・把握・情報共用します。

イ　設備関係図面の整備

　　　電気設備の配置図、単
線結線図、電気機器図及
び負荷設備配線図等を整
備し、被災時の仮設電源
による電源供給や復旧工
事を効率的に進められる
ようにします。

（２）発災時・発災後の取り組み
　復旧作業が発生した場合、一
般的に①排水作業と清掃→②調
査・点検及び復旧方法の検討→
③応急処置の手配→④復旧作業
→⑤送電の手順で対応すること
が多くなります。
　最も重要なことは、復旧対象
設備の優先度と工事規模を把握
し、仮設電源の必要性や復旧工
事スケジュールを早期に決定す
ることです。

（３）非常用電源の活用
　近年、災害頻度の増加に加え
て停電が長期化する事例が見ら
れます。このことから、生命に
かかわる設備及び社会的な影響
が大きい設備に望ましいのは、
機能継続に必要な電気設備に長
時間(72時間が目安)供給する
非常用発電機の設置です。
　なお、非常時に安定した電源
を供給するために、発電機の定
期的な起動・負荷試験と定期メ
ンテナンスは確実に実施してお
く必要があります。

関東電気保安協会　総合技術センター　技術開発担当

特別参与  宇都　幸男

【写真1】　1号柱にまとわりついたトタン

【写真2】　倒木により倒壊した1号柱と電力柱

近年、台風や集中豪雨により、電気設備に甚大な被害が発生しています。
昨年発生した災害の特徴は、強風と浸水により、電力会社の配電線だけでなく、
お客さま電気設備の被害が増加し、停電による社会的な影響が長期化したことです。
特に、電気設備は浸水による被害が発生すると、完全復旧に多額の費用と時間を
要するので、事前に水害リスクを把握するとともに浸水対策を検討して備えましょう。

※1 内水氾濫 市街地に排水能力を超える多量の雨が降り、排水が雨量に追い付かず建物や土地が水に浸かる現象です。
　　　　 　　  排水能力が不足している場合(氾濫型)と河川の水位が高く排水ができずに水が溜まる(湛水型)の2つの
　　　　 　　パターンがあります。

【表1】 10年単位の台風上陸もしくは接近の月別回数(関東地方)

【表2】 降水量50mm以上の発生回数

年　　月  

1960 ～ 69

1970 ～ 79

1980 ～ 89

1990 ～ 99

2000 ～ 09

2010 ～ 19

合　計  

10年当り

1月

0

0

0

0

0

0

0

0.0

2月

0

0

0

0

0

0

0

0.0

3月

0

0

0

0

0

0

0

0.0

4月

0

0

0

0

0

0

0

0.0

5月

1

0

1

0

1

0

3

0.5

6月

3

0

2

3

1

3

12

2.0

7月

3

4

3

2

6

5

23

3.8

8月

15

7

11

6

10

9

58

9.7

9月

11

8

4

18

9

10

60

10.0

10月

4

5

7

4

7

11

38

6.3

11月

1

0

0

1

0

0

2

0.3

12月

0

0

0

0

0

0

0

0.0

合計

38

22

27

33

33

36

189

31.5

年　  
1980 ～ 89
1990 ～ 99
2000 ～ 09
2010 ～ 19
合計／平均

回　　数
2,224
2,582
2,873
3,271
10,950

1 年 当り
222.4
258.2
287.3
327.1
273.8
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特　集 2

1 自然災害の増加

　過去60年間において、関東
地方に上陸もしくは接近した台
風の回数を気象庁データで集計
すると、年単位では0回～ 7回
とバラツキが大きいのですが、
10年単位でみると22回～ 38回
と1.7倍の開きがあります。統
計分析では近年、頻度は増加傾

向にあると推測されます。月別
では、夏から秋の時期に集中し
ており、8月から10月で156回
(構成率83％)の台風による影響
が発生しています。【表1】
　ここ数年の傾向として、大型
(風速15m/s以上の範囲)で勢
力が強く(最大風速)かつ速度が
遅く、甚大な被害が発生する恐
れのある台風が頻繁に発生し、

