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令和２年度事業報告書 

（自  令和２年４月１日 至  令和３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 

８２ 1 ０ ８３ 

    ※ トノックス㈱ 令和２年７月１日 入会 

       

３ 総会、理事会その他の会議 

（１）定時総会 

令和２年５月２９日（金）15 時から、日本消防会館 大会議室 （５階）において

開催し、次の議案について審議した。 

なお、開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症防止基本方針や緊急事態宣言

の動向等の観点から、各理事及び監事に対し、事前に議案に関する資料及び書面表決

書を送付し、当日、出席できない場合には署名表決書の提出を依頼した。 

出席状況は、出席正会員７団体及び書面表決書の提出正会員８団体であり、定款第

１９条第２項の規定により、正会員全員の出席とみなし、総会は成立した。 

ア 出席状況 

① 出席正会員（７団体） 

一般社団法人日本火災報知機工業会 一般社団法人日本消火器工業会  

一般社団法人日本消火装置工業会  一般社団法人日本消防放水器具工業会 

一般社団法人全国避難設備工業会  公益財団法人日本防炎協会 

ガス警報器工業会 

② 書面表決書の提出正会員（８団体） 

一般社団法人日本消防ポンプ協会   一般社団法人日本消防ホ－ス工業会 

一般社団法人全国消防機器販売業協会 一般社団法人日本消防標識工業会 

一般社団法人日本消防服装・装備協会 一般社団法人日本内燃力発電設備協会 

一般社団法人日本照明工業会     一般社団法人インターホン工業会 

③ 出席理事・監事 

 会長（代表理事）橋爪 毅 氏    副会長（理事） 金森 賢治 氏 

  副会長（理事） 遠山 榮一 氏  常務理事    鈴木 和男 氏 

理事      板倉 秀樹 氏  理事         村上  善一 氏 

  理事      菊地 信  氏   理事        渡邉 洋己  氏   
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   監事    長澤 良治 氏     監事    折田 憲一 氏 

イ  第１号議案 令和元年度事業報告書及び決算報告書の承認について 

→ 原案通り承認された。 

 イ 第２号議案 令和元年度公益目的支出計画実施報告書等の承認について 

  → 原案通り承認された。 

ウ 第３号議案  理事の退任と補欠理事の選任について 

  村上善一理事の退任が認められ、補欠理事として横井亮氏(一般社団法人日本消防

放水器具工業会副会長)が選任された。また、横井亮理事の任期は、令和３年度の定

時総会までとされた。 

エ 報告事項 

   令和２年度事業計画及び収支予算について、報告がされた。 

 

（２）臨時総会【書面による開催】 

渡邉洋己理事の退任及び補欠理事として室田哲男氏（日本防炎協会常務理事）の選

任について、書面による臨時総会を開催した。 

理事の退任及び選任については、正会員全員の同意が得られるとともに監事からも

意見なしとの報告があり、７月３０日付で、一般社団法人及び一般財団法人に関する

法律第５８条第１項の規定に基づき、総会の決議があったものとみなされた。 

なお、室田 哲男理事の任期は、令和２年８月１日から令和３年度の定時総会までと

された。 

 

（３）理事会 

  ア 第１回理事会【書面による開催】 

新型コロナウイルス感染症防止基本方針や緊急事態宣言の動向等を踏まえ、５月

７日に開催を予定していた令和２年度第１回理事会は、定款第３４条第２項の規定

に基づく一般社団法人及び一般財団法人に関する法律９６条による手続きにより、

書面により行った。 

  理事全員の同意及び監事２名からの意見なしの回答を踏まえ、５月１２日付で令

和元年度事業報告書(案)、令和元年度決算報告書(案)及び令和元年度公益支出計画

事業実施報告書（案）については、定款第３４条第２項の規定に基づき、理事会の

決議があったものとしてみなし、５月２９日（金）に開催が予定されている定時総

会に諮ることとされた。 

（ア）第１号議案 令和元年度事業報告書(案)について 

   理事１３名全員の同意   監事２名からの異議なしの意見 

   → 原案通り決議された。 

（イ）第２号議案 令和元年度決算報告書(案)について 

理事１３名全員の同意   監事２名からの異議なしの意見 

   → 原案通り決議された。 

（ウ）第３号議案 令和元年度公益支出計画事業実施報告書（案）について 

理事１３名全員の同意   監事２名からの異議なしの意見  
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   → 原案通り決議された。 

イ 第２回理事会 

  令和２年１０月７日（水）１４時からアルカディア市ヶ谷琴平(７階)で開催し、

理事１１名及び監事２名の出席があり、理事会は成立した。 

（ア）第１号議案 令和２年度業務執行状況の中間報告について 

業務の執行状況及び収支状況についての確認が行われた後に、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。 

