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Ⅰ．最近の電気保安行政について 

中国四国産業保安監督部 

電 力 安 全 課 

 

最近の動向 

中国四国産業保安監督部電力安全課では、毎年、自家用電気工作物の事業場に対して電気事

業法第１０７条第３項の規定に基づく立入検査を実施しており、平成２６年度は、電気保安法

人及び電気管理技術者に保安管理業務を委託している自家用電気工作物設置事業場の複数箇所

において、年次点検の停電点検の延伸に係る要件（平成２５年９月明確化）を確認しないまま

無停電で年次点検を実施していた事業場もあることを確認しました。 

 このため平成２７年度は、年次点検等の実施状況に重点を置いて立入検査を実施したところ、

月次点検や年次点検のうち一部の項目を実施していない事業場があることが確認されたため、

設置者に対して保安規程の遵守を徹底し、これに定めた全ての項目を定めた頻度で実施するよ

う指導しました。 

また、平成２８年２月に発生した感電死亡事故を受け、電気事業者に対して同法第１０７条第２

項の規定に基づく立入検査を実施しました。電気関係事故報告（詳報）によると、作業者が特別高

圧架空電線の鉄塔原寸調査作業を実施する前の安全対策として取り付けたアースの接地端子を外

した際、静電誘導現象により電流が流れ感電した事故が発生した原因の一つとして、安全のため接

地を維持してアースの電線側フックを外した後に接地端子を外す手順であるが誤って先に接地端

子を外したためと報告されました。平成２７年度において、この他にも作業者（被害者）の操作誤

り等により発生した感電等負傷事故が報告されました。このような事故を防ぐためには、作業者１

人１人が基本的な手順を遵守する等、日頃から高い保安意識を持つことが重要です。 

中国四国産業保安監督部においては、引き続き、立入検査等の事後規制を機動的に運用し不

適切な行為に対して厳正な対応を行うとともに、電気関係事故報告の再発防止策を厳格に確認

していきます。 

 

制度改正等 

１． 電気関係報告規則及び内規の改正について 

産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会（第１０回）までに、今後の電気保安のあり

方について審議されました。その中で、設置者が多様化する中、事故原因を適切に分析し対

策の水平展開を図っていく観点から、電気関係報告規則に基づく事故報告や電気保安統計に

基づく事故分析をより詳しくすることが必要ではないかといった検討課題が報告されました。

現行の事故報告では、そもそも社会的影響の大きな事故であっても、電気工作物の損壊等の

一定の要件に合致しない場合、報告の対象とならないケースもあります。事故報告及び電気

保安統計について、より詳細な事故分析に資する内容に適正化を図るため、電気関係報告規

則及び内規を改正しました。（平成２８年４月１日施行済み） 

 

２． 高濃度ＰＣＢ含有電気工作物にかかる主任技術者内規等の改正について 

産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会（第１１回）において、ＰＣＢ含有電気工作

物の早期処理の方向性について審議されました。高濃度ＰＣＢ使用製品については、ＰＣＢ

特措法に基づき環境大臣が定める基本計画で設定されたＪＥＳＣＯの処理完了期限までに使

用を停止することを促す必要があるため、主任技術者内規、電気設備の技術基準省令や電気

関係報告規則等を改正することとしました。（平成２８年８月以降施行予定） 
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１．最近の電気保安関係法令等の改正状況（平成２８年７月１日現在） 
 

（１）電気事業法関係 

・ 電気事業法 （最終改正：平成２７年６月２４日法律第４７号） 

・ 電気事業法施行令 （最終改正：平成２８年２月２４日政令第４８号） 

・ 電気事業法施行規則 （最終改正：平成２８年４月１日経済産業省令第６４号） 

・ 電気関係報告規則 （最終改正：平成２８年４月２８日経済産業省令第６７号）   →資料１ 

・ 電気事業法手数料規則 （最終改正：平成２５年７月８日経済産業省令第３６号） 

・ 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 

             （最終改正：平成２８年４月１日経済産業省令第６５号） 

・ 電気設備に関する技術基準を定める省令 

（最終改正：平成２８年３月２３日経済産業省令第２７号） 

・ 電気設備の技術基準の解釈 

 最近の改正状況：平成２８年５月２５日                   →資料４ 

・ 電気設備の技術基準の解釈の解説 

 最近の改正状況：平成２８年５月２５日 

・ 発電用風力設備の技術基準の解釈（最終改正：平成２７年２月６日付け 20150204 商局第 3 号） 

 

（２）電気工事業法関係 

・ 電気工事業の業務の適正化に関する法律 （最終改正：平成２６年６月１３日法律第６９号） 

・ 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令 

（最終改正：平成１８年３月３１日政令第１２８号） 

・ 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 

（最終改正：平成２８年３月２９日経済産業省令第４３号） 

 

（３）電気工事士法関係 

・ 電気工事士法 （最終改正：平成２６年６月１８日法律第７２号） 

・ 電気工事士法施行令 （最終改正：平成１９年１月１２日政令第７号） 

・ 電気工事士法施行規則 （最終改正：平成２８年３月１１日経済産業省令第１８号） 

 

（４）その他 

・ 電気事業法施行規則第５２条の２第１号ロの要件、第１号ハ及び第２号ロの機械器具並びに第１

号ニ及び第２号ハの算定方法等並びに第５３条第２項第５号の頻度に関する告示（平成１５年経

済産業省告示第２４９号） 

 最近の改正状況：平成２８年３月２２日経済産業省告示第５８号 

・ 主任技術者制度の解釈及び運用（内規） 

 最近の改正状況：平成２８年４月１日付け 20160330 商局第 2 号         →資料３ 

・ 使用前・定期安全管理審査実施要領（内規） 

 最近の改正状況：平成２８年６月１７日 

・ 使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈 

（制定：平成２８年６月１７日付け 20160531 商局第１号）      →資料５ 

・ ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物の使用及び廃止の状況の把握並びに

適正な管理に関する標準実施要領（内規） 

 最近の改正状況：平成２７年３月３１日付け 20150325 商局第 2 号  
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・ 移動用電気工作物の取扱いについて（制定：平成２８年６月１７日付け 20160531 商局第１号） 

