
日　時 ：平成30年5月11日（金）14時00分　〜

場　所 ：「KKRホテル東京 （孔雀の間）」　（東京都千代田区大手町1）

第32回定時総会は、司会の岡田事務局長より出席会員総数188名（本人出席90名・委任状提出98

名・出席率94％）にて、定款16条に基づく総会開催定足数に充足し、総会が有効に成立する旨が告げ

られ、総会の開会宣言がなされました。

事務局長の開会宣言に続いて、氏家理事長の開会の挨拶の後、定款15条による出席会員の指名と了承

にて、氏家理事長が議長に就任しました。続いて、議長は議事録署名人として道畑理事及び滝田監事を

指名選任し、各位が指名を受諾し、下記の議案が審議され各号議案が可決承認されました。

第5号議案の辞任に伴う新理事の選出では、菅原太喜夫氏（中央理化工業株式会社 代表取締役）が新

理事に選出されました。

報告事項として、氏家理事長から優良事業所認定委員会設置について概要が報告されました。また、

研究開発助成金交付事業については、大槻理事から26、27、28年度の「消火器使用訓練装置」について

報告があり、矢野理事からは、29年度の「加熱試験器」の開発状況について報告がなされました。事務

局長から今後の主な行事予定について説明があり、全ての審議・報告を終了し、氏家理事長が閉会を宣

しました。

議　案
　第1号議案　平成29年度事業報告書承認の件

　第2号議案　平成29年度収支計算書・監査報告書承認の件

　第3号議案　平成30年度事業計画書（案）承認の件

　第4号議案　平成30年度収支予算書（案）承認の件

　第5号議案　辞任に伴う理事の選出について

　報告事項　　① 優良事業所認定委員会の設置について

　　　　　　　② 研究開発助成金交付事業について

　　　　　　　③ 今後の主な行事予定について
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Ⅰ．全消販　第32回定時総会開催

1．定 時 総 会

総会会場 滝田監事監査報告

氏家理事長挨拶
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消防機器販売業関係者表彰式が、ご来賓、関連団体、会員多数の出席により開催され、氏家理事長よ
り、表彰状と記念品が手渡されました。来賓各位よりの祝辞に続き、受賞者代表の（株）スエヒロの小
野正夫氏が感謝の辞を述べ、式典閉式後に来賓、正副理事長と共に記念撮影をしました。

式典次第　①開式の辞　　②理事長式辞　　③功労者表彰　　④優良従業員表彰
　　　　⑤来賓祝辞
　　　　　　総務省消防庁 予防課長 鈴 木　康 幸　様
　　　　　　日本消防検定協会 理事長 大 江　秀 敏　様
　　　　　　（一財）日本消防設備安全センター 理事長 原 田　正 司　様
　　　　⑥受賞者代表謝辞
　　　　⑦閉式の辞

功労者表彰　　以下の6名の方々が受賞されました。誠におめでとうございます。
・千 葉　信 男　氏 （株）大崎防災 （宮城） ・伊 藤　　 宏　氏 桜ホース（株） （東京）
・古 木　庸 雄　氏 （株）イチボウ （東京） ・宇治田 康 久　氏 有明産業（株） （東京）
・小 神　則 雄　氏 （株）富士 （岐阜） ・藤 岡　秀 則　氏 （株）フジオカ （長崎）

優良従業員表彰　　以下の14名の方々が受賞されました。誠におめでとうございます。
・太 田　享 一　氏 関東防災工業（株） （群馬） ・吉 田　　 仁　氏 中央理化工業（株） （埼玉）
・西 勝　和 美　氏 東洋防災（株） （埼玉） ・小 野　正 夫　氏 （株）スエヒロ （千葉）
・齋 藤　　 航　氏 （株）消防科学研究所 （千葉） ・大 貫　利 光　氏 （株）防災サービスセンター （東京）
・関 　　　 傑　氏 浦野工業（株） （東京） ・犬 竹　利 夫　氏 東洋防災（株） （東京）
・西 岡　貞 和　氏 ユージーメンテナンス（株） （東京） ・亀 山　健 太　氏 （株）ウスイ消防 （岐阜）
・古 川　　 覚　氏 東報防災工業（株） （愛知） ・大 田　　 哲　氏 大槻ポンプ工業（株） （京都）
・坂 本　隆 徳　氏 中央理化工業（株） （熊本） ・松 本　　 浩　氏 ユージー・防災設備（株） （熊本）

