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八ヶ岳山麓から望む、墨絵のような富士山と山々
山梨県北杜市（16～17ページ参照）

　山梨県北西部に位置し、長野県と接する北杜(ほくと)市は八ヶ岳連峰、南アルプス山脈、奥秩父
連山などの山々に囲まれた「山紫水明」の地。都心部から約２時間で訪ねられます。
　八ヶ岳南麓の高原エリアは豊かな森、のどかな牧場風景が見られ、富士山や南アルプスの眺望に
も恵まれており、地域を代表する観光地となっています。「清泉寮」で知られる清里は、高原リゾートと
して根強い人気があります。

お客さまこんにちは　横浜アンパンマン こどもミュージアム

11月１１日は配線器具の日
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当協会をかたる不審なセールス電話や
電線の盗難などにご注意ください

NEWS CLIP 20

21
information

22高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期限が迫っています！

2021年度

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
開催のご案内
今年度も当協会では、一般のお客さまを対象に
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
保護継電器試験実務（初級）講習会を開催しており、
大変ご好評をいただいております。
当協会の講師が分かりやすく講義をさせていただきますので、
皆さまのお申し込みをお待ちしております。
お申し込み及び日程・料金等については、当協会の
ホームページをご覧ください。

なお、１団体で10名以上の受講をご希望される場合には、公表した日程とは別日程で
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。

●講習会に関する一般的内容のお問い合わせ
　関東電気保安協会 広報部
　［TEL］03-6453-8896

●当日の講習会に関するお問い合わせ
　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
【 1 日コ ース 】 ●低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会（学科＋実技1 時間）

　　　※対象は開閉器の操作業務のみを行う方
●低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会（実技のみ7 時間）
　　　※対象は点検・測定を主な業務とする方　

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、試験器を使用し各種保護継電器の試験方法を実習で学びます。

【 2 日コ ース 】 ●低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会
　　　※対象は点検・測定を主な業務とする方
●高圧・特別高圧電気取扱者特別教育講習会
　　　※対象は充電電路の操作の業務のみを行う方

https://www.kdh.or.jp/
関東電気保安協会ホームページ

ｋｄｈ講習会 検索

低圧実技のみ
7時間コースが
増えました
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　ご家庭での大掃除は、家具・大型家電の裏、カー
ペットの下など、普段は手の行き届かない場所も清
潔にするいい機会です。コンセント、プラグに溜ま
ったホコリや汚れを取り除いて、電源コードの状態
なども確認しましょう。
　特に、ホコリの溜まったプラグで起きる「トラッ
キング現象」や、損傷したコードからの漏電は、火
災の原因になることがあります。電気用品別の安全

2021年も残すところわずかとなりました。
コロナ禍は依然予断を許さず、感染防止対策を徹底する必要があります。
そこで、快適な「ステイホーム」のためにも、念入りにお掃除をしてみませんか。
電気用品も本来の性能を発揮するために汚れを落として、
安全性をチェックしてみましょう。
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。

年末 　掃除と
　電気用品の安全チェック

Ⅰ 大掃除で電気用品の安全チェックを

Ⅱ 大掃除を始める前に

●電源ＯＦＦを確実に
　電気用品の掃除は、必ず電源を切って行いましょ

う。本体のスイッチを切るだけでは不十分です。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。
●水拭きはＮＯ！
　水は電気を通しやすいので注意が必要です。電気
用品を掃除する際に水をかけたり、固くしぼってな
い雑巾で拭いたりすると内部に水が入り、電源を入
れると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
　紙パック式の掃除機は、パックにゴミが詰まっ
た状態だと吸引力が低下し、本来の性能が発揮で
きなくなります。サイクロン式もダストカップや
フィルターの手入れを怠ると吸引力が落ちてしま
います。それぞれ取扱説明書に従い、手入れをし
ましょう。
　また掃除機をかける前には、まず部屋を片付けて
おきましょう。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。

●オフィスの清掃
　パソコンや周辺機器の増加に伴って、デスク周り
のテーブルタップなどがタコ足配線となっていませ
んか？ コード類には流せる電流に制限があります。
この機会に確認しておきましょう。
　厚生労働省「職場のあんぜんサイト」の「ヒヤリ・
ハット事例」に、清掃業者の作業者がモップで事務
所の床の水拭きを行ったところ、電源タップに水が
かかってショートし、停電したケースが紹介されて
います。「電源OFF」「水拭き注意」を怠ると、このよう
な事態が生じることがあります。ご注意ください。
●作業場の清掃
　旋盤などに、金属を削った切子などが溜まってい

ると、モーターに入り込んだり、コードを傷つけた
りして、漏電につながる場合があります。

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。

　コンプレッサーの配管、ホース、バルブなどから
の空気漏れは、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。
●高圧受変電設備の清掃
　ビルや工場などの受変電設備（キュービクル等）
の内部にホコリや塵が溜まると、差込みプラグ同様
にトラッキング現象が発生し、思わぬ事故につなが
る場合があります。
　建物全体が停電し大きな損害となる可能性がある
ばかりか、周辺一帯を停電に巻き込む波及事故につ
ながる恐れもあります。受変電設備も清掃し、きれ
いに保つことが大切です。

　ただし受変電設備には、高い電圧の電気が来てい
ますから、清掃作業は停電して行わなければなりま
せん。お客さまご自身で実施するのは、大変危険で
す。必ず電気主任技術者などにご相談ください。
　清掃作業でホコリを取り払い、機器に直接触れた
りすることなどによって、碍子（がいし）のひび割

チェックポイントをまとめましたので、チェックし
てみてください。

▶東京消防庁に寄稿いただいた「特集２・電気火災を防ごう」
(p12～ )は、近年の電気火災の実態・事例、電気火災を防
ぐポイントなどを紹介しています。合わせてお読みください。

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（短絡）による火災の原因になります。新しいものと交換

しましょう。

　

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。テーブルタップなどのビニールコードを、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

ドは束ねずに伸ばして使用しましょう。

　

