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韮山反射炉　桜の季節
静岡県伊豆の国市（16～17ページ参照）

　韮山反射炉は幕末の1857（安政４）年、開国を迫る欧米諸国からの国防のために築かれ、品川沖
お台場などの大砲数百門を鋳造しました。2015（平成27）年に「明治日本の産業革命遺産」の構成
資産として、世界文化遺産に登録されました。１年を費やした保存修理工事を、2021年秋に終えたば
かりです。
　中伊豆の玄関口、伊豆半島のつけ根に位置する伊豆の国市は、歴史遺産が豊富。今年はＮＨＫ
大河ドラマの舞台となり、北条氏ゆかりの寺院・史跡を訪れる人々でにぎわうことでしょう。温泉が湧き、
富士山の眺望をはじめとする景観に恵まれ、アウトドアの魅力もあります。

お客さまこんにちは　土肥金山

2022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

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≫

＊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
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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。

 お  知  ら せ ● ● ● ● ●

1 2 3
4 5 6

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

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）

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

自家用電気工作物を
廃止した場合

合併・分割により
自家用電気工作物を
承継した場合

ばい煙発生施設に関し
使用、変更 *、廃止が

ある場合キュービクルって充電式？安全エレちゃんのQ&A
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　私たち関東電気保安協会は、1966年（昭和41年）
の設立以来「電気を安全で効率的にお使いいただく
ためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の
実現」という経営理念のもと、業務に取り組んで参
りました。
　具体的には、調査・保安・建設・広報業務を4本柱に、
お客さまのニーズに応え、お客さまに電気を安心し
てお使いいただけるよう、務めております。

コロナ禍の中、私たちは「新しい生活様式」へと踏み出しました。
これを支えるのが情報通信などの電気・電子技術、そして電気エネルギーです。
国を挙げて取り組む「脱炭素社会」の構築も、電化の進展がカギになります。
私たち関東電気保安協会は、新しい暮らしや社会を電気が切り拓くと同時に、
電気保安の役割と責任がこれまで以上に増していくことを認識し、
電気を安全で効率的にご利用いただくためのサービスに一層努めてまいります。

電気を安全で効率的に

Ⅰ 関東電気保安協会の主な業務

Ⅱ 調査業務

お客さまを訪問して、電気設備の安全点検（調査業
務）を行います。点検内容は、屋外の配線や屋内の
分電盤、ブレーカーなどの目視点検等のほか、漏れ
電流計や絶縁抵抗計を使用した絶縁状態（漏電の有
無）の確認などです。
　訪問の際には、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おります。
●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。
　なお、お客さまからの定期調査の訪問日程変更な
どは、コールセンターで受け付けております。

　高圧・特別高圧で受電する需要設備、発電設備な
どは「自家用電気工作物」と位置付けられています。
これを設置しているお客さまを対象とするのが「保
安業務」です。
●保安管理業務
　自家用電気工作物は「自主保安体制」の確立を基
本とし、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、電気主任技術者を外部の電気管理技術者や
電気保安法人に業務委託できます。

　当協会は、この「外部委託承認制度」に基づき、
電気保安法人としてお客さまと保安管理業務の契約
を締結し、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、
24時間・365日いつでも迅速にトラブル対応できる
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おり、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。

●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、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おります。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。

●各種講習会の開催
　労働安全衛生法では、事業者が従業員を感電事故
のリスクがある業務に携わらせる場合、安全衛生教
育を行うことを義務付けています。

のため、関係団体と協調し、特別点検を実施してお
ります。
●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に取り組ん
でいます。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。
　例えば「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。
●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
学する高校生を対象に、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、一般の
ご家庭や商店、小規模な工場などのお客さまを対象と
した「調査業務」を実施しています。
●定期調査
　一般家庭などの電気設備は、電気事業法で「一般
用電気工作物」と位置付けられ、技術基準に適合し
ているか、調査することが定められています。この
調査は「電線路維持運用者」（当協会のエリアは主
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、その登録調査機関として委託を受けた
エリアの業務を行っており、原則として4年に1回、

関東電気保安協会の業務ご紹介

Ⅲ 保安業務

　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
　重要文化財などの電気設備の配線診断のほか、高
齢者宅、福祉施設などを対象に電気事故の未然防止定期調査

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

　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技術
研修所などで有料で開催しています。



　いかがでしたか。
　今後も、ますます重要なエネルギーとなってくる
電気ですが、日頃から安全を確保することが大切で
す。設備の不備や取り扱いを誤ると、感電や火災な
どの事故を招いてしまいます。
　当協会は、電気保安を通じ、地域社会に貢献する

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 
2022年3・4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5月15日必着締切期日

発 表 2022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。

自家用電気工作物は「自主保安体制」の確立を基本とし、設
置者が〇〇〇〇を作成・届出するとともに、電気主任技術者
を選任する必要があります。
〇に入る言葉を４文字でお答えください。

◎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は、1966年（昭和41年）
の設立以来「電気を安全で効率的にお使いいただく
ためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の
実現」という経営理念のもと、業務に取り組んで参
りました。
　具体的には、調査・保安・建設・広報業務を4本柱に、
お客さまのニーズに応え、お客さまに電気を安心し
てお使いいただけるよう、務めております。

特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

気電 工 事 士
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

お客さまを訪問して、電気設備の安全点検（調査業
務）を行います。点検内容は、屋外の配線や屋内の
分電盤、ブレーカーなどの目視点検等のほか、漏れ
電流計や絶縁抵抗計を使用した絶縁状態（漏電の有
無）の確認などです。
　訪問の際には、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おります。
●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。
　なお、お客さまからの定期調査の訪問日程変更な
どは、コールセンターで受け付けております。

　高圧・特別高圧で受電する需要設備、発電設備な
どは「自家用電気工作物」と位置付けられています。
これを設置しているお客さまを対象とするのが「保
安業務」です。
●保安管理業務
　自家用電気工作物は「自主保安体制」の確立を基
本とし、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、電気主任技術者を外部の電気管理技術者や
電気保安法人に業務委託できます。

　当協会は、この「外部委託承認制度」に基づき、
電気保安法人としてお客さまと保安管理業務の契約
を締結し、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、
24時間・365日いつでも迅速にトラブル対応できる
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おり、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。

●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、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おります。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。

