
平成29年の新年を迎え、謹んで新春のお慶びを申し上げます。

旧年は総務省消防庁をはじめ、全国の消防関係団体の皆様には日頃

より当協会及び会員に対しましてご指導・ご高配を賜り厚くお礼申し

上げます。また、会員の皆様には協会運営にご支援ご協力を賜り厚く

お礼申し上げます。

平成28年も自然災害に対する安心・安全対策に対して、大きな警鐘

を発信した一年となってしまいました。4月の熊本地震発生による甚大

な被害、8月の相次ぐ3つの台風の襲来による岩手、北海道の大きな水害、また10月の鳥

取地震発生等による地域の社会生活基盤の破壊は、その度に地域の防火、防災、水防政策

の難しさを痛感します。被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。

全消販は、6月に開催されました大阪国際消防防災展に会員企業と合同で出展をしまし

た。また、7月には東京において、首都圏消防関係団体の役員各位と消防庁予防課設備専門

官並びに各協会役職者各位、全消販役員、会員一同にて研修会と避難設備点検結果の対応、

非常用発電設備の負荷試験等について討議・意見交換を致しました。

10月には札幌市において、全消販合同会議を開催し、総務省消防庁予防課重責者講師に

よる「予防行政（課題と対応）」のご講演をいただきました。また、北海道総務部危機対

策局、札幌市消防局、北海道消防関係団体役員との情報交換会を開催することが出来ま

した。

全消販は、昭和61年7月に公益法人として設立誕生し、お蔭様で昨年30周年を迎える

ことが出来ました。本年5月には設立30周年記念式典を開催する予定です。本年を新た

なスタートの年にすべく、地域社会住民に最も近い立場から、消防機器の設置、設備点検

等の重要性の啓発活動をユーザーに展開すると共に、「身近な生活における安心・安全の

確保」について、いままでにも増して協会会員が一致協力して地域の発展に積極的に対応

する所存です。

今年も、総務省消防庁をはじめ、消防行政関係並びに消防防災関係団体各位の力強いご

支援を心よりお願いする次第です。年頭にあたり関係各位及び会員の皆様のご健勝とご発

展をご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。
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理事長
大 槻 浩 平

Ⅰ．新年のご挨拶
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1．叙勲伝達式  （総務省消防庁関係）
平成28年秋の叙勲受章者が、11月3日（木）「文化の日」に発表されました。

