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2017 年度 事業計画書 

＜一般部門＞ 

Ⅰ－１．一般事業 

家電製品の利用者、製造業者、流通業者等の便益向上に寄与するため、環境保全・

資源有効利用、地球温暖化防止・省エネルギー対策、製品安全等に関して次の事業を

実施する。 

１．環境関連事業 

(1)環境配慮設計及び資源有効利用の取組み 

①製品ライフサイクル全般での環境負荷低減に向けた環境配慮設計への取組み

を推進すると共に、その取組みの好事例を「製品アセスメント事例」として

協会のＷｅｂサイト（以下「協会サイト」という。）に掲載する。 

②消費者向け啓発用パンフレット「家電のエコ」の「2017 年度版」を制作し、

全国の家電リサイクルプラントの見学者や各種イベント等での配布を通じて、

積極的な情報提供を行う。併せて、協会サイトに掲載し一層の理解促進に活

用していく。 

③家電製品の環境配慮設計に関する資料等を改定し、協会サイトに掲載する。 

(2)「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」への対応 

容器包装廃棄物の削減に向けた取組みを推進すると共に、「容器包装に係る分

別収集及び再商品化の促進等に関する法律」に係る諸課題について、関係団体

と連携を取り対応を図る。 

 

２．家電リサイクル関連事業 

(1)「家電リサイクル法」への対応 

①「産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電

子機器リサイクルワーキンググループ 中央環境審議会循環型社会部会家電

リサイクル制度評価検討小委員会 合同会合」（以下｢合同会合｣という。）は、

2014 年 10 月に「家電リサイクル制度の評価・検討に関する報告書」を公表

し、課題解決に向けた各主体が取り組むべき施策を取りまとめた。これにつ

いて関係者との連携を密に所要の対応を行う。 

②また、合同会合は、家電リサイクルの一層の高度化に向け、各主体が具体的

な取組みを進めていくことを求め、その実施状況についてフォローアップを

予定している。これに対応するため必要な検討を行う。 

③消費者や関係者等への積極的な情報提供を行うべく、「家電リサイクル年次報

告書（平成 28 年度版）」を制作する。併せて、協会サイトに掲載し、一層の

理解促進に努めていく。 

(2)「小型家電リサイクル法」への対応 

「小型家電リサイクル法」は、2013 年４月に施行された。「産業構造審議会

産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会小型家電リサイクルワーキン

ググループ 中央環境審議会循環型社会部会小型電気電子機器リサイクル制度
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及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会 合同会合」は、小型

家電リサイクル制度の施行状況についてフォローアップを予定している。これ

について関係者との連携を密に所要の対応を行う。 

 