2．（一社）全国消防機器販売業協会表彰式

優良従業員表彰受賞者

功労者表彰受賞者

ご　来　賓 小野 氏の代表謝辞
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講　師　　総務省消防庁　予防課長　　鈴 木　康 幸　様
テーマ　　『予防行政（課題と対応）』
　＜ご講演要旨＞
　　①消防用設備等点検報告制度の現状について
　　　- 点検報告制度のあり方に関する検討部会について
　　　- 点検票に記載されている不備又は違反事項の是正について
　　　- 自家発電設備の点検基準の見直し（案）について
　　　- 小規模飲食店等における点検報告に関わる対応
　　　- 消火器点検アプリの基本的な考え方
　　②民泊サービスに係る動向等について
　　　- 住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱い
　　　- 消防法により求められる主な対応一覧
　　　- 住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付について
　　　- 古民家等を活用した施設に対する消防用設備等に係る対応状況
　　　- 古民家等の特例通知について
　　③自力避難困難者が多く利用する施設における訓練指導の推進及び
　　　2020年オリンピック・パラリンピック東京大会への対応について
　　　- 多数の自力避難困難者が利用する小規模施設における有効な避難方法の検討
　　　- 外国人来訪者や障害者等が利用する施設における避難誘導等の多言語対応等
　　　- 今後の取組
　　④住宅防火対策について
　　　- 住宅火災による死者の発生状況、死者数の推移
　　　- 住宅用火災警報器の普及と住宅火災の状況、設置率、設置・維持管理の必要性
　　⑤最近の火災を踏まえた安全対策について

① 開　会
② 理事長挨拶 理事長 氏 家　英 喜
③ 祝　辞　　　総務省消防庁　予防課長　　　　 鈴 木　康 幸　様
④ 乾　杯　　　（一社）全国消防機器協会 会長 橋 爪　　 毅　様
⑤ 懇親会
⑥ 中締め 副理事長 臼 井  　  潔
⑦ 閉　会

3．講  演  会

4．表彰祝賀会・定時総会懇親会（瑞宝の間）

臼井副理事長中締め挨拶 スタッフ打上げ後記念撮影

橋爪会長の乾杯

鈴木予防課長
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平成30年春の褒章受章者が、4月28日に発表されました。