Ⅳ 建設業務
Ⅵ その他

Ⅴ 広報業務

ことを使命に、これからもサービスの
提供に努め、信頼いただけるプロ集団
を目指して、安心と安全をお届けして
まいります。

●各種講習会の開催
　労働安全衛生法では、事業者が従業員を感電事故
のリスクがある業務に携わらせる場合、安全衛生教
育を行うことを義務付けています。

のため、関係団体と協調し、特別点検を実施してお
ります。
●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に取り組ん
でいます。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。
　例えば「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。
●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
学する高校生を対象に、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、一般の
ご家庭や商店、小規模な工場などのお客さまを対象と
した「調査業務」を実施しています。
●定期調査
　一般家庭などの電気設備は、電気事業法で「一般
用電気工作物」と位置付けられ、技術基準に適合し
ているか、調査することが定められています。この
調査は「電線路維持運用者」（当協会のエリアは主
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、その登録調査機関として委託を受けた
エリアの業務を行っており、原則として4年に1回、

　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
　重要文化財などの電気設備の配線診断のほか、高
齢者宅、福祉施設などを対象に電気事故の未然防止

電気を安全で効率的に 関東電気保安協会の業務ご紹介

非常用予備発電装置の点検・整備

電気安全出張相談所

高齢者宅の配線診断

電気使用合理化診断
（診断のための調査・測定）

特高・高圧電気設備の点検
（保護継電器試験）

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）

　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技術
研修所などで有料で開催しています。
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埼玉事業本部 越谷事業所　池田　庄吾

の 記 録 から現場
応動で発見！
絶縁不良は普段点検できない高所で

　当協会では、突発的な電気事
故に備え夜間、休日でも事故出
動態勢を整えています。絶縁監
視サービスをご契約いただいて
いるお客さまは、電気設備から
の警報の状態を24時間365日、
総合監視指令センターにて監視
しています。

◆　　◆　　◆
　私が当直の日の出来事です。
18時を過ぎたころ、総合監視指
令センターで絶縁監視装置から
の漏電警報を受信。出動要請が
入り、直ちに現地へ向かいました。
　19時頃に現地の工場へ到着。
照明はついており、金属加工の
機械音がしていました。工場内
で社長さんが作業中でしたので、
事情を説明し、漏電調査の了承
をいただきました。
　まずキュービクルに向かい、
漏電の状況を確認しました。低

圧ゴム手袋を着用し、キュービ
クルの扉を検電したところ、検
電器が鳴り、キュービクルの外
箱が充電している状態でした。
この状況は、大電流が漏電して
いる可能性を示しています。
　キュービクルの扉を開錠、絶
縁監視装置を確認したところ、
警報は継続中です。漏洩電流計
で変圧器のＢ種接地線の漏洩電
流を計測すると、動力変圧器
（200V）のＢ種接地線で、20～
30Ａ（20,000mA～30,000mA）
の変動した漏洩電流が計測され
ました。当協会の応動基準は50
ｍAですから、漏洩電流はかな
り大きく、危険な数値でした。
　続いてキュービクルの低圧配
電盤で動力回路の漏洩電流を計
測。その結果、3系統のうち、工

場1階の1系統まで絞ることがで
きました。工場1階には分電盤が
8カ所あります。順次、各分電盤
で漏洩電流を測定しましたが、
キュービクルで計測したような
大電流は計測されません。
　「もしかしたら、低圧幹線での
漏電かもしれない……」と思い、
お客さまへ事情を説明し、動力
回路の停電調査のご了承をいた
だきました。キュービクルの該
当ブレーカーを開放し、絶縁抵
抗計で測定を行ったところ、3線
ともにほぼ0ＭΩに近く、管理値
の0.2ＭΩを下回り、絶縁不良の
数値でした。
　工場内に戻り、各分電盤の主
幹ブレーカーの電源側と負荷側
の絶縁抵抗測定を行いました。
負荷側では異常はありませんで

したが、ブレーカーの電源側で
0.01ＭΩ未満が計測されました。
そこで、各分電盤の主幹ブレー
カーを開放し、キュービクルの
該当ブレーカーにて、再度絶縁
測定を行いました。すると１線
で0.01ＭΩ未満を計測。他の2
線は、良好な数値でした。
　1線のみ絶縁不良値のため、低
圧幹線の漏電が濃厚です。その
経路を調べたところ、キュービ
クルから建屋まではエフレック
ス（地中埋設管）で埋設されて
おり、建物の立ち上がりは金属
管を使用、建屋内にプルボック
スが3カ所ありました。プルボッ
クスは高所に設置され、内部を
点検することができません。
　お客さまに調査結果をご説明
し、翌日の朝に出入りの電気工
事店へ連絡を取っていただく運
びとなりました。該当回路のブ
レーカーは、開放状態とさせて
いただき、その日は帰所しました。

　翌朝、担当検査員に状況を説
明し、お客さまへの連絡をお願
いしました。そしてお昼過ぎ、
電気工事店より担当検査員へ調
査結果の連絡が入りました。
　原因は工場内の高所プルボッ
クスにありました。ケーブル配
線の接続箇所のテーピングが甘
く、接続箇所がプルボックスに
接触して、漏電していたとのこと。
漏電箇所は絶縁材で再施工し、
絶縁抵抗値に異常がないことを
確認し、送電となりました。

　◆　　◆　　◆
　埋設されたケーブルや高所の
プルボックスは、外観点検が困
難な場所となっています。今回は、
キュービクルに絶縁監視装置が
設置してあったため、漏電によ
る感電や火災を防ぐことができ
ました。
　あらためて、お客さまの設備
の漏電状態を24時間365日監視
している、絶縁監視装置と総合
監視指令センターを心強く感じ
た出来事でした。

Tr
B

屋外 地上
キュービクル

3∅
6.6kV/200V

3∅
6.6kV/200V

回路名称
工場1階
回路名称
工場1階

主幹1 主幹2 主幹3 主幹4 主幹5 主幹6 主幹7 主幹8

CVT-3C埋設

金属製プルボックス 金属製プルボックス

プルボックス内で
地絡

電
源
側
負
荷
側

金属製プルボックス

金
属
管

B種接地

絶縁
監視
装置



10 11電気と保安 2022年 3・4月号 電気と保安 2022年 3・4月号

金のテーマパーク

　駿河湾に面した西伊豆・土肥（と
い）は、自然豊かで素朴なまち。
海水浴客を集める遠浅で波静かな
砂浜、太平洋に沈む夕日は絶景で
す。海岸沿いを中心に温泉宿・ホ
テルが並び、足湯や共同浴場もあ
ります。
　その温泉は、金の採掘時に湧
き出したといわれます。ここには
佐渡に次ぐ、国内屈指の金山があ
りました。室町時代に始まり、

