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家電製品の安全な使い方
（製品安全教育）
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＜自由研究テーマ１＞
「どうしたら家電製品の事故を防げるので
しょうか。（家電製品の安全な使い方）」

資料提供：一般財団法人 家電製品協会

あやまった製品の使い方で、ケガや火事など大きな事故につながる
ことがあります。これは大人だけでなく子供にもあることです。そこで、
家電製品の使い方について研究してみましょう。

以下のURLをクリックして、家電製品の安全な使い方について動画
で研究してみましょう。
https://www.youtube.com/watch?v=uqeRvXg9BGY
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家電製品の安全な使い方
（点検動画のポイント）

ヒヤリハットとは？

ヒヤリハットの例

家電製品など、危険な使い方をしてちょっとドキッとしたことはあり
ませんか。
使っていてヒヤッとしたりハッとすることを、ヒヤリハットといいます。
ヒヤリハットは、一歩まちがえば大きな事故につながるため、起こ
さないように注意が必要です。

・電気ポットの湯気にさわったら熱かった。
・ハンカチにアイロンをかけていた時、うっかりさわってしまいすごく熱かっ
た。
・濡れた手でドライヤーにさわったらビリっとした。

小学生のヒヤリハット（危険な使い方）上位５つ

＜どうして電源プラグをひっぱって抜いてはダメなのでしょうか？＞

１ 電源コードを引っ張ってプラグを抜いた
２ アイロンが熱いうちにさわった
３ 回転している扇風機に指を入れた
４ ジャー炊飯器や電気ポットの湯気にふれた
５ ぬれた手でヘアドライヤーを使った

繰り返しコードを引っ張って抜いていると中の電線がいたんでし
まうからです。そのまま使っているとコードが切れて感電したり
火災の原因になることがあります。
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家電製品の安全な使い方

あやまった使い方で起きる事故について
どんな時に被害にあったか 上位５つ
１ アイロンが熱いうちにさわってやけどした
２ ジャー炊飯器や電気ポットなどの湯気にふれてやけどした
３ 回転している扇風機に指を入れてけがをした
４ ぬれた手で電気プラグにさわり感電した
５ ぬれた手でヘアドライヤーを使って感電した

・回転している扇風機に指を入れるとけがをする(９１％)

・電気ストーブなどをカーテンや洗濯物のそばで使うと火災の原
因になる(７２％)
・電源コードをひっぱってプラグをぬくと、コードがいたんで発えん・
発火の原因になる(６５％)
・ほこりがたまった電源プラグに湿気が加わると、発えん・発火
（トラッキング現象）の原因になる(４７％)

原因はコンセントと電源プラグの間にたまったほこり。そこに
湿気や水滴などがついてショートを起こし、発火することが
あります。
コンセントや電源プラグについたほこりをクリーナーやかわい
た布などできれいにすることで、事故を防ぐことができます。
普段電源プラグのぬきさしを行わない家電製品（冷蔵庫、
電子レンジは注意）は特に注意が必要です！

知っているかな？家電製品の使い方

トラッキング現象とは？
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家電製品を安全に使うためのマーク

… 高温注意（電気ポットやアイロンなど、高温になる
部分があるのでやけどに注意が必要）

… 感電注意（分解したり、水をかけたりすると感電の原因
になるので注意）

… 接触禁止（けがややけどの原因になるのでさわらない）

… ぬれ手禁止（感電の原因になるのでぬれた手でさわ
らない）

… 電源プラグを抜く（使わないときやお手入れの時は
プラグをコンセントから抜く）

家電製品を安全に使うためのマークがついている場所（例）
・テレビの裏・冷蔵庫の中・電子レンジの上 など

… 禁止マーク（してはいけないこと）

… 指示マーク（かならずおこなうこと）

… 注意マーク（注意すること）

かでん せいひん あんぜん つか

ちゅうい ちゅうい
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作る 売る
使う

ほかにも

安全を表すマークはいろいろあります
マークの意味マーク

PSEマーク
法律で決まっている安全のきまりを守っている電気製品であるこ
とを表しています。
Product（製品）のP、Safety（安全）のS、Electric appliance
（電気製品）のEを示しています。

