
電気工事業法の解説

～登録電気工事業者の皆様へ～

埼玉県危機管理防災部

化学保安課

埼玉県のマスコット「コバトン」
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第1部



～本講義の流れ～

① 電気工事業法（電気工事業の業務の適正

化に関する法律）の概要

② 登録電気工事業者の確認事項

③ 主な注意事項（業務内容等報告書から）
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① 法律の概要

法律の目的

電気工事業の業務の適正化に関する法律（以下「電気

工事業法又は法」という。）は電気工事業を営む者の登録

及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な

実施を確保し、もって一般用電気工作物及び自家用電気

工作物の保安の確保に資することを目的とします。
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① 法律の概要

一定の基準を満たした事業者が
正しい工事を行うことで、
電気設備の事故や災害を防止する
ことを目的とした法律

免状だけでは

業を営めません

電気工事士

免状 ＋

登録証
（届出・通知）

都道府県等への電気工事業者登録

（届出、通知）が必要です

電気工事士

免状

電気工事業を営むには・・・
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県内の電気工事業者数

＝約６，０００者



① 法律の概要

一般用電気工作物の
工事を行いますか

建設業許可を
取得していますか

みなし通知はい

いいえ

いいえ

はいはい

建設業許可を
取得していますか

当てはまる区分が変わった場合は、
化学保安課への手続きが必要です。

通知

届出

登録いいえ
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電気工事業者の手続き・区分



登録電気工事業者登録証

住所 ・・・・・・・・・・・・・・・

氏名又は名称 ・・・・・

② 登録電気工事業者の確認事項

(１) 登録の有効期間

埼玉県知事 埼玉 太郎 知事印

登録番号 埼玉県知事登録 第○○○○○○号

登録の年月日 令和４年 ○月×日

登録の有効期間は、５年間です
（例）登録の年月日が令和４年４月１日の場合

→ 令和９年３月３１日までに更新の手続きを

してください。

有効期間を過ぎると新規登録が必要になります。
余裕を持って更新手続きを行ってください！
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② 登録電気工事業者の確認事項

（２）器具の備付け（法第24条・施行規則第11条）

営業所ごとに、電気工事の検査に必要な器具を
備え付けなければいけません。
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① 絶縁抵抗計（メガー）

② 接地抵抗計（アーステスタ）

③ 抵抗及び交流電圧を測定

することができる回路計（テスタ）

④ 低圧検電器

⑤ 高圧検電器

⑥ 継電器試験装置

⑦ 絶縁耐力試験装置

●一般用電気工作物の工事のみを行う場合

①～③の器具について、
営業所ごとに備付けが必要です。

●自家用電気工作物の工事も行う場合

ただし⑥、⑦については、必要なとき
に使用できる措置（借入れ・計測依
頼）が講じられていれば営業所に備
えなくてもよいです。

①～⑦の器具について、
営業所ごとに備付けが必要です。

【器具（施行規則第11条）】



② 登録電気工事業者の確認事項

（３）標識の掲示（法第25条・施行規則第12条）

営業所ごとに標識を作成し、掲示しなければいけません。

登録電気工事業者登録票

登録番号
埼玉県知事登録

第××××××号

登録年月日 令和○○年×月△日

氏名又は名称
埼玉 次郎

※屋号ではありません

代表者氏名

営業所名称 県庁電設

電気工事の種類 一般用電気工作物

主任電気工事士 埼玉 次郎
登録証に記入されている
とおりに書きます

法人事業者の場合は
代表者の氏名を記入
します

更新後、新しい登録証を
確認して訂正してください
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② 登録電気工事業者の確認事項

