第１号議案

１． 概

況

平成２９年度の日本経済は、緩やかな回復基調が続き、失業率の大幅低下や上
場製造業の利益率が大幅に増加するなど、世界情勢の波乱が続く中で堅調に推
移してきた。
また電子電機産業では、電子部品などの好調な輸出の持続もある一方で、国
内家電分野は白モノ家電の堅調な需要が維持されているものの、ＡＶ分野の低
調さは２９年度も続いたままである。
しかしながら、本年１２月から新４Ｋ８Ｋ衛星放送のスタートが決まり、様々
な需要喚起策や２年後の東京オリンピックを控えて、買い替え需要等の掘り起
こしの本格化も、強く期待されている。
こうした状況の下、一般社団法人日本電化協会は、地域電器店中心の流通、
部品メーカーおよび商社、セットメーカー各社との連携で、事業計画に沿って
消費者向けの啓蒙・周知活動や、業界の健全発展への協力事業などに取り組ん
できた。
また、大きな基盤となる全国家電会館の高度利用に関する事業では、貸し会
議室事業、テナント事業の充実を引き続いて図り、日曜・祭日の利用ができる
取り組みなどで、会員に限らず各関係法人や企業、地域社会の便宜性も向上。
結果として、引き続いての高度利用が促進される結果を生み出している。
継続事業でもあり、全国各地で展開されている消費者懇談会は、２９年度も
全国電機商業組合連合会各商組と共催の形で実施され、家電分野に関する啓発
活動としても定着している。
また、スマートライフコンシェルジュ講習会は、日本社会が本格的な超高齢
社会を迎えていることも含め、「創・蓄・省」エネを踏まえた、賢い快適な生
活を提案できる知識やスキルの集成を目指し、これもまた全国電商連と連携し
て実施している事業である。
その他、家電に関する消費者啓発事業の実施や、太陽光発電を行い，会館１
階のホールでモニターを通じ、発電状況や太陽光発電の仕組みの説明パネルな
どで太陽光発電全体についての知識を提供している。
高齢社会ということもあり、多様な家電業界の取り組みで、消費者などへの
啓発が重要となる課題は増えているわけだが、当協会は立場の異なる事業者に
よって構成されている組織であり、この組織にふさわしい視点からの事業を重
視していきたい。
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２． 平成２9 年度 事 業 報 告
(平成２9 年 4 月 1 日～平成 30 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、シンポジウム、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。
合わせて、テレビドラマの撮影会場としての利用もあった。
各種団体・法人の利用はじめ、当協会も主催事業、協賛等を通じて活用し一定
の成果を上げている。今年度においては５階講堂の利用状況は２０％ＵＰ、一般
会議室は１０％ＵＰで、全体として１３％ＵＰと上昇した。また利用金額においては、
１１％ＵＰと、３年連続で二桁ＵＰとなった。
要因としては、ホームページの活用により、新たな会社・団体の利用が引き続き
増加し、関連会社・団体の口コミ。また、日曜・祭日の貸し出しも効果が上がった。
平成２９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）
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
下記テナント入居の関係から、従来の２階Ｂ会議室を廃止

② テナント事業
・平成２９年 ８月 ・・・２階 （一社）アクト様入居
・平成３０年 ３月 ・・・ 〃 遠赤エナジー工業（株）様同居
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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
平成２９年４月（4 回）、 ５月（4 回）、６月（4 回）、７月（3 回）、
８月（2 回）、９月（6 回） 10 月（4 回）、11 月（3 回）、12 月（5 回）
平成３０年１月（2 回）、２月（2 回）、３月（8 回）
利用数
４７回
参加数
４，４１５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
開催日

利用数
参加数

一般社団法人 日本エネルギー学会
平成２９年 ５月（1 回）、６月（3 回）７月（3 回）、８月（1 回）
９月（1 回）、１０月（5 回）、１２月（4 回）
平成３０年 1 月（2 回）、２月（1 回）、３月（2 回）
２３回
６４７名

