○主任技術者制度の解釈及び運用（内規）（平成１７年３月２８日付け平成１７・０３･２２原院第１号）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）
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主任技術者制度の解釈及び運用（内規）

経済産業省原子力安全・保安院長

主任技術者制度の解釈及び運用（内規）

名

電気事業法（昭和３９年法 律第 １７０号。以下「法」という。）第４

経済産業省原子力安全・保安院長

松永

和夫

電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「法」という。）第４

３条第１項の選任、法第４３条第２項の許可、電気事業法施行規則（平 ３条第１項の選任、法第４３条第２項の許可、電気事業法施行規則（平
成７年通商産業省令第７７号 。以 下「規則」という。）第５２条第２項 成７年通商産業省令第７７号。以下「規則」という。）第５２条第２項
の承認及び規則第５２条第３項ただし書の承認について、下記のとおり の承認及び規則第５２条第３項ただし書の承認について、下記のとおり
解釈及び運用方針を定め運用することとする。
なお、当該規定の解釈はこの内規に限定されるものではなく、法及び

解釈及び運用方針を定め運用することとする。
なお、平成１５年１０月１日付け「主任技術者制度の運用について（内

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、当該規定 規）」（平成15･09･11原院第１号）及び平成７年１２月１日付け「ビル管
に適合するものと判断するものである。

