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引込みに係る制度改正 
（２引込み可能な要件等） 

○本来、一需要場所一引込み！ 
施行規則改正により、二引込みが可能となった。 

   【電気事業法施行規則附則第１７条（一の需要場所の特例） 平成２４年４月１日施行】 

 
・以下が要件（いずれにも該当） 

【詳細は、電気事業法施行規則附則第１７条第二号に定義】 
 

 イ 認定発電設備であること。【再エネ特措法第三条第二項に規定】 
 ロ 認定発電設備と関係のない相当規模の需要があること。 
 ハ 公道に面している等、電気事業者の検針、保守、保安等の業務のため  
    の立ち入りが容易に可能であること。 
 二 他の電気工作物と電気的接続を分離すること等により保安上の支障 
    がないことが確保されていること。 
 ホ 工事に関する費用は、負担するものであること。 
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http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%64%8b%43%8e%96%8b%c6%96%40%8e%7b%8d%73%8b%4b%91%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H07F03801000077&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%64%8b%43%8e%96%8b%c6%96%40%8e%7b%8d%73%8b%4b%91%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H07F03801000077&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1


２引込み可能な要件 
• 設備認定の取得要件 
    【再エネ特措法第三条第二項に規定】 

 
   ①メンテナンス体制の確保 
 

   ②計量法に基づく特定計量器の設置 
 

   ③発電設備の具体的な特定 
    （規定するセルの変換効率以上等） 
 

   ④設置費用の記録と報告 
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※参照 【再生可能エネルギーの固定価格買取制度について（説明会資料）平成24年7月3日更新】 

http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/dl/120522setsumei.pdf
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/dl/120522setsumei.pdf
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/dl/120522setsumei.pdf


２引込み可能な要件 

 
①需要設備の電気工作物と太陽電池発電設備が電気的に

接続されておらず、 
②かつ、点検や事故等の際の立ち入りが担保されるなどの

措置が講じられている場合のみ 
（別設置者（屋根貸し等）の場合、保安協定等作成により担保） 
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二 「・・保安上の支障がないこと・・」とは・・・ 

※保安協定の例 
 ①責任境界線（所有する設備）の明確化  
 ②各設備の立入、管理及び保安確保に関する事項 
 ③点検時の立入体制等に関する事項 
 ④事故時の連絡体制等関する事項 
 ⑤非常災害時の対策に関する事項 
 ⑥協定の変更に関する事項 
 ⑦明示なき事項の処理に関する事項 
 

※参照 【いわゆる屋根貸しによる太陽電池発電設備の取扱い及び電気主任技術者制度の 
運用について 平成24年9月6日改正】 
 

http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240906taiyuu.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240906taiyuu.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240906taiyuu.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240906taiyuu.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240906taiyuu.pdf


需要設備、太陽電池発電設備の連系（特例） 
・全量買取制度（２引き込み）の場合、需要設備と太陽電池発電設備とは電気的
に接続してはならない。（電気事業法施行規則附則第１７条第１項第２号に規定） 
・ただし、災害時等の停電時に、需要設備及び太陽電池発電設備共に系統から
切り離した状態で両設備を接続するもので“「三又スイッチ」による機械的インター
ロックを行うもののみ”認める。（屋根貸し等別設置者でも可能だが、特定供給・保安協
定等を含め個別に審査） 
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太陽電池発電設備と需要設備を接続する場合 



   一般用電気工作物と             
       自家用電気工作物の定義 
• 一般用電気工作物とは、 

 
 
 

 
 
• 自家用電気工作物とは、 

 上記の一般用電気工作物以外 
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①出力５０ｋＷ未満の太陽電池発電設備であり 
②かつ、６００Ｖ以下の電圧にてその構内から送電するもので、 
③それ以外の構外の電線路と接続していないもの。 

※参考 太陽電池発電設備の場合、その設備に電気を供給していないため、電気供給者
による竣工調査（設置時等）・定期調査（４年１回等）は義務づけられていない。よって設
置者の保安責任の意識が大事！ 
 