（３）標識の掲示（法第25条・施行規則第12条）

登録電気工事業者登録票

登録番号

登録年月日

氏名又は名称

代表者氏名

営業所名称

電気工事の種類

主任電気工事士

Ｑ 掲示する場所は？

Ｑ 標識の材質・大きさは？

Ａ．営業所内の見やすい場所であれば

どこでも構いません

例：事務所の部屋の中に掛ける

玄関の下駄箱の上に置く など

Ａ．どんな材質で作っても構いません。

縦３５ｃｍ×横４０ｃｍ以上の大きさ

になるように作成してください。

35cm
以上

40cm
以上

標識を掲示していれば、登録証を紛失した場合でも、
登録事項を確認できます。

9



10



② 登録電気工事業者の確認事項

（４）帳簿の備付け（法第26条・施行規則第13条）

①注文者の氏名と住所

②工事の種類・施工場所

③施行年月日

④主任電気工事士・

作業者の氏名

⑤配線図

⑥検査結果

営業所ごとに、①～⑥を記載した
帳簿を作成し、5年間保存しなけ
ればいけません。

①～⑥が全て記載されていれば、

帳簿の形式は自由です！
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② 登録電気工事業者の確認事項

（５）変更の届出（法第10条）

法第１０条
登録電気工事業者は登録事項に変更があったときは、変更の日
から３０日以内に、その旨をその登録をした都道府県知事に届け
出なければならない。

登録事項に変更があった場合は、お忘れなく
速やかに手続きを行ってください！
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！ ！



② 登録電気工事業者の確認事項

（５）変更の届出（法第10条）
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② 登録電気工事業者の確認事項

※ 登録証の取扱い

登録電気工事業者登録証

住所 ・・・・・・・・・・・・・・・

氏名又は名称 ○○○

変更 ・・・・・・

○○○

△△△

登録証表面 登録証裏面

変更事項は、
登録証を直接訂正し、

書換えます。

登録証がラミネート
（パウチ）加工されて
いると訂正が出来ま
せん。

登録証はラミネート（パウチ）加工しないでください。
（再交付手続きを取っていただく場合があります。） ！！
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② 登録電気工事業者の確認事項

（６）登録証の再交付（法第１２条）

登録証は、登録事項を確認し、
登録の事実を証明するためのものです。

大切に保管してください。
！ ！

登録証を汚したり、紛失したりした場合は、

速やかに登録証の再交付の申請をしてください。
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② 登録電気工事業者の確認事項

今後、建設業許可を取得したら・・・

「登録」から「届出」に

区分を変更する書類を提出してください

「届出」（開始届の提出）に関することは、
化学保安課のホームページを確認してください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0403/youshiki/d-todokede.html

電気工事業
開始届出書

等

手続き後、
新しい業者番号
が発行されます
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③ 主な注意事項（業務内容等報告書から）

● 業務報告等報告書とは・・・

業務内容等報告書は電子申請で提出できます。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0403/youshiki/d-koushin.html

（このページに、リンク（入口）を設置しています。）
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・ 登録事項について変更があるか

・ 建設業許可を取得しているか

・ 必要な検査器具（テスターなど）を備え付けているか

・ 帳簿を営業所ごとに、正しく作成し、保存しているか

・ 標識を正しく作成し、掲示しているか

★業務内容等報告書で確認する項目★

５年ごとの登録更新申請に併せて、事業者が法令上の義務の遵守して
いるかどうかを確認するものです。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0403/youshiki/d-koushin.html


③ 主な注意事項（業務内容等報告書から）

帳簿・標識については

特に注意してください。！

・標識に関すること

・帳簿に関すること

！

これまで

注意事項が

多い！
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・作成していない！

③ 主な注意事項（業務内容等報告書から）

◇多かった指摘事項（標識）◇

・営業所に掲示していない

・複数日を要する現場にそれ
それぞれ掲示していない

登録電気工事業者登録票

登録番号
埼玉県知事登録

第××××××号

登録年月日 令和○○年×月△日

氏名又は名称

代表者氏名

営業所名称

電気工事の種類

主任電気工事士
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！ ！

・各欄に正しい情報が記載
されていない



③ 主な注意事項（業務内容等報告書から）

◇多かった指摘事項（帳簿）◇

・記載事項に不足がある

Saitamatch

※特に検査結果と主任電気工事士・作業者名

・保存期間５年未満で帳簿を破棄してしまっている
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・作成していない！！ ！