建築物や設備等への被害に留ま
らず、社会生活や経済活動への
影響が大きくなっています。
　同様に過去40年間の集中豪
雨について、気象庁データで全
国の1時間降水量50mm以上の
年間発生回数を集計しました。
1980年代と比較すると、2010
年代は10年単位で1.5倍に増加
しています。【表2】

　長期変化傾向
として増加の傾
向にあるだけで
なく、近年の災
害では、局地的
に短時間かつ大
量の雨量が観測
され、洪水や浸
水による甚大な
被害が発生して
います。

2 被害の状況

　2019年の台風15号(９月)と
19号 (10月 )の 災 害 は、暴 風
(15号 )、豪雨(19号 )とタイプ
の異なる甚大な台風被害でした。

ともに社会に与えたインパクト
は大きく、災害対応への具体的
な啓蒙活動や自治体の災害情報
提供の整備が進められています。

（１）暴風災害
　台風15号は、勢力がピーク
に達したところで関東地方に上
陸しました。進行方向の右側に
入った房総半島では、千葉市で
観測史上1位の最大瞬間風速
57.5m/sを記録しました。強風
による建造物の倒壊・損傷や多
数の倒木による停電の長期化な
ど、過去に経験したことがない
甚大な災害となりました。

　この台風によるお客さま電気
設備への被害は暴風、飛来物及
び倒木による1号柱、キュービ
クル及び太陽光パネル等の損傷
が特徴的な内容でした。これら
の経験を踏まえ、飛来物を発生
させない、または防護への注意
喚起、引込み線及び１号柱周囲
の計画的な伐採、太陽光パネル
の架台強度見直しなどが検討・
実施されています。【写真1、2】
　なお、電力供給設備は倒木等
による道路の寸断や関東全域で
約2000本の電力柱が損壊し、
停電復旧に最長20日程度要した
地域もありました。過去の災害

復旧では考えられない規模の作
業量と、病院や高齢者施設等へ
の仮設電源による供給などの対
応に追われることとなりました。

（２）豪雨災害
　台風19号は、当初から大型
で勢力が強かったために、接近
する前から警戒されていました。
それにもかかわらず、記録的な
雨量(箱根では12時間降水量
729.5mm)のために、関東から
東北までの広域で大規模な浸水
災害が発生しました。
　長時間にわたり暖かく湿った
風が吹き付けて、山沿いで雨量
が増加し、各地の河川の水位が
上昇、堤防からの越水や内水氾
濫(※1)などによって、各地で
浸水による被害が多発しました。
　豪雨災害には、一般的に平野
部に多い堤防決壊もしくは氾濫
による浸水と、都市部に多い内
水氾濫による浸水があります。
近年は台風の影響によるものだ
けでなく、局地的な集中豪雨に
よるものが増加しており、山間
部の豪雨により時間差で河川の
中流域(平野部)や下流域(都市
部)において浸水災害が発生す
る事例が生じています。
　昨年の浸水災害では、堤防決
壊、氾濫及び豪雨による低地の
浸水により建造物、キュービク
ル及び太陽光パネルが水没した
事例に加えて、多摩川の下流域
で内水氾濫が発生し、マンショ
ン、ビル、商店、工場、住宅な

ど多くの建造物が浸水被害を受
けました。【写真3、4、5】
　浸水被害による電気設備の復
旧には、多大な労力と時間を要
します。完全な復旧までには1
週間から数ヵ月の期間を要する
ことが多くあります。復旧作業は、
水を排水することから始まって、
調査・点検、交換設備の手配、
仮設電源による電源供給などの
後に本格的な復旧工事の手順を
踏むこととなるからです。
　なお、河川や下水等から氾濫
した水には泥や塩分等が含まれ
ています。水没した電気設備の
内部には微細な粉塵（じん）や
塩分等が付着し、後日、絶縁劣
化や腐食等が進み故障の原因と
なることがあるので、十分な調
査・点検と慎重な使用可否の判
断が必要です。【写真6】