一般用電気工作物の定義 

・太陽電池発電が50kW未満であって、売電用の引込線において、電力会社と
の責任分界点が構内にあり、その他の構外に渡る電線路と接続されていなけ
れば、一般用電気工作物（法第３８条第１項第１号又は第２号） 

道路 

A A 

PCS 

引込線 

太陽光パネル 
引込線 × 責任分界点が構内

の場合は一般用 

× 

受電又は売電のための電線路以外の電
線路と接続されている場合は、自家用 

責任分界点が構外
の場合は自家用 

構内 別構内 

× 
× 

7 一般用電気工作物 

一般用電気工作物 



A A 

太陽光パネル 

PCS 

パネルを隣の屋根に設置（１） 

引込線 

引込線 

一般用電気工作物 

・太陽電池発電が50kW未満であって、同一構内の同所有者の別建屋の屋根に
設置している場合は、一般用電気工作物 
・なお、太陽電池発電の場合、途中で断線しても発電を止めることが出来ず、電
線がその後も充電中となり、感電・火災の可能性ある。 
・よって、建物間の間を電線路で架空で敷設する場合は、感電・火災の防止の観
点からも適切な工事を行う必要あり。（技術基準参照） 他のケースも同様。   

構内 
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一般用電気工作物 

感電・火災対策が
必要 



A A 

太陽光パネル 

PCS 

パネルを隣の屋根に設置（２） 

引込線 
引込線 

自家用電気工作物 

一般用電気工作物 
電気主任技術者 

・太陽電池発電が50kW未満であっても、電線が道路横断する場合は､構外に
渡る電線路と接続されているため、自家用電気工作物 

道路 

責任分界点 

責任分界点 
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A B 

太陽光パネル 

PCS 

パネルを隣の屋根に設置（３） 

引込線 

引込線 

自家用電気工作物 

一般用電気工作物 
電気主任技術者 

・太陽電池発電が50kW未満であっても、構外に渡る電線路と接続されているため、
自家用電気工作物 
・ただし，設置者AとBが同一である場合※のみ、同一構内とみなし一般用電気工
作物 
 ※同一生計家族や会社の代表を勤める等密接な関係があり、保安協定等で保安が担保される場合の
み同一構内とみなす。 

構内 
別構内 

※構内とみな
す場合も。 
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A A 

太陽光パネル PCS 

パネルを連系した設置 

引込線 

引込線 

一般用電気工作物 

・同一の建物・敷地所有者（Ａ）においては、連系した太陽電池発電が50kW未満
であれば、敷地全体を一つの構内とみなし、一般用電気工作物 

引込線 

A 

一般用電気工作物 

一般用電気工作物 

※建物・敷地所有者：Ａ 
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A B 

太陽光パネル 

PCS 

パネルを連系した設置（アパート等） 

引込線 

引込線 

一般用電気工作物 

・アパート等でも同一の建物・敷地所有者（Ｃ）においては、連系した太陽電池発
電が50kW未満であれば、敷地全体を一つの構内とみなし、一般用電気工作物 
・ただし、連系の電線路は、線下を一般公衆が通過するものと取扱い、より適切な
工事を行う必要あり。（技術基準参照） 

引込線 

Ｃ 

一般用電気工作物 

一般用電気工作物 

※建物・敷地所有者：Ｃ 

十分な感電・火災 
対策が必要 
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PCS 



太陽光パネル 

既存の工場の屋根にパネルを設置 

低圧引込線 

・電気的に接続されていなければ、それぞれの電気工作物として扱うことができる。 
・太陽電池発電が50kW未満であれば、一般用電気工作物（別設置者でも同じ） 
 （既存電気室等に太陽電池設備を設置する場合は、区分けを明確にしておく。ま

