
平成２８年度事業報告書 
自 平成２８年 ４月 １日 
至 平成２９年 ３月３１日 

1. 会員の概況等
(ア) 会員数

当年度当初会員数 増 減 当年度末会員数 

正会員 30 30 
準会員 45 3 3 45 

計 75 3 3 75 
入会 吉池防災サービス株式会社 平成２８年 ４月 １日 

防災技術センター株式会社 平成２９年１０月 １日 

エヌビーエスエンジニアリング株式会社 平成２９年１２月 １日

退会 小野産業  平成２８年 ３月３１日 

株式会社渡辺武商店 平成２８年 ９月３０日 

株式会社サイダ 平成２９年 ３月３１日 
(イ) 会費

① 一般会費
正会員 130,000 円/年×30 社=3,900,000 円 

小計 3,900,000 円 
準会員  28,000 円/年×46 社=1,288,000 円 

 14,000 円/年× 2 社=   28,000 円(上期のみ 1 社、下期から加入 1 社) 
9,300 円/年× １社=    9,300 円（12/1 加入 1 社） 

小計 1,269,300 円 
合計 5,169,300 円 

② 負担会費
1. 検定品

種類 会社名（順不
 

検定申請数 負担会費 未収金 

金属製 
避難はしご 

9社 

城田鉄工、瀬戸興産 
セフ、ナカ工業
松本機工、松本工業
マルニシ、宮本
ヤマトプロテック

142,585 台 3,564,625 円 0 円 

緩降機 

3社 

上田消防建設 
消防科学研究所 
松本機工 

6,247 台 937,050 円 0 円 

計 4,501,675 
円

0 円 



2. 認定品・評定品 

種類 会社名（順不同） 認定評定 
申請数 

負担会費 内未収金 

繊維製 
避難はしご 

3社 

トーヨー消火器工業 
サンコー 
城田鉄工 

3,309 台 82,725 円 8,050 円 
(2社) 

救助袋 
5社 

石川商工 
上田消防建設 
齋田産業, 
タカオカ 
冨士産業 

4,021 台 1,215,150 円 131,800 円 
(5社) 

すべり台 
2社 

ジャクエツ環境事業 
石川商工 

14 台 28,000 円 10,000 円 
(2社) 

避難ロープ 
避難ロープ装置 

2社 

トーヨー消火器工業 
城田鉄工 

16,202 台 162,020 円 14,850 円 
(1社) 

計   1,487,895 円 164,700 円 
負担会費合計 5,989,570 円 

未収金  164,700 円 
(ウ) 事業収入 

証票発行対象事業者 
アトラクト、上田消防建設、エム・テー工業、オーテック、三新工業、 
城田鉄工、瀬戸興産、セフ、タカオカ、ナカ工業、松本機工、松本工業、 
マルニシ、宮本、ヤマトプロテック、吉池製作所   以上 15 社 

  申請数 金額（円） 
型式認定 新規 3 型式 150,000 円 

改修 1 型式 50,000 円 
個別認定 新規 86,260 台 10,351,200 円 

改修 24,680 台 3,702,000 円 
非格納 960 台 144,000 円 

事業収入合計 14,397,200 円 
2. 会議等 

(ア) 総会 
第３４回通常総会 

平成２８年 ５月３０日（金） １５時００分～１６時３０分 
東京都港区虎ノ門２－９－１４ 発明会館ビル地下ホール 

第 1 号議案 議事録署名人の選任の件 
議長が議事録署名人として小池氏及び吉池氏の両名を指名し、両氏はこれ
を承諾した。 

第 2 号議案 平成 27 年度事業報告書(案)及び平成 27 年度収支計算
書及び財務諸表等(案)の承認の件 

事務局より内容説明のあと、久保木監事より財務関係資料に基づき平成
27 年 4 月 25 日に監査を行った結果、その内容は適正に処理されている



旨を確認したとの報告があり、「平成 27 年度事業報告書(案)及び平成 27
年度収支計算書及び財務諸表等(案)」の承認の件は、可決承認された。 

第 3 号議案 平成 27 年度公益目的支出計画実施報告書(案)等の承認の件 
事務局より内容説明のあと、久保木監事より財務関係資料に基づき平成
27 年 4 月 25 日に監査を行った結果、その内容は適正に処理されている
旨を確認したとの報告があり、「平成 27 年度公益目的支出計画実施報告
書(案)等」の承認の件及び最終的な計画変更について、可決承認された。 