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

半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

熱やショートにより火災の原因となる恐れがあります。ドアに挟んだり、強く曲げたり

したコードも同様に、芯線が半断線している可能性があります。コードを踏んだり、挟

んだりしないように気をつけましょう。

▶傷んでいませんか？
　Check■

▶固定して使用していませんか？
　Check■

▶束ねて使用していませんか？
　Check■

▶家具などに踏まれていませんか？　
　Check■

コードやテーブルタップには、安全に使用できる電流が決められおり、これを超えて使

用すると、コードが過熱して火災の原因になることがあります。テーブルタップには、

使用できる電流やワット数が記載されていますので、確認してください。使用している電

気用品の電流（A）は、電力（W）÷電圧（100V）で求められます。

抜けかかった状態で使用していると、接触不良によって過熱したり、金属製のものが触

れてショートしたりして、火災に至るおそれがあります。また、お子さまが触れて感電

するなどの事故も心配されます。抜けかかっていたプラグがあったら、しっかりと奥ま

で差し込みましょう。

家具や大型家電の裏などに隠れたコンセント。長い間プラグを差し込んだままにしてお

くと、塵やホコリが溜まり、そこに湿気が加わると、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、電気火災の原因となります。大変危険なので、プラ

グを抜いて乾いた布などで清掃しましょう。

コンセントのプレートが割れるなど、破損した状態のまま使用していると、感電やショー

トの危険性があります。これらの修理ができるのは、第二種電気工事士などの国家資格

を取得している人に限られています。素人工事はとても危険です。電器店や電気工事店

などに相談しましょう。

▶タコ足配線になっていませんか？
　Check■

▶プラグがコンセントから
　抜けかかっていませんか？

　Check■

▶ホコリが溜まって
　いませんか？

　Check■

▶コンセントが破損していませんか？
　Check■

電気用品別安全チェックポイント コード
電気用品別安全チェックポイント プラグ・コンセント

大



　いかがでしたか。定期的なチェックと手入れは、
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。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。職場やご自宅で
ぜひ取り組んでください。

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 

2021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➡ 

2022年1月15日必着締切期日

発 表 2022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。

コンセントのプレートが破損した状態のまま使用している
と、感電やショート（短絡）の危険性があります。これらの修
理ができるのは、第二種〇〇〇〇〇などの国家資格を取得し
ている人に限られています。〇に入る漢字５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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　ご家庭での大掃除は、家具・大型家電の裏、カー
ペットの下など、普段は手の行き届かない場所も清
潔にするいい機会です。コンセント、プラグに溜ま
ったホコリや汚れを取り除いて、電源コードの状態
なども確認しましょう。
　特に、ホコリの溜まったプラグで起きる「トラッ
キング現象」や、損傷したコードからの漏電は、火
災の原因になることがあります。電気用品別の安全

特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

電 源
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

●電源ＯＦＦを確実に
　電気用品の掃除は、必ず電源を切って行いましょ

う。本体のスイッチを切るだけでは不十分です。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。
●水拭きはＮＯ！
　水は電気を通しやすいので注意が必要です。電気
用品を掃除する際に水をかけたり、固くしぼってな
い雑巾で拭いたりすると内部に水が入り、電源を入
れると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
　紙パック式の掃除機は、パックにゴミが詰まっ
た状態だと吸引力が低下し、本来の性能が発揮で
きなくなります。サイクロン式もダストカップや
フィルターの手入れを怠ると吸引力が落ちてしま
います。それぞれ取扱説明書に従い、手入れをし
ましょう。
　また掃除機をかける前には、まず部屋を片付けて
おきましょう。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。

●オフィスの清掃
　パソコンや周辺機器の増加に伴って、デスク周り
のテーブルタップなどがタコ足配線となっていませ
んか？ コード類には流せる電流に制限があります。
この機会に確認しておきましょう。
　厚生労働省「職場のあんぜんサイト」の「ヒヤリ・
ハット事例」に、清掃業者の作業者がモップで事務
所の床の水拭きを行ったところ、電源タップに水が
かかってショートし、停電したケースが紹介されて
います。「電源OFF」「水拭き注意」を怠ると、このよう
な事態が生じることがあります。ご注意ください。
●作業場の清掃
　旋盤などに、金属を削った切子などが溜まってい

ると、モーターに入り込んだり、コードを傷つけた
りして、漏電につながる場合があります。

　「電気と保安」では、2022 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。

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。

　コンプレッサーの配管、ホース、バルブなどから
の空気漏れは、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。
●高圧受変電設備の清掃
　ビルや工場などの受変電設備（キュービクル等）
の内部にホコリや塵が溜まると、差込みプラグ同様
にトラッキング現象が発生し、思わぬ事故につなが
る場合があります。
　建物全体が停電し大きな損害となる可能性がある
ばかりか、周辺一帯を停電に巻き込む波及事故につ
ながる恐れもあります。受変電設備も清掃し、きれ
いに保つことが大切です。

　ただし受変電設備には、高い電圧の電気が来てい
ますから、清掃作業は停電して行わなければなりま
せん。お客さまご自身で実施するのは、大変危険で
す。必ず電気主任技術者などにご相談ください。
　清掃作業でホコリを取り払い、機器に直接触れた
りすることなどによって、碍子（がいし）のひび割

チェックポイントをまとめましたので、チェックし
てみてください。

▶東京消防庁に寄稿いただいた「特集２・電気火災を防ごう」
(p12～ )は、近年の電気火災の実態・事例、電気火災を防
ぐポイントなどを紹介しています。合わせてお読みください。

Ⅲ 職場の電気用品・設備の清掃

コンセントの周りを清掃するときは、併せてアース線 ( 接地線 ) が取り付けられている

か確認しましょう。漏電が起きても、漏れた電流のほとんどがアース線から大地に流れ

るので、感電の危険性を低減できます。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 200V で使用する機器はアース線を取り付けましょ

う。

エアコンは部屋の空気を吸い込むので、ホコリをキャッチするフィルターを備えていま

す。ホコリが溜まったままだと空気の流れが悪くなり暖房、冷房の能力が低下してしま

いますし、不衛生です。掃除機でフィルターのホコリを吸い取った後、水洗いしてよく

乾かしましょう。吹き出し口のふき掃除も忘れずに。

照明器具の汚れは明るさを低下させます。清掃すると思った以上に明るくなって驚くこともあ

ります。蛍光管の端が黒くなって暗く感じることはありませんか？ 明るさが低下しても

消費電力はほぼ同じです。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照明に取り換えると一層の省エネになります。

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。壁にぴったり近づけると放熱の妨げになり、効率が低下

します。その空間、冷蔵庫の裏などに溜まったホコリは、忘れずに掃除しましょう。冷

蔵庫に食品を詰め込み過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。庫内も整理しましょう。

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なることがあります。

テレビの画面は静電気を帯びるため、ホコリがつきやすいものです。また、指紋や手垢

がつき、その上からホコリが付着してしまうと汚れが蓄積されてしまいます。画面は傷

がつきやすいので、ふき掃除は優しく。取扱説明書を読んで、推奨された洗剤や用具を

使いましょう。

▶アース線がきちんと
　取り付けられていますか？

　Check■

　

