第４６回日本電気技術規格委員会
議事次第
Ⅰ．開催日時：平成１９年６月５日（火） 午後１時３０分〜５時００分
Ⅱ．開催場所：(社)日本電気協会４階Ｃ・Ｄ会議室
住所：東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル
電話：03-3216-0553
Ⅲ．議
題：
１．出席者の確認及び委員交代の報告
２．前回（第４５回）日本電気技術規格委員会 議事要録案の確認

（報告案件 ）
（審議案件 ）

(資 料 No.１）
３．平成 18 年度事業報 告及 び平成 19 年度事業計画 について
(1) 平成 18 年度事業報告及 び平成 19 年 度事業計画 の審議
（資料 No.2-1,3-1）
(2) 平成 18 年度決算及 び平成 19 年度予 算の報告
（資料 No.2-2,3-2）

（審議案件 ）
（報告案件 ）

４．引用 要請及 び民間自主規格 の改定案 の審議
（1） JESC 規格案 「免震建築 物における特別高圧電線路 の施設 」と

（評価案件 ）

電気設備 の技術基準 の解釈第 151 条への引用要請 の審議
（資料 No.4-1,4-2）
(2) 「電力保安通信規 程 」の改定 案の審議

（評価 案件 ）

（資料 No.5-1,5-2）
(3) 「発電用 ガスタービン規程 」の改定案の審議
（資料 No.6-1,6-2）
(4) 「発電用 ボイラー規 程 」の改定 案の審議

（評価 案件 ）

（資料 No.7-1,7-2）
５．その 他
(1) 前回 審議 した要請案件 の国 への提出 について
（資料 No.9-1,9-2,9-3）
(2) 平成 17 年 ，18 年度 に国 へ要請 した案件 のその後の状況の報告 等
(資料 No.9-4）
(3) 日本 電気技術規格委員会 HP への質問についての報告
(資 料 No.9-5）

（報告案件 ）

配 付資料 （＊印 は事前配付資料 ）
資料 No.１＊

第 ４５回 日 本電気技術規 格委員会 議事要録 （案 ）

資料 No.2-1

日本 電気技術規格 委員会 平成 18 年度 事業報告 （案 ）
―差替 版

資料 No.2-2

日本 電気技術規格 委員会 平成 18 年度 決算
―差替 版

資料 No.3-1

日本 電気技術規格 委員会 平成 19 年度 事業計画 （案 ）
―差替 版

資料 No.3-2＊

日本 電気技術規格 委員会 平成 19 年度 予算

資料 No.4-1

JESC 規格案 「免震 建築物 における特別 高圧電線路 の施設 」の制
定要 望及 び電気設備 の技術基 準の解 釈第 151 条 への引用要望
に関 する審議，承 認のお願 いについて
―差替 版

資料 No.4-２

JESC 規格案 「免震 建築物 における特 別高圧電線路 の施設 」と電
気設 備の技術 基準の解釈第 151 条 への引用 要請 について 技 術
会議 及び外部 へ意見 を聞 いた結 果等

資料 No.5-1

民間 自主規格改訂 案に関 する評価 ，承認 のお願いについて
―差替 版

資料 No.5-2

「JESC E0009(2000)電力保安 通信規程 」の改定案 について
技術 会議及 び外部 へ意見 を聞 いた結果等

資料 No.6-1＊ 民間 自主規格改訂 要望案のお願 いについて
資料 No.6-2

「JESC T0004(2000)発電 用ガスタービン規程 」の改定 案について
技術 会議及 び外部 へ意見 を聞 いた結果等

資料 No.7-1＊ 民間 自主規格改訂 要望案のお願 いについて
資料 No.7-2

「JESC T0002(2000)発電 用 ボイラー規程 」の改定案 について
技術 会議及 び外部 へ意見 を聞 いた結果等

資料 No.8＊

経済 産業公報 （抜粋 ）

資料 No.9-1

日本 電気技術規格 委員会承認規 格 「自家用電気工 作物保安管理
規程 」の電気 事業法 における審査 基準 としての活用 のお願 い （抜粋 ）

資料 No.9-2

電気 設備の技 術基準 の解釈第 94 条の改 正要請について （抜粋 ）

資料 No.9-3

電気 設備の技 術基準 の解釈 への【白熱電球 用特別低 電圧照明
システムの施設 】に係 る規定 の追加要 請について （抜粋 ）

資料 No.9-4

平成 18 年度 ，19 年 度に国 へ要請した案 件及 びそれ以前 に要請 し
国 で検討中 の案件 の状況

資料 No.9-5

前回 日本電気技術 規格委員会 からの JESC の HP への質 問について

資料 No.10

委員 の交代 について

以上