 

・ 小型のもの若しくは特定の施設内に設置されるものである水力発電所、水力設備及び水力発電所

の発電設備、小型の汽力を原動力とする火力発電所、火力設備及び火力発電所の発電設備、液化

ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とする火力発電所又は小型のガスタービンを原動

力とする火力発電所及び火力設備を定める件（告示） 

（最終改正：平成２７年４月３０日経済産業省告示第９９号） 

 

・ 電気主任技術者制度に関するＱ＆Ａ （平成２７年１０月１９日一部改正） 

 

・ パブリックコメント：「主任技術者制度の解釈及び運用（内規）」の一部改正について 等 

  →資料２ 

 

─ 3─



資 料 １ 

 

電気関係報告規則及び内規の改正について 

 

１．改正の背景  

 

産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会（第１０回）において、事故報告の現状として、

下記の内容が報告された。 

○ 電気工作物の事故を防止・軽減していく上で、個別事故事案の質的分析（事故報告）や

統計的分析（電気保安統計）を通じ、事故情報の水平展開や必要な規制措置を講じてい

くことが不可欠。 

○ 他方、現状の報告規則では、社会的に影響の大きな事故であっても、①設備の損壊や操

作ミス等を伴わないものは報告対象となっていない、②小規模な事業用電気工作物は報

告対象となっていない等、事故情報の収集・分析・水平展開に課題。 

○ また、現状の電気保安統計は、発電所単位の事故結果（火災、感電など）が集計されて

いるものの、③事故が生じた部位やその発生原因（自然現象、保守不備など）のデータ

が集計されておらず、規制行政の検討に十分に活かせていない。 

○ 設備の出力規模を基準に画一的に事故報告を求めるのではなく、公共の安全の観点での

事故の重大性に応じ、事故報告の対象や内容を見直していくことが重要。 

今後の検討の進め方が審議され、事故報告の積極的活用・水平展開として、電気設備のリスク

評価も踏まえ、取得すべき事故情報を精査・整理し、電気関係報告規則等の改正や事故分析・共

有に資する情報基盤の整備等必要な措置を検討することとされた。 

 

２．改正内容の概要  

 

電気関係報告規則の一部を改正する省令（平成 28 年経済産業省令第 40 号）の施行に伴い、「電

気関係報告規則第３条の運用について（内規）」（20120919 商局第 9 号）について、所要の改正を

行った。主な改正内容は以下のとおり。 

 

① 速報の報告期限を２４時間以内にした。 

② 波及事故について、事故原因が自然現象（雷、風雨、氷雪、地震、水害、山崩れ・雪崩、塩・

ちり・ガス）である場合、詳報を不要にした。ただし、速報は必要。 

③ 感電等による死傷事故について、治療や検査の目的にかかわらず、入院した場合は報告対象

にした。ただし、医師の診断書で、経過観察、検査を目的とした入院であることが明らかな

場合、詳報は不要。 

④ 公共財産に被害を及ぼした場合に限定していたものを、他の物件に損傷を与えた等の場合に

拡大した（電気工作物に係る物損等事故）。 

⑤ 発電支障事故（出力１０万 kW 以上の発電設備が対象）を新設した。 

 

３．施行期日  

  平成２８年４月１日 

 （なお、電気関係報告規則の最終改正は平成２８年４月２８日（平成28年経済産業省令第67

号）。小売電気事業者に再生可能エネルギー電気量等を電力取引監視委員会に定期的に報告

すること等が規定された。） 
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電気関係報告規則 
 

（昭和４０年６月１５日通商産業省令第５４号） 
（最終改正 平成２８年４月２８日経済産業省令第６７号） 

 
電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第百六条の規定に基づき、電気関係報告規則を次のよ

うに制定する。 
 

（定義） 
第一条 この省令において使用する用語は、電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」

という。）、電気事業法施行令（昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。）及び電気事

業法施行規則（平成七年通商産業省令第七十七号。以下「施行規則」という。）において使用す

る用語の例による。 
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
一 「再生可能エネルギー電気」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す

る特別措置法（平成二十三年法律第百八号）第二条第二項に規定する再生可能エネルギー電気

をいう。 
二 「インバランス」とは、次に掲げるものをいう。 

イ 一般送配電事業者が小売供給を行う事業を営む他の者から受電した電気の量と当該他の

者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する電気の量との三十分

を単位とした差 
ロ 一般送配電事業者が非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した

当該非電気事業用電気工作物の発電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電

気の量との三十分を単位とした差 
ハ 一般送配電事業者が発電用の電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該

発電用の電気工作物の発電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量と

の三十分を単位とした差 
三 「インバランス料金算定係数」とは、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則（平成二

十八年経済産業省令第二十二号）第二十七条第二号に掲げる値をいう。 
四 「主要電気工作物」とは、施行規則別表第三の電気工作物の種類の欄に掲げる電気工作物の

うち、次に掲げるものをいう。 
イ 水力発電所に属するものにあつては、ダム、取水設備、沈砂池、導水路、放水路、ヘッド

タンク、サージタンク、水圧管路、水車、揚水式発電所における揚水用のポンプ、貯水池、

調整池、発電機（出力三万キロワット以上のものに限る。）、変圧器（電圧十七万ボルト以

上かつ容量が十万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同

じ。）、負荷時電圧調整器（送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルト

アンペア以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。）、負荷時電圧位相調整器（送

電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。以

下ロからヘまでにおいて同じ。）、調相機（送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量

二万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。）、電力用コ

ンデンサー（送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の

群に属するものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。）、分路リアクトル及び限流リア

クトル（送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のもの

に限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。）、周波数変換機器（容量十五万キロボルトアン

ペア以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。）、整流機器（容量十五万キロボ

ルトアンペア以上の直流電源用のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。）並びに遮

断器（電圧十七万ボルト以上の送電線引出口のものに限る。以下ロからトまでにおいて同

じ。） 
ロ 火力発電所に属するものにあつては、蒸気タービン、ボイラー、独立過熱器、蒸気貯蔵器、

蒸気井、ガスタービン、内燃機関、燃料設備、ばい煙処理設備、液化ガス設備、ガス化炉設

備並びに施行規則別表第二の発電所の二の（一）の下欄に掲げる発電設備に係る発電機、変

圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リア
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クトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器及び遮断器 
ハ 燃料電池発電所に属するものにあつては、燃料電池設備（出力五百キロワット以上のもの