1965（昭和40）年に閉山するま
での間の、推定産出量は金40t、
銀400t。その歴史を知り、黄金
の魅力に「触れる」テーマパーク
が土肥金山です。

坑内に金運パワースポット

　園内には大きく4つの見どころ・
楽しみどころがあります。金のハッ
ピを着込んだ広報担当・國分歩さ
んの案内で、まずは最初の見どこ
ろ「坑内めぐり」へ出発。
　金山の坑道は総延長100kmもあ

り、うち350mを公開しています。
荒 し々い岩肌が露出していますが、
足元は舗装され車いすやベビーカ
ーでも安心して見学できます。道中
には2つの金運パワースポット。「山
神社」を参拝して黄金の鳥居に触
れ、続いて「銭洗い」でお金を洗
えば金運アップ間違いなし⁉　
　坑道の各所では、江戸時代の採
掘風景を電動の人形で再現してい
ます。「人形の顔を見てください」
と國分さん。みんなしっかりとマス
クをしています。しかも金色。

ギネス認定、世界一の金塊

　坑道を出たら「黄金館」へ。重
さ250kg、ギネスブック認定の世界
一の巨大金塊とご対面です。相場
により変動しますが、取材時の時
価は18億円余‼　直に触れ、しば
し黄金の夢に浸ってください。
　黄金館は金山の資料館でもあり、
金銀鉱石、徳川幕府直轄の時代を
再現したジオラマ、8分の1サイズ
の千石船、大判・小判などを展示
しています。
　千両箱の重量実感体験
もできます。時代劇では、
ねずみ小僧が軽 と々
肩にかついで屋根
の上を走ります
が、重 さ は
22kg　……。

時間を忘れて砂金採り

　「砂金館」は砂金採りの体験施
設です。水槽の砂の中に潜む純金
粒。専用の「パンニング皿」を使
って砂を取り除き、輝きを探します。
制限時間は30分。「夢中になり、
あっという間に過ぎてしまうという
声を多くお聞きします」と國分さん。
リピーターも多いため、回数券を
販売しています。
　30粒以上を見つけると免許皆伝。
希望すれば名前と記録が掲示さ
れます。採った砂金は小瓶に
入れお持ち帰り。皆さんも
〝一攫千金〟にチャレンジし
てはいかがでしょう。

　最後の楽しみはお買い物。「本
館」には、金ピカのオリジナル土
産がずらり。坑内めぐりの人形が
着けていた金色のマスクも並んでい
ます。発売当初は連日完売、今も
人気商品です。
　お菓子は一番人気の「金箔カス
テラ」、まんじゅうなど定番のほか、
ニヤリとさせるアイデア商品も。一
押しの新商品が「埋蔵金のきんつ
ば」です。千両箱を模した箱に入
ったきんつば。その下には小判が
（中身はチョコレート）。贈答品に
すれば、先様が「お主も悪よのぅ～」
と応じてくれるかも。

夢のひととき、安全で支える

　「日本一早咲きの『土肥桜』の
シーズン（1月下旬～）は終わりま
したが、ソメイヨシノの並木も見応
えありますよ」と國分さんは春休
みの来園を呼び掛けます。3月末
の日曜日には、広い駐車場を活か
して好評の「キッチンカー祭り」4
回目を予定しています。
　コロナ禍で2020年は入場者が
半減。21年は静岡県内の学校が
修学旅行で訪れるようになりました。
とはいえ、回復は途半ば。職員が
交代で道路沿いに立ち、旗を振っ

て呼び込みを行ったり、ホームペ
ージや毎日更新するＳＮＳで巨大
金塊の時価をアップしたりするなど、
集客に努めています。
　厳しい事業環境の下、当協会に
は「これからも質が高く、低廉な
サービスをお願いします」と國分さ
ん。伊豆地方は度々大きな地震に
見舞われており、例えば、坑内め
ぐりの最中に停電や電気事故が起
きては大変です。当協会は、来園
者が安全、安心して黄金の夢を楽
しめるよう、定期点検などをしっ
かりと務めてまいります。　

時間を忘れる砂金採り

一押し新製品の「埋蔵金のきんつば」(上)、
喫茶店ではインスタ映えの

「純金モリモリソフトクリーム」が人気

黄金の鳥居で金運祈願（左）、江戸時代の採掘風景を再現。人形の口元には…（中）、
荒 し々い岩肌の坑道も、足元は安全(右)

「坑内めぐり」入口

こ ん に ち はまさ客お

土肥金山
〒410-3302　静岡県伊豆市土肥2726
☎0558-98-0800　toikinzan.com

春の魅力、園内の桜並木
（夜のライトアップ）

金塊にタッチして金運アップ！

土肥マリン観光 課長國分 歩さん

重量250kg、純度999.9、巨大金塊
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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）
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
協議する団体です。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

　電気製品の安全を担保するた
めの制度には、国が定めた電気
用品安全法があり、製造事業者

または輸入事業者に経済産業局
への届け出、技術基準の準拠、
製品への「PＳEマーク」の表示、
検査記録の保管等の義務が課せ
られています。
　この中の技術基準の準拠に関
しては、一般的な家電製品は「丸
形PＳE」に区分され、欧米の考
え方にならって「自己確認」と
されており、安全性の確認は事
業者自身に委ねられています。
しかし残念なことに、昨今の一
部の輸入品に関しては不具合、
事故も報告されており、消費者
から不安視する声も上がってい
ます。
　そうした中で1995（平成7）
年に誕生したのが「Ｓマーク」
です。公正・中立な第三者認証

機関が、公正な立場から当該製
品の安全性を客観的に評価し、
安全性が確認された製品である
ことを表すもので、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、指定の認証機関である
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実施
する製品試験に合格し、さらに、
継続的に安全性を維持している
かを確認するため、年に1回、工
場での検査を受けなければなり
ません。それに合格することで、
初めて認証を取得することがで
きます。
　このように製品そのものの型
式試験（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
工場での品質管理の調査を継続
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。

3 Ｓマークの店頭普及率

　【グラフ１】のデータは、全国の
流通事業者様の協力を得て、当協
議会が独自に実施している店頭
調査結果に基づくものです。17
種類の製品カテゴリーに分類し
て、紺色の棒グラフが主として従
来型の店舗販売のＳマーク普及
データ、オレンジ色がネット販売
の同データを表しています。
　Ｓマークの制度を開始して 26
年が経過しました。市場において、
電気製品に対するＳマークは定
着して参りました。しかしながら、
2020 年度の調査では店頭普及率
は全体平均で 68.3% になってお
り、近年では緩やかな低下傾向に
あります。
　製品カテゴリー別で見ると、冷
蔵庫、電子レンジ、洗濯機、テレビ