理会社の電気主任技術者の選任について」（７公技第４号）は、廃止す
る。

記

記

１．法第４３条第１項の選任については、次のとおり解釈する。
（１）

（略）

①

１．法第４３条第１項の選任は、次のとおり取り扱うこととする。
（１）

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条

（略）

①

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条

件の整備等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第

件の整備等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第

２号に規定する派遣労働者であって、選任する事業場に常時勤

２号に規定する派遣労働者であって、選任する事業場に常時勤

務する者。ただし、同法第２６条に基づく労働者派遣契約にお

務する者。ただし、同法第２６条に基づく労働者派遣契約にお

いて次のイからハまでに掲げる事項がすべて約されている場合

いて次に掲げる事項が約されている場合に限る。

に限る。
イ

設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安

イ

設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安

を確保するにあたり、電気主任技術者として選任する者の意

を確保するに当たり、電気主任技術者として選任する者の意

見を尊重すること。

見を尊重すること。

ロ、ハ

（略）

ロ、ハ

②

（略）

②

（略）

（２）

（略）

（２）

（略）

２．法第４３条第２項の許可は、次の基準により行うものとする。

（略）

２．法第４３条第２項の許可は、次の基準により行うものとする。

（１）電気主任技術者に係る法第４３条第２項の許可は、その申請が

（１）電気主任技術者に係る法第４３条第２項の許可は、その申請が

次の①及び②の要件に適合し、かつ、電気工作物の工事、維持及

次の要件に適合し、かつ、電気工作物の工事、維持及び運用の保

び運用の保安上支障がないと認められる場合に限り、行うものと

安上支障がないと認められる場合に限り、行うものとする。

する。
①

電気主任技術者を選任しようとする事業場又は設備が次のい

①

申請に係る事業場又は設備が次のいずれかに該当すること。

ずれかに該当すること。
イ、ロ
②

（略）

電気主任技術者として選任しようとする者が、次のいずれか
に該当すること。

イ、ロ
②

（略）

申請に係る者が、次のいずれかに該当すること。

イ〜ト

（略）

イ〜ト

（略）

（２）ダム水路主任技術者に係る法第４３条第２項の許可は、その申

（２）ダム水路主任技術者に係る法第４３条第２項の許可は、その申

請が次の①及び②の要件に適合し、かつ、電気工作物の工事、維

請が次の要件に適合し、かつ、電気工作物の工事、維持及び運用

持及び運用の保安上支障がないと認められる場合に限り、行うも

の保安上支障がないと認められる場合に限り、行うものとする。

のとする。
①

ダム水路主任技術者を選任しようとする事業場が次のいずれ

①

申請に係る事業場が次のいずれかに該当すること。

かに該当すること。
イ、ロ
②

（略）

ダム水路主任技術者として選任しようとする者が次のいずれ

イ、ロ
②

（略）

申請に係る者が次のいずれかに該当すること。

かに該当すること。
イ〜ハ

（略）

イ〜ハ

（略）

（３）ボイラー・タービン主任技術者に係る法第４３条第２項の許可

（３）ボイラー・タービン主任技術者に係る法第４３条第２項の許可

は、その申請が次の①及び②の要件に適合し、かつ、電気工作物

は、その申請が次の要件に適合し、かつ、電気工作物の工事、維

の工事、維持及び運用の保安上支障がないと認められる場合に限

持及び運用の保安上支障がないと認められる場合に限り、行うも

り、行うものとする。

のとする。

①

①

ボイラー・タービン主任技術者を選任しようとする事業場又

申請に係る事業場又は設備が、火力発電所（内燃力を原動力

は設備が、火力発電所（内燃力を原動力とするものを除く。以

とするものを除く。以下本項において同じ。）、火力発電所の設

下本項において同じ。）、火力発電所の設置の工事のための事業

置の工事のための事業場若しくは火力発電所を直接統括する事

場若しくは火力発電所を直接統括する事業場又は燃料電池発電

業場又は燃料電池発電所若しくは燃料電池発電所の設置の工事

所若しくは燃料電池発電所の設置の工事のための事業場である

のための事業場であること。

こと。
②

ボイラー・タービン主任技術者として選任しようとする者が、

②

申請に係る者が、次のいずれかに該当すること。

次のいずれかに該当すること。
イ〜ニ

（略）

３．規則第５２条第２項の承認は、次の基準により行うものとする。

イ〜ニ

（略）

３．規則第５２条第２項の承認は、次の基準により行うものとする。

（個人事業者の兼業等）

（個人事業者の兼業等）

（１）規則第５２条の２第１号ホについては、保安管理業務の計画的

（１）規則第５２条の２第１号ホについては、保安管理業務の計画的

かつ確実な遂行に支障が生じないことを担保するため、保安管理

かつ確実な遂行に支障が生じないことを担保するため、保安管理

業務の内容の適切性及び実効性について厳格に審査するとともに、

業務の内容の適切性及び実効性について厳格に審査するとともに、

個人事業者が他に職業を有している場合には審査にあたり特に慎

個人事業者が他に職業を有している場合には審査に当たり特に慎

重を期することとする。

重を期することとする。

（法人のマネジメントシステム）

（法人のマネジメントシステム）

（２）規則第５２条の２第２号ニについては、保安管理業務の計画的

（２）規則第５２条の２第２号ニについては、保安管理業務の計画的

かつ確実な遂行に支障が生じないことを担保するため、保安管理

かつ確実な遂行に支障が生じないことを担保するため、保安管理

業務の内容の適切性及び実効性について厳格に審査することとす

業務の内容の適切性及び実効性について厳格に審査することとす

る。承認にあたっては、次の①から④の項目が満たされているこ

る。承認に当たっては、次に掲げる項目が満たされていることを

とを要することとし、これらの項目については、法人の社内規程

要することとし、これらの項目については、法人の社内規程等に

等に明確かつ具体的に規定されており、点検を含む保安管理業務

明確かつ具体的に規定されており、点検を含む保安管理業務の適

の適切な実施に確実に反映されることが担保されていることを要

切な実施に確実に反映されることが担保されていることを要する

することとする。

こととする。

①〜③

①〜③

④

（略）

保安業務担当者が保安業務従事者に事業場の点検を行わせる

保安業務担当者は事業場の点検を自ら行うこと。ただし、保

場合は、以下のイからニに掲げる全ての要件に該当しているこ

安業務担当者が保安業務従事者に事業場の点検を行わせる場合

と。

は、以下に掲げるすべての要件に該当していること。

イ〜ニ
（３）

④

（略）

（略）

（略）

（委託契約書に明記された者による保安管理業務の実施等）
（４）規則第５３条第２項第５号の「事業用電気工作物の工事、維持
及び運用の保安に関し、設置者及び委託契約の相手方の相互の義
務及び責任が委託契約に定められていること」は、次の①から⑥

イ〜ニ
（３）
（新設）

（略）

(略)

までに掲げる事項を委託契約書から確認できることとする。
①

外部委託に係る自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関
する保安の確保を、次のイからホまでに掲げる基本原則に従っ
て行うこと。
イ

電気管理技術者又は保安業務担当者等（以下「電気管理技
術 者 等」 と いう 。）が 、保 安規 程に 基づき 、保 安管 理業 務を
自ら実施する。ただし、次の（イ）から（ハ）までに掲げる
自家用電気工作物であって、電気管理技術者等の監督の下で
点検が行われ、かつ、その記録が電気管理技術者等により確
認されているものに係る保安管理業務については、この限り
でない。
（イ）設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者
でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物（例
えば、次の（ａ）から（ｅ）までのいずれかに該当する
自家用電気工作物）
（ａ）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１２条
第３項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する
建築設備
（ｂ）消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１７条の３
の３の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けて
いる者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用
設備等
（ｃ）労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第４５
条第２項の規定に基づき、検査業者等の検査を要する
こととなる機械
（ｄ）機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有す

