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平 成 ３０ 年 度
自 平成３０年４月 １日 

至  平成３１年３月３１日 

事業報告書 

 

一般社団法人 全国消防機器協会 
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平成３０年度事業報告書 

（自  平成３０年４月１日 至  平成３１年３月３１日） 

一般社団法人 全国消防機器協会 

 

第１  組織・役員会等 

１  正会員 

前年度の会員数 増 減 現在の会員数 

１５ ０ ０ １５ 

    

２ 賛助会員 

前年度の会員数 増 減 現在の会員数 

８１ ０ ０ ８１ 

       

３ 総会、理事会その他の会議 

（１）定時総会 

5月 31日(木)に正会員 15団体全員の出席のもと開催し、平成 29年度事業報告書及

び決算報告書の承認並びに平成 29 年度公益目的支出計画実施報告書等の承認、平成

30年度事業計画及び収支予算の報告が行われた。 

 

（２）理事会 

ア 第１回理事会 

5月17日(木)に開催し､平成29年度事業報告書(案)、平成 29年度決算報告書(案)

及び平成 29年度公益目的支出計画実施報告書等(案)について審議し、原案通り議決

された｡ 

イ 第２回理事会 

  10月 29日(月)に開催し､平成 30年度業務執行状況の中間報告が行われ、定款第

23条第 4項に 基づく報告があったものとして､承認された｡ 

ウ 第３回理事会 

平成 31年 3月 28日(木)に開催し､平成 30年度業務執行状況及び決算見込みの報

告が行われ、定款第 23条第 4項に基づく報告があったものとして、承認された。 

平成 31年度事業計画書(案)及び平成 31年度収支予算書(案)は、原案通り承認さ

れた｡ 

 自民党｢法務･自治関係団体協議会｣への参加は、次回審議することとされた。 

消防機器業種の名称の取り扱いには、原案が承認され、具体的な内容については、

事務局長会議において検討することとされた。 

エ 平成 30年 7月書面により、次の事項について、全理事（１３名）の同意、監事（２

名）の異議なしとの意見があり、理事会の決議と見なされた。 

１ 事務所の仮移転に関する件 

仮移転について、現事務所と同規模の床面積を確保することとし、転居先等に
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ついては、日本消防協会に斡旋を依頼する。 

２ 新日本消防会館に入居する件 

新日本消防会館竣工後に、現事務所と同規模の床面積を確保することとし、新

日本消防会館に入居する。 

 

（３）事務局長会議 

年度内に 12回、日消会館内の会議室において開催し、各団体共通の課題について、

協議、報告、情報の交換等を行うとともに、当協会の運営、その他業務について連絡

調整を行った。 

    

第２ 事業の概要 

１ 消防機器等の技術開発の奨励に関すること。 

（１）叙勲・褒章 

  ア 平成３０年春の叙勲     

    旭日双光章 米田 豊彦 氏  元 (一社)日本放水器具工業会 会長 

（ヨネ株式会社 代表取締役会長） 

イ 平成３０年春の黄綬褒章 

    波多野 容子 氏  (株式会社ハタノシステム 会長) 

八木 健眞 氏    (北海道消防機材株式会社 代表取締役社長) 

市川 周作 氏    (アイホン株式会社  代表取締役社長)   

ウ 平成３０年秋の褒章 

金森 賢治 氏 (ホーチキ株式会社 代表取締役会長) 

西垣 幸一 氏  (株式会社吉谷機械製作所 専務取締役) 

前畠 幸広 氏  (モリタ宮田工業株式会社  代表取締役会長) 