に限る。）、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデン

サー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装

置（容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。） 
ニ 太陽電池発電所に属するものにあつては、太陽電池（出力五百キロワット以上のものに限

る。）、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、

分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置（容

量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。） 
ホ 風力発電所に属するものにあつては、風力機関、発電機（出力五百キロワット以上のもの

に限る。）、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデン

サー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装

置（容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。） 
ヘ 変電所に属するものにあつては、変圧器、負荷時電圧調整器（電圧十七万ボルト以上の変

電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。）、負荷時電圧位相調整器（電

圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。）、調

相機（電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上のものに限

る。）、電力用コンデンサー（電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトア

ンペア以上の群に属するものに限る。）、分路リアクトル及び限流リアクトル（電圧十七万

ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。）、周波数変換

機器、整流機器並びに遮断器 
ト 送電線路に属するものにあつては、電線（ケーブルを含み、電圧十七万ボルト以上の送電

線路のものに限る。）及び支持物（電圧十七万ボルト以上の送電線路のものに限る。）並び

に遮断器（電圧十七万ボルト以上の開閉所の送電線引出口のものに限る。） 
チ 需要設備に属するものにあつては、遮断器（他の者が設置する電気工作物と電気的に接続

するための受電電圧一万ボルト以上のものに限る。）、変圧器（電圧一万ボルト以上かつ容

量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。ただし、放電灯用変圧器、試験用変圧器等の

特殊用途に供されるものを除く。）、周波数変換機器及び整流機器（電圧一万ボルト以上か

つ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。）、電力用コンデンサー（電圧一万ボル

ト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。）、調相機及び分路

リアクトル（電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。）並

びに電線（ケーブルを含み、電圧五万ボルト以上の電線路のものに限る。）及び支持物（電

圧五万ボルト以上の電線路のものに限る。） 
五 「電気火災事故」とは、漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他

の工作物（電気工作物を除く。）、山林等に火災が発生することをいう。 
六 「破損事故」とは、電気工作物が変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁

破壊が原因で、当該電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停

止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若

しくはその使用を中止することをいう。 
七 「主要電気工作物の破損事故」とは、別に告示する主要電気工作物を構成する設備の破損事

故が原因で、当該主要電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が

停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、

若しくはその使用を中止することをいう。 
八 「供給支障事故」とは、破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しない

ことにより電気の使用者（当該電気工作物を管理する者を除く。以下この条において同じ。）

に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし、電路が

自動的に再閉路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。 
九 「供給支障電力」とは、供給支障事故が発生した場合において、電気の使用者に対し、電気

の供給が停止し、又は電気の使用を制限する直前と直後との供給電力の差をいう。 
十 「供給支障時間」とは、供給支障事故が発生した時から電気の供給の停止又は使用の制限が

終了した時までの時間をいう。 
十一 「発電支障事故」とは、発電所の電気工作物の故障、損傷、破損、欠陥又は電気工作物の
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誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより当該発電所の発電設備（発電事業の用に供

するものに限る。）が直ちに運転が停止し、又はその運転を停止しなければならなくなること

をいう。 
 
 
（定期報告） 

第二条 次の表の報告対象者の欄に掲げる者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、そ

れぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提

出しなければならない。 
 

報告書名 報告対象者 様式番号 報告期限 報告先 

一 発受電月報 電気事業者 様式第二 翌々月十五日 経済産業大臣 
二 設備資金報 一般送配電事業

者、送電事業者、

特定送配電事業

者及び発電事業

者 

様式第三 毎事業年度の最終月の末

日から三月（法第三十八

条第四項第一号、第二号

及び第四号に掲げる事業

を営む者にあつては、毎

四半期の最終月の末日か

ら二月）を経過する日 

経済産業大臣 

三 一般用電気工

作物調査年報 
法第五十七条第

一項の調査を実

施した者及び登

録調査機関 

様式第五 五月末日 電気工作物の設置

の場所を管轄する

産業保安監督部長

（産業保安監督部

の支部長及び中部

近畿産業保安監督

部北陸産業保安監

督署長を含む。以

下同じ。） 
四 電気保安年報

（原子力発電所に

係るものを除く。） 

法第三十八条第

四項各号に掲げ

る事業を営む者 

様式第八 七月末日 経済産業大臣 

五 自家用発電所

運転半期報 
法第二十八条の

三第一項の接続

に係る発電用の

自家用電気工作

物（出力千キロ

ワット未満の発

電所を除く。）

を設置する者 

様式第九 四月末日及び十月末日 電気工作物の設置

の場所を管轄する

経済産業局長（中

部経済産業局電

力・ガス事業北陸

支局長を含む。以

下同じ。） 

六 ポリ塩化ビフ

ェニルを含有す

る絶縁油を使用

する柱上変圧器

の使用状況調査

年報（当該機器を

有する場合に限

る。） 

法第三十八条第

四項各号に掲げ

る事業を営む者 

様式第十 七月末日 経済産業大臣 

七 電力取引報 様式第十一の表

ごとに別表の報

告対象者の欄に

掲げる者 

様式第十一 様式第十一の表ごとに別

表の報告期限の欄に掲げ

る期限 

委員会 
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八 卸電力取引所

報 
卸電力取引所 様式第十二 翌日十五時 委員会 

 
（事故報告） 
第三条 電気事業者（法第三十八条第四項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この条において同

じ。）又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工

作物（原子力発電工作物を除く。以下この項において同じ。）に関して、自家用電気工作物を設置

する者にあつては自家用電気工作物（鉄道営業法（明治三十三年法律第六十五号）、軌道法（大正

十年法律第七十六号）又は鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）が適用され又は準用される

自家用電気工作物であつて、発電所、変電所又は送電線路（電気鉄道の専用敷地内に設置されるも

のを除く。）に属するもの（変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。）以外のもの及

び原子力発電工作物を除く。以下この項において同じ。）に関して、次の表の事故の欄に掲げる事

故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。この場合

において、二以上の号に該当する事故であつて報告先の欄に掲げる者が異なる事故は、経済産業大

臣に報告しなければならない。 
 
 

