
- 2 - 

 

第１号議案 

         １．  概 況 

 

 ２０２０年度の国内経済は、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大」による影

響を大きく受け、経済成長率はマイナス５％以上となった。 

「緊急事態宣言」の発出等により、飲食・旅行関連業界を始め、大変厳しい経済環

境にさらされた業種も多く、先行き不透明なまま、２０２１年度を迎えることにな

った。 

 そうした中ではあるが、家電業界は好調な動きを見せたといえる。日本電機工業

会によると、２０２０年度の民生用電気機器国内出荷実績は、２兆６１４１億円、

前年度比１０６．５％となり、２年ぶりのプラス。白物家電は好景気となった。 

 これは、外出自粛による「巣ごもり需要」の拡大により、調理家電製品が大幅増

となったことに加え、「特別定額給付金」支給の後押しもあり、エアコン等の大型

製品も好調に推移した。さらに、健康清潔意識の高まりから空気清浄機の出荷額が、

年度で初めて１，０００億円を超え、過去最高の出荷金額になった。 

 これらの要因により民生用電気機器全体では、１９９７年度以降で最も高い出荷

金額となった。 

 また、黒物家電についても、電子情報技術産業協会（ＪＥＩＴＡ）の２０２０年

民生用電子機器国内出荷統計を見ると、１兆３２６７億円、前年度比９９．５％と

なり、堅調に推移。２０２１年１月から３月に掛けては、民生用電子機器国内出荷

統計を見ると、前年同月比１１０％以上で推移し、特に薄型テレビの動きが好調。

地上デジタル放送開始期に購入されたテレビの買い替えが始まっていることから、

期待が寄せられている。 

 加えて、テレワーク需要の急増によって、パソコン関連機器などが好調に動いた。 

 

 日本電化協会においても、コロナウイルスの影響を受け、経営の主体となってい

る「全国家電会館」の「貸し室事業」が半減となり、厳しい１年となった。 

 全国電機商業組合連合会との連携による「スマートライフコンシェルジュ認定講

習会事業」（ＳＬＣ）については、「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」各コー

スに加え、「ゴールドコース修了者のフォローコース」を企画・推進の運びとなっ

ている。 

また「消費者懇談会」の実施も継続しているが、コロナウイルスの関係で、極め

て限られた地区での開催にとどまった。 

２０２１年度については、延期された「２０２０ 東京オリンピック・パラリン

ピック」の動向が注目されているが、「ワクチン接種」も急速に進みつつあり、少

しでも明るさの見える１年になって欲しいと願うところとなっている。 

 

 日本電化協会では、好不況に拘わらず、経営基盤を確立すべく、会員企業・団体

と常に連携を図りつつ、業界の発展と経営向上に取り組んでいく。 
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２． 2020（令和 2）年度 事 業 報 告 

 (令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日) 
 

1. 全国家電会館高度利用に関する事業 

１） 全般 

① 貸し会議室事業 

    業界の発展及び公益的事業として、一般地域社会への貢献を中心

としての講演会、講習会、研修会、展示会、新入社員研修会、セミナ

ーフォーラム、各種団体のワーキング、理事会、総会等が開催された。 

    今年度においては、「新型コロナウイルスの感染拡大」の影響で、会

議室の利用は大幅減の前年比５０％で終了した。 

＜５階講堂の利用状況は前年比４６％、一般会議室は５２％＞  

残念ながら、昨年 3 月から本年 2 月までの 12 カ月間連続で、昨年を  

下回る状況が続いた。 

    なお、感染防止策として、玄関口での「体温計」「消毒」、各会議室に

おける「換気」「消毒」、合わせて、「使用テーブル・椅子の消毒」の徹底

を図りつつ、利用者自らの感染予防対策の実施を促した。 

また、リモート会議の増加に伴い、「Wifi 設置」の充実を図った。 

 

   2020（令和２）年度の利用状況は以下の通り。 

 講堂 一般会議室 合計 前年比（金額） 

Ｒ２年度 １１９ ５３１ ６５０ ５０％（５０％） 

Ｒ１年度 ２５９ １，０３０ １，２８９ １０３％（１１５％） 

３０年度 ２７１ ９７８ １，２４９ １１０％（１１２％） 

２９年度 ２６７ ８６５ １，１３２ １１３％（１１１％） 

2８年度 ２２２ ７８３ １，００５ １０９％（１２４％） 

２７年度 １９６ ７２９ ９２５ １３０％（１２４％） 

２６年度 １７２ ５４２ ７１４  

 

    ※トピックス  

     「新型コロナウイルスの感染拡大」の影響で、「緊急事態宣言」が 

    発出された際は、土日営業の休止、閉館時間短縮、職員の交代制  

勤務により出勤日数を減らした。 

 