等の比較的高額な製品は、Ｓマー
クの普及率が高くなっています。
国内のナショナルブランドの販
売比率が高く、これらはＳマーク
を取得している比率も高いこと
が、その背景にあります。
　一方で、調理家電（電気ポット、
フードプロセッサー、コーヒー
メーカー等）は、メーカー側にＳ
マーク認証に必要な費用と期間
を惜しむ傾向があると推定され
ます。手ごろな価格帯であること
に加えて、海外メーカーの輸入品
比率が高いのが、その理由です。
　近年のＳマーク店頭普及率の
低下は、明らかに海外メーカーの
製品と、国内で新たに起業した会
社（自社では商品企画が中心で、
設計・製造を海外に委託）の販売
が増加していることに起因して
います。

　ネット販売は従来型の店舗販
売と比較して、さらにＳマーク取
得率が低いことがわかります。調
理家電等、手ごろな価格帯の製品
に消費者の人気が集まり、それら
は海外製品（＝Ｓマークを取得し
ていない）の比率が高いことが理
由に挙げられます。
　特に近年のコロナ禍により、
ネット販売が重宝され、ますます
販売ウエートが高まっています。
ところが、消費者が製品を選択す
る際には、安全性がほとんど考慮
されていないのが実情です。

4 消費者の購買における
　 安全意識

　前記の結果から、ネット販売
における課題も透けて見えます。
ネット販売においても、消費者

は高額な電気製品については国
内のナショナルブランドを選択
し、低価格帯は中国製を中心と
した海外製品を選択していると
分析できます。高額製品の「安心」
に対して、お金を払っている消
費者心理が伺えます。
　しかし、ここに大きな落とし穴、
見落としがあります。安全への
配慮に欠けた低価格製品が発火・
発煙し、火災事故を起こしては、

悔やんでも悔やみきれません。
日本ではまだまだ「安全」にお
金を払うという意識が希薄であ
るようです。
　独立行政法人製品評価技術基
盤機構（NITE）のまとめによると、
【グラフ２】で示す通り2014年
からの累計で、モバイルバッテ
リーの事故で火災に至った件数
が210件・79％を占めています。
スマートホン（スマホ）、コード

    マーク認証制度を
ご存知ですか？

レスで便利なスティック型掃除
機、電動工具などの電源に多く
利用されているリチウムイオン
バッテリーの発火・発煙事故が
多発しているのです。
　なかでも、製品本体とは別の
メーカーが安価に販売している、
非純正のバッテリーは保護回路
の設計が不十分であるとされて
います。【写真１】は、電動工具
の非純正バッテリーを充電して
いる最中に発火した事例です。
　【グラフ３】の事故件数推移が
示すように、経済産業省、NITE
の啓発活動により、2020年度で
は改善されている製品カテゴ
リーもありますが、まだまだ十
分な結果は得られていません。
　消費者の目で、購入する製品
が安全であるか否かを判断する
ことは困難です。製品を手に取っ
て確認することができないネッ
ト販売ではなおさらです。そこ
で製品に表示されているＳマー

【図1】 Sマーク

製　造
事業者

販　売
事業者

輸　入
事業者 消費者

第三者
認証マーク

公正！・中立！

電気製品認証協議会（SCEA）

クをその判断基準に購入するこ
とをお奨めしています。Ｓマーク
認証では、第三者認証機関が試
験確認しますので、もし製品に
不備があれば、ほぼ間違いなく
不適合となり、市場に出回るこ
とはありません。
　電気事故が発生した際には、
その製品の損傷だけに収まらず

に、二次災害として建物火災に
もつながる可能性があります。
製品の金額の多寡では測りきれ
ないものであることを、当協議
会としては粘り強く訴えていき
たいと考えています。
　電気工事に携わる皆さまにお
かれては、電源を確保しにくい
現場ではコードレスの電動工具

等が欠かせないアイテムになっ
ており、使用頻度が高いため、
バッテリーの交換をされること
も多いと思います。コードレス
掃除機やスマホ等を含め、交換
バッテリーを購入する際には純
正品を、製品購入の際にはＳマー
ク認証製品を選定されることを
お奨めします。
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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）
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
協議する団体です。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

　電気製品の安全を担保するた
めの制度には、国が定めた電気
用品安全法があり、製造事業者

または輸入事業者に経済産業局
への届け出、技術基準の準拠、
製品への「PＳEマーク」の表示、
検査記録の保管等の義務が課せ
られています。
　この中の技術基準の準拠に関
しては、一般的な家電製品は「丸
形PＳE」に区分され、欧米の考
え方にならって「自己確認」と
されており、安全性の確認は事
業者自身に委ねられています。
しかし残念なことに、昨今の一
部の輸入品に関しては不具合、
事故も報告されており、消費者
から不安視する声も上がってい
ます。
　そうした中で1995（平成7）
年に誕生したのが「Ｓマーク」
です。公正・中立な第三者認証

機関が、公正な立場から当該製
品の安全性を客観的に評価し、
安全性が確認された製品である
ことを表すもので、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、指定の認証機関である
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実施
する製品試験に合格し、さらに、
継続的に安全性を維持している
かを確認するため、年に1回、工
場での検査を受けなければなり
ません。それに合格することで、
初めて認証を取得することがで
きます。
　このように製品そのものの型
式試験（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
工場での品質管理の調査を継続
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。

3 Ｓマークの店頭普及率

　【グラフ１】のデータは、全国の
流通事業者様の協力を得て、当協
議会が独自に実施している店頭
調査結果に基づくものです。17
種類の製品カテゴリーに分類し
て、紺色の棒グラフが主として従
来型の店舗販売のＳマーク普及
データ、オレンジ色がネット販売
の同データを表しています。
　Ｓマークの制度を開始して 26
年が経過しました。市場において、
電気製品に対するＳマークは定
着して参りました。しかしながら、
2020 年度の調査では店頭普及率
は全体平均で 68.3% になってお
り、近年では緩やかな低下傾向に
あります。
　製品カテゴリー別で見ると、冷
蔵庫、電子レンジ、洗濯機、テレビ

等の比較的高額な製品は、Ｓマー
クの普及率が高くなっています。
国内のナショナルブランドの販
売比率が高く、これらはＳマーク
を取得している比率も高いこと
が、その背景にあります。
　一方で、調理家電（電気ポット、
フードプロセッサー、コーヒー
メーカー等）は、メーカー側にＳ
マーク認証に必要な費用と期間
を惜しむ傾向があると推定され
ます。手ごろな価格帯であること
に加えて、海外メーカーの輸入品
比率が高いのが、その理由です。
　近年のＳマーク店頭普及率の
低下は、明らかに海外メーカーの
製品と、国内で新たに起業した会
社（自社では商品企画が中心で、
設計・製造を海外に委託）の販売
が増加していることに起因して
います。

