
第95回電気用品調査委員会

平成28年3月22日

資料No.７

（順不同・敬称略）

役名 氏名 所属団体名 所属先役職

1 委員長 大崎 博之 東京大学
大学院 新領域創成科学研究科
先端エネルギー工学専攻　教授

2 副委員長 小道 浩也 電気安全全国連絡委員会 副委員長

3 副委員長 本松 修 一般社団法人 日本電機工業会 常務理事

4 副委員長 山田 英司 一般財団法人 電気安全環境研究所 常務理事

5 幹事 近藤 繁幸 一般財団法人 日本品質保証機構 理事

6 幹事 佐野　眞一
一般社団法人 電子情報技術産業協
会

知的基盤部　部長代理

7 幹事 澁江 伸之
一般社団法人 日本配線システム工業
会

専務理事

8 幹事 稲葉 和樹 熔接鋼管協会

9 委員 飛田 恵理子
特定非営利活動法人 東京都地域婦
人団体連盟

生活環境部長

10 委員 鳥井　弘之 科学技術振興機構 JST事業主幹

11 委員 北村　光司 独立行政法人　産業技術総合研究所
デジタルヒューマン工学研究セン
ター主任研究員

12 委員 伊藤　健一 一般財団法人 日本消費者協会 教育啓発部　部長

13 委員 藤倉 秀美 一般財団法人 電気安全環境研究所 技術規格部長

14 委員 石原 秀行 電気保安協会全国連絡会 技術部長

15 委員 早田 敦 電気事業連合会 工務部長

16 委員 髙坂 秀世 一般社団法人 日本電線工業会 技術部長

17 委員 辻田 信弘 日本電熱機工業協同組合 副理事長

18 委員
後藤　雄一
郎

塩化ビニル管･継手協会 技術・環境部長

19 委員 内橋　聖明 一般社団法人 日本照明工業会 専務理事

20 委員 長内 紀男 日本ヒューズ工業組合 理事長

21 委員 笠原 茂
一般社団法人 日本自動販売機工業
会

電気用品ＷＧ 委員

22 委員 伊藤 豪朗
一般社団法人 日本写真映像用品工
業会

専務理事

23 委員 土屋 浩志
一般社団法人 日本陸用内燃機関協
会

顧問

24 委員 上山 辰美
一般社団法人 日本アミューズメントマ
シン協会

専務理事

25 委員 岩田　吉史
一般社団法人 ビジネス機械・情報シ
ステム産業協会

技術部 担当部長
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26 委員 西村 松次 一般社団法人 日本電設工業協会 副会長

27 委員 岡田 哲治 一般社団法人 日本冷凍空調工業会 専務理事

28 委員 野田 隆司 全日本電気工事業工業組合連合会 常任理事

29 委員 丹沢 文吾 全国金属製電線管附属品工業組合 理事長

30 委員 佐々木　修
一般社団法人 日本電気制御機器工
業会

事務局員(技術担当）

31 委員 湯原 孝志 一般社団法人 日本縫製機械工業会 専務理事

32 委員 諸田　知直 一般社団法人 インターホン工業会 技術委員会　委員

33 委員 山本 次郎 日本暖房機器工業会 専務理事

34 委員 山下 洋治 一般財団法人 電気安全環境研究所
横浜事業所　EMC試験センター
所長

35 委員 水野 靖彦 日本プラスチック工業連盟 専務理事

36 委員 池場　賢次 合成樹脂製可とう電線管工業会 技術委員長

37 委員 福島 亮 一般社団法人 日本厨房工業会 技術委員会 委員長

38 委員 與野 滋 株式会社 UL Japan 製品認証部 製品認証課

39 委員 柊平 洋夫 テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社
テクノロジーセンター　製品部　電
気製品課　マーケットアクセスサー
ビスグループ　シニア エキスパート

40 委員 山口 隆司 一般社団法人 日本玩具協会 理事・事務局長

41 委員 淡路谷 隆久 一般社団法人 電池工業会 専務理事

42 委員 平田　晃大 一般社団法人 電線総合技術センター 試験認証部 副主席研究員

43 委員 酒井 祐之 一般社団法人 電気学会 専務理事

44 委員 泉 誠一
一般社団法人 KEC関西電子工業振
興センター

試験事業部 事業部長

45 委員 小田 明 一般財団法人 VCCI協会 常務理事

46 委員 阿部 亮太 テュフズードジャパン株式会社 製品安全部　エンジニア

47 委員 大浦 浩一
一般社団法人 日本ホームヘルス機器
協会

参与

48 委員 吉岡 賢治 一般社団法人 日本電気協会 総括参事
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