
令和3年度 四国地区
発電所長及びボイラー・タービン主任技術者会議

ICT 機器を用いたオンライン審査について

一般財団法人 発電設備技術検査協会

～技術が支える安全と信頼～



オンライン審査について

１ オンライン審査の概要

２ オンライン審査に関する法令・内規の概要

３ オンライン審査の流れ

４ オンライン審査で追加されるもの

５ まとめ

2

目次



3

１ オンライン審査の概要

オンラインによる安全管理審査の導入

新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、設置
者の法定事業者検査実施場所又は当該検査記録の
保管場所で実施することとされている安全管理審査
について、対面形式の審査に加えてＩＣＴ 機器を用い
たオンライン審査を可能とする改正を行われた。

【参考】令和3年4月 電気事業法施行規則等の一部を改正する省令案等の概要



２ オンライン審査に関する法令・内規の概要
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電気事業法施行規則〔一部改正〕

第110条（安全管理審査の方法）

使用前・定期安全管理審査実施要領（内規）〔一部改正〕
７. 審査の計画、８. 審査の実施、

９. 審査結果及び評定の通知

使用前・定期安全管理審査を目的とした

オンライン審査実施ガイドライン〔制定〕
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～電気事業法施行規則 第110条 第2号～

【従来の方法】

実地審査は「法定事業者検査の実施場所及び当該
検査記録の保管場所で行うこと。」

【今回の改正】

従来の方法に「映像及び音声の送受信により相手の
状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な
方法を用いて行うこと。」が追加

【参考】電気事業法施行規則 第110条（安全管理審査の方法）第2号

２ オンライン審査に関する法令・内規の概要
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～電気事業法施行規則 第110条 第2号～

２ オンライン審査に関する法令・内規の概要

改正後 改正前

実地審査は、次に掲げるいずれかの
方法で行うこと。

イ 法定事業者検査の実施場所及
び当該検査記録の保管場所で行う
こと。

ロ 映像及び音声の送受信により相
手の状態を相互に認識しながら通信
をすることが可能な方法を用いて行
うこと。

実地審査は、法定事業者検査の実
施場所及び当該検査記録の保管場
所で行うこと。
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～使用前・定期安全管理審査実施要領（内規）～
（以下、 「安管審内規」という。）

・文書審査・実地審査の場所・方法に、「オンライン審
査を用いて実施する。」ことが追加。

その他、次の事項も改訂

・検出事項発見時の対応方法に、“設置者からの同意
が得られなかった場合”の対応方法が明確化。

・審査機関から国に対する実績報告（報告件数、オン
ライン審査件数、検出事項件数）が追加。

【参考】安管審内規 7.3項、8.5項、9.5項

２ オンライン審査に関する法令・内規の概要
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～安管審内規 7.3 本文～

２ オンライン審査に関する法令・内規の概要

改正後 改正前

（略）

また、省令第１１０条第２号に規定さ
れる映像及び音声の送受信により
相手の状態を相互に認識しながら通
信することが可能な方法により審査
を実施する場合（以下、当該方法を
「オンライン審査」という。）は、本内
規及び別途定める「使用前・定期安
全管理審査を目的としたオンライン
審査実施ガイドライン」により実施す
ることとする。

（略）
追加
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～安管審内規 7.3 (１) 文書審査～

２ オンライン審査に関する法令・内規の概要

改正後 改正前

文書審査は、設置者の法定事業者
検査の実施体制が法令要求を満た
し、かつ、合理的に実施可能なよう
に構築されていることを確認すること
を目的に、関係資料の審査を行うも
のである。

文書審査は、例えば関係資料の提
出を受けて審査機関事務所におい
て実施するほか、オンライン審査を
用いて実施する。

文書審査は、設置者の法定事業者
検査の実施体制が法令要求を満た
し、かつ、合理的に実施可能なよう
に構築されていることを確認すること
を目的に、関係資料の提出を受け、
審査するものである。

文書審査は、例えば審査機関事務
所において実施する。
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～安管審内規 7.3 (２) 実地審査～

２ オンライン審査に関する法令・内規の概要

改正後 改正前

実地審査は、申請に係る組織に対し
て行うこととし、法定事業者検査に係

る記録原本を照合する必要があるた
め、法定事業者検査の実施場所及
び当該検査記録の保管場所におい
て当該検査記録を確認するか又は
法定事業者検査の実施場所及び当
該検査記録の保管場所には赴かず、
オンライン審査により確認を行うもの
とする。

実地審査は、申請に係る組織に対し
て行うこととし、法定事業者検査に

係る記録原本を照合する必要があ
るため、法定事業者検査の実施場
所及び当該検査記録の保管場所で
行うものとする。

また、省令第１１０条第３号に基づき、
法定事業者検査の記録及び関係

者からの聞き取りにより、次に掲げる
事項に関して審査を行うものとする。
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～安管審内規 表６－１/表６－２～