エ 平成３１年春の褒章 

  発令は５月２１日、伝達式は、５月３０日 

 倉重 信一 氏 株式会社 倉重ポンプ商会 代表取締役 

 内山 順 氏  能美防災株式会社 専務取締役 

 星野 照生 氏 株式会社  つくし工房 代表取締役社長 

  オ 平成３１年秋の褒章 

叙勲上申希望者０名、褒章上申希望者４名で手続き中。 

（２）機器協会会長（消防機器等関係者）表彰定例表彰  

   平成 30年度の消防機器等関係者に対する定例会長表彰が 5月 31日(木)に行われ、

54名の皆様が受賞した。 

（３）平成３０年度消防庁長官表彰 

   平成 30年度消防庁長官表彰式が 11月 1日(木)に行われ、30名の皆様が長官表彰を

受賞した。 

 

２ 関係省庁その他との連絡調整に関すること。 

（１）消防庁等関係省庁との連絡等 
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その都度会員に事務局長会議を通じ情報提供を行った。 

（２）日本消防検定協会との消防機器業務懇談会の開催 

4月25日(水)に開催され､日本消防検定協会から、平成30年度重点事項等の説明が、

また、機器協会各団体の会長･理事長から､平成 30年度の重点事項､話題等の説明を行

った｡ 

（３）一般財団法人日本消防設備安全センタ－に対する協力 

理事、評議員、表彰委員会委員等を派遣し、同センタ－の業務運営に協力した。 

（４）消防関係専門紙の皆様との懇談会の開催結果について 

8 月 20 日（月）に開催し、(株)ＳＰジャーナル社、(株) 消防時代、(株)近代消防

社、消防文化社及び東京法令出版（株）の５社の代表者と日本火災報知機工業会、日

本消火器工業会、日本消火装置工業会、日本消防ポンプ協会、日本消防放水器具工業

会、全国避難設備工業会、日本消防ホ－ス工業会及び日本消防服装・装備協会の９団

体の会長・理事長が出席し、トピックス等の説明をした後、質疑応答等が行われた。 

（５）消防関係団体等との連携、協力について 

消防関係団体に理事、評議員、監事、監査役等を派遣し、その業務運営に協力した。 

 

３ 防災思想の普及及び業界のＰＲ 

（１）消防庁主唱による秋季及び春季の全国火災予防運動の実施に協力し、業界内外のＰ

Ｒを行った。 

（２）平成３０度会員名簿を 1,100部作成し、会員その他関係方面に配付した。 

（３）機関紙「消防機器」号外を８月及び１月に、1,500 部を作成し、会員その他関係方

面に配付した。 

（４）協賛団体としての協力 

   展示会等について、協賛団体等として協力した。 

（５）東京国際消防防災展 2018における活動 

   「日本の消防機器」（英語版）を約 500部配布した。 

 

４ 調査研究に関する事業 

（１）消防機器等の開発改良又は、消防用設備等の設備・維持管理技術の普及向上に関す

る研究及び研修会の開催等 

   ※ ５ 消防機器等に関する情報提供事業に掲げる事業と併せて実施した。 

（２）消防機器業界団体保険の普及 

団体保険（「全消機保障制度」）について、会員団体の各企業にパンフレットを配

付し、申込をとりまとめた結果については、次の通りである。 

ア 生保関係 4企業 5団体 69名となった｡ 

イ 損保関係 10企業 9団体 277名となった｡ 

（３）消防用機器等の海外展開の推進に向けた懇談会 

   消防庁予防課及び防災課参事官室国際対策官において、推進されている消防機器等

の海外展開に関する関係業界等との情報交換の場として、設けられたものであり、当

協会で開催、内容等の検討に協力している。 



5 

 

