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１.日 時：平成 28 年 6 月 29 日(水) 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［13:30～13:50］

・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、副委員長及び幹事の選出 

・委員長挨拶 

■報告･審議事項［13:50～16:55］

①［13:50～14:00］前回議事要録の確認 ------------------------------------------ 資料 №1 

②［14:00～14:30］平成 27 年度事業報告（案）の審議 ------------------------------- 資料 №2 

③［14:30～14:45］平成 27 年度決算（案）の報告 ----------------------------------- 資料 №3 

☆［14:45～14:55］   休憩  （10 分間） 

④［14:55～16:10］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 10件） -------------- 資料 №4 

・別表第十二への採用を要望する JIS 審議（JIS 発行後 4件） -------------------- 資料 №5 

⑤［16:10～16:45］小委員会の活動報告 ------------------------------------------ 資料 №6 

⑥［16:45～16:55］その他報告事項 ---------------------------------------------- 資料 №7 

■閉会［１７：００］

・次回開催日について  

― 配 付 資 料 ― 

・資料 №1 第 95 回 電気用品調査委員会 議事要録(案) 

・資料 №2 平成 27 年度電気用品調査委員会事業報告(案) 

・資料 №3 平成 27 年度決算（案） 

・資料 №4-1 平成 28 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 

 （アーク溶接装置－第 7 部：トーチ JIS C 9300-7） 

・資料 №4-4 〃（照明器具－第 2-5 部：投光器に関する安全性要求事項 JIS C 8105-2-5）

・資料 №4-5 〃（照明器具－第 2-9 部：写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項（アマチュア用） JIS C 8105-2-9）

・資料 №4-6 〃（照明器具－第 2-17：舞台照明、テレビ、映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性要求事項 JIS C 8105-2-17）

・資料 №4-7 〃（一般照明用電球形 LED ランプ（電源電圧 50 V 超）−安全仕様 JIS C 8156）

・資料 №4-8 〃（ランプ制御装置−第 1 部：通則及び安全性要求事項 JIS C 8147-2-13）

・資料 №4-9 〃（ベル用，表示器用及びリモートコントロール用変圧器 JIS C XXXX）

・資料 №4-10 〃（定格電圧 450/750 V 以下の塩化ビニル絶縁ケーブル－第 5 部：可とうケーブル（コード） JIS C 3662-5）

・資料 №4-11 〃（定格電圧 450/750V 以下の塩化ビニル絶縁ケーブル－第 7 部：遮へい付き又は遮へいなしの 2 心以上の多心可とうケーブル JIS C 3662-7）
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・資料 №4-12 〃（定格電圧 450/750 V 以下のゴム絶縁ケーブル―第 8 部：高可とう性コード JIS C 3663-8） 

・資料 №5-1 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 №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 

（低電圧ヒューズ－第 1部：一般要求事項 JIS C 8269-1） 

・資料 №5-3 〃（低電圧ヒューズ－第 2 部：専門家用ヒューズの追加要求事項（主として工業用のヒューズ） JIS C 8269-2）

・資料 №5-4 〃（配線用つめ付きヒューズ JIS C 8313)

・資料 №5-5 〃（配線用ねじ込みヒューズ及び栓形ヒューズ JIS C 8319)

・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 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 №6-8 第 76 小委員会審議結果報告書 (一社)光産業技術振興協会

・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 89,104 小委員会審議結果報告書 (一財)日本規格協会 

・資料 №6-11 第 23-2 小委員会審議結果報告書 (一社)電気設備学会 

・資料 №6-12 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 №6-13 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 №6-14 ISO70 携帯発電機 (一社)日本陸用内燃機関協会

・資料 №7-1 日電協28技基第22号 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第十二へ

の採用に関する要望書の提出について＜第 95 回電気用品調査委員会；26 件の JIS

の採用要望＞ （抜粋） 

・資料 №7-2 日電協 28 技基第 023 号 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＜第 94 回電気用品調査委員会；解釈別表第十二の前書きの改

正要望＞（抜粋） 

・資料 №7-3 日電協 28 技基第 048 号 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＜第 94 回電気用品調査委員会；遠隔操作に関する J1000 の改

正要望＞ (抜粋) 

・資料 №7-4 日電協 28 技基第 049 号 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第八に

関する改正要望の提出について＜第 95回電気用品調査委員会；電気フライヤーの技

術基準解釈の改正要望＞ 

（抜粋） 

・参考資料 平成 28 年度 電気用品調査委員会委員名簿 

以 上 


