
　第35回定時総会が、5月14日（金）に「KKRホテル東京」にて開
催されました。新型コロナウィルス感染状況を踏まえ、例年実施し
ていました表彰式、講演会、祝賀会・懇親会は昨年に続き見送りま
した。
　コロナ下であり、当日出席した会員は例年の約3割でしたが、委
任状、議決権行使書の受領により、出席率93％のもと全議案が承認
され無事に終了することができました。ご協力に感謝申し上げます。

【議　案】
第1号議案　2020年度 事業報告書承認の件
第2号議案　2020年度 収支計算書・監査報告書承認の件
第3号議案　役員の任期満了に伴う新役員選任の件
第4号議案　2021年度 事業計画書（案）承認の件
第5号議案　2021年度 収支予算書（案）承認の件
第6号議案　定款一部変更承認の件

【議決結果】
・当日出席会員：31名　・委任状提出会員：133名　・議決権行使会員：35名（全議案とも賛成）

　講演会は見送りましたが、消防庁予防課長白石暢彦様のご厚意により講義資料を作成いただきました。
5月21日に会員各位に送付することができました。テーマ及びテキストの目次は以下のとおりです。
　　テーマ：「予防行政（課題と対応）」
　　　　　1．消防用設備等点検報告制度の現状について
　　　　　2．PFOS・PFOA等のフッ素化合物に対する環境規制について
　　　　　3．民泊サービスに係る動向等について
　　　　　4．地震等の災害への対応について
　　　　　5．立入検査・違反是正に関する課題への対応について
　　　　　6． 超大規模防火対象物等における消防訓練の推進及び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
　　　　　7．住宅防火対策について
　　　　　8．最近の火災を踏まえた安全対策について
　　　　　9．火災予防分野にける新型コロナウィルス感染症を踏まえた対応について
　　　　 10．二酸化炭素消火設備における事故を踏まえた対応について
　　　　 11．予防業務優良事例表彰について

2．講演会テキストについて
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例年定時総会開催時に開催していました「消防機器販売業関係者表彰式」ですが、今年度は式典の見