埼玉県 危機管理防災部 化学保安課
火薬・電気担当

ＴＥＬ：048-830-8435
ＦＡＸ：048-830-8444
メール：a2970-04@pref.saitama.lg.jp

★本講習会の振り返りとして、効果測定を
行ってください。

★効果測定問題は、動画の概要欄に掲載した
ＵＲＬから解答できます。

★本講習会に関するお問合せはこちらまで。

↓↓↓

Kobaton
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電気工事業者
保 安 講 習 会

電 気 設 備 の
保安確保について

令和３年度版

第2部



－１－

１．一般用電気工作物と自家用電気工作物について

２．エアコン等家電の設置作業について

３．電気さくの設置作業について

４．太陽電池発電設備について

５．一般用電気工作物の不適合工事と自家用電気工作物の
災害について

【参考】法令による規制の概要

第2部の講義内容



１．一般用電気工作物と自家用電気工作物について

電気工作物とは
電気事業法ではおおむね次のように定義されている

－２－

「電気工作物とは、発電、変電、送電若しくは配電または電気の使用
のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の
工作物（船舶、車両又は航空機に設置されるものその他政令で定める
ものを除く。）をいう」

・政令で除外されているもの
電圧３０Ｖ未満の電気的設備であって、電圧３０Ｖ以上の電気的設備と

電気的に接続されていないもの
（例）太陽電池発電設備のうち、パネルの最大電圧が３０Ｖ未満で、

負荷も３０Ｖ未満の場合。ＡＣ１００Ｖに変換するインバータを
接続すると除外対象外。

・「船舶、車両、航空機を除く」
二重規制排除（別の法律で同じ対象を規制しない。）の思想で、同じ行

為であっても別の規制対象である場合は二重規制にならない。
（例）電気工事士の作業区分違反（行為）は、電気工事士法（規制対

象：電気工事士）と電気工事業法（規制対象：電気工事業者）で
規制される。



１．一般用電気工作物と自家用電気工作物について

１）一般用電気工作物の概要
電気事業法ではおおむね以下のように定義されている。
① 他の者から６００Ｖ以下の電圧で受電し、そこと同一構内で使用する、
引込線以外の構外の電気工作物と電路で接続されていない

② 構内に設置する小出力発電設備は、最大電圧６００Ｖ以下で、それぞれ
の出力が次の値以下で、合計５０ｋＷ未満とする
・太陽電池：50kW ・風力、水力（ダムを伴うものを除く）：20kW
・内燃力、燃料電池、燃料電池車、スターリングエンジン：10kW

③ 施工には第一種又は第二種電気工事士免状が必要

２）自家用電気工作物の概要
電気事業法では、事業用電気工作物の内、電気事業用電気工作物でないもの、

事業用電気工作物は、一般用電気工作物以外の電気工作物と定義され、具体的に
は以下のとおり。

① 他の者から高圧または特別高圧で受電する
② 小出力以外の発電設備を同一構内に設置
③ 構外にわたる電線路を有する
④ 火薬類取締法に規定されるもの
⑤ 鉱山保安法施行規則に規定されるもの
※ ５００ｋＷ以下の施工には第一種電気工事士免状が必要、幹線を除く低圧
回路は認定電気工事従事者も施工可能