３．地球温暖化防止・省エネルギー対策関連事業 

地球温暖化防止に向けた温室効果ガスの排出抑制に関し、京都議定書に代わる

新たな国際的な枠組みである「パリ協定」が 2016 年 11 月に発効した。 

我が国は「パリ協定」を履行するために、2030 年度までに温室効果ガスの排出

を 2013 年度比で 26％削減する目標を設定している。この目標を実現するため、

地球温暖化対策の取組方針である「地球温暖化対策計画」に沿って具体的な行動

が推進されている。 

このような状況を踏まえ協会は、以下の重点項目を推進する。 

(1)新たな国民運動「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」への参画 

第 29 回地球温暖化対策推進本部（2015 年６月開催）で設置された新たな国

民運動「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」は、温暖化防止に資する省エネ・低炭素型

の製品やサービスの導入を消費者が積極的に選択する「賢い選択」を促す運動

である。 

家電分野では、消費者の省エネ家電製品への買い替えを促すための具体的な

普及啓発活動について「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ推進チーム作業グループ（省

エネ家電）」が設置された。協会は本作業グループに委員を派遣し、積極的な貢

献を図る。 

(2)省エネルギー法及びトップランナー制度の改訂への対応 

「省エネルギー小委員会」及びその傘下のワーキンググループにおいて、「省

エネルギー法」及びトップランナー機器の見直しや新たな目標基準値の策定等

が審議されている。協会は、諸施策に関し総括的な対応を行い、関連する情報

収集を図ると共に、業界横断的な課題整理や対応策の検討を行う。 

(3)関係省庁及び団体が進める省エネルギー対策事業への参画 

2013 年度から始まった「スマートライフジャパン推進フォーラム」は、これ

までの省エネに加え、創エネ・蓄エネや家庭内エネルギーマネジメント（ＨＥ

ＭＳ）が一体となった「スマートライフ」の実現に向けた啓発活動やイベント

等を実施しており、2017 年度に活動の最終年度を迎える。協会は、フォーラム

活動の支援のため、関連工業会とも連携を図り、スマートライフに関する情報

提供用の冊子である「おすすめＢＯＯＫ」の制作・配布等を通して、省エネ家

電の普及拡大、創エネ機器・蓄エネ機器等の導入の啓発及び情報の提供を行う。 

また、必要に応じ関係省庁及び他団体が進める省エネルギー対策事業への協

力を実施する。 

(4)地球温暖化防止に関する啓発活動 

「省エネ家電 de スマートライフ」のＷｅｂサイトや省エネ・環境に関する展

示会（エコプロ等）へのブース出展を通じて、消費者へ以下の温暖化防止対策

の啓発活動を行う。 

・地球温暖化防止への取組み方法 
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・省エネ家電製品への買い替えによる省エネ効果 

・創エネ、蓄エネ、ＨＥＭＳによるエネルギーの有効活用 

 

４．製品安全関連事業 

家電製品の製品安全に係わる業界共通の諸課題等を製品のライフサイクル全般

に亘り抽出し、改善策を検討するために、2016 年度から新たな体制として「製品

安全委員会」を設置した。 

同委員会においては、安全な製品を設計し製造するための技術、消費者に製品

を安全に使用いただくための情報提供と啓発活動、市場で発生した安全問題への

対応、安全規格に関する業界意見の集約と提言等に関し、以下の事業に取り組む。 

また、ＩｏＴ等の新たな技術の製品安全への活用に関しても積極的に調査･研究

を行っていく。 

(1)家電製品の安全技術及び安全マネジメントの課題検討 

①事故の未然防止と再発防止に資するため、業界横断的な事故情報及びリコー

ル情報の収集と分析を報告書に取りまとめ、関係者の情報共有を図る。 

②安全な製品の設計と製造に関する技術及びマネジメント手法等の研究を行う。 

(2)消費者が製品を安全に使用するための施策検討 

①家電製品を正しく安全に使用する方法等の消費者啓発 

・協会サイトに掲載している｢安全への取り組み｣や会員企業サイトとの連携

により、消費者に対し安全な使用に関する積極的な情報提供を行う。 

・幼児、高齢者及び障がい者に対する効果的な注意喚起に関する調査研究と

安全啓発を行う。 

②家電製品の製品本体及び取扱説明書等での効果的な安全確保のための表示方

法の調査研究及び啓発 

・IEC82079-1 等の警告表示に係る国際規格の策定に参画し、業界としての意

見の反映を図る。 

(3)製品事故の拡大防止に向けた効果的な業界横断施策の検討 

①消費者と業界の双方に有益な家電製品の安全確保に関する制度研究 

・事故報告制度及びリコール制度の調査・研究を行う。 

・関係省庁との積極的な意見交換を行う。 

②リコール情報の効果的な周知方法と製品回収率向上のための研究 

(4)「電気用品安全法」及び関連する規格改訂等への対応 

技術基準の性能規定化に伴う整合規格の整備及び電気用品の品目の大括り化

等を検討しているＮＩＴＥでの「電気用品の安全に関する技術基準等の調査検

討会」において、関係団体と連携して課題解決に向けた提案等を行う。 

(5)家電製品の安全に関する行政及び外部団体への対応 

①経済産業省、消費者庁、ＮＩＴＥ等からの製品安全に関する情報の収集と指

導事項への対応を検討する。 

②家電製品の安全と使いやすさに関して、社会情勢の変化を踏まえたテーマを

設定し、講演会等を適宜開催する。 

③家電製品からの電磁波及び家電製品からの揮発性有機化合物（ＶＯＣ）に関
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する情報収集に努め、必要に応じ対応策の検討を行う。 