た、一体的に保安管理を行うため、既存の保安規程に追加することも可） 

PAS 

自家用電気工作物 

高圧引込線 

一般用電気工作物 
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PCS 



太陽光パネル 

電気主任技術者 

・既存の工場（自家用電気工作物）に太陽電池発電設備（自家用電気工作物 
）を設置する場合、「需要設備」及び「発電所」有する一つの事業場として扱うこと
ができ、既存の主任技術者が監督範囲を拡大させることができる。（別事業場と
することも可） 

自家用電気工作物 
（発電所） 

自家用電気工作物 
（需要設備） 

１事業場 

同一所有者 

構内 
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PAS 

既存の工場の隣接敷地にパネルを設置 

キュービクル（変電設備） 

※事業場毎に主任技術者を選任（施行規則第５２条） 



太陽光パネル 

既存の工場の屋根にパネルを設置 

高圧引込線 

・既存の工場（自家用電気工作物）に太陽電池発電設備（自家用電気工作物 
）を設置する場合、「需要設備」及び「発電所」有する一つの事業場として扱うこと
ができ、既存の主任技術者が監督範囲を拡大させることができる。（別事業場と
することも可） 

PAS 

自家用電気工作物（需要設備） 

高圧引込線 
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自家用電気工作物 
（発電所） 

１事業場 

※事業場毎に主任技術者を選任（施行規則第５２条） 



太陽電池発電設備の発電出力の 
考え方について 

•  発電出力は、①太陽光パネルの出力と②パワーコンディ
ショナーの出力のいずれか小さい方の値 

 
• なお、パワーコンディショナーを複数台設置している場合

は、各系列における太陽光パネルの出力とパワーコンデ
ィショナーの出力のいずれか小さい方の値を、それぞれ
合計した値 
 

• ただし、パワコンとパネル間に蓄電池や負荷設備を接続
する場合は要確認！ 
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電気事業法上の手続き 

• ①工事計画届出・使用前安全管理審査申請 
 

• ②主任技術者の選任 
 

• ③保安規程の届出 
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手続きの全体のスケジュール 
（モデルケース） 
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  一般用電気工作物 事業用電気工作物（自家用電気工作物） 

最大電力 ～５０ｋＷ未満 
５０ｋＷ 

～５００ｋＷ未満 
５００ｋＷ 

～１,０００ｋＷ未満 
１,０００ｋＷ   

～２,０００ｋＷ未満 
２,０００ｋＷ以上 

電圧 ２００Ｖ ６,６００Ｖ ６,６００Ｖ ６,６００Ｖ 
２０,０００Ｖ 
６６,０００Ｖ 

工事計画 
安全管理審査 

不要 不要 不要 不要 要 

主任技術者 不要 要 要 要 要 

（選任） － （可） （可） （可） （可） 

（選任許可） － （可） （不可） （不可） （不可） 

（兼任） － （可） （可） （可） （原則不可） 

（外部委託） － （可） （可） （可） （不可） 

保安規程 不要 要 要 要 要 

保安に関する電気事業法上の手続き（基本） 

※最大電力とは・・  ■電力会社から受電する電気のみを使用する場合 
                ・契約電力500キロワット以上の需要家は、契約電力の値をいう。 
                ・契約電力500キロワット未満の需要家については契約設備電力の値と実量値をもって決定される 
                 契約電力の値のうちいずれか大きい値をいう。 
             ■自家用発電設備を有する場合 
                ・電力会社との契約電力と自家用発電所の最大電力との合計をいう。 
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①工事計画届出及び    
使用前安全管理審査について 

• 太陽電池発電設備のみ、「２０００ｋＷ以上」が工事計
画届出対象（平成２４年６月２９日以降） 

• 対象設備は、使用前安全管理審査受審義務あり 
 

①工事着工３０日前までに提出義務 
②工事完了後、使用前自主検査実施し、送電開始（売電） 
③使用前安全管理審査申請（速やかに） 
④手数料納付（設置の工事163,800円、収入印紙にて納付） 

⑤使用前安全管理審査を受審（申請後１か月後程度） 
⑥評定通知受理（受審後１か月後程度） 
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②主任技術者の選任形態 