－３－



一般用電気工作物 自家用電気工作物

住宅・小規模店舗等

ビル・中大規模工
場・店舗・倉庫等

キュー
ビクル

蓄電
設備 太陽電池

発電設備

－４－

分電盤



（３）直近の主な法令改正に関する説明

☆H23年施行規則改正（一般用電気工作物の範囲の拡大）
【背景】ＣＯ２排出量削減に資する小規模分散型発電設備の普及促進
【内容】一般用電気工作物の適用範囲の拡大

太陽電池発電設備：出力２０ｋＷ未満→出力５０ｋＷ未満
水力発電設備（ダムを伴うものを除く。）

：出力１０ｋＷ未満→出力２０ｋＷ未満
【効果】設置者に義務付けられる保安規制（保安規制の作成・届出、主任技

術者の選任・届出等）が免除されることで設置者による負担が軽減さ
れた

－５－

☆H30年改正（太陽電池発電設備の支持物の強度に関する規定の改正）
【背景】パネル飛散、架台倒壊の頻発といった公衆安全に影響を与える重大

な設備損壊事故の発生
【内容】強度計算を実施しない場合の地上設置型太陽電池発電設備の架台や

基礎の設計例等、具体的な標準仕様を明記（支持物の強度をより高め
る観点からH29.3に改訂された日本工業規格 JIS C 8955を採用）
【効果】設備の倒壊や飛散による二次被害の防止

太陽電池発電設備の維持

電気設備技術基準の解釈

電気事業法



電気工事士法

☆H20年改正（エアコン設置工事における電気工事の範囲の明確化）
【背景】毎年数多く施工されているエアコン設置工事に係る法の解釈適用を

明確化する必要
【内容】
① 電路を遮断する行為としての取り外しや接続を外す作業等も電気工事
士が行うべき作業（以下「電気工事士工事」）として位置付け

② 樹脂製など金属製以外のボックスや保護装置に係る取り付け及び取り
外しの作業を電気工事士工事から除外

③ ６００Ｖ以下で使用する電気機器に接地線を取り付ける作業を電気工
事士工事から除外

【効果】毎年数多く施工されるエアコン設置工事の電気保安の確保

－６－

２．エアコン等家電の設置作業について

（１）直近の法令改正に関する説明



出典：経済産業省ホームページ－７－



出典：経済産業省ホームページ－８－



電気工事士法

（１）直近の法令改正に関する説明

☆H28年改正
（電気用品安全法適用外の電気さくの電気工事士による施工義務を規定）

【背景】感電死傷事故の発生を契機とした「電気さく」の安全性確保

【内容】電気工事士の作業を要しない「電気さく」について、感電死傷事故
防止の観点から、電気さく用電源装置を利用した「電気さく」に限定
した。

↓
電気さく用電源装置を用いない「電気さく」を設置する場合、電気

工事士が電気事業法の技術基準に適合するよう施設しなくてはならな
い。
市販されている電気さく用電源装置を用いた「電気さく」について

は、従来通り、無資格者であっても設置することが可能である。

【効果】「電気さく」の安全性の担保

－９－

３．電気さくの設置作業について



（２）電気さくについて

①市販の電気さくとは
市販されている電気さく用電源装置とは、動物を驚かせて追い払うもので、

殺傷能力が無い様に、電流制限がなされている。
電気用品安全法が適用されるものは、市販の電気さくの内、商用電源で駆

動するもので、太陽電池や充電池駆動のものは適用されないが、出力の仕様
が電気用品安全法適合品に準じるものを、電気柵用電源装置という。

②危険な電気さく
法令改正のきっかけとなった事故の原因となった、漏電遮断器を用いず、

商用電源を昇圧してさくに接続しただけの様な、電気さく用電源装置を用い
ない、危険な電気さくは、電気工事士でなければ、施工してはいけない。

安全性の担保は、電気工事士の電気設備技術基準適合義務による。
電気設備に関する技術基準を定める省令（以下電気設備技術基準という）では
・危険な電気さくの設置禁止
・対地電圧１５０V以下
・電路は大地から絶縁
・接触防護措置
・漏電遮断器の取付