▶エアコンのフィルターに
　ホコリが溜まっていませんか？

　Check■

▶照明器具にホコリが溜まって
　いませんか？

　Check■

▶冷蔵庫と壁の間には
　空間を設けましょう。

　庫内が詰め込み過ぎになって

　いませんか？

　Check■

▶換気扇が油で汚れていませんか？
　Check■

▶テレビの画面がホコリで
　白くなって

　いませんか？

　Check■

旋盤などに金属を削った切子が溜まっていませんか？ 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。

コンプレッサーの配管、ホース、バルブなどから空気が漏れていませんか？ 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。

分電盤や受変電設備の前に物を積んでいると、いざというときに扉を開けることができ

ません。停電の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の

で整理しておきましょう。

▶工作機械が汚れていませんか？
　Check■

▶コンプレッサーの空気漏れは
　ありませんか？

　Check■

▶分電盤や受変電設備の前は
　片付けていますか？

　Check■

電気用品別安全チェックポイント 電気製品 電気用品別安全チェックポイント 作業場、その他

年末 　掃除と電気用品の安全チェック大
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茨城事業本部 日立事業所　大川戸　良弘

の 記 録 から現場
密なコミュニケーション、
粘り強い観察で漏電の原因を特定

　短時間で間欠的に発生する漏
電警報の原因探査には、手間取
ることが多くあります。今回は
探査器だけではなく、お客さま
とのコミュニケーションと、粘
り強い状況観察を行うことで、
警報発報の原因を発見すること
ができた事例です。

◆　　◆　　◆
　数日来、あるお客さまの事業
所より、絶縁監視装置からの漏
電警報を受信していました。こ
れまで何度も対応しましたが、
すぐに警報が消えてしまうため、
原因の特定までには至っていま
せんでした。
　後日、原因を探るため、担当
者さまに警報発生時間と発生し
た曜日などについて、細かい聞
き取りを行いました。その結果
「営業社員が外回りに出る前や、
帰社するころの時間帯なので、2
階の営業部の可能性が高いので
は？」との情報が得られました。
　そこでお客さまに停電許可を
いただき、建物2階部分の絶縁抵

抗測定を行いました。しかし測
定値は基準内。異常は発見でき
ませんでした。

　2階の分電盤に探査器を設置し、
日を改めてその時間帯をターゲ
ットに待機しました。すると間
もなく漏電が発生しました。「や
はり2階か」。お客さまにいただ
いた情報を基に、該当する営業
部の事務室内を点検しましたが、
異常は見つかりません。在席す
る社員の方からの聞き取りも「特
に異常はない」との返事です。
それでも粘り強く待機している
と、再度漏電が発生しました。
原因を特定するチャンスです。
　人の動きに注目していたとこ
ろ、あるデスク周辺に人が集ま
っていました。「もしかしたら」と、
声をかけて集まった皆さんに、

その場所を離れていただきまし
た。すると、今まで継続してい
た漏電警報が止まったのです。
　「そこか！」と思い、周辺を確
認しました。するとデスク横の
OAフロアのカバーが、ほんの少
し持ち上がっています。カバー

を開けて中を確認すると、電線
の被覆が削れて、傷ついている
箇所がありました。
　事務室は旧型のOAフロアで、

電線を通す溝、カバーの縁（フチ）
も金属製です。なおかつ電線や
ＬＡＮケーブルなどを束ねて納
めていたことで、高さが増して
いました。このため、カバーが
電線に少しだけ接触していたの
です。そこを踏むとカバーが沈み、

電線の被覆
が削れた部
分と金属部
分とが接触
し、漏電す
ることを突
き止めまし
た。
　電線類の
束を解き、
応急処置と
して傷つい

た部分をテープ巻きにより仮補
修し、カバーを踏んでも漏電し
ないことを確認しました。さら
にお客さまに、傷ついた電線の

本改修をすること、OAフロア内
の電線類を束ねすぎないように
お願いして帰所しました。
　時間はかかりましたが、お客
さまとの密なコミュニケーショ
ンと、現場の細やかな状況観察
により、絶縁監視装置の発報原
因の発見に繋がり、漏電による
火災や感電を防止することがで
きました。

◆　　◆　　◆
　今回の事例は、絶縁監視装置
が設置されていたことで、漏電
を発見し事故を未然に防げた事
例です。
　まだ絶縁監視装置を設置され
ていない
お客さま、
ぜひとも
取り付け
をご検討
ください。
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おおきなアンパンマン

　広い道路沿いに建ち並ぶオフィ
スビルの先に、丸い顔、真っ赤な
コスチュームが見えました。約4ｍ
の「おおきなアンパンマン」。
　「見つけた瞬間、子どもが駆け
出しそうになった」という話も
聞きます。特に2～3歳ごろの小
さな子どもには、アンパンマン
は絶大な人気があります。アニ
メを観て育った子どもたちが親
となり、2世代にわたって愛され
親しまれる存在です。

みなとみらいで通算14年

　「横浜アンパンマンこどもミュー

ジアム」は2019年7月、みなとみ
らいの別街区から現在地に移転リ
ニューアルオープンしました。前身
施設は全国5ヵ所あるミュージアム
の1号施設として07年の開館。通
算14年、地域に根付き親しまれる
施設となっています。
　現施設は2・3Fがミュージアム

（有料）、1Fはショップ＆フード・
レストラン。地下に128台収容の第
一駐車場を備えます。
　2・3Fミュージアムは現在、新型
コロナ感染症予防のため日時指定
WEBチケットのみの販売。入館者
を最大収容数の３～５割に抑えて
います。

アンパンマンに会える！

　おおきなアンパンマンに出迎えら
れた子どもたちは、2Fのミュージ
アム入口へとスロープを進みます。
足もとにアンパンマンと仲間たちの
タイル。入口の脇には広いベビーカ
ー置場があり、アンパンマンと仲間
たちが描かれたコインロッカーも。
子どもたちのテンションは、さらに
高まります。
　3Fへ向かう虹色の階段。「もうす
ぐアンパンマンに会える！」。この
辺りで子どもたちの興奮はマックス。
「まだ言葉がままならない小さなお
子さまが『パンマーン！』と声を上
げる姿を見かけます」と広報担当
の武藤瞳さん。

安全に、思い思いの遊びが

　ミュージアムは、アンパンマン
と仲間たちが暮らす世界を、子ど
もの背丈サイズで再現しています。
小高い丘の上にある「パンこうじ
ょう」と、その前に広がる「ひ
ろば」はイベント会場になり、様々