る者による調整を要する機器（医療用機器、オートメー
ション化された工作機械群等）
（ｅ）内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する
機器（密閉型防爆構造機器等）
（ロ）設置場所の特殊性のため、電気管理技術者等が点検を
行うことが困難な自家用電気工作物（例えば、次の（ａ）
から（ｅ）までのいずれかの場所に設置される自家用電
気工作物）
（ａ）立入に危険を伴う場所（酸素欠乏危険場所、有毒ガ
ス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管
理区域等）
（ｂ）情報管理のため立入が制限される場所（機密文書保
管室、研究室、金庫室、電算室等）
（ｃ）衛生管理のため立入が制限される場所（手術室、無
菌室、新生児室、クリーンルーム等）
（ｄ）機密管理のため立入が制限される場所（精神病棟、
独居房等）
（ｅ）立入に専門家による特殊な作業を要する場所（密閉
場所等）
（ハ）事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電
気工作物
（ニ）発電設備の電気設備以外である自家用電気工作物
ロ

設置者が、事業場において保安管理業務を行う者と面接等
を行い、その者が委託契約書に明記された電気管理技術者等
であることを確認する。このため、電気管理技術者等が、事
業場における保安管理業務を行う際に、その身分を示す証明

書により、自らが委託契約書に記された電気管理技術者等で
あることを設置者に対して明らかにする。ただし、緊急の場
合は、この限りでない。
ハ

設置者が、保安管理業務の結果について電気管理技術者等
から報告を受け、その記録（当該業務を実施した電気管理技
術者等の氏名を含む。）を確認及び保存する。

ニ

電気管理技術者等が、自家用電気工作物の技術基準への適
合状況を確認するため、設置、改造等の工事期間中（以下単
に 「 工事 期 間中 」 とい う。） の点検 、月次 点検 （規 則第 ５３
条第２項第５号に基づき委託契約書に頻度を定める点検で
あって、設備が運転中の状態において行うものをいう。以下
同 じ。）及 び年 次 点検 （主 とし て停 電によ り設 備を 停止 状態
にして行う点検をいう。以下同じ。）を行う。

ホ

電気管理技術者等が、工事期間中の点検、月次点検又は年
次点検の結果から、技術基準への不適合又は不適合のおそれ
があると判断した場合は、修理、改造等を設置者に指示又は
助言する。

②

月次点検を、次のイからハまでに掲げる要件に従って行うこ

と。
イ

外観点検を、（イ）に掲げる項目について、（ロ）に掲げる
設備等を対象として行う。
（イ）点検項目
（ａ）電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無
（ｂ）電線と他物との離隔距離の適否
（ｃ）機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無
（ｄ）接地線等の保安装置の取付け状態

（ロ）対象設備等
（ａ）引込設備（区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル
等）
（ｂ）受電設備（断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧
負荷開閉器、変圧器、コンデンサ及びリアクトル、避
雷器、計器用変成器、母線等）
（ｃ）受・配電盤
（ｄ）接地工事（接地線、保護管等）
（ｅ）構造物（受電室建物、キュービクル式受・変電設備
の金属製外箱等）・配電設備
（ｆ）発電設備（原動機、発電機、始動装置等）
（ｇ）蓄電池設備
（ｈ）負荷設備（配線、配線器具、低圧機器等）
ロ

次の（イ）及び（ロ）までに掲げる項目の確認のため、当
該各項目に定める測定を行う。
（イ）電圧値の適否及び過負荷等
電圧、負荷電流測定
（ロ）低圧回路の絶縁状態
Ｂ種接地工事の接地線に流れる漏洩電流測定

ハ

上記②イ及びロの点検のほか、設置者及びその従事者に、
日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、
異常があった場合には、電気管理技術者等としての観点から
点検を行う。

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。
（イ）低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定
める省令第５８条に規定された値以上であること並びに
高圧電路が大地及び他の電路と絶縁されていること。
（ロ）接地抵抗が電気設備の技術基準の解釈第１９条に規定
された値以下であること。
（ハ）保護継電器の特性及び動作特性試験の結果が正常であ
ること。
（ニ）非常用予備発電装置が商用電源停電時に自動的に起動
し、送電後停止すること並びに非常用予備発電装置の発
電電圧及び発電電圧周波数（回転数）が正常であること。
（ホ）蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正
常であること。