等が定められており、これらに全て適合すると死傷事故のリスクが低下する。

－１０－



－１１－

出典：経済産業省 農林水産省
日本電気さく協議会



－１２－
出典：経済産業省 農林水産省

日本電気さく協議会



電気設備技術基準の解釈

（１）直近の主な法令改正に関する説明

☆H30年改正（太陽電池発電設備の支持物の強度に関する規定の改正）
【背景】パネル飛散、架台倒壊の頻発といった公衆安全に影響を与える重大

な設備損壊事故の発生
【内容】強度計算を実施しない場合の地上設置型太陽電池発電設備の架台や

基礎の設計例等、具体的な標準仕様を明記（支持物の強度をより高め
る観点からH29.3に改訂された日本工業規格 JIS C 8955を採用）

【効果】設備の倒壊や飛散による二次被害の防止
太陽電池発電設備の維持

４．太陽電池発電設備について

☆R3年改正（10kW以上太陽電池及び風力の小出力発電設備の報告義務追加）
【背景】太陽光および風力の小出力発電設備事故の多発
【内容】１０ｋＷ以上５０ｋＷ未満の太陽電池及び２０ｋＷ未満の風力によ

る小出力発電設備の報告が義務化された。
【効果】経済産業省は事故情報をしっかり収集し、事故原因の究明や再発防

止策を講じることができる。

電気関係報告規則

－１３－
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太陽電池パネル

蓄電設備：オプション

パワーコンディショナー・接続箱

パネルの取付は電気工事士免状不要だが、
３０Ｖ以上の機器と繋がる配線は全て一般・
自家用電気工作物の区分に応じた免状が必要。
いずれも電気工事業の登録・届出が必要。

太陽電池発電設備の例（１０ｋW）



－１５－ 出典：経済産業省



（１）一般用電気工作物の不適合工事実態

① 不適合率推移（毎年2，8月「不適合ゼロ運動」より）
出典：公益社団法人 全関東電気工事協会

不適合率及び不適合に占める
接地工事不適合割合の推移

－１６－

５．一般用電気工作物の不適合工事と自家用電気工作物
の災害について



②不適合内容の推移（全関東電気工事協会で把握できたもの）
a. 不適合内容の推移 出典：公益社団法人 全関東電気工事協会
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b.令和３年８月不適合工事内容

－１８－

配線からの漏洩電流測定

漏電遮断器の端子ネジ締付

ブレーカの取付状況

ブレーカ種類

ブレーカ容量

4

0

0

2

0

1

不適合内容

漏電測定

接地工事

引込線取付高さ

電線固定状況

電線損傷又はその恐れ

引込口の保護

電線の種類・太さ

接地線接続状況

接地線取付

分電盤内の状況（目視確認）

引込点から分電盤ま
での配線

分電盤の確認

0

0

1

3

15

件数 率

0.0%

0.0%
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0.0%

4.1%

1.4%

合計 100.0%

39

4

3

1

接地抵抗値測定

その他

73
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（２）自家用電気工作物の事故
①自家用電気事故件数の推移

出典：経済産業省関東東北産業保安監督部
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②波及事故の原因分類（令和２年度）
出典：経済産業省関東東北産業保安監督部

（１）保守不備
保守不備は、巡視、点検、手入れ等の

保守の不完全によるもの（保守不完全）
や、製作、施工及び保守に特に欠陥が
なかったにもかかわらず、電気工作物の
材質、機構等に劣化を生じたもの
（自然劣化）等を指し、令和２年度は
４３件発生しています。