（イ）第２号議案 事務所の仮移転について 

   日本消防会館の改築に伴い、機器協会事務局を１０月２６日に次の場所に仮移

転する旨の説明が行われたのち、内容の確認等が行われ、原案通り承認された。 

   仮移転先住所 

東京都港区東新橋 1-1-19 ヤクルト本社ビル 15階 

（ウ）第３号議案 令和３年新年名刺交換会・新年互礼会の開催について 

   審議の結果、新型コロナウイルス感染症の終息が見通せないことや、開催した

場合には密集・密接を避けるべく、参加人数を大幅に絞る必要があること、会場

内を自由に移動しての挨拶や会話にも制約が生じること、参加していただく皆様

の安全確保を優先すべきことなどの意見が出され、出席者の安全確保を優先する

ことで出席者全員一致し、開催を見送ることとされた。 

（エ）報告事項 

① 令和２年度消防庁長官表彰について 

② 令和２年秋褒章受章者について 

③ 新賛助会員の入会について 

④ 公益目的支出計画の実施完了について 

⑤ 令和２年度［後半］・令和３年度［前半］の主な行事予定について 

  ウ 第３回理事会 

令和３年３月１９日（金）１３時３０分からアルカディア市ヶ谷琴平(７階)で開

催し、理事１１名及び監事２名の出席があり、理事会は成立した。 

(ア)第 1号議案 令和２年度業務執行状況及び決算見込みについて 

実施した業務執行状況及び収支状況並びに決算見込みについての確認が行われ

た後に、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。 

(イ)第 2号議案 令和３年度事業計画書(案)について 

  原案通り承認された。 

(ウ)第 3号議案 令和３年度収支予算書(案)について 

原案通り承認された。 

(エ)報告事項 

① 令和３年春褒章受章候補者の内示について 

② 令和３年度の主な行事予定について 

 

（４）事務局長会議 

毎月原則として第２火曜日に開催し、各団体共通の課題について、協議、報告、情
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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。 

   また、事務局長会議の配付資料は、PDFにして、各事務局に送付した。 

   なお、令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大等の状況により、４回（5

月、12月、1月及び 2月）の会議は、書面により開催した。 

 

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事項 

（１）叙勲・褒章 

  ア 令和２年春の褒章 

令和２年春の黄綬褒章受章者は、次のとおりである。 

  金井 利行 氏  カナイ整染（株）代表取締役社長 

 伊藤 龍典 氏  能美防災(株) 代表取締役社長 

           （一社）日本火災報知機工業会 副会長  

加藤 修 氏   (株)立売堀製作所 代表取締役社長 

           （一社）日本消防放水器具工業会 理事 

  ※ 伝達式、拝謁は、中止された。 

イ 令和２年秋の褒章 

 令和２年秋の黄綬褒章受章者は、つぎのとおりである。 

  山形 明夫 氏 現 ホーチキ（株）代表取締役社長 

 堀 國治 氏  現 （株）初田製作所 専務取締役 

 堀川 正弘 氏 現 前出工機（株）代表取締役社長 

※ 伝達式、拝謁は、中止された。 

ウ 令和３年春の叙勲・褒章について 

  令和３年春については、令和３年３月３日に次の４名の皆様が、黄綬褒章受章候

補者としての内示がされた。 

  鈴江 昭 氏   現 中央報知機（株）代表取締役 

 重盛 弘子 氏  現 エム・テー工業（株）代表取締役 

小河原 光明 氏 現 セリアート（株）代表取締役社長 

久保山 英明 氏 現 デンヨー（株）取締役相談役   

  エ 令和３年秋の叙勲・褒章について 

    褒章上申者３名について、傘下団体と協議の上候補者を決定し、準備を進めてい

る。なお、上申の締め切り日は、４月９日とされている。 

オ 令和３年度高齢者叙勲候補者について 

令和３年年度の高齢者叙勲候補者（令和３年度内に満８８歳を迎える者のうち、

公職歴２０年以上などの要件を満たす者）については、各団体に該当者の有無につ

いて確認を行ったが、該当者がいなかった。 

 

（２）消防機器等関係者表彰（全国消防機器協会会長表彰） 

令和２年度の定例会長表彰は、令和２年５月２９日（金）付で行われ、受賞者は 

５１名の皆様であり、５月２９日（金）に開催を予定していた表彰式は、新型コロナ
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ウイルス感染症の拡大や緊急事態宣言等の状況を考慮し、開催を中止したことから、

受賞者の皆様には、表彰状・記念品等を送付した。 

 

（３）令和２年度消防庁長官(消防機器開発普及功労)表彰 

   令和２年度の長官表彰候補者の推薦枠は、３０名であり、各正会員から推薦のあっ

た候補者３０名について、８月２４日（月）に開催した「令和２年度消防機器開発普及功

労者表彰候補者選考委員会」の結果を踏まえ、候補者全員(３０名)を９月１日付けで消防庁

に上申した。 

      また、１０月１日に消防庁から上申者３０名の受賞者決定通知が有り、同日に推薦

のあった各正会員あて決定通知を送付した。 

令和２年度消防庁長官表彰式は、１１月６日（金）１４時から、明治記念館富士の

間（２階）において、当協会関係の長官表彰及び日本消防設備安全センター関係の長

官表彰・理事長表彰と合同で開催された。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大等の状況が考慮され、表彰式は、主催者・

来賓及び受賞者のみが表彰式会場に参列し、実施された。 

なお、表彰祝賀会は、開催が中止された。 

      

２ 関係省庁その他との連絡調整に関する事項 

（１）消防庁等関係省庁との連絡等 

その都度会員に事務局長会議を通じ情報提供し、特に予防課の発送文書中、業界に

関係あるものは、その都度メール等にて工業会事務局等に送付するほか、関係団体の

連絡事項についても会員に必要なものを通知するなど緊密な連絡協調を図った。 

 

（２）日本消防検定協会との消防機器業務懇談会の開催 

令和２年４月２２日（水）に開催が予定されていたが、新型コロナウイルス感染症

拡大等の影響により開催が中止された。 

 

（３）一般財団法人日本消防設備安全センタ－に対する協力 

本会より理事、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。また、月刊フェスクの編集委員会に参画し、機器業界関係の情報提供（社会貢

