
日　時 ：2019年 5月10日（金）13時30分　〜 
場　所 ：「KKRホテル東京 （孔雀の間）」　（東京都千代田区大手町1）

新理事長に、臼 井 潔 氏が就任！

第33回定時総会は、司会の岡田事務局長より出席会員総数198名（本人出席104名・委任状提出
94名・出席率96％）にて、定款16条に基づく総会開催定足数に充足し、総会が有効に成立した旨が
告げられ、総会の配布資料についての説明があり、続いて開会宣言しました。

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結城副理事長、道畑理事及び金
子監事、新井監事を指名選任し、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3号議案の役員人事では、理事候補者全員が可決承認され、総会を中断し理事会が開催されました。
総会が再開され、議長から新体制が発表されました。（全役員は7頁に掲載）

理 事 長 臼 井　  潔　氏
副理事長 結 城　  剛　氏　　山 下 保 一　氏　　武 者 惠 吾　氏　　道 畑 仁 志　氏

報告事項として、岡田事務局長から今年度の主要行事日程について説明がありました。全ての審議・
報告を終了し、議長が閉会を宣しました。

議　案 
 第1号議案　2018年度事業報告書の承認の件
 第2号議案　2018年度収支計算書・監査報告書承認の件
 第3号議案　役員人事（役員改選）の件
 第4号議案　2019年度事業計画書（案）承認の件
 第5号議案　2019年度収支予算書（案）承認の件
 報告事項
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氏家理事長　ご挨拶

Ⅰ．全消販　第33回定時総会開催

1．定 時 総 会 
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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。来賓の祝辞に続き、受賞者代表の(株)ヤナセファイテックの白濱
孝司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	 門	山　泰	明　様
　　　　⑥受賞者代表謝辞
　　　　⑦閉式の辞

功労者表彰　　以下の9名の方々が受賞されました。誠におめでとうございます。
・小野木	完	司　氏	 （株）富士防災システム	 （北海道）	 ・齋	田　	啓	子　氏	 齋田産業（株）	 （東京）
・渡	邉　祐	輔　氏	 渡辺防災（株）	 （東京）	 ・石	田　	　	正　氏	（株）アトラス	 （神奈川）
・長下部	眞	廣　氏	 （有）オサカベ	 （新潟）	 ・隄	　　	壽	和　氏	（株）オカニワ	 （京都）
・宮	前　憲	次　氏	 （有）平井式ポンプ工業	 （京都）	 ・羽	藤　	竜	太　氏	（株）羽藤防災	 （大阪）
・和	田　吉	成　氏	 （株）和田設備工業	 （大阪）

優良従業員表彰　　以下の19名の方々が受賞されました。誠におめでとうございます。
・浅	野　卓	也　氏	 中央理化工業（株）	 （宮城）	 ・美	里　一	浩　氏	 東洋防災（株）	 （埼玉）
・加	藤　有	司　氏	 東洋防災（株）	 （埼玉）	 ・石	田　裕	一　氏	 （株）消防科学研究所	（千葉）
・荒	井　	　誠　氏	 浦野工業（株）	 （東京）	 ・北	井　達	矢　氏	 中央消防機工（株）	（東京）
・小	森　慶	治　氏	 中央理化工業（株）	 （東京）	 ・小	林　正	孝　氏	 （株）千代田防災	 （東京）
・大	竹　拓	広　氏	 （株）千代田防災	 （東京）	 ・河	内　博	明　氏	 （株）防災サービスセンター	（東京）
・小	林　和	夫　氏	 （株）スエヒロ	 （神奈川）	 ・田	中　瑞	貴　氏	 内外ガード（株）	 （愛知）
・上	前　拓	也　氏	 （株）山口商会	 （三重）	 ・木	下　義	明　氏	 大槻ポンプ工業（株）	（京都）
・園	山　利	正　氏	 （株）入谷商会	 （大阪）	 ・諸	石　哲	也　氏	 タイホ防災工業（株）	（大阪）
・橋	本　	　豊　氏	 真弓興業（株）	 （大阪）	 ・津野田	修	一　氏	 （株）和田設備工業	（大阪）
・白	濱　孝	司　氏	 （株）ヤナセファイテック	 （福岡）