② テナント事業 

      ・令和３年２月 ・・・スターケミカル(株) ３階入居 
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２）会員並びに地域社会の利用報告 

 ①特定ガス消費機器設置工事監督者資格認定講習会、特監資格講習、特監認定 

講習、特監再講習、可とう管講習、給水装置工事主任技術者試験講習会、 

   内管更新講習、内管特別講習、ＧＳＳ更新講習 等開催。 

   主  催  一般財団法人  日本ガス機器検査協会 

開  催   令和２年、 ６月（１回）、７月（２回）、８月（２回）、 

９月（６回） 10月（６回）、11月（８回）、12月（４回） 

        令和３年、 １月（４回）、２月（４回）、            

利用数     ３７回 

   参加数    １，２２６名 

 

 ②資源分科会シンポジウム、各種委員会、三部会合同シンポジゥム 等開催 

 

   主  催   一般社団法人  日本エネルギー学会 

   開催日    令和１年  １０月（３回）、 

              令和２年  ３月（１回） 

    利用数     ４回 

   参加数     ４９名 

 

③ その他 

㈱シード・プランニング、（公社）中央畜産会、㈱住宅新報、大和無線電機㈱、、

湯島倫理法人会、（公社）東京都高圧ガス保安協会、（一社）日本ケアマネジメ

ント学会、全国語学ビジネス観光教育協会、（公社）商業施設技術団体連合会、
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全国生命保険労働組合連合会、（公社）畜産技術協会、㈱柴田書店、（一社）

東京都ＬＰガス協会、㈱東映テレビ・プロダクション、東京発電㈱東京ﾋﾞｭｰﾃｨｰｱ

ｰﾄ専門学校、(一社)日本音響学会、全国油脂事業協同組合連合会、（一社）日

本医療機器販売業協会、㈱鴻池組、全国労働組合総連合、エコル㈱、㈱

MikuTAY、石井式身体均整研究所、杏友医療機器協同組合、㈱ケイエッチケ

イアート、コムコ㈱、㈱光陽社、ＮＡＳＡアプライアンス協同組合、東京ガス風呂

販売店協同組合、国民春闘共闘委員会、東京都畜産技術連盟、コスモシステ

ム㈱、㈱マイライフハウジング、ねこまつり at 湯島実行委員会、日本空調サービ

ス工業㈱、松吉医科器械㈱、大東京歯科用品商協同組合、バイオテック㈱、㈱

オルディス、稲門鉄道研究会、吉乃川㈱、日興システック㈱、㈱物流二十四、

大和ライフネクスト㈱等の会議、研修会、セミナーが開催された。 又、会員各

社の展示会、社員研修会、社内行事、面接会場、講演会にも利用された。 

 

３） 電気関連団体の利用報告（実施事業） 

 

① 第６３回新鋭社員教養講座 

    主  催   東京都電機卸商業協同組合                   

    開催日   令和２年４月 1日      全国家電会館１階会議室    

                 中止 

 

② 第４４回新鋭社員早期戦力化ゼミナール 

    主  催   東京都電機卸商業協同組合 

    開催日   令和２年４月２日～４月６日 全国家電会館５階講堂 

                 中止 

 

③ 第１５回新鋭社員 1年後フォローアップ研修会 

    主  催   東京都電機卸商業協同組合 

    開催日   令和２年４月１０日     全国家電会館 1階会議室 

                 中止 

 

④ 第３１回新鋭社員６か月フォローアップ研修会 

    主  催    東京都電機卸商業協同組合 

    開催日   令和２年９月２日      全国家電会館５階講堂 

    参加数   ２８名 

 

⑤ 成果を上げるハイインパクト・コミュニケーション研修 

主  催    東京都電機卸商業協同組合 

    開催日   令和２年１１月１９日      全国家電会館１階会議室 

        令和３年２月１９日       全国家電会館１階会議室 

                  中止 
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⑥ 第１種電気工事士定期講習会を開催。 

    主  催   東京都電気工事工業組合本部、 

足立、江戸川、葛飾、江東墨田、豊島文京、新宿、 

上野、杉並中野、青年部他各地区本部。 

           日本電気協会関東支部 

開催日  令和２年  ８月（１回）、１０月（２回）、11月（３回）、１２月（１回） 

         令和３年  １月（２回）、２月（５回）、３月（２回） 

利用数     回  

参加数   ８２６名 

 

⑦ 東京都電機商業組合消費者懇談会 

    主 催  （社）日本電化協会  

    実 施  東京都電機商業組合 

    開催日        中止 

    参加数   

 