3 未然防止対策

　電気設備の浸水災害を未然に
防止するには、浸水リスクを把
握し、設備の現状を確認後、建
築物や設備の実態に合わせた、
効果的な対策を策定する必要が
あります。

（１）ハザードマップ等の確認
　浸水リスクを把握するには、
市町村が公表する「ハザード
マップ」と「浸水想定区域図等」
を確認してください。地形及び
過去の浸水実績等の情報を踏ま
えて、総合的に対策を判断する
必要があります。

（２）浸水対策の設定
　個々の建築物または設備にお
ける機能継続の必要性(社会的

な影響も考慮)を勘案し、どの
程度の浸水対策を行うか、どの
順番で実施するかなどを検討し
ます。
　特に既設物件では、技術的な
適用可否、工事金額と費用効果、
災害時に対応可能かなども十分
に把握・検討する必要があります。

（３）浸水リスクを 低減する
　　 ための取り組み例
ア　設定浸水深より高い位置
に主要な電気設備を設置
する

　　　キュービクル、発電機
及び保安設備制御盤等を
上階または屋上等に設置
します。

イ　敷地または建築物への浸
水を防止する「水防ライ
ン」を設置する

浸水災害に備えよう！

　　　敷地または建築物内へ
の浸水防止を目的に、出
入口床面の嵩（かさ）上
げ(マウンドアップ)、止
水板の設置及び防水扉の
設置を検討し、効果的な
浸水対策を施します。

　　　なお、脱着式の止水板
を設置する場合は、設置
方法及び機材・人員・タ
イムライン等の事前確認
と定期的な訓練が重要で
す。常設の止水板及び防
水扉の場合は、日常的な
メンテナンスが必要とな
ります。

ウ　土嚢を準備し、非常時に
応急設置する

　　　建築物内への浸水経路
として最も多いのは、玄
関等の出入口です。周囲
に想定浸水深以上の高さ
に土嚢（のう）を積むこ
とにより、応急的な浸水
防止が図れます。ただし、
事前に土嚢を準備・保管
すること、及び設置には
人員と手順が必要なこと
から、定期的な訓練が必
要です。

エ　換気扇、通気口及び配管
等の開口部からの浸水経
路を確認・止水する

　　　出入口以外の浸水経路
で多いのは、建築物の外

壁に設置されている換気
扇や排気口等です。開口
部、電線管及びダクトを
通じて水が浸入するので、
図面や外観点検で確認し、
必要により止水処置を行
います。

オ　排水・貯留設備における
逆流・溢水対策を講じる

　　　近年は、下水道からの
逆流や雨水を貯蓄する貯水
槽のマンホールからの溢水
（いっすい）による建築物
の浸水事例が生じています。
建物の地下階にある電気設
備が浸水し、大きな被害が
起きています。

4 長期停電に備えて

　変電室、キュービクルまたは
主要電気機器が浸水した場合に
備えて、早期復旧に向けた対策
をあらかじめ検討しておくこと
が必要です。

（１）事前の取り組み
ア　連絡体制の整備
　　　被災時に電気及び設備
関係者への連絡を円滑に行
うために、関係者連絡先を
示した連絡体制図(会社名、
担当者名、連作先等)を整
備・把握・情報共用します。

イ　設備関係図面の整備

　　　電気設備の配置図、単
線結線図、電気機器図及
び負荷設備配線図等を整
備し、被災時の仮設電源
による電源供給や復旧工
事を効率的に進められる
ようにします。

（２）発災時・発災後の取り組み
　復旧作業が発生した場合、一
般的に①排水作業と清掃→②調
査・点検及び復旧方法の検討→
③応急処置の手配→④復旧作業
→⑤送電の手順で対応すること
が多くなります。
　最も重要なことは、復旧対象
設備の優先度と工事規模を把握
し、仮設電源の必要性や復旧工
事スケジュールを早期に決定す
ることです。

（３）非常用電源の活用
　近年、災害頻度の増加に加え
て停電が長期化する事例が見ら
れます。このことから、生命に
かかわる設備及び社会的な影響
が大きい設備に望ましいのは、
機能継続に必要な電気設備に長
時間(72時間が目安)供給する
非常用発電機の設置です。
　なお、非常時に安定した電源
を供給するために、発電機の定
期的な起動・負荷試験と定期メ
ンテナンスは確実に実施してお
く必要があります。

