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１.日 時：平成 28 年 3 月 22 日(火) 13:30～17:30 <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 

・製品安全課挨拶 

■報告･審議事項［13:40～17:05］

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

②［13:45～14:30］解釈検討第一部会からの報告 

・解釈別表第八の改正要望（電気フライヤー）について -------------------- 資料№2-1 

・国からの検討依頼に対する回答案について---------------------------- 資料№2-2 

③［14:30～16:40］解釈検討第二部会からの報告 

・別表第十二への採用を要望する JIS 審議（小委員会承認後 15件） -------------- 資料 №3-1～17 

☆  休憩  （10 分間） 

・別表第十二への採用を要望する JIS 審議（JIS 発行後 26 件） ------------------- 資料 №4-1～4-27 

④［16:40～16:55］ 平成 28 年度の事業計画及び予算 

・平成 28 年度の事業計画 ------------------------------------------- 資料 №5-１ 

・平成 27 年度決算見込及び平成 28年度予算について ------------------ 資料 №5-2  

⑤［16:55～17:15］小委員会の活動報告 ------------------------------------------- 資料 №6 

⑥［17:15～17:20］平成 28 年度 29 年度の委員の委嘱について ----------------------- 資料 №7 

⑦［17:20～17:30］その他報告事項 ----------------------------------------------- 資料 №8 

■閉会［17:30］

・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 電気用品の技術上の技術基準の解釈別表第八の改正要望（案） 

・資料 №2-2 「解釈別表第四の係わる遠隔操作」に関する報告書の追加検討報告書（案） 

・資料 №3-1 平成 27 年度 別表第十二採用 JIS / J 規格等 審議計画（案） 

・資料 №3-2 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 №3-3 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２-2 部：真空掃除機及び吸水式掃除機の個別要求事項 JIS C 9335-2-2）

・資料 №3-4 〃（〃－第２-5 部：電気食器洗機の個別要求事項 JIS C 9335-2-5）

・資料 №3-5 〃（〃－第２-10 部：床処理機及び湿式洗いブラシ機の個別要求事項 JIS C 9335-2-10）

・資料 №3-6 〃（〃－第２-17 部：毛布、パッド及びこれに類する可とう電熱機器の個別要求事項 JIS C 9335-2-17）

・資料 №3-7 〃（〃－第２-23 部：スキンケア又はヘアケア用の機器の個別要求事項 JIS C 9335-2-23）

・資料 №3-8 〃（〃－第２ -81 部：足温器及び電熱マットの個別要求事項 JIS C 9335-2-81）

・資料 №3-9 〃（〃－第２-85 部：ファブリックスチーマの個別要求事項 JIS C 9335-2-85）

・資料 №3-10 〃（照 明 器 具 －第 1 部 ： 安 全 性 要 求 事 項 通 則 JIS C 8105-1） 

・資料 №3-11 〃（照明器具―第 2-１部：定着灯に関する安全性要求事項 JIS C 8105-2-1） 

・資料 №3-12 〃（照明器具―第 2-4 部：一般用移動灯器具に関する安全性要求事項 JIS C 8105-2-4） 

・資料 №3-13 〃（照明器具―第 2-7 部：可搬式庭園灯器具に関する安全性要求事項 JIS C 8105-2-7） 

・資料 №3-14 〃（照明器具―第 2-19 部：空調照明器具に関する安全性要求事項 JIS C 8105-2-19） 

・資料 №3-15 〃（機器用スイッチ－第 2-1 部：コードスイッチの個別要求事項 JIS C 4526-2-1） 

・資料 №3-16 〃（小形交流電動機の安全性 JIS C XXXX） 

・資料 №3-17 〃（家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第２-75 部：業務用ディスペンサ及び自動販売機の個別要求事項 JIS C 9335-2-75） 

・資料 №4-1 別表第十二への採用を検討する JIS 一覧（JIS 発行後）

・資料 №4-2 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 

 （ランプ制御装置－第 2-12 部：直流又は交流電源用放電灯電子安定器の個別要求事項 JIS C 8147-2-12）

・資料 №4-3 〃（家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2-26 部：クロックの個別要求事項 JIS C 9335-2-26）

