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令和元年度における電気事故について



全体概況

第１表 令和元年度電気事故総括表（単位：件）

１

電気事故は１５件と前年度に比べて９件の減少
特に自家用の波及事故は前年度に比べ１０件の減少

事業用 自家用 計 事業用 自家用 計

1 1 2 4 4

4 1 5 3 2 5

　発電支障事故 1 1

16 16 6 6

6 18 24 3 12 15
※複数の項目に係る事故の場合は個別にカウントする

　社会的影響を及ぼした事故

　感電死傷事故

　感電以外の死傷事故

　主要電気工作物の破損事故

　供給支障事故

　絶縁油漏洩に係る事故

　電気火災事故

平成３０年度計 令和元年度計

　計

　波及事故

　ダムからの異常放流事故

　法第１０６条に基づく報告徴収

　電気工作物に係る物損等事故



事故発生件数の推移

２

第１図 事故発生件数の推移 （絶縁油漏洩に係る事故を除く）

電気事故は、過去１０年間で最も少ない件数
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第２図 感電死傷事故の推移（被災者別）

感電死傷事故（その１）

３

感電死傷事故は４件発生
全て電気関係の作業に従事する「作業者」の感電負傷事故

　作業者：電気関係の作業に従事している者
　公衆：作業者でない者



感電死傷事故（その２）

第３－１図 感電死傷事故における作業者の年齢別構成 第３－２図 感電死傷事故における作業経験年数

４

過去10年間において、
作業者では比較的経験年数を積んだ方の事故が多く発生

（Ｈ２２～Ｒ１年度集計）（Ｈ２２～Ｒ１年度集計）



第４図 感電死傷事故に係る事故電圧別死傷者数

感電死傷事故（その３）

５

過去１０年間において、事故電圧は高圧が最も多いものの
低圧でも発生しており、死亡事故２件のうち１件は低圧

（Ｈ２２～Ｒ１年度集計）



感電死傷事故（その４）

第６－１図 作業者の感電死傷事故原因（単位：件） 第６－２図 公衆の感電死傷事故原因（単位：件）

６

事故原因は、被害者の過失で２件、作業方法不良で１件、
作業準備不良で１件発生
過去１０年間における事故原因は、
作業者では「被害者の過失」が最も多く、次に「作業方法不良」
公衆では「被害者の過失」が最も多い

（Ｈ２２～Ｒ１年度集計） （Ｈ２２～Ｒ１年度集計）



主要電気工作物の破損事故

主要電気工作物の破損事故は５件発生
内訳は、太陽光発電所が２件、火力発電所が２件、水力発電所が１件
であった。

７

第７図　主要電気工作物の破損事故の推移



波及事故（その１）

第８図 自家用事故種別と波及事故率

自家用で発生した事故１２件のうち、波及事故は６件
過去１０年間における自家用で発生する事故のうち、波及事故の占め
る割合は大きい
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波及事故（その２）