な「ステージ」が上演されます。
蛇腹扉を開け放てば、「屋外ひろ
ば」と一体となった広々としたス
ペースに。「屋外ひろば」の一角
にはネットで囲んだボールパーク。
　飛んだり跳ねたり体を動かして
遊ぶなら「わんぱくアイランド」へ。
海をイメージした青い床はクッシ
ョンが効いたベッドのようです。
ごっこ遊びは「パンこうじょう」
でパンづくり、「みんなのまち」
のカバおくんの家でお料理。子ど
もたちが思い思いに遊べます。

　たくさんのスイッチやレバーが
並ぶ「アンパンマンごう」操縦席。
押すとランプが灯ったり、音声が
出たり。複雑な仕掛けはなく、
電気を使う遊具は、小さな子ども
たちが安全に遊べるものばかり
です。

気軽に立ち寄れる１Ｆ

　「横浜駅に近く、みなとみらいの
入口なので、中心部にお出掛けの
際など、気軽にお立ち寄りいただ
ければ」と武藤さん。「ひろば」
を囲み14の店舗が並ぶ１F。もち
ろんアンパンマンづくしです。横浜
のミュージアムだけの限定グッズも
あります。
　大人気のキャラクターパンは、
感染症対策のため、残念ながら現
在のところオーダー販売。アンパン
マンと仲間たちのキャラクターパン
が店頭に並ぶ日が、早く戻ってき
てほしいものです。
　ところで、館内の案内中、武
藤さんが「おめでとう！」と子ど
もに声を掛けます。度々のことな
ので尋ねると、その子の首に「お
たんじょうび、おめでとう」と書
かれた大きなメダル。誕生祝いに

ミュージアムを訪れるご家族は多
いそうです。
　かわいい盛りのお子さん、お孫
さんの誕生日。ここで財布のひも
を緩めてみてはいかがでしょう。

空調評価でコスト減も

　「施工の事情で、設計通りとなら
ない場合もあります。オープン当
初の契約電力の見直しに際し、関
東電気保安協会さんに相談しまし
た」と設備担当者さま。当協会の
お手伝いで「空調負荷の適正な評
価が行え、契約電力を低減するこ
とができました」という言葉をいた
だきました。
　当協会はアンパンマンの生みの
親、ジャムおじさんのように、ミュ
ージアムの盛況をそっと支える存在
になりたいと願っています。

アンパンマンと仲間たちに会える！ 「ひろば」では様々なステージを上演 （上）
わんぱくアイランド（右上）、

みんなのまち（右）

「おおきなアンパンマン」がお出迎え。施設はバルコニーも屋根で覆った全天候型
　（©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV）

広報担当武藤 瞳さん

こ ん に ち はまさ客お
横浜アンパンマン
こどもミュージアム

〒220-0012　横浜市西区みなとみらい6-2-9
TEL： 045-227-8855　URL： yokohama-anpanman.jp

ここでしか買えないグッズやおいしい食べ物個性的な14店舗が並ぶ1Fショップ＆フード・レストラン
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特　集 2

1 電気火災の実態

　令和2(2020)年中、東京消防庁
管内では3,693件の火災が発生し、
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1,163件（前年比120件減少）と、
全火災件数の31.5％を占めてい
ます。電気火災は、年々全火災
に対する割合が増加しています
（表参照）。

2 電気火災の出火原因別
　 発生状況

　令和2年中の電気火災1,163件
の出火要因をみると、｢維持管理
不適｣が460件、｢取扱方法不良｣

が287件、「取付位置不適」が60
件、「設置（取付）工事方法不良」
が52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（図1参照）。
　電気設備、電気器具、コンセ

ント等は、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。

3 身近な家庭電気製品の
　 火災発生状況

　令和2年中における家庭電気製
品の火災発生状況をみると、電
気ストーブが69件、充電式電池
（モバイルバッテリーなど）が63
件、差込みプラグが62件、コー
ドが60件、コンセントが59件、
電子レンジが51件などとなって
います（図2参照）。
　電気ストーブは、見た目には
直火（炎）がなく安全に思えま
すが、暖房器具であり、高熱を
発することに変わりありません。
使用に際しては、燃えやすいも
のを離すなど、十分な注意が必
要です。お休み前には電源を切り、
就寝中は使用しないでください。
　また、差込みプラグやコンセ
ントといった配線器具は、差込
みプラグのトラッキング現象や
コンセント内部の接続部の緩み
による発熱、プラグをコンセン
トに差込む際に、アース線やヘ
アピン等の媒体を挟み込むなど
の火災が発生しています。

　このようなこ
とを防ぐため、
普段から、使用
している電気製
品や電源コード、
コンセント、差
込みプラグなど
の点検を行うこ
とが大切です。
また、日常使用
していない器具
は、差込みプラ
グをコンセント
から抜いておく
よう心がけてく
ださい。

4 トラッキング現象による
　 火災

　令和2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21
件発生（前年比9件減少）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埃等が湿気
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。（図3・写真1参照）。
　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

したままのプラグ等は、定期的
に点検し、乾いた布等で清掃し、
発熱等の異常がある場合は、交
換しましょう。

電気火災を防ごう 　特に、埃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。

東京消防庁

電気は、私たちの日常生活における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件以上発生しており、
全火災件数に対する割合は近年大きく増加しています。
これらの火災の主な原因は、使用者による不適切な維持管理や、
不注意な取扱いによるものなどがあげられます。　

注 1　全火災件数は、治外法権火災及び管外からの延焼火災を除いています。
　 2　電気火災件数には、「放火（疑い含む）」、「火遊び」、「無意識放火」、「車両本体からの火災」を除いています。 

表　最近５年間の電気火災の状況

図１　出火要因状況

図２　主な家庭電気製品の出火件数の推移

図３　トラッキング現象図解

写真 1　トラッキング火災（再現実験）
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電気ストーブ 充電式電池 差込みプラグ コード コンセント 電子レンジ 蛍光灯 テーブルタップ 屋内線 電磁調理器

平成３０年

令和元年

令和２年

コード 屋内線

差込みプラグ 差し刃 壁付コンセント

トラッキング

5 令和2年中の電気火災事例

　事例1　　電磁調理器にヒーターカバーを敷いた状態で調理中、放置し出火した火災
●出火箇所：台所
●被害状況：建物ぼや1棟、  
　　　　　　レンジフードカバー
　　　　　　等焼損
　この火災は、共同住宅2階の台
所から出火したものです。
　出火原因は、居住者が揚げ物
をするためフライパンに油を入

