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平成２３年度 事業報告 

（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで） 

Ⅰ．概況 

１．平成２３年３月に発生した東日本大震災の影響により、4 月からの政府の景気基調判断は「景

気は、持ち直していたが、このところ弱い動きになっている。」でした。新設住宅着工件数

は、対前年を上回っているなど、9 月からは、「上向きの動きが見られる。」と判断されまし

たが、欧州の政府債務危機、タイの洪水などが発生し、１１月の「景気が下振れするリスク

が存在する。」との判断とおり、１２月には過去にない円高、ユーロ安を記録し、国内産業

に大きな影響を与えました。 

平成２３年 1 月より１２月までの新設住宅着工件数は、対前年比１０２．６％の８３万４

１１７戸となり、非住宅床面積も対前年比１０６．２％と増加しましたが、平成２０年と比

較すると、いずれも、８０％にも達していない状況です。 

 

２．当工業会と関連の深い新設住宅着工件数が、東日本大震災の復興等の影響を受け微増となり、

当工業会の自主出荷統計における平成２３年度の実績は、対前年比で、点滅器（数量１０

７. ２％、金額１０８. ４％）、接続器（数量１０１. ５％、金額１０５. ３％）、住宅分電

盤（数量１０２. １％、金額１０３. ４％）その他含む合計（数量１０２. １％、金額１０

５. ３％）となりました。 

 

３．平成 21 年度に策定した日配工第 2次中期計画の３年目として、各委員会で立案された計画

に基き、活動しました。第 2 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」

運動の元、以下の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「規格化推進活動」 

具体的には、「製品の安全性向上ＷＧ」、「寿命検討ＷＧ」、「直流配電システム検討ＷＧ」等

WGにて、検討を進めました。 

 

４．「配線器具の日」行事は、平成 20 年度より「エンドユーザーに安全な使用を訴求する」と

いう本来の目的に戻り、街頭にて、安全点検のチラシなどを配布する活動に大きく変更して

おります。平成 23 年１１月１１日に東京、名古屋、大阪の３ケ所で、東京では２ケ所に拡

大し、点検チラシ、アンケート葉書をエコバッグに入れて、各地区とも１，１１１部配付し、

エンドユーザーへの訴求を行ないました。 

 

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、日配工に係る部分として工業会規格

「EV 充電コンセント・差込プラグ」の改正、「ＥＶ充電用コンセント盤、コンセントスタンド」

の新規制定を行ない、関係官公庁、関連業界に大きな方向性を示すと共に、新たな需要形成にも

貢献しました。 

 

６．ＩＥＣ国際整合化については TC23 関連回答文書の回答原案作成を行ない、また、ＩＥＣへ

日本提案を行なう為、３件の国際会議に委員を派遣しました。 

 

７．１０月に、公益認定等委員会より、一般社団法人日本配線システム工業会としての移行を総理大

臣へ答申して頂き、平成 24 年 4 月 1 日に移行する準備が完了できました。 
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Ⅱ．事業の概要  

（当工業会が担当する商品について、従来その表記を「配線器具」として来ているが、実情をよ

り的確に表すため、表記を「配線システム及び配線器具」としています。） 

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２３年度実績                   （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 

接続器 

開閉器 

住宅用分電盤 

信号・情報機器 

43,211 

319,437 

199 

1,443 

5,294 

21,142 

49,445 

397 

19,786 

3,228 

108.4 

105.3 

115.7 

103.4 

97.1 

総計 369,584 93,998 105.3 

 

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）日本規格協会「強制法規に引用される電気安全規格の標準化に関する調査研究」 

WG12「機器用カプラー」へ委員３名派遣 

３）電気安全環境研究所「電気自動車用充電システム小委員会」へ委員５名派遣 

 ４）電線の耐久性に関する調査研究委員会へ委員派遣 

 ５）電気自動車電気設備に関する調査研究委員会へ委員派遣 

 ６）電動車両用充電器認証制度検討会へ委員派遣 

 ７）燃料電池等活用調査委員会、作業会へ委員派遣 

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 (H23/10/6 東芝キャリア㈱富士事業所） 

２）家電製品 PLセンター 講習会 (H23/10/14東京) 