④赤外線リモコン方式におけるカスタムコードの管理等を行い、赤外線リモコ

ン製品相互の誤動作を防止し、消費者の安全確保に資する。 

 

５．ユニバーサルデザイン技術関連事業 

消費者にとって「使いやすく・わかりやすい家電製品」を追求するため、家電

製品のユニバーサルデザインに関する課題の研究及び関連規格の業界横断的な標

準化等を目指して、以下の取組みを行う。 

① 既刊の「家製協ガイドライン」について、関係するＪＩＳ規格等との整合性

を確認し、ガイドライン改訂の必要性を検討する。 

②2016 年度に実施した「報知音に関するユーザ調査」等を基に、「家電製品にお

ける報知音ガイドライン」（2001 年度発行）を改訂し、ＪＩＳ規格への反映を

提言する。 

③ユニバーサルデザインの規格化等への対応として、「アクセシブルデザイン国

際標準化委員会」（事務局：公益財団法人共用品推進機構）が開催する委員会

に参画し、家電業界の意見の反映を図る。 

④ユニバーサルデザインに関する産学官の動向を把握するため、公的機関等と

情報交流会を実施する。 

 

６．消費者関連組織との交流事業 

(1)消費者への啓発活動 

全国各地区に設置されている「消費生活センター」の相談員との情報交流会

を強化し、家電業界における製品安全、ユニバーサルデザイン、省エネルギー、

リサイクル、スマートハウスへの取組みに関し、以下の事業を通じて積極的な

情報発信・啓発及び協力関係の構築を行う。 

①消費生活センター等からの要請による消費者啓発講座で使用する資料の改訂、

作成を行う。 

・今年度は、2013 年度に作成した「暮らしと家電製品」の改訂に取り組む。 

②消費者関連団体との情報交流会を通じて消費者に関連する情報を収集し、消

費生活センターの相談員向け資料「家電製品時流・啓発テーマＱ＆Ａ」に反

映する。 

③2016 年度にリニューアルした「ユニバーサルデザイン配慮家電製品」サイト

を活用し、家電製品業界が行っているユニバーサルデザインへの取組みにつ

いての普及・広報活動を強化する。 

④ユニバーサルデザイン技術委員会と連携して、「ユニバーサルデザインを配慮

した家電製品」に関する情報を毎月更新する。また、「ホームページに掲載す

るためのガイドライン」及び掲載製品のカテゴリーを見直す。 

(2)消費者相談室の運営 

消費者相談室の運営及び各種相談へ対応する。 
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７．消費者関連法務事業 

(1)関連法案の改正、制定への対応 

①「集団的消費者被害救済制度」及び「景品表示法における課徴金制度」の導

入による家電業界への影響を分析し、今後策定されるガイドライン等につい

て、業界の意見の反映を図る。 

② 「消費者契約法」及び「独占禁止法課徴金制度」の見直しによる家電業界

への影響を分析し、業界の意見の反映を図る。 

(2)中・長期的視点での関連法規の調査研究 

ＩoＴ等による社会変化に係る関連法規の影響を分析し、家電業界としての

課題を検討する。 

 

８．アフターサービス関連事業 

(1)家電製品のアフターサービスの向上に関する調査研究と普及啓発 

①2016 年度に実施した「家電製品の使用実態調査及び消費者の意識調査」から

共通課題を抽出し、検討を行う。 

②経済産業省が実施する｢製品安全総点検月間｣に合わせ、「家電製品愛情点検チ

ェックリスト」を賛助会員各社のアフターサービス網を通じ消費者に配布し、

安全啓発を行う。 

(2)安全点検技術講習会の運営・管理 

家電流通諸団体に対し、Ｗｅｂを活用した効率的、効果的な安全点検技術講

習会の運営を行う。 

 