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

ご　来　賓 白濱 氏の代表謝辞

功労者表彰受賞者
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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
　　　-	点検報告の促進方策	（点検報告様式の見直し）
　　　-	小規模施設に対する点検報告の促進方策（消火器点検アプリの開発）
　　　-	点検報告の促進方策	（郵送による点検報告の推進）
　　②	民泊サービスに係る動向等について
　　　-	誘導灯の設置が免除される要件の例
　　　-	民泊における消防用設備の設置について
　　　-	消防用設備を設置するまでの流れ
　　　-	図面の記載例と設置する際のポイント
　　　-	住宅宿泊事業者のための消防法令関係用語集について
　　③	地震等の災害への対応について
　　　-	日本消火装置工業会の取組　　　-	日本火災報知機工業会の取組
　　④	超大規模防火対象物等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
　　　-	超大規模防火対象物等における自衛消防活動のあり方に関する検討部会報告書
　　⑤	住宅防火対策について
　　　-	住宅防火対策に係る最近の取組等
　　⑥	消防用機器等の海外展開に係る消防庁（予防課）の動き
　　　-	日本の消防用機器等の品質、規格、認証制度の発信
　　　-	日本企業の海外進出をサポート
　　　-	個別の国との政府間の関係強化	（ベトナムとの動き）
　　　-	国際消防防災フォーラム（フィリピン）報告	

①	開　会
②	理事長挨拶	 理事長	 臼	井　　	潔
③	祝　辞　　　総務省消防庁　予防課長　　　　	 鈴	木　康	幸　様
	 全消販名誉顧問（元消防庁長官）	 関	根　則	之　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	 道	畑　仁	志　
⑦	閉　会

3．講  演  会

4．表彰祝賀会・定時総会懇親会（瑞宝の間）

道畑 新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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Ⅱ．2019年 春の表彰関係

1．2019年度春の褒章伝達式　（総務省消防庁関係）
2019年春の褒章受章者が、5月20日に発表されました。
褒章伝達式は、5月30日（木）午前11時15分より、スクワール麹町「錦華の間」（千代田区麹町6）

にて鈴木 淳司 総務副大臣、秋本 敏文 日本消防協会会長、安藤 俊雄 全国消防長会会長、門山 泰明 （一
財）日本消防設備安全センター理事長、橋爪 毅（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、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、全消販上申会員の倉重氏が、また、会員の下野氏が受章されました。

倉 重  信 一 氏 株式会社倉重ポンプ商会 代表取締役社長 （福岡）
下 野  康 徳 氏 日本防災株式会社 代表取締役社長 （大阪）

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、受賞者一同によ
る記念撮影を致しました。誠におめでとうございます。

5月31日（金）午後4時30分より、明治記念館（港区元赤坂2）にて、黒田武一郎消防庁長官、鈴
木康幸消防庁予防課長、大江秀敏日本消防検定協会理事長、門山泰明（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。

・浦 野　静 夫　氏 浦野工業株式会社 （東京）
・永 田　　 豊　氏 内外物産株式会社 （愛知）
・尾 山　英 男　氏 大東防災電設株式会社 （大阪）
・成 良　仁 志　氏 株式会社消防防災 （大分）

倉 重 信 一 氏 下 野 康 徳 氏

2．2019年度　（一社）全国消防機器協会　会長表彰

浦 野　静 夫 氏 永 田　　 豊 氏 尾 山　英 男 氏 成 良　仁 志 氏
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昨年に刷新しました「優良事業所認定会員」の2019年度申請の募集をした結果、以下の会員の皆様

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、2019年8月から2021年7月となります。また、昨年の認定会員と合せて、合計74社、

