
日時： 平成28年7月7日(木）　　16時00分

場所： ホテルメトロポリタン高崎　6階　おしどりの間

小売業部会　　群馬県支部

第32回　群馬県支部総会資料

平成28年度　

公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会



おしどりの間

１． 開会

２． 支部長挨拶

３． 議案審議

４． 第１号議案　平成27年度事業報告承認の件 流通委員長 P２

第２号議案　平成27年度収支報告承認の件 支部会計 P３

第３号議案　監査報告の件 会計監事 P３

第４号議案　平成28年度事業計画（案）承認の件 流通委員長 P４

第５号議案　平成28年度収支予算(案）承認の件 支部会計 P４

５． その他

・群馬県生活文化スポーツ部　消費生活課

・製造業部会　関東支部幹事会社

　日立コンシューマーマーケティング(株）

・製造業部会　群馬分会幹事会社

群馬県電機商業組合

○開会の辞及び挨拶

○祝辞及び乾杯

・製造業部会　群馬分会副幹事会社

○閉会の辞

小売業部会群馬県支部

製造業部会関東支部副幹事会社

ソニーコンスマ―セールス(株）

公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会

小売業部会　　群馬県支部　　総会次第

来賓祝辞

星野　真弓　様

渉外担当部長

司会進行

≪　休　憩　≫

篠原　敏洋　様

副支部長 　和田　忠文

秋山　昌幸

中締め

本締め 工藤　一紀 様渉外部長

支部会計 黒崎　和夫

閉会の辞 支部規約指導委員長 村山　壮介

支店長 石島　宣行　様

司会進行 白浜　勝行

　　　　　　≪　懇　親　会　≫

支店長 山本　隆之　様

支部長 濱川　祐作

　ソニーコンスマ―セールス(株）群馬支店

17:00

せきれいの間

濱川　祐作

副支部長

支部長

課　　長

日立コンシューマーマーケティング(株）群馬支店



第１号議案　平成27年度事業報告承認の件

1．概況報告

協力を頂き、昨年11月に実施致しました。

店頭表示に改善が見られてきましたが、今年度はやや足踏み状態の店舗様が見受けられ

たのは残念でありました、しかしながらこの活動の継続が公平公正な市場競争の維持改善に

大きく貢献していることも事実でもあります。

内容的には他店比較表示が多く見られ二重価格表示違反となり本部への報告事項として

申告致しました。12月には県庁記者クラブに於いて正しい表示店頭キャンペーンの結果に

基づき、報道発表させて頂き一部マスコミに報道もされました。今後とも活動の趣旨に則り

群馬県支部として小売表示規約の研鑽に励み消費者の正しい商品選択が出来る環境づくりに

努力してまいります、行政をはじめとする関係各位のご支援ご協力をお願い申し上げます。

２．個別事業報告

　（１）総会の開催
平成27年7月10日(金）　ホテルメトロポリタン高崎　

　（２）幹事会の開催
開催はありませんでした

　（３）地区連絡調整委員会への参画
平成27年7月16日(木）　 支部長参加

　（４）規約指導委員会の開催(本部）
平成27年9月11日(金）　支部長参加
平成28年2月23日(火）　支部長参加

　（5）正しい表示　店頭キャンペ－ンの実施
平成27年11月16日(月）　会員　6店舗
平成27年12月15日(火）　報道発表

　（６）その他
平成27年12月8日(火）　支部連絡会開催

平成27年度事業報告
（平成27年5月1日から平成28年4月30日まで）

群馬県支部として｢正しい表示店頭キャンペーン」を活動の中心におき、3法人6店舗様の

行政・消費者・製造業部会の皆様と訪問させて頂き、年々消費者の商品選択に資する



第２号議案　平成27年度収支報告承認の件

公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会

小売業部会　群馬県支部

 会費収入  事業費

 量販法人会費 19,440  総会費用 163,320

 商業組合会費 19,440  幹事会費用

 地区連絡会費用 164,682

 助成金収入  規約指導委員会費用

 支部助成金 60,000  店頭キャンペ－ン費用 108,306

 店頭キャンペ－ン助成金 50,000  その他費用

45,900  管理費