９．流通ＥＤＩ関連事業 

家電業界の業務効率化を推進するため、ＥＤＩ標準化項目の整備・推進を図る

と共に、今後の標準化活動に必要な内容の検討を行う。 

①新たな家電業界標準ＥＤＩフォーマットである「拡張Ｅ－ＶＡＮフォーマッ

ト」の普及を推進する。 

②流通ＢＭＳ対応に向けた取組みを 2017 年度も継続し、新規導入時の迅速化を

図る。 

③Ｒ－ＶＡＮの安定稼働を図ると共に、2016 年度より開始した納期目安情報連

携サービスの流通企業への提供を推進する。 

④ＥＤＩ業務に関連する新たな技術の動向を幅広く把握すると共に、通信イン

フラの変革(ＩＮＳのサービスの停止、次世代通信規格等)に対応したＥＤＩ

のあるべき姿について、準備・検討を進める。 

⑤流通ＥＤＩ標準化活動を通じ、新規公開及び改訂すべき内容について協会サ

イトを活用し、適宜情報提供する。 

⑥商品情報について、新システムへの円滑な切替えと安定稼働を推進する。 

また、情報提供品目数の増加と商品特性項目の拡充を進めると共に、流通企

業及びメーカーの参加促進を図る。 
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【用語解説】 

○拡張Ｅ－ＶＡＮフォーマット 

従来のＥ－ＶＡＮ（Electronic-Value Added Network）フォーマットに、

レコード追加等の拡張性を備え、家電商品以外の多様な取引にも対応が可

能な、新たな家電業界標準ＥＤＩフォーマット。 

○流通ＢＭＳ 

従来型のＥＤＩに代わる新しいＥＤＩの仕様で、通信基盤にインターネ

ットを使っていること、メッセージフォーマットを標準化して統一ルール

で運用していることの２点が大きな特長。 2007 年４月にスーパー業界を

対象とする流通ＢＭＳの基本形が公開され、実導入が進んでいる。ＢＭＳ

とは Business Message Standards の略で「ビジネスメッセージ標準」を意

味している。 

○Ｒ－ＶＡＮ 

流通企業の店頭からリアルタイムにメーカーの在庫を検索したり、注文

したりして、結果がすぐわかるＥＤＩシステム。 

○ＩＮＳ（ＩＳＤＮ） 

現在流通企業・ＶＡＮ会社とメーカーとの間でＥＤＩ用の回線として広

く使用されているＮＴＴが提供する電話回線。ＮＴＴ（東/西日本）は 2025

年でサービスの停止を表明している。 

 

１０．協会運営関連事業 

(1)協会広報活動 

協会サイトをリニューアルし、協会が実施した事業の成果を賛助会員、関係

団体及び一般消費者に公開して普及啓発を図る。また、昨年電子化を実施した

会報の内容をさらに充実させる。 

(2)家電産業ハンドブック関連事業 

日本の家電産業の状況、家電製品の生産、輸出入、国内出荷等の統計及び解

説を掲載した「家電産業ハンドブック 2017」の内容を更に充実させると共に、

その抜粋版を協会サイトに掲載し一般の利用の用に供する。 

 

Ⅰ－２ 自治体支援事業 

自治体支援事業として実施している「不法投棄未然防止対策事業」及び「離島

における輸送改善対策事業」の公正な運用を図るために第三者委員会を組織し、

当該委員会が決定した次の業務を実施する。 

(1)市町村等に対する支援事業の実施 

市町村等に対して「不法投棄未然防止対策事業」及び「離島における輸送改

善対策事業」の助成金を交付する。また、事業成果の実例等を情報提供すると

共に、市町村に対して事業の立案に関する助言を行う。 

(2)市町村等が実施した支援事業の評価 

第三者委員会において、市町村が実施した支援事業について、その効果、問

題点等について評価を行う。 



 7 

(3) 支援事業に関する公表の実施 

第三者委員会の決定に基づき、2016 年度に助成金を交付した支援事業及び第

三者委員会が行った評価等を協会サイトにて公表する。 
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＜家電リサイクル券センター部門＞ 