献事業、会長表彰受賞者・長官表彰受賞者・褒章受章者の紹介等）や執筆者の紹介等

を行った。 

 

（４）消防関係専門紙の皆様との懇談会について 

令和２年度については、新型コロナウイルス感染症拡大等の状況等を踏まえ、開催

を中止することとし、正会員における令和２年度の重点事項、トピックス等を取りま

とめ、書面による情報提供を行った。 

なお、情報提供を行った消防関係専門誌は、(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社であった。 
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（５）消防関係団体等との連携、協力について 

一般財団法人日本消防設備安全センター、公益財団法人日本消防協会、一般財団法

人日本防火・防災協会、一般財団法人日本防火･危機管理促進協会等に本会より理事と

して、公益財団法人消防育英会、公益財法人東京防災救急協会、一般財団法人日本防

火・防災協会及び一般財団法人日本防火･危機管理促進協会等に本会より評議員とし

て、ＩＳ０／ＴＣ２１協議会に監事として、日本フェスクサービス株式会社に監査役

として、また、住宅防火対策推進協議会に構成員としてそれぞれ派遣し、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に関する事項 

（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、業界内外に対

し啓発を行った。 

（２）令和２年度会員名簿（令和２年９月版）を 1,100部作成し、会員その他消防関係機

関・団体に配付した。 

（３）機関紙「消防機器」号外を８月及び１月に、それぞれ 1,500部を作成し、会員その

他消防関係機関・団体に配付した。 

（４）次の展示会等について、協賛団体等として協力した。 

① HOSPEXJAPAN2021（第 50回 日本医療福祉設備学会併設展示会） 

  ② JAPAN SHOP 2021（第 50回 店舗総合見本市） 

③ 防災推進協議会 

 

４  消防機器等に関する情報提供業務に関する事項 

  消防機器等に関する情報提供業務として、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)と併せて実施した。 

また、情報提供に係る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、情報提供の企画立案及び実行に係る業務等につい

ての、内容の検討、確認等を行った。 

 

（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、８回開催した。 なお、

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大等の状況により、２回（1 月及び 2

月）の会議は、書面により開催した。 

   運営会議は、正会員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

検定協会及び消防研究センターの代表者により構成している。 

 

（２）自主表示届出番号一覧表の作成・印刷・配付 

   自主表示対象機械器具等６品目について、令和２年６月３０日までに総務大臣あて

に届出のされた自主表示届出番号の一覧表（令和 2年７月）を作成した。 

   3,500部印刷し、正会員、都道府県・消防本部等に配付した。 
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（３）消防法令改正関係資料集（令和２年１０月）の作成・印刷・配付 

   令和元年７月から令和２年９月までに消防庁予防課から発出された通知等を取りま

とめ、2,300 部印刷し、正会員等に配付するとともに、予防技術講習会及消防機器等

に関する研修会の参加者等に配付した。 

   資料集の概要は、次の通りである。 

第１ 消防用設備等関係資料             関係通知 1３ 件掲載 

第２ 災害情報の伝達及び避難誘導に関する資料    関係通知 ２ 件掲載 

第３ 文化財の防火対策関係             関係通知 ５ 件掲載 

第４ 防火対策等に関する資料            関係通知 ４ 件掲載 

第５ 違反是正関係資料               関係通知 ２ 件掲載 

第６ 火災予防関係資料               関係通知 ６ 件掲載 

第７ 住宅防火対策関係資料             関係通知 ４ 件掲載 

第８ 新型コロナウイルス感染症拡大防止等関係資料  関係通知 ９ 件掲載 

第９ 風水害等に対する対応関係           関係通知 1０ 件掲載 

第１０ その他                   関係通知 ５  件掲載 

 

（４）消防法令改正関係資料集・追録（令和３年２月）の作成・印刷・配付 

   令和２年９月から令和３年１月までに消防庁予防課から発出された通知等を取りま

とめ、消防法令改正関係資料集（令和２年１０月）の追録として、1000部印刷し、正

会員等に送付するとともに、予防技術講習会の出席予定者・資料希望者等に配付した。 

資料集・追録の概要は、次の通りである。 

はじめに 

※ □の枠内のものは、令和２年度追録（令和３年２月）に掲載した通知等 

  その他のものは、令和２年１０月版に掲載したものです。 

第１ 消防用設備等関係資料            関係通知新規 ６ 件掲載 

第２ 災害情報の伝達及び避難誘導に関する資料   関係通知新規 ０ 件 

第３ 文化財の防火対策関係            関係通知新規 ０ 件 

第４ 防火対策等に関する資料           関係通知新規 １ 件掲載 

第５ 違反是正関係資料              関係通知新規 １ 件掲載 

第６ 火災予防関係資料              関係通知新規 ８ 件掲載 

第７ 住宅防火対策関係資料            関係通知新規 ５ 件掲載 

第８ 新型コロナウイルス感染症拡大防止等関係資料 関係通知新規 ７ 件掲載 

第９ 風水害等に対する対応関係          関係通知新規 １ 件掲載 

第１０ その他                  関係通知新規 ３ 件掲載 

 

（５）消防機器等に関する研修会 

   令和２年度の研修会は、次により開催した。 

   また、令和 2年度は、新型コロナウイルス感染症対策等の観点から、研修会の時間

を短縮し、会場内の密接、密着を回避するために定員を設けた。また、資料の配付希

望者には、研修会受講者に配付した資料を送付した。 
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さらに、意見交換会の開催を中止した。 

