
Ⅶ その他関係資料 
 

○保安ネットポータル（経済産業省） 

 

○地震の時、自動で電気を遮断できる感震ブレーカーをつけましょう（内閣府、消防

庁、経済産業省） 

 

○ 古い工場やビルをお持ちの皆様へ（環境省四国事務所） 

 

○「香川県太陽光発電施設の設置等に関するガイドライン」を策定しました（香川県） 



保安ネットでできること

• 24時間365⽇ いつでも届出・申請が可能

• ⼊⼒補助機能でミス無く簡単に⼊⼒できる

• 再提出や以前申請した内容の変更⼿続が簡単にできる

• 届出・申請の履歴および処理状況の確認が簡単にできる

• 承認後の通知⽂書がネットで閲覧・確認できる

電⼦申請︓

下記法令⼿続が電⼦申請可能な⼿続となります。

電気事業法
• 事業⽤電気⼯作物の保安規程の届出

• 保安管理業務外部委託承認申請

• 主任技術者の選任/解任届出

• 主任技術者の兼任承認申請

• 主任技術者免状の交付を受けていない者の選任許可申請

• 発電所出⼒変更の届出

• ⾃家⽤電気⼯作物の廃⽌報告

• ばい煙発⽣施設の廃⽌報告

簡易申請︓

下記法令において上記の電⼦申請対象⼿続以外の産業保安・製品安全規制
に係る法令⼿続が対象となります。

• 電気事業法

• 電気⼯事業の業務の適正化に関する法律

• ガス事業法

• 熱供給事業法

• 特定ガス消費機器の設置⼯事の監督に関する法律

• 液化⽯油ガス法

• 鉱⼭保安法

• ⾦属鉱業等鉱害対策特別措置法

保安ネットポータル

保安ネットとは、産業保安・製品安全関連法令に関する申請⼿続を窓⼝まで⾏かなくてもオンラインで記⼊・申請・審査状況の確認、交付される通知
⽂書の確認が⾏えるシステムです。 また、2020年6⽉より電⼦申請の対象外の法令⼿続についても申請書類・添付書類をPDFファイルにして保安ネッ
ト内の簡易申請フォームから提出ができるようになりました。
※簡易申請フォームから電⼦申請対象の⼿続については申請できません。

保安ネットにログイン

⼿続きの流れ

申請⽅法は電⼦申請と簡易申請の2種類があり、各法令の申請⼿続をインターネット上で提出する事ができます。

電⼦申請の場合︓
申請フォームから申請情報をすべて記⼊し、⼿続を⾏います。

簡易申請の場合︓
紙で提出していた申請書類、添付ファイルを全てPDFファイルにし、簡易申請画⾯から添付して⼿続を⾏います。
ファイル添付が難しい書類（収⼊印紙やスキャンできないサイズの図⾯など）は別途郵便にて送付してください。

※保安ネットでの申請には、gビジネスIDアカウント が必要です。申請前に⼿続きを⾏うようお願いいたします。
※法令⼿続によって申請時にファイルを添付する必要があります。詳しくはマニュアル⼀覧から対象⼿続のマニュアルをご確認ください。