第 4 号議案 平成 28 年度事業計画書及び平成 28 年度収支予算書の報告 
事務局より内容説明のあと、「平成 28 年度事業計画書及び平成 28 年度収
支予算書」の承認の件について、可決承認された。 

第 5 号議案 役員の交代の件 
役員の辞任等に伴い補欠理事及び補欠監事を選出する必要性があること、
消防法施行規則第三十一条の五の五による消防庁の登録認定機関の役員
に対する制限を踏まえ、理事として新任 1 名、監事として新任 1 名の人
選をした旨の説明が事務局からあり、「役員の交代の件(案)」の承認の件に
ついて採決をとり、可決承認された。新任理事及び退任役員は下記の通り
である。なお、下記以外の役員の変更はない。 
理事 

    馬門清治 上田消防建設株式会社  代表取締役社長  退任 
   上田勝也 上田消防建設株式会社  代表取締役社長  新任 

監事 
     神山宏保  (一社)全国避難設備工業会 認定委員 退任 
     富岡恵子 三津浜工業株式会社 代表取締役社長 新任 

その他報告事項等 
1 新規加入会員として平成27年度下半期より準会員として加入の

旭防災設備株式会社および、今期より準会員として加入の吉池
防災サービス株式会社の紹介があった。  

2 31 日に行われる一般社団法人全国消防機器協会会長表彰おいて、
石川商工株式会社・佐藤光夫氏、株式会社消防科学研究所・片山
千英子氏、シノハラ防災株式会社・木村紀辰氏の 3 名が受章さ
れることが決定していることの報告があった。 

3 消防機器開発普及功労者表彰に上田消防建設株式会社 代表取
締役 上田勝也氏、株式会社消防科学研究所 大阪支社長 長澤正
夫氏の 2 名を推薦する予定であることの報告があった。 

4 告示前救助袋の劣化に対する対応の件については、消防庁課長
通知という形で 3 月 31 日に発出されたこと、リーフレットの形
にして各講習会場に配布すること検討していること、各種委員
会を設置しその中でさまざまな検討を行っていくが、最初に救
助袋の技術委員会、及びステンレス勉強会を立ち上げ、その後各



種避難器具について、順次部会という形で進める予定との報告
があった。  

5 日本消防設備安全センターから委嘱されている点検資格者講習
と、各県から委嘱されている消防設備士講習の絶対数が不足し
ており、講師の推薦をお願いする旨の報告があった。 

(イ) 工業会会長表彰 
① 一般社団法人全国避難設備工業会会長表彰受賞者表彰 

平成２８年 ５月３０日（月） 発明会館地下ホール 
来賓・祝辞  
一般社団法人全国消防機器協会会長   北爪敬治 様 
受彰者(敬称略) 

ヤマトプロテック株式会社 課長   岡本 一男 
モリタ宮田工業株式会社 グループ長  金子 明 
株式会社瀬戸興産  検査員   菅 康行 
株式会社セフ  顧問   齋藤 盛男 
上田消防建設株式会社 製造一課課長  下野 真二 
齋田産業株式会社  営業課長  仙石 将人 
株式会社初田製作所 東京支社機器営業 3 課営業担当 塙 克二 
松本機工株式会社  次長   万代 英樹 
株式会社消防科学研究所 技術部   山田 塁 
石川商工株式会社  営業   和氣 昭一 
マルヤマエクセル株式会社 千葉地区担当部長 飯髙 政浩 
茨城消防株式会社  主任   大森 隆 
旭防災設備株式会社 代表取締役  小池 一男 
株式会社スエヒロ  本社営業所所長  酒井 啓之 
株式会社協友防災工業 常務執行役員  原田 定夫 

② 表彰者祝賀会懇親会 
平成２８年 ５月３０日（月） 発明会館 ７階集会場 
来賓・挨拶 

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    坂井秀司 様 
一般財団法人日本消防設備安全センター理事長 原田正司 様 
一般社団法人全国消防機器協会会長   北爪敬治 様 
※ およそ８０名の方々にご来訪いただく 