ア  開催日時、場所、定員 

（ア）東京会場 １０月１２日(月) 14時から 16時まで 

             アルカディア市ヶ谷 富士の間 ３階 (定員 150名) 

（イ）大阪会場 １０月１６日(金) 14時から 16時まで 

          メルパルク大阪(新大阪駅前) ソレイュ 4階 (定員 90名) 

  イ 開催概要 

◆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 高橋 淳 

◆講  演 １４：１０～１５：００ 

   最近の予防行政の動向について① 

              消防庁 予防課  設備専門官 千葉 周平 

＝＝ 休 憩 １５：４０～１５：５０ ＝＝ 

◆講  演 １５：００～１５:３０ 

   最近の予防行政の動向について② 

                 消防庁 予防課  設備専門官 千葉 周平 

◆情報提供 １５：３０～１５:５０ 

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 企画研究部次長 業務課長 仲川 貴雄 

◆情報提供 １５: ５０～１６:００  

   消防機器業界について     全国消防機器協会 常務理事 鈴木 和男 

  ウ 研修会の出席状況 

    東京会場及び大阪会場における出席状況は、次の表のとおりである。 

    なお、新型コロナウイルス感染症対策等を考慮し、会場の定数を東京会場は 150

名、大阪会場は 90名とし、それぞれの定員充足率は、東京 75％、大阪 86％の計 79

％であった。 

東京会場 

(R2.10.12) 
定員 150名 

区分 申込者数 出席者数 欠席者数 
欠席者/申込者 

割合(%) 
受講者 １０７名 １０２名 ５名 4.7% 
講師・事務局  １１名   
参加者計 １０７名 １１３名 ５名  

大阪会場 

(R2.10.16) 
定員 90 名 

区分 申込者数 出席者数 欠席者数 
欠席者/申込者 

割合(%) 
受講者 ７１名  ６７名  ４名  5.6% 
講師・事務局  １０名   
参加者計 ７１名  ７７名 ４名  

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 １７８名 １６９名 ９名 5.1% 
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講師・事務局  ２１名   
参加者計 １７８名 １９０名 ９名  

 
  エ 資料の配付 

    研修会に参加できない方で、あらかじめ資料の配付を希望された方に、研修会で

配付した資料の提供を行った。送付した件数は７５件、資料は１９７部であった。 

    なお、配付した資料は、①研修会テキスト及び②消防法令改正資料集であった。 

 

（６）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。 

  ア 予防技術講習会・情報交換会の開催計画・準備 

当初例年通りの規模等で９月に開催を予定していたが、新型コロンウイルス感染

症の拡大状況や対策等を考慮し、当初計画を次の様に変更した。 

   ① 開催時期を令和２年９月から令和３年２月にすること。 

   ② 参加募集人員を両会場とも約 150名程度とすること。 

   ③ 講習時間を 3時間 30分から 3時間程度とすること。 

   ④ 講習会テキスト・資料を希望者に配付すること。 

   ⑤ 予防技術情報交換会は、開催を中止すること。 

(ア)予防技術講習会 

  ① 東京会場 ⇒ 参加予定人数 約 150名 

      令和３年２月１９日（金） 14時から 16時まで 

      アルカディア市ヶ谷 富士の間 3階 

② 大阪会場 ⇒ 参加予定人数 約 150名 

      令和３年２月１２日（金） 14時から 16時まで 

      TKPガーデンシティ PREMIUM心斎橋 バンケット 3A 3階 

  (イ)予防技術講習会の開催概要 プログラム  

１ 東京会場 令和３年２月１９日（金） 

 １３時３０分～１６時３０分 アルカディア市ヶ谷 富士(３階） 

２ 大阪会場 令和３年２月１２日（金） 

 １３時３０分～１６時３０分 TKP ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ PREMIUM心斎橋 ﾊﾞﾝｹｯﾄ 3A(3階) 

３ 講習会プログラム  

13:30～13:35 挨拶 日本消防検定協会 理事長 高橋 淳 

13:35～14:20 予防行政の動向（その１） 住宅防火対策の推進等 

消防庁予防課 （東京会場） 国際規格対策官 桒原 崇宏 

       （大阪会場） 予防係長 吉田 暁 

14:20～15:05 予防行政の動向（その２） 違反是正及び防火管理制度関係 

消防庁予防課 （東京会場） 違反処理対策官 七條 勇佑 

       （大阪会場） 企画調整係長 木村 友治 
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15:05～15:15 休憩 

15:15～16:00 予防行政の動向（その３） 消防用設備等に係る技術基準関係 

消防庁予防課 （東京会場） 設備係長 羽田野 龍一 

       （大阪会場） 設備専門官 千葉 周平 

16:00～16:30 日本消防検定協会の最近の取組み 

日本消防検定協会 企画研究部 企画研究課 

  (ウ)予防技術情報交換会 ⇒ 開催中止 

   