対象⼿続き



製品安全4法
• 製造⼜は輸⼊事業の開始届出

• 事業届出事項変更届出

• 事業廃⽌届出

• 登録商標表⽰届出

液化⽯油ガス法
• 業務主任者等専任（解任）届書

ガス事業法
• ガス⼩売事業者の毎年のガス事故

• ⼀般ガス導管事業者の毎年のガス事故

• 特定ガス導管事業者の毎年のガス事故

• ガス製造事業者の毎年のガス事故

• ガス⼩売事業者/⼀般ガス導管事業者/特定ガス導管事業者/ガス製造
事業者の導管改修実施状況

• 旧簡易ガス事業者の導管改修実施状況

• 毎年の消費機器の調査結果

鉱⼭保安法
• 災害⽉報の提出

⽕薬取締法
• ⽕薬類製造保安責任者等の選解任の届出

• ⽕薬類取締法

• ⾼圧ガス保安法（経済産業省に提出するものに限る）

• 製品安全４法（電気⽤品安全法、消費⽣活⽤製品安全法、ガス事業
法、液化⽯油ガス法）

電⼦申請︓

保安ネットの操作マニュアルです。法令、利⽤者によって異なりますの
で、該当するものを参照ください。

 保安ネット操作マニュアル（利⽤者向けパート①）（PDF
形式︓4,434KB）

 保安ネット操作マニュアル（利⽤者向けパート②）（PDF
形式︓1,867KB）

 保安ネット操作マニュアル（利⽤者向けパート③）（PDF
形式︓4,434KB）

 保安ネット操作マニュアル（PDF形式︓3,015KB）

 保安ネット操作マニュアル（PDF形式︓2,292KB）

 保安ネット操作マニュアル（PDF形式︓3,118KB）

 保安ネット操作マニュアル（PDF形式︓3,064KB）

 保安ネット操作マニュアル①（PDF形式︓11,537KB）

 保安ネット操作マニュアル②（PDF形式︓11,537KB）

 保安ネット操作説明動画（mp4形式︓70,707KB）

簡易申請︓

簡易申請⽤の保安ネットの操作マニュアルです。法令、利⽤者いずれも共
通です。

 簡易申請⽤保安ネット操作マニュアル（PDF形式︓
4,440KB）

保安ネット操作マニュアル

新着情報

これまでの情報⼀覧

2020年7⽉10⽇
gBizエントリーアカウントでの電⼦届出が可能になりました

2020年7⽉1⽇ 保安ネットの利⽤停⽌期間のお知らせ（2020/7/10（⾦）20:00〜翌8:00）



最終更新⽇︓2020年7⽉10⽇

保安ネット紹介資料

保安ネットの導⼊に関する紹介資料を掲載しています。 

パンフレット（PDF形式︓689KB）

 パンフレット（PDF形式︓530KB）

 パンフレット（PDF形式︓524KB）

 パンフレット（PDF形式︓539KB）

 パンフレット（PDF形式︓511KB）

 パンフレット（PDF形式︓503KB）

よくあるご質問

保安ネットの利⽤開始に関するよくあるご質問を下記に掲載しています。
保安ネット よくあるご質問

なお、保安ネットの操作⽅法等に関するご質問は保安ネット内の「よくあるご質問」をご確認ください。 

お問合せ先

保安ネットの操作⽅法に関するお問い合わせは下記ヘルプデスクにお問い合わせください。 

保安ネット ヘルプデスク
電話︓050-2018-8381
受付時間︓平⽇9時〜18時 

施策に関するお問い合わせは下記に記載の所管の産業保安監督部・経産局等または各法令のHPをご確認ください。
産業保安監督部・経産局等 お問い合わせ先

参考リンク

GビズID



地震の時、自動で電気を遮断できる
感震ブレーカーをつけましょう

お知らせ

※1　　地震時等の電気火災の発生・延焼等の危険解消に優先的に取り組むべきとして地方自治体が指定した地域のことです。（詳細については、大規模地震時の電気火災
抑制策の検討について（報告）（平成３０年３月）を参照してください。）

※2 都市計画法に基づく「防火地域・準防火地域」の木造及び鉄骨造の住宅等（共に耐火建築物を除く。）です。
※3 「内線規程」とは、電気需要場所における電気設備の保安を確保することを目的として作成された民間規格です。設計､施工についての技術的な事項をすべて包含し、 

これをわかりやすく記述したもので、（一社）日本電気協会需要設備専門部会において作成されました。

東日本大震災
における火災
の発生原因

ご存じですか？
地震による火災の過半数は
電気が原因という事実。

東日本大震災における本震による火災全
111件のうち、原因が特定されたものが108
件。そのうち過半数が電気関係の出火でした。
地震が引き起こす電気火災とは、地震の揺れ
に伴う電気機器からの出火や、停電が復旧し
たときに発生する火災のことです。

主な感震ブレーカーの種類

分電盤タイプ（内蔵型） 分電盤タイプ（後付型） 簡易タイプコンセントタイプ

感震ブレーカーは、延焼危険性や避難困難度が特に高い「地震時等の電気火災の発生・

延焼等の危険解消に取り組むべき地域（※1）」及び「防火地域・準防火地域（※2）」
において、緊急的・重点的な普及促進が必要とされています。
内線規程（※3）において、感震ブレーカー（分電盤タイプ）の「地震時等の電気火災の発生・延焼等の危険解消に取り組むべき地

