平成 26 年度

事業報告

（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで）

Ⅰ．概況
１．昨年（平成26年）4月の政府の景気基調判断は「景気は、緩やかな回復基調が続いているが、
消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動により、このところ弱い動きもみられる。」で
した。安倍内閣の金融緩和、財政政策により、実際に株高、円安など成果がありましたが、
実質GDP成長率は、ほぼゼロとなりました。
平成２６年 1 月より１２月までの新設住宅着工件数は、対前年比▲９．０％の８９万２２
６１戸と５年ぶりの減少となり、非住宅床面積も対前年比▲３．８％と減少しました。
２．当工業会と関連の深い新設住宅着工件数が、減少したため、当工業会の自主出荷統計におけ
る平成２６年度の対前年比は、点滅器（数量９４．７％、金額９４．３％）、接続器（数量
９３．０％、金額９４．９％）、住宅分電盤（数量９６２％、金額９３．３％）その他含む
合計（数量９３．２％、金額９４．２％）となりました。
平成 25 年度は、平成 20 年から 5 年ぶりに、年間出荷金額が 1000 億円を超えることができ
ましたが、平成 26 年度は、973 億円となり 1000 億円を下回りました。
３．平成２４年から開始した日配工第３次中期計画の最終年として、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、
「スマートセレクタＷＧ」等で、検討を進めました。
４．平成 27 年度から開始する日配工第４次中期計画を立案。
新らたに「新規分野開拓活動」を加え、5 大重点テーマにしました。
５．平成２６年は、創立６０周年の記念すべき年であり、「創立６０周年記念行事」を５月２０
日 グランドプリンスホテル新高輪にて開催した。
①記念式典（周年記念表彰、勤続表彰）
②記念講演会（未来ロボットの技術と夢 千葉工業大学 古田孝之氏）
③記念祝賀パーティ（128 名参加）
６．「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６、０００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し、さらに横浜
市総務局危機管理課様のご協力を得て、感震機能付き住宅盤の紹介もできました。
７．電源コード専門委員会を配線器具専門委員会に統合し、日配工は住宅盤専門委員会と配線器
具専門委員会の２つの専門委員会の組織に簡素化を行いました。
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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２６年度（平成 26 年 4 月～平成 27 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
46,071
22,999
94.3
接続器
313,613
50,557
94.9
開閉器
185
406
81.0
住宅用分電盤
1,484
20,453
93.3
EV 盤
3
83
98.9
信号・情報機器
4,830
2,804
89.8
総計

366,186

97,303

94.2

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） 電気用品調査委員会で、差込プラグの耐トラッキング性の試験部位の解説を提案し、制
定された。
３） 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「ベル用・表
示器用・リモコンリレー用変圧器」を規格協会へ提出。
４） JISC8302「ねじ込みソケット」を改正し、JIS 改正原案を規格協会へ提出。
５） 内線規程改正のための委員会及び分科会へ委員を派遣。
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
７） 感震機能付き住宅盤を普及するため、内閣府主催の大規模地震の電気火災の発生抑制に
関する検討会に委員派遣し、
「感震ブレーカー等の性能評価 ガイドライン」に日配工の
HP ﾗﾍﾞﾙ制度を記載。

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 (H26/9/3 トヨタ産業技術記念館・ノリタケクラフトセンター）
２）家電製品 PL センター 情報交換会 (H26/10/9 東京)
３）技術講習会 (H27/2/12 東京､H27/2/23 大阪)
・テーマ：リスクアセスメントの概要
・講師：久本誠一氏
４）住宅盤専門委員会 ドイツ視察研修(H26/4/6～12) 10 名参加
５）住宅盤専門委員会 技術講習会(H27/3/6)
・テーマ：「感震ブレーカーなどの普及取り組みについて」
・講師：内閣府 参事官補佐 田村英之氏
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１６回「配線器具の日」行事(H26/11/11)
２）「日配工会報」 №148 から №150 号発行
３）JECA FAIR2014(電設工業展) (H26/5/28/～5/30 インテックス大阪)で、スマートハウス構
想図、
「自動運転切替機能付住宅盤」のパネル展示。感震機能付住宅盤の実機展示。延長
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コードセットの電安法技術基準追加紹介。
４）日配工 ６０周年記念誌発行。
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(H26/9/11, H27/3/11 JET)
②工場立入り調査実施（H26/11/27 旭東電気)