事  故 
報告先 

電気事業者 自家用電気工作物を設置

する者 
一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物

の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことに

より人が死傷した事故（死亡又は病院若しくは診療

所に入院した場合に限る。） 
二 電気火災事故（工作物にあつては、その半焼以上

の場合に限る。） 
三 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若し

くは電気工作物を操作しないことにより、他の物件

に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損な

わせた事故 

電気工作物の設

置の場所を管轄

する産業保安監

督部長 

電気工作物の設置の場所

を管轄する産業保安監督

部長 

四 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損

事故 
イ 出力九十万キロワット未満の水力発電所 
ロ 火力発電所（汽力、ガスタービン（出力千キロ

ワット以上のものに限る。）、内燃力（出力一万

キロワット以上のものに限る。）、これら以外を

原動力とするもの又は二以上の原動力を組み合

わせたものを原動力とするものをいう。以下同

じ。）における発電設備（発電機及びその発電機

と一体となつて発電の用に供される原動力設備

並びに電気設備の総合体をいう。以下同じ。）（ハ

に掲げるものを除く。） 
ハ 火力発電所における汽力又は汽力を含む二以

上の原動力を組み合わせたものを原動力とする

発電設備であつて、出力千キロワット未満のもの

（ボイラーに係るものを除く。） 
ニ 出力五百キロワット以上の燃料電池発電所 
ホ 出力五百キロワット以上の太陽電池発電所 
ヘ 出力五百キロワット以上の風力発電所 
ト 電圧十七万ボルト以上（構内以外の場所から伝

送される電気を変成するために設置する変圧器

電気工作物の設

置の場所を管轄

する産業保安監

督部長 

電気工作物の設置の場所

を管轄する産業保安監督

部長 
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その他の電気工作物の総合体であつて、構内以外

の場所に伝送するためのもの以外のものにあつ

ては十万ボルト以上）三十万ボルト未満の変電所

（容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは

出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又

は出力十万キロワット以上の整流機器を設置す

るものを除く。） 
チ 電圧十七万ボルト以上三十万ボルト未満の送

電線路（直流のものを除く。） 
リ 電圧一万ボルト以上の需要設備（自家用電気工

作物を設置する者に限る。） 
五 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損

事故（第一号、第三号及び第八号から第十号までに

掲げるものを除く。） 
イ 出力九十万キロワット以上の水力発電所 
ロ 電圧三十万ボルト以上の変電所又は容量三十

万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万

キロワット以上の周波数変換機器若しくは出力

十万キロワット以上の整流機器を設置する変電

所 
ハ 電圧三十万ボルト（直流にあつては電圧十七万

ボルト）以上の送電線路 

経済産業大臣 経済産業大臣 

六 水力発電所、火力発電所、燃料電池発電所、太陽

電池発電所又は風力発電所に属する出力十万キロ

ワット以上の発電設備に係る七日間以上の発電支

障事故 

電気工作物の設

置の場所を管轄

する産業保安監

督部長 

電気工作物の設置の場所

を管轄する産業保安監督

部長 

七 供給支障電力が七千キロワット以上七万キロワ

ット未満の供給支障事故であつて、その支障時間が

一時間以上のもの、又は供給支障電力が七万キロワ

ット以上十万キロワット未満の供給支障事故であ

つて、その支障時間が十分以上のもの（第九号及び

第十一号に掲げるものを除く。） 

電気工作物の設

置の場所を管轄

する産業保安監

督部長 

  

八 供給支障電力が十万キロワット以上の供給支障

事故であつて、その支障時間が十分以上のもの（第

十号及び第十一号に掲げるものを除く。） 

経済産業大臣   

九 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若し

くは電気工作物を操作しないことにより他の電気

事業者に供給支障電力が七千キロワット以上七万

キロワット未満の供給支障を発生させた事故であ

つて、その支障時間が一時間以上のもの、又は供給

支障電力が七万キロワット以上十万キロワット未

満の供給支障を発生させた事故であつて、その支障

時間が十分以上のもの 

電気工作物の設

置の場所を管轄

する産業保安監

督部長 

  

十 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若し

くは電気工作物を操作しないことにより他の電気

事業者に供給支障電力が十万キロワット以上の供

給支障を発生させた事故であつて、その支障時間が

十分以上のもの 

経済産業大臣   

十一 一般送配電事業者の一般送配電事業の用に供

する電気工作物又は特定送配電事業者の特定送配

電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続さ

れている電圧三千ボルト以上の自家用電気工作物

  電気工作物の設置の場所

を管轄する産業保安監督

部長 
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の破損又は自家用電気工作物の誤操作若しくは自

家用電気工作物を操作しないことにより一般送配

電事業者又は特定送配電事業者に供給支障を発生

させた事故 
十二 ダムによつて貯留された流水が当該ダムの洪

水吐きから異常に放流された事故 
電気工作物の設

置の場所を管轄

する産業保安監

督部長 

電気工作物の設置の場所

を管轄する産業保安監督

部長 

十三 第一号から前号までの事故以外の事故であつ

て、電気工作物に係る社会的に影響を及ぼした事故 
電気工作物の設

置の場所を管轄

する産業保安監

督部長 

電気工作物の設置の場所

を管轄する産業保安監督

部長 

 
２ 前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から二十四時間以内可能な限り速やかに事故

の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法に

より行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して三十日以内に様式第十三の報告書を提出

して行わなければならない。ただし、前項の表第四号ハに掲げるもの又は同表第七号から第十二

号に掲げるもののうち当該事故の原因が自然現象であるものについては、同様式の報告書の提出

を要しない。 
 
（公害防止等に関する届出） 

第四条 電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げ

る場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、同表の届出先の欄に掲げる者

へ届け出なければならない。ただし、当該届出に係る電気工作物が原子力発電所に属するもので

ある場合並びに同表の第一号から第四号まで、第五号の二及び第六号に掲げる場合であつて、法

第四十七条第一項の認可又は法第四十八条第一項の規定による届出を必要とする工事に係る場合

には、この限りでない。 
 
 