域」の全ての住宅等及び「防火地域・準防火地域」の住宅等への設置が勧告的事項となり、それ以外の住宅等への設置が推奨的事項
となりました。

白
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落

下に
より出火

電

気コ
ードの断線等によ

り
出
火

電気関係
その他

※日本火災学会誌「2011年東日本大震災　火災等調査報告書」より作成

「感震ブレーカー」は、地震発生時に設定値以上の揺れを感知したときに、ブレーカーやコン
セントなどの電気を自動的に止める器具です。感震ブレーカーの設置は、不在時やブレー
カーを切って避難する余裕がない場合に電気火災を防止する有効な手段です。

電気火災対策には、感震ブレーカーが効果的です。

２０１９年４月版



感震ブレーカー設置の留意点

この資料に関するお問い合わせ先
◯ 内閣府政策統括官（防災担当）  〒 100-8914 東京都千代田区永田町1丁目6番1号 中央合同庁舎第8号館   ＴＥＬ:（03）-5253-2111（大代
表）
ホームページ（http://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/denkikasaitaisaku/index.html）

◯ 消防庁 予防課　〒 100-8927 東京都千代田区霞が関2丁目１番２号　ＴＥＬ:（03）-5253-7523

   〒100-8901 東京都千代田区霞が関１丁目３番１号　TEL : (03)-3501-1742◯ 経済産業省産業保安グループ 電力安全課
ホームページ（https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2015/10/270105-1.html）

分電盤タイプ（内蔵型） 分電盤タイプ（後付型）

簡易タイプ

地震探知後、３分が経過す
ると、 主幹漏電ブレーカー
を自動遮断します。

分電盤に内蔵されたセンサー
が揺れを感知し、ブレーカーを
切って電気を遮断します。

製品ごとの特徴・注意点を踏まえ、適切に選びましょう！

感震装置のはたらき【分電盤タイプの場合】

基本動作
地震検知

※電気工事が必要
費用：約5～8万円（標準的なもの）

※電気工事が必要
費用：約2万円

分電盤に感震機能を外付けす
るタイプで、センサーが揺れ
を感知し、ブレーカーを切っ
て電気を遮断します。
※漏電ブレーカーが設置されている
場合に設置可能

警報ON（3分間） 警報OFF

通電遮断通電

検知から3分後

生命の維持に直結するような医療用機器を設置している場合、停電に対処できるバッテリー等を備えてください。

感震ブレーカーの設定に際しては、
急に電気が止まっても困らないための対策と合わせて取り組むことが必要です。

夜間の照明確保のために、停電時に作動する足元灯や懐中電灯などの照明器具を常備しましょう。

避難路の確保等のために、建物の耐震化や家具の転倒防止等に取り組みましょう。
耐震対策等と合わせて取り組むとさらに効果的です。

復電する場合には、事前にガス漏れ等がないことの確認や、電気製品の安全の確認を行ってください。
仮に、復電後、焦げたような臭いを感じた場合には、直ちにブレーカーを遮断し、再度、安全確認を行い、原因が分からない場合に
は電気の使用を見合わせることが必要です。
定期的な作動性能の確認や、必要に応じて部品等の交換を行いましょう。