れて電磁調理器で温めている最
中、その場を離れ別の部屋で作
業をしたため、油が過熱し出火
したものです。
　別の部屋で作業をしていた居
住者は、ふと台所のほうを見る
とフライパンから約40㎝の炎が
立ち上がっているのを発見して

います。その後、居住者はタオ
ルを濡らし鍋にかけて初期消火
しています。
　隣室の住人は自動火災報知設
備の鳴動音が聞こえて、外に出
ると焦臭かったため、屋外に避
難し携帯電話で119番通報をし
ています。

　事例2　　純正品でないバッテリーパックから出火した火災
●出火箇所：居室
●被害状況：建物ぼや1棟、
　　　　　　コードレス掃除機
　　　　　　1台等焼損
　この火災は、住宅の3階居室か
ら出火したものです。
　出火原因は、コードレス掃除
機を充電していたところ、バッ

テリーパック内部で短絡して出
火したものです。
　居住者が1階の居室にいたとこ
ろ、上階から大きな音がしたの
で上階へ行くと、3階寝室のベッ
ドから炎が立ち上がっているの
を発見しています。
　火災を発見した居住者は、自

宅の固定電話で119番通報した
のち、家族と協力して水道水に
より初期消火しています。
　なお、出火したバッテリーパッ
クはインターネットサイトで安
価で販売されていた非純正品の
ものであり、経済産業省から注
意喚起されているものでした。
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特　集 2

1 電気火災の実態

　令和2(2020)年中、東京消防庁
管内では3,693件の火災が発生し、
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1,163件（前年比120件減少）と、
全火災件数の31.5％を占めてい
ます。電気火災は、年々全火災
に対する割合が増加しています
（表参照）。

2 電気火災の出火原因別
　 発生状況

　令和2年中の電気火災1,163件
の出火要因をみると、｢維持管理
不適｣が460件、｢取扱方法不良｣

が287件、「取付位置不適」が60
件、「設置（取付）工事方法不良」
が52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（図1参照）。
　電気設備、電気器具、コンセ

ント等は、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。

3 身近な家庭電気製品の
　 火災発生状況

　令和2年中における家庭電気製
品の火災発生状況をみると、電
気ストーブが69件、充電式電池
（モバイルバッテリーなど）が63
件、差込みプラグが62件、コー
ドが60件、コンセントが59件、
電子レンジが51件などとなって
います（図2参照）。
　電気ストーブは、見た目には
直火（炎）がなく安全に思えま
すが、暖房器具であり、高熱を
発することに変わりありません。
使用に際しては、燃えやすいも
のを離すなど、十分な注意が必
要です。お休み前には電源を切り、
就寝中は使用しないでください。
　また、差込みプラグやコンセ
ントといった配線器具は、差込
みプラグのトラッキング現象や
コンセント内部の接続部の緩み
による発熱、プラグをコンセン
トに差込む際に、アース線やヘ
アピン等の媒体を挟み込むなど
の火災が発生しています。

　このようなこ
とを防ぐため、
普段から、使用
している電気製
品や電源コード、
コンセント、差
込みプラグなど
の点検を行うこ
とが大切です。
また、日常使用
していない器具
は、差込みプラ
グをコンセント
から抜いておく
よう心がけてく
ださい。

4 トラッキング現象による
　 火災

　令和2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21
件発生（前年比9件減少）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埃等が湿気
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。（図3・写真1参照）。
　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

したままのプラグ等は、定期的
に点検し、乾いた布等で清掃し、
発熱等の異常がある場合は、交
換しましょう。

電気火災を防ごう

　特に、埃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。

コンセント・プラグ・コード
■差込みプラグを抜く際は、コード部分を持って引っ張らないで、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、定格容量があります。表示されている容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。

白熱電灯・蛍光灯
■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。
■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。
■直管ＬＥＤランプに交換する際は、蛍光灯照明器具との組合せが適合しているか確認しましょう。
■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。

電気製品全般
■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。

地震、風水害時の火災等防止対策
■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。

■感震機能付住宅用分電盤を設置しましょう。
■地震後、避難する前に大元（主幹）のブレーカーを切り、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、使用しないようにし
ましょう。

＜＜＜＜＜＜  電気火災を防ぐポイント  ＞＞＞＞＞

写真４
コードレス
掃除機の
焼損状況

写真２
電磁調理器の
焼損状況（左）
フライパンを
除去した状況
（右）　 

写真３
再現実験の状況
（加熱開始、
約４分で発火）

写真５
バッテリー
パックの
焼損状況

5 令和2年中の電気火災事例

　事例1　　電磁調理器にヒーターカバーを敷いた状態で調理中、放置し出火した火災
●出火箇所：台所
●被害状況：建物ぼや1棟、  
　　　　　　レンジフードカバー
　　　　　　等焼損
　この火災は、共同住宅2階の台
所から出火したものです。
　出火原因は、居住者が揚げ物
をするためフライパンに油を入

れて電磁調理器で温めている最
中、その場を離れ別の部屋で作
業をしたため、油が過熱し出火
したものです。
　別の部屋で作業をしていた居
住者は、ふと台所のほうを見る
とフライパンから約40㎝の炎が
立ち上がっているのを発見して

います。その後、居住者はタオ
ルを濡らし鍋にかけて初期消火
しています。
　隣室の住人は自動火災報知設
備の鳴動音が聞こえて、外に出
ると焦臭かったため、屋外に避
難し携帯電話で119番通報をし
ています。

ヒーターカバーヒーターカバー

　事例2　　純正品でないバッテリーパックから出火した火災
●出火箇所：居室
●被害状況：建物ぼや1棟、
　　　　　　コードレス掃除機
　　　　　　1台等焼損
　この火災は、住宅の3階居室か
ら出火したものです。
　出火原因は、コードレス掃除
機を充電していたところ、バッ

テリーパック内部で短絡して出
火したものです。
　居住者が1階の居室にいたとこ
ろ、上階から大きな音がしたの
で上階へ行くと、3階寝室のベッ
ドから炎が立ち上がっているの
を発見しています。
　火災を発見した居住者は、自

宅の固定電話で119番通報した
のち、家族と協力して水道水に
より初期消火しています。
　なお、出火したバッテリーパッ
クはインターネットサイトで安
価で販売されていた非純正品の
ものであり、経済産業省から注
意喚起されているものでした。