届出を要する場合 届出期限 届出事項 届出先 
一 大気汚染防止法（昭和四

十三年法律第九十七号）第

二条第二項に規定するばい

煙発生施設（以下「ばい煙

発生施設」という。）に該

当する電気工作物を設置す

る場合又はばい煙発生施設

に該当する電気工作物の使

用の方法であつてばい煙量

（同法第六条第二項に規定

するものをいう。以下同

じ。）、ばい煙濃度（同項

に規定するものをいう。以

下同じ。）若しくは煙突の

有効高さ（同法第三条第二

項第一号に規定する排出口

の高さをいう。以下同じ。）

に係るものを変更する場合 

あらかじめ 当該変更に係る事項 経済産業大臣（出力

九十万キロワット未

満の水力発電所に属

する電気工作物、出

力九十万キロワット

未満の火力発電所に

属する電気工作物、

火力発電所における

出力九十万キロワッ

ト未満の発電設備に

属する電気工作物、

電圧三十万ボルト未

満の変電所（容量三

十万キロボルトアン

ペア以上若しくは出

力三十万キロワット

以上の周波数変換機

器又は出力十万キロ

ワット以上の整流機

器を設置するものを

除く。）に属する電気

工作物、電圧三十万

二 大気汚染防止法第二条第

十項に規定する一般粉じん

発生施設（以下「一般粉じ

ん発生施設」という。）に
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該当する電気工作物の使用

又は管理の方法であつて一

般粉じん（同条第九項に規

定するものをいう。以下同

じ。）の排出又は飛散の防

止に係るものを変更する場

合 

ボルト（直流にあつ

ては、十万ボルト）未

満の送電線路に属す

る電気工作物、電圧

三十万ボルト（直流

にあつては、十万ボ

ルト）未満の電力系

統に係る保安通信設

備に属する電気工作

物又は需要設備に属

する電気工作物に係

る場合は、当該電気

工作物の設置の場所

を管轄する産業保安

監督部長。第六号に

掲げる場合にあつて

は、当該発電所又は

変電所、開閉所若し

くはこれらに準ずる

場所の設置の場所を

管轄する産業保安監

督部長） 

三 ダイオキシン類対策特別

措置法（平成十一年法律第

百五号）第二条第二項に規

定する特定施設（この号、

第九号及び第十七号の四に

おいて「特定施設」という。）

に該当する電気工作物を設

置する場合又は特定施設に

該当する電気工作物の使用

の方法であつてダイオキシ

ン類の排出量（同法第十二

条第二項に規定するものを

いう。）に係るものを変更

する場合 

    

四 水質汚濁防止法（昭和四

十五年法律第百三十八号）

第二条第二項に規定する特

定施設（この号、第十二号、

第十三号及び第十八号にお

いて「特定施設」という。）

に該当する電気工作物を設

置する場合又は特定施設に

該当する電気工作物の使用

の方法、同条第七項に規定

する汚水等（以下「汚水等」

という。）の処理の方法、

同条第六項に規定する排出

水（以下「排出水」という。）

の汚染状態若しくは量（同

法第四条の五第一項に規定

する指定地域内事業場に係

る場合にあつては、排水系

統別の汚染状態若しくは量

を含む。）、同法第二条第

八項に規定する特定地下浸

透水（以下「特定地下浸透

水」という。）の浸透の方

法若しくは用水若しくは排

水の系統を変更する場合 

      

五 水質汚濁防止法第四条の

二第一項に規定する指定項

目で表示した汚濁負荷量

（以下「汚濁負荷量」とい

う。）の測定手法を定める

  汚濁負荷量の測定手

法に係る事項 
  

─ 11─



 

場合又は当該測定手法を変

更する場合 
五の二 水質汚濁防止法第五

条第三項に規定する有害物

質貯蔵指定施設（以下「有

害物質貯蔵指定施設」とい

う。）に該当する電気工作

物を設置する場合又は有害

物質貯蔵指定施設に該当す

る電気工作物の使用の方法

若しくは当該施設において

貯蔵される同法第二条第二

項第一号に規定する有害物

質（第十二号の二において

「有害物質」という。）に

係る搬入若しくは搬出の系

統を変更する場合 

 当該変更に係る事項  

六 振動規制法（昭和五十一

年法律第六十四号）第三条

第一項の規定により指定さ

れた地域内に設置された発

電所又は変電所、開閉所若

しくはこれらに準ずる場所

の電気工作物であつて、同

法第二条第一項の特定施設

に該当するものの使用の方

法を変更する場合（当該変

更が電気工作物の使用開始

時刻の繰上げ又は使用終了

時刻の繰下げを伴わない場

合を除く。） 

   

七 現に設置している電気工

作物がばい煙発生施設とな

つた場合においてばい煙を

大気中に排出する場合 

三十日以内（第七号に

掲げる場合にあつて

は電気工作物がばい

煙発生施設となつた

日から、第九号に掲げ

る場合にあつては電

気工作物がダイオキ

シン類対策特別措置

法第二条第二項に規

定する特定施設とな

つた日から、第十二号

に掲げる場合にあつ

ては電気工作物が水

質汚濁防止法第二条

第二項に規定する特

定施設となつた日か

ら、第十二号の二に掲

げる場合にあつては

電気工作物が有害物

質使用特定施設（第十

二号に掲げる場合を

ばい煙発生施設の種

類、構造及び使用の方

法並びにばい煙の処

理の方法 

  

八 現に設置している電気工

作物が一般粉じん発生施設

になつた場合 

一般粉じん発生施設

の種類、構造並びに使

用及び管理の方法 

  