(ウ) 理事会 
① 第１回理事会 

1. 日時 平成２８年 ５月 ９日（月） 
2. 場所 発明会館ビル ７階会議室 
3. 出席者 菊池会長、石川副会長、小池副会長、生貝常務理事 



齊田理事、吉池理事、重盛理事、前田理事 
神山監事 

第 1 号議案  平成 27 年度の事業報告と収支計算書等（案）について 
事務局より説明のあと、財務関係資料に基づき監査した結果、適正に処理
されている旨の報告が神山監事よりなされ、「平成 27 年度事業報告及び
収支計算書案の承認について」は、可決承認された。 

第 2 号議案  平成 27 年度公益目的支出計画実施報告書案について 
事務局より公益目的支出計画を一年延長したことなどの詳細説明のあと、
監査した結果、適正に処理されている旨の報告が神山監事よりなされ、「平
成 27 年度公益目的支出計画実施報告書案の承認について」は、可決承認
された。 

第 3 号議案  工業会人事について 
神山氏が監事を退任されること、後任として三津浜工業株式会社代表取締
役の富岡恵子氏を推薦すること、また、馬門理事の後任理事に、上田消防
建設株式会社上田勝也氏を推薦することの説明があった。「工業会人事に
ついて」は、可決承認された。 

第 4 号議案  平成 28 年度消防庁長官表彰者推薦の件について 
事務局より説明のあと、「平成 28 年度消防庁長官表彰者推薦の件につい
て」は、可決承認された。 
消防庁長官表彰者は次の通り。 

上田消防建設株式会社  専務取締役 上田勝也氏 
株式会社消防科学研究所 大阪支所長 長澤正夫氏 
11 月 2 日に、明治記念館にて表彰式が行われた。 

第 5 号議案  会長表彰式及び祝賀懇親会について 
事務局より懇親会を開催することとしたこと、会長表彰式には、機器協会
会長北爪敬治氏に祝辞をいただくこと、行政や各団体に臨席いただくこと
などの説明と及び懇親会の進行についての説明のあと、「会長表彰式及び
祝賀懇親会について」は、可決承認された。 

報告事項 
1 告示前救助袋の劣化の件について、消防庁課長通知という形で 3

月 31 日に発出されたこと、内容をリーフレットの形にして各講
習会場に置くことを検討中であることの報告があった。 

2 落合勇氏（前日本消防設備安全センター企画研究部長）が、登録
認定に係る、認定専門委員、認定委員、認証委員の委嘱及び、外
部アドバイザーに就任したことの報告があった。 

② 第 2 回理事会 
1. 日時 平成２８年１０月 ７日(金) 
2. 場所 スクワール麹町 5 階 百合の間 
3. 出席者 菊池会長、石川副会長、小池副会長、生貝常務理事 



齊田理事、平野理事、喜田理事、重盛理事、前田理事、上田理事 
久保木監事 

第 1 号議案  平成２８年度の事業報告書(中間)と中間決算書について 
事務局から説明のあと「平成２８年度の事業報告書(中間)と中間決算書の
承認について」は、可決承認された。 

第 2 号議案  準会員新規加入申し込みについて 
事務局から説明のあと、「準会員新規加入申し込みについて」は、可決承
認された。 
新規加入準会員は下記の通り。 
防災技術センター株式会社（千葉県） 

報告事項 
1 サーベイランスの実施内容についての報告があった。 
2 消防庁長官表彰について、本年は上田消防建設株式会社の上田

社長と株式会社消防科学研究所の長澤大阪支所長を推薦し受賞
が決定したことの報告があった。 

3 工業会と安全センターが共同で告示基準前救助袋の扱いについ
て注意喚起のパンフレットを作成し、配布したことの報告があ
った。 

4 工業会事務局の移転について、2 年後には再度移転しなければな
らないことの報告があった。 

③ 第 3 回理事会（書面審議） 
1. 日時 平成２８年１１月 ４日(金) 

第 1 号議案 エヌビーエスエンジニアリング株式会社準会員加入について 
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６条に基づく理事会
の決議の省略の方法により、「エヌビーエスエンジニアリング株式会社
準会員加入について」は、可決承認された。 
新規加入準会員は下記の通り。 
エヌビーエスエンジニアリング株式会社（千葉県） 