建築物における電気設備の浸水対策の詳細や具体的な事例については、経済産業省ホームページを参照して下さい。

【写真3】
水没し汚損したキュービクル

【写真5】
水没し泥まみれの太陽光パネル

【写真4】
嵩上げ基礎キュービクルの浸水例

【写真6】
微細な粉塵が付着した機器

ニュースリリース「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」
https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200619003/20200619003.html

関連資料：建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン（PDF）
https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200619003/20200619003-1.pdf
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　神奈川県３番目の政令指定都市・相模原市。まち
のセールスコピーは「潤水都市」です。内陸型の工
業都市、東京のベットタウンとして発展しましたが、
相模川が流れ、複数のダム湖が水を湛える市域は緑
も豊富。自然を身近に感じ、楽しめるスポットに恵
まれています。
　戦後まもなく造られた相模湖は、東京都心部から
の交通アクセスが良く、遊覧船やボート遊びなど、

手軽に湖上のレジャーが楽しめる場所として長く親
しまれてきました。これからの季節は紅葉が盛り。
色づく山や木々の中を歩くハイキングやアウトドア
が楽しめます。
　津久井湖を見下ろす城山には、関東の覇者・北条
氏が出城を築いていました。ここは広い関東平野の
西端にあたる要衝でした。湖に流れ込み相模川と合
流する道志川は清流で、川べりには多数のキャンプ
場、渓流釣り場もあります。
　相模川が山間部から平野部へと流れ出す辺りに、
小倉橋が架かります。４径間のアーチが美しく、そ
の造形美と渓谷美の調和から「推奨土木遺産」に認
定されています。建設は1938(昭和13)年、相模川で
は最古の現役の橋です。

　
宇宙の謎に挑む、JAXAの拠点

　広々と続く住宅地の先に現れる緑の森。その一角
にＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）相模原キャンパ
スがあります。ブラックホール、銀河の成り立ちな
どを探る研究拠点で、「はやぶさ」などのミッション
の中心的役割を果たしています。常設展示施設の「宇
宙科学探査交流棟」、年に1度の特別公開（今年度は
中止）を通じて、宇宙の謎に挑む研究の最先端に触
れてみてください。

小トラベル好奇心
いっぱい！

ＪＡＸＡ相模原キャンパス「宇宙科学探査交流棟」は技術開発、研究成果などを常設展示しています（新型コロナ対策のため現在、見学は要事前予約）

（記事提供　電気新聞）

新宿駅から
小田急小田原線相模大野駅まで約35分（快速急行）
京王相模原線橋本駅まで約40分（準特急）
JR中央本線相模湖駅まで約55分（中央特快ほか）
新横浜駅から
JR横浜線、橋本駅まで約30分（快速）
首都圏中央連絡自動車道（圏央道）相模原愛川ICから
相模原市役所まで約6.0km

鉄道の場合

自動車の場合

： 

：

【陣馬山】
　相模原市と東京都

八王子市の境に位置

します。標高は850

ｍ余りありますが、

山の初心者や子供連

れでも登れるので、

紅葉を楽しむハイキ

ングにうってつけ。

【さがみ湖リゾート
   プレジャーフォレスト】

　観覧車や“絶叫マ

シン”もある遊園地

と、キャンプやバー

ベキューなどアウト

ドア施設を持つア

ミューズメントパー

クです。人気のアト

ラクションは空中ア

スレチック。命綱をつけて空中散歩する吊り橋はスリル満

点です。全コースがセーフティネットで囲まれた子ども向

けアスレチックもあります。冬の魅力はイルミネーション。

園内の起伏や斜面を活かしたダイナミックな演出は関東地

方屈指のスケールです。
☎0570-037-353
●鉄道の場合：JR中央本線相模湖駅からバス「プレジャーフォレス
ト前」下車。自動車の場合：中央道相模湖東出口から8分、圏央
道相模原ICから15分