送りにより、5月14日付にて功労者表彰受賞者及び優良従業員表彰受賞者に表彰状、記念品を送付させ

ていただきました。

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。

・柳 澤　由 藏　氏 （株）アサヒ （北海道） ・藤 岡　　 実　氏 藤岡防災設備（株） （埼玉）

・小 川　基 法　氏 セントラル防災（株） （東京） ・松 浦　英 男　氏 キンパイ商事（株） （大阪）

・笠 井　理 加　氏 （株）サイガ （大阪） ・山 下　竜 一　氏 松谷ポンプ（株） （鳥取）

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。

・井 上　浩 一　氏 関東防災工業（株） （群馬） ・佐々木 貞 政　氏 浦野工業（株） （埼玉）

・本 間　健 二　氏 東洋防災（株） （埼玉） ・大阿久 　 大　氏 東洋防災（株） （埼玉）

・青 木　　 豊　氏 藤岡防災設備（株） （埼玉） ・梅 原　政 三　氏 ユージーメンテナンス（株） （埼玉）

・増 田　幸 喜　氏 （株）スエヒロ （千葉） ・青 山　義 長　氏 ジェット商事（株） （東京）

・山 田　　 塁　氏 （株）消防科学研究所 （東京） ・児 玉　健 一　氏 （株）新和防災 （東京）

・星 野　竜 児　氏 中央消防機工（株） （東京） ・馬 場　正 博　氏 中央理化工業（株） （東京）

・佐 竹　智 美　氏 （株）防災サービスセンター （東京） ・山 川　勝 士　氏 前出工機（株） （東京）

・大 堀　眞 徳　氏 （株）東晃防災 （神奈川） ・清 水　正 仁　氏 （株）東晃防災（神奈川）

・梶 浦　金 和　氏 内外物産（株） （愛知） ・井 上　孝 行　氏 大槻ポンプ工業（株） （京都）

・田 中　芳 博　氏 （有）タナカ消防設備 （熊本）

1．2021年度春の消防関係叙勲・褒章
2021年春の叙勲、褒章受章者が、4月29日に公表されました。

全消販会員の以下の方々が受章されました。誠におめでとうございます。

【旭日双光章】
（正会員） 中央防災システム（株） 取締役会長 𣳾 地　秀 信　氏 （北海道）

【黄綬褒章】
（正会員） （有）大栄産業 代表取締役 毛 利　賢 雄　氏 （愛知）

 （株）グリーン防災設備 代表取締役 竹 本　　 卓　氏 （福岡）

 （株）シー・エス・エンジニアリング 取締役会長 林 　　　 明　氏 （熊本）

（賛助会員） エム・テー工業（株） 代表取締役 重 盛　弘 子　氏 （静岡）

2．2021年度　（一社）全国消防機器協会　会長表彰
 5月31日に開催予定の（一社）全国消防機器協会会長表彰式は、感染防止策のため見送られましたが、

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。

・水 谷　利 広　氏 三栄工業（株） （愛知） ・野 村　明 弘　氏 （株）渡辺武商店 （神奈川）

・横 川　幸 生　氏 （株）ヤマト商会 （京都） ・𣳾 地　浩 幸　氏 中央防災システム（株） （北海道）

Ⅱ． 2021年 春の表彰関係

3．（一社）全国消防機器販売業協会表彰について
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会員の皆様へ
5月14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、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 企　業　名 摘　　要 都道府県 新任

1 理 事 長 臼　井　　　潔 株式会社ウスイ消防 岐　阜

2 副理事長 結　城　　　剛 株式会社サイボウ 埼　玉

3 副理事長 武　者　惠　吾 晃洋商事株式会社 神奈川

4 副理事長 道　畑　仁　志 株式会社スエヒロ 第2ブロック長 東　京

5 理　事 下　出　元　明 株式会社ヤシマ保全 第1ブロック長 北海道

6 理　事 𣳾 　地　浩　幸 中央防災システム株式会社 北海道

7 理　事 氏　家　英　喜 株式会社古川ポンプ製作所 宮　城

8 理　事 栗　山　　　修 株式会社イワナガ 東　京

9 理　事 髙　橋　敬　一 ユージーメンテナンス株式会社 東　京

10 理　事 髙　坂　光　一 高坂防災株式会社 新　潟

11 理　事 水　谷　利　広 三栄工業株式会社 愛　知

12 理　事 矢　野　正　剛 矢野防災設備株式会社 第3ブロック長 三　重

13 理　事 拝　師　知　行 株式会社大　同 第4ブロック長 京　都

14 理　事 大　槻　浩　平 大槻ポンプ工業株式会社 京　都

15 理　事 麻生川　通　夫 真弓興業株式会社 大　阪

16 理　事 木　内　利　幸 木内ポンプ株式会社 大　阪

17 理　事 山　下　泰　助 タイホ防災株式会社 大　阪 〇

18 理　事 永　井　健　三 株式会社プロテック 第5ブロック長 広　島

19 理　事 相　浦　光　男 ユージー・防災設備株式会社 第6ブロック長 福　岡

20 理　事 西　銘　生　治 三輝物産株式会社 熊　本

21 理　事 田　中　大　介 有限会社タナカ消防設備 熊　本 〇

22 常務理事 岡　田　　　昇 （一社）全国消防機器販売業協会 事務局長 東　京

1 監　事 金　子　勝　明 株式会社ニッショウ 東　京

2 監　事 滝　田　吉　宏 援護化学株式会社 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、副理事長 山下保一氏、理事 菅原太喜夫氏、倉重信一氏は退任いたしました。在任中に賜りまし

たご厚誼に厚く御礼申し上げます。

Ⅲ．新体制ご挨拶



− 4−

2018年に制度を刷新して再スタートしました「優良事業所認定制度」の2019年

度の認定会員の期限が7月末になることをうけて、更新申請及び新規申請を募りま

した。11社の更新申請及び9社の新規申請があり、認定規程第3条の認定基準に適

合し、認定されました。認定期間は、2021年8月から2023年7月です。

また、昨年の認定会員と合わせて、累計で87社、100事業所が優良事業所認定となります。下表の

「※」印表示の会員が今年度の新規認定会員です。

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（五十音順）
北海道 （株）アサヒ ※

アンスル（株）
三和防災（株）
システムサービス（株）
第一防災（株）
中央防災システム（株）
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）
群　馬 関東防災工業（株）
埼　玉 （株）サイボウ

東洋防災（株）
（株）ナショナル消防化学
藤岡防災設備（株）
脇防災（株）

千　葉 （株）佐倉防災
（株）清水商会
（株）ニッショウ　千葉支店

東　京 旭防災設備（株）
（株）アタイム　東京支店
（株）イワナガ
（株）カナメ商事
（株）協友防災工業
シノハラ防災（株）

（株）消防弘済会
（株）スエヒロ
セントラル防災（株）
中央理化工業（株）

（株）千代田防災
（株）ニッショウ　本店
（株）不二興産
（株）プロサス
前出工機（株）
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） 東向島（営）
ユージーメンテナンス（株） 町田（営）