⑧ その他 

      全国電機商業組合連合会 全国電商連関東甲信越地区協議会、東京都電

機商業組合、軽電子機器協議会、全国ラジオテレビ電機組合連合会、など

により、利用された。  

 

２.消費者懇談会事業（実施事業） 

    消費者の安全で快適な電化生活を支援するため、省エネ・節電や、家電製品

の安全な使用に関する情報の提供と消費者との意見交換を目的とした懇談会事

業の主催元として、全国各地区の電機商業組合に実施委託して開催。令和２年

度は新型コロナウイルスの影響で、全国５会場で約１０１名の参加者であった。 

 

３.スマートライフコンシェルジュ講習会事業（実施事業） 

    全国の商業組合会員を対象に、「創エネ」「蓄エネ」「省エネ」に関する、基本知

識の習得をメインテーマとした、スマートライフ等に関する講習会を（一社）日本電

化協会が統括的な主催元となり、全国電商連と連携して推進。 

    本年度は、引き続き「ブロンズコース」「シルバーコース」「ゴールドコース」を実

施。合わせて「フォローアップ講習」の企画を進める。 

 

ブロンズコース  本年  21名、 累計 8,043名 

シルバーコース 本年  15名、 累計 5,910名 

ゴールドコース  本年 17名、 累計 4,974名 
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４．家電製品に関する消費者啓発事業（実施事業） 

    昨年に引き続き「新型コロナウイルスの感染拡大防止」のため、中止としました 

 

  

５．太陽光発電事業（実施事業） 

    太陽光発電に関しての一般消費者への啓発を目的に、会館屋上に１０ＫＷの 

太陽光パネルを設置。会館の１階ホールにモニターテレビを設置し常時発電電

力量を表示するとともに、太陽光パネルの実物見本や発電の仕組みの説明パネ 

ルを配置し、「説明展示スペース」として常時公開。会館利用者以外にも一般消 

費者の誰でもが気軽に太陽光発電に触れる環境を提供し啓発活動として推進。 

    合わせて、太陽光蓄電システムを導入し、1 階大会議室を「緊急対応室」として、

災害時の停電に際して、電気利用できる体制となっている。 

６．展示事業（実施事業） 

    家電流通に関する広汎な資料を収集・展示しそれらの閲覧を一般消費者に対

して行う事により家電に関する理解の促進に努めた。 

   

 

７.広報事業 

  (１)日本電化協会ホームページ作成に関する事業 

情報公開の一環として、ホームページを作成し、当協会の全ての情報をホーム 

ページに公開。 主体事業である「全国家電会館の高度活用」事業に貢献す 

るとともに、 セミナーの「開催案内」の告知を行うなど、広報告知機能として活 

用を図った。 とくに本年度は、会議室申込のシステム見直しを図り、効率化に 

努めた（空き室状況の公開）。 

 

合わせて「スマートライフコンシェルジュ」に関する情報提供を行い、全国の「ゴ

ールドコース」修了店リストを都道府県別に公開を始めた。 

 

＜情 報 公 開 内 容＞ 

１． 日本電化協会の概要 

２． 当協会の定款、又は寄付行為 

３． 役員名簿 

４． 会員名簿 

５． 事業報告書 

６． 正味財産増減計算書 

７． 貸借対照表 

８． 財産目録 

１０． 事業計画書 
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１１． 収支予算書 

１２． 貸会議室案内、使用料金、案内図 

       １３． その他 

   平成２７年４月１日より、上記内容をもとに貸し会議室案内を充実させスタート。 

 

  (2)行政への協力事業 

経済産業省、日本放送協会、消防庁等からの要請を受け、館内ロビー等への

告知ポスターの掲載等を通じ来館者への広報活動に協力した。 

 

８．会館の補修・インフラの整備に関する事業 

（１） 会議室用パーテーション 15枚購入（4月） 

（２） 郵便ポスト 3ケ設置（7月） 

（３） Webカメラ・スピーカーフォン購入 7月） 

（４） 5階用掃除機購入（8月） 

（５） 5階会議室：タイルカーペット貼り（9月） 

（６） 地下 2階倉庫スチールラック 9台購入（9月） 

（７） 5階用椅子 40脚購入（10月） 

（８） 会館廻り盆栽整備（11月） 

（９） 1階入り口サーモネージャー（12月） 

   （10） 小規模修理 

①  4階エアコン修理（10月） 

②  1階水道管修理（11月） 

③  1・5階Wifi・有線工事（12月） 

④  1階サイネージュディスプレイ修理（2月） 

 

    

 

３．  会      議 

（１）令和２年度 監事会開催 

 