④ 第 4 回理事会 
1. 日時 平成２９年 ３月１３日(月) 
2. 場所 発明会館ビル ７階会議室 
3. 出席者 菊池会長、生貝常務理事、平野理事、上田理事、齊田理事 

吉池理事、重盛理事、前田理事 
第 1 号議案  平成２９年度予算案について 

事務局から説明のあと、「平成２９年度収支予算書案の承認について」は、
別紙予算書のとおり可決承認された。当該案を理事会の決議事項として総
会に報告することについても、可決承認された。 

第 2 号議案  平成２９年度事業計画案について 
事務局から説明のあと、「平成２９年度事業計画の承認について」は、可



決承認された。当該案を理事会の決議事項として総会に報告することにつ
いても可決承認された。 

第 3 号議案  新規開発製品の負担会費案について 
事務局から現状の消防法に明記されている避難器具以外の製品が開発さ
れた場合の負担会費案について、提案が為されたが、内容の再検討が必要
という意見があり、この件は保留とされた。 

第４号議案  証票発送の送料区分変更案について 
事務局より、証票の発送に関して着払いから立替元払いに変更する案が提
案され、「証票発送の送料区分変更案について」は、可決承認された。 

報告事項 
1 本年度の工業会会長表彰については、会長副会長会で 15 名選考

された旨の報告があった。 
2 本年度の機器協会会長表彰については、会長副会長会で 3 名選

考された旨の報告があった。 
3 本年度は理事役員改選年であることの報告があった 
4 株式会社サイダが、準会員を退会することの報告があった。 
5 新たな点検用器具を開発すべく、安全センター助成金を受ける

ための手続きを進めている旨の報告があった 
6 工業会事務局の移転の進捗状況についてはデベロッパーとの打

合せ中であることの報告があった。 
⑤ 第 5 回理事会（書面審議） 

1. 日時 平成２９年 ３月２４日(金) 
第１号議案 公益目的支出計画期間の延長について 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６条に基づく理事会の
決議の省略の方法により、「公益目的支出計画期間の延長について」は、
可決承認された。最終予定日は平成３０年 ３月３１日となった。 

(エ) 会長・副会長会 
① 第 1 回会長・副会長会 

1. 日時 平成２８年 4 月２０日（水） 工業会会議室 
第 1 号議案  平成２７年度事業報告案及び収支計算書等財務諸表案の件 
第 2 号議案  平成２７年度公益目的支出計画実施報告書案の件 
第 3 号議案  平成２８年度消防庁長官表彰者推薦の件 
第 4 号議案  馬門理事退任・後任人事の件 
第 5 号議案  平成２８年度通常総会及び懇親会の件  

② 第２回会長・副会長会 
1. 平成２９年 ２月２４日（金） 工業会会議室 

第 1 号議案  平成２９年度予算案について 
第 2 号議案  平成２９年度事業計画書について 
第 3 号議案  平成２９年度工業会会長表彰について 



第 4 号議案  平成２９年度機器協会会長表彰について  
3. 避難器具用ハッチ認定委員会、その他の委員会等 

(ア) 落合勇氏(前 一般財団法人日本消防設備安全センター企画研究部長)に下記の委
員を委嘱した。 
① 避難器具用ハッチ認定委員会専門委員 
② 避難器具用ハッチ認定委員会認定委員 
③ 避難用ハッチ認証委員会認証委員 

(イ) 避難器具用ハッチ認定委員会が、次のとおり開催された。 
① 避難器具用ハッチ認定専門委員会 

(ア) 第３０回避難器具用ハッチ認定専門委員会 
平成２８年 ６月２０日(月)  対象型式 ２型式 

(イ) 第３１回避難器具用ハッチ認定専門委員会 
平成２９年 ２月 ３日(金)  対象型式 ２型式 

② 避難器具用ハッチ認定委員会 
(ア) 第２４回避難器具用ハッチ認定委員会 

平成２８年 ７月 ５日(火)   認定型式 ２型式 
(イ) 第２５回避難器具用ハッチ認定委員会 

平成２９年 ２月２１日(火)  認定型式 ２型式 
(ウ) 認定避難用ハッチ認証委員会が、次の通り開催された。 

避難用ハッチ認証委員会 
平成２８年 ６月２１日(火)      認証型式 1 型式 

  