（株）渡辺武商店
神奈川 （株）栄広プロビジョン ※

晃洋商事（株）
（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）
（株）米 峰 ※

岐　阜 アンシンク（株）　本社

都道府県 事業所名（五十音順）
岐　阜 アンシンク（株）　大垣店

（株）ウスイ消防
静　岡 サンコー防災（株）

ニッセー防災（株）
浜島防災システム（株）　静岡支店

愛　知 三栄工業（株）
（株）セルス
東海消防設備（株）
東報防災工業（株） ※
内外物産（株）

（株）ニッショウ　名古屋支店
浜島防災システム（株）　本社
浜島防災システム（株）　安城支店
浜島防災システム（株）　豊田支店
浜島防災システム（株）　名古屋支店

（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）

（有）ダイトー ※
タイホ防災（株）

（株）ダイリン
（株）ニッショウ　大阪支店
（株）羽藤防災
真弓興業（株）

（株）宮本消防設備商会 ※
（株）ヤマト防災興業
山本商事（株）

兵　庫 （株）アタイム　本社
（株）防災サービス ※
（株）山本総合防災 ※

広　島 （株）城田製作所
（株）ニッショウ　広島支店
（株）プロテック

香　川 （株）福島商会
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）
（有）タナカ消防設備 ※

大　分 新日本消防設備（株）
宮　崎 九州消防（株）
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全消販の「消防防災機器研究開発委員会」が2020年度に取り組んだ（一財）日本消防設備安全セン

ターが主管する「消防防災研究助成交付事業」の概要を報告します。

研究開発テーマ：「簡単操作でホースを傷めないホース端末部耐圧試験機」の研究開発
研究事業の目的：

簡単に持ち運べることにより消火栓のところで点検ができ、また誰でも短時間に作業が実

施でき、更にホースを傷つけることなく止水できる機構の消防用ホース端末部耐圧試験機

を開発し、消防用設備の点検の効率化や信頼性の向上を図ることを目的とする。

研究事業の実施計画：
消防用ホースは設置後10年経過したものにつき、点検時にホースの端末部に水圧をかけて

漏水しないことを確認するよう耐圧性能点検が義務付けられたが、従来の試験機は大型で

操作性に欠け、また止水の方法等作業性に乏しいものが主流であり、点検が容易で短時間

で作業が実施でき、ホースを傷つけることなく止水できる機構の耐圧試験機を開発する。

全消販委託先会員：
（株）東晃防災　代 表　小 倉　龍 彦　氏

横浜市旭区今宿西町285-10　TEL：045-952-4543　FAX：045-952-4643

試作モデルの概要：

Ⅴ．消防防災研究助成交付事業による研究開発報告

特許出願予定
新開発止水機構
ホースクランプなし

操作はバルブ4つのみ

エアー抜き付きガイド棒
ホース内 水量４０％削減
（ホース内540mL→320mL）

自動圧力調整器

電動ポンプ
バッテリー
連続120分

寸法〔㎜〕

300×200×620

重量

9.9kg

持ち運び
ハンドル付き

キャリーカート付属検討中
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Ⅵ．総務省消防庁トピックス
消防庁新長官のご紹介
　7月1日付で新消防庁長官（第45代）に内藤 尚志（ないとう ひさし）氏が就任されました。