●営業時間：平日10:00 ～ 16:00、土日祝日9:00 ～ 17:00
●入園料(フリーパス)：大人4300円、小人・シニア3500円など。
一部アトラクションは追加料金が必要
●上記は基本情報です。詳しくはホームページでご確認ください。
（https://www.sagamiko-resort.jp）

【相模川ふれあい科学館
   アクアリウムさがみはら】
　淡水魚を中心に両

生類・水生昆虫など

を飼育展示する水族

館です。「流れのア

クアリウム」は全長

110km余の相模川の

上流から河口までを

【銀河アリーナ】
　JAXAと隣接する

淵野辺公園は、硬式

野球場、テニスコー

ト、芝生広場などを

備えた運動公園。「銀

河 ア リ ー ナ」の ス

ケートリンクは10

神奈川県 相模原市Access┃  アクセス

白馬のモニュメントが建つ広くなだらかな山頂は360度の

眺望で、富士山、丹沢、秩父の山々や東京スカイツリー、

江ノ島も望めます。
●ＪＲ中央本線藤野駅からバス「陣馬登山口」下車。山頂まで登
り約1時間50分

40ｍの水槽で表現。「湧水と小川のアクアリウム」は相模川

に住む生物に、エサやりの体験ができます。親子で楽しめ

るイベントやワークショップも多彩。
☎042-762-2110
●鉄道の場合：ＪＲ横浜線相模原駅からバス「ふれあい科学館前」
下車。自動車の場合：圏央道相模原愛川ＩＣより約６km
●営業時間(基本)：9:30 ～ 16:30、月曜休館（祝日の場合は開館、
春・夏・冬休みやGWなど長期休暇期間は毎日開館）

●入館料：大人（高校生以上）450円、小人（小・中学生）150円、
65歳以上220円

月から５月の開場で、今シーズンは入れ替え制など新型コ

ロナ対策をとって営業します。子ども向けスケート教室の

ほか、基礎から始めてゲームまで体験できる「カーリング

教室」も開いています（要受講料）。
☎042-776-5311
●JR横浜線淵野辺駅、小田急線相模大野駅からバス「淵野辺公園」
下車
●営業期間・時間：10月1日～５月31日(原則無休)、8:30 ～
19:45（火木は17:30まで）
●入場料：大人1000円、中人(19歳未満)750円、小人(４歳～
中学生)・高齢者(65歳以上)500円、貸靴：大人(高齢者含む)・
中人500円、小人(中学生以下)250円

小倉橋は夏季、幻想的にライトアップされます（奥は新小倉橋） ※各施設の営業状況等は、新型コロナウイルス対策などで変更となる場合があります。事前にご確認のうえでご利用ください。

見どころ見どころ
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─電気工事士法と電気工事業法─

第 回

電気事業法と各種手続き（20）

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。
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。　
電気事業法とともに慣例的に「電気保安4法」と呼ばれる法律の紹介、
2回目は「電気工事2法」と総称される電気工事士法と電気工事業法です。

（記事提供　電気新聞）

72 
「電気工事」を定義した電気工事士法第２条第３項に、「政令で定める軽微な工事を除く」というただし
書きがあります。その「軽微な工事」は電気工事士の資格がなくても作業をすることができます。同法
施行令第１条で具体的に示されており、概略は以下の通りです。
　1．電圧 600V 以下で使用する接続器、開閉器にコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事
　2．電圧 600V 以下で使用する電気機器（配線器具を除く）、蓄電池の端子などに電線をねじ止めする工事
　3．電圧 600V 以下で使用する電力量計、アンペアブレーカー、ヒューズの取り付け・取り外し工事
　4．呼び鈴、インターホーン、火災感知器などの二次側（36Ｖ以下）の配線工事
　5．電線を支持する柱、腕木などの設置・変更工事
　6．地中電線用の暗渠（あんきょ）または管を設置・変更する工事