褒章伝達式は、5月15日（火）午後1時55分より、東京消防庁スクワール麹町にて挙行され、稲山博

司消防庁長官より伝達されました。秋本敏文（一財）日本消防協会会長、村上研一全国消防長会会長、

原田正司（一財）日本消防設備安全センター理事長、遠山榮一（一社）全国消防機器協会副会長のご来

賓臨席のもと、春の消防庁関係褒章伝達式が執り行われました。

黄綬褒章受章者として、全消販上申会員の八木氏が、また、会員の永井氏が受章されました。

　　八 木　健 眞　氏　　北海道消防機材株式会社　代表取締役社長　　（北海道）

　　永 井　健 三　氏　　株式会社プロテック　　　代表取締役社長　　（広島）

伝達式後、受章者はご婦人同伴にて

皇居に参内され、天皇陛下に拝謁の栄

を賜り、受章者一同による記念撮影を

いたしました。誠におめでとうござい

ます。

5月31日（木）午後4時30分より、明治記念館にて、緒方俊則消防庁次長、塩谷壮史設備専門官、大

江秀敏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

来賓のご出席のもと、表彰式が開催されました。

全消販上申の会員より、以下の4名の方々が受賞されました。誠におめでとうございます。

・高 橋　　 功　氏　　株式会社高義商会　　　（秋田）

・川 口　康 弘　氏　　株式会社消防弘済会　　（東京）

・谷 口　欣 也　氏　　丸新消防株式会社　　　（岐阜）

・岡 田　勝 男　氏　　株式会社入谷商会　　　（大阪）

Ⅱ．平成30年 春の表彰関係

1．平成30年春の褒章伝達式（総務省消防庁関係）

2．平成30年度　（一社）全国消防機器協会　会長表彰

高橋  功 氏 川口 康弘 氏 谷口 欣也 氏 岡田 勝男 氏

八木 健眞 氏 永井 健三 氏
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 4月10日 （一社）全国消防機器協会事務局長会議 （消防会館）
 4月18日 全消販 平成30年度第1回定例運営委員会 （全消販会議室）
 4月25日 日本消防検定協会消防機器業務懇談会 （明治記念館）
 
 5月　8日 消防機器等製品情報センター運営会議 （消防会館）
 5月　8日 （一社）全国消防機器協会事務局長会議 （消防会館）
 5月11日 全消販 理事会 （KKRホテル東京）
 5月11日 全消販 第32回定時総会・表彰式・講演会 （KKRホテル東京）
 5月15日 平成30年春の褒章伝達式 （東京消防庁スクワール麹町）
 5月15日 （一社）日本消火装置工業会総会 （ルポール麹町）
 5月17日 （一社）全国消防機器協会第1回理事会 （ルポール麹町）
 5月18日 （一社）日本消防服装・装備協会総会 （主婦会館）
 5月21日 （一社）日本消火器工業会総会 （明治記念館）
 5月22日 （一社）全国避難設備工業会総会 （AP新橋虎の門）
 5月23日 （一社）日本消防ポンプ協会総会 （明治記念館）
 5月23日 特定非営利法人消防環境ネットワーク総会 （イイノホール）
 5月24日 神奈川県防災消防協同組合総会 （メルパルク横浜）
 5月24日 （一社）日本照明工業会総会 （新橋第一ホテル）
 5月24日 （一社）日本消防放水器具工業会総会 （明治記念館）
 5月25日 ガス警報器工業会総会 （如水会館）
 5月29日 （一社）日本火災報知機工業会総会 （東天紅）
 5月31日 （一社）全国消防機器協会総会・表彰式 （明治記念館）
 
 6月　5日 消防防災研究助成審査委員会 （安全センター会議室）
 6月　5日 消防機器等製品情報センター運営会議 （消防会館）
 6月　5日 （一社）全国消防機器協会事務局長会議 （消防会館）
 6月　6日 住宅防火対策推進事業等担当者会議 （消防会館）
 6月　8日 （一社）日本内燃力発電設備協会総会 （ホテルグランドパレス）
 6月26日 （一財）日本消防設備安全センター 定時評議員会 （安全センター会議室）
 
 7月10日 消防機器等製品情報センター運営会議 （消防会館）
 7月10日 （一社）全国消防機器協会事務局長会議 （消防会館）
 7月20日 全消販 平成30年度第2回定例運営委員会 （全消販会議室）
 7月20日 消火器リサイクル推薦センター広報委員会 （消火器工業会会議室）
 7月31日 女性防火クラブによる住宅用防災機器等普及啓発に関する委員会 （消防会館）
 
 8月　7日 消防機器等製品情報センター運営会議 （消防会館）
 8月　7日 （一社）全国消防機器協会事務局長会議 （消防会館）
 8月20日 消防関係専門紙各社との懇談会 （ルポール麹町）
 
 9月11日 消防機器等製品情報センター運営会議 （消防会館）
 9月11日 （一社）全国消防機器協会事務局長会議 （消防会館）
 9月27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）

Ⅲ．平成30年度上期　事業・行事（4月〜9月）
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定時総会にて概要のご説明後、会員の皆様にご案内（6月5日付）しました「消防用設備等点検優良