第１０図 波及事故発生の電気工作物内訳

波及事故発生の電気工作物はPAS等の開閉器が最も多い

９

（Ｈ２２～Ｒ１年度集計）
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波及事故（その３）

第１１図 波及事故原因 （単位：件）

波及事故原因は「雷」によるものが３件発生
過去１０年間においても、「雷」に起因するものが最も多い

１０

（Ｈ２２～Ｒ１年度集計）
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波及事故（その４）

第１２図 雷による波及事故の月別発生件数

雷の被害は夏期に加え、冬期にも多発

１１

（Ｈ２２～Ｒ１年度集計）



波及事故（その５）

第１３図 事故原因が「自然劣化」「保守不備」であった電気工作物の使用年数

過去１０年間における事故原因が自然劣化・保守不備であった電気工
作物のうち、「高圧ケーブル」が４割弱を占めており、日頃の点検に
加え計画的な設備更新も重要

１２

（Ｈ２２～Ｒ１年度集計）



【事故発生場所】石川県 【主任技術者選任形態】専任

【事故発生月・天候】６月・晴れ 【使用電圧】６６００Ｖ

【事故発生箇所】屋内電気室の高圧母線

連絡盤内VCB端子部

【事故原因】作業方法不良

【被害内容】電撃傷、両手熱傷 【経験年数】４０年（作業者）

作業予定外である高圧盤の清掃作業中に発生した感電負傷事故

＜事故概要＞

• 事故当日、部分停電による年次点検が行われていた。被災者は、外注業者Ａの作業
員であり、外観点検と増し締め作業及び清掃作業を担当していた。

• 作業前の全体ミーティング（各電気室の現場責任者以上が参加）において、電気主任
技術者は、充電部と非充電部が混在しているので、作業員全員で充電箇所を確認し
て、作業着手前の検電を必ず行うよう注意を促した。また、現場責任者（外注業者Ａ）
は、被災者を含む作業員に対して、作業前のＫＹミーティングで図面による充電中の
盤の確認、充電中の盤では扉を施錠していること及び前面にトラロープが取付してあ
ることを説明した。

• 停電後作業において、外注業者Ｂの作業員が高圧母線連絡盤内（充電部・非充電部
が混在）に短絡接地を取り付けた。取り付け後、同盤の扉は半開になっており、かつ
前面のトラロープが外されていた。現場責任者はそのことを確認していたが、何も対
応をとらなかった。

• その後、被災者は、作業予定外である高圧母線連絡盤で清掃作業を行い、真空遮断
器（ＶＣＢ）の端子部に触れ、感電負傷した。

＜事例１＞

14

１３



15

＜事故原因＞

• 現場責任者は、ＫＹミーティングの説明と異なる状態
を確認していたが、作業員に周知せず、扉を閉める
ことも、トラロープを付けることもしなかった。

• 充電部・非充電部が混在（隣接）する危険な盤での
作業に、現場責任者の立会いがなかった。

• 現場責任者は作業員に対して充電・非充電の盤の
確認を図面だけで行ったため、作業員が十分に理解
していなかった。

• 現場責任者は、作業員の移動場所において、作業着
手前の検電を怠り、作業を行わせた。

＜再発防止＞

• 充電している盤には、充電中の表示、トラロープの取
付け、扉の施錠を行い、現場責任者を含む複数名に
てチェックリストよる確認を行う。

• 充電している盤で作業をする際は、現場責任者が必
ず立会いし、事前に検電を行う。

• 現場責任者は作業員に対して、作業着手前に充電し
ている盤を図面と現場で確認し理解させる。

• 上記事項について、作業心得に追記し、安全作業計
画書に反映する。

当該電気室での盤の配置状況
母線連絡盤（表面）の写真

（※前日に充電表示・施錠・トラロープ措置）

事故時の状況

１４



【事故発生場所】石川県 【主任技術者選任形態】兼任

【事故発生月・天候】８月・雷雨 【使用電圧】６６００Ｖ

【事故発生箇所】受電キュービクル内

LBS
【事故原因】作業者の過失

【被害内容】２５ｋW ８分間 【経験年数】－

落雷による構内停電後の復電操作により発生した波及事故

＜事故概要＞

• 当該事業場は高圧需要家である。

• 事故当日、午後、付近では落雷による瞬時停電が発生していた。夕方、当該事業場の
一部が停電した。電気主任技術者は、この原因調査及び復旧を日頃から付き合いのあ
る電気保安法人に依頼した。

• 調査の結果、受電キュービクル内の高圧負荷開閉器（ＬＢＳ）が地絡方向継電器（ＤＧＲ）
動作により開放し停電していたことが判明した。また、電力ヒューズ（Ｔ相）も溶断（※雷
電流が流入したものと推定）していた。

• その後、高圧絶縁抵抗測定及び目視点検を実施して異常が見られなかったため、電力
ヒューズを取替え、構内第１柱区分開閉器（ＰＡＳ）の地絡方向継電器（ＤＧＲ）を目視点
検（電源ランプの点灯・自己診断装置の異常なし）し、電力会社の監視のもと、ＬＢＳ投入
による復電操作を実施したところ、波及事故となった。

