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１.日 時：平成 27 年 11 月 12 日(火) 13:30～17:00 <予定> 

２.場 所：一般社団法人 日本電気協会  会議室 

３.議 題：＜以下参照＞ 

■開会［13:30～13:40］ 

・事務局連絡（委員の交代，委員会成立確認）～配付資料確認 

・委員長挨拶 

■報告･審議事項［13:40～16:50］ 

①［13:40～13:45］前回議事要録の確認 ------------------------------------------ 資料 №1 

②［13:45～14:05］事故事例調査部会からの報告 ---------------------------------- 資料 №2 

③［14:05～15:35］解釈検討第二部会からの報告 

・電波雑音に関する別表第十二での取扱に関する要望 ------------------------- 資料 №3 

・別表第十二への採用を要望する JIS 審議（小委員会承認後１４件） -------------- 資料 №4-1～16 

・別表第十二への採用を要望する JIS 審議（JIS 発行後１件） --------------------- 資料 №5-1,2 

・別表第十二 表 3 J1000 規格の改正案についての報告----------------------- 資料 №6 

 

☆［15:35～15:45］   休憩  （10 分間） 

 

④［15:45～16:05］電気用品の技術基準の解説改正について 

・電気用品の技術基準の解説改正の概要 ------------------------------------ 資料 №7-1 

・各工業会からの解説追加要望によって反映した項目のまとめ ------------------- 資料 №7-2 

・電気用品の技術基準の解説の改正案 -------------------------------------- 資料 №7-3 

⑤［16:05～16:50］小委員会の活動報告 ------------------------------------------ 資料 №8 

⑦［16:50～17:00］その他報告事項 ---------------------------------------------- 資料 №9,10 

■閉会［17:00］ 

・次回開催日について  
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― 配 付 資 料 ― 

 

・資料 №1 第 93 回 電気用品調査委員会 議事要録(案) 

・資料 №2-1 平成 27 年度 電気用品事故事例 調査結果（案） 

・資料 №2-2 平成 27 年度 電気用品事故事例調査結果報告書（案） 

・資料 №2-3 東京消防庁 過去の電気調理器具の天ぷら油関連火災 

・資料 №3 別表第十二の前書きの改正案について（案） 

・資料 №4-1 平成 27 年度 別表第十二採用 JIS / J 規格等 審議計画（案） 

・資料 №4-2 別表第十二への採用を検討する JIS 一覧（小委員会承認後） 

・資料 №4-3 電気用品安全法の技術基準の解釈 別表第十二に提案する規格の概要 

（家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第２－４部：電気脱水機の個別要求事項  JIS C 9335-2-4） 