　ネット販売は従来型の店舗販
売と比較して、さらにＳマーク取
得率が低いことがわかります。調
理家電等、手ごろな価格帯の製品
に消費者の人気が集まり、それら
は海外製品（＝Ｓマークを取得し
ていない）の比率が高いことが理
由に挙げられます。
　特に近年のコロナ禍により、
ネット販売が重宝され、ますます
販売ウエートが高まっています。
ところが、消費者が製品を選択す
る際には、安全性がほとんど考慮
されていないのが実情です。

4 消費者の購買における
　 安全意識

　前記の結果から、ネット販売
における課題も透けて見えます。
ネット販売においても、消費者

は高額な電気製品については国
内のナショナルブランドを選択
し、低価格帯は中国製を中心と
した海外製品を選択していると
分析できます。高額製品の「安心」
に対して、お金を払っている消
費者心理が伺えます。
　しかし、ここに大きな落とし穴、
見落としがあります。安全への
配慮に欠けた低価格製品が発火・
発煙し、火災事故を起こしては、

悔やんでも悔やみきれません。
日本ではまだまだ「安全」にお
金を払うという意識が希薄であ
るようです。
　独立行政法人製品評価技術基
盤機構（NITE）のまとめによると、
【グラフ２】で示す通り2014年
からの累計で、モバイルバッテ
リーの事故で火災に至った件数
が210件・79％を占めています。
スマートホン（スマホ）、コード

マーク認証制度を
ご存知ですか？

レスで便利なスティック型掃除
機、電動工具などの電源に多く
利用されているリチウムイオン
バッテリーの発火・発煙事故が
多発しているのです。
　なかでも、製品本体とは別の
メーカーが安価に販売している、
非純正のバッテリーは保護回路
の設計が不十分であるとされて
います。【写真１】は、電動工具
の非純正バッテリーを充電して
いる最中に発火した事例です。
　【グラフ３】の事故件数推移が
示すように、経済産業省、NITE
の啓発活動により、2020年度で
は改善されている製品カテゴ
リーもありますが、まだまだ十
分な結果は得られていません。
　消費者の目で、購入する製品
が安全であるか否かを判断する
ことは困難です。製品を手に取っ
て確認することができないネッ
ト販売ではなおさらです。そこ
で製品に表示されているＳマー【写真1】 電動工具の非純正バッテリー充電時の発火（NITE提供）

クをその判断基準に購入するこ
とをお奨めしています。Ｓマーク
認証では、第三者認証機関が試
験確認しますので、もし製品に
不備があれば、ほぼ間違いなく
不適合となり、市場に出回るこ
とはありません。
　電気事故が発生した際には、
その製品の損傷だけに収まらず

に、二次災害として建物火災に
もつながる可能性があります。
製品の金額の多寡では測りきれ
ないものであることを、当協議
会としては粘り強く訴えていき
たいと考えています。
　電気工事に携わる皆さまにお
かれては、電源を確保しにくい
現場ではコードレスの電動工具

等が欠かせないアイテムになっ
ており、使用頻度が高いため、
バッテリーの交換をされること
も多いと思います。コードレス
掃除機やスマホ等を含め、交換
バッテリーを購入する際には純
正品を、製品購入の際にはＳマー
ク認証製品を選定されることを
お奨めします。

 マークをより知っていただくために

　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、モーションまんが
「Sマークってなあに？」を
YouTubeの動画でご覧になれま
す。ぜひ一度アクセスしてみて
ください。

電気製品認証協議会
（SCEA）事務局

〒160-0022 
東京都新宿区

新宿1丁目18番13号
協建新宿1丁目ビル4階
TEL：03-5362-7077
FAX：03-3358-5558

モバイルサイト：
上記QRコードでアクセス

YouTube：
モーションまんが
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/jp/index.html）

【グラフ2】 モバイルバッテリーの事故件数推移（NITE提供） 【グラフ3】 非純正品バッテリーの事故報告（NITE提供）
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スマートフォン（3件）

2014～20年の累計

LEDヘッドライト（4件）
ノートパソコン（13件）
充電式電動工具（41件）
充電式電気掃除機（40件）

1月～3月に発生
4月～12月に発生
火災：210件（79％）
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静岡県

伊豆の国市

16 17電気と保安 2022年 3・4月号 電気と保安 2022年 3・4月号

　伊豆半島のつけ根に位置する静岡県伊豆の国市。旧
大仁、伊豆長岡、韮山の3町が合併して2005（平成
17）年に誕生しました。
　山に囲まれ、天城山麓に発する狩野川沿いに平野部
が広がります。市内は富士山を眺めるのにちょうど良い
距離。特に葛城山からの眺望は絶景で、駿河湾や天
城連山なども望めます。

　荒々しい岩肌を見せる城山（じょうやま）は、伊豆
半島ジオパークを代表する景観のひとつ。ロッククライ
ミングの名所ですが、家族連れで楽しめるハイキングコ
ースがあります。
　狩野川は南から北、富士山に向かって流れます。緩
やかな流れは、初心者のカヌー体験などに最適。アユ
解禁時には早くから釣り人が訪れます。諸説ありますが、
友釣り発祥の地ともいわれます。川沿いには、これら自
然を満喫できるサイクリングロードが整備されています。

世界遺産や北条氏史跡を訪ねる
　世界遺産の韮山反射炉をはじめ、豊富な史跡も魅力
です。今年のＮＨＫ大河ドラマは、鎌倉幕府2代目執
権となる北条義時が主人公。当地から出た北条氏ゆか
りの寺院・史跡は、徒歩や「歴バスのる～ら」で周遊
できます。
　アウトドアや史跡巡りの後は、温泉でほっこり。温泉

ホテルの露天風呂で富士山
を眺める贅沢から、気軽
に立ち寄れる公共浴場、
足湯まで楽しみ色々。この
うち伊豆長岡温泉・古奈
地区の歴史は古く、源頼
朝も入浴したとか。芸妓さ
んが多く在籍し、伝統芸
能を引き継いでいます。