PSCマーク
法律で決まっている安全のきまりを守っている消費生活用の製品
であることを表しています。
Product（製品）のP、Safety（安全）のS、Consumer 
Products（消費者用製品）のCを示しています。

PSTG/PSLPGマーク
法律で決まっている安全のきまりを守っているガス製品であるこ
とを表しています。
Product（製品）のP、Safety（安全）のS、Town Gas（都市ガ
ス）のTG、あるいはLiquefied Petroleum Gas（液化石油ガス）
のLPGを示しています。

Sマーク
検査機関が検査して、安全性が確認された電気製品であることを
表しています。
SはSafety（安全）を示しています。

SGマーク
検査機関が検査して、安全性が確認された乳幼児製品、家具、ス
ポーツ用品等であることを表しています。
Safety（安全）のS、Goods（製品）のGを示しています。

BAAマーク
検査機関が検査して、安全性が確認された自転車であることを表
しています。
Bicycle Association（自転車協会）のBA、Approved（認めた）
のAを示しています。

STマーク
検査機関が検査して、安全性が確認されたおもちゃであることを
表しています。
Safety（安全）のS、Toy（おもちゃ）のTを示しています。

検査機関（JIA）が検査して、安全性が確認された家庭用ガス
製品であることを表しています。

JIA製品認証マーク

つく う

あんぜん あらわ
つか

いみ

ほうりつ き あんぜん まも でんき せいひん

あらわ
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ほうりつ き あんぜん まも せいひん

あらわ

せいひん あんぜん とし
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あらわ

あんぜん しめ

けんさ きかん けんさ あんぜんせい かくにん にゅうようじせいひん かぐ

ようひんとう あらわ

あんぜん せいひん しめ

せいひん　にんしょう

けんさ きかん けんさ あんぜんせい かくにん かてい よう

せいひん あらわ

けんさ きかん けんさ あんぜんせい かくにん じてんしゃ あらわ

じてんしゃきょうかい みと

しめ

けんさ きかん けんさ あんぜんせい かくにん

あらわ

あんぜん しめ
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家の中にあるＰＳマーク
¾ 製品による事故が発生するおそれがある製品につい
ては、法律により定められた安全基準をクリアして、
ＰＳマークを表示しなければなりません。

¾ 現在、491の製品等にＰＳマークが表示されていま
す。

いえ なか

せいひん じこ はっせい せいひん

ほうりつ さだ あんぜんきじゅん

ひょうじ

げんざい せいひんとう ひょうじ
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み まわ ひょうじ せいひん れいじ

しんしつ

しんしつ

こどもべや

よくしつ

げんかん

せんめんじょ

せんたくき

れいぞうこせん

あつりょくでんし

こがた

しゅんかんゆわかしき

せきゆ

せんじょうべんき

えんちょう

せきゆ
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家電製品の安全な使い方

・取扱説明書には、マークを含めた取り扱い上の注意が書い
てあります。
・
・また、取扱説明書を置く場所をきめて、まとめておくのも有効
です。

家電製品を安全に使うための取扱説明書

かでん せいひん あんぜん つか　かた

かでん せいひん あんぜん つか とりあつかい　　　　　　　　　　　　　せつめいしょ

ふく と　あつか じょう ちゅうい か

あんぜん つか かくにん
安全に使うためにかな

お
らず

ばしょ
取扱説明書を確認しましょう

ゆ
。
うこう

とりあつかい　　　　　　　　　　　　　せつめいしょ

とりあつかい　　　　　　　　　　　　　せつめいしょ

とりあつかい　　　　　　　　　　　　　せつめいしょ

・

・

家電製品はみんなの生活になくてはならないものですが、正し
つか おも じこ ま　こ
く使わないと思わぬ事故に巻き込まれることもあります。
あんぜん あんしん つか とりあつかいせつめいしょ ないよう
安全に安心して使うためには取扱説明書の内容やマークの
いみ りかい たいせつ
意味をきちんと理解しておくことが大切です。

まとめ
かでん せいひん せいかつ ただ
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