イ 予防技術講習会の開催の中止 

    令和３年１月８日に.１都３県（東京・埼玉・神奈川・千葉）に非常事態宣言が発

令され、新型コロナウイルス感染症対策が強化されたこと、大阪府をはじめ全国的

に感染者が増加傾向にあること等、さらに参加していただく皆様をはじめ関係者の

安全の確保を考慮し、開催を中止した。 

(ア)開催中止の広報・連絡について 

   ① 機器協会・検定協会のホームページに開催を中止する旨掲載した。 

     時期 令和３年１月 12日 

  ② 全国消防長会 週刊情報に掲載を依頼した。 

時期 令和３年１月 19日（火）に掲載 

   ③ 参加申込済みの皆様に対し個別に連絡した。 

     開始時期 令和３年１月 12日から順次開始 

     連絡手段 メール又はファックス 

(イ)消防庁予防課に対し文章にて連絡 

   ① 予防課長に対し、中止する旨の連絡をした。 

   ② 予防課講師各位に、中止する旨の連絡をした。 

(ウ) 関係資料の提供 

     受講申し込み者及び資料申込者に対しては、次の資料を送付した。 

    ① 予防行政の動向等に関する資料（講習会テキストに代わるもの） 

    ② 資料集 消防法令改正関係資料 （令和２年１０月） 

    ③ 資料集追録 消防法令改正関係資料 （令和３年２月） 

 

ウ 資料の作成（予防行政の動向等に関する資料の送付による情報提供） 

    予防技術講習会で配付予定であったテキストに替えて、「令和２年度 予防行政

の動向等に関する資料（令和３年２月）」を編集・印刷した。 

（ア）資料の目次は、次の通りである。 

○ 令和２年度 予防行政の動向等に関する資料（令和３年２月） 

日本消防検定協会 

一般社団法人全国消防機器協会 

目次 

１ 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 予防係  
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2 予防行政の動向(その 2) 違反処理 消防庁予防課 違反処理対策官 

3 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 消防庁予防課設備係 

4 日本消防検定協会の業務紹介 日本消防検定協会 企画研究部企画研究課 

5 消防機器等に関する情報提供 一般社団法人全国消防機器協会. 

(イ)資料の仕様・印刷部数等 

① Ａ４版、151ページ（カラー印刷） １０００部印刷 

② 印刷した資料の内訳は、次の通りである。 

提供先 部 数 

東京会場申込者 １４１ 部 

大阪会場申込者 １１４ 部 

資料の申し込み者 ４８５ 部 

消防庁予防課 １５ 部 

日本消防検定協会 ３０ 部 

各工業会等 ６５ 部 

運営会議用 ２０ 部 

その他 １３０ 部 

計 １０００ 部 

 

エ 資料の送付状況 

予防技術講習会への受講申込者及び資料の配付希望者に対し、次により資料を送

付した。  

  (ア)送付した資料は、次の通りである。 

〇 送付状 

１ 予防行政の動向等に関する資料（講習会テキストに代わるもの） 

２ 資料集 消防法令改正関係資料 （令和２年１０月） 

３ 資料集追録 消防法令改正関係資料 （令和３年２月） 

４ アンケート用紙 

(イ)送付先の内訳 

区 分 部 数 

受講申込者（東京会場） １４１ 部 

受講申込者（大阪会場） １１４ 部 

資料申込者 ４８５ 部 

合 計 ７４０ 部（２４０か所） 

オ 報提供に係るアンケート結果について 

アンケート送付件数 回答件数（回答割合%） 

２４０件 １２０件（５０％） 

    アンケートの集計等の概要は、次の通りである。 

令和２年度 予防技術講習会 資料送付アンケート結果 
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アンケート配付 ２４０   回収率 １２０／５０％ 

１．資料は参考になりましたか。 

  ①予防行政の動向等に関する資料 ②資料集 消防法令改正関係資料 

なった １１５ ９６％ １０７ ８９％ 

普通 ５ ４％ １２ １０％ 

ならない ０ ０％ ０ ０％ 

未回答 ０ ０％ １ １％ 

計 １２０ １００％ １２０ １００％ 

③今後、作成・配付等してほしい資料等の項目・内容等（３６件） 

・ 今年度同様でよい ７件        ・資料の電子データを希望 ４件 

・ 講師による講習内容解説の動画 ３件・疑応答の資料      ２件 

・ 違反是正・処理関係 ７件 ・リーフレット・チラシ ２件 ・その他  ６件 

２．次年度以降予防技術講習会を開催した場合、参加を希望されますか。 

参加する １０７ ８９％ 

しない １ １％ 

その他 １０ ８％ 

未回答 ２ ２％ 

計 １２０ １００％ 

 ※その他  予算 ４件、コロナの状況に応じて検討 １件 

時期・都合が合えば参加したい ５件 

３．講習会の開催案内、受講申込、開催時期等、ご意見・ご希望（３５件） 

・ 現状のままで良い １２件   ・オンライン配信 ６件 

・ 九州での開催希望  ３件   ・ 申込の電子化  ２件 

・ 開催時期    ４件    ・その他     ５件 

４.今後の予防技術講習会で取り上げて欲しい事項など（３５件） 

・ 最新情報     ３件   ・現行通りで良い  ７件 

・ 事例・実例の紹介 ５件   ・法令関係     ９件 

・ 予防行政の動向  ２件   ・質疑応答の時間  １件 

・ その他     １１件 

５.講習会の後に開催している情報交換会についてのご意見・ご希望（２０件） 

・ 開催希望       １６件 ・大変有意義       １件 

・ 公費の為参加できない  １件 ・オンラインにて開催   １件 

・ 未参加         １件  

６.その他（質問、感想など）(３９件) 

・ 研修会を継続的に開催希望 １２件 ・オンラインにて開催希望   ７件 

・ 資料が参考になった    １１件 ・資料を活用している     ４件 

・ 資料送付のお礼       ５件 
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（７）ホームページ等による広報 