３）環境講習会 (H24/1/19東京)（テーマ：①配線器具製造工場で活用できる省エネ 

②節電、化学物質規制の最新動向   ） 

４）技術講習会 (H24/2/10東京､H24/2/21大阪) 

（テーマ：①パナソニックの住宅のスマート化への取り組み 

②電気用品安全法技術基準体系等見直し基本計画について) 

５）電力会社、電気工事組合、ＵＲ等、関連団体 訪問 （通年） 

６）2011 年内線規程改正委員会（需要設備専門部会、低圧分化会、第１～第３小委員会）参画 

７）電気用品安全法 技術基準体系の見直し関連委員会参画 

８）電気用品安全法 延長コードセットの省令、技術基準改正 

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１３回「配線器具の日」行事(H23/11/11)…東･名･阪にて安全点検パンフ等の街頭配付 

２）「日配工会報」 №139 号 ～ №141 号発行 

３）2011 電設工業展（東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ）(H23/5/25/～5/27)で EV 充電、高性能・高機能住宅盤、

接地化推進 PR） 

４）東京都職業訓練センター｢技能祭｣(H23/11/8飯田橋校)で電気安全 PR 

５）中部電気工事連合会主催技能オリンピックで高機能住宅盤などのＰＲ(H23/11/17) 

６）2012 年版卓上カレンダー作成、関連団体へ配布 
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７）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(H23/9/8、H24/3/15 JET) 

  ②認定審査委員による工場立入り調査 

 (H23/10/13東京キデン㈱ 山梨工場、H23/10/31未来工業㈱ 大垣工場 

H23/11/1内外電機㈱ 岐阜工場) 

８）日配工チラシ・HP のキャラクタ統一（H24/3）  

 

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）JWDS0034「合成樹脂製電力量計計器箱」（H23/4/20制定） 

２）JWD-T34 「住宅における直流配電システム調査報告書｣（H23/4/20制定） 

３）JWDS0033「EV充電コンセント・差込プラグ」（H23/11/9改正） 

４）JWDS0035「ＥＶ充電用コンセント盤、コンセントスタンド」（H24/1/16制定） 

５）JWD-T35 「コード付き電源プラグの耐断線スパーク性試験方法」（H24/3/21制定） 

６）JWDS0036「家庭用及びこれに類する用途の直流・特別低電圧クラスⅠ、Ⅱ、Ⅲ、機器用のプ

ラグとコンセント」（H24/3/21制定） 

 

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）外部委員会へは経済産業省、日本電気協会、電気設備学会、家電製品協会、照明工、電球

工、電線工、規格協会、電気安全環境研究所、日本電気制御機器工業会、日本電気工業連

盟関連等の委員会に当工業会の代表を派遣した。 

２）家電製品 PLセンター情報交換会の実施(H23/10/14) 

３）ＪＥＭＡ新エネルギー部との意見交換(H24/1/6) 

４）ＩＥＣ国際会議参加  

①H23/9/20~23   ｽｳｪｰﾃﾞﾝ  ｷｽﾀ会議(TC23B ）     長田技術部長、澁江専務理事 

②H23/10/3~5    ｱﾒﾘｶ ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ会議(SC23B MT4）北川主査、鳥居委員 

③H24/3/19~21   ﾌﾗﾝｽ ﾊﾟﾘ会議(SC23B MT4）  北川主査、金本委員 

 

７．総会・理事会開催状況 

 【第８５回理事会】 平成２３年４月２０日（水） （社）日本配線器具工業会 会議室 

第１号議案 平成２２年度 事業実績、収支計算書（案） 

第２号議案 平成２３年度 事業計画、収支予算書（案） 

第３号議案 役員（理事・監事）交代 

第４号議案 平成２２年度 表彰（案） 

第５号議案 工業会名称変更 

第６号議案 一般社団法人への移行 

第７号議案 日配工 規格制定「合成樹脂製電力量計計器箱」 

第８号議案 日配工 技術資料制定「住宅における直流配電システム調査報告書」 

第９号議案 日配工 出荷自主統計関連規定の制定・改正 

第 10 号議案 新入会会員 

報告事項 ①ＩＥＣ SC23B MT4 日本開催延期について 

     ②会員動向について 

     ③平成２３年度 総会について 

     ④委員会組織・日程について 
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 【平成２３年度通常総会】 平成２３年５月１３日（金） グランドプリンスホテル新高輪 