• １）選任   （電気事業法第４３条第１項） 

• ２）許可   （電気事業法第４３条第２項） 

• ３）兼任   （電気事業法施行規則第５２条第２項） 

• ４）不選任（外部委託承認） 
        （電気事業法施行規則第５２条第２項）） 
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各要件等は、内規で提示！ 
【主任技術者制度の解釈及び運用（内規）平成２４年３月３０日改正】 

http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240330naiki.pdf


１）主任技術者の選任（選任） 
 （電気事業法第４３条第１項） 

• 選任後遅滞なく届出（工事着工後２週間程度までに） 
 

  ①従業員（嘱託含み（週半分以上の勤務）） 
    親・子・兄弟会社も選任可能 

  ②派遣労働者（常時勤務） 
  ③業務委託者（常時勤務） 
    （②・③の場合、イ）主任技術者の意見尊重、ロ）主任技術 
     者の指示遵守、ハ）主任技術者の職務誠実行為を契約書   
     に記載のこと。） 
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※参照 【主任技術者制度の解釈及び運用（内規） 平成24年３月３０日改正】 
 

http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240330naiki.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240330naiki.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240330naiki.pdf


主任技術者の委託による選任 
（業務委託） 

• ビルメンテナンス会社等で採用している当該事業場に常時
勤務の委託の場合、選任として取り扱う。 
 
 

• 一方、太陽電池発電所においては、技術基準上でも技術員
が常時監視しないことが出来る発電所として施設することが
でき、無人事業場も多くあり、主任技術者のみを事業場に常
時勤務させるのは実質的に難しい。 
 

• よって、太陽電池発電所においては、２時間以内に到達でき
、かつ、運転管理（発電設備の運転状態を把握できること（技術基準解釈

第４７条の「遠隔常時監視制御方式」（制御関係を除く）を準用））を行ってい
る事業場であれば、そこを「常時勤務する事業場」とみなすこ
とができるものとする。 
（選任届出時に別途確認中） 
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※参照 【主任技術者制度の解釈及び運用（内規） 平成24年３月３０日改正】  
 

http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240330naiki.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240330naiki.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240330naiki.pdf


２）主任技術者の選任（許可） 
 （電気事業法第４３条第２項） 

• 選任許可（電気事業法第４３条第２項） 
従業員に限り、５００ｋＷ未満の発電所であれば、第１
種電気工事士試験合格者等でも可能。 
 

• 事前承認 
  工事着工前２週間程度前までに申請。 
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※参照 【主任技術者制度の解釈及び運用（内規） 平成24年３月３０日改正】  
 

http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240330naiki.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240330naiki.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240330naiki.pdf


３）主任技術者の選任（兼任） 
 （電気事業法施行規則第５２条第２項） 

• 電気主任技術者免状者に限り、選任する事業所とは
別に兼務する事業所（5カ所、かつ、2000kW未満）を持
つことが可能。 

• 事前承認（工事着工前２週間前までに申請） 
• 親・子・兄弟会社も可能 
• 業務委託契約者も制度利用可能 
• 太陽電池発電設備には特例を設定 
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※参照 【主任技術者制度の解釈及び運用（内規） 平成24年３月３０日改正】  
 

http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240330naiki.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240330naiki.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240330naiki.pdf


５０kW未満の太陽電池発電設備の 
兼任について（特例） 

• 原則、選任事業所とは別に５カ所まで、かつ、 
 ２，０００ｋＷ未満、そして２時間以内に到達できるこ
と。 

 

 
• ただし、５０kW未満の太陽電池発電設備に限り、当
分の間、兼任する事業場の数は考慮しない。 

• 兼任する事業場の出力の合計が、２，０００ｋＷ未満
までは承認する 

27 

※参照 【主任技術者制度の解釈及び運用（内規） 平成24年３月３０日改正】 
 

※参照 【いわゆる屋根貸しにおける電気主任技術者の兼任について（通知） 
                              （平成２４年６月２９日）】  

http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240330naiki.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240330naiki.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240330naiki.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240629kennin.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240629kennin.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240629kennin.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240629kennin.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240629kennin.pdf