軽微な工事

▶用語解説

　ともに電気保安を確保するために制定されま

した。電気工事業を仕事とする個人や企業が

遵守しなければならない法律であり、自家用電気工作

物の設置者も設備の維持管理に当たり、頭に入れてお

くべき法令です。第1条（目的）は以下の通りです。

　「電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定

め、もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に

寄与する」（電気工事士法）

　「電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制

を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、

もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安

の確保に資する」（電気工事業法）

　なお、電気工事業法は正式な名称を「電気工事業の

業務の適正化に関する法律」といいます。

　この法律はかつて、一般用電気工作物のみ

が規制の対象でしたが、1987（昭和62）年の

改正に伴い、自家用電気工作物が加えられました。背

景は中小ビルの増加です。バブル景気の時代と重なる

この時期、中小規模のビルにも空調設備や情報機器

が普及し、電気設備が大型化して、規制対象外である

自家用電気工作物に該当するようになりました。とこ

ろがビル設置者の電気保安への意識は高くなく、事故

が多発しました。そこで自家用電気工作物の一部にも、

法律の適用範囲を広げました。

　なお、最大電力500kW以上の自家用電気工作物や

事業用電気工作物の工事を規定していないのは、これ

らが電気事業法に基づいて選任される電気主任技術者

　同法第3条は3項にわたり「従事してはなら

ない」という条文が並びます。「電気工事の欠

陥による災害の発生を防止」する、この法律の根本的

な目的を果たすため、資格や認定のない者が電気工事

の作業に従事することを禁じているのです。

　この法律で規定する「電気工事」とは、電気事業法

第38条で定める一般用電気工作物および自家用電気

工作物のうち最大電力（電力会社との契約電力）

500kW未満のものにかかわる工事を指します。

の指揮・監督下で行われ、高度な知識・経験などの下

で電気保安が確保されると判断できるからです。

　電気工事士は先に触れた1987年の法改正に

伴い「第一種」「第二種」に区分されました。と

もに都道府県知事が免状を交付します。第一種電気工

事士は知識・技能が上位に位置付けられ、500kW未満

の自家用電気工作物と一般用電気工作物にかかわる

電気工事に従事することができます。資格取得には、

試験合格だけでなく、定められた年数の実務経験を積

むことが必要です。5年以内ごとの講習受講も義務付

けられています。

　第二種電気工事士は旧来の電気工事士を引き継いだ

もので、一般用電気工作物にかかわる電気工事のみ、

従事できます。試験に合格するか、経済産業大臣認定

の養成施設（専修学校等）で所定の単位を得て卒業す

れば、資格が取得できます。講習の義務はありません。

　このほかに、経済産業大臣が認定する2つの資格が

あります。まず「特種電気工事士資格者」は“特殊”な

Q 1 2つの法律は何を規定して
いますか？

Q 2 電気工事士の資格がなければ、
電気工事は行えないのですか？

Q 4 資格には種類があるのですか？

Q 5 「電気工事業法」の内容は？

　電気工事業を営むための登録、主任電気工

事士の設置、登録許可や取り消しなどが規定さ

れています。電気工事士を雇い電気工事を行う業者を

監督指導し、その業務を規制する法的措置を講ずるこ

とで、電気工作物の保安の確保を図ることとしています。

　電気工事業法も1987年の改定で、自家用電気工作

物が規制対象に加わりました。経済産業省の逐条解説

には「自家用電気工作物の電気保安の状況をみると、

工事段階における不備が主要な原因の一つとなって最

大電力500kW未満の工作物を中心に事故が発生し、

また、この大半が波及事故となって周辺の需要家に対

し広域停電を誘発しており、特に、首都圏では停電5

回ないし7回に1回はこの波及事故によるものとなって

いた」と当時の状況が紹介されています。

　同法施行規則第2条では下記5例など12作業を電気

工事士等の資格が必要な電気工事と定めています。

1．電線相互を接続する

2．碍子に電線を取り付ける

3．電線を直接造営材などに取り付ける

4．電線管に電線を収める

5．電線、電線管、ダクトなどが造営材を貫通する

部分に金属製の防護装置を取り付ける

　これ以外の工事は「電気工事だが、電気工事士等資

格がなくてもできる作業」です。作業補助も法律上は電

気工事に該当しますが、資格は求められません。

　また、これとは別に「軽微な工事」として電気工事自

体に含まない作業もあります（用語解説）。

Q 3 自家用電気工作物の工事が
最大電力500kW未満に
限られているのは、なぜですか？

A

A

A

A

A

電気工事に携わることができます。分野は「ネオン」「非

常用予備発電装置」の2つです。専門的な知識や技能

が必要であることから、第一種電気工事士でも、認証

なしでは作業に従事できません。

　「認定電気工事従事者」は、第一種電気工事士の免

状がなくても、500kW未満の自家用電気工作物の「簡

易電気工事」に従事できる者を言います。簡易とは　

「電圧600Ｖ以下で使用する自家用電気工作物に係る

電気工事（電線路に係るものを除く）」で、同法施行規

則に規定されています。第一種の試験合格者で実務経

験の年数を満たしていない者、第二種の有資格者で3

年以上の実務経験または必要な講習を受けて申請した

者が、経済産業大臣の認定を受けることができます。

　これらをイメージ化したのが図1です。

図1　電気工事士等の資格と従事できる工事範囲

自家用電気工作物

自家用電気工作物の工事

一般用電気工作物の工事

発電所、変電所、送電線路、保安通信設備、
最大電力500kW以上の需要設備

●ネオン工事
●非常用予備発電装置工事

電圧600V以下で使用する
電気工作物の工事

（電線路に係るものを除く）

電
気
工
事
士
法

電
気
主
任
技
術
者
等
の

保
安
監
督
範
囲

＞第二種電気工事士

＞第一種電気工事士

簡易電気工事

＞認定電気工事従事者

特殊電気工事

＞特種電気工事資格者

〔最大電力500kW未満の需要設備〕

電
気
事
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（一般財団法人電気工事技術講習センターホームページより引用）
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2030年の日本の再エネ比率、
27％と予測／英コンサル

