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2015 紀の国わかやま国体メイン会場　紀三井寺公園陸上競技場 （和歌山市）

第70回国民体育大会 「紀の国わかやま国体　～躍動と歓喜、そして絆～　」

●　　　 ● 年頭所感 2015
　　　　 ● 年頭メッセージ
●　　　 ● 平成26年度技能競技全国大会
●　　　 ● ＣＶケーブル施工時の注意
　          ● 「施工証明書兼お客さま電気設備図面」を活用した取組み
　　　　 ● 接地工事施工にあたってのお願い
●　　　 ● モータースポーツとヨットレース
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「施工証明書兼お客さま電気設備図面」 の具体的な取り扱い「施工証明書兼お客さま電気設備図面」 の具体的な取り扱い

お客さま
（ハウスメーカー、工務店等）

施工者
（電気工事業者）

関西電力

工事受注
（図面作成）電力使用依頼

「施工証明書兼
お客さま

竣工届

申込協議電気工事
（自主検査完了）

「施工証明書兼
お客さま

電気設備図面」

「施工証明書兼
お客さま

電気設備図面」

電気設備図面」

３部返却

３部提出

竣工届作成 竣工届
受領

「施工証明書兼
お客さま

電気設備図面」

１部提出

２部保有

竣工届作成

引込線、計器
取付工事（※１）

署名 １部受領

「施工証明書兼
お客さま

電気設備図面」

「施工証明書兼
お客さま

電気設備図面」
調査結果通知１部保管 １部保有

竣工調査（※２）
施工証明受領 施工証明発行

署名 １部受領 （※１）と（※２）は
前後する場合があります。
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補助接地棒① 補助接地棒②

5～ 10m5～ 10m
接地極（被測定体）

接地工事施工にあたってのお願い接地工事施工にあたってのお願い
■接地工事後の抵抗値確認はとても重要です！
一般的な三極式接地抵抗測定例 一般住宅における接地工事の要件と抵抗値

※電気設備技術基準より抜粋

種類 抵抗値 要　件

D種

100Ω以下

500Ω以下

300V以下の低圧電路

上記に定格感度電流 100ｍＡ以下、
動作時間 0.5 秒以下の漏電遮断器を
施設するとき

近年は、コンクリートやアスファルト舗装路面が多く、補助接地棒を打てない場合がございます
しかし、濡雑巾で補助極を挟んで設置すれば、補助極を打込みした場合と遜色ない測定が出来ます

＜補足＞
※ コンクリート面に散水すると、更に効果があります！
※ アスファルトでは効果がありません 周辺にある側溝
　 やＵ字溝のコンクリート部をお探し下さい！

こんなものもあります ～箱型簡易接地補助極～

金属容器に貯
水し、地面に散
水することで接
地極の用を果
たす仕組みに
なっています

給水口

取水コック

補助極
補助極

測定点

雑巾と散水状況

測定結果：288Ω
【濡雑巾で補助極を挟んで測定した値】

＜参考＞ 測定結果：290Ω
【補助極を打込みして測定した値】

■接地抵抗値を確保するには、接地極の打込み方などを工夫することで改善できます！
深く埋設する 接地極を増やす 効果あり

接地極を出来る限り深く埋設すること※で抵抗値を確保しやすくなります。また、第三者要因による 
外傷（破損や除去）での不具合リスク低減にも繋がります！
※接地工事の種別や施設条件によっては埋設深さに規程あるものがございますのでご注意下さい！
（人が触れる恐れのある場所のＡ種、Ｂ種では、75㎝以上の埋設が必要など　～内線規程～）
コスト面の課題もありますが、接地極を連結して増やす・採寸の大きいものを使用することで抵抗値
を確保しやすくなります！また、導電性コンクリートや接地抵抗低減剤の使用についてもご検討下さい。

近年、新増設における不適合工事の内訳の約８割が接地工事不良であり、年々増加傾向にあります。
確実な工事と測定の実施により、接地工事不良の撲滅にご協力をお願いします！

E

地面直打ち １極【参考：852Ω】 掘削後 １極打込み【参考：403Ω】 掘削後 ２極打込み【参考：240Ω】 掘削後 ３極打込み【参考：174Ω】
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2015 紀の国わかやま国体メイン会場　紀三井寺公園陸上競技場 （和歌山市）

第70回国民体育大会 「紀の国わかやま国体　～躍動と歓喜、そして絆～　」

●　　　 ● 年頭所感 2015
　　　　 ● 年頭メッセージ
●　　　 ● 平成26年度技能競技全国大会
●　　　 ● ＣＶケーブル施工時の注意
　          ● 「施工証明書兼お客さま電気設備図面」を活用した取組み
　　　　 ● 接地工事施工にあたってのお願い
●　　　 ● モータースポーツとヨットレース
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