２ オンライン審査に関する法令・内規の概要

改正後 改正前

審査業務 実施場所又は方法

審査計画 審査機関

文書審査 審査機関又はオンライン審査

実地審査 検査実施場所及び当該記録
が保管されている場所又はオ
ンライン審査

通知書作成 審査機関

審査業務 実施場所

審査計画 審査機関

文書審査 審査機関

実地審査 検査実施場所
及び当該記録
が保管されて
いる場所

通知書作成 審査機関
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～安管審内規 ８.３.１ 初回会議～

２ オンライン審査に関する法令・内規の概要

改正後 改正前

審査の冒頭に、設置者側の責任者
に対し、審査員から本審査の目的、

審査内容、審査スケジュール等を伝
え、了解を得る。原則として、３０分
以内に完了するものとする。

初回会議では、審査に対する設置
者の姿勢、審査の進め方に問題が
起きないか、等の点を観察する。

審査の冒頭に、設置者側の責任者
の立会いの下、審査員から本審査の

目的、審査内容、審査スケジュール
等を伝え、了解を得る。原則として、
３０分以内に完了するものとする。

初回会議では、審査に対する設置
者の姿勢、審査の進め方に問題が
起きないか、等の点を観察する。
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～安管審内規 ８.５. 検出事項発見時の対応～

２ オンライン審査に関する法令・内規の概要

改正後 改正前

審査によって審査基準に適合しない
事項又は技術基準に適合しない保

安上重要な問題を検出した場合は、
その内容を記載し、その写しを設置
者に渡す。このとき、設置者の同意
を得ることが望ましい。（設置者から
の同意が得られなかった場合は、そ
の旨を付記しておくこと。）
（略）

審査によって審査基準に適合しない
事項又は技術基準に適合しない保

安上重要な問題を検出した場合は、
その内容を記載し、設置者の同意し

た旨の署名を受領し、その写しを設
置者に渡す。設置者から同意が得ら

れなかった場合は、署名なしで設置
者に渡す。
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～安管審内規 ９．５．審査実績の報告～

２ オンライン審査に関する法令・内規の概要

改正後 改正前

登録安全管理審査機関は、年度毎
の安全管理審査の実施状況につい
て、「様式９使用前（定期）安全管理

審査実績報告書」により翌年度の４
月末日までに国へ報告を行うことと
する。

様式９ 実績報告様式

追加
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～使用前・定期安全管理審査を目的とした

オンライン審査実施ガイドライン～
（以下、 「オンライン審査ガイドライン」という。）

・情報通信技術（ＩＣＴ）を用いてオンラインで安全管
理審査を実施する際の標準的な手順等を定めた
文書。

・経済産業省産業保安グループ電力安全課が制定。
（令和３年４月１日）

【参考】オンライン審査ガイドライン 目的

２ オンライン審査に関する法令・の概要
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～オンライン審査ガイドライン～

●適用範囲

電気事業法施行規則第１１０条第２号及び実施要領
内規に基づき、オンラインによる安全管理審査。

・音声、映像及びデータ共有を含む遠隔会議設備を
用いた会議

・情報への同期（リアルタイム）又は非同期（該当する
場合）の遠隔アクセスによる、文書及び記録の審査

【参考】オンライン審査ガイドライン 適用範囲

２ オンライン審査に関する法令・の概要

以下を想定
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～オンライン審査ガイドライン～

●ＩＣＴ（情報通信技術）機器

・スマートフォン

・携帯端末（タブレット等）

・ラップトップコンピューター（ノート型コンピューター）

・デスクトップコンピューター

・ビデオカメラ（書画カメラ等）

【参考】オンライン審査ガイドライン 用語の定義

２ オンライン審査に関する法令・の概要
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～オンライン審査ガイドライン～

●要求事項（１）；情報セキュリティ及び機密保持

・法定事業者検査実施組織と審査機関との間で、情報
セキュリティ及びデータ保護の対策等について相互
に合意しなければならない。

⇒「実施合意書及び確認書」等によりご合意いただき
ます。

・合意がされていない場合、別の方法を使用しなけれ
ばならない。

⇒従来（対面式）の審査方法。
【参考】オンライン審査ガイドライン 要求事項

２ オンライン審査に関する法令・の概要
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～オンライン審査ガイドライン～

●要求事項（２）プロセス要求事項

・安全管理審査の実施に必要な通信環境やＩＣＴ 機器
の仕様を提示する。

⇒「実施合意書及び確認書」等にＩＣＴ機器を提示し
ます。

・映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に
認識しながら情報交換することが可能か通信テスト
を事前に行うこととする
⇒事前確認（通信テスト）を行います。

【参考】オンライン審査ガイドライン 要求事項

２ オンライン審査に関する法令・の概要



３ オンライン審査の流れ
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安全管理審査申請の申請・受理

「実施合意書及び確認書」

の取り交わし

実地審査
・通信環境
・ＩＣＴ 機器のインフラ
・事前確認（通信テスト）が良好
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３ オンライン審査の流れ