   「第６回消防用機器等の海外展開セミナー」を平成 31年 2月 26日に消防庁と当協

会の共催で開催し、57社･団体から 87名の出席があった｡ 

１ 開会挨拶  

２ 海外展開に係る消防庁（予防課）の動き 【消防庁予防課】 

３ ベトナムにおける消防用機器等を巡る現状 

・ベトナムとの覚書の締結及び 1月の訪越の報告 【消防庁予防課】 

４ 平成 30年度国際消防防災フォーラム（フィリピン）の報告 【消防庁予防課】 

５ ＡＳＥＡＮ投資環境概観  【みずほ銀行国際戦略情報部 勝間田氏】 

６ ベトナムの一般経済概況等  【ジェトロ海外調査部 竹内氏】 

７ 日本企業向け海外展開支援事業について 【ジェトロビジネス展開支援部 江崎氏】 

８ その他 

（４）ベトナム国に対する対応について 

   消防庁では、ベトナム国公安省の関係者を招聘し、「日越消防分野における協力に

関する覚書」を締結する予定とされ、協会に対して協力要請があった。機器協会とし

ては、来日するベトナム国公安省関係者の歓迎会、日本の消防機器の紹介等について、

協力を行うこととした。 

  ア 日越国の消防分野協力覚書の交換について 

    10月8日に総理官邸で日越首脳会談に合わせて開催された「日越協力文書交換式」

で、安倍内閣総理大臣及びグエン・スアン・フック首相のご臨席のもと、古賀総務

大臣政務官とレー・クイ・ヴオン公安省副大臣との間で、「日本国総務省とベトナ

ム社会主義共和国公安省との消防分野における協力覚書」の交換が行われた。機器

協会では、これらの情報をホームページに掲載するとともに、事務局長会議等にお

いて情報提供をした。 

【覚書に位置づけた協力範囲】 

〇火災予防政策並びに法令、規格及び認証制度 

・火災予防行政における規制及び効果に関する情報の交換   

・規格及び認証制度並びに消防機器及び設備の検査並びに認証のための規制の開

発における協力 

〇人材育成及び能力形成 

・火災予防行政並びに規格、標準及び認証制度の開発に関わる研修プログラムの

実施 

・消防機器及び設備の試験及び検査に関連する施設その他の事項の研究 

○協働の進展に向けた協力 

・双方の協力関係の進捗を評価するための定期的な会議の開催 

・消防に応用される科学技術研究成果を交換して新しい消防技術及び製品を紹介

するためのセミナーの開催 

  イ ベトナム国に対する関心の高い企業等への対応 

    ベトナム国への関心の高い企業 22社、1団体の協力により、ベトナム国対応関連

行事を実施するための経費負担金と 23社・団体を中心に事業を実施。 

  ウ ベトナム国公安省関係者来日に対する日本の消防機器の紹介と歓迎会の実施 
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    12 月 18 日にベトナム国公安省関係者５名が来日された機会をとらえ、「日本の

消防機器」に関する説明会及び歓迎会を実施した。 

  エ ベトナム国消防事情の調査 

    ベトナム国消防事情の調査を消防庁予防課が実施するにあたり、調査等のサポー

トとして要請されたため、鈴木常務が調査に同行し、平成 31 年 1 月 21 日から 24

日まで調査を実施した。 

  オ ベトナム国公安省関係者の来日についての対応 

    消防庁の招聘により、レー・クイ・ヴオン公安省副大臣以下 7名の皆様が平成 31

年 3月 11日(月)から 16日(土)まで次の日程により、来日された。 

これに伴い、ベトナム国関係企業 22企業の協力を得て、消防ポンプ自動車の展示、

日本の消防機器の説明会、歓迎会、視察への協力、夕食会を実施した。 

（５）消防機器等海外展開推進に係る調査等 

   「消防用設備等のベトナム規格(ISO)と日本規格の比較資料作成及びベトナム要人招 

聘に伴う会議資料の翻訳に係る業務」 

   消防庁予防課からの受託事業として実施したものであり、主な項目は次のとおりで 

 ある。 

1 手提げ式消火器 

① TCVN 7026:2013 (ISO 7165:2009) と日本の消火器規格との対比の概要 

② 規格の対比表一覧 

③ 規格の項目対比表 

2 閉鎖型スプリンクラーヘッド 

① TCVN 6305-1:2007 (ISO 6182-1:2004) と日本の閉鎖型 SPヘッド規格との対比の概要 

② 規格の対比表一覧 

③ 規格の項目対比表 

3 煙感知器（光電式） 

① TCVN 7568-7:2015(ISO 7240-7:2011) と日本の感知器規格との対比の概要 

② 規格の対比表一覧 

③ 規格の項目対比表 

4 受信機 

① TCVN 7568-2:2013(ISO 7240-2:2003) と日本の受信機規格との対比の概要 

② 規格の対比表一覧 

5 参考資料 

① 消防機器に関する日本の規格とISO規格について（メモ） 

② ベトナム国 消防機器規格一覧 

 