＜事例２＞

１５



＜事故原因＞

• 受電キュービクルから第２キュービクルへの送り
の高圧ケーブル（Ｔ相）が落雷の影響で絶縁不良
となっていたため、 ＬＢＳの投入により、再度地
絡した。（一部停電後の高圧絶縁抵抗測定では
高圧ケーブル（Ｔ相）の絶縁不良を発見できな
かった。）その時、ＬＢＳのＤＧＲは動作したが、Ｌ
ＢＳの劣化により再度の開放はしなかった。さら
に、落雷の影響で構内第１柱区分開閉器のＤＧ
Ｒも故障していたため、波及事故を防げなかった。

• 瞬投操作による送電を実施しなかった。

• ＰＡＳのＤＧＲについて外観点検のみ行い動作確
認を怠った。

＜再発防止＞

• 故障した機器・ケーブル及び避雷器の取替。

• 雷によりＰＡＳのＤＧＲの故障が疑われる場合
は、送電前にＤＧＲの制御回路点検を実施し、保
護装置が正常か確認を行う。

• 復電作業では、瞬投操作による送電を徹底す
る。

• 当該事業場の電気設備点検に関わる作業者へ
事故事例の周知と再発防止教育を行う。

ＰＡＳのＤＧＲが雷に
より焼損

ＬＢＳが経年劣化
のため動作不良

送りの高圧ケー
ブルが絶縁不良

受電キュービクル

第２キュービクル

故障していたＰＡＳの
ＤＧＲ内部基盤状況

１６



【所在地】石川県 【主任技術者選任形態】外部選任

【事故発生月・天候】１０月・晴れ 【使用電圧】６，６００Ｖ

【事故発生箇所】受電キュービクル内

進相コンデンサ

【事故原因】被害者の過失

【被害内容】電撃傷（右前腕Ⅱ度熱傷、

右大腿割創）

【経験年数】５年（作業者）

月次点検中に発生した感電負傷事故

18

＜事故概要＞

• 当該事業場は高圧需要家である。

• 被災者は、当該事業場に常駐している設備員（ビルメン）であり、事故当日、一人で月
次点検中であった。

• 屋上キュービクル内の設備を点検していたところ、進相コンデンサ付近にボールペンを
落としてしまい、接触防止用のアクリル板を外して拾おうとした時、誤って右手が進相コ
ンデンサ端子に接触し、感電負傷を負った。

• 当該事故により地絡が発生、構内第１柱区分開閉器（ＰＡＳ）が開放し、構内が全停電と
なり非常用発電装置が起動した。駆けつけた警備員が被災者を発見し、病院に救急搬
送された。（５日間入院加療）

• なお、事故当時の被災者の服装等は、長袖長ズボン作業服、安全靴を着用、安全帽・
ヘルメットなし、保護手袋なし（素手）であった。

＜事例３＞

１７



＜事故原因＞

• 充電部に近接するにもかかわらず、不用意
にキュービクル内に手を入れてしまった。

• 月次点検を安全帽・ヘルメットなし、保護手
袋なし（素手）で行うなど、安全意識が欠如
していた。

• 月次点検を被災者１人で行っていたため、
点検作業前のＫＹ（危険予知）が不十分で
あった。

＜再発防止＞

• 月次点検は電気主任技術者が同行の上、
一人では行わないようにした。

• 危険箇所に高電圧危険、保護板を外さない
ように掲示した。

• 設備員を各種講習会に参加させ、スキル
アップを図るとともに、安全教育を徹底す
る。

19
事故の再現状況 事故箇所の状況

１８



終わりに

１９

ご静聴いただき、ありがとうございました

問い合わせ先

〒930-0856
富山県富山市牛島町１１番７号 富山地方合同庁舎３階

TEL：076-432-5580

https://www.safety-chubu.meti.go.jp/hokuriku/

設置者をはじめ電気の保安を担う方々におかれましては、自社の電気
工作物施設並びに保守・保安体制を再確認され、事故の未然防止と電
気工作物のより一層の安全性・信頼性の向上に努めていただくようお
願いします。
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