  ア 消防機器等に関する研修会関係 

    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、次の情報提供を

行った。 

① 消防機器等に関する研修会の開催予定 ②参加者の募集 ③研修会の開催結果 

④ 研修会で使用したテキストのデータ 

  イ 予防技術講習会関係 

    機器協会ホームページにおいて、次の情報提供を行った。 

   ① 予防技術講習会の開催予定 ② 予防技術講習会の受講受付 ③ 予防技術講

習会の開催結果  

  

５ 消防機器海外展開支援センターに関する事項 

 

  国・消防庁が行う消防機器の海外展開に係る政策等に協力するとともに、機器協会の

会員団体・企業の行う海外展開に関する事業に資する対象国の市場状況、基準認証制度

の状況、手続き等の情報の収集・提供を行うなど、日本の消防機器の海外展開に資する

業務を行うために、「消防機器海外展開支援センター」（以下「支援センター」といい

ます。）を令和２年４月１日に設置した。 

 

（１）支援センターの事業内容 

支援センターでは、消防機器の海外展開に資する次の業務を行う。 

ア 国・消防庁の行う消防機器の海外展開に係る政策等の情報収集・提供 

イ 海外展開に資する日本の消防機器に関する情報収集・提供 

ウ 海外で行われる消防防災技術に関する展示会等の情報収集・提供 

エ 海外の基準認証制度等に関する情報収集・提供 

オ 海外展開に資する会員団体・企業に対する相談業務 

カ その他消防機器の海外展開に関する業務 

 

（２）支援センターの会員 

支援センターは、機器協会の傘下会員団体・企業のうち、支援センターの設置目的

及び消防機器の海外展開に資する業務に賛同して、会員登録をした特別会員及び正会

員から構成する。 

  現在、会員は、特別会員１０社及び正会員１３社の計２３社となっている。 

● 参考会員会社（順不同敬称略） 

特別会員（10社） 

 オリロー株式会社    株式会社赤尾      能美防災株式会社 

 株式会社初田製作所   株式会社横井製作所   ホーチキ株式会社 

 ニッタン株式会社    株式会社シバウラ防災製作所 

 トーハツ株式会社    日本ドライケミカル株式会社 

正会員（13社）   
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 ナカ工業株式会社     株式会社吉谷機械製作所  浦野工業株式会社 

 日本機械工業株式会社   株式会社コーアツ     帝国繊維株式会社 

 帝人株式会社       櫻護謨株式会社      株式会社モリタ 

 モリタ宮田工業株式会社  船山株式会社       芦森工業株式会社 

新コスモス電機株式会社 

 

 また、特別会員と正会員の役割は、次の様になっている。 

◎ 特別会員 

① 運営協議会委員・運営幹事会幹事として参画 

② 事業計画・予算の提案・作成・審議・検討 

③ 海外展開すべき国の提案 

④ 海外展開対象国に対する要望・要請等の提案 

⑤ 海外展開に関する行事(会議・交流会等)の企画・提案、優先参加 

⑥ 海外情報等に関する優先入手 

〇 正会員 

① 海外情報等の入手 

② 海外展開に関する行事(会議・交流会等)に関する情報と参加 

③ 運営協議会及び運営幹事会に、オブザーバとして出席 

 

（３）支援センターの組織体制 

   支援センターには、運営協議会（議長金森賢治（ホーチキ（株）代表取締役会長）

・副議長青山滋（トーハツ（株）取締役防災営業部長））及び運営幹事会を設け、海

外展開に向けた具大的な事業を実施する。また、海外展開に関する事業を円滑に推進

するためには、消防庁、消防関係機関との連携が不可欠であることから、消防庁、日

本消防検定協会及び（一財）日本消防設備安全センターにオブザーバとして参加して

助言等をいただく。 

 

（４）平成２年度の業務実施状況 

  ア 第１回の運営協議会・運営幹事会を書面により開催した。 

    新型コロナウイルス感染症対策等の観点から、書面により開催し、開催基準日を

５月２９日とし、次の議案について審議検討をお願いした。 

   第１号議案 運営協議会委員及び運営幹事会幹事の決定について 

    ⇒ 運営協議会委員１０名全員の承認が得られ、別紙１及び別氏２の通り、運営

評議会委員及び運営幹事会幹事が決定し、令和２年６月１日付で委嘱状を発行

した。 

第２号議案 運営協議会 議長の選出について 

 ⇒ 運営協議会委員１０名の方全員の同意により、議長に金森賢治氏が決定し、

また、副議長に金森議長の指名により、青山滋氏が決定した。 

第３号議案 支援センター所長の選任及び事務局体制について 

⇒ 運営協議会委員１０名全員の承認が得られ、別紙３の体制となった。 
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第４号議案 令和２年度事業計画（案）の承認について 

⇒ 運営協議会委員１０名全員の承認が得られ、別紙４のとおり決した。 

第５号議案 令和２年度収支予算書（案）の承認について 

⇒ 運営協議会委員１０名全員の承認が得られ、別紙５のとおり決した。 

  イ 2020.8 ベトナム国ホーチミン市で開催予定の防災展の中止 

    新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大等により、海外への渡航等が禁止され

ている等の状況から、防災展の開催が中止された。 

    従って、当初予定していた防災展へのジャパンパビリオンとしての出展準備等も

中止した。 

    なお、2021年は、ハノイ市においてベトナム消防 60周年記念行事の一環として、

開催予定とされている。 

ウ ベトナム国消防に対する予防技術研修支援事業の中止 

新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大等により、ベトナム国との渡航等につ

いても制限されており、研修事業のための人の派遣・研修生の受け入れ等が困難で

あり、事業の実施が見送られている。 

エ 支援センターの海外向けの会員企業紹介冊子の作成 

海外展開のための資料として、海外展開支援センター会員各社の有する消防機器

のうち、海外に紹介するものについて、取りまとめた日本語及び英語のパンフレッ

トを作成し、海外の方が来場される国内の展示会、海外の展示会や大使館等に配付

するために作成した。 

  オ 会員各社が保有している消防機器に関する DVD、スライド等のデータの収集 

日本の優れた製品、規格及び認証制度を一体として諸外国に周知していくための

ＰＲ媒体を作成し、国際的な展示会、在外公館等で配布等に活用することで、日本

製品等の知名度を高めることを目的とする。 

 