小トラベル好奇心
いっぱい！

富士山の眺望がよい葛城山（452m）山頂へは、ハイキングで行くこともできます（barman/PIXTA）

源頼朝が流された地、蛭ヶ島公園にある
頼朝・政子の夫婦像（左同）

城山を眺め、狩野川沿いを走るサイクリングツアー
（提供：伊豆の国市）

（記事提供　電気新聞）

JR東京駅から新幹線で三島駅まで1時間、
三島駅から伊豆箱根鉄道・韮山駅17分、伊豆長岡駅
20分、大仁駅27分。
JR東京駅から特急踊り子号で伊豆長岡駅まで2時間
東京から東名高速道路・沼津ICまたは長泉沼津ICまで
約60分、伊豆縦貫道・江間ICまで25分

鉄道の場合

自動車の場合

：

： 

【江川邸（江川家住宅）】 【伊豆パノラマパーク】

【長嶋茂雄ロード】

静岡県 伊豆の国市Access┃  アクセス

　国指定史跡「韮山

役所跡」の中にあり、

重要文化財です。敷

地には主屋を中心に、

表門、書院、５棟の

蔵が立ち並びます。

主屋は1600年ごろの

築で、改築を重ねて現在の建物となりました。広大な土間の

空間を形づくる屋根裏の梁組と幾重にも連なる小屋組などが

壮観です。時代劇のロケにも度々使用されています。

　江川家は中世からの武家の家柄で、江戸時代は天領伊豆

の代官を世襲しました。特に幕末の当主・英龍（坦庵）は科学・

工学などにも秀でた万能人でした。韮山反射炉の建設、洋式

帆船建造、種痘の実施、パン製造などの業績を残しました。

邸内には「パン祖の碑」があります。
●韮山駅より徒歩20分、タクシーで6分。周遊バスは「江川邸」下車
●開館時間：9:00～16:30（受付16:15まで）、水曜は9:00～15:00（受
付14:45まで）、第3水曜と年末年始休館
●韮山反射炉との共通入場券：大人800円、小中学生：250円

【願成就院】
　1189年、源頼朝の奥州攻めの成功を祈願し、義父の初代

執権・北条時政が建立。義時、泰時の三代にわたり堂塔が

整備され、浄土様式の壮大な寺院となっていきました。当時

の建物は戦火で失われましたが、遺構が国指定史跡 です 。

　お祀りする阿弥陀如来坐像、毘沙門天立像など5体の仏

像は運慶 の作で 、いずれも国宝です。
●韮山駅・伊豆長岡駅か
ら徒歩15分。周遊バ
スは「北条の里」下車
●拝観料：大人700円、
中高生400円、小 学
生200円
●開 館 時 間：10:00～
16:00、火・水曜休館（正
月と祝日の場合を除
く）、他に仏事等の休
館があります
※詳しくはホームページ
（ganjoujuin.jp）参照

　伊豆長岡の山麓エリアから葛城山山頂エリアまで、総延長

1800mのロープウェイで約7分半。展望デッキからの富士山

の絶景はもとより、駿河湾、天城山などの360度パノラマを

楽しむことができます。

　山頂には広いパークが整備されています。カフェや足湯な

どがあり、大自然の中でゆったりと過ごせます。
●伊豆長岡駅からバス約15分「伊豆の国市役所前」下車。ロープウェ
イ乗場までは徒歩。車は伊豆中央道路、修善寺道路・長岡ICか
ら１分。
●ロープウェイ往復券：大人（中学生以上）2400円、子ども（小学生）
1200円、未就学児は無料
●営業時間：夏季（2/16 ～ 10/15）は9:00～17:30（ロープウェイ上り
最終 17:00）
※詳しくはホームページ（panoramapark.co.jp）参照

　〝ミスタープロ野球〟長嶋茂雄氏は現役時代のオフシーズ

ン、７年にわたり旧大仁町で「山ごもり」（自主トレーニング）

しました。その記憶を遺し、地域のスポーツ振興に生かすため、

日課とした朝の散歩道などを「読売巨人軍長嶋茂雄ロード」、

狩野川堤防や城山の登

山道を「読売巨人軍長

嶋茂雄ランニングロー

ド」と命名。各所にモ

ニュメントが建てられ

ています。
●大仁駅から徒歩

※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

（提供：伊豆の国市）

江川邸の主屋（提供：伊豆の国市）

国宝 運慶作 毘沙門天 立像
（提供：願成就院）

（提供：伊豆パノラマパーク）

J
R
伊
東
線

伊
豆
中
央
道

伊
豆
スカ
イ
ラ
イ
ン

韮山駅

長岡北IC

大仁中央IC

韮山峠IC

山伏峠IC

亀石峠IC

原木駅

田京駅

伊豆長岡駅

大仁駅

韮山反射炉韮山反射炉

葛城山葛城山 読売巨人軍
長嶋茂雄ランニングロード
読売巨人軍
長嶋茂雄ランニングロード

伊豆パノラマパーク
（ロープウェイ駅）
伊豆パノラマパーク
（ロープウェイ駅）

願成就院願成就院
江川邸江川邸
蛭ヶ島公園蛭ヶ島公園

伊豆箱根鉄道
駿豆線
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─民間規格「自家用電気工作物保安管理規程」②─

第 回

電気事業法と各種手続き（28）

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。
前回に続き「自家用電気工作物保安管理規程」を取り上げます。
前年１・２月号から連載してきた民間規格は、これが最終回です。