(エ) 避難器具用ハッチ認定規程第１８条に基づく立入調査 
のべ１７社２０箇所 調査員 事務局長 

平成 28 年 7 月 21 日(木) 三新工業株式会社 

平成 28 年 7 月 21 日(木) 有限会社吉池製作所 

平成 28 年 8 月 2 日(火) エム・テー工業株式会社 

平成 28 年 9 月 2 日(金) 株式会社瀬戸興産 

平成 28 年 9 月 8 日(木) 株式会社マルニシ 

平成 28 年 9 月 9 日(金) 松本機工株式会社新潟工場 

平成 28 年 9 月 15 日(木) 上田消防建設株式会社和歌山工場 

平成 28 年 9 月 16 日(金) ヤマトプロテック株式会社大阪工場 

平成 28 年 9 月 23 日(金) プロダック・ヴェトナム(ヤマトプロテック株式会社) 

平成 28 年 9 月 27 日(火) 有限会社オーテック 

平成 28 年 9 月 29 日(木) 株式会社イガコー(城田鉄工株式会社) 

平成 28 年 9 月 30 日(金) 株式会社タカオカ 

平成 28 年 10 月 14 日(金) 松本工業株式会社豊前第二工場 

平成 28 年 10 月 21 日(金) 株式会社宮本 

平成 28 年 10 月 26 日(水) ナカ工業株式会社東京工場 

平成 28 年 10 月 28 日(金) ナカ工業株式会社札幌工場 

平成 28 年 11 月 17 日(木) 有限会社小澤製作所(株式会社セフ) 

平成 28 年 11 月 17 日(木) 三郷ステンレス株式会社（株式会社セフ） 

平成 28 年 11 月 25 日(金) 株式会社セフ 

平成 28 年 11 月 29 日(火) アンタラワジャ社（株式会社セフ） 

4. 一般社団法人全国消防機器協会に対する協力等 
全国消防機器協会加盟団体の一員として、理事会、事務局長会議等へそれぞれ会長、
事務局長等が出席し、消防業界相互並びに消防関係当局との連携、緊密化の促進、
施策展開の調整、具体化等について協力した。 

(ア) 通常総会 平成２８年 ５月３１日(火)  明治記念館 
出席者 菊池会長 

(イ) 理事会 
第１回 平成２８年 ５月１０日(火)  スクワール麹町 
第２回 平成２８年１０月２６日(火)  スクワール麹町 
第３回 平成２９年 ３月１４日(火)  スクワール麹町 
出席者 菊池会長 

(ウ) また、社会貢献委員会が全国消防機器協会に継続して設置され、会長が委員として
参画するとともに、当該委員会のもとに社会貢献事業として、高齢者への支援体制
環境を整えるため、住宅用火災警報器と住宅用消火器を配布する事業に引き続い
き協力した。なお、本年発生した熊本地震については、義援金を供出した。 
義援金供出額 150,000 円 

  



(エ) 講演会の参画 
全国消防機器協会では、次の講演会を主催し、当工業会も協力参画した。 
平成２８年度消防機器等に関する研修会 
① 平成２８年１１月１８日(金) メルパルク大阪 
② 平成２８年１１月２４日(木) スクワール麹町 

(オ) 新年名刺交換会及び新年互礼会 
全国消防機器協会では、次の会合を主催し、当工業会も協力参画した。 
① 平成２９年 １月 ６日(金) 新年名刺交換会 明治記念館 
② 平成２９年 １月１１日(水) 新年互礼会 ホテルグランヴィア大阪 

(カ) 全国消防機器協会に消防機器等製品情報センター運営会議が設けられ、事務局長
が委員として参画した。 

(キ) 消防関係専門紙の皆様との懇談会 
平成２８年７月１日（金） １１時から１３時 
スクワール麹町 寿の間 
出席者 菊池会長 

5. 日本消防検定協会主催の会議等 
① 消防機器業務懇談会  

平成２８年 ４月２１日(木) 明治記念館 
出席者 菊池会長 

② 予防技術講習会 
告示基準前救助袋の取り扱いについて 
平成２８年 ７月２９日（金） 東京会場（スクワール麹町） 
平成２８年 ８月 ５日（金） 大阪会場（大阪科学技術センター） 
講師 事務局長 