６ 消防庁からの委託事業 

（１）日本の消防機器等の製品及び規格を海外に向けて紹介するＰＲ媒体作成に係る業務 

日本の優れた製品、規格及び認証制度を一体として諸外国に周知していくためのＰ

Ｒ媒体を作成し、消防庁予防課に納入した。その概要は、次の通りである。 

 目 次 

1 建築物の防火安全対策 

2 日本の消防機器の種類 

3 日本の消防機器の特徴 

4 主な消防機器(消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、閉鎖型スプリ

ンクラーヘッド・流水検知装置、不活性ガス消火設備、自動火災報知設備、感知

器、 住宅用防災警報器、避難器具、消防ポンプ自動車・可搬式消防ポンプと積

載車、 防火服等) 

5 日本の消防機器の基準と認証(基準と認証制度の概要、日本の規格（基準）と

ISO規格、検定制度、自主表示制度、認定制度) 

６ 消防用設備等の設置と維持管理制度(消防設備士制度、消防用設備等の定期点
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検報告制度、消防設備点検資格者制度) 

なお、この資料は、消防庁予防課において再編集・英語への翻訳が行われ、国

際的な展示会、在外公館等で配付等され、日本製品等の知名度を高めることに使

用される予定となっている。 

 

（２）ベトナム国消防法令（136/2020/NĐ -CP 2020）の翻訳等に係る業務 

2020年 11月 24日に公布、2021年 1月 10日に施行された「防火及び消火に関する

法律の施行に係る多数の条項及び措置の詳細、並びに防火及び消火に関する法律の多

数の条項を修正及び補足する政令 136/2020/ND-CP」の第 1章 総則、第５章 消防用

施設・機械器具等、第６章 消防のサービス業及び附属書Ⅶ検定の対象となる消防用

機械器具等一覧をベトナム語から日本語に翻訳するとともに、その概要書を作成し、

消防庁予防課に納入した。 

   

７ その他 

（１）令和２年度「社会貢献委員会」の住警器等の配付モデル事業 

ア 申請・決定状況等 

社会貢献委員会については、新型コロナウイルス感染症拡大等の状況を考慮し、

書面により開催し、令和２年度住警器等配付モデル事業実施要綱を決定した。 

これにより、令和 2年度住警器等配付モデル事業実施地区の募集をしたところ２

８都府県５１地区から応募があった。７月７日(火)に住警器等配付モデル事業実施

地区選定委員会を開催し、１８府県２０地区を選定した。 

  イ 住警器等の贈呈 

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（防炎エプロン及び防炎アームカバー）（２５セット）を８月末までに寄贈し、

合計で住宅用火災警報器２，０００個、住宅用消火器５００本及び防炎品５００セ

ットとなっている。 

なお、寄贈した住宅用火災警報器は一般社団法人日本火災報知機工業会から、住

宅用消火器は日本消火器工業会及び防炎品は日本防炎協会からそれぞれ提供を受け

た。 

  ウ 贈呈式・講演会の実施 

    令和２年度の住警器等贈呈式及び住宅防火対策講演会は、令和２年 9 月４日

(金)14時から、長野県かるい軽井沢町において実施した。 

（ア）住警器等贈呈式 

令和２年 9月４日(金)14時から新軽井沢会館ふれあいの間において開催し、橋

爪会長から新軽井沢区長土屋 隆様、前軽井沢町長佐藤 雅義様に住警器等の贈

呈を行いました。 

また、贈呈式には、前消防団長 佐藤淑人様、消防団長土屋勝浩様、軽井沢消

防署長佐藤一明様はじめ新軽井沢区、軽井沢町消防団、軽井沢消防署の皆様等約

４０名の皆様に御列席を出席いただくと共に、消防庁予防課課長補佐桒原様、機

器協会関係者が出席しました。 
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  （イ）住宅防火対策講演会 
     軽井沢消防署及び機器協会の共催で新軽井沢会館ふれあいの間において、軽井

沢地区の区民、軽井沢消防団員等約５０名の皆様に参加をしていただいて開催し

た。橋爪会長及び佐藤軽井沢消防署長の挨拶の後、消防庁予防課桒原補佐から住

宅防火対策等の現状及び鈴木常務から住警器、住宅用消火器、防炎品等に関する

情報提供をした。 
 

（２）各団体事務局職員の合同懇親会 

例年８月に行っていたが、本年は、新型コロナウイルス感染拡大等の状況を踏まえ、

開催を見送ることとした。 

       

（３）団体保険（「全消機保障制度」） 

会員団体の各企業にパンフレットを配付し、申込を取りまとめた結果は、次の通り

である。 

ア 生保関係 

    昨年度の３企業６団体６８名から、９名の退会、１名の加入があり、合計８名減

の３企業６団体５７名となった。 

イ 損保関係 

    昨年度の１０企業９団体２７１名から、９名の退会があり、１０企業９団体２６

２名となった。 

 