Ⅱ．家電リサイクル券センター事業 

 「家電リサイクル法制度」が引き続き社会システムとして社会に貢献していくため

には、一層のコスト削減と効率化及び、システムの安定な運用、製造業者や小売業者

等の関係者との緊密な連携に努めることが求められている。このため、2017 年度は以

下の事業を実施する。 

 

１．家電リサイクル券システムの運営 

(1)運営の効率化を図る。 

(2)主務官庁、製造業者等、取扱店等との連携を強化する。 

(3)業務委託先との緊密な業務の遂行を図る。 

(4)小売業者の入退会、製造業者等の加入･契約解除申込みへの対応を行う。 

(5)取扱店の倒産発生等に対する迅速な対応を図る。 

(6)取扱店における家電リサイクル券の適正な運用を促進する。 

 

２．家電リサイクル券システムの普及啓発 

(1)取扱店等への家電リサイクル法に基づく特定家庭用機器廃棄物の適正な引渡

しに関する普及啓発を行う。 

(2)流通、自治体等への家電リサイクル券システムの普及啓発を行う。 

(3)消費者、排出者に対する啓発（協会サイト等による活動の強化）を行う。 

 

３．情報システムの改善 

(1)指定引取場所の端末機能の改善や家電リサイクル券システム利用者のサービ

スの向上を図る。 

(2)円滑なシステム運用のための改善策の実行とセキュリティの確保を図る。 

 

なお、2016 年 12 月末現在、入会取扱店等は約 42,500 企業、家電リサイクル券を取

り扱う店舗数は約 54,800 店、入会地方公共団体は 387 団体、加入製造業者等は 104

企業となっている。また、約 22,600 の郵便局に料金郵便局振込方式の家電リサイクル

券を備えている。 

 



 9 

＜指定法人部門＞ 

Ⅲ．指定法人事業 

家電リサイクル法における指定法人として、以下の事業を実施する。 

 

１．特定家庭用機器廃棄物に関するリサイクル関連業務の実施 

(1)リサイクル関連業務の実施 

「家電リサイクル法」第 33 条第１号及び第２号の規定に基づき、特定製造業

者等からの委託を受けて、あるいは製造業者等が存在しない又は当該製造業者

等を確知することができない特定家庭用機器廃棄物のリサイクルを行う。 

また、これに付随して必要とされる情報システムの改善、特定製造業者等へ

の情報提供、契約手続き、報告徴収への対応等を図る。 

 

２．調査及び普及啓発の実施 

(1)調査の実施 

「家電リサイクル法」第 33 条第４号の規定に基づき、特定家庭用機器廃棄物

の排出、収集、運搬及び再商品化等に関して調査の必要性が生じた場合には、

適宜実施する。 

(2)消費者向け普及啓発活動 

「家電リサイクル法」第 33 条第４号の規定に基づき、特定家庭用機器廃棄物

の適正な排出、収集、運搬及び再商品化等のより円滑な実施を図るため、消費

者向けに以下の普及啓発活動を行う。 

①「これで解決！家電リサイクル」等のＷｅｂサイトや広告媒体を活用した普

及啓発を行う。 

②消費者代表、地方公共団体代表等の特定家庭用機器廃棄物のリサイクルに係

る関係者との検討会等を実施する。 

③普及啓発活動に必要な資料、ツールの作成、整備及び関係部門への提供を行

う。 

 

３．照会対応 

「家電リサイクル法第」33 条第５号の規定に基づき、特定家庭用機器廃棄物の

収集・運搬及びリサイクルの実施に関する排出者、市町村等からの照会に対応す

る。 
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＜家電製品ＰＬセンター部門＞ 

Ⅳ．家電製品ＰＬセンター事業 

家電製品に係る紛争解決の専門機関として、公正・中立・迅速な紛争解決を図ると

共に、関係機関との連携強化、情報開示と広報活動を行うため、以下の事業を実施す

る。 

 