安全管理審査実施

完了・報告

定期安全管理審査申請書 ①定期安全管理審査申請書

・申請書、連絡担当表、
体制表、計画書、
検査要領書、・・・等

②関連する記録（写し）
・検査記録、
・保安規程変更届出書

・検査開始・終了を示す資料
・・・等

③事前確認（通信テスト）

④実施合意書及び確認書

⑤安全管理審査実施

⑥完了・報告

（オンライン審査）（対面審査）

・申請書、連絡担当表、
体制表、計画書、
検査要領書、・・・等

定期事業者検査完了
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～①安全管理審査申請書～

●オンライン審査の希望有無

４ オンライン審査で追加されるもの

オンライン審査の希望される
か従来通りの対面での審査
を希望されるかは、安全管理
審査申請書等にて表明して
頂きます。



23

～②関係資料の提出～

●法定事業者検査記録

オンライン審査を円滑に進めるために、法定事業者
検査記録（写し）の送付お願い致します。

なお、法定事業者検査記録には次が含まれます。

・教育訓練に関する記録

・協力事業者の管理に関する記録（該当する場合）

・測定機器に関する記録

４ オンライン審査で追加されるもの
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～②関係資料の提出～

●保安日誌※
⇒当該部分の写し。設備の停止日の確認。

●保安規程変更届出書および保安規程※

⇒法定検査の実施及び記録の保管に関する記載状
況、並びに、保安監督部へ提出されていることを確
認。

●主任技術者選任又は解任届出書、主任技者免状※
⇒“主任技術者が含まれていること”の確認。

※オンライン審査時にカメラ等を用いて確認できれば送付は不要です。

４ オンライン審査で追加されるもの
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～②関係資料の提出～

●関連資料の提出時期

申請書類と一緒に送付をお願いします。なお、申請
時点で検査が完了していない場合は、実地審査前ま
でに送付をお願いします。

●関連資料の返却

実地審査完了後に返却します。

４ オンライン審査で追加されるもの



・通信方法は、2通りあります。

➩審査機関が招待する場合の例

➩設置者が招待する場合の例
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～③事前確認（通信テスト）～

・事前に日程や時間を決めて、ＩＣＴ機器で画像や音
声がお互い確認できることを確認します（挨拶程度の
簡易的な形式で確認します。）

４ オンライン審査で追加されるもの

・情報通信技術：OS：Windows10
・アプリケーション：Webex

・情報通信技術：OS：Windows10
・アプリケーション：Zoom、Teams等
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４ オンライン審査で追加されるもの

～④実施合意書及び確認書～

③事前確認で問題なければ、審査機関が作成した

「実施合意書及び確認書」に記載の通信方法等をご確

認の上、サイン等を頂き、審査機関宛にＰＤＦで送付を

お願いします。
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４ オンライン審査で追加されるもの

～⑤安全管理審査実施～

審査機関がアプリ「Webex」等を導入し、設置者を招
待する形で実施します。（Webexは広く使われている
ため、通信に関しての諸問題は少ないものと考えてい
ます。）

設置者で使用しているアプリ（Teams、Zoom等）で実
施を希望される場合は、設置者からの招待をお願い
します。

審査機関

Webexで招待

Teams、Zoomで招待していただく

設置者
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４ オンライン審査で追加されるもの

～⑤安全管理審査実施～

実地審査時において、オンライン環境によりヒアリ
ング等が不可となった場合は、設置者と協議の上、従
来通り記録の保管場所である発電所に出向いての審
査に変更となる場合があります。
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５ まとめ

2021年4月1日から、対面での審査と合わせて、オン
インでの安全管理審査の選択が可能となりした。

オンライン審査にすると

感染症対策になります。

審査時間の自由度が上がります。

■事前の送付資料

①前回の検査終了日がわかる資料（試運転記録等、該当部の写し）

②今回の検査開始日がわかる資料（保安日誌、工程表、該当部の写し）

③検査記録一式（検査記録、測定記録、測定機器の校正記録等）

④保安規程変更届出書（表紙のみでも可能） 等

※審査前に送付して頂いて、審査後に返送します。
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５ まとめ

～発電技検での実績（2021年8月末時点）～

 四国地区の23％がオンライン審査での実績
（全国では、19％がオンライン審査とし実施）

 すべて定期安全管理審査で、6号組織の案件

 使用したシステムの実績は、Webex48％、Teams42％
その他（Skype、Zoom等）10％

 溶接事業者検査の含む案件は10％

 安全管理審査が延期になる様なトラブルなし。
（マイク・カメラの故障はあったが、代替え機器等へ変更で対応。）
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最後に

ご質問・お問い合わせがございましたら

以下の連絡先にお願い致します。

一般財団法人 発電設備技術検査協会
西日本支部 広島分室 担当：好川
TEL 082-506-1950

FAX 082-263-1501

E-mail hiroshimabr@japeic.or.jp