④

工事期間中は、上記②イに定める外観点検を行い、自家用電
気工作物の施工状況及び技術基準への適合状況の確認を行うこ
と。

⑤

低圧電路の絶縁状況の適確な監視が可能な装置を有する需要
設備については、警報発生時（警報動作電流（設定の上限値は5
0 mAとする。）以上の 漏えい電流 が発生している旨の警報（以
下 「漏 えい 警報」 とい う。）を連 続し て５ 分以 上受信 した場合
又は５分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。以
下同じ。）に、次のイ及びロに掲げる処置を行うこと。

イ

電気管理技術者等が、警報発生の原因を調査し、適切な措
置を行う。

ロ

電気管理技術者等が、警報発生時の受信の記録を３年間保
存する。

⑥

事故・故障発生時に、次のイからニまでに掲げる処置を行う
こと。
イ

事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を設置者又はそ
の従業者から受けた場合は、電気管理技術者等が、現状の確
認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行う。

ロ

電気管理技術者等が、事故・故障の状況に応じて、臨時点
検を行う。

ハ

事故・故障の原因が判明した場合は、電気管理技術者等が、
同様の事故・故障を再発させないための対策について、設置
者に指示又は助言を行う。

ニ

電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合
は、電気管理技術者等が、設置者に対し、事故報告するよう
指示を行う。

（連絡責任者の選任）
（５）

（略）

（事業場への到達時間）
（６）

（略）

（過疎地域等の自家用電気工作物に対する措置）
（７）
（削除）

（略）

（連絡責任者の選任）
（４）

（略）

（事業場への到達時間）
（５）

（略）

（過疎地域等の自家用電気工作物に対する措置）
（６）

（略）

（委託契約書に明記された者による保安管理業務の実施）
（７）個人事業者にあっては電気管理技術者、法人にあっては保安業
務担当者等として委託契約書に明記された者が保安管理業務を行

わず、これらの者ではない者に点検等を行わせることとならない
ようにするため、次の点を委託契約書等によって確認できること。
イ

設置者が電気管理技術者又は保安業務担当者等と面接等を行
い、本人確認を行っていること。

ロ

設置者は事業場において点検等を行う者が委託契約書に明記
された者であることを確認すること。このため、電気管理技術
者又は保安業務担当者等が事業場における点検等を行う際に、
その身分を示す証明書により本人であることを設置者に対して
明らかにすることとなっていること。

ハ

設置者は保安規程に基づき、事業場における点検等の終了後
にその結果について電気管理技術者又は保安業務担当者等から
報告を受け、その実施者及び点検結果等に係る記録を保存する
こととなっていること。