１．公正・中立・迅速な紛争解決 

(1)相談手続による問題解決 

相談者の主張する内容を的確に判断し、相談者の論点整理のための助言や関

連情報の提供を行った上で、相談者と事業者との話合いを促進する。 

(2)斡旋手続による紛争解決 

現場・現品・現実の三現主義に則った原因究明と、顧問弁護士の助言による

法令解釈下で、斡旋手続での合意解決を図る。 

(3)裁定手続による紛争解決 

消費者問題に関する有識者、弁護士及び技術専門家で構成される裁定委員会

により現場・現品・現実の三現主義に則った原因究明をすすめ、裁定手続によ

る解決を図る。 

 

２．情報開示 

(1)年次報告書等による情報開示 

家電製品による事故の再発防止及び未然防止を目的とし、「年次報告書」及び

「月次インフォメーション」を作成し公表する。 

(2)関係工業会等への情報提供 

関係工業会、事業者、消費生活センター等に、ＰＬセンターの活動情報のう

ちから対象に合わせたものを幅広く選択し、情報提供する。関係工業会向けの

データ提供の方法について、検討する。 

 

３．広報活動及び関係機関との連携 

関係工業会、事業者、消費生活センター等の各関係機関との交流を継続し、Ｐ

Ｌセンターの事業内容等に関する理解度の向上を図る。 
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＜資格審査認定部門＞ 

Ⅴ．資格審査認定事業 

１．事業計画の概要 

「家電製品アドバイザー資格」(以下「アドバイザー」という。）及び「家電製

品エンジニア資格」(以下｢エンジニア｣という。）を柱とした当事業の建て直し、  

即ち、当事業の社会的貢献度低下の挽回を目的とし、2013 年度にスタートした中

期事業計画の着実な推進により、アドバイザー等の受験者数は増加に転じると共

に、固定費の圧縮と徹底した経費の見直しにより、それまでの赤字体質から脱却

することができた。とりわけ、2016 年度に導入した新資格制度「スマートマスタ

ー」は、導入初年度より 6 千人近い受験者を集め、足元の事業採算を大幅に改善

すると同時に、将来に亘る事業としての可能性を感じさせる存在となった。この

ような経過と実態を踏まえ、“負のサイクルからの脱却”を目指したこれまでの中

期計画を発展的に解消し、“持続的成長”を目指す『新･中期計画
※
(2017 年度～

2019 年度)』をスタートする。新･中期計画では、スマートマスターの導入により

広がった事業機会をさらに深耕して行くと共に、旧･中期計画により事業の存続可
．．．

能水準
．．．

まで引き下げた損益分岐点売上高(B.E.P)をもう一段引き下げ、事業の持続
．．

可能性
．．．

を高める活動を進める。 

 

(1)
※
新･中期計画の骨子（2017 年度～2019 年度）  

 
 

  ＜中期的与件＞ 

①“家電事業”という概念(枠組み)はさらに希薄化し､「 ＩｏＴ 」､｢ ＡＩ」

､｢ロボット」などの新機軸テクノロジーを原動力とするパラダイムシフトが

進展する。そして、この新たな事業分野は従来の家電製品をつなげる(ＩｏＴ

化)ことで、また、人工知能を活用(ＡＩ化)することで生み出す付加価値を主

たる収益源とする新たなビジネスモデルであり、そこで働く人材には､「価値

観」･｢知識」･｢スキル｣ の変革および「新たな経験」の蓄積が求められる。 

②“家電製品”単体にフォーカスした従来の資格制度(アドバイザー、エンジニ

ア）は、家電事業のパラダイムシフト(ドメインシフト）に伴い、制度的陳腐 

化が益々進展し受験者数は著しく減少する。 

     ・アドバイザーの受験者数は 2016 年度をピークとし、2019 年度にはその 

半分程度にまで減少する。（19,000 人 → 9,900 人)  