全消販会員の末吉  稔 氏が、「旭日双光章」を受章されました。

末吉 稔 氏は、（一社）熊本県消防設備協会 会長として永年にわたり地元の

消防力の強化、充実に尽力され、消防の発展に貢献されました。

伝達式は、11月14日（月）午前11時30分よりニッショーホール（東京都

港区）にて執り行われ、代表して授与された後、宮中に参内し天皇陛下に

拝謁しお言葉を賜りました。誠におめでとうございます。

 末  吉　稔  氏　株式会社末吉商会　代表取締役会長（熊本県）

平成28年秋の褒章受章者が、11月3日（木）「文化の日」に発表されました。

褒章伝達式は、11月15日（火）午前11時30分より、スクワール麹町（東

京都千代田区麹町6）にて、島田 三郎大臣政務官 ・髙橋 淳全国消防長会会長・

原田 正司（一財）日本消防設備安全センター理事長・北爪 敬治（一社）全国

消防機器協会会長、その他多くのご来賓臨席のもと、秋の消防庁関係褒章伝

達式が執り行われました。

全消販会員（副理事長）の臼井 潔 氏が（一財）岐阜県消防設備協会 会長と

して永年にわたる消防防災活動に貢献的に努力され、消防の発展に大きく寄

与した貢献により「藍綬褒章」を授与されました。

 臼  井　潔  氏　株式会社ウスイ消防 代表取締役  （岐阜県）

伝達式後、ご婦人同伴にて宮中に参内し、天皇陛下より拝謁の榮に浴しました。

誠におめでとうございます。

11月2日（水）午後3時30分より、明治記念館（東京都港区）にて、

青木 信之消防庁長官・原田 正司（一財）日本消防設備安全センター理事長・

北爪 敬治（一社）全国消防機器協会会長、その他多くのご来賓臨席のもと、

平成28年度消防設備関係等功労者の表彰式が執り行われました。

各受賞者は次頁の方々です。また、表彰式終了後、表彰祝賀会が盛大に

開催されました。

Ⅱ．平成28年 秋の表彰関係

2．褒章伝達式  （総務省消防庁関係）

3．平成28年度  消防設備関係功労者等表彰式

青木消防庁長官
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（1）消防庁長官表彰
① 消防機器開発普及功労者表彰

・全消販上申会員より、五十嵐氏、佐藤氏が受賞され、また全消販会員より上田氏、加藤氏、

井上氏が受賞されました。誠におめでとうございます。

 五十嵐　要　介　氏 株式会社ホシノ 代表取締役 （福島県）

 佐　藤　栄　紀　氏 中央理化工業株式会社 常務取締役 （東京都）

 上　田　勝　也　氏 上田消防建設株式会社 代表取締役 （大阪府）

 加　藤　　　修　氏 株式会社立売堀製作所 代表取締役 （大阪府）

 井　上　秀　嗣　氏 ヤマトプロテック株式会社 上席執行役員 （東京都）

② 消防設備保守関係功労者表彰
・全消販会員より以下の方々が受賞されました。誠におめでとうございます。

 鈴　木　明　彦　氏 株式会社ベルテック 代表取締役 （愛知県）

 永　井　健　三　氏 株式会社プロテック 代表取締役 （広島県）

 中　野　憲　司　氏 （一財）大分県消防設備安全協会　 理事長 （大分県）

  （ 新日本消防設備（株）代表取締役会長 ）

（2）一般財団法人日本消防設備安全センター理事長表彰
・全消販会員より以下の方々、事業所が受賞されました。誠におめでとうございます。

① 消防設備保守関係者表彰
 秋　山　季久榮　氏 株式会社佐倉防災 代表取締役 （千葉県）

 本　田　　　明　氏 株式会社協友防災工業 代表取締役 （東京都）

 倉　重　信　一　氏 株式会社倉重ポンプ商会 代表取締役 （福岡県）

 六　角　　　篤　氏 株式会社ホシノ 郡山支店 常務取締役 （福島県）

② 消防用設備等点検済表示制度推進優良事業所表彰
 有限会社タナカ消防設備　代表取締役　田　中　大　介　氏 （熊本県）

4．平成28年度  消防設備関係功労者等表彰式

五十嵐 要介 氏 佐藤 栄紀 氏
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Ⅲ．全消販平成28年度合同会議開催
平成28年度の全消販合同会議が札幌市にて開催されました。以下に実施概況をお知らせします。

開 催 日：平成28年10月23日（日）14：00〜17:30
開催場所：札幌プリンスホテル 国際館パミール（札幌市中央区南3条）
出 席 者 （敬称略）
 理 事 長 大槻　浩平 
 副理事長 氏家　英喜 富永　　護 臼井　　潔 結城　　剛
 理　　事 下出　元明 道畑　仁志 鈴木　明彦 山下　保一 永井　健三 矢野　正剛
  拝師　知行 佐藤　栄紀 倉重　信一 麻生川通夫 髙橋　敬一 武者　惠吾
  髙坂　光一
 監　　事 金子　勝明 諏訪　博之 新井　一弘 事務局長 岡田　　昇
 会　　員 高橋　一雄 高橋　一豪 池田　　誠 上田　　博 小野木俊司 佐々木常博
  佐藤　竜也 田中　由彦 千葉　直哉 古川　榮一 八木　健眞 柳澤　由藏
  秋山季久榮 滝田　吉宏 田口　正幸 土谷　淳一 冨田まゆ子 堀川　正弘
  森　　祐二 横井　　亮 小神　則雄 志水ひろみ 永田　　豊 西川　昌宏
  野村　親生 浜島　豊博 栃尾　　進 宮田　　薫 山下　泰助 横田　浩之
  城田　伸夫 相浦　光男 村上　美冬
 賛助会員 宮崎　勝美 堀　　國治 河合　　恒 井上　秀嗣 土谷　和博 笹渕　俊二
  岩崎　文男 舛谷　和世
  