４．規則第５２条第３項ただし書の承認は、次の基準により行うものと ４．規則第５２条第３項ただし書の承認は、次の基準により行うものと
する。

する。

（１）電気主任技術者に係る規則第５２条第３項ただし書の承認は、
その申請が次の①から④に掲げる要件に適合する場合に行うもの

（１）電気主任技術者に係る規則第５２条第３項ただし書の承認は、
その申請が次の要件に適合する場合に行うものとする。

とする。
なお、兼任させようとする事業場若しくは設備の最大電力が２，

なお、兼任させようとする事業場若しくは設備の最大電力が２，

０００キロワット以上となる場合又は兼任させようとする事業場

０００キロワット以上となる場合又は兼任させようとする事業場

若しくは設備が６以上となる場合は、保安業務の遂行上支障とな

若しくは設備が６以上となる場合は、保安業務の遂行上支障とな

る場合が多いと考えられるので、特に慎重を期することとする。

る場合が多いと考えられるので、特に慎重を期することとする。

①

①

兼任させようとする者が兼任する事業場が次のいずれかに該

申請に係る者が兼任する事業場が次のいずれかに該当するこ

当すること。

と。

イ

イ

兼任させようとする者が常時勤務する事業場の事業用電気

申請に係る者が常時勤務する事業場の事業用電気工作物を

工作物を設置する者の事業場
ロ

設置する者の事業場

兼任させようとする者が常時勤務する事業場の事業用電気

ロ

工作物を設置する者の親会社又は子会社である者の事業場
ハ

申請に係る者が常時勤務する事業場の事業用電気工作物を
設置する者の親会社又は子会社である者の事業場

兼任させようとする者が常時勤務する事業場の事業用電気

ハ

工作物を設置する者と同一の親会社の子会社である者の事業

申請に係る者が常時勤務する事業場の事業用電気工作物を
設置する者と同一の親会社の子会社である者の事業場

場
②

兼任させようとする者が、第１種電気主任技術者免状、第２

申請に係る者が、第１種電気主任技術者免状、第２種電気主

種電気主任技術者免状又は第３種電気主任技術者免状の交付を

任技術者免状又は第３種電気主任技術者免状の交付を受けてい

受けていること。

ること。

③

兼任させようとする者の執務の状況が次に適合すること。
イ

ロ
④

②

③

兼任させようとする事業場又は設備は、兼任させようとす

申請に係る者の執務の状況が次に適合すること。
イ

申請に係る電気工作物は、選任しようとする者が、常時勤

る者が常時勤務する事業場又はその者の住所から２時間以内

務する事業場又はその者の住所から２時間以内に到達できる

に到達できるところにあること。

ところにあること。

（略）
（略）

（２）ダム水路主任技術者に係る規則第５２条第３項ただし書の承認
は、その申請が次の①から④に掲げる要件に適合する場合に行う

ロ
④

（略）
（略）

（２）ダム水路主任技術者に係る規則第５２条第３項ただし書の承認
は、次の要件に適合する場合に行うものとする。

ものとする。
①

兼任させようとする者が、第１種ダム水路主任技術者免状又

①

は第２種ダム水路主任技術者免状の交付を受けていること。
②

兼任させようとする水力発電所が、既に選任されているもの
と同一水系又は近傍水系にあること。

申請に係る者が、第１種ダム水路主任技術者免状又は第２種
ダム水路主任技術者免状の交付を受けていること。

②

申請に係る者が兼任する水力発電所が、既に選任されている
ものと同一水系又は近傍水系にあること。

（３）ボイラー・タービン主任技術者（規則第５２条第１項の表第５

（３）ボイラー・タービン主任技術者（規則第５２条第１項の表第５

号の事 業場 に選 任される ものに限る。）に係る 規則第５ ２条第３

号の 事業 場に選任さ れるものに 限る。）に係る規 則第５２条 第３

項ただし書の承認は、その申請が次の①から④に掲げる要件に適

項ただし書の承認は、次の要件に適合する場合に行うものとする。

合する場合に行うものとする。

①

兼任させようとする事業場又は設備は２以下とすること。た

①

申請に係る者が兼任する事業場は２以下とすること。ただし、

だし、兼任させようとする事業場又は設備が既に選任されてい

兼任する事業場が既に選任されているものと同一の又は隣接す

るものと同一の又は隣接する構内にある場合は、この限りでな

る構内にある場合は、この限りでない。

い。
②

③

④

兼任させようとする者が、第１種ボイラー・タービン主任技

②

申請に係る者が、第１種ボイラー・タービン主任技術者免状

術者免状又は第２種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付

又は第２種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けて

を受けていること。

いること。

兼任させようとする兼任する事業場は、兼任させようとする

③

申請に係る者が兼任する事業場は、申請に係る者が常時勤務

者が常時勤務する事業場から３０分以内に到達できるところに

する事業場から３０分以内に到達できるところにあること。た

あること。ただし、兼任させようとする事業場の発電設備が休

だし、申請に係る者が兼任する事業場の発電設備が休止中（事

止中（事業場内の全ての発電設備が運転を停止し、かつ、事業

業場内の全ての発電設備が運転を停止し、かつ、事業場内に発

場内に発電のための燃料が残されていない状態をいう。④にお

電のための燃料が残されていない状態をいう。④において同

い て同 じ。）であ って 、運 転再開 を目 的と する 工事、 点検等が

じ 。） であ って 、運転 再開 を目 的とす る工 事、 点検等が開 始さ

開始されるまでの期間については、２時間以内に到達できると

れるまでの期間については、２時間以内に到達できるところに

ころにあればよいものとする。

あればよいものとする。

兼任させようとする事業場には、発電設備の工事、維持及び

④

申請に係る者が兼任する事業場には、発電設備の工事、維持

運用に関する保安を確保するための体制が整備されているとと

及び運用に関する保安を確保するための体制が整備されている

もに、必要な事項をボイラー・タービン主任技術者に連絡する

とともに、必要な事項をボイラー・タービン主任技術者に連絡

責任者が選任されていること。ただし、兼任させようとする事

する責任者が選任されていること。ただし、申請に係る者が兼

業場の発電設備が休止中であって、運転再開を目的とする工事、

任する事業場の発電設備が休止中であって、運転再開を目的と

点検等が開始されるまでの期間については、この限りでない。

する工事、点検等が開始されるまでの期間については、この限
りでない。

附

則

１．この内規は、平成●年●月から施行する。ただし、施行の前日まで
になされている規則第５２条第２項の承認申請については、なお従前
の例による。

（新設）

