平成２５年度

事業報告

（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで）

Ⅰ．概況
１．昨年（平成２５年）4月の政府の景気基調判断は「景気は、一部に弱さが残るものの、この
ところ持ち直しの動きがみられる。」でした。安倍内閣の経済対策を受け、実際に株高、円
安など景気回復へ向かうことができたようです。
平成２６年４月の消費税引き上げに備えた影響もあり、平成２５年４月より平成２６年３月
までの新設住宅着工件数は、対前年比１１０．６％の９８万７２５４戸となり、非住宅床
面積も対前年比１０８．１％と増加しました。
２．当工業会と関連の深い新設住宅着工件数が、増加となり、当工業会の自主出荷統計における
平成２５年度の対前年比も、点滅器（数量１１４．３％、金額１１２．５％）、接続器（数
量１０８．８％、金額１０８．１％）、住宅分電盤（数量１０８．６％、金額１０９．４％）
その他含む合計（数量１０９．４％、金額１０９．４％）と増加になりました。
平成 20 年度から 5 年ぶりに年間出荷金額が 1000 億円を超え 1327 億円となりました。
３．平成２４年から開始した日配工第３次中期計画の２年目として、各委員会で立案された計画
に従い、活動しました。第３次中期計画の骨子である、「使用者」、「施工・流通業者」、「供
給者」の 3 者が一体となって「快適で安心・安全な暮らしを配線システム・機器で実現する
運動」の三位一体運動の元、４大重点テーマを推進しました。
①「安全品質の追求活動」
②「安全・点検リニューアル活動」
③「環境対応推進活動」
④「標準化推進活動」
具体的には、
「スマートハウスＷＧ」等で、検討を進めました。
４．「配線器具の日」行事は、１１月１１日に横浜、名古屋、大阪の３ケ所で、点検チラシ、ア
ンケート葉書をエコバッグに入れて、合計４，４４４部配付し、エンドユーザーへの訴求を
しました。特に横浜では展示スペースを設け、安全な配線器具の説明も実施できました。
５．今後、急速に普及する電気自動車の普通充電のインフラで、
「ＥＶ充電用コンセント盤、コ
ンセントスタンド」の安全性向上のため、日配工規格を満足した会員の製品に日配工マーク
を表示できる認証制度を実施し、認証マークの付いた製品が市場で普及をし始めました。
６．電気用品技術基準の性能規定化が、平成 26 年 1 月から施行され、それに関する関係委員会
へ参画、また、経済産業省から講師を招いて説明会を実施するなど、問題なく改正に対応で
きる準備をおこないました。

Ⅱ．事業の概要
１．配線システム及び配線器具に関する生産・流通などの調査及び研究
１）出荷統計調査
平成２５年度（平成２５年４月～平成２６年３月）実績値
（数量千個、金額百万円）
出荷数量
出荷金額
前年比(金額) (%)
点滅器
48,637
24,391
112.5
接続器
337,559
53,298
108.1
開閉器
213
501
133.2
住宅用分電盤
1,542
21,918
109.4
信号・情報機器
5,317
3,123
103.7
総計

393,271

103,270

109.4

２．配線システム及び配線器具に関する技術の調査及び研究
１） 第２３－１小委員会、ＩＥＣ国内委員会で、IEC 文書回答原案作成・審議
２） 電気用品の安全に関する技術基準等に係わる調査検討会で電安法技術基準の階層化審議
に参画し、平成 25 年 7 月省令改正公布の支援
３） 平成 26 年 1 月施行の電気用品技術基準性能規定化で、整合規格に採用して頂く予定の
JIS 原案「配線器具の安全性」を規格協会へ提出
４） 配線器具を電波などで遠隔操作できるよう、電気用品調査委員会傘下の遠隔操作 TF の主
査を担当し、報告書作成、提出
５） 電波雑音専門部会で調光器などへの電磁両立性要求の CISPR 対応への審議に参画。
６） 電安法業務実施ガイド検討 WG でガイドの修整案作成に参画

３．配線システム及び配線器具に関する情報の収集及び提供
１）環境見学会 (H25/8/20 日産自動車㈱追浜工場）
２）家電製品 PL センター 講習会 (H25/10/17 東京)
３）電安法 技術基準改正に係わる説明会 (H25/10/4 東京 )（講師：経産省 製品安全課）
４）国内 PL 対策セミナー(H25/12/12 東京 )
５）技術講習会 (H26/2/12 東京､H26/2/18 大阪)
（テーマ：①ＥＶ・ＰＨＶ用普通充電器について
②電安法の法体系の変化と工業会としての方向性）
６）電力会社、電気工事組合、ＵＲ等、関連団体 訪問 （通年）

４．配線システム及び配線器具に関する普及及び啓発
１）第 15 回「配線器具の日」行事(H25/11/11)
２）「日配工会報」 №145 から №147 号発行
３）JECA FAIR2013(電設工業展) (H25/5/29/～5/31 東京ビッグサイト)で、スマートハウス構
想図、EV 盤認定マーク制度を 5 社の製品と共にパネル PR 展示
４）東京都職業訓練センター｢技能祭｣で電気安全 PR(H25/11/12 飯田橋校)実施
５）住宅盤の自主認定制度の推進
①住宅盤認定審査委員会開催(H25/9/13, H26/3/13 JET)
②ＥＶ盤認定制度運用開始 5 社９型式
６）平成 26 年度に実施する創立６０周年記念事業の準備