出席者合計：63名

（1）開会
事務局長より理事会開催の定足数充足の報告と会議配布資料確認及び会議プログラムの説明があ

り、大槻理事長の開催の挨拶、地元の下出理事の挨拶があり、その後事務局より参加者の紹介が行わ
れ定款の定めにより理事長が議長に就任し、議事審議に入った。

（2）議事
第1号議案 平成28年度 上半期の事業報告について

議長は定款の定めにより業務執行状況を理事会に報告する旨を述べ、以下の事項を事務局長
に説明させ、説明後議長はこれを一堂に諮り、承認された。
① 組織・理事会等

上半期の入会会員状況及び総会、理事会等の実施状況について説明がなされた。
② 事業の概要

褒章・表彰、情報交換会、外部委員会への役員派遣状況について説明がなされた。
③ 上半期収支報告

上半期の収支につき説明がなされた。
④ 会員の入退会状況

会員の入退会状況、地域ブロック別の会員状況について報告がなされた。
報告事項

事務局長より、以下について報告がなされた。
① 大阪国際消防防災展出展について

出展概況、来場者数及び2018年防災展について。
② 研究開発助成金事業について

今年度の進捗概要、来年度の募集テーマについて。
③ 設立30周年記念事業について

記念行事開催日、実施概況、実行委員会発足について。
④ 今後の行事予定について

来春までの主たるイベント日程について報告がなされた。

1．第145回 理事会

合同会議
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2．情報交換会（会員からの提言・PRタイム）

以下の会員各社から提言、PRが行われました。テーマ、発表者、連絡先は以下のとおりです。

（1）株式会社 アタイム 代表取締役　宮田　　薫　様
 • 水圧開放装置の点検法制化の動向について
   TEL：03-5691-3696

（2）株式会社 藤井ポンプ製作所 代表取締役　横田　浩之　様
 • 蓄圧消火器の機能点検について
   TEL：079-225-2376

（3）ヤマトプロテック株式会社 上席執行役員　井上　秀嗣　様
 • 新消火薬剤（エアロゾル消火装置）のご紹介
   TEL：03-3446-7151

（4）中央理化工業株式会社 常務取締役　佐藤　栄紀　様
 • 地域防災力の向上を目指して
   TEL：03-3946-7501

（1）総務省消防庁　予防課長　鈴木　康幸　様
「予防行政（課題と対応）」と題して、以下のテーマについてご講演いただきました。

• 自家発電設備の負荷運転について
• 誘導灯の経年劣化等を踏まえた点検方法の見直しについて
• 有資格者により点検を行う範囲について
• 自動火災報知設備の煙感知器感度試験について
• 光警報装置の設置に係るガイドラインについて
• 民泊サービスにおける規制改革の概要　
・ 住宅用火災警報器の設置率等 等など