（４）事務所の仮移転について 

日本消防会館の改築に伴い、事務所を下記の場所に仮移転した。なお、新日本消防

会館は、令和６年３月に竣工予定とされている。 

住所 〒105-0021 港区東新橋１丁目１番１９号 ヤクルト本社ビル 15階 

         １０月２３日（金）・２４日(土)・２５日(日) 引っ越し作業 

         １０月２６日(月) 新事務所において業務開始 

電話番号 03-6263-8570   ファックス番号 03-6263-8572 

仮移転に伴い、事務所移転の変更登記、税務署、金融機関等の住所変更手続き等を

実施した。 

 

（５）令和３年 新年名刺交換会・新年互礼会について 

  ア 開催中止 

令和３年の賀詞交歓会を次の通り予定していたが、新型コロナウイルス感染症の

拡大状況やその対応策等が考慮され第２回理事会（令和２年１０月開催）において、

開催の中止を決議した。 

（ア）令和３年 新年名刺交換会 

   令和３年１月８日（金） 16時から 明治記念館 冨士の間 

（イ）令和３年 新年互礼会 

   令和３年１月１２日（火）15時から グランビア大阪 名庭の間 
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   ※ 関西圏消防関係者意見交換会 14時 30分から 

イ 開催中止に伴う対応 

（ア）開催中止の案内 令和２年１１月に実施 

  ① 消防関係機関、団体等の来賓の皆様には、開催の中止のご案内と併せて、令

和３年消防高島暦を送付した。 → １８３名 

  ② 正会員１５団体・会員企業等に開催の中止の案内を正会員事務局から提出の 

  各会員企業に送付した。 → 約６００通 

  ③ 賛助会員８３社には、開催の中止のご案内と併せて、令和３年消防高島暦を

送付した。 → ８３名 

（イ）開催中止の案内を機器協会ホームページ（会員専用ページ）に掲載した。 

ウ 令和３年消防高島暦 

消防高島暦については、例年印刷し、新年名刺交換会、新年互礼会等において、

参加した皆様に配付し、好評を得ています。 

令和３年については、新年名刺交換会及び新年互礼会の開催が中止されたが、予

定通り１３００部印刷し、次の様に配付した。 

① 来賓及び賛助会員には、開催中止の案内とともに送付した。 

 ② 正会員１５団体事務局に、配付希望を確認の上、送付した。 

 ③ その他、事務局長会議、消和会等において、関係者に配付した。 

   

エ 令和４年新年名刺交換会・新年互礼会の開催予定 

    新年名刺交換会 令和４年１月６日（木） 15時から 明治記念館 

    新年互礼会   令和４年１月１１日（火）15時から ホテルグランヴィア大阪 

  

（６）新型コロナウイルス感染症対策等を踏まえた勤務体制等について 

   令和 2年当初から徐々に新型コロナウイルス感染症が拡大し、４月から発出された

緊急事態宣言等の状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策として、３密（密閉、

密接、密集）を避けること、さらに時差通勤、在宅勤務等が奨励された。 

これらの趣旨を踏まえ、業務に支障を生じないようにし、次のような対応を継続し

て行った。 

  ア 緊急事態宣言発令期間中 

    時短（１日５時間又は６時間勤務）及び週休１．５日～２日 

  イ 緊急事態宣言発令期間外 

    時短（１日６時間勤務）及び週休１日 



令和２年度 事業報告書 附属説明書 

公益目的支出計画に基づく事業の実施完了について 

  一般社団法人全国消防機器協会

 平成１８年から開始された法人改革に基づいて実施した一般社団法人への移行及び公益

目的支出計画に基づく事業の実施については、次の通りである。

1 「一般社団法人」としての認可等 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律（平成１８年法律第５

０号）第４５条の規程に基づく、一般社団法人としての認可

申請日   平成２３年８月２９日

申請者   社団法人全国消防機器協会 会長 田上 征

認可日   平成２４年３月２１日 府益担第３９３５号

認可者   内閣総理大臣 野田 俊彦

移行登記日 平成２４年４月１日

２ 公益目的財産額の確定 

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律（平成１８年法律第５０

号）第３３条第３項の規定に基づく、平成２４年３月３１日を算定日とする公益目的財

産額

  確定通知日   平成２４年７月１７日 府益担第６５２３号

公益目的財産額 17,479,315 円 
  公益目的支出計画の実施期間 １７年間

平成 24（2012）年 4 月 1 日から平成 41（2029）年 3 月 31 日

３ 公益目的支出計画に基づく公益事業支出経緯 

  認可を受けた公益目的支出計画に基づく事業の実施期間は、１７年間とされていたが、

公益目的事業である情報提供業務等の実施内容等を充実させたこと等により、８年間で

完了したものである。

また、当初の公益目的財産額は、17,479,315 円であったが、法人の継続的な運営に不

可欠な事務所の保証金（310 万円）、記念事業積立金、退職給付引当金等について、適正

に確保している。

なお、平成 24 年度からの日本消防検定協会からの情報提供業務に関する受託事業、

消防庁からの受託事業などにより、収益額が増加している。



４ 公益目的支出計画の実施完了の確認証 

  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律（平成１８年法律第５０

号）第１２４条の規定に基づく公益目的支出計画の実施が完了したことの確認請求に基

づく確認証の交付

  確認請求日  令和２年６月９日

  確認証交付日 令和２年９月１１日 府益担第６２０号

  実施完了日  令和２年３月３１日
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