５  消防機器等に関する情報提供業務 

  消防機器等に関する情報提供業務について、日本消防検定協会からの受託業務と併せ

て、当協会の継続事業(会員に対する情報提供)とし実施した。 

また、情報提供業務を実施するに際し、企画立案及び実行に係る業務等についての、

内容の検討、確認等を行うために、運営会議を設置している。 
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（１）運営会議の開催 

   毎月、原則として第２火曜日の事務局長会議の前に実施し、計 8回開催した。 

   運営会議は、各正会員団体１５団体の事務局長、総務部長及び担当部長に加え、日

本消防検定協会、消防研究センター及び危険物保安技術協会の代表者により構成した。 

（２）予防技術講習会・情報交換会 

   消防機関の職員を対象とする講習会及び情報交換会であり、主催は日本消防検定協

会、全国消防機器協会は協賛として開催企画、準備、運営等を実施した。 

開催内容は、次の通りである。 

  ア 予防技術講習会のプログラムは、次の通りである。 

平成３０年度 予防技術講習会 

１ 大阪会場 平成 30年 7月 27日(金)  

講習会   13時 30分~17時    大阪府国際会議場ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ D+E (3階) 

２ 東京会場 平成 30年 8月 3日(金) 

講習会   13時 30分~17時       アルカディア市ヶ谷 富士(３階） 

３ 講習会プログラム 

開会［１３：３０］ 

13:30～  挨拶 日本消防検定協会 理事長 大江 秀敏 

13:40～14:10 予防行政の動向（その１） 住宅防火対策の推進等について 

消防庁予防課 (東京会場） 課長補佐 島村 康彰  

                 （大阪会場） 予防係長 柏原 研一 

14:10～14:55 予防行政の動向（その 2） 違反是正及び防火管理制度 

消防庁予防課 （東京会場）  違反処理対策官 鈴木 健志  

                 （大阪会場）  企画調整係長  坂本 幹祥 

14:55～15:10 休憩  

15:10～15:55 予防行政の動向（その 3） 消防用設備等に係る技術基準について 

消防庁予防課（東京会場） 設備専門官 塩谷 壮史 

                （大阪会場） 設備係担当 大矢 洋太  

 

15:55～16:25  日本消防検定協会の業務紹介 －信頼できる消防機器のために－  

日本消防検定協会 企画研究部 企画研究課長 北野 順也 

 

16:25～17:00 消防機器等に関する情報提供 

       ① スプリンクラーヘッドのあれこれ 

         千住スプリンクラー（株） 技術顧問 竹内 孝 

       ② 消防機器業界について   

(一社) 全国消防機器協会 常務理事 鈴木 和男 

閉会［１７：００］ 

 

イ 予防技術情報交換会 

    予防技術講習会に出席した受講者の内参加を希望した者及び講師、日本消防検定
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協会役職員、事務局等による予防技術情報交換会を次により開催した。 

ウ 予防技術講習会・予防技術情報交換会の開催実績は、次の通りである。 

区分 大阪会場 東京会場 合計 

予防技術講習会 ３１３名 ３３１名 ６４４名 

予防技術情報交換会 ７５名  ７４名 １４９名 

 