6. 一般財団法人 日本消防設備安全センター主催の会議等 
(ア) 評議員会 

① 第８１回定時評議員会  
平成２８年 ６月２８日（火）日本消防設備安全センター第 1 会議室 

② 第８２回定時評議員会  
平成２８年１２月 ５日（月）※書面決議 

③ 第８３回定時評議員会  
平成２９年 ３月２２日（火）日本消防設備安全センター第 1 会議室 
出席者 菊池会長 

(イ) 避難設備等専門委員会 
① 第３０回避難設備等専門委員会 

平成２８年 ７月２２日（金）日本消防設備安全センター第 2 会議室 
② 第３１回避難設備等専門委員会 

平成２９年 １月２０日（金）日本消防設備安全センター第 2 会議室 
  



③ 第３２回避難設備等専門委員会 
平成２９年 ３月１７日（金）日本消防設備安全センター第 2 会議室 
出席者 事務局長 

(ウ) 消防設備点検資格者第２種講習への講師派遣 
講師(50 音順敬称略)及び派遣回数 
生貝 英樹(工業会)  本講習 ２回 再講習 ４回 計 ６回 
池松 耕一(株式会社ニチボウ) 本講習１２回 再講習１１回 計２３回 
今井 正幸(株式会社エムエスシー) 本講習 ７回 再講習１４回 計２１回 
河合 博司(工業会)  本講習 ０回 再講習 ２回 計 ２回 
川口 寿孝(ナカ工業株式会社) 本講習１０回 再講習１９回 計２９回 
岸本 博文(工業会)  本講習 ９回 再講習２１回 計３０回 
谷口 均(有限会社ナニワ防災) 本講習 ６回 再講習１０回 計１６回 
中村 良二(齋田産業株式会社) 本講習  回 再講習 ３回 計 ３回 

計１３０回 
本講習 46 回 

生貝 英樹 神奈川県 6/14(火) 群馬県 11/15(火)     

池松 耕一 

愛知県 6/14(火) 山梨県 6/28(火) 岐阜県 7/19(火) 

福岡県 7/26(火) 広島県 8/31(水) 埼玉県 9/13(火) 

石川県 10/18(火) 長崎県 11/9(水) 千葉県 11/14(月) 

愛知県 12/13(火) 滋賀県 2/1(水) 静岡県 2/15(水) 

今井 正幸 

東京都 5/16(月) 香川県 6/14(火) 宮城県 7/25(月) 

茨城県 8/23(火) 岩手県 9/14(水) 秋田県 10/18(火) 

神奈川県 12/13(火)       

川口 寿孝 

長野県 6/14(火) 福島県 6/22(水) 東京都 8/2(火) 

北海道 8/24(水) 新潟県 8/31(水) 山形県 9/6(火) 

青森県 10/18(火) 東京都 11/14(月) 東京都 2/21(火) 

神奈川県 3/8(水)         

岸本 博文 

京都府 5/17(火) 沖縄県 6/14(火) 高知県 7/19(火) 

島根県 9/13(火) 鹿児島県 10/5(水) 宮崎県 12/6(火) 

和歌山県 12/20(火) 大分県 2/8(水) 熊本県 2/14(火) 

谷口 均 
大阪府 9/13(火) 愛媛県 11/9(水) 徳島県 12/6(火) 

奈良県 12/14(水) 兵庫県 2/27(月) 大阪府 3/14(火) 

 
  



再講習 84 回 

生貝 英樹 
東京都 6/14(火) 栃木県 8/25(木) 愛知県 11/9(水) 

静岡県 1/20(金)     

池松 耕一 

神奈川県 4/20(水) 神奈川県 4/22(金) 神奈川県 7/13(水) 

長野県 7/14(木) 埼玉県 7/22(金) 山形県 8/10(水) 

岩手県 9/30(金) 石川県 11/17(木) 東京都 12/14(水) 

東京都 2/8(水) 東京都 3/8(水)     

今井 正幸 

東京都 4/20(水) 新潟県 6/17(金) 京都府 6/30(木) 

福島県 8/26(金) 東京都 8/31(水) 茨城県 9/8(木) 

東京都 10/26(水) 宮城県 11/9(水) 秋田県 11/17(木) 