　内藤新長官の略歴：
　　 内藤長官は、昭和36年生まれの59歳、長野県のご出身です。東京大学法学部卒業後、自治省、

総務省でご活躍され、令和元年7月に総務省財政局長に就任されています。

同センターが行っています広報・印刷物作成事業として令和2年度に作成したリーフレットをご紹介

します。

消防機関や消防関係機関の方々が、建物関係者の方々に対する消防法令の周知や防火安全対策の推進

に活用するとともに、建物関係者も使用できる内容です。（月刊フェスク7月号に掲載されています。）

サイトからダウンロードしてご活用ください。（安全センター Hp⇒刊行物・イラスト・資料集・研修

会等⇒刊行物）

各リーフレットの概要
① 消防法令に基づく各種届出
　　  建物全体、一部を使用する場合は、開始前に各市町村条

例に基づき各種届出が必要で、怠ると消防法令違反にな

ります。これらを周知するために事業やお店などを始め

られる方に説明使用できる内容です。

② 避難施設の維持管理
　　  避難設備等の維持管理は非常に重要であり、避難設備等

に係るチェックポイントをイラスト入りでわかりやす

く明示した内容となっています。

③ 火災に備えて
　　  消防用設備等の点検、避難設備等の維持管理、訓練の実

施など、火災に備えて必要な事項と防火管理等に関する

事項をまとめています。

Ⅶ．（一財）日本消防設備安全センター「違反是正支援センター」トピックス

① 消防法令に基づく各種届出

③ 火災に備えて

知らなかった！！

は通じません。

事業やお店を始められるみなさまへ

こんなとき、新たな消防用設備等が必要に…

入居に伴い、新たに消防用設備等
（屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備等）の設置が必要となったり、
防火管理や定期点検などの届出が必要となる場合があります。

計画段階で管轄の消防機関にご相談ください。

事前に管轄消防機関へ相談・届出をしましょう！
届出を怠ると消防法令違反となります。

消防法や各市町村条例に基づき
各種届出が必要です。

事務所から飲食店へ変更
自動火災報知設備が必要に

倉庫部分を増築
屋内消火栓設備が必要に

例1 例2

！！

。

行政処分の対象に
消防法に基づく命令や罰則を受ける場合があります。
命令を行ったときは、標識の設置や公報への掲載等により
措置命令の内容などの周知を図ります。

違反建物として公表

必要な届出書類として

消防用設備等の未設置など消防法令に関する重大な違反が確認された場合には、
建物名や違反の内容などを公表する場合があります。
公表は建物の利用者が自ら火災危険性に対する情報を入手して安心して利用できるよう
違反建物情報として消防機関のホームページでお知らせするものです。

事業開始前 事業開始後

罰則規定一覧 違反対象物公表制度

【消防法第８条の２の２（消
防法第36条）】
消防法で義務となる防火対
象物（防災管理対象物）は
法定点検が必要です。

防火対象物
（防災管理）
点検結果報告書

【消防法第17条の3の3】
消防法で義務となる消防用
設備等は法定点検が必要
です。

消防用設備等
点検結果報告書

【各市町村条例】
建物全体若しくはその一部
の使用を開始する７日前ま
でに消防機関へ届出が必
要です。

防火対象物
使用開始届出書

【消防法第８条・消防法施行
令第３条の２】
防火管理者が必要な建物
は、法令により消防計画を
作成する義務があります。

消防計画作成（変更）
届出書

【消防法第８条（消防法第36条）】
建物内の収容人数により防
火管理者の選任が必要とな
ります。

防火（防災）管理者
選任（解任）届出書

※防火管理者を変更する場合にも
　届出が必要です。

【消防法第17条の14】
自動火災報知設備やスプリ
ンクラー設備等の工事を要
する設備の工事前（10日
前まで）に消防機関へ届出
が必要です。

工事整備対象設備等
着工届出書

【各市町村条例】
変電設備、ボイラー等火を
使用する設備の設置工事
前に消防機関へ届出が必
要です。

火を使用する設備等
の設置に関する
届出書

【消防法第17条の３の２】
消防用設備等の設置完了
後に消防機関へ届出が必
要です。

消防用設備等
設置届出書

消防法に違反すると

違反是正支援センター

② 避難施設の維持管理
罰則規定一覧

過去の火災でも「階段に物が置かれていた」
「防火戸が閉鎖しなかった」「避難通路に物が置かれていた」
ために火災による被害が拡大し、大切な命が奪われています。

火災時、階段や廊下に物がたくさん置かれていたら……

消防機関による措置命令に違反すると
最大で1億円の罰金が科せられます。

階段や避難口の防火戸前にちょっと… 防火戸を

ちょっと開けて
おこう店内に

場所がない
ちょっと
階段に
置いておこう

ベランダの

避難ハッチの
下や仕切板の

前に

ちょっと…

非常用エレベーター前のスペースをちょっと借りよう

避難器具
なんて滅多に
使わないしちょっと
くらい物を…

きっとずっと
あなたのちょっとは

あなたのちょっと、今すぐチェック!