（２）故意・過失
故意・過失は、作業者（自社又は自社の

工事請負者の命を受けて作業に従事して
いる者）の過失によるもの等を指し、令和
２年度は１６件発生しています。

（３）他物接触
他物接触は、ねこ、ねずみ、へび、又は

鳥類等の接触、営巣等によるもの（鳥獣接
触）等を指し、令和２年度は２件発生して
います。

波及事故とは、自家用施設内で発生した電気事故が原因となって、
電力会社の配電線を停電させる事故です。
以下にその発生原因を分類します。

－２０－



【参考】法令による規制の概要

電気工作物の保安に関する関係法令・・・電気保安４法

電気工作物の保安に関する法令には次のものがあります。

(1) 電気事業法及び関係政省令（同法施行規則、電気設備に
関する技術基準を定める省令、電気設備に関する技術基
準の細目を定める告示）

(2) 電気工事士法及び関係政省令（同法施行令及び同法施行
規則）

(3) 電気工事業の業務の適正化に関する法律及び関係政省令
（同法施行令及び同法施行規則）

(4) 電気用品安全法及び関係政省令（同法施行令、同法施行
規則及び電気用品の技術上の基準を定める省令）

－２１－



電気事業法

－２２－

・ 電気事業の運営を適正かつ合理的に行うことによって、利用者の利益の保護と電気事業の健全な発展
を図るとともに電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによって公共の安全を確保し、及び環
境の保全を図ることを目的としている。（電気事業の規制、電気工作物の保安規制、環境保全規制）

・ 電気設備技術基準を省令の一つとして位置付け、電気工作物は全て電気設備に関する技術基準どおり
維持されなければならないとしている。

電気工作物
事業用電気工作物 （電気事業用電気工作物＋自家用電気工作物）
一般用電気工作物

・ 事業用電気工作物に対しては、電気工作物の維持、主任技術者の選任、保安規程の届出などの義務が
課せられている。

・ 一般用電気工作物に対しては、電気保安を電力会社の調査義務としている。
竣工調査、定期調査

・ 工事資格として電気工事士法に基づく電気工事士による工事義務が課せられている。

☆Ｈ２８年改正：電力の小売全面自由化

☆Ｈ２３年施行規則改正：一般用電気工作物の範囲の拡大
太陽電池発電設備（出力２０ｋＷ未満→出力５０ｋＷ未満）
水力発電設備（ダムを伴うものを除く）

（出力１０ｋＷ未満→出力２０ｋＷ未満）

☆Ｈ２８年報告規則改正：事故速報４８時間以内→２４時間以内、自然災害起因の詳報不要
☆Ｒ３年報告規則改正：１０ｋＷ以上５０ｋＷ未満の太陽光及び２０ｋＷ未満風力発電設備の事故報告が

義務化



電気設備技術基準（省令）
・ 事業者の自己責任原則を重視する観点から、電気工作物の保安上欠かす事ができないものに限定して
いる。

・ 保安上必要な性能だけを定め、具体的手段、方法は規定していない。
－機能性化－

・ 保安性能を確保できる範囲で、外国の規格、民間規格などによる電気工作物を設置することを可能に
している。

電気設備技術基準の解釈
・ 技術基準の機能性化に伴いどのようにすればその機能の目的を達せられるか、具体的施設方法を定め
た基準の必要から使用資機材、施工方法を例示した解釈が定められた。

・ 解釈は、行政手続法に基づく審査基準として位置付けられ技術基準に定めた技術的要件を満たすべき
技術的内容の一例となり、解釈に規定されていないものであっても、基準に適合する技術的根拠を有し
ていれば設置することが可能としている。

・ 公平性、透明性、中立性を有した民間機関で制定された規格であれば、解釈に引用されることが可能
となった。

☆Ｈ２３年改正：条文構成の組替え及び表現の適正化
鉄骨構造等の建設物における等電位ボンディングによる設置工事の追加

☆Ｈ２４年改正：電気自動車から住宅等への電力供給に係る安全規制の見直し
☆Ｈ２５年改正：金属製水道管を利用した接地工事に係る規定の廃止

（接地極としての水道管使用を禁止）
☆Ｈ３０年改正：事故多発により、太陽電池発電設備の支持物の強度に関する規定を改正

－２３－



民間規格（日本電気技術規格委員会ＪＥＳＣ）
・ 技術基準の解釈への引用の前提となる民間規格を審議、承認する公正、中立、透明性のある委員会
・ 委員会は学識経験者、消費者団体、規格作成団体、規格運用団体から構成
・ 技術基準解釈への引用規格例（電気設備）