事業所認定」の申請を7月6日に締切りました。7月13日の認定委員会により、以下の会員（事業所）が、

認定規程第3条の認定基準に適合し、認定されましたのでお知らせします。

認定期間は、2018年8月1日から2020年7月31日となります。

Ⅳ．消防用設備等点検優良事業所認定会員について

都道府県 事業所名（アイウエオ順）
北海道 アンスル（株）

第一防災（株）
中央防災（株）
中央防災システム（株）　本社
中央防災システム（株）　札幌（営）
中央防災システム（株）　滝川（営）
中央防災システム（株）　中標津（営）
中央防災システム（株）　根室（営）
北海道消防機材（株）
北興通信（株）

（株）ヤシマ保全
（株）ヤマト防災サービスセンター

宮　城 （株）大崎防災
（株）古川ポンプ製作所

福　島 援護化学（株）
埼　玉 （株）サイボウ

藤岡防災設備（株）
脇防災（株）

千　葉 （株）佐倉防災
（株）ニッショウ　千葉支店

東　京 （株）アタイム　東京支店
（株）イワナガ
（株）協友防災工業
齋田産業（株）
シノハラ防災（株）

（株）消防弘済会
（株）スエヒロ
中央理化工業（株）

（株）千代田防災
（株）ニッショウ　本社
（株）不二興産
（株）プロサス
真弓興業（株）　東京支社
ユージーメンテナンス（株）　本社
ユージーメンテナンス（株）　小平（営）
ユージーメンテナンス（株）　町田（営）

（株）渡辺武商店
神奈川 晃洋商事（株）

都道府県 事業所名（アイウエオ順）
神奈川 （株）シーエスワン

（株）渡辺武商店　湘南支店
（株）渡辺プロテック

新　潟 高坂防災（株）
岐　阜 アンシンク（株）

（株）ウスイ消防
愛　知 三栄工業（株）

（株）セルス
東海消防設備（株）

（株）ニッショウ　名古屋支店
浜島防災システム（株）

（株）ベルテック
三　重 鈴鹿防災（株）

矢野防災設備（株）
（株）山口商会

滋　賀 （株）大森商会
京　都 大槻ポンプ工業（株）

（株）大　同
日本防火産業（株）

（株）ヤマト商会
大　阪 （株）アスボウ防災サポート

和泉防災（株）
木内ポンプ（株）
タイホ防災工業（株）

（株）ダイリン
（株）ニッショウ　大阪支店
真弓興業（株）　大阪支社
真弓興業（株）　本社

兵　庫 （株）アタイム　本社
広　島 （株）ニッショウ　広島支店

（株）プロテック
山　口 真弓興業（株）　中国支社
福　岡 （株）倉重ポンプ商会

（株）ヤナセファイテック
ユージー・防災設備（株）

熊　本 三輝物産（株）
大　分 新日本消防設備（株）
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既にご存知と思いますが、最近の消防庁ホームページから以下の各種情報、リーフレットを入手でき
ます。ダウンロードしてご活用ください。

（1）自ら行う消火器の点検報告
小規模な飲食店等の関係者の方が自ら消火器の点検と報告を行うことができるように、点検の

方法や点検結果報告書の記入要領をまとめたパンフレットです。
①消火器の点検報告支援パンフレット　②消火器の点検結果報告書等の様式　③消火器点検ア

プリ

（2）民泊における消防法令上の取扱い等
民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレットや消防庁から発出した民泊に関係す

る通知等を掲載しています。

（3）古民家を利用した施設の消防用設備等に関するリーフレット
古民家を利用して宿泊施設・飲食店・物販店を営まれる方へ向けたリーフレットが掲載されて

います。

（4）自家発電設備の点検方法の改正（平成30年6月）
自家発電設備の点検方法の改正に関するリーフレットや、関係する告示及び発出した通知等掲

載しています。
①自家発電設備の点検改正に伴うリーフレット
②自家発電設備の点検に関する告示及び通知
③消防用設備等の点検と自家発電設備に関する留意事項

※ 平成 30 年度　全国統一防火標語です。
　　　「 忘れてない？　サイフにスマホに　火の確認 」

目　　的 　　 　防災に関する優れた取組、アイデア、効果的な取組について、総務大臣や消防庁長
官等から表彰させていただき、その取組を全国に広めることで、災害に強い安全なま
ちづくりの一層の推進を目的にしています。