階段や通路、避難口などに物を置くことは、重大な消防法令違反です。

階段
物件が置かれて
いませんか。

防火戸・
シャッター
いざという時に
閉鎖できますか。

非常用
エレベーター
附室
附室内に物が
置かれていませんか。
火災時に消防隊の
拠点としても
活用されます。

避難器具
降下場所
安全に降下
できるように
なっていますか。

非常用
進入口
進入口がふさがれて
いませんか。
火災時、▼から消防隊が
はしご車などを使って
進入します。

避難通路
避難や消防活動が
円滑に行える
状態ですか。

Check Point

違反是正支援センター

火災に備えて
いざという時にしっかり行動できるように

火災の被害を抑えるためには日頃の取り組みが重要です。

消防用設備等・
特殊消防用設備等の
点検・報告

消防用設備等の点検

避難施設等の維持管理

消防訓練の実施

【消防法第17条の3の3】
□法令に基づく点検を実施し、
　消防機関に報告していますか。
□不備事項を改修していますか。
※防火対象物の関係者は点検を実施し、
　その結果を定められた期間ごとに消防長又は
　消防署長に報告しなければなりません。

□避難方法を理解していますか。　
□階段等に物が置かれていませんか。
□火気器具、喫煙場所、電気器具、
　避難施設、消防用設備等や
　防火設備などを
　定期的にチェックしていますか。

□ベルが鳴ったらどうしますか。
□火災発生時に適切な通報、
　初期消火、避難誘導ができますか。
□消火器や屋内消火栓設備の
　使用方法を知っていますか。
□避難器具の使用方法を知っていますか。

消防法では、一定規模以上の建物の管理について権原を有する者に対して
資格を有する者から防火管理者を定め、
防火管理に係る消防計画を作成させ計画に基づいて防火管理上の
必要な業務を行うことを義務付けています。（消防法第８条第１項）

※防火管理者を選任していない、選任届が提出されていない、消防計画を作成せず消防機関に届出されていない場合は、
　消防法に基づく行政処分や罰則が適用されます。
　また、消防法第８条第１項に基づく防火管理業務が適正に実施されておらず、消防法に基づく命令を履行しない場合にも
　懲役刑や罰金による刑罰を受けることがあります。

所有者等 店長等 従業員等選任/指示

報告

指導/監督/指示

報告

管理
権原者

防火
管理者

任務分担等に
基づく防火管理
の担当者

自分の身は自分で守る

報告も忘れずに

こんなところも気をつけよう！

建物の用途や規模により、防火対象物（防災管理）定期点検の実施が必要となる
建物や事業所があります。【消防法第８条の２の２、消防法第36条】
その場合防火対象物の管理権原者は、
防火対象物（防災管理）点検資格者に点検を依頼し、
点検結果を1年に１回消防長または消防署長に報告する義務があります。

防火対象物
定期点検報告

防災管理
定期点検報告

□建物内の火気取扱場所を明確にして把握しておきましょう。
□死角となりやすい場所には、可燃物を置かない。施錠管理を徹底しましょう。
□喫煙場所を指定し、灰皿の後始末や終業時等の定期的な点検を徹底しましょう。
□厨房周りは常に清掃整理を、コンロに火をつけたらその場を離れない。
□電気器具及び周辺を定期的にチェックする。たこ足配線はしない。
□工事中は、溶接作業などの火気使用、塗装による危険物品の
　使用などを把握して火災予防安全対策を徹底しましょう。

違反是正支援センター
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Ⅷ．全国消防機器協会からのお知らせ
1．新年度の新体制について

 　令和3年度の定時総会、理事会が、5月31日（月）にホテルグランドパレスにて開催され、役員改

選において第14代会長に金森賢治氏（ ホーチキ株式会社 代表取締役会長 ）が就任されました。また、

新役員は下表のとおりです。

役 職 氏名（敬称略） 所属団体名等 所属企業名等
会　 長 金 森　賢 治 （一社）日本消火装置工業会　会長 ホーチキ（株）　代表取締役会長
副 会 長 伊 藤　龍 典 （一社）日本火災報知機工業会　会長 能美防災（株）　取締役副会長
副 会 長 遠 山　榮 一 （一社）日本消火器工業会　会長 日本ドライケミカル（株）　代表取締役社長
常務理事 鈴 木　和 男 （一社）全国消防機器協会　事務局長 −
理　 事 板 倉　秀  樹 （一社）日本火災報知機工業会　副会長 ニッタン（株）　代表取締役会長
理　 事 中 島　正 博 （一社）日本消防ポンプ協会　会長 （株）モリタ　代表取締役会長
理　 事 横 井　　 亮 （一社）日本消防放水器具工業会　会長（株）横井製作所　代表取締役社長
理　 事 菊 池　　 信 （一社）全国避難設備工業会　会長 （株）消防科学研究所　代表取締役社長
理　 事 白 岩　　 強 （一社）日本消防ホース工業会　会長 帝国繊維（株）　代表取締役会長
理　 事 臼 井　　 潔 （一社）全国消防機器販売業協会 理事長 （株）ウスイ消防　代表取締役社長
理　 事 室 田　哲 男 （公財）日本防炎協会　常務理事 −
理　 事 星 野　照 生 （一社）日本消防標識工業会　会長 （株）つくし工房　代表取締役
理　 事 宮 野　貴 也 （一社）日本消防服装・装備協会　会長 帝人（株）　セーフティソリューション部部長
監　 事 長 澤　良 治 元（一財）日本消防設備安全センター　特別参与
監　 事 権 藤　　 浩 ガス警報器工業会　専務理事