・資料 №4-4 電気用品安全法の技術基準の解釈 別表第十二に提案する規格の概要 

（〃－第２－１１部：回転ドラム式電気乾燥機の個別要求事項 JIS C 9335-2-11） 

・資料 №4-5 電気用品安全法の技術基準の解釈 別表第十二に提案する規格の概要 

（〃－第２－１５部：液体加熱機器の個別要求事項 JIS C 9335-2-15） 

・資料 №4-6 電気用品安全法の技術基準の解釈 別表第十二に提案する規格の概要 

（〃－第２－４４部：電気アイロナの個別要求事項 JIS C 9335-2-44） 

・資料 №4-7 電気用品安全法の技術基準の解釈 別表第十二に提案する規格の概要 

（〃－第２－６１部：蓄熱形ルームヒータの個別要求事項 JIS C 9335-2-61） 

・資料 №4-8 電気用品安全法の技術基準の解釈 別表第十二に提案する規格の概要 

（〃－第２－１０６部：電気カーペット及び取り外し可能な床仕上げの下に設置された室内暖房用ヒーティングユニットの個別要求事項 JIS C 9335-2-106） 

・資料 №4-9 電気用品安全法の技術基準の解釈 別表第十二に提案する規格の概要 

（直管蛍光ランプ―第 1部：安全仕様 JIS C 7617-1） 

・資料 №4-10 電気用品安全法の技術基準の解釈 別表第十二に提案する規格の概要 

（片口金蛍光ランプ―第 1部：安全仕様 JIS C 7618-1） 

・資料 №4-11 電気用品安全法の技術基準の解釈 別表第十二に提案する規格の概要 

（一般照明用電球形蛍光ランプ―第１部：安全仕様 JIS C 7620-1） 

・資料 №4-12 電気用品安全法の技術基準の解釈 別表第十二に提案する規格の概要 

（電流制限器 JIS C 8368） 

・資料 №4-13 電気用品安全法の技術基準の解釈 別表第十二に提案する規格の概要 

（電線及び電気温床線の安全に関する要求事項 JIS C XXXX） 

・資料 №4-14 電気用品安全法の技術基準の解釈 別表第十二に提案する規格の概要 

（オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器：安全要求事項 JIS C 6065） 

・資料 №4-15 電気用品安全法の技術基準の解釈 別表第十二に提案する規格の概要 

（情報技術機器－安全性－第１部一般要求事項 JIS C 6950-1） 

・資料 №4-16 電気用品安全法の技術基準の解釈 別表第十二に提案する規格の概要 

（オーディオ・ビデオ，情報及び通信技術機器－第 1 部：安全性要求事項 JIS C XXXX） 
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・資料 №5-1 別表第十二への採用を検討する JIS 一覧（JIS 発行後） 

・資料 №5-2 電気用品安全法の技術基準の解釈 別表第十二に提案する規格の概要 

（ポータブル機器用二次電池（密閉型小型二次電池）の安全性 JIS C 8712） 

・資料 №6 別表第十二 表 3 J1000 規格の改正要望案 

・資料 №7-1 電気用品の技術基準の解説の改正案の概要 

・資料 №7-2 各工業会等からの解説追加要望によって反映した項目 

・資料 №7-3 電気用品の技術基準の解説の改正案の概要 

・資料 №8-1 第 7,20,55 小委員会審議結果報告書 (一社)日本電線工業会 

・資料 №8-2 第 34 小委員会審議結果報告書（光源デバイス・照明器具関係） (一社)日本照明工業会 

・資料 №8-3 第 31，第 32-2，第 96，121・23E 小委員会審議結果報告書 (一社)日本電機工業会 技術部 

・資料 №8-4 第 59/61/116,72 小委員会審議結果報告書 (一社)日本電機工業会 家電部 

・資料 №8-5 第 37-2,51 小委員会審議結果報告書 (一社)電子情報技術産業協会 

・資料 №8-6 第 23-2 小委員会審議結果報告書 (一社)電気設備学会 

・資料 №8-7 第 23-1 小委員会審議結果報告書 (一社)日本配線ｼｽﾃﾑ工業会 

・資料 №8-8 第 108 小委員会審議結果報告書 （一社）ﾋﾞｼﾞﾈｽ機械･情報ｼｽﾃﾑ産業協会 
・資料 №8-9 第 1,3,25 小委員会審議結果報告書 (一財)日本規格協会 

・資料 №8-10 第 89,104 小委員会審議結果報告書 (一財)日本規格協会 

・資料 №8-11 第 101 小委員会審議結果報告書 (一財)日本電子部品信頼性センター 

・資料 №8-12 第 2,15,22,77,85,112 小委員会審議結果報告書 (一社)電気学会 

・資料 №8-13 第 23-3 小委員会審議結果報告書 (一社)日本電気制御機器工業会 

・資料 №9-1 前回の電気用品調査委員会以降の電気用品の技術基準に関する動き 

・資料 №9-2 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈に関する要望書の提出について（抜粋） 

・資料 №10 「解釈別表第四に係わる遠隔操作」に関する報告書の追加検討について 【経済産業省】 

 

 

以 上 