復電直後に主幹漏電ブレーカーを
自動遮断します。

地震探知後３分以内に
停電が発生した場合

ばねの作動や重りの落下など
によりブレーカーを切って電
気を遮断します。

※ホームセンターや家電量販店で購入可能
　（電気工事不要）

費用：約２～４千円程度コンセントタイプ

※電気工事が不要

既存のコンセントに
差し込んで使うもの

費用：約5千円～2万円程度

（埋込型） （タップ型）

コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知し、
コンセントから電気を遮断します。

※電気工事が必要

壁面などに取り付け
て使うもの

おもり玉式 バネ式

※感震ブレーカーの設置に関わらず、地震時やその他の自然災害時にも大規模な停電が発生するおそれがあることから、平時から停電対策に取り組みましょう。

感震ブレーカー購入に関して：電気工事を伴うものはお近くの電気工事店へ、電気工事を伴わないものはお近くの防災用品等を取り扱うお店へお問い合わせください。



※昭和52年（1977年）3月より以前に建てられた工場やビルを指します。

健康被害が出るおそれ

があります！

処 分 し な い と罰則！ まもなく

処分できなくなる！

昭和32年1月から昭和47年8月までに製造された、次の器具に使用されています。

蛍光灯器具
（オフィス・教室用等）

水銀灯器具
（高天井用・道路用）

低圧ナトリウム灯器具
（トンネル用）

高濃度PCB廃棄物の四国地域の処分期間

照明器具の安定器及び汚染物等

（小型電機機器の一部を除く） 2021年３月31日まで

もし、処分していない機器を見つけた場合には、ただちに

環境省中国四国地方環境事務所四国事務所に連絡してください！

☎環境省四国事務所 ０８７-８１１-７２４０

PCB使用製品・PCB廃棄物の確認、あなたは大丈夫ですか？

今すぐ裏面をご確認ください。

古い工場やビルを
お持ちの皆様へ！ ※



って 何？

安 定 器 の 種類 等 は、「銘 板 」 で確 認 で きま す 。

PCBポリ塩化ビフェニル

PCBは燃えにくく電気絶縁性に優れていたため、変圧器やコンデンサー、安定器等の電気機器の絶縁油として

広く使用されました。しかし、有害であることが判明したため、昭和47年以降は製造や新たな使用は禁止され

ました。このため、これらの絶縁油にPCBが含まれていたものが廃棄物となったものは、PCB廃棄物として特別

な保管・処分をしなければなりません。

健康被害が出るおそれがあります！（爪の変形や皮膚の色素沈着）
PCBは急毒性はありませんが、脂肪に溶けやすく、慢性的に摂取すると体内に蓄積

し、様々な症状を引き起こすおそれがあります。1968年に”カネミ油症”という日本

史上に残る食中毒事件がありました。（食用油製造時に熱媒体のＰＣＢが混入）

処分しないと罰則！（三年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金）
国際条約と法律でPCB廃棄物の処分は義務付けされており、定められた期限までに

処分しないと罰則があります。また、不法投棄、不法な譲渡、無許可業者への処分等

の委託は禁止されています。処分するまで適正に保管してください。

まもなく処分できなくなる！（2021年3月31日まで）
PCB廃棄物は定められた期限までに処分しなければならず、処分期間を過ぎると事実

上処分することができなくなります。この期限は、処理施設の立地自治体との約束で

設けられており、期限の延長はできません。

安定器の種類によりPCBコンデンサーが使われています。

PCB廃棄物の処理については、お近くの県・政令市にお問い合わせください。



 

 

 

 

「香川県太陽光発電施設の設置等に関するガイドライン」を策定しました。 

（平成３１年４月１日から運用開始） 

 

○目的 

 太陽光発電事業者が事業を実施するに当たり、事前に災害発生のリスクや地域への影響等を

適切に把握し、地域の理解を得ながら、太陽光発電施設を適正に設置・管理することにより、太

陽光発電事業が地域と共生した事業となることを目的としています。 

 

 

 

○適用対象施設 

 平成３１年４月１日以降に「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」（以下「再エネ特措法」といいます。）に基づく再生可能エネルギー発電事業計画（以下

「事業計画」といいます。）の認定申請を行う（平成３１年４月１日時点で認定申請中を含む）、

次の施設を対象とします。 

 

   （対象） 

    ・設備    太陽光発電施設（太陽光を電気に変換するための設備（太陽光パネル

等）及びその付属設備（変圧器、蓄電設備、送電線等）） 

・設置場所  香川県内（隣接県にまたがる場合を含む） 

・施設規模  出力 50ｋＷ以上（実質的に同一の事業者が、同時期又は近接した時期

に、実質的に一体と認められる場所で、複数の太陽光発電施設に分割

して設置し、合算した出力が 50ｋＷ以上となる場合を含む） 

  

・建築基準法第２条第１号に規定する建築物に設置されるものを除く。 

・出力は、太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナの出力のい 

ずれか小さい方の値とする。 

 