募集対象 　　○ 防災対策に関するハード的な取組を実施している組織、団体
○ 防災対策に関するソフト的な取組を実施している組織、団体
○ 防災対策に関する普及啓発や情報発信等の取組を実施している組織、団体
○ 住宅防火対策を通じて災害に強いまちづくりを推進している組織、団体

募集期間 　　平成30年7月2日（月）　〜　平成30年9月21日（金）

表　　彰 　　平成31年3月上旬に東京都内で予定しています。

問 合 せ 　　消防庁国民保護・防災部地域防災室
住民防災 係　 Tel ： 03-5253-7561

※ 他薦・自薦問わずどなたでも応募できます ！
　 会員の皆さん！　地域でのリーダーシップを発揮しませんか ！

Ⅴ．消防庁トピックス

1．消防庁ホームページ「火災予防」欄からお知らせ

2．「第23回防災まちづくり大賞」の事例募集について
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1．新入会員のご紹介
1月から7月までに以下の各社にご入会いただきました。これからどうぞ宜しくお願い致します。

【正 会 員】
① 株式会社エス・イー・サポート 代表取締役 小 嶋　　 孝　様 （広島県広島市）
② ニッセー防災株式会社 代表取締役 土 谷　直 人　様 （静岡県裾野市）
③ 日本負荷試験テクノ株式会社 代表取締役 菅 嶋　大 輔　様 （東京都豊島区）
④ 丸興商事株式会社 代表取締役 神 保　英 隆　様 （北海道札幌市）
⑤ 株式会社東 商 代表取締役 梅 田　　 聡　様 （岐阜県中津川市）
⑥ 株式会社東晃防災 代表取締役 小 倉　龍 彦　様 （神奈川県横浜市）
⑦ 恵那防災株式会社 代表取締役 松 井　啓 史　様 （岐阜県恵那市）
⑧ （株）古川ポンプ製作所  一関支店 代表取締役 氏 家　英 喜　様 （岩手県一関市）
⑨ 石田データサービス株式会社 代表取締役 井 上　英 明　様 （広島県広島市）
⑩ 株式会社カワノ 代表取締役 吉 川　良 一　様 （富山県富山市）

【賛助会員】
① 株式会社イガラシ 代表取締役 五十嵐 靖 明　様 （東京都足立区）

2．全消販合同会議のご案内
※ 参加者募集中です。事務局にご一報ください。申込書をお送りします。
開催日　平成30年10月26日（金） 14：00 〜
会　場　「ホテルメルパルク大阪」（大阪市淀川区宮原4丁目　TEL：06-6350-2111）
内　容　① 合同会議、意見交換会、会員PRタイム
　　　　② 講演会　総務省消防庁予防課 様（予定）
　　　　③ 懇親会

3．下期協賛事業行事日程
① 平成30年度　消防庁長官表彰式
　　　 開催日　平成30年11月 1日（木）　　会 場　「明治記念館」

② 平成31年　新年名刺交換会　（東京）
　　　 開催日　平成31年 1月 8日（火）　　会 場　「明治記念館」

③ 平成31年　新年互礼会　（大阪）
　　　 開催日　平成31年 1月10日（木）　　会 場　「ホテル グランヴィア大阪」

4．事務局からのお知らせ
夏季休業のお知らせ　：
　 本年の夏季休業期間は、以下のとおりです。ご不便をお掛けしますが、宜しくお願い致します。

　　　   8 月 13 日（月） 〜 8 月 15 日（水）  

編集責任者：理事長　氏 家 英 喜　　　　編　集：事務局長　岡 田 　 昇

Ⅵ．お知らせ