太陽光ＰＰＡ支援を拡充
業務ビル・家庭も対象に／環境省

　英コンサルティング会社のウッドマッケンジー

（WM社）は、2030年の日本の電源構成に占める再生

可能エネルギー比率が、政府目標を上回る27％に達

するとの予測を発表しました。今後10年で風力発電

や太陽光発電のコストが30％以上下がると想定。卸

電力価格も安定的な推移が続き、政府が電気料金を

高騰させずに支援策を展開しやすいと見込んでいま

す。2020～30年の太陽光、風力への総投資額は1000

億ドル（約10兆5000億円）超と試算しました。 

　2019年の電源構成に占める再生可能エネルギー比

率は19％で、政府が長期エネルギー需給見通しで示

した2030年度の目標は22～24％です。WM社は太陽

光と風力だけで18％以上を占めると予測しました。 

一方、石炭火力もコストの低さから2030年時点で33

％と2019年に近い水準を維持すると想定しました。

ガス火力は19年より約10ポイント低い28％でピー

ク対応の側面が強まると見通しています。不確実性

が高い原子力は2030年に10％としました。 

　再生可能エネルギーへの投資を巡っては卸市場価

格との関係にも着目しました。既に太陽光や風力の

比率が55％に達した南オーストラリアでは価格が急

落し、投資にも停滞が生まれると予測。まだ10％に

満たない日本では影響が限られるため、比較的安定

して推移すると見込んでいます。 

　2020年の日本卸電力取引所（JEPX）スポット価

格は、電力需要の低迷や燃料価格下落などが重なり

低水準で推移してきました。ＷＭ社でアジア太平洋

地域の電力・再生可能エネルギー研究責任者を務め

るアレックス・ウイットワース氏は、この状況が「日

本にとって追い風」と指摘しています。消費者が支

払う電気料金を高騰させずに太陽光や風力の比率を

引き上げられるとし、その実現に向けて「今後10

年は政府の支援策が重要になる」との見方を示しま

した。

　環境省は、需要家に初期費用なしで太陽光パネル

を設置するPPA（電力販売契約）事業者の支援を拡

充します。現在は主に工場向けなどを支援対象にし

ていますが、業務ビルや家庭にも拡大する方針です。

大規模太陽光発電の新設は系統接続の制約が生じ始

めているため、自家消費型を普及させて脱炭素化を

推進する考えです。

　環境省は経済産業省との連携事業として、2020年

度の補正予算で「オンサイトＰＰＡモデルによる自

家消費型太陽光発電設備の導入支援」に50億円を計

上しました。太陽光パネルや蓄電池の設置費用を補

助します。この支援策を充実させて、21年度の概算

要求に盛り込む予定です。

　現在は新型コロナウイルス対策として、海外から

国内に移転する工場向けのPPA事業者を支援してい

ます。21年度からは新型コロナ対策という条件を緩

和するのに伴い、工場以外にも対象を広げます。

「RE100」(再エネ100％を目指す取り組み)を宣言す

る企業の増加や、防災対策として分散電源の価値が

高まっていることが背景にあります。

　環境省は、自家消費型の太陽光が再生可能エネ普

及の鍵を握ると考えています。全国的に系統容量の

空きが少なくなり、大規模な太陽光や風力発電を新

設する適地は限られるようになりました。官民挙げ

