
　第34回定時総会は、当初5月11日（月）に「アルカディア市ヶ谷」にて開催予定でしたが、3月 
11日開催の理事会において、「新型コロナウィルス感染症対策の基本方針」等を踏まえ、書面にて開催
することになりました。
　また、例年実施しておりました、講演会、表彰式、
表彰祝賀会・懇親会は見送ることになりました。
　書面による定時総会は、理事長から以下の議案提案
があり、会員各位から「同意書」を受領する形式で実
施されました。全会員から「同意書」を受領いたしま
した。ご協力に感謝申し上げます。

【臼井潔理事長の提案内容】 
1．社員総会における以下の議案承認。
　　第1号議案　2019年度事業報告書の承認の件
　　第2号議案　2019年度収支計算書・監査報告書承認の件
　　第3号議案　2020年度事業計画書（案）承認の件
　　第4号議案　2020年度収支予算書（案）承認の件

2． 上記提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされる日は、2020年5月11日とし、
第34回定時総会とすること。

　講演会は中止しましたが、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15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．消防用機器等の海外展開に係る消防庁（予防課）の動き
　　　　　9．最近の火災を踏まえた安全対策について
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Ⅰ．全消販　第34回定時総会について

1．定時総会について

2．講演会について
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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11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。

・佐 藤　　 昭　氏 （株）エクセル設備 （東京）

・三 矢　隆 人　氏 三矢防災（株） （愛知）

・佐々本　  充　氏 三友防災（有） （和歌山）

・内 倉　信 一　氏 （株）ヤマトボーデン （宮崎）

優良従業員表彰　　以下の13名の方々が受賞されました。誠におめでとうございます。

・細 貝　健 次　氏 （株）消防科学研究所 （千葉） ・石 﨑　博 幸　氏 （株）スエヒロ （千葉）

・小 松　隆 宏　氏 浦野工業（株） （東京） ・長 畑　　 勉　氏 ジェット商事（株） （東京）

・野 中　　 敦　氏 （株）消防弘済会 （東京） ・藤 原　俊 彦　氏 中央消防機工（株） （東京）

・中 井　　 豊　氏 中央理化工業（株） （東京） ・石 橋　隼 人　氏 （株）プロサス （東京）

・田 中　宏 樹　氏 （株）防災サービスセンター （東京） ・山 下　好 宏　氏 内外物産（株） （愛知）

・西 本　直 生　氏 真弓興業（株） （大阪） ・松 野　浩 典　氏 （株）和田設備工業 （大阪）

・道 城　英 太　氏 （株）和田設備工業 （大阪）

2020年春の褒章受章者が、4月28日に公表されました。

全消販会員の以下の方々が黄綬褒章を受章されました。誠におめでとうございます。

褒章伝達式、拝謁は、5月19日に予定されていましたが、新型コロナウィルス感染拡大防止等の観点

から開催が中止となり、5月15日に消防会館にて章記の授与が行われました。

（正会員） （株）立売堀製作所 代表取締役 加 藤　　 修　氏 （大阪）

（賛助会員） 能美防災（株） 代表取締役 伊 藤　龍 典　氏 （東京）

5月29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。

・滝 田　吉 宏　氏 援護化学（株） （福島）

・小 池　秀 太　氏 トーヨー消火器工業（株） （東京）

・本 田　　 明　氏 （株）協友防災工業 （東京）

・野 村　親 生　氏 技  研（株） （岐阜）

3．（一社）全国消防機器販売業協会表彰について

1．2020年度春の褒章（総務省消防庁関係）

2．2020年度　（一社）全国消防機器協会  会長表彰

Ⅱ．2020年 春の表彰関係
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全消販の「消防防災機器研究開発委員会」が2019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：「屋外消火栓用移動式化学消火ユニット」の研究開発

開発の目的と概要：
頻発する工場・倉庫等の難消火性物質による大規模火災のリスク低減を図ることを目的とし、

新型の消火能力向上装置の開発を行う。

開発の概要は、火災時に移動させて取り付けることにより化学消火力を付加し、既存の屋外消

火栓の消火力を飛躍的に向上させる化学消火ユニットを開発する。

量産モデルの一次試作
（1）構 造

　　・容量40L圧力容器（鉄製）に車輪、ハンドル等を備えた車載式の本体

　　・ 混合器、45度差込式継手、ホース全てを本体に実装したまま移動可能。これらは、フック付き

ゴムバンド1本で簡単に着脱

　　・トリプル車輪を採用し、150mmの段差を容易に昇降可能

　　・多彩な開閉弁の位置に対応可能な1.7mの薬剤ホース

（2）混合器性能と消火力

　　　混合器性能と消火力は目標を全て達成することができた。

　　　（使用圧力範囲、流量範囲、薬剤混合率、薬剤貯蔵量、水溶液放射時間等など）

※ 詳細は、同センター発行の「月刊フェスク」8 月号に寄稿しましたので、ご参照ください。

Ⅲ．消防防災研究助成交付事業による研究開発報告



− 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2年間の認定期間が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。以下の67社、80事業所が認定規程第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、2020年8月から2022年7月となります。また、昨年の認

定会員と合せて、累計で79社、92事業所が優良事業所認定となります。

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 アンスル（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）
埼　玉 （株）サイボウ

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
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 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）

都道府県 事業所名（五十音順）
岐　阜 アンシンク（株）　本社

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）
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）
タイホ防災工業（株）