【注意】 本ガイドラインに定める一部の規定は、平成３１年３月３１日以前に、再エネ特

措法に基づく事業計画の認定を得た施設、及び改正前（平成 29 年 3 月 31 日以前）

の再エネ特措法（以下「旧制度」といいます。）に基づく設備の認定を得た施設に

ついても対象となりますので、注意してください 

 

 

【提出・問い合わせ先】 

 香川県 環境森林部 環境政策課 総務･土地利用計画グループ 

 TEL:087-832-3209  FAX:087-806-0227  e-mail:kankyoseisaku@pref.kagawa.lg.jp 
 
 

香川県内で５０ｋW 以上の太陽光発電施設

を計画・検討又は既に設置している皆様へ 
  



 
 

○事業者の皆様に守っていただきたい事項（主なもの） 

 

 

  「災害防止の観点」と「良好な自然環境・生活環境等の保全の観点」から「土地の選定、開

発計画の策定に当たり、十分な考慮が必要な区域」を設定しています。事業者は、事業予定地

が当該区域に該当するかどうか十分に確認を行い、該当する場合は関係法令の担当窓口と十

分に協議・調整を行って下さい。 

  具体的な区域は次頁に掲載しているとおりです。 

 

  

事業者は、再エネ特措法に基づく事業計画の認定申請を行う前に、設置予定場所その他事

業の内容を記載した「事業計画書」を提出して下さい。 

既に認定を得ている施設については、国に提出した「事業計画認定申請書」の写しと国か

ら受領した「認定通知書」の写し（旧制度からの「みなし認定」の場合は「事業計画書【みな

し認定用】」の写し）を提出して下さい。 

 

 

  事業者は、事業計画書の内容等について、地域住民への十分な説明を行い、説明の相手方

や主な意見とその対応などを記載した「説明会等実施状況報告書」を提出して下さい。 

 

 

  事業者は、②の内容が変更となった場合には、「届出事項変更届」を提出して下さい。 
 
 
 

事業者は、事業を廃止しようとする場合には、速やかに、設備廃棄予定や廃止理由などを

記載した「事業廃止届」を提出して下さい。 

 

 

 

 

 

県ホームページの関連サイトのＱＲコードはこちら⇒ 

 

   ⇒又は香川県 太陽光 ガイドラインで検索     
 
 
 
 

                 

①土地の選定等に当たっての十分な考慮 

②事業計画書の提出 

③地域住民（自治会、水利関係者など）への十分な説明 

④届出事項変更届の提出 

      

⑤事業廃止届の提出 



 

 

 [災害防止の観点] 

関係法令 対象区域等 

地すべり等防止法 地すべり防止区域 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する

法律 

急傾斜地崩壊危険区域 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止

対策の推進に関する法律 

土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区

域 

砂防法 砂防指定地 

森林法 保安林及び保安施設地区の区域 

河川法 河川区域 

海岸法 海岸保全区域 

港湾法 港湾隣接地域及び臨港地区 

農業用ため池の管理及び保全に関する法律

及びため池の保全に関する条例 

ため池 

[良好な自然環境・生活環境等の保全の観点] 

関係法令 対象区域等 

自然公園法及び香川県立自然公園条例 国立公園及び県立自然公園 

自然環境保全法及び香川県自然環境保全条

例 

香川県自然環境保全地域、香川県緑地環境保

全地域及び自然記念物  

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に

関する法律 

鳥獣保護区特別保護地区 

香川県希少野生生物の保護に関する条例 指定希少野生生物保護区 

景観法及び市町景観条例 景観形成重点地区 

都市計画法 風致地区 

農地法 

農業振興地域の整備に関する法律 

農用地区域及び第１種農地 

森林法（再掲） 地域森林計画対象民有林 

文化財保護法並びに県及び市町文化財保護

条例 

国・県・市町指定の史跡・名勝・天然記念物

の指定地、伝統的建造物群保存地区及び周知

の埋蔵文化財包蔵地 

瀬戸内海環境保全特別措置法及び香川県自

然海浜保全条例 

自然海浜保全地区 

海岸法（再掲） 一般公共海岸区域 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 指定区域 

 