（３）自主表示届出番号一覧表（平成３０年７月）の作成・印刷・配布 

   自主表示対象機械器具等（動力消防ポンプ、消防用ホース、消防用吸管、消防用結

合金具（消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用

するねじ式の結合金具）、エアゾール式簡易消火具、漏電火災警報器変流器、漏電火

災警報器受信機）６品目について、平成３０年６月３０日までに総務大臣に対し、届

出のされたものを取りまとめ、自主表示届出番号一覧表（平成２８年７月）として作

成した。 

   また、4,500部印刷し、正会員団体、都道府県・消防本部等に配布した。 

（４）消防法令改正関係資料集（平成３０年７月）の作成・印刷・配布 

   消防法令に関する改正、改正通知、運用通知等について、原作として平成２９年７

月以降に消防庁予防課から発出された通知、事務連絡等を項目ごとに取りまとめたも

のである。 

また、２３００部印刷し、会員団体・企業、予防技術講習会、消防機器等に関する

研修会等において配布した。 

（５）消防機器等に関する研修会 

   平成３０年度の研修会は、次により開催した。 

ア  開催日時、場所、定員 

（ア）東京会場 

10月 9日(火) 14時 00分から 17時 00分まで 

         ｱﾙｶﾃﾞｨｱ市ヶ谷  富士の間 3階 (約 220名) 

（イ）大阪会場 

10月 5日(金) 13時 30分から 16時 30分まで 

       ﾒﾙﾊﾟﾙｸ大阪(新大阪駅前) ｶﾅｰﾚ 5階 (約 110名) 

  イ プログラム    

◆開会  １４：００～    ※大阪会場は、１３:３０～ 

◆挨拶  

  一般社団法人全国消防機器協会 会長 橋爪 毅 

  日本消防検定協会 理事長 大江 秀敏 

◆講  演 １４：１０～１５：４０ 

   最近の予防行政の動向について 

 消防庁 予防課  設備専門官 塩谷 壮史 

＝＝ 休 憩 １５：４０～１５：５０ ＝＝ 

◆講  演 １５：５０～１６:４０ 
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   工事中の防火対象物の火災事例と防火管理等について 

    東京会場 消防庁予防課  違反処理対策官 鈴木 健志   

    大阪会場 消防庁予防課  企画調整係長 坂本 幹祥   

◆情報提供 １６：４０～１７:００ 

型式適合検定等の不具合事例等について 

    日本消防検定協会 業務企画室 室長補佐 加藤 達也 

◆閉 会 １７：００ 

   なお、研修会終了後、参加者による意見交換会を開催した。 

  ウ 研修会及び意見交換会の出席状況     

東 京 会 場 

(H30.10.9) 

区分 申込者数 出席者数 欠席者数 欠席者/申込者 

割合(%) 

研修会 ２４９名 ２２９名 ※1 ２０名 8.0% 

意見交換会 ８３名 １０１名 ※2 ６名 7.2% 

大 阪 会 場 

(H30.10.5) 

区分 申込者数 出席者数 欠席者数 欠席者/申込者 

割合(%) 

研修会 １４０名 １２７名 ※3 １３名 9.3% 

意見交換会 ５１名 ５６名 １０名 19.6% 

   合計 区分 申込者数 出席者数 欠席者数 欠席者/申込者 

割合(%) 

研修会 ３８９名 ３５６名 ※4 ３２名 8.2% 

意見交換会 １３４名 １５７名 ※5 １６名 11.9% 

※1 当日出席者６名を含む。   ※2 当日出席者３名を含む。 

※3 当日出席者１名を含む。 

※4 当日出席者７名を含む。   ※5 当日出席者３名を含む。 

 

（６）ホームページ等による広報 

   主として、機器協会ホームページ「会員専用ページ」において、情報提供を実施し

た。また、機器協会ホームページをより活用していただくために、平成３０年８月に

次の内容に刷新するとともに、「日本の消防機器」（日本語版）を掲載した。 

① デザインの一部を変更し、より見やすくしたこと。 

② スマートホン対応可能なものとしたこと。 

③ セキュリティ対策を強化(https対応)したこと。 

④ 「日本の消防機器」（日本語版）に関する情報提供欄を追加したこと。 

 