③ その他
（公社）中央畜産会、㈱gene, 東京都管工事工業協同組合、（公社）東京都高
圧ガス保安協会、湯島倫理法人会、（公社）畜産技術協会、㈱リックテレコム、
㈱住宅新報社、(一社)日本音響学会、フクダエム・イー工業㈱、㈱ＢＢカンパニ
ー、南海国際旅行、大和無線電機㈱、農林水産省、東京都電機企業年金基金、
関電工労働組合、日本電計㈱、㈱トモノカイ、マックロータス㈱、（公社）日本精
神保健福祉士協会、（公社）日本訪問販売協会、日本知的財産協会、㈱日本
医工研究所、アスリード㈱、臨床細胞遺伝子学セミナー実行委員会、コムコ㈱、
吉乃川㈱、（公財）東京都環境公社、（公財）総合健康推進財団、松吉医科器
械㈱、（一社）日本遠隔医療学会、新医学気功、（一社）全国ペット協会、（一
社）日本ホームヘルス機器協会、㈱東芝コンシューマーマーケティング㈱、（一
社）遠隔画像診断サービス連合会、㈱富士通ｾﾞﾈﾗﾙﾌｨｰﾙﾄﾞｾｰﾙｽ、（公社）商
業施設技術団体連合会、全国語学ビジネス観光協会、（一社）東京都ＬＰガス
協会、㈱アズバーズ、（一財）日本石油燃焼機器保守協会、全日本医学生自治
会連合、杏友医療機器協同組合、（一社）日本サーフィン連盟、日本薬科大学、
エムスリーキャリア㈱、鳥居電業㈱、㈱三誠、日本コロムビア吟詠音楽会、㈱光
陽社、㈱モリタ、（一社）地球温暖化防止ネット、シャープエレクトロニクスマーケ
ティング㈱、（一社）日本ＣＡＴＶ技術協会、全日本民主医療機関連合会、グリ
ーンＮＫ会、社会医療法人財団城南福祉医療協会、（一社）日本ケアマネジメ
ント学会、エコル㈱、パナソニック産機システムズ㈱、（一社）日本草地畜産種子
協会、（一社）日本病院薬剤師会、大東京歯科用品商協同組合、光洋電子工
業㈱、広島大学、㈱西野医科器械、（公財）食肉生産技術開発センター、コスモ
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システム㈱、マイクロウェーブ、㈱寺田ポンプ製作所、千代田電子機器㈱、アー
ルイーメディカル㈱、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６０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
平成２９年４月３日
全国家電会館１階会議室
参加数
４６名
② 第４１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
平成２９年４月４日～４月６日 全国家電会館５階講堂
参加数
６１名
③ 第１２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
平成２９年４月１１日
全国家電会館 1 階会議室
参加数
１３名
④ 第２８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
平成２９年月５日
全国家電会館５階講堂
参加数
３０名
⑤ 女性社員のための仕事力養成ゼミ
主 催
東京都電機卸商業協同組合
開催日
平成２９年１０月１８日
全国家電会館１階会議室
参加数
３５名
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、
上野、江戸川、足立、江東墨田、新宿他各地区本部。
日本電気協会関東支部
開催日 平成２９年 ４月（1 回）、７月(2 回)、１０月（1 回）
平成３０年 1 月（1 回）、３月（3 回）
利用数
８回
参加数
１，３３９名
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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 平成３０年２月６日（火）
全国家電会館１階会議室
参加数 ４８名
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。２９年度は全国４４
会場で約１，０８１名の参加者があった。

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」「ゴールドコースコース」を
実施。
ブロンズコース 本年 408 名、累計 7,179 名、
シルバーコース 本年 488 名、累計 5,010 名、
ゴールドコース
3,529 名

４．家電製品に関する消費者啓発事業（実施事業）
昨年の製品安全に関するセミナーに引き続き、２9 年度は、家電製品に関する、さ
らなる普及啓発への寄与を目的に、「家電啓発セミナー」を開催し約８０名の参加を
得て実施した。
開催日 平成 30 年 3 月 9 日（金）
場所
全国家電会館５階講堂
講演
「スマートライフ政策について」
（経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 課長補佐 渡辺琢也氏 ）
「家電は暮らしの玉手箱」
（東京電力エナジーパートナー㈱ リビング・デジタルメディ担当 副部長
ＴＶチャンピオン スーパー家電通選手権 優勝
中村 剛氏）
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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。

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。
１階ロビー正面の展示場における閲覧状況は、従前より向上している。

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。
＜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
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。
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８．会館の補修・インフラの整備に関する事業
（１）Ｂ２Ｆ 受水槽機械室バルブ改修工事（４月）
（２）屋上他防水改修工事（10 月）
（３）非常階段等手すり塗装工事（３月）
（４）電気室 高圧地絡継電器取り換え（10 月）
（５）小規模修理
① ４階ブラインド修理（４月）
② ２・３・４階水道蛇口交換（４月・7 月）
③ ２階タイルカーペット貼り（７月）
（６）耐震改修設計（11 月～３月）
費用、工事期間等を鑑み、継続検討