低圧引込線と他物との離隔距離の特例
低高圧架空引込線と植物との離隔距離
バスダクト工事による低圧屋上電線路の施設
地中電線用管路の設置に関する取扱い など

＊ＪＥＳＣ承認規程
「配電規程」ＪＥＳＣ Ｅ０００４
「内線規程」ＪＥＳＣ Ｅ０００５

☆Ｈ２８年全面改正版発行、Ｈ２９年一部追加、Ｒ０１年一部追加
「高圧受電設備規程」ＪＥＳＣ Ｅ００１３
「自家用電気工作物保安管理規程」ＪＥＳＣ Ｅ００２１

電気工事士法
・ 一般用電気工作物及び自家用電気工作物の電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定めることに
よって、電気工事の欠陥による災害発生を防止することを目的としている。

・ 電気設備技術基準に適合するよう作業をしなければならないと義務付けられている。
・ 電気工事士が電気工事士法又は電気用品安全法の規定に違反したときは免状を失う場合も生じる。
☆Ｈ２０年施行規則改正：エアコン設置工事における電気工事の範囲の明確化
☆Ｈ２４年施行規則改正：第一種電気工事士講習制度の見直し（指定講習機関の規定を追加）
☆Ｈ２８年施行規則改正：死亡事故の発生により、電気用品安全法適用外の電気さくの電気工事士による

施工義務を規定

－２４－



電気用品安全法
・ 電気用品の製造、販売を規制することと、電気用品の安全性確保につき民間事業者の自主的な活動を
促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止する。

特定電気用品：感電、火災などの影響が大の製品
（電線類、ヒューズ、配線器具等計１１６品目）：ＰＳＥ菱形

特定電気用品以外の電気用品：特定電気用品に比べ安全性が高い製品
（電線管、その他付属品計３４１品目）：ＰＳＥ丸型

・ ＰＳＥマークの表示がない用品の販売、使用禁止
☆H23年改正 ・ＬＥＤ照明器具の普及によりＬＥＤランプ（１口金のみ）が規制対象に追加
☆H30年改正 ・発火事故の多発によりモバイルバッテリが規制対象に追加

消費生活用製品安全法
・ 一般家庭で使用される製品の欠陥による事故から消費者を守るための法律で消費生活用製品のうち、

一般消費者の生命又は身体に対して、特に危害を及ぼす恐れが多いと認められる製品
特定製品：乳児用ベット、レーザーポインター、ジェット噴流バス等 ：ＰＳＣ菱形
その他：家庭用圧力鍋・圧力釜、登山用ロープ、石油給湯器、

石油風呂釜、石油ストーブ：ＰＳＣ丸型
＊重大事故発生時の消費者庁への報告（製造業者、輸入業者）
＊製造業者、輸入業者への通知（販売業者、設置業者）

・ 長期使用製品安全点検制度（Ｈ２１年４月施行）
経年劣化による製品事故を未然に防止することを目的とした制度で、ユーザーの製造業者への登録義務

を規定している。このため、販売・設置工事者等はユーザーに対し登録しなければならないことを説明す
る義務を負っている。

特定保守製品：【特定保守製品】の長方形枠表示 改正：７品目除外（Ｒ３年８月１日施行）
９品目 石油給湯器、石油風呂釜、（以下は改正後除外）屋内式ガス瞬間湯沸器、屋内式ガスバーナー

付風呂釜（都市ガス、プロパン）FF式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機

その他：フロン排出抑制法改正（業務用エアコン点検・廃棄規制：Ｈ２７施行、Ｒ２改正→規制強化）

－２５－