Q 1 巡視、点検及び検査は
どう書かれていますか？

A 　設置者は感電による労働災害の発生予防の

ため、主任技術者等の指導・助言を得て、主

体的に作業安全を確保する必要があります。特に屋

外用キュービクルの周囲には柵を設けるなどの措置

が必要です。

　本規程では、労働安全衛生法令に定める墜落防止、

活線及び活線近接作業、停電作業等について遵守事

項を整理し示しています。

A 　設置者は、主任技術者等が行う巡視、点検

及び検査に関する保安の記録の内容を把握し、

保存しなければなりません。定期点検及び電気事故

の記録は、3年間保存することが必要です。3年を超

える周期で行う定期点検記録等は、次回の点検が終

了するまで保存しなければなりません。

　なお、主任技術者等の外部委託先を変更する場合

は、保安の記録を正確に引き継ぐことが重要です。

A 　保安規程は，自家用電気工作物の種類や規

模に応じて、それぞれに最も適した保安体制

を確立することを目的とし、Ｑ4で記した内容を定め

ます。電気工作物を安全かつ良好な状態に維持する

ためには、この保安規程に基づいた適正な制度運用

がなされることが重要です。

　本規程では、設置者及び従業者の保安規程遵守を

定めるとともに、主任技術者等には保安規程の遵守

と合わせて、設置者及び従業者による遵守状況を確

A 　事故（故障）が発生した場合、または発生

するおそれがある場合、設置者または従業員

等は速やかに主任技術者等に連絡・報告しなければ

なりません。主任技術者等は連絡・報告を受けた後、

内容を確認し、送電停止等、緊急的な対処を行います。

　事故（故障）発生時に備えて、あらかじめ指揮命

令系統や緊急連絡先を整備し、現場で混乱した際で

も迅速な対応ができるようにする必要があります。

重要な連絡先としては、主任技術者等（保安法人の

担当窓口）、需給契約している一般送配電事業者（関

東地方等は東京電力パワーグリッド）、電気工事業

者などが挙げられます。

（記事提供：日本電気協会技術部）

80 

　約1年にわたり民間規程「高圧受電設備規程」と

「自家用電気工作物保安管理規程」を解説しました。

　自家用電気工作物は、主任技術者等の管理が

必要な電気設備であり、これを維持管理するため

には、信頼できる外部委託先を選ぶことが必要で

す。

　事故や故障を起こさず、信頼性の高い電気設備

を維持するためにも、自家用電気工作物に対する

ご理解を深めていただきますようお願いいたします。

Q 2 点検回数は法令で
定められているのですか？

Q 3 改修工事については？

Q 4 維持・運用に関しては？

Q 6 設備更新は義務付けられて
いるのですか？

Q 7 作業安全については？

Q 8 保安の記録の保存期間は
どのくらい必要ですか？

Q 5 事故（故障）が発生したら？

A 　本規程の第2章「電気保安業務」は巡視・

点検・検査、改修工事、設備更新、作業安全、

保安の記録等に関する要求事項を明示しています。

まず、巡視・点検・検査の基本原則として電気主任

技術者等（以下、主任技術者等） の責務を示してい

ます。

　主任技術者等は、自家用電気工作物を設置する者

（以下、設置者）に代わって、国が定める技術基準

への適合状況を確認し、不適合等の判断をした場合

は、設置者がとるべき措置等を報告する義務を負い

ます。

　主任技術者等には保安の監督責任も課せられ、当

該事業場の従業員が行う巡視、点検の監督も含まれ

ます。従業員等は、不明な点がある場合は主任技術

者等に連絡し、指導及び助言を求めることが重要で

す。

A 　国の告示基準により、設備区分、設備条件、

容量（出力）区分ごとに点検頻度が定められ

ています。この点検頻度を基本に主任技術者等は保

安規程を作成し、産業保安監督部の認可を受けてい

ます。基本的には、「月次点検」と「年次点検」に

分けられます。

　絶縁監視装置を設置している場合は、24時間状態

監視を行っていますので、漏電警報があった場合、

主任技術者等は緊急性のあるものか判断を行い、必

要に応じて臨時点検を行います。

A 　設置者は改修工事（機器交換・増設・減設）

を行う際、設備の適切性確認のため、当初計

画段階より主任技術者等を参加させなければなりま

せん。主任技術者等は、電気保安に関係ある事項に

関して、その業務の決定、立案、報告または連絡調

整の各段階において、監督機能を果たす必要があり

ます。

　確認の結果、工事の計画に保安上支障があること

が判明した場合、主任技術者等は設置者に対して指

示または助言を行い、設置者はその指示・助言を尊

重し、適切な措置を取ります。

　主任技術者等は、改修工事の期間中も巡視や外観

点検を行い、計画どおりに施工されていること、及

び技術基準への適合状況を確認します。改善すべき

箇所がある場合は設置者と協議を行い、速やかに対

処することが必要です。

　竣工後は自家用電気工作物として全体の機能、所

定の性能に異常はないか、竣工検査を行います。内

容は基本的に年次点検と同じですが、改修の内容に

応じた項目を追加することが必要です。

A 　一定の周期で設備の現状を把握し、経年劣

化や故障により発生する波及事故防止や、技

術基準不適合を未然に防止するために定期点検を実

施します。月次と年次の点検があり、年次点検のな

かでは長期間（2～5年）の周期で精密点検も行われ

ます。また、故障が疑われる場合や事故発生時に、

臨時点検を行います。

認することも求めています。また、保安規程の遵守

を徹底するために、設置者、主任技術者等、従事者

がそれぞれの立場に応じて教育・指導をすること、

または教育・指導を受けることが必要です。



●仕事を通じて目指していることは？

　電気主任技術者となることが目標です。上司や先
輩からの指導を仰ぎながら、お客さまや当協会のお
役に立てる人材になれることを目指しています。努力
を惜しまず、周りから信頼される協会職員になりたい
と思いながら、日々働いています。

●どのような仕事をしていますか？

　主に、当協会とご契約いただいているお客さまの年

次点検において、補助の業務に携わっています。土
曜・日曜日などは、主任技術者を専任されているお客
さまから受託している、自家用電気工作物の試験技
術業務の補助も行っています。
　月に一度の日直・当直における事故対応もさせて
いただいており、検査員となるための貴重な体験を得
ながら、毎日研さんを積んでいます。

●点検等で気をつけている点は？

　作業責任者の指示に従いながら電気設備を点検
しています。その際に気づいたこと、気になったことに
関しては、些細なことでも作業責任者へ報告（アサー
ション）をすることを常に心掛けて、作業を実施してい
ます。

●協会で働く魅力は？

　関東電気保安協会は、お客さまから厚い信用と信
頼をいただいている保安法人だと実感しながら働い
ており、そこで働けることに感謝しています。
　また、職場の先輩からは毎日、様々な経験や知識・
技術を教えていただいております。そちらの面でも感
謝の気持ちを持ち、とても良い職場だと思っていま
す。

東京北事業本部 荒川事業所
電気保安2課
手塚　睦さん
51歳、入所9年目

［協会の職員紹介］
スポットライトスポットライト

家族で映画を見たり、カラオケに行ったり、音楽を聴くことです

魚類

努力

優しいところ

これからも頑張ります

【趣味は？】

【好きな食べ物は？】

【好きな言葉は？】

【自分の長所は？】

【何でも一言！】

自己 紹介

関東電気保安協会では、今日も多くの職員が皆さまの
電気設備の安全を守るため汗を流しています。
そんな現場の最前線では、どんな人がどんな仕事をしているのでしょうか？
話を聞いてみました。