88事業所が認定事業所となります。

・三和防災（株）	 （北海道）	 ・システムサービス（株）	 （北海道）

・関東防災工業（株）	 （群馬）	 ・東洋防災（株）	 （埼玉）

・東京ユージー防災（株）	 （埼玉）	 ・（株）ナショナル消防化学	 （埼玉）

・セントラル防災（株）	 （東京）	 ・山本商事（株）	 （大阪）

・（株）ヤマト防災興業	 （大阪）	 ・（株）羽藤防災	 （大阪）

・（株）福島商会	 （香川）	 ・九州消防（株）	 （宮崎）

一般社団法人全国消防機器協会は、令和元年5月31日に開催しました令和元年度定時総会において、

「全国消防機器協会傘下会員団体・企業は、令和元年度から、自主的な取り組みとして、『消防機器業』
と称すること。」	を全会一致で決議しました。

「消防機器業」とは、（一社）全国消防機器協会傘下会員団体・企業が行っている消防機器の製造、工
事、販売及び保守に係る業務の総称です。その区分として、それぞれ以下のように区分します。	

①消防機器製造業
消防機器の全部又はこれらに含まれるものを有機又は無機の物質に物理的、化学的変化を加えて新

たな製品として製造し、これを卸売する事業が含まれる。

②消防機器工事業
注文又は自己によって工事を施工する事業が含まれる。消防機器の全部又はこれらに含まれるもの

を完成することを発注者に対し直接請負う事業又は自己の工事を行う事業並びに下請としてこれらの

消防機器の全部又はこれらに含まれるものの工事を行う事業が含まれる。

③消防機器販売業
原則として、消防機器の全部又はこれらに含まれるものを購入して販売する事業が含まれる。なお、

販売業務に附随して行う軽度の加工（簡易包装、洗浄、選別等）、取付修理が含まれる。

④消防機器保守業
防火対象物に設置等されている消防機器の点検、保守等を行う事業が含まれる。なお、消防機器の

設置場所において行う当該消防機器の修理、改造等は、保守の事業に含まれる。

Ⅲ．消防用設備等点検優良事業所認定会員について

Ⅳ．全国消防機器協会からのお知らせ

私たちの仕事は、「消防機器業」です。

・消防機器製造業

・消防機器工事業

・消防機器販売業

・消防機器保守業
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Ⅴ．総務大臣メール「Society5.0時代の地方」について
2016年1月に閣議決定され、政府が策定した「第5期科学技術基本計画」の中で用いられる

「Society5.0」ですが、石田総務大臣から都道府県知事、市町村長等に『Society5.0時代の地方』として
題してメールが第3号まで発信されています。

第1号：2019年1月25日　発刊号として、直ぐにも導入可能な革新的技術の導入の実装例の紹介等。
第2号：2019年2月28日　全国各地の先行事例に加え、関係省庁の取組紹介等。
第3号：2019年5月10日　消防・防災分野での活用事例の紹介及び行政事務の効率化先行事例等。

※ 「Society5.0時代の地方第3号」で検索してください。以下を参照できます。
［ICT活用の革新的な消防・防災］

①大規模災害は、ロボットを活用！
②誰でも使える119　アプリで判断119
③ICTで迅速・的確な安否確認＆救急搬送
④SNSやGPSの活用でタイムリーな防災を

【 ご 参 考 】
「Society5.0」について：

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済
発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）。

狩猟社会（Society1.0）、農耕社会（Society2.0）、工業社会（Society3.0）、情報社会（Society4.0）
に続く、新たな社会を指すもので、第5期科学技術基本計画において我が国が目指すべき未来社会の姿
として初めて提唱されました。

「Society5.0で実現する社会」　（内閣府作成資料）
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Ⅵ．2019年度　新役員紹介
会員の皆様へ

5月10日開催の定時総会並びに理事会におきまして、任期満了に伴う役員改選を行い、氏家英喜氏
の後任として理事長に就任いたしました。微力ではございますが、消防防災業界発展のため専心努力い
たす所存でございますので、前任者同様格別のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

また、下記のとおり役員が選任され就任いたしました。つきましては、ご高承のうえ今後とも倍旧の
ご厚誼ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