九 現に設置している電気工

作物が特定施設となつた場

合において排出ガス（ダイ

オキシン類対策特別措置法

第二条第三項に規定するも

のをいう。）を排出し、又

は排出水（同条第四項に規

定するものをいう。）を排

出する場合 

特定施設の種類、構造

及び使用の方法並び

に大気基準適用施設

（ダイオキシン類対

策特別措置法第十条

第一項に規定するも

のをいう。以下同じ。）

にあつては当該大気

基準適用施設から排

出される発生ガス、水

質基準対象施設（同法

第十二条第一項第六

号に規定するものを

いう。以下同じ。）に
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除く。）又は有害物質

貯蔵指定施設となつ

た日から三十日以内） 

あつては当該水質基

準対象施設から排出

される汚水又は廃液

の処理の方法 
十 水質基準対象施設が大気

基準適用施設となつた場合 
  大気基準適用施設か

ら排出される発生ガ

スの処理の方法 

  

十一 大気基準適用施設が水

質基準対象施設となつた場

合 

  水質基準対象施設か

ら排出される汚水又

は廃液の処理の方法 

  

十二 現に設置している電気

工作物が特定施設となつた

場合において排出水を排出

し、又は特定地下浸透水を

浸透させる場合 

  特定施設の種類、構

造、設備（当該特定施

設が水質汚濁防止法

第二条第八項に規定

する有害物質使用特

定施設に該当しない

場合又は同法第五条

第二項の規定に該当

する場合を除く。）、

使用の方法、汚水等の

処理の方法、排出水の

汚染状態及び量（指定

地域内事業場にあつ

ては、排水系統別の汚

染 状態 及び量 を含

む。）、特定地下浸透

水の浸透の方法並び

に用水及び排水の系

統 

  

十二の二 現に設置している

電気工作物が有害物質使用

特定施設（前号に掲げる場

合を除く。）又は有害物質

貯蔵指定施設となつた場合 

 有害物質使用特定施

設（前号に掲げる場合

を除く。）又は有害物

質貯蔵指定施設の構

造、設備、使用の方法

並びに当該施設にお

いて製造され、使用さ

れ若しくは処理され

又は貯蔵される有害

物質に係る搬入及び

搬出の系統 

 

十三 特定施設の設置場所が

水質汚濁防止法第四条の二

第一項に規定する指定地域

となつた場合において当該

特定施設が排出水を排出す

る場合 

水質汚濁防止法第四

条の二第一項の地域

を定める政令の施行

の日から六十日以内 

排出水の排水系統別

の汚染状態及び量 
  

十四 騒音規制法（昭和四十

三年法律第九十八号）第二

条第一項の特定施設（この

号において「特定施設」と

いう。）に該当する電気工

作物を設置する発電所若

三十日以内 特定施設の種類、容量

及び個数並びに騒音

防止の方法 

当該発電所又は変電

所、開閉所若しくは

これらに準ずる場所

の設置の場所を管轄

する産業保安監督部

長 
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しくは変電所、開閉所若し

くはこれらに準ずる場所

の設置の場所が同法第三

条第一項の規定により指

定された地域（この号にお

いて「指定地域」という。）

となつた場合又は指定地域

内に設置される発電所若し

くは変電所、開閉所若しく

はこれらに準ずる場所の電

気工作物が特定施設となつ

た場合 
十五 振動規制法第二条第一

項の特定施設（この号にお

いて「特定施設」という。）

に該当する電気工作物を設

置する発電所若しくは変電

所、開閉所若しくはこれら

に準ずる場所の設置の場所

が同法第三条第一項の規定

により指定された地域（こ

の号において「指定地域」

という。）となつた場合又

は指定地域内に設置される

発電所若しくは変電所、開

閉所若しくはこれらに準ず

る場所の電気工作物が特定

施設となつた場合 

  特定施設の種類、容

量、個数及び使用の方

法並びに振動防止の

方法 

  