 (店キャン関東支部）  通信費 3,306

 懇親会費(製造業部会） 112,000  印刷費

 雑収入  雑費（振込手数料他） 648

 受取利息 26  その他費用(事務委託費） 19,440

懇親会費小売業部会 161,000

 当期収入合計 （A) 467,806  当期支出合計 （C) 459,702

 前年度繰越金 165,971  当期収支差額（A-C) 8,104

 収入合計 （B) 633,777  次年度繰越金（B-C) 174,075

第３号議案　平成27年度監査報告の件

上記の通り相違ないことを確認致しました。

㊞会計監事

会 計 収 支に つい て、 預金 通 帳 並び に帳 簿証 憑書 類を 照合 し 詳 細に 監 査 し ま し た と こ ろ、

平成28年6月14日

（平成27年5月1日から平成28年4月30日まで）

平成27年度　収支報告書
（平成27年5月1日から平成28年4月30日まで）

収入の部 支出の部

平成27年度　監査報告

公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会 小売業部会群馬県支部の平成27年度の

 その他助成金



第４号議案　平成28年度事業計画(案）承認の件

公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会　小売業部会群馬県支部は、会則第３条に
定める目的を達成するために、当年度において次の事業を行う。

　　(1) 支部の重要な事業活動の計画立案及び連絡調整に関すること。

　　(2) 小売業表示規約の周知・普及に関すること。

　　(3) 地区連絡会との連携に関すること。

　　(4) 一般消費者からの苦情・相談処理に関すること。

　 （５）関係官公庁及び関係団体との連絡調整に関すること。

　　(６) その他目的達成に関すること。

第５号議案　平成28年度収支予算(案）承認の件

公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会
小売業部会群馬県支部

 会費収入  事業費

 量販法人会費 14,580  総会費用 175,000

 商業組合会費 14,580  幹事会費用

 地区連絡会費用 175,000

 助成金収入  規約指導委員会費用 10,000

 支部助成金 110,000  店頭キャンペ－ン費用 92,500

 店頭キャンペ－ン助成金 50,000  その他費用 20,000

その他助成金 45,900  管理費

 通信費 2,000

懇親会費用(製造業部会） 112,000  印刷費

 雑収入  雑費 648

 受取利息  その他費用 14,580

懇親会費用(小売業部会） 154,000

 当期収入合計 （A) 501,060  当期支出合計 （C) 489,728

 前年度繰越金 174,075  当期収支差額（A-C) 11,332

 収入合計 （B) 675,135  次年度繰越金（B-C) 185,407

(店キャン関東支部）

収入の部 支出の部

平成28年度　事業計画
（平成28年5月1日から平成29年4月30日まで）

平成28年度　収支予算計画
（平成28年5月1日から平成29年4月30日まで）



氏　名 会社・団体名 備　考

支部長 濱川　祐作 群馬県電機商業組合

秋山　昌幸 (株）ベイシア電器

和田　忠文 群馬県電機商業組合

支部規約
指導委員長

村山　壮介 群馬県電機商業組合

会計監事 白浜　勝行 群馬県電機商業組合

会計 黒崎　和夫 群馬県電機商業組合

鈴木　吉郎 群馬県電機商業組合

齋藤　操 群馬県電機商業組合

井上　三男 群馬県電機商業組合

吉田　剛也 群馬県電機商業組合

田口　範雄 群馬県電機商業組合

倉持　守宏 群馬県電機商業組合

久保庭　正好 群馬県電機商業組合

関　行夫 群馬県電機商業組合

福原　寛 群馬県電機商業組合

小野　信夫 群馬県電機商業組合

流通委員
会委員長

小菅　茂雄 群馬県電機商業組合

事務局 石坂　悦雄 群馬県電機商業組合

公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会　小売業部会　群馬県支部

　平成28年度　役員体制

副支部長

幹事