経済産業省のバッテリー
パックの注意喚起は上記
のQRコードをご確認くだ
さい。
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　山梨県北西部に位置し、長野県と接する北杜（ほくと）
市。2004年に4町3村の合併で誕生、08年に1町を編
入して現在のかたちとなりました。市域の広さは県下一、
八ヶ岳連峰、南アルプス山脈、奥秩父連山などの山 に々
囲まれ、富士山も望める「山紫水明」の地です。

「山紫水明」3つのエリア
　多彩な表情を持つ市域は、代表的な山の麓に広が
る3エリアに分けられます。

　南アルプス北端、独立峰のような山容が見事な甲
斐駒ヶ岳（2967ｍ）。これを象徴とするエリアは、山
岳地から湧き出る水に恵まれ、上流域は渓谷美、下
流域は農村風景に味わい深さがあります。豊かな水
を利用した稲作が自慢。北杜市はミネラルウォータ
ー生産日本一です。
　南北に連なる連峰の八ヶ岳（主峰赤岳2899ｍ）。そ
の南麓の高原エリアは豊かな森と牧場風景、富士山
や南アルプスの眺望にも恵まれる、地域を代表する
観光地です。「清泉寮」で知られる清里は、高原リゾ
ートとして根強い人気。豊かな自然により国蝶・オ
オムラサキ生息が日本一で、その生態を通年観察で
きる「オオムラサキセンター」もあります。
　瑞牆山（みずがきやま、2230ｍ）は高さ30ｍの「大
ヤスリ岩」などの奇岩が見られる岩山。麓にはラジ
ウム温泉もあります。茅ヶ岳（1704ｍ）山麓は日照
時間日本一で、太陽光パネルの設置が早くから進み
ました。この辺りは南アルプスの大パノラマなど絶
景のビューポイントです。

小トラベル好奇心
いっぱい！

冬の八ヶ岳。稲作地帯では夏、田んぼアートが描かれます（上）
秋の瑞牆山は岩壁と紅葉のコントラストが見事（下）

（© 2014HokutoCity：北杜市提供）

「ハイジの村」越しに見る冠雪の甲斐駒ヶ岳。
まるで本場アルプスのよう 

（記事提供　電気新聞）

JR新宿駅から中央本線・小淵沢駅まで
約１時間50分（特急あずさ利用）、
小淵沢駅から小海線・清里駅は約30分
八王子ICから中央自動車道・須玉ICまで
約１時間20分、小淵沢ICまで約１時間30分

鉄道の場合

自動車の場合

：

： 

【信玄棒道（ぼうみち）と三分一湧水】 【吐竜（どりゅう）の滝】

【白州蒸溜所】

山梨県 北杜市Access┃  アクセス

　「美しい日本の歩きたくなる道500選」に「信玄棒道から三

分一湧水をたどるみち」が選ばれています。直線的に伸びる

ことから「棒道」。武田信玄が北信濃攻略のために築き、現存

する「上の棒道」が自然散策路になっています。道中は霊場

巡りに模して江戸時代に安置された石仏などが点在し、厳か

な雰囲気を与えます。「三分一湧水」も信玄ゆかり。農民の水

争いをなくすために造ったとされ「日本名水百選」選定です。
●JR小海線甲斐小泉駅から徒歩約５分。中央道長坂ICから約15分

【ハイジの村】
　アニメ「アルプ

スの少女ハイジ」

のテーマパーク。

スイスの街並みな

どを再現し、アニ

メの世界に誘いま

す。山梨県立フラ

ワーセンターの管

理運営を民間委託し、現在のかたちとなりました。春のチュー

リップ、初夏のラベンダーなど、四季折々の花は見応えがあ

り「日本一長いバラの回廊」は長さ230ｍ。天然温泉が楽しめ

る「クララ館」も公営施設を民活リニューアルしました。
●JR中央本線韮崎駅からバス約30分（季節運行）、タクシー約20分。
中央道韮崎ICから約15分、須玉ICからは約10分
●開園時間：9:00～18:00（12月は閉園21:00、１～３月は同17:00）
●入園料：季節変動制で 期間 に よ り 異 な り ま す 。
　4～10月は 高校生 以上 710 円、 小中学生 360 円 、11～12月は
高校生 以上 260 円、 小中学生 130 円 な ど 。
　詳しくはホームページ（haiji-no-mura.com）参照

　落差10ｍ、幅15ｍ。岩間から小さな滝が幾重にもなっ

て渓流に流れ落ちます。日本庭園のような景観は、大河ド

ラマ「利家とまつ」のオープニングに使われました。遊歩道

が整備され気軽に散策できます。11月中旬まで紅葉が見ご

ろ。新緑の時期もおすすめです。
●JR小海線清里
駅からピクニッ
クバス（運行期
間限定）で「吐
竜の滝入口」下
車、徒歩約25
分。
　中央道長坂IC
か ら 約20分、
駐車場から徒
歩約15分

　サントリー２番目の蒸溜所として1973年設立。博物館が

併設され、ウイスキーの歴史を学べます。事前予約制の見

学ツアー（有料）に参加すると、製造工程や樽の貯蔵庫など

がガイド付きで見学でき

ます。敷地内には天然

水のボトリング工場も。
●JR中央本線小淵沢駅か
ら無料シャトルバス20
分（季節運行）。
　中央道小淵沢ICから約
20分。
※詳しくはホームページ
（suntory.co.jp/factory/
hakushu/）参照

【清泉寮のソフトクリーム】
　清里の代名詞とも言

えるスイーツ。新鮮な

ジャージー牛乳を使っ

た濃厚な味は不動の人

気で、観光シーズンは

行列必至です。
●400円。清泉寮はJR小
海線清里駅からタク
シー５分

※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

（北杜市提供）

（北杜市提供）

（北杜市提供）

ウイスキー博物館
（denkei/PIXTA）

清里駅

韮崎駅
韮崎I.C.

小淵沢駅
小淵沢I.C.

長坂I.C.

須玉I.C.