十五の二 現に設置している

又は予備として有している

別に告示する電気工作物で

あつてポリ塩化ビフェニル

を含有する絶縁油を使用す

るものであることが判明し

た場合（直ちに、当該電気

工作物を廃止し、第十七号

の二の三の届出をする場合

を除く。） 

判明した後遅滞なく 当該電気工作物を設

置している又は予備

として有している者

の氏名又は名称及び

住所若しくは法人に

あつては代表者の氏

名、当該電気工作物を

設置している又は予

備として保管してい

る工場若しくは事業

場の名称及び所在地

並びに当該電気工作

物の種類、定格、製造

者名、型式、設置又は

予備の別、製造年月及

び設置年月 

当該電気工作物を設

置している又は予備

として保管している

場所を管轄する産業

保安監督部長 

十六 第一号若しくは第二号

の施設、第三号、第四号、

第五号の二、第六号若しく

は第十五号の二の電気工作

物又は騒音規制法第三条第

一項の規定により指定され

た地域内に設置される発電

所若しくは変電所、開閉所

変更又は廃止の後遅

滞なく 
変更のあつた事項（電

気事業者が法第九条

第二項（法第六条第二

項第二号の事項の変

更に限る。）の届出を

する場合を除く。） 

当該施設又は当該電

気工作物の設置の場

所を管轄する産業保

安監督部長（予備と

して有している第十

五号の二の電気工作

物にあつては、当該

電気工作物を保管し
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若しくはこれらに準ずる場

所の電気工作物であつて同

法第二条第一項の特定施設

に該当するものを設置する

者の氏名若しくは名称、住

所若しくは法人にあつては

その代表者の氏名若しくは

工場若しくは事業場の名称

若しくは所在地（第十五号

の二の電気工作物を設置し

ている又は予備として有し

ている者にあつては代表者

の氏名を除く。）又は第十

五号の二の電気工作物の設

置若しくは予備の別に変更

があつた場合 

ている場所を管轄す

る産業保安監督部長

を含む。） 

十七 第一号若しくは第二号

の施設又は第三号、第四号

若しくは第五号の二の電気

工作物を廃止した場合（当

該施設の属する発電所の廃

止又は出力の変更に伴い廃

止した場合を除く。） 

  当該廃止に係る事項   

十七の二 騒音規制法第三条

第一項の規定により指定さ

れた地域内に設置される発

電所、変電所、開閉所又は

これらに準ずる場所の同法

第二条第一項の特定施設に

該当する電気工作物の全て

を廃止した場合 

廃止の後遅滞なく 当該廃止に係る事項 当該電気工作物の設

置の場所を管轄する

産業保安監督部長 

十七の二の二 振動規制法第

三条第一項の規定により指

定された地域内に設置され

る発電所、変電所、開閉所

又はこれらに準ずる場所の

同法第二条第一項の特定施

設に該当する電気工作物の

全てを廃止した場合 

廃止の後遅滞なく 当該廃止に係る事項 当該電気工作物の設

置の場所を管轄する

産業保安監督部長 

十七の二の三 別に告示する

電気工作物であつてポリ塩

化ビフェニルを含有する絶

縁油を使用するものを廃止

した場合 

廃止の後遅滞なく 当該電気工作物を廃

止した者の氏名又は

名称及び住所、当該電

気工作物が設置され

ていた又は予備とし

て保管していた工場

若しくは事業場の名

称及び所在地、当該電

気工作物の種類、定

格、製造者名、型式、

製造年月、設置年月及

び廃止年月並びに廃

止の理由及び内容 

当該電気工作物が設

置されていた場所を

管轄する産業保安監

督部長 
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十七の三 ばい煙発生施設又

は大気汚染防止法第十七条

第一項に規定する特定施設

に該当する電気工作物につ

いて故障、破損その他の事

故が発生し、ばい煙又は同

項に規定する特定物質が大

気中に多量に排出された場

合 

事故の発生後直ちに 事故の状況 当該電気工作物の設

置の場所を管轄する

産業保安監督部長 

十七の四 特定施設に該当す

る電気工作物について故

障、破損その他の事故が発

生し、ダイオキシン類対策

特別措置法第二条第一項に

規定するダイオキシン類が

大気中に多量に排出された

場合 

事故の発生後直ちに 事故の状況 当該電気工作物の設

置の場所を管轄する

産業保安監督部長 

十八 水質汚濁防止法第二条

第六項に規定する特定事業

場に該当する発電所若しく

は変電所、開閉所若しくは

これらに準ずる場所、又は

これらを設置するための事

業場において、特定施設に

該当する電気工作物の破損

その他の事故が発生し、同

条第二項第一号に規定する

有害物質（ポリ塩化ビフェ

ニルを除く。この号及び次

号において「有害物質」と

いう。）を含む水若しくは

その汚染状態が同項第二号

に規定する項目について同

法第三条第一項又は第三項

の排水基準に適合しないお

それがある水が当該特定事

業場から同法第二条第一項

に規定する公共用水域（次

号及び第十八号の三におい

て「公共用水域」という。）

に排出され、又は有害物質

を含む水が当該特定事業場

から地下に浸透したことに

より人の健康又は生活環境

に係る被害を生ずるおそれ

がある場合 

事故の発生後可能な

限り速やかに 
事故の状況及び講じ

た措置の概要 
当該電気工作物の設

置の場所を管轄する

産業保安監督部長 

十八の二 水質汚濁防止法第

十四条の二第二項に規定す

る指定事業場に該当する発

電所若しくは変電所、開閉

所若しくはこれらに準ずる

場所、又はこれらを設置す
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るための事業場において、

同法第二条第四項に規定す

る指定施設に該当する電気

工作物の破損その他の事故

が発生し、有害物質又は同

項に規定する指定物質を含

む水が当該指定事業場から

公共用水域に排出され、又

は地下に浸透したことによ

り人の健康又は生活環境に

係る被害を生ずるおそれが

ある場合 
十八の三 水質汚濁防止法第

十四条の二第三項に規定す

る貯油事業場等に該当する

発電所若しくは変電所、開

閉所若しくはこれらに準ず

る場所、又はこれらを設置

するための事業場におい

て、同法第二条第五項に規

定する貯油施設等に該当す

る電気工作物の破損その他

の事故が発生し、同項に規

定する油を含む水が当該貯

油事業場等から公共用水域

に排出され、又は地下に浸

透したことにより生活環境

に係る被害を生ずるおそれ

がある場合 

      

十九 電気工作物の破損その

他の事故が発生し、絶縁油

が構内以外に排出された、

又は地下に浸透した場合 

事故の発生後可能な

限り速やかに 
事故の状況及び講じ

た措置の概要 
当該電気工作物の設

置の場所を管轄する

産業保安監督部長 

 
（自家用電気工作物を設置する者の発電所の出力の変更等の報告） 

第五条 自家用電気工作物（原子力発電工作物を除く。）を設置する者は、次の場合は、遅滞な

く、その旨を当該自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければ

ならない。 
一 発電所若しくは変電所の出力又は送電線路若しくは配電線路の電圧を変更した場合（法第四

十七条第一項若しくは第二項の認可を受け、又は法第四十八条第一項の規定による届出をした

工事に伴い変更した場合を除く。） 
二 発電所、変電所その他の自家用電気工作物を設置する事業場又は送電線路若しくは配電線路

を廃止した場合 
 
（卸電力取引所の会員の変更の報告） 

第六条 卸電力取引所は、卸電力取引所の会員に変更があつた場合には、遅滞なく、様式第十四の

取引会員情報を委員会に報告しなければならない。 
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資 料 ２ 

 

 

高濃度ＰＣＢ含有電気工作物にかかる主任技術者内規等の改正について 

 

 

１．改正の背景  

 

平成２８年５月２日、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の

一部を改正する法律」（平成２８年法律第３４号。以下「ＰＣＢ特措法」という。）が公布され、

高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所有事業者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の種類

ごと、保管の場所が所在する区域ごとに政令で定める期間内に処分等をしなければならないこと

となった。これに対し、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）で規定する電気工作物である

高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（以下「高濃度ＰＣＢ含有電気工作物」という。）について

は、電気事業法の定めるところにより廃止等をすることとされている。 

これを踏まえ、電気事業法においても、ＰＣＢ特措法と同等の廃止等の措置を講じるべく、「電

気設備に関する技術基準を定める省令（平成９年通商産業省令第５２号）」等の一部改正等を行

う。 

 

 

２．改正内容の概要  

 

（１）「主任技術者制度の解釈及び運用（内規）」について 

 

電気工作物が高濃度ＰＣＢ含有電気工作物に該当するかどうか確認することを主任技術者の

職務として位置づけることや、当該業務を外部委託する際の契約内容として位置づけることな

ど、所要の改正を行う。 

 