５．配線システム及び配線器具に関する規格の立案及び推進
１）JWD-T32 「配線用差込接続器の挿入力・保持力測定用標準プラグ」改正（4 月）
２）JWD-T36「スマートハウスにおける屋内配線システム調査報告書」制定（７月）
３) JWDS0029「太陽光発電用直流開閉器」改正（７月）
４）JIS「配線器具の安全性」原案修正
５）JWD-T15「コード付き電源プラグの推奨ガイドライン」改正検討実施中
６）JWD-T37「延長コードセット・ガイドライン」制定検討中
７）JWDS0007「系統連系・自立運転切替機能付分電盤」制定検討中

６．配線システム及び配線器具に関する内外関係機関との交流及び協力
１）ＩＥＣ国際会議委員派遣
・SC23B MT4 (10 月 16 日～18 日 インド ニューデリー 北川主査 藤田委員)
・SC23B MT4 (H26 年 3 月 17 日～19 日 英国 ロンドン 北川主査 鳥居委員)
２）ｽﾏｰﾄﾊｳｽ･ﾋﾞﾙ標準・事業促進検討会 ＨＥＭＳ-ＴＦにて信号系の審議に参画
３）ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ対応建築物電気工事調査研究委員会報告書に太陽光発電用住宅盤を掲載
４）リビングアメニテイ協会主催「住宅部品点検の日 10 月 10 日」参加
５) 照明器具関連 3 団体定期連絡会
６）上記以外に経済産業省、日本電気協会、電気設備学会、家電製品協会、照明工業会、電線
工業会、規格協会、電気安全環境研究所、電気制御機器工業会、電気工業連盟、全関東電
気工事協会等の委員会に当工業会の代表を派遣した。

７．総会・理事会開催状況
【第９５回理事会】 平成２５年４月２６日（火） （一社）日本配線システム工業会会議室
第１号議案
平成２４年度事業報告承認の件
第２号議案
平成２４年度貸借対照表及び正味財産増減計算書承認の件
第３号議案
平成２４年度公益目的支出計画実施報告書承認の件
第４号議案
平成２５年度定時総会の招集承認の件
第５号議案
役員改選候補者承認の件
第６号議案
日配工技術資料改正承認の件
JWD-T32 「配線用差込接続器の挿入力・保持力測定用標準プラグ」
報告事項

①会員動向について
②委員会組織・日程について

【平成２５年度定時総会】 平成 25 年 5 月 10 日（金） 第一ホテル両国
第１号議案 平成２４年度貸借対照表及び正味財産増減計算書承認の件
第２号議案 年会費改定承認の件
第３号議案 理事・監事任期満了に伴う改選案承認の件
報告事項

①平成２４年度公益目的支出計画実施報告の件
②平成２５年度事業計画並びに収支予算の件
③平成２４年度 功労者表彰の件

【第９６回理事会】 平成 25 年 5 月 10 日（金） 第一ホテル両国
第１号議案
代表理事選定承認の件
第２号議案
役付理事選定承認の件

【第９７回理事会】 平成２５年７月２６日（金） 中央電気倶楽部（大阪）
第１号議案
環境流通対策委員会の休会と業務の普及啓発委員会への移管承認の件
第２号議案
日配工規定改正承認の件
JW-K013「標準化に係る産業財産権の取扱い規約」
第３号議案
日配工技術資料制定承認の件
JWD-T36「スマートハウスにおける屋内配線システム調査報告書」
第４号議案
日配工規格改正承認の件
JWDS0029「太陽光発電用直流開閉器」
第５号議案
日配工規定改正並びに制定承認の件
JW-K004「職員就業規則」
JW-K004-1「育児・介護休業等に関する規則」
第６号議案
国際会議へ委員派遣承認の件
報告事項

【第９８回理事会】
第１号議案
第２号議案
第３号議案
報告事項

①売上集計対象品目追加について

平成２５年１１月１５日（金）
（一社）日本配線システム工業会会議室
平成２５年度中間事業報告並びに中間決算承認の件
会費改正（平成２６年度～平成２８年度）承認の件
常任理事追加承認の件
①配線器具の日行事実施結果について
②平成２６年度日配工年間行事予定について
③６０周年行事について

【第９９回理事会】 平成２６年１月１４日（火）第一ホテル両国 ５階 「北斎」
第１号議案
日配工規定 JW-K008-1 改正承認の件
「周年記念表彰規程」
第２号議案
ＩＥＣ SC23B MT4 国際会議委員派遣承認の件
報告事項

①平成２６年度 定時総会 日程・場所について
②代表理事（会長・副会長）、執行理事（専務理事）の職務の執行状況の報
告について
③平成２６年度需要予測について
④平成２６年度日配工年間行事予定について
⑤平成２６年新年賀詞交歓会について

【第１００回理事会】 平成２６年３月２０日（木）（一社）日本配線システム工業会会議室
第１号議案 平成２６年度 事業計画承認の件
第２号議案 平成２６年度 収支予算承認の件
第３号議案 平成２５年度 功績者表彰承認の件
第４号議案 ６０周年記念表彰承認の件
報告事項

①日配工内規の制定について
JW-N008「先端技術に係る仕様証明書発行手数料内規」
②会員動向について
③平成２６年度 年間行事予定について

８．会員の状況
１）会員数（平成２６年３月３１日）
正 会 員
５６社
賛助会員
５社

関東地区
東海地区
関西地区
合
計

正 会
２９
８
１９
５６

員
社
社
社
社

賛 助
２
０
３
５

会 員
社
社
社
社

小
３１
８
２２
６１

計
社
社
社
社

２）平成２５年度中に退会した会員
正 会 員
２社
川崎電線株式会社
株式会社山本窯業

以上