３．

会

議

（１）平成２８年度 監事会開催
開催日
会 場
出席者

平成２９年４月１３日（木曜日)１１：００開催
全国家電会館 ３階会議室
北原國人（理事長）
松本年生 (監事)
事務局
坪井 登、 大貫智子

議 題
1.平成２８年度決算の件、
2.平成２９年度収支予算の件、
※報告終了後、平成２８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。
（２）平成２８年度理事会開催
開催日
平成２９年４月１３日(木曜日)
会 場
全国家電会館 ４階会議室
理事数
総数１０名、出席 ７名、
出席者
北原國人
(理事長)
廣瀬美智俊 (副理事長)
藤木正則
（理事)
峯田季志
（理事）
濱川祐作
（理事）
香川健二
（理事）
近藤邦彦
（理事）
欠席者
堀内 覚
（理事）
岡林秀雄
（理事）
吉清和芳
（理事）
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監事出席
事務局

松本年生
坪井 登
大貫智子
鶴田善久

税理士

（監事）

議 題
1.平成２８年度事業報告の件
2.平成２８年度決算報告の件
3.役員改選の件
4.平成２９年度事業計画(案)の件
5.平成２９年度収支予算(案)の件
6.その他の件
（３）平成２８年度 第５５回定期総会
開催日
会 場
会員数
出席数
委任状
議

平成２９年５月２６日(木曜日)１１時３０分開催
全国家電会館 ５階講堂
５０社
２１社
２６社 ※定足数４７社(９４％ 過半数超総会成立)

題
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案
第６号議案

平成２８年度事業報告承認の件
平成２８年度決算報告及び監査報告承認の件
役員改選の件
平成２９年度事業計画(案)決定の件
平成２９年度収支予算(案)決定の件
その他の件

（４）平成２９年度 理事会
開催日
会 場
理事数
出席者

平成２９年３月１９日(月曜日)
全国家電会館 ３階会議室
総数１０名、出席 ８名、
北原國人
(理事長)
廣瀬美智俊 (副理事長)
濱川祐作
（理事）
堀内 覚
（理事）
牧野伸彦
（理事）
岡林秀雄
（理事）
石川俊郎
（理事）

-9-

欠席者

藤木正則
須藤利昭
松本年生
坪井 登
大貫智子
鶴田善久

監事出席
事務局
税理士

（理事)
（理事）
（監事）

議 題
1.平成２９年度決算見込（案）に関する件
2.平成３０年度事業計画（案）に関する件
平成３０年度収支予算書（案）に関する件.
3.その他の件

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
平成２９年５月２６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。

５．

庶 務 事 項

（１）登記事項等
○ 新年度の理事の登記完了
登記日
平成２９年８月８日
○ 平成２８年度法人税確定申告書の提出
平成２９年５月２６日
平成２８消費税確定申告書の提出 平成２９年５月２６日
平成２８年度事業税、都民税確定申告書の提出 平成２９年５月２６日
平成２９年度事業所税 平成２９年５月２６日
平成３０年度償却資産税申告書の提出 平成３０年１月２６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
○ 平成２９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
平成３０年１月２４日
届 所
本郷税務署
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（２）新年名刺交換会の開催
主 催
社団法人 日本電化協会、東京都電機卸商業協同組合
開催日
平成３０年１月１１日（水曜日）午後３時３０分開催
会 場
全国家電会館 ５階講堂
出席者
１３７名
○関係官庁、ＮＨＫ、業界関連団体、家電メーカー・販売会社、卸組合、小売組
合、健保、年金、報道、その他関係者多数に出席頂く。来賓の経済産業省商務
情報政策局総務課 渡辺課長、ＮＨＫ営業局 須釜専任局長より祝辞のあと、
シャープマーケティングジャパン㈱居石副社長より年頭所感を頂き、第２部懇親
ﾊﾟｰﾃィを含め盛況裡に終了した。
○新春特別経済講演会開催
開催日
平成３０年１月１１日（木曜日）午後２時３０分開催
会 場
全国家電会館 ５階講堂
講 師
日本放送協会 解説委員 関口 博之 殿

６．
１．

会

員

異

動

会員の異動
(１) 入 会 会 員
①

公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会
代表者 会長 深尾定男
平成２９年４月１日

＜ 入 会 １社 ＞
平成３０年３月３１日現在の会員数
正会員総数
会員（企業）
団体会員

５０
２８
２２
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