土地の選定、開発計画の策定に当たり、十分な考慮が必要な区域 
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県ガイドライン等手続きフロー 

   【国】           【事業者】               【県】             【市町】 

                                                      

                              周知 

 国ガイドラ   周知                        県ガイドラインの周知 

  インの周知 

                              

  法令・国ガ   ①相談 ①国・県ガイドラインに基づき、  ①相談 ①県ガイドラインに係る手続や 

  イドライン        国、県へ法令・条例等の相談        十分な考慮が必要な区域及び       

  に係る手続                           関係法令等について説明   ①相談 ①十分な考慮が必要な区域

き説明及び      ①国・県ガイドラインに基づき、                          や所管する法令等につい 

  県ガイドラ        市町へ法令・条例等の相談                            て説明 

  インの提供       【県ガイドライン】                          (写)の 

             ②事業計画書の提出        ②提出   【県ガイドライン】          送付    

             （または事業計画認定申請書(写)          ②事業計画書の受理           事業計画書(写)の受理 

               及び認定通知書(写)等の提出※） 

               

                              

③相談 

             ③国・県ガイドラインに基づき、      ③説明会等実施の指導         ③配慮すべき地域住民 

        県、市町と住民説明会等につい                          の範囲や説明方法等 

              て相談                                     について説明 

                                                      

             ④住民説明会等の開催            

              住民への十分な説明            

                                         (写)の 

        【県ガイドライン】       ⑤提出   【県ガイドライン】      送付 

      ⑤説明会等実施状況報告書の提出         ⑤説明会等実施状況報告書の          説明会等実施状況報 

                           受理                  告書(写)の受理 

  事業計画の  ⑥申請 ⑥再エネ特措法に基づく事業計画 

  審査          認定申請 

                                  

 事業計画の  認定  ⑦事業着手 

  認定                                             (写)の 

                           【県ガイドライン】       ⑧提出  【県ガイドライン】      送付 

                         ⑧認定通知書(写)の提出          ⑧認定通知書(写)の受理         認定通知書(写)の受理 

 

 

 

             ⑨国・県ガイドライン、住民との 

              合意等に基づき、設計・施工 

 

 

             ⑩国・県ガイドラインに基づき、     

              適切な維持管理         ⑩連絡 

             ⑩周囲に影響を及ぼす事態が発生      ⑩必要に応じ、状況を把握        

              した場合、県・市町等に連絡                          ⑩必要に応じ状況を把握 

                                                     

                                                     

  事業計画の  ⑪届出 ⑪再エネ特措法に基づく廃止届                                                   

  認定失効                                          (写)の 

              【県ガイドライン】       ⑫提出  【県ガイドライン】      送付   事業廃止届(写)の受理 

             ⑫事業廃止届の提出            ⑫事業廃止届の受理            必要に応じ、状況を 

              （または再エネ特措法に基づく       必要に応じ、状況を把握        把握 

              廃止届(写)の提出） 

             ⑬国・県ガイドラインに基づく適 

              切な撤去・処分 

                                           

                                                         

                                                (写)の 

              【県ガイドライン】        提出    【県ガイドライン】         送付    

             届出事項変更届の提出                   届出事項変更届の受理         届出事項変更届(写)の受理 

                                                         

                                                     

 

   事業計画   認定                                     (写)の  

  変更の認定       【県ガイドライン】       提出   【県ガイドライン】     送付  変更認定通知書(写)の 

             変更認定通知書(写)の提出         変更認定通知書(写)の受理       受理 

企画・立案 

 

設計・施工 

運用・管理 

 

 

※平成 31 年 3 月 31 日以前に事業計画認定を得た施設や旧制度の設備認定を得た施設の場合 

【随時】 

関係法令・条例違反が疑われ

る場合、国・市町に情報提供 

【随時】 

関係法令・条例違反が

疑われる場合、県に情

報提供 

撤去・処分 

計画の変更 

「施設設置予定場所」が追加される場合、「事業予定地の面積」が増加する場合、事業譲渡等により

「発電事業者名」が変更となる場合は、「チェックリスト」及び「説明会等実施状況報告書」を提出 
   