（株）ダイリン
（株）ニッショウ　大阪支店
真弓興業（株）

兵　庫 （株）アタイム　本社
広　島 （株）城田製作所

（株）ニッショウ　広島支店
（株）プロテック

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）
大　分 新日本消防設備（株）
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総務省消防庁総務課より、「マイナンバーカード」の取得促進についての協力依頼がきています。会員

の皆様におかれましては、各社において一層の促進にご協力をいただきますよう、宜しくお願いいたし

ます。

今回、以下の内容のリーフレットを同封しますので、ご活用ください。

Ⅴ．消防庁総務課からの依頼事項について

ver.1.0
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Ⅵ．全国消防機器協会からのお知らせ
1．「消防機器海外展開支援センター」の設置

（一社）全国消防機器協会では、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、機器協会内に「消防機器海外展開支援センター」を令和2年4月1日に設置しま
した。

2．「消防機器海外展開支援センター」の事業内容
支援センターは、消防機器の海外展開に資する次の業務を行うこととしています。
（1）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
（2）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
（3）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
（4）海外の基準認証制度等に関する情報収集・提供
（5）海外展開に資する会員団体・企業に対する相談業務
（6）その他消防機器の海外展開に関する業務

3．組織及び会員等について
支援センターは、運営協議会、運営幹事会、事務局で構成され、会員は「特別会員」、「正会員」です。

特別会員
- 運営協議会委員・運営幹事会幹事として参画
- 事業計画・予算の提案・作成・審議・検討
- 海外展開すべき国の提案
- 海外展開対象国に対する要望・要請等の提案
- 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
- 海外情報等に関する優先入手
正 会 員
- 海外情報等の入手
- 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
- 運営協議会及び運営幹事会に、オブザーバとして出席

4．会  員  名  簿（2020年 7月 1日現在　順不同）
※ 会員は、随時募集しています。詳細は機器協会事務局にお問合せください。

特別会員
オリロー（株） （株）赤尾 能美防災（株） （株）初田製作所

（株）横井製作所 ホーチキ（株） ニッタン（株） （株）シバウラ防災製作所

トーハツ（株） 日本ドライケミカル（株）

正  会  員
ナカ工業（株） （株）吉谷機械製作所 浦野工業（株） 日本機械工業（株）

（株）コーアツ 帝国繊維（株） 帝人（株） 櫻護謨（株）

（株）モリタ モリタ宮田工業（株） 船山（株） 芦森工業（株）

新コスモス電機（株）

オブザーバ
        ・消防庁
        ・日本消防検定協会
      ・日本消防設備安全センター
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Ⅶ．新日本消防会館の建設について
日本消防会館（港区虎ノ門2丁目）は、昭和56年10月に竣工し、約40年が経過し、耐震性や老朽化

等に問題があるとともに、周辺地区の大規模な再開発事業の進行等が考慮され、平成30年6月に単独で

の改築が決定しました。

1．今後の建設スケジュール
　・現会館解体工事 2020年11月　〜　2021年　7月

　・新会館建設工事 2021年   8月　〜　2024年　3月

2．建物概要案
　　1階 日本消防防災情報センター（整備方針検討中）

　　2階 多様な会議室、ホールエントランス

　　3階〜   5階 ニッショーホール（1000席）

　　6階〜12階 事務所（消防関係団体等を配置）

　　屋上 全国消防殉職者慰霊碑

　　地下1階 飲食店舗等

　　地下2階 駐車場、機械諸室

3．建物外観等　（窓絵等は仮案です。）

★ 日本消防設備安全センターの仮移転先
　　　　 港区西新橋3－7－1
　　　　 業務開始：7月27日（月）午後
   ★ 全国消防機器協会は、10月に移転予定。

（銀座線虎ノ門駅方面より）

（虎ノ門ヒルズ駅方面より） （虎ノ門病院側）
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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 株式会社シー・エス・エンジニアリング 代表取締役 林 　　健 人　様 （熊本県熊本市）

② 株式会社 技　電 代表取締役 石 川　達 也　様 （北海道旭川市）

③ 株式会社 電　装 代表取締役 川 村　秀 樹　様 （山口県周南市）

2．全消販合同会議のご案内　※ 参加者募集中です。
開催日　2020 年 10 月 23 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

3．下期の主な行事予定
① 全消販 定例運営委員会  2020年   9月16日（水） 「全消販会議室」

② 消防機器等に関する研修会 （東京） 10月12日（月） 「アルカディア市ヶ谷」

 （大阪） 10月16日（金） 「メルパルク大阪」

③ 消防庁長官表彰式  11月   6日（金） 「明治記念館」

④ 新年名刺交換会 （東京）  2021年  1月   8日（金） 「明治記念館」

⑤ 新年互礼会 （大阪）  1月12日（火） 「ホテルグランヴィア大阪」

⑥ 全消販 理事会  3月12日（金） 「スペースまる八」

4．全消販 第35回定時総会開催日程
開催日 2021年　5月14日（金） （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（水） 〜 8 月 14 日（金）

6．編集後記
この7月の九州、岐阜、長野等を襲った集中豪雨で被災された方々にお見舞い申し上げます。 

5月25日に緊急事態宣言が解除され、新たに経済活動がスタートして「ニューノーマル（新常態）」

なる変化に迷いつつも、新たな価値観や行動様式に踏み出したこの時期に、想像を絶する豪雨。

暑い夏になるとのことです。コロナ禍に加えて猛暑との闘いになりそうです。くれぐれもご自

愛なさってください。仙台でお会い出来ることを楽しみにしております。 （岡田）

Ⅷ．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
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