ご来賓の鈴木予防課長、北海道総務部危機対策局、札幌市消防局予防部、
 （一社）北海道消防設備協会の皆様を囲んでの記念撮影。

合同会議の翌24日には、有志にて余市町、小樽市内を散策しました。

3．講　演　会

4．有志による観光

鈴木予防課長
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Ⅳ．名刺交換会・互礼会

平成29年1月6日午後3時より、青木信之消防庁長官、片山虎之助参議院議員、髙橋淳全国消防長

会会長、坂井秀司日本消防検定協会理事長、原田正司（一財）日本消防設備安全センター理事長その他

多くのご来賓、各工業会役職者、会員等約600余名の出席のもと、北爪 敬治（一社）全国消防機器協

会会長の開会の辞と青木消防庁長官の挨拶、片山参議院議員の祝辞、乾杯のご発声にて平成29年新年

名刺交換会が開催され、盛大な懇親会後、橋爪毅副会長の中締めにより閉会しました。

全消販会員からは、60名の方々が参加されました。また、平成30年は、1月9日（火）に同会場にて

開催予定です。

1．平成29年  新年名刺交換会 （明治記念館  冨士の間）

2．平成29年  新年互礼会 （ホテルグランヴィア大阪  名庭の間）

平成28年
 10 月 4日 消防機器等製品情報センター運営委員会 （消防会館）

 10 月 4日 （一社）全国消防機器協会事務局長会議 （消防会館）

 10月 11日 第3回消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討部会 （主婦会館プラザエフ）

 10月 14日 第25回全国消防操法大会 （南長野運動公園）

 10月 23日 全消販合同会議（第145回理事会）（札幌） （札幌プリンスホテル）

 10月 26日 （一社）全国消防機器協会総会 第2回理事会 （スクワール麹町）

 11 月 2日 消防庁長官表彰式（消防設備保守、優良消防用設備等表彰） （明治記念館）

 11 月 4日 第4回消防用設備等の経年劣化等に対応した点検方法等検討会 （安全センター）

 11 月 7日 第2回総合的な住宅防火対策等の啓発に関する検討委員会 （郵政福祉虎の門）

 11 月 8日 消防機器等製品情報センター運営委員会 （消防会館）

 11 月 8日 （一社）全国消防機器協会事務局長会議 （消防会館）

 11月 15日 平成28年秋の褒章伝達式 （スクワール麹町）

 11月 16日 全消販設立30周年記念事業推進委員会 （全消販事務局）

 11月 18日 平成28年度  消防機器に関する研修会（大阪） （メルパルク大阪）

 11月 24日 平成28年度  消防機器に関する研修会（東京） （スクワール麹町）

 12 月 2日 （一社）全国消防機器協会事務局長会議 （政福祉虎の門）

 12月 14日 消防防災関係資格者講習運営委員会 （安全センター）

Ⅴ．平成28年度下期　事業・行事

平成29年1月11日午後3時より、鈴木康幸消防庁予防課長、藤井茂樹大阪市消防局局長、坂井秀司

日本消防検定協会理事長、原田正司（一財）日本消防設備安全センター理事長その他多くのご来賓、各

工業会役職者、会員等約350余名の出席のもと、北爪敬治（一社）全国消防機器協会会長の開会の辞

と鈴木予防課長の挨拶、藤井大阪市消防局局長の挨拶、遠山榮一副会長の乾杯のご発声にて平成29年　

新年互礼会が開催され、盛大な懇親会後、橋爪毅副会長の中締めにより閉会しました。

全消販会員からは、57名の方々が参加されました。また、平成30年は、1月10日（水）に同会場に

て開催予定です。
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平成29年
 1月 6日 （一社）全国消防機器協会  名刺交換会 （明治記念館）