第１号議案 理事変更の承認 

第２号議案 平成２２年度事業報告並びに収支決算案承認 

第３号議案 理事・監事任期満了に伴う改選案承認 

第４号議案 役付役員選定 

第５号議案 平成２３年度事業計画並びに収支予算案承認 

第６号議案 一般社団法人への移行認可申請承認 

第７号議案 定款変更案の停止条件付き決議 

第８号議案 関連規程変更案の停止条件付き決議 

 

 

 【第８６回理事会】 平成２３年９月１６日（金） 大阪 中央電気倶楽部 

第１号議案 国際会議委員派遣承認  IEC TC23 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ ｷｽﾀ会議 

第２号議案 国際会議委員派遣承認  SC23B MT4 米国ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ会議 

第３号議案 理事交代承認 

報告事項  ①「配線器具の日」行事 

      ②一般社団法人移行認可申請の進捗 

      ③日配工 会費の見直し計画 

      ④電安法技術基準の性能規定化     

 

 

 【第８７回理事会】 平成２３年１１月９日（水） （社）日本配線器具工業会 会議室 

第１号議案 平成２３年度 中間報告 

第２号議案 会費改定（案）（平成２４年度～平成２６年度） 

第３号議案 日配工規格ＪＷＤＳ００３３改正 

第４号議案 新会員入会 

報告事項 ①日配工の需要拡大検討 

②「配線器具の日」行事 

     ③一般社団法人移行認可申請の進捗      

④平成２４年新年賀詞交歓会      

⑤平成２４年９月 ＩＥＣ ＳＣ２３Ｂ ＭＴ４・５ 東京開催について 

      

 【第８８回理事会】 平成２４年１月１６日（月） 第一ホテル両国 ５Ｆ「北斎」      

第１号議案 第三次中期計画について 

第２号議案 日配工規格制定 「ＥＶ充電用コンセント盤、コンセントスタンド」 

第３号議案 ＩＥＣ国際会議委員派遣 

報告事項 ①日配工規格産業財産権調査について 

     「家庭用及びこれに類する用途の直流・特別低電圧クラスⅠ、Ⅱ、Ⅲ、 

機器用のプラグとコンセント」 

②平成２４年度需要予測 

③平成２４年度行事予定      

④平成２４年度日配工カレンダー      

⑤平成２４年新年賀詞交歓会 
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  【第８９回理事会】 平成２４年３月２１日（水） （社）日本配線器具工業会 会議室 

第１号議案 平成２４年度 事業計画、収支予算書（案） 

第２号議案 日配工 規格制定「家庭用及びこれに類する用途の直流・特別低電圧

クラスⅠ、Ⅱ、Ⅲ、機器用のプラグとコンセント」 

第３号議案 日配工 技術資料制定「コード付き電源プラグの耐断線スパーク性試

験方法」 

第４号議案 一般社団法人への移行に伴う日配工規定・内規の改定         

報告事項 ①一般社団法人への移行登記について 

②平成２４年度定時総会について 

        ③電動車両用電力供給システム協議会について 

               

     

 

 

８．会員の状況 

 １）会員数（平成２４年３月３１日） 

     正 会 員  ６１社 

     賛 助 会 員   ５社 

 

 正 会 員 賛 助 会 員 小  計 

関東地区 ３２ 社 ２ 社 ３４ 社 

東海地区 １０ 社 ０ 社 １０ 社 

関西地区 １９ 社 ３ 社 ２２ 社 

合   計 ６１ 社 ５ 社 ６６ 社 

 

 ２）平成２３年度中に退会した会員 

正 会 員   １社  株式会社 三葉能率電機株式会社 

 

賛 助 会 員   １社    パナソニック株式会社 デバイス社機能材料営業グループ 

      

３）平成２３年度中に入会した会員 

正 会 員   ２社  株式会社 中野エンジニアリング 

            株式会社 葉山電器製作所 

 

賛 助 会 員   １社  シャープ株式会社  

 

 以上 

 