甲斐
小泉駅

ハイジの村ハイジの村

清泉寮清泉寮
吐竜の滝吐竜の滝

三分一湧水三分一湧水 瑞牆山瑞牆山

白州蒸留所白州蒸留所

甲斐駒ヶ岳甲斐駒ヶ岳

J
R
中
央
本
線

中
央自動車道

JR小
海線
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─民間規格「高圧受電設備規程」 ⑥─

第 回

電気事業法と各種手続き（26）

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。
民間規格「高圧受電設備規程」は今回（第6回）が最終回となります。
第1編の残りと、第2編（第1章：保護協調、第2章：絶縁協調）、
第3編（第1章：高調波対策、第2章：発電設備等の系統連系）を紹介します。

（記事提供：日本電気協会技術部）

78 

　高圧受電設備の保守・点検は、電気事業法第42条

の規定により作成した「保安規程」により実施する必

要があります。保安規程は、自家用電気工作物の事

業場毎に定めるもので、作成された2部のうち1部

を自家用電気工作物の設置者が保管し、1部を経済

産業省産業保安監督部長に届出します。

　一般的な保守・点検の方法は、次のようになります。

1. 日常巡視
　自家用電気工作物が設置されている建物内を巡回し

ながら運転中の電気設備について、目視等により異常

の有無を確認する。

▶日常巡視にあたっては、警備員などにも協力を

得ることで、異常の兆候を早期に発見できる場

合がありますので、速やかに主任技術者へ連絡

できる体制作りが必要です。

2. 日常点検
　短期間（1週間から1ヵ月）の周期で、運転中の電気

設備に対し、目視等により異常の有無を確認する。

3. 定期点検
　長期間（1ヵ月から1年）の周期で、電気設備を停

止し、点検、測定及び試験を行う。

　①月次点検（通電状態で行う）

　外観点検、目視可能な範囲で設備状況を確認

点検、電圧・電流・漏えい電流の測定

　②年次点検（停電させて行う）

　月次点検の項目に加えて、接地抵抗測定、絶

縁抵抗測定、保護継電器・遮断器等の試験

4. 精密点検
　長期間（2～5年）の周期で、電気設備を分解するな

ど通常の年次点検では行わない作業について、点検、

測定及び試験を行う。

　電線接続部の増し締め、機器の内部点検、分解、調整、

油入変圧器の絶縁油に対する試験、部品の交換

5. 臨時点検
　電気事故の発生、また、異常が発生したとき、原因

を把握するため関係する機器等を専門的に点検する。

必要に応じて部品の交換も行う。

〔電気関係報告規則に基づく事故報告〕
　設置者は、電気関係報告規則第3条第1項により

経済産業省産業保安監督部長に報告しなければなり

ません。報告は事故の発生を知った時から24時間以

内（電子メール・電話等）、詳報を事故の発生を知っ

た時から30日以内に提出する必要があります。

　また、4月1日以前は報告対象外となっていた小

出力発電設備（①太陽電池発電設備10kW以上50kW

未満②風力発電設備20kW未満）についても義務化さ

れましたので、ご注意ください。

　保安の記録については、記載内容を把握するとと

もに保存しなければなりません。過去と現在の記録

を対比することで機器劣化の兆候が把握できる場合

があります。紛失することがないよう保存してくだ

さい。

させる必要があり、このような仕組みや動作を含め過

電流保護協調といいます。自家用電気工作物の中では、

変圧器より上位の場合は主遮断装置により遮断します

が、変圧器より下位にある場合は配線用遮断器により

遮断できるように選定します。

　近年、大気が不安定になることが多く、落雷が増え

ています。雷による機器の絶縁破壊を防止するため、

電力会社の配電線から供給を受ける引込口には避雷器

を設置します。

　電気設備の技術基準第49条では「雷電圧による電

路に施設する電気設備の損壊を防止できるよう、当該

電路中には避雷器の施設その他の適切な措置を講じな

ければならない」（一部省略して掲載）とされており、具

体的には、解釈第37条により「高圧及び特別高圧の

電路中、次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇

所には、避雷器を施設すること」と規定されています。

　また、第三号では「高圧架空電線路から電気の供給

を受ける受電電力が500kW以上の需要家の引込口」と

されており、GR付PAS内に避雷器を設置するか、自

家用電気工作物内に避雷器を設置するか選択すること

になります。雷対策としては、避雷器内蔵のGR付

PASを設置することが望ましいものとなります。

　電気設備の技術基準では「500kW以上」となります

が、自家用電気工作物が落雷により被害を受けた場

合は絶縁破壊による波及事故に至ることがありますの

で、設備容量には関係なく避雷器を適切な箇所に設置

することが重要です。

　第3編は、第1章が高調波対策、第2章が発電設備

等の系統連系となっています。

　負荷に電動機が設置されている場合など、高調波発

生機器がある場合は、経済産業省が定める「高圧又は

特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドラ

イン」を遵守しなければなりません。

　高圧受電設備規程に掲載している内容は、「JEAG 

9702（2018）高調波抑制対策技術指針」の掲載内容か

ら一部抜粋し掲載しています。

　高調波抑制対策については、高調波発生機器から

の高調波電流を計算し、電力会社と協議する必要があ

ります。

　これは新規設置時に行うものですが、設置後に高調

波発生機器が増設された場合でも協議が必要ですので、

その際は電気主任技術者にご相談ください。

　自家用電気工作物に発電設備等を設置し、系統連

系を行う場合は、電気設備の技術基準の解釈第220

条から第232条まで「第8章 分散型電源の系統連系設

備」として規定されており、これを遵守する必要があり

ます。

　高圧受電設備規程に掲載している内容は、「JEAC 

9701（2019）系統連系規程」の掲載内容から一部抜粋

し掲載しています。

　第2編は、第1章が保護協調、第2章が絶縁協調と

なっています。保護協調には、過電流保護協調と地絡

保護協調があります。

　自家用電気工作物で不具合が発生した場合、過電

流による波及事故を防止するため、主遮断装置により

安全に遮断できるようにする必要があります。主遮断

装置は、受電設備方式によりＣＢ形（過電流継電器と

高圧遮断器の組み合わせなど）とＰＦ・Ｓ形（限流ヒュ

ーズ付高圧交流負荷開閉器）の2種類となります。

　主遮断装置の動作特性は、電力会社（東京電力パワ

ーグリッド、以下同じ）が所有する変電所より先に動作

　高圧受電設備規程の巻末には、本文規定内容に関

連する「資料」が添付されています。

　この資料をお読みいただくことで、規程の趣旨をご

理解いただけるものとなっています。　　　　

保守・点検に関する基本事項
（第1310節）

絶縁協調に関する基本事項
（第2210節）

保護協調に関する基本事項
（第2110節）

発電設備等の系統連系
（第3210節）

高調波対策に関する基本事項
（第3110節）

資　　　料
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建築物省エネ法改正へ検討入り。
住宅、小規模も対象に／国交省
　2050年カーボンニュートラル実現に向け、政府は