Ａ工場 
800kW 

Ｂ工場 
1300kW 

Ｃ工場 
400kW 

（太陽光）
1000kw 

Ｄ太陽光
発電所 
500kW 

最大：４カ所 
最大：出力合計２０００ｋＷ 

太
陽
電
池
発
電
設
備 

５
０
ｋ
Ｗ
未
満 

２時間以内 ２時間以内 ２時間以内 ２時間以内 ２時間以内 

【兼任の例】 
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常時勤務地 

本社工場 
3000kW 

※参照 【いわゆる屋根貸しにおける電気主任技術者の兼任について（通知）                                 
（平成２４年６月２９日）】 
 

http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240629kennin.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240629kennin.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240629kennin.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240629kennin.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240629kennin.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240629kennin.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240629kennin.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240629kennin.pdf


４）主任技術者の選任（不選任） 
 （外部委託承認（電気事業法施行規則第５２条第２項） ） 

• 事前承認（工事着工前２週間程度前までに申請） 
  電気保安法人（法人）又は電気管理技術者（個人）との契約後申請を行い、

履行前（工事着工前）までに承認取得が必要。 

 
• 出力２，０００ｋＷ未満、かつ、構外に渡る電線路が有
る場合は６００Ｖ以下が対象。 
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③保安規程について 
• 保安規程届出の提出は、使用開始前まで。 

 なお、工事計画届出対象は工事着工前まで。 

 
• 送変電設備、配線・配線器具、太陽電池発電設備の各
機器毎に周期、点検カ所・部位、点検方法、測定・試験
項目を記載。 

• 点検頻度の基本的考え 
  １）電線路、受配電設備、配線・配線器具は、１か月１回点検 
  ２）太陽電池発電設備は、６か月１回点検 
  ３）停電による１年１回の年次点検（絶縁抵抗測定・接地抵抗測定・保護継

電器試験（動作試験・特性試験）等含む） 
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点検頻度について 

31 

選任事業所 
（許可・兼任含
む） 

【規定なし】 
・設備使用状況、事業形態、施設保安体制等の実態に即した保安
方法を自主的判断によって定める。 
 

【推奨】 
１）電線路、変電設備、配線・配線器具は、１か月１回点検。 
２）太陽電池発電設備は、６か月１回点検。 
３）停電による１年１回の年次点検（全ての絶縁抵抗測定・接地抵抗測定・保
護継電器試験（動作試験・特性試験）含む） 

不選任事業所 
（外部委託） 

【外部委託要件】電気事業法施行規則第52条の2第一号口の要件、第一号ハ及び第2号ロの機械器具
並びに第一号二及び第二号ハの算定方法等並びに第53条第2項第五号の頻度に関する告示（経済産業省告示第
２４９号（最終改正平成２４年４月１７日） 

１）太陽電池発電に係る全設備（変電設備含む）を１発電所として、 
                           ６か月１回点検以上 
２）停電による１年１回の年次点検。 
※太陽電池発電所点数＝発電所出力別点数×０．２５ 
 （発電所の点検頻度と点数については、今後見直し検討？） 
 

【推奨】 
１）電線路、変電設備、配線・配線器具は、１か月１回点検。 
２）太陽電池発電設備は、６か月１回点検。 
３）停電による１年１回の年次点検（全ての絶縁抵抗測定・接地抵抗測定・保
護継電器試験（動作試験・特性試験）含む）。 

http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240914kokuji249.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240914kokuji249.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240914kokuji249.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240914kokuji249.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240914kokuji249.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240914kokuji249.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240914kokuji249.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240914kokuji249.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240914kokuji249.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240914kokuji249.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240914kokuji249.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240914kokuji249.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240914kokuji249.pdf


“年次点検時の保護継電器試験の実施”は不選任承認の要件。 
       ※「保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常であること」 