N E W S C L I P ニュース
クリップ

経産省特会は7181億円、
太陽光ＰＰＡに補助／エネ関係予算案
　経済産業省の2022年度当初予算案は、エネルギ

ー対策特別会計が7181億円、前年度比3.6％減とな

りました。21年度補正予算と合わせて１兆373億円。

2050年カーボンニュートラルに向けた取り組みを加

速、福島復興も着実に進めます。

　PPA（電力購入契約）などによる太陽光設置補助

金導入に向け、新規で125億円計上。補正予算の135

億円と合わせて260億円の規模となりました。再生

可能エネルギー（再エネ）では、洋上風力人材育成

に向けた教育プログラム開発や、訓練施設整備に新

規で6億円を計上。原子力では、高温ガス炉を念頭

に置いた水素製造技術の実証に新規で7億円が充て

られました。福島復興関連では、福島ロボットテスト

フィールドを活用したドローンや空飛ぶ車の開発に新

規で29億円を充てています。

　環境省の予算案は、一般会計とエネルギー対策特

別会計の合計が前年度比2.6％増の3161億円。地域

の脱炭素施策に重点配分し、補正予算を含めて1000

億円以上を充てます。

　「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」には200

億円を計上。発電設備だけでなく、自営線や熱導管、

蓄電池などを5年程度にわたり支援します。「再エネ

交付金」は公募で脱炭素先行地域に選ばれた地方公

共団体に高い交付率を設定。民生部門の電力消費に

よる温室効果ガス排出実質ゼロ計画が必要となりま

す。先行地域でなくても、一定出力以上の再エネを

導入すれば支援を受けられます。

　国土交通省は50年カーボンニュートラルに向けて

ZEH・ZEB（ゼロ・エネルギー・ハウス／ビル）普及

など省エネ対策を強化。補正予算を含めて1691億円

を充てます。カーボンニュートラルポート（CNP）形

成も推進。洋上風力発電の導入を促す基地港湾や環

境整備などに331億円を計上しました。

　まちづくりに資するグリーンインフラの整備につい

ては119億円を充て、太陽光発電などの地域再エネ

の導入・利用の拡大を目指します。

供給力確保で役割整理、
電源「過度な退出」防止／総合エネ調
　総合資源エネルギー調査会の電力・ガス基本政策

小委員会は、電力システムの足元の課題に対する方

針を取りまとめました。供給力確保のための枠組み

を整理し、各プレーヤーが果たすべき役割を提示。

電源の過度な退出防止に向けた対応策も示しまし

た。通常国会に提出する電気事業法改正案に盛り込

みます。

　供給力確保に向け、小売電気事業者や一般送配

電事業者、発電事業者の役割を整理しました。その

うち法改正事項として、電力広域的運営推進機関（広

域機関）との間で容量確保契約を締結している発電

事業者に対し、電事法の努力義務として容量確保を

求めます。2024年度の容量市場開始を見据えた措置

です。

　それに伴い広域機関の役割も見直します。電事法

での広域機関の目的に「供給能力の確保の促進」を明

記。加えて、広域機関が経産相に供給能力確保に必

要な措置を意見具申できるよう、権限を強化します。

　発電事業の変更届け出も見直します。これまでは

発電設備を廃止する際、発電用電気工作物の出力変

更に該当するため、電事法27条に基づき事後届け出

で済みました。供給力などの不足が見込まれる中、

今後は事前届け出を電事法上の義務として課し、発

電所廃止に伴う追加供給力公募の時間的余裕を確保

します。

　また、大型系統用蓄電池に対する事業規制も設け

ます。系統用蓄電池を活用して充放電を行う事業は、

電事法上の扱いが不明確でした。揚水発電を参考に

今後は発電事業に分類し、参入・退出時の届け出義

務、需給逼迫時の供給命令などを課します。

　この他、法改正事項には該当しませんが、大手電

力会社の発電部門と小売部門の費用透明化も記載。

既に公表されている財務諸表に加え、発電事業費用

と小売電気事業費用を区分した明細書などの作成・

公表を22年度から求めます。

（記事提供　電気新聞）
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接地抵抗測定を行う手塚さん



　「充電」を広辞苑で調べてみま

した。「（charge）コンデンサーま

たは蓄電池などに電荷を蓄える

こと。蓄電」。

　リチウムイオン電池の実用化

などにより、充電式の電気製品

は長時間、大きなパワーで稼働

できるようになりました。電気

自動車（ＥＶ）の時代になれば、

充電はますます、一般には「電気

を充たす」というニュアンスで使

われていくことでしょう。

　一方、電気保安での「充電」は

電気製品、設備、電線路に電圧

がかかっている状態を指します。

「電気が充ちた」状態ということ

です。英和辞典で「charge」を引

いてみると、ありました。「…に

詰める，満たす，〈電気を〉通ず
る」。
　冒頭の引用では、本来切れて

いるはずの開閉器が切れていな

かったため、キュービクルに電

気が通じた状態（＝充電中）であ

ることを知らせる充電表示器の

音が鳴っていたのです。

　高圧受電設備の充電部に触れ

て、死傷する事故が後を絶ちま

せん。感電はもとより、アーク

による火傷、感電して転倒した

ことによる打撲・骨折などが、

毎年のように報告されています。

これらの事故事例は、停電せず

に行う作業で、キュービクルの

内部に身体を入れる行為をした

ことなどで、発生しているよう

です。

　もう一方の充電はどうでしょ

う。特集2「Ｓマーク認証をご存

じですか」（p12～）で触れられて

いますが、純正品ではないバッ

テリーを使った結果、充電中に

火災事故が起きる事例が増えて

います。

　ルールを守り、正しい用具を

使うこと。電気の利便性と危険

性は背中合わせです。「充電」に

は、くれぐれもご注意ください。

　「構内1号柱に施設し

ているPAS（地絡継電器

付高圧気中負荷開閉器）

の保護継電器試験が終了し、

キュービクルへ戻ろうと移動し

始めたところ、近づくにつれて

『ピィーッ、ピィーッ、充電中で

す』という音が聞こえてきまし

た」（2018年9・10月号〈№549〉「現

場の記録から」より）

　これを読んだ一般の方は、

キュービクルは充電できる、蓄

電池（バッテリー）を備えた電気

設備と思うかもしれませんね。

安 全 エ レ ち ゃ ん の

キュービクルって
充電式？
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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って穴やすき間ができたり、ケーブル引込口が
閉塞されていなかったりすると、そこからネズミ、ヘビ、鳥などの小動物が侵入することがあ
ります。
　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。



この用紙は再生紙を使用しています。
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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ます。
2022（令和4）年度も、大変ご好評をいただいております
本講習会を開催いたします。
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。

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ます。
2022（令和4）年度も、大変ご好評をいただいております
本講習会を開催いたします。
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。

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

2022年度

●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）

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

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。

電気取扱者特別教育講習会
●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。

●低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会（学科＋実技7 時間）
　　　※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

【
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ス
】

【
2
日
コ
ー
ス
】

申し込み
お待ちして
おります。