住宅・建築物分野の省エネ対策強化に乗り出します。

国土交通省は「建築物省エネ法」改正に向けて社会

資本整備審議会で検討入りし、同法に基づく省エネ

基準適合の義務化対象に、住宅と小規模建築物を追

加します。現行法では、大規模・中規模の建築物の

みを義務化していますが、規制の網を広げることで

省エネの深掘りにつなげます。22年の通常国会に改

正法案を提出、25年度の施行を目指します。

　住宅・建築物の省エネ対策を強化するため、国交、

環境、経済産業の3省は「脱炭素社会に向けた住宅・

建築物の省エネ対策等のあり方検討会」を６回にわ

たり開催。住宅・建築物の省エネ対策の進め方を示

すロードマップを含めた施策を公表しました。

　現行の建築物省エネ法は、大規模（2000㎡以上）

と中規模（300㎡以上2000㎡未満）の建築物に省エ

ネ基準への適合義務を課していますが、小規模建築

物（300㎡未満）や住宅は対象外でした。3省合同検

討会では、省エネ基準への適合義務化の対象に、25

年度から住宅と小規模建築物を追加すると提示しま

した。この措置により、全ての住宅・建築物が義務

化の対象となります。

　大・中規模建築物の省エネ基準も段階的に引き上

げます。1次エネルギー消費量を示すＢＥＩ（省エネ

性能指標）を0.8程度とし、大規模は24年度、中規

模は26年度を目指しています。

窓ガラス代わりに太陽光パネル。
実証実験を開始／ＥＮＥＯＳ、日本板硝子など
　ENEOSは、建物の窓に透明な太陽光パネルを使

用する実証実験を開始しました。米・ユビキタスエ

ナジー社が開発したパネルを日本板硝子の千葉事業

所に設置。日本の日照、気候条件下での発電量や窓

としての遮熱・耐熱性能を1年かけて検証します。

数年後をめどに事業化し、オフィスビルなどへ展開す

る考えです。

　実証実験で使用するパネルは、一般的な窓と同程

度の透明度を維持しています。高層ビルにも導入で

きるため、広大な用地の確保が不要になります。平

置きの太陽光発電と比べ、狭い敷地から多くの電力

を生み出せる可能性があります。

　窓の方向や室温などの条件が同じ2棟の建造物で

実験します。発電性能のほか、パネルの有無で省エ

ネルギー性能が変わるか検証します。実証実験は

ENEOSが主導し、日本板硝子はユビキタスエナジー

との共同開発の知見や、実証施設を提供します。

（記事提供　電気新聞）
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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！

「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

電線の盗難事例

●事
●例 

1
●事
●例 
3

●事
●例 

2
●事
●例 

4

「○○○○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」

「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」

●事
●例 

1
●事
●例 

2
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。

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。

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。(　         　　　　　　　　　)

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。(　         　　　　　　　　　)

　（一財）省エネルギーセンターは、2022年1月26日（水）～28日（金）に東京ビッグ
サイトでENEX2022第46回地球環境とエネルギーの調和展を開催します。わが国
における2050年に向けた脱炭素化の推進には、エネルギーの一層の効率利用によ
る消費削減や再エネリソースの有効活用、そしてこれらを電力やエネルギーネットワー
クのデジタル化、分散化技術によってマネジメントすることが求められています。
　今回はわが国最大級のエネルギー総合展である「ENEX2022」と、分散エネルギー
と地域マイクログリッドの「DER・Microgrid Japan 2022」、そして「第16回再生
可能エネルギー世界展示会＆フォーラム」の開催を通じ、カーボンニュートラルの実
現を目指し『脱炭素・エネルギー総合展』として開催いたします。
　開催期間中は、2021年度省エネ大賞表彰式および受賞者による事例発表会のほ
か、基調講演や最先端の省エネ技術を紹介する主催者セミナーが併催されます。ま
た、ENEX公式サイト上では2021年11月26日（金）～2022年2月28日（月）までオ
ンライン展が開催されます。

カーボンニュートラル
実現に向けて

省エネルギーセンター

1月に開催

※一部地域を除く
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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。
　経年劣化による突然の停電は業務などに大きく影響を及ぼすだけでなく、波及事故へと範囲が広がれば、
地域に多大な影響を与えます。
　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
は急激に進行することもありますので、定期的に設備を更新することが必要です。
　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。

※1   地絡継電装置付高圧気中負荷開閉器　　　
※2   無停電年次点検を適用しているお客さまについては、更新時期が異なります。
※3   高圧交流負荷開閉器

高濃度PCB廃棄物の処分期間（2021年4月版）

安定器及び汚染物等
北海道（室蘭）・東京事業エリア
令和５年3月31日まで

変圧器・コンデンサー等
北海道（室蘭）事業エリア
令和4年3月31日まで

変圧器・コンデンサー等
東京事業エリア

令和４年3月31日まで

変圧器・コンデンサー等
豊田事業エリア

令和4年3月31日まで

変圧器・コンデンサー等
大阪事業エリア

令和３年3月31日まで
（処分期間終了）

変圧器・コンデンサー等
北九州事業エリア

平成３０年3月31日まで
（処分期間終了）

安定器及び汚染物等
北九州・大阪・豊田事業エリア
令和３年3月31日まで
（処分期間終了）

　1972年以前に製造された変圧器やコンデンサー等に

は、高濃度のPCBが使用されたものがあり、これらは

法令の定める期限までに、高濃度PCB廃棄物として処

分業者へ廃棄処分の委託契約をする必要があります。

ところが処分期間が終了した北九州エリアで、高濃度

ＰＣＢ廃棄物が見つかるケースが散見されています。

　関東地区における変圧器・コンデンサー等の高濃度

ＰＣＢ廃棄物の処分期間は、今年度末までとなってお

り、高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分を失念すると処分する

ことができなくなるだけでなく、毒性のある高濃度ＰＣ

Ｂが含まれた廃棄物を自らの管理で継続して保管する

ことになります。

　環境大臣等からの改善命令や罰則の対象とならない

いよう、再度確認のうえ期限内の処理をお願いします。

出典： 環境省、経済産業省パンフレットより抜粋

環境省ホームページより

◉……ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理
　　   情報サイト

◉……掘り起こし調査等における高濃度PCB
　　   廃棄物・機器の発見事例(上記サイト内より)

◉……計画的処理完了期限後に発見された
　　   継続保管事例(同上)

http://pcb-soukishori.env.go.jp/

http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/pdf/discovery_case.pdf

http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/pdf/storage_case.pdf

高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期限が迫っています！



https://www.jewa.or.jp/

この用紙は再生紙を使用しています。
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https://www.kdh.or.jp/