                 【主任技術者制度の解釈及び運用（内規）３．（４）③ロ（ハ）から抜粋】 

太陽電池発電設備のパワコンに設置された系統連系用の保護継
電器の試験も、原則毎年実施が必要。  

※系統連系用の保護継電器：ＯＶＲ（過電圧）、ＯＦＲ（周波数上昇）等 

ただし、法及び規則に照らして十分な保安水準の確保ができる根
拠があれば、他手法の点検実施による試験の延伸も認められる。  

※試験延伸について保安規程で定められていること 
※他手法の実施方法や判断基準等が要領等で定められていること 

＜例＞以下のような項目から複合的に判断。 
●技術基準の不適合がないこと。 
●設備の状態、環境が良好であること。 
●他測定、試験、外観点検等の結果が良好であること。 
●自己診断機能（動作テストボタン等）の実施結果が良好であること。 
●過去の機器点検結果を評価分析した結果が良好であること。 
（経年劣化の分析、設備の設置状況・動作状況確認など総合的に判断） 
●メーカーの定める試験実施推奨期間等を超えていないこと。 

  ・・・etc． 

※外部委託にかかる注意 
太陽電池発電設備の保護継電器試験 
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http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240330naiki.pdf


主任技術者制度の解釈及び運用（内規） 
※抜粋加工 

  

３．規則第５２条第２項の承認（注：外部委託承認）は、次の基準により行うものとする。 
 

③ 年次点検を、月次点検に係る②の要件に加え、次のイ及びロに掲げる要件に従っ
て行うこと。 

イ １年に１回以上行う。（ただし、信頼性が高く、かつ、下記③ロの各号と同等と認
められる点検が１年に１回以上行われている機器については、停電により設備を
停止状態にして行う点検を３年に１回以上とすることができる。） 

ロ 次の（イ）から（ホ）までに掲げる項目の確認その他必要に応じた測定・試験を行
う。 
（ハ）保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の

結果が正常であること。 

※外部委託にかかる注意 
太陽電池発電設備の保護継電器試験 
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※参照 【主任技術者制度の解釈及び運用（内規） 平成24年３月３０日改正】 
 

http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240330naiki.pdf
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http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240330naiki.pdf
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http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240330naiki.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240330naiki.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240330naiki.pdf


保安規程（点検基準作成例） 

34 ※全文は「保安規程 巡視・点検基準（モデル）」参照 

http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240914hoankitei.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240914hoankitei.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240914hoankitei.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240914hoankitei.pdf
http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240914hoankitei.pdf


保安規程（点検基準作成例） 

35 ※全文は「保安規程 巡視・点検基準（モデル）」参照 

http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/H240914hoankitei.pdf


電気事業法上の手続き（形態別） 
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設置者 保安法人・管理技術者 
 

建物なしや屋根貸しの場合
（自家用の新規） 
 

選任届・許可申請・兼任申請・外
部委託承認申請、免状の写し、
保安規程届出、保安規程写し（外

部委託の場合で、ひな形が当部で確認され
ている場合は省略可） 
 

当部が事前確認している委託
契約書・保安規程のひな形に
おいて、太陽電池設備の追加
に伴い再確認し、変更が必要
な場合は、ひな形一式を再提
出すること。 
 
（全量売電の太陽電池発電所
の場合、全て発電にかかる設
備であり、変電設備を含めて
発電所である。よって、需要
設備はない。 
 設置者に、需要設備と発電
所の設備の違い明確にわか
るよう記載すること。） 

既に主任技術者が選任された
建物の上への設置や構内空き
地への設置の場合で、同一の
自家用設置者の場合 

保安規程変更届、保安規程の写
し（点検設備の追加による見直
し） 
 

既に外部委託承認された建物
の上への設置や構内空き地へ
の設置の場合で、同一の自家
用設置者、かつ同一の委託先
の場合 

保安規程変更届出、変更委託契
約書、事業所一覧 

既に外部委託承認された建物
の上への設置や構内空き地へ
の設置の場合で、別業者に委
託する場合 

新規に外部委託承認申請（一式） 
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