【新会長の横顔】

 　 金森賢治新会長は、昭和26年生まれで69歳。神奈川県出身。趣味は、ゴルフ、旅行。大学卒業後

昭和47年4月に、ホーチキ（株）に入社され、平成25年6月に代表取締役社長に就任、平成29

年6月に代表取締役会長に就任されました。

2．正会員の紹介
  　6月1日付にて、「（一社）全国設備業 IT 推進会」が全国消防機器協会の正会員となりました。これ

で、正会員団体は、16の工業会・協会となります。

3．令和 3 年度　重点業務・トピックス等について
  　例年実施しています日本消防検定協会、消防専門誌各社との懇談会は、コロナ禍で今年も見送られ

ましたが、書面にて取りまとめたものをご紹介します。（抜粋）

 ① 消防機器等に関する情報提供事業

　　   平成24年からの日本消防検定協会の受託情報提供業務（研修会開催、法令改正資料作成等）の

継続。

 ② 社会貢献に関する事業

　　  住警器等配布モデル事業の継続推進。

 ③ 消防機器業の名称の普及推進に関する事業

　　  「消防機器業」という業務総称の普及に努める。

 ④ 消防機器海外展開支援センターの運営に関する事業

　　  昨年設置した同センターの海外展開に向けた具体的な事業を実施する。
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1．新入会員のご紹介
4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 甲南防災設備株式会社 代表取締役 曽 貝　秀  樹　様 （兵庫県西宮市）
② 株式会社中日総合防災 代表取締役 梶 田　知 靖　様 （岐阜県可児市）
③ 有限会社西濃防災 代表取締役 清 水　直 人　様 （岐阜県大垣市）
④ プロデイ株式会社 代表取締役 荒 井　由 弘　様 （東京都荒川区）

2．全消販合同会議のご案内
開催日　2021 年 10 月 15 日（金） 14：00 〜
会　場　 「ホテル メトロポリタン仙台」 

（仙台市青葉区中央1−1−1）
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
※  最終ご案内は、東京都の緊急事態宣言解除予定の 8 月 

下旬にご案内します。宜しくお願いいたします。

3．下期の主な行事予定
① 全消販 定例運営委員会  2021年  9月17日（金） 「東京証券会館」
② 消防機器等に関する研修会 （大阪） 11月   2日（火） 「メルパルク大阪」
 （東京） 11月12日（金） 「アルカディア市ヶ谷」
③ 消防庁長官表彰式  11月   5日（金） 「明治記念館」
④ 新年名刺交換会（東京）  2022年  1月   6日（木） 「明治記念館」
⑤ 新年互礼会（大阪）  1月11日（火） 「ホテルグランヴィア大阪」
⑥ 全消販 理事会  3月11日（金） 「スペースまる八」

4．全消販 第36回定時総会開催日程
開催日 2022年　5月13日（金）午後 （当日の詳細については後日ご案内します。）
会　場 「KKRホテル東京」 （東京都千代田区大手町1）

5．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 12 日（木） 〜 8 月 16 日（月）

6．編集後記
集中豪雨で被災された方々にお見舞い申し上げます。昨夏の編集後記も集中豪雨とコロナ禍に触れ

ましたが、今夏も梅雨異変で各地で大雨に見舞われています。東京では4回目の緊急事態宣言が発
令され、その中でオリンピックが始まりました。1964年10月の抜けるような青空下の開会式が忘れら
れません。温暖化で猛暑や豪雨の頻度が増えているといいます。消防設備等の点検、施工等でご苦
労が多い夏になりそうです。くれぐれもご自愛なさってください。

Ⅸ．全消販事務局からのお知らせ

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

ホテルの外観