     ・エンジニア受験者数の減少に歯止めはかからない。 

(年間 1000 件を制度存続の歯止め条件とする） 

③資格保有者の高齢化に伴って職業のリタイアが進み､資格更新率は､当面毎年

▲３％程度低下する。 
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  ＜中期方針＞ 

①上述の大きな事業環境変化(パラダイムシフト）における“変化の先” を読

み、常に｢その時代における“業界”と“消費者”に貢献する事業の遂行」を

目指し、機敏に事業構造､組織体制・人材配置、事業遂行方法を変革する。 

②「知識の蓄積」､｢経験の蓄積｣、そしてそれらの実践による「信用の蓄積」と

いう『３つの蓄積』を進めることにより、将来に亘る安定した事業と業務の

基盤を確立する。 

 

＜中期的課題＞  (前述の「中期的与件」と「中期方針」を踏まえて） 

①従来事業(アドバイザー、エンジニア)の収入の落ち込みを補完する新たな事 

業を確立する。 

     ・｢スマートマスター」の着実な普及と中核事業としての定着をはかる。 

（3 年間で、受験者数倍増 ／年間受験者数 1 万人を達成） 

       ａ．家電業界内の一層の受験促進 (アドバイザー総合資格保有者等の 

動機付など) 

       ｂ．関連他業界(建築･リフォーム･電材、電力等)の新規受験者の開拓 

など 

     ・人材育成事業への展開 (2019 年度の収入計画を 10,000 千円とし､順次拡 

大を目指す） 

       ａ．｢Smart Master Career Development
※
(S.M.C.D)」として、資格制 

         度の次期展開に合わせて教育プログラムを併設する。 

②存続危機状態にあるエンジニアは、３年後を目処に抜本的改革を実行。その 

 実行までの間、合理化して存続を図る。 

     ・ＩｏＴ時代におけるサービス業務のあり方を追求し､「人(プロ)ならでは 

のサービス業務の実践力(知識と技能)」 に特化した新たなエンジニア制 

度を構築する。また、育成した人材の活用(雇用)策まで網羅した実践的 

な制度づくりを目指す。 

     ・上記の新制度を導入するまでの間、現在、ＡＶと生活の２つに分かれて 

いる資格を 1 つに集約するなどの対策を講じ、個別採算を改善する。 

③持続可能な事業基盤の確立を目指し､「知的創造業務のためのシステム」 と 

｢協創のための組織」を再構築する。 

・テキストや試験問題の知的リソースを蓄積し管理するシステムを再構築 

する。（現ＣＥＭＡＸの代替システムを導入） 

     ・｢資格更新のための学習～更新試験～認定までの電子化」により、業務の 

合理化を完遂する。（2018 年度に完全電子化予定） 

     ・スマートマスターの次期展開(上記 S.M.C.D)に向け､ 異業種とのコラボ 

組織を構築する。また、センター組織についても効率的に知識や経験を 

蓄積できる体制を構築する。 
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(2)2017 年度の主な取組み内容（2017 年度事業計画） 