理事長　臼　井　　 潔

記

No. 役職名 氏名（敬称略） 企　業　名 摘　　要 都道府県 新任
1 理 事 長 臼　井　　　潔 （株）ウスイ消防 岐　阜
2 副理事長 結　城　　　剛 （株）サイボウ 埼　玉
3 副理事長 山　下　保　一 タイホ防災工業（株） 大　阪
4 副理事長 武　者　惠　吾 晃洋商事（株） 神奈川
5 副理事長 道　畑　仁　志 （株）スエヒロ 第2ブロック長 東　京
6 理　　事 下　出　元　明 （株）ヤシマ保全 第1ブロック長 北海道
7 理　　事 𣳾　地　浩　幸 中央防災システム 北海道
8 理　　事 氏　家　英　喜 （株）古川ポンプ製作 宮　城
9 理　　事 菅　原　太喜夫 中央理化工業（株） 東　京

10 理　　事 栗　山　　　修 （株）イワナガ 東　京
11 理　　事 髙　橋　敬　一 ユージーメンテナンス 東　京
12 理　　事 諏　訪　博　之 （株）プロサス 東　京
13 理　　事 髙　坂　光　一 高坂防災（株） 新　潟
14 理　　事 水　谷　利　広 三栄工業（株） 愛　知 ○
15 理　　事 矢　野　正　剛 矢野防災設備（株） 第3ブロック長 三　重
16 理　　事 拝　師　知　行 （株）大　同 第4ブロック長 京　都
17 理　　事 大　槻　浩　平 大槻ポンプ工業（株） 京　都
18 理　　事 麻生川　通　夫 真弓興業（株） 大　阪
19 理　　事 木　内　利　幸 木内ポンプ（株） 大　阪
20 理　　事 永　井　健　三 （株）プロテック 第5ブロック長 広　島
21 理　　事 相　浦　光　男 ユージー・防災設備（株） 第6ブロック長 福　岡
22 理　　事 倉　重　信　一 （株）倉重ポンプ商会 福　岡
23 理　　事 西　銘　生　治 三輝物産（株） 熊　本
24 常務理事 岡　田　　　昇 全消販事務局 事務局 東　京
1 監　　事 金　子　勝　明 （株）ニッショウ 東　京
2 監　　事 滝　田　吉　宏 援護化学（株） 福　島
3 監　　事 新　井　一　弘 たくま税理士法人 東　京

※  「新任」欄の○印の方が、新たに理事に就任いたしました。尚、理事の鈴木明彦氏は退任いたしました。
在任中に賜りましたご厚情に御礼申し上げます。
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Ⅶ．お知らせ
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 サンコー防災株式会社 代表取締役 鈴木　 文三　様 （静岡県富士市）
② 近畿防災株式会社 代表取締役 根本　 和幸　様 （大阪府大阪市）
③ アークリード株式会社 代表取締役 尾阪　 則将　様 （大阪府大阪市）
④ 有限会社ダイトー 代表取締役 天沼　 弘至　様 （大阪府寝屋川市）
⑤ 株式会社吉田商会 代表取締役 氏家　 英人　様 （千葉県市原市）
⑥ クラウン防災株式会社 代表取締役 菊田　 裕文　様 （福井県坂井市）
⑦ ジェット商事株式会社 取締役社長 北村　 勝彦　様 （大阪府大阪市）
⑧ 株式会社北海道モリタ 代表取締役 中川 龍太郎　様 （北海道札幌市）

【賛助会員】
① NPO法人 日本防災環境 理事長 清水　 健男　様 （神奈川県横浜市）

2．全消販合同会議のご案内　※参加者募集中です。
開 催 日 2019年11月15日（金） 14：00 〜
会　　場 「ストリングスホテル名古屋」
 （名古屋市中村区平池町4-60-7）
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 消防機器等に関する研修会
   東京 2019年10月7日（月） 「アルカディア市ヶ谷」
   大阪 2019年10月11日（金） 「メルパルク大阪」
② 新年名刺交換会 （東京） 2020年1月7日（火） 「明治記念館」
③ 新年互礼会 （大阪） 2020年1月9日（木） 「ホテルグランヴィア大阪」

4．全消販 第34回定時総会開催日程
 開催日　  2020年 5月11日（月） 会 場 「アルカディア市ヶ谷」

5．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（火） 〜 8月15日（木）

編集責任者：理事長　臼 井 　 潔 　　　　編　集：事務局長　岡 田 　 昇