て推進中の洋上風力も普及に時間がかかる見通しで

す。社会の環境意識の高まりに対し、自家消費型の

太陽光であれば比較的早く応えられるとみています。

　オンサイト太陽光PPA事業に要する太陽光パネル

や工事費などの初期費用は事業者が負担することに

なりますが、需要家が月々支払う電気代やサービス

料で回収します。ただし、事業に関心のある需要家

の中には、太陽光パネルなどの値下がりを待ってい

る場合があります。環境省はPPA事業者を支援する

ことで、市場を早期に育成したい考えです。
（記事提供　電気新聞）
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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

4

●事●例

1
●事●例

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、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。

第56回 電気保安功労者 経済産業大臣表彰

当協会が個人・団体の２部門で
受賞しました

　この表彰は長年にわたって電気保安の確保に尽力
し、災害対応などでも顕著な功績のあった個人・
事業場を対象に贈られます。今年は個人・団体な
ど41件が選ばれ、松本洋平経済産業副大臣から表
彰状が授与されました。このうち当協会は個人の部
で宇都幸男特別参与が、団体の部では関東電気保
安協会として表彰されました。
　組織としての受賞は初めてのことです。2019年、
千葉県を中心に大規模な被害をもたらした台風15号
および19号で、総力をあげた復旧への対応が高く評

価されたものです。受賞者を代表して当協会の山口
博理事長は「電気は決して欠くことのできないエネ
ルギー。脱炭素化やソサエティー 5.0の観点から、
電気利用の新たな可能性は広がっている」「安全の
確保は極めて重要で、今後も責任の重さを感じつつ、
保安確保に全力を尽くしたい」と謝辞を述べました。
　当協会はこれからも、お客さまの電気設備の的確
な点検と、災害時には組織的な体制を整え、電気
を安全に安心してお使いいただけるよう努めて参りま
す。

第56回電気保安功労者 経済産業大臣表彰式が8月4日、東京・千代田区の
KKRホテル東京で開催され、関東電気保安協会が個人・団体の2部門で受賞しました。
当協会が組織全体で同表彰を受けるのは、初めてのことです。

電気保安功労者 経済産業大臣表彰について 1960（昭和35）年に「国民安全の日」が創設され、その一環として、64年から電気保安功労者に対する
通商産業大臣表彰（当時）が始まりました。81年には同省の主唱の下、感電死傷事故が最も多い8月を
「電気使用安全月間」と定め、それまで関係各団体が自主的に実施していた安全活動を集中的、一体
的に進めることになりました。こうした経緯から、毎年この時期、経済産業省が大臣表彰および各地産
業保安監督部の表彰を行っています。表彰の対象は、工場等、電気工事業者の営業所、個人、団体の4
部門です。

山口理事長（団体の部、左写真）と宇都特別参与（個人の部、右写真）。それぞれ松本経産副大臣（両写真左側）から表彰状を受け取りました
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