新･中期計画の初年度にあたる 2017 年度は、本中期計画の取組み課題を方向づ 

けるための重要な年である。とりわけ、事業収入面で最大の鍵を握る「スマート 

マスターの拡充」は万難を排して取り組む必要があるが、2017 年度は「その地歩 

を固めるための取組み」が最優先課題となる。 

    ①「スマートマスター」を着実に普及させると共に、中期的課題である「教育 

事業への展開計画」を立案する。 

     ・社会認知の促進 (一般消費者の認知促進のための広報活動など） 

     ・関連他業界へのプロモーション (住宅､リフォーム､電材および電力など 

スマートハウスに関連する業界へのプロモーション活動） 

     ・３年後を目処に資格体系の専門分化を図ると共に、各分野の専門組織と 

共同して、当該専門教育の事業計画を立案する。 

   ②2019 年を目処とする「エンジニア資格制度の抜本的改革」に向け、改革草案 

を立案すると共に、当面の(暫定的な)合理化策を立案する。 

     ・改革草案の策定 

     ・メーカーおよび関係官庁等による有識者会議での草案審議 

   ③2017 年度中を目標とし、現ＣＥＭＡＸの代替システムを導入する。 

     ・知識リソースの分類管理､テキスト執筆者等によるグループウェア機能、

出版会社との間のテキスト相互編集機能などを要件として、｢合理化」 と 

 「知的業務の精度向上」を推進する。 

   ④電子化への移行期にある新資格更新制度(テキスト学習、更新試験を電子化) 

の問題点を克服し、2018 年度の完全移行(電子化)を確かなものとする。 

     ・完全電子化に向けた問題点の洗い出しと対策の実行 

   ・完全移行時における「(電子化不能者に対する)代替措置」の設計 

※ スマートマスター育成総合講座 (Smart Master Career Development = SMCD)

ス
マ
ー
ト
マ
ス
タ
ー
基
礎
講
座

ス
マ
ー
ト
マ
ス
タ
ー
実
践
講
座

テ
キ
ス
ト
に
沿
っ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
資
格
取
得
を
目
指
す

家づくりコース

リフォームコース

ネットワークコース

家電コース

講師例 ： ＊＊＊

講師例：メーカーOBの活用など

スマート建築士

スマートリフォーム士

スマートネットワーク士

スマートアドバイザー

ス
マ
ー
ト
ハ
ウ
ス
の
普
及
促
進

スマートマスター

講師例 ： ＊＊＊

講師例 ： ＊＊＊

2016年度～ 基礎知識普及期

2018年度～ 実務知識展開期
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２．事業計画（数値編） 
 

 (1)資格試験 

① 日程 

 第 33 回試験 第 34 回試験 

試験実施日 2017 年９月３日（日） 

及び９月６日（水）※ 

2018 年３月４日（日） 

及び３月７日（水）※ 

資格交付日 2017 年 11 月１日 2018 年５月１日 

申請期間 2017 年６月１日（木） 

～７月 25 日（火） 

2017 年 12 月１日（金） 

～2018 年１月 25 日（木） 

※水曜日の試験は、アドバイザー及びスマートマスターを対象とする。 
 

② 受験者数（目標）                     単位:人 

 第 33 回試験 第 34 回試験 年間計 ※1 

対
象
資
格 

アドバイザー 7,170 6,450 13,620( 70.8%） 

エンジニア 450 450 900( 97.1%) 

スマートマスター 2,460 2,580 5,040( 87.2%) 

    計 10,080 9,480 19,560(75.4%)※2 

※1：上表（ ）内は前年実績比 
※2：スマートマスター導入前の一昨年(2015 年度)の実績と比較すると「118.3％」。 

 

(2)資格更新 

    2017 年 11 月１日付更新 2018 年５月１日付更新 

申請期間 2017 年６月１日（木） 

～９月 30 日（土） 

2017 年 12 月１日（金） 

～2018 年３月 31 日（土） 

更新人員 

(目標) 

5,320 名 

（更新率 63％） 

5,392 名 

（更新率 63％） 

 

(3)参考書及び問題集 2018 年版の発刊数量（目標） 

  数  量※ （冊） 発刊時期(予定） 

参考書 アドバイザー 科目別(3 冊) 10,500 （15,000） 2017 年 12 月 

エンジニア  科目別(2 冊) 3,000 （ 3,000） 

スマートマスター  (1 冊) 5,000  ( 8,000) 2018 年 4 月 

問題集 アドバイザー全科目(1 冊) 3,500  ( 4,000) 2017 年 12 月 

エンジニア  全科目(1 冊) 2,000   ( 2,000) 

スマートマスター  (1 冊) 3,000  (  ―  ) 2018 年 4 月 

※：上表（ ）内は前年度の実績 

 

 

以上 