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）JWDS0032 「フラッシプレート」改正（１１月）
２）JWDS0037「シニアカー、電動バイク、超小型モビリティ、小形電気機械器具等用の屋外用
防雨コンセント」制定（1 月）
３) JWDS0007 付 5「自立運転切替機能付分電盤」制定検討中
４）JWDS0035「EV 充電用コンセント盤・コンセントスタンド」改正検討中
５）JWD-T37「延長コードセット・ガイドライン」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 (H26 年 9 月 15 日～17 日 独 ベルリン 北川主査 藤田委員)
２）スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会 ＨＥＭＳ-ＴＦにて信号系の審議に参画
３）内線規程の改正委員会（需要設備委員会、低圧分科会、各種委員会）へ参画
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）全日本電気工事業協同組合連合会へ感震ブレーカーのパンフ 7 万部提供
６) 照明器具関連 3 団体定期連絡会
７）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１０１回理事会】平成２６年４月２５日（金） （一社）日本配線システム工業会会議室
第１号議案 平成２５年度事業報告承認の件
第２号議案 平成２５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２５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２６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
報告事項１ ６０周年記念式典について
報告事項２ ６０周年記念誌について

【平成２６年度定時総会】平成２６年５月２０日（火） グランドプリンスホテル新高輪
第１号議案 平成２５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 理事改選案承認の件

【第１０２回理事会】平成２６年５月２０日（火） グランドプリンスホテル新高輪
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
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【第１０３回理事会】平成２６年７月２５日（金） （一社）日本配線システム工業会会議室
第１号議案 ＩＥＣ国際会議委員派遣承認の件
報告事項１ 理事辞任について
報告事項２ 日配工会費見直し開始について

【第１０４回理事会】平成２６年１１月１４日（金）京都リサーチパーク
第１号議案 常任理事追加承認の件
第２号議案 平成２６年度中間事業報告並びに中間決算承認の件
第３号議案 会費改正（平成２７年度～平成２９年度）承認の件
第４号議案 電源コード専門委員会の体制変更承認の件
第５号議案 日配工規格 JWDS0032「フラッシュプレート」改正承認の件
報告事項１ 「配線器具の日」行事実施結果について
報告事項２ 会員動向について
報告事項３ 平成２７年度日配工年間行事予定について

【第１０５回理事会】平成２７年１月１９日（月） 第一ホテル両国 ４階「楓」
第１号議案 常任理事追加選定承認の件
第２号議案 第四次中期計画制定承認の件
第３号議案 日配工規格制定承認の件
「シニアカー、電動バイク、超小型モビリティ、小形電気機械器具等用の屋外用
防雨コンセント」
報告事項１ 代表理事、執行理事の職務の執行状況の報告
報告事項２ 平成２７年度 定時総会 日程・場所ついて
報告事項３ 平成２７年度需要予測について
報告事項４ 平成２７年新年賀詞交歓会ついて

【第１０６回理事会】 平成２７年３月１９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２７年度 事業計画承認の件
第２号議案 平成２７年度 収支予算承認の件
第３号議案 平成２７年度定時総会の招集承認の件
第４号議案 ＩＥＣ国際会議委員派遣承認の件
第５号議案 平成２６年度 功績者表彰承認の件
報告事項１ 会員動向について
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８．会員の状況
１）会員数（平成２７年３月３１日）
正 会 員
５３社
賛助会員
５社

関東地区
東海地区
関西地区
合
計

正 会
２８
７
１８
５３

員
社
社
社
社

賛 助
１
１
３
５

会 員
社
社
社
社

小
２９
９
２１
５８

計
社
社
社
社

２）平成２６年度中に入会した会員
賛助会員
１社
株式会社生方製作所
３)

平成２６年度中に退会した会員
正会員
３社
阪神電線株式会社、株式会社日本ウェルシン
合資会社山豊製作所
賛助会員

１社

フドー株式会社
以上
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