   開催日     令和２年４月２３日（木曜日)１２：００開催 

   会  場     全国家電会館 ３階会議室 

   出席者     松本年生 (監事) 

             事務局      坪井 登、 大貫智子 

 議 題 

1.令和元年度決算の件、 

2.令和２年度収支予算の件、 

※報告終了後、令和元年度の、正味財産増減計算書貸借対照表、 

財産目録、収支計算書その他の監査を松本監事により実施。 
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  （２）令和２年度理事会開催 

   開催日     令和 2年年５月末日 

   会 場       書面にて実施 

   理事数     総数１０名、 確認者 １０名、  

   出席者     峯田季志    (理事長) 

                廣瀬美智俊  (副理事長) 

藤木 正則  （理事) 

堀内 覚    （理事） 

牧野 伸彦  （理事） 

伊藤 茂    （理事） 

尾藤 武士  （理事） 

福田 勝則  （理事） 

坂根 司   （理事） 

石川 俊郎  （理事） 

監事        1名 

確認者     松本 年生  （監事） 

事務局        坪井 登 

                  大貫智子  

    税理士        鶴田善久 

 

    議 題 

1.2019（令和元）年度事業報告の件 

2.2019（令和元）年度決算報告及び監査報告に関する件 

3.2019（令和元）年度公益目的支出計画報告書及び監査報告に 

 関する件 

4.役員改選に関する件 

5.2020（令和２）年度事業計画(案)の件 

6.2020（令和２）年度収支予算(案)の件 

 

  （３）令和２年度 第５８回定期総会 

     

        開催日     令和２年６月２５日(木曜日)１１時１５分開催 

        会 場      全国家電会館 １階Ａ会議室 

        会員数      ４７社 

        出席数      １９社 

        委任状      ２4社 ※定足数４３社(９１％ 過半数超総会成立) 

     議  題 

    第１号議案  2019（令和元）年度事業報告承認の件 

    第２号議案  2019（令和元）年度決算報告及び監査報告承認の件 

             2019（令和元）年度公益目的支出計画書報告書監査報告

の件 

    第３号議案  役員改選の件 
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    報告事項   １．2020（令和２）年度事業計画(案)決定の件 

             ２．2020（令和２）年度収支予算(案)決定の件 

 

 （４）2020（令和 2）年度 理事会 

 

   開催日     令和３年３月末日 

   会 場        新型コロナウイルスの感染拡大防止のため書面にて開催 

   理事数      総数１０名、確認者 １０名、  

   確認者       峯田 季志   (理事長) 

                  廣瀬美智俊  (副理事長) 

藤木 正則   （理事) 

堀内 覚    （理事） 

牧野 伸彦   （理事） 

伊藤 茂    （理事） 

尾藤 武士   （理事） 

福田 勝則   （理事） 

坂根 司    （理事） 

石川 俊郎   （理事） 

監事          1名       

確認者       松本 年生  （監事） 

              

   議 題 

1. 理事会を書面による実施の件 

2. 2020（令和２）年度決算見込（案）に関する件 

3. 2021（令和３）年度事業計画（案）に関する件 

2021（令和３）年度収支予算書（案）に関する件. 

 

 

 

４．内閣府関連 

 

（１）公益目的支出計画実施報告書等の提出 

     受領日     令和２年６月２５日 

      表 題     「公益目的支出計画実施報告等の提出」 

通知元       内閣総理大臣 安倍晋三 

     内 容     公益目的支出計画実施報告書等の提出を行い、上記日程に  

  て内閣府より受領通知を受けた。 
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５．  庶 務 事 項 

 （１）登記事項等 

   ○ 令和 1度法人税確定申告書の提出         令和２年５月２６日 

     令和 1年度消費税確定申告書の提出       令和 2年５月２７日 

     令和 1年度事業税、都民税確定申告書の提出 令和 2年 5月２6日 

     令和 1年度事業所税                 令和２年５月２７日 

     令和２年度償却資産税申告書の提出       令和３年１月１６日 

        上記全てハートフル会計事務所より電子申告にて実施   

○ 令和１年度分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 

        提出日    令和３年１月１６日 

        届  所    本郷税務署 

 

 （２）新年名刺交換会の開催 

 

    主  催    一般社団法人 日本電化協会、東京都電機卸商業協同組合 

            中止  

  

 ○新春特別経済講演会開催 

 

                    中止 

 

 

６．  会  員  異  動 

１． 会員の異動 

(１) 入 退 会  

       令和２年４月１日付にて 

 

       退会     株式会社瑞穂 

               日本電計株式会社 

 

                                    

（２） 令和３年３月３１日現在の会員数 

 

       正会員総数     ４７ 

       会員（企業）     ２５ 

       団体会員      ２２    