 1月 11日 （一社）全国消防機器協会  新年互礼会 （ホテルグランヴィア大阪）

 1月 13日 消防機器等製品情報センター運営委員会 （消防会館）

 1月 13日 第4回消防用機器等の海外展開の推進に向けた懇談会の開催について （消防会館）

 1月 13日 （一社）全国消防機器協会事務局長会議 （消防会館）

 1月 16日 東京防災救急協会賀詞交歓会 （スクワール麹町）

 1月 19日 日本防災設備協同組合賀詞交歓会 （東京ガーデンパレス）

 2月 1日 全消販正副理事長会議 （全消販事務局）

 2月 7日 消防機器等製品情報センター運営委員会 （消防会館）

 2月 7日 （一社）全国消防機器協会事務局長会議 （消防会館）

 3月 7日 消防機器等製品情報センター運営委員会 （消防会館）

 3月 7日 （一社）全国消防機器協会事務局長会議 （消防会館）

 3月 14日 （一社）全国消防機器協会第3回理事会 （ルポール麹町）

 3月 14日 社会貢献委員会 （ルポール麹町）

 3月 15日 第12回ハロン管理委員会 （ｲｲﾉｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ）

 3月 17日 全消販第146回理事会 （スペースまる八）

 3月 22日 消火器リサイクルシステム評価推進委員会 （明治記念館）

1．「平成 28 年版消防白書」が公表されました
平成28年版消防白書が公表（平成28年12月20日 消防庁）されました。

今年の白書では、特集において、熊本地震の被害と対応、平成 28 年 8 月の台風等の被害と対応、

消防団を中核とした地域防災力の充実強化、消防における女性消防吏員の活動推進、伊勢志摩サミッ

トにおける消防特別警戒の実施が記載されています。

また、本編では、火災や風水害をはじめとする各種災害の統計数値を含む現況と課題、消防防災の

組織と活動等について記載されています。消防庁のホームページをご覧ください。

 特 集
① 熊本地震の被害と対応

② 平成28年8月の台風等の被害と対応

③ 消防団を中核とした地域防災力の充実強化

④ 消防における女性消防吏員の活動推進

⑤ 伊勢志摩サミットにおける消防特別警戒の実施

 本 編
① 災害の現況と課題 ② 消防防災の組織と活動

③ 国民保護への対応 ④ 自主的な防火防災活動と災害に強い地域づくり

⑤ 国際的課題への対応 ⑥  消防防災の科学技術の研究・開発

Ⅴ．平成28年度下期　事業・行事

Ⅵ．お知らせ
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2．新入会員のご紹介　（28 年 4 月以降のご入会）
① 株式会社山本総合防災 代表取締役 山本　泰幸　氏 （兵庫県伊丹市）

② 株式会社タケシン防災 代表取締役 白川　智広　氏 （大阪府大阪市）

③ 株式会社グリーン防災設備 代表取締役 竹本　　卓　氏 （福岡県福岡市）

④ 中村消防防災株式会社 代表取締役 中村　隆美　氏 （宮崎県宮崎市）

⑤ 九州消防株式会社 代表取締役 大薗　幹彦　氏 （宮崎県宮崎市）

⑥ システムサービス株式会社 代表取締役 田中　由彦　氏 （北海道札幌市）

⑦ 株式会社ヤマト商会 代表取締役 池田　　誠　氏 （北海道帯広市）

⑧ 株式会社マルヤマ三紀商会 代表取締役 山下　広和　氏 （和歌山県和歌山市）

⑨ 関西ホーチキエンジニアリング株式会社 代表取締役　増本　　修　氏 （大阪府大阪市）

⑩ 株式会社大森商会 代表取締役 大森　　薫　氏 （滋賀県甲賀市）

⑪ 株式会社多摩ニッタンサービス 代表取締役 北澤　誠一　氏 （東京都八王子市）

3．全消販　設立 30 周年記念式典について

設立30周年記念式典を以下にて総会開催時に実施します。詳細は後日ご案内します。

是非ご予定に入れていただき、多くの会員の皆様のご参加をお願いします。

開催日： 平成 29 年 5 月 12 日（金）
会　場 ： 「KKR ホテル東京」 （東京都千代田区大手町 1）

	 ・定時総会・記念式典 13：30  〜
 ・記念講演会 16：30  〜
 ・祝 賀 会 17：30  〜

4．全消販　合同会議開催について

全消販合同会議の開催地が決まりました。詳細につきましては後日ご案内差し上げます。

多くの会員の皆様のご参加をお待ちしています。

開催日：平成 29 年 10 月 27 日（金）  14 時 〜
  ・合同会議、講演会、懇親会等
  ・28 日（土）は希望者による観光を予定しています。
開催地：福岡県福岡市
会　場 ：ANA クラウンプラザホテル福岡 （博多区博多駅前）

5．訃報のお知らせ

全消販の理事（平成13年度から今年度）の市川 章一  氏がお亡くなりになりました。

謹んでご冥福をお祈りいたします。

・市川　章一　氏　（株）日本防火研究所　取締役会長　平成28年12月26日ご逝去（享年67歳）

Ⅵ．お知らせ