６ その他 

（１）平成３０年度「社会貢献委員会」の事業 住警器等の配付事業 

ア 申請・決定状況等 

社会貢献委員会を3月22日に開催し､平成30年度社会貢献委員会実施計画及び平

成 30年度住警器等配付ﾓﾃﾞﾙ事業実施要綱を決定した｡ 
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２７道府県４９地区から申請があり、住警器等配布モデル事業実施地区選定委員

会を7月12日(木)に開催し､住宅用火災警報器2,000個､住宅用消火器500本及び防

炎品500 ｾｯﾄを､寄贈する 17の府県の 20地区を選定し､1地区当たり住宅用火災警報

器(100個)､住宅用消火器(25本)及び防炎品(防炎ｴﾌﾟﾛﾝ及び防炎ｱｰﾑｶﾊﾞｰ)(25ｾｯﾄ)を

8月末までに寄贈した｡ 

  イ 贈呈式・講演会の実施 

住警器等の贈呈式及び住宅防火対策等講演会は、松山市小野地区（愛媛県松山市

消防局）を選定し 9 月 9 日(日)に開催すべく準備をしたが、開催当日、松山市を含

む愛媛県下に「大雨洪水警報」が発表され、一部の地域に対しては避難勧告が出さ

れるなどの状況となり、中止をした。 

なお、（一社）全国消防機器協会橋爪会長から「小野地区女性防火クラブ連合会」

徳本会長をはじめ小野地区の関係の皆様に「住警器等の贈呈に係る目録」により贈

呈をし、当日、大雨の中、小野公民館に来ていただきました小野地区の関係者の皆

様約 20 名に対し、配付予定の資料を利用し、約 30 分程度各講演項目に沿って、概

要、ポイント等を説明しました。 

（２）社会貢献事業 平成３０年西日本豪雨による被災者を救援するための義援金の贈呈 

   7月13日に社会貢献委員会の各委員に書面表決(議案｢西日本豪雨による被災者を救

援するため義援金を贈ることについて｣)を依頼し､その結果､全委員からご賛同をいた

だいた｡また､正会員 15団体に対し､義援金の寄付の依頼を行い､正会員 15団体及び機

器協会からの寄付金が 251万円となりました｡ 

    義援金ては､8月15日に日本赤十字社｢平成 30年 7月豪雨災害義援金｣として､専用

の口座に振込を行いました｡ 

（３）各団体事務局職員の合同懇親会を 8月 7日(火)に開催し､27名の参加があり､職員相

互の親睦を図った。 

（４）平成３１年新年名刺交換会・新年互礼会の開催 

ア 平成 31年新年名刺交換会を 1月 8日(火)に開催し、来賓の皆様､会員団体企業の

皆様など約 678名 (主催者･事務局含む｡昨年約 667名)の皆様の参加があった｡ 

イ 平成 31年 新年互礼会を 1月 10日(木)に開催し、来賓の皆様､会員団体企業の皆

様など約 372名(主催者･事務局含む｡昨年約 361名)の皆様の参加があった｡ 

ウ 事務局関係の出席者は、名刺交換会 40名、また、互礼会 19名であった。 

なお、「平成 31年消防高島歴」の配布については、好評であった。 

  エ 新年互礼会に併せて開催した「意見交換会」 

消防庁予防課鈴木課長・祝迫事務官をはじめ日本消防検定協会及び（一財）日本

消防設備安全センターの幹部の皆様ならびに西日本地区の消防機関の関係者及び消

防機器関係団体の代表者等３５名の方にご出席をいただき、予防課長の挨拶の後、

予防行政等に関する意見交換が行われた。 

オ 令和２年の賀詞交歓会の開催予定 

令和２年の新年名刺交換会は２０２０年１月７日(火)１５時から明治記念館（冨

士の間）で、また、新年互礼会は２０２０年１月９日（木）１５時からホテルグラ

ンヴィア大阪(名庭の間)で開催する予定となっている。 