東京都 11/30(水) 熊本県 1/26(木) 大阪府 2/3(金) 

神奈川県 2/9(木) 東京都 3/1(水)     

河合 博司 愛知県 5/11(水) 愛知県 5/13(金)   

川口 寿孝 

群馬県 5/18(水) 東京都 5/24(火) 宮城県 6/29(水) 

埼玉県 7/5(火) 東京都 7/12(火) 神奈川県 7/15(金) 

東京都 7/21(木) 東京都 9/16(金) 東京都 10/4(火) 

千葉県 10/13(木) 山梨県 11/17(木) 青森県 11/30(水) 

富山県 12/7(水) 千葉県 12/14(水) 東京都 1/11(水) 

滋賀県 1/13(金) 東京都 1/20(金) 神奈川県 1/25(水) 

東京都 3/15(水)         

岸本 博文 

大阪府 4/28(木) 福岡県 6/2(木) 福井県 6/22(水) 

高知県 7/27(水) 大阪府 8/24(水) 大阪府 8/26(金) 

宮崎県 9/1(木) 奈良県 10/14(金) 大阪府 10/19(水) 

鹿児島県 10/21(金) 大阪府 10/26(水) 山口県 11/11(金) 

島根県 11/16(水) 岡山県 11/25(金) 大阪府 12/8(木) 

兵庫県 1/12(木) 兵庫県 1/13(金) 長崎県 2/3(金) 

広島県 3/3(金) 福岡県 3/10(金) 大阪府 3/24(金) 

谷口 均 

香川県 7/29(金) 和歌山県 8/19(金) 沖縄県 8/24(水) 

徳島県 9/29(木) 岐阜県 10/20(木) 愛知県 11/11(金) 

愛媛県 11/18(金) 広島県 1/13(金) 佐賀県 2/2(木) 

大分県 2/23(木)         

中村 良二 北海道 6/10(金) 北海道 10/5(水) 北海道 10/7(金) 

(エ) 一般財団法人日本消防設備安全センター依頼の各種テキストの改訂協力 
① 消防防災関係教材等作成委員会 

平成２８年 ６月 ８日（水）日本消防設備安全センター第一会議室 
平成２９年 ３月２１日（火）日本消防設備安全センター第二会議室 

② 消防防災関係教材等作成委員会第５部会 
平成２８年 ７月 １日（金）日本消防設備安全センター第三.会議室 



③ 消防設備点検資格者講習教材等作成専門委員会  
平成２８年 ５月３０日（月）日本消防設備安全センター第二会議室 
出席者 事務局長 

7. 公益財団法人東京防災救急協会への協力 
消防用設備等点検済表示管理委員会 

① 平成２８年 ９月２８日（水）主婦会館 
② 平成２９年 ２月２２日（水）主婦会館 

出席者 事務局長 
8. 都道府県設備協会等への講師派遣 

(ア) 消防設備士講習会への講師派遣３５回(50 音順敬称略) 

生貝 英樹 
東京都 6/2(木) 奈良県 6/16(木) 東京都 9/5(月) 

東京都 2/13(月)         

川口 寿孝 

東京都 5/16(月) 東京都 7/11(月) 東京都 8/18(木) 

東京都 10/24(月) 東京都 11/10(木) 東京都 11/22(火) 

東京都 12/13(火) 東京都 1/19(木) 東京都 3/21(火) 

岸本 博文 

大阪府 7/6(水) 大阪府 7/11(月) 滋賀県 9/9(金) 

兵庫県 9/29(木) 兵庫県 9/30(金) 大阪府 11/2(水) 

大阪府 11/18(金) 大阪府 2/21(火)     

谷口 均 

大阪府 7/14(木) 京都府 9/9(金) 兵庫県 9/16(金) 

兵庫県 10/12(水) 兵庫県 10/13(木) 兵庫県 10/25(火) 

兵庫県 10/26(水) 大阪府 11/15(火) 和歌山県 11/16(水) 

京都府 1/27(金) 京都府 2/9(木) 大阪府 2/13(月) 

大阪府 2/15(水) 奈良県 3/9(木)     