（２）「電気設備に関する技術基準を定める省令」等について 

 

  使用中の高濃度ＰＣＢ含有電気工作物について、当該電気工作物が施設されている場所の所

在する区域ごとに廃止の期限を定めるとともに、当該電気工作物の変更や廃止に係る届出、廃

止に向けての管理状況等に係る届出などの様式等を整備する。 

 

 

３．施行予定  

 

  平成２８年８月以降 
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資 料 ３ 

 

 

主任技術者制度の解釈及び運用（内規）の改正について 

 

 

１．改正の背景  

 

電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）においては、一定規模以上の電気工作物について、

当該電気工作物の工事、維持及び運用の責任者として「主任技術者」を選任することや、「保安

規程」の届出を義務づけている。 

平成２８年４月１日付けで、電気事業法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）

が施行され、発電事業者と異なる者が発電用の電気工作物を所有する場合や、現行の「一般電気

事業者」が「発電事業者」及び「一般送配電事業者」に分社化する場合が想定されることから、

主任技術者の選任や保安規程の取扱い等について定めるため、「主任技術者制度の解釈及び運用

（内規）（20130107商局第2号）」について、所要の改正を行う。 

 

 

２．改正内容の概要  

 

○発電事業者と異なる者が発電用の電気工作物を所有する場合について 

 

発電事業者と異なる者が発電用の電気工作物を所有する場合は、発電事業者と当該電気工作

物を所有する者等（以下「構成者」という。）が一体となって保安体制を構築し、当該電気工作

物の工事、維持及び運用を行うこととし、構成者の連名により主任技術者を選任することとす

る。また、保安規程についても同様に、構成者の連名により定めることとする。 

 

○現行の「一般電気事業者」が「発電事業者」及び「一般送配電事業者」に分社化する場合につ

いて 

 

現行の「一般電気事業者」が、改正法の施行に伴い「発電事業者」及び「一般送配電事業者」

に分社化する場合であって、現行の「一般電気事業者」が改正法の施行の日の前に主任技術者

の選任を行っている場合は、改正法の施行の日以降においても、「発電事業者」及び「一般送配

電事業者」の連名により選任を行ったものとみなす。また、保安規程についても同様に、「発電

事業者」及び「一般送配電事業者」の連名により定めたものとみなす。 

ただし、改正法の施行の日以降に分社化し、かつ、主任技術者や保安規程を変更する場合は、

新たに、主任技術者の選任を行い、保安規程を定めることとする。 

 

 

３．施行期日  

 

  平成２８年４月１日 
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資 料 ４ 

 

 

電気設備の技術基準の解釈の一部改正について 

 

 

１．改正内容の概要  

 

 「電気設備の技術基準の解釈（20130215 商局第 4 号。以下「電技解釈」という。）」について、

以下の改正を行う。 

 

（１）低圧の配線に使用可能な絶縁電線の種類の追加について 

 

低圧の配線に使用可能な絶縁電線として、これまで、引込用ビニル絶縁電線（以下「ＤＶ電

線」という。）を規定していた。 今般、日本電気技術規格委員会（以下「JESC」という。）にお

いて、引込用ポリエチレン絶縁電線（以下「ＤＥ電線」という。）についても、ＤＶ電線と同等

の安全が確保されると判断されたことを踏まえ、ＤＶ電線について規定している電技解釈第６

５条【低高圧架空電線路に使用する電線】、第１１０条【低圧屋側電線路の施設】、第１５７条

【がいし引き工事】、第１７９条【トンネル等の電気設備の施設】、第１８０条【臨時配線の施

設】、第１８５条【放電灯の施設】について、ＤＥ電線に係る規定を追加する。 

 

（２） 地中電線相互の離隔距離について 

 

地中電線は、故障時に、放電によって他の構造物が損傷しないよう、電線相互について所要

の離隔距離を取ることとしている。今般、JESC において、「電気用品の技術上の基準を定める

省令の解釈について（20130605 商局第 3 号）」に基づく難燃性試験に適合する被覆等の耐燃措

置を施した地中電線は、電線相互の離隔距離が０．１m 以上であれば、安全が確保されると判

断されたことを踏まえ、電技解釈第１２５条【地中電線と他の地中電線等との接近又は交差】

において、当該離隔距離に係る規定を追加する。 

 

（３） 電技解釈で引用している JESC 規格の最新版への更新について 

 

 電技解釈で引用している以下の JESC 規格について、保安水準に影響を与えない項目の改正

が行われたことを踏まえ、最新版への更新を行う。 

 

 

２．施行期日  

 

  平成２８年５月２５日 
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資 料 ５ 

 

 

使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈の制定等について 

 

 

１．改正の背景  

 

近年、一部の電気設備について、技術進歩等により保安水準が向上していることから、電

気事業法等の一部を改正する法律（平成26年法律第72号）において、工事計画を不要とし、

事業者による設備使用前の確認の結果を国に届け出る「使用前自己確認制度」を新設した。  

これを踏まえ、当該電気設備に係る使用前自己確認の方法を具体的に整備するため、「電気

事業法施行規則第 73 条の 4 に定める使用前自主検査の方法の解釈（平成 24 年 11 月 30 日付

け 20121122 商局第 3 号。以下「検査解釈」という。）」等の一部を改正する。なお、今般改

正を行う検査解釈等のうち、内規の名称変更等を伴うものについては、廃止・新規制定とし

て改正する。 
 

 

２．改正内容の概要  

 

使用前自己確認制度の対象となる、公害防止に関する工事計画の届出対象であるものを除

いた「燃料電池発電所（単体の出力が500kW未満の発電設備を組み合わせるものであって、合

計出力が2,000kW未満のもの）」及び「水力発電所に設置される洪水吐きゲート操作用予備動

力設備」について、従来の使用前自主検査に係る規程を参考にしつつ、使用前自己確認の各

種項目に関する確認方法及び判定基準を検査解釈に整備する。  

また、あわせて、使用前自己確認の結果の届出方法等についても整備するため、関連する

規程を改正する。 なお、その他、条番号の整理等の形式的な修正もあわせて行う。 

 

 

３．施行期日  

 

  平成２８年６月１７日 
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