・資料 №4-4 〃（〃－第 2-45 部：可搬形加熱工具及びこれに類する機器の個別要求事項 JIS C 9335-2-45）

・資料 №4-5 〃（〃－第 2-60 部：渦流浴槽機器，渦流スパ及びこれに類する機器の個別要求事項 JIS C 9335-2-60)

・資料 №4-6 〃（〃－第 2-74 部：可搬形浸せきヒータの個別要求事項 JIS C 9335-2-74)

・資料 №4-7 〃（〃－第 2-96 部：室内暖房のためのシート状の可とう性電熱素子の個別要求事項 JIS C 9335-2-96) 

・資料 №4-8 〃（〃－第 2-101 部：電気くん蒸器の個別要求事項 JIS C 9335-2-101) 

・資料 №4-9 〃（〃－第 2-36 部：業務用電気レンジ，オーブン，こんろ及びこんろ部の個別要求事項 JIS C 9335-2-36） 

・資料 №4-10 〃（〃－第 2-37 部：業務用フライヤの個別要求事項 JIS C 9335-2-37） 

・資料 №4-11 〃（〃－第 2-38 部：業務用電気グリドル及びグリドルグリルの個別要求事項 JIS C 9335-2-38） 

・資料 №4-12 〃（〃－第 2-39 部：業務用多目的調理鍋の個別要求事項 JIS C 9335-2-39） 

・資料 №4-13 〃（〃－第 2-42 部：業務用コンベクションオーブン，蒸し器及びスチームコンベクションオーブンの個別要求事項 JIS C 9335-2-42） 

・資料 №4-14 〃（〃－第 2-47 部：業務用電気煮炊き鍋の個別要求事項 JIS C 9335-2-47） 

・資料 №4-15 〃（〃－第 2-48 部：業務用グリル及びトースターの個別要求事項 JIS C 9335-2-48） 

・資料 №4-16 〃（〃－第 2-50 部：業務用湯せん器の個別要求事項 JIS C 9335-2-50) 

・資料 №4-17 〃（〃－第 2-58 部：業務用食器洗浄機の個別要求事項 JIS C 9335-2-58) 
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・資料 №4-18 〃（〃－第 2-64 部：業務用ちゅう（厨）房機器の個別要求事項 JIS C 9335-2-64） 

・資料 №4-19 〃（〃－第 2-41 部 ： ポン プ の 個 別 要 求 事 項 JIS C 9335-2-41） 

・資料 №4-20 〃（〃－第 2-51 部：給湯及び給水設備用据置形循環ポンプの個別要求事項 JIS C 9335-2-51） 

・資料 №4-21 〃（ミニチュアヒューズ－第 1 部：ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則 JIS C 6575-1） 

・資料 №4-22 〃（〃 － 第 2 部 ： 管 形 ヒ ュ ー ズ リ ン ク JIS C 6575-2） 

・資料 №4-23 〃（〃－第 3 部：サブミニチュアヒューズリンク JIS C 6575-3） 

・資料 №4-24 〃（〃－第 4 部：UM ヒューズリンク（UMF）並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク JIS C 6575-4） 

・資料 №4-25 〃（〃－第 7 部：特殊用途ミニチュアヒューズリンク JIS C 6575-7） 

・資料 №4-26 〃（温度ヒューズ－要求事項及び適用の指針 JIS C 6691） 

・資料 №4-27 〃（家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント第１部：一般要求事項 JIS C 8282-1） 

・資料 No.5-1  平成 28 年度電気用品調査委員会事業計画 

・資料 No.5-2  平成 27 年度決算見込みと平成 28 年度予算案 

・資料 №6-1 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 №6-2 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 №6-3 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 №6-4 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 №6-5 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 №6-6 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 №6-7 第 23-2 小委員会審議結果報告書 (一社)電気設備学会 

・資料 №6-8 第 89,104 小委員会審議結果報告書 (一財)日本規格協会 

・資料 №6-9 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 №6-10 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 №6-11 ISO70 携帯発電機 (一社)日本陸用内燃機関協会 

・資料 №6-12 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 №6-13 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 №7 平成 28 年度 電気用品調査委員会委員名簿（案）  

・資料 №8 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） 

以 上 