(イ) 法定講習以外 １回 
平成２８年 ７月 １日 兵庫県予備講習会派遣講師 岸本博文 

9. その他講習･会議 
一般社団法人全国消防機器販売業協会研修会 
告示基準前救助袋の取り扱いについて 
平成２８年 ７月１５日（金） スクワール麹町 
出席者 事務局長 

10. 投稿 
検定協会だより 
各新聞社年頭の挨拶 
月刊フェスク 

11. 文書、図書の配布 
(ア) 消防白書（平成 27 年度版） 
(イ) 「検定協会だより」 
(ウ) 自主表示届出番号一覧表 
(エ) 一般社団法人全国消防機器協会名簿 



(オ) 一般社団法人全国避難設備工業会名簿 
(カ) 「救助袋の点検及び報告の実施に係る留意事項」リーフレット作成・配布 
(キ) 公式文書 第 1 号から第 62 号まで 

※本年より年度別に移行するため、3 月末日までの発出文書 
12. 表彰 

(ア) 褒章 
本年は該当なし 

(イ) 消防庁長官表彰受賞者 
平成２８年１１月 ２日 明治記念館 

上田消防建設株式会社 代表取締役 上田勝也氏 
株式会社消防科学研究所 大阪支所長 長澤正夫氏 

(ウ) 一般社団法人全国消防機器協会会長表彰受賞者 
平成２８年 ５月３１日 明治記念館 

石川商工株式会社  職長  佐藤光夫氏 
株式会社消防科学研究所 技術部総務課係長 片山千英子氏 
シノハラ防災株式会社 取締役設備部長 木村紀辰氏 

  



13. 慶弔 
① 平成 28 年 4 月 9 日  

株式会社ニチボウ  代表取締役社長 谷口健児様 
 ご逝去    弔電、生花、感謝状 

② 平成 28 年 4 月 28 日  
大槻ポンプ工業株式会社 代表取締役社長 大槻浩平様 
ホーチキ株式会社  会長  根本健三様 
 黄綬褒章受章   祝電 

③ 平成 28 年 5 月 6 日  
日本消防検定協会    坂井秀司理事長ご母堂 
 ご逝去    弔電 

④ 平成 28 年 11 月 2 日  
上田消防建設株式会社 代表取締役社長 上田勝也様 
株式会社消防科学研究所  大阪支所長 長澤正夫様 

消防機器開発普及功労者表彰 祝儀 
⑤ 平成 28 年 11 月 2 日  

モリタ宮田工業株式会社   濱屋敷盛孝様 
中央理化工業株式会社   佐藤栄紀様、 
ヤマトプロテック株式会社   井上秀嗣様 

消防庁長官表彰   祝電 
⑥ 平成 28 年 11 月 2 日  

株式会社協友防災工業  代表取締役 本田明様 
日本防火産業株式会社  代表取締役 舩岡伸季様 

安全センター理事長表彰  祝電 
⑦ 平成 29 年 2 月 11 日  

三津浜工業株式会社  代表取締役会長 木々津栄一様 
 ご逝去    香典、生花、弔電 

14. その他 
(ア) 公益目的支出計画実施報告書等の提出に係る対応 
一般社団法人移行に伴い平成２４年３月３１日を算定日とする公益目的支出計画実施
報告書等の提出について次のように対応した。 

公益目的支出計画実施報告書等の提出 平成２８年 6 月 ３日 
補正・修正提出年月日   平成２８年 6 月１７日 
完了日     平成２８年１０月２０日 
公益目的支出計画変更認可申請書の提出 平成２８年 ３月２４日 
完了日     平成２８年 ４月 ３日 

(イ) 認定業務に係る監査 
避難器具用ハッチ認定規程第21条の規定に基づき平成２９年４月２１日に石川副
会長、小池副会長による監査が行われた。なお、指摘事項は特になかった。 



15. 事業報告の附属明細書 
事業報告の内容を補足する重要な事項はないので、附属明細書は作成しない。 

  



平成 2 9 年 4 月 2 1 日

一般社団法人 全国避難設備工業会

会 長 菊 池 信 殿

監査員

氏 名入三I\)

監査員

氏 名

監 査 報 告

避難器具用ハッチ認定規程第 2 I 条基づき、 平成 2 8 年 4 月から 2 9 年 3

月末までの認定業務の監査を行った結果、 適正に処理されていることを確認

いたしました。




