
 

令和３年度事業報告書 

一般財団法人新潟県消防設備協会 

    □ 当協会の設立目的を実現するとともに、関係者の資質向上を図るため 

   本年度の事業計画に沿って次の事業を行った。 

１ 講習会の開催              

 事 業 名 講 習 会 の 実 施 状 況 

①消防設備士 講習区分 開催地 実施月日 予定人員 申請者数 受講者数 

 講   習 特殊設備 新潟市  R 3/7/21    ７人    ７人    ７人 

（義務講習） 

消火設備 

新潟市      7/14  １３０  １１３  １１２ 

 【委託者】 新潟市     11/10  １３０   ５８   ５８ 

  新潟県 長岡市     11/16  ２００  １１７  １１５ 

  

警報設備 

新潟市      7/13   ８０   ７９   ７８ 

  新潟市      7/15  １３０  １３０  １２９ 

  新潟市     11/11  １３０  １２９  １２５ 

  長岡市     11/17  ２００  ２１５  ２１５ 

  上越市     11/25   ９６   ７５   ７３ 

  

避難設備 

・消火器 

新潟市      7/16  １３０  １３０  １３０ 

  新潟市     11/12  １３０  １３２  １３２ 

  長岡市     11/18  ２００  １４８  １４５ 

  上越市     11/26   ９６   ９６   ９４ 

  合     計 １，６５９ １，４２９ １，４１３ 

②上記講習受  ○該当する消防設備士への受講時期到来通知及び受講案内の送付枚数 

 講通知業務 １，７３０通（内８２通返戻） 

③消防設備点 講習区分 開催地 実施月日 予定人員 申請者数 受講者数 

検資格者講習 本講第１種 新潟市  8/18～20   ８０人   ５３人   ５３人 

【委託者】 本講第２種 新潟市  8/25～27   ８０   ４１   ４１ 

(一財)日本消防 再講第１種 新潟市      6/10  １３０  １３２  １２８ 

設備安全ｾﾝﾀｰ 再講第２種 新潟市      6/11  １３０  １２７  １２３ 

④防火管理者 講習区分 開催地 実施月日 予定人員 申請者数 受講者数 

講習【委託者】 新規第１回 新潟市  5/20～21  １００人   ８２人   ７８人 

(一財)日本防火 新規第２回 新潟市  6/17～18  １００   ９７   ９６ 

・防災協会 新規第３回 新潟市  9/16～17  １００   ９７   ９５ 

  新規第４回 新潟市  12/2～ 3  １００  １００   ９９ 

  新規第５回 新潟市  3/ 1～ 2  １００   ９７   ９６ 

  再講第１回 新潟市  5/19  １００   ２０   ２０ 

  再講第２回 新潟市  12/1  １００   ７９   ７８ 

⑤防火・防災管 講習区分 開催地 実施月日 予定人員 申請者数 受講者数 

理者講習 
新規・併催 新潟市  10/14～15   ８０人   ５５人   ５４人 

【委託者】同上 

⑥自衛消防業務 講習区分 開催地 実施月日 予定人員 申請者数 受講者数 

講習【実施者】 新規第１回 新潟市  9/8～10   ６０人   中止    ― 

(公財)川崎市消防防災

指導公社 
再講第１回 新潟市  9/11   ５０   中止    ― 



 

 

 

２ 消防設備等点検済表示制度の運用等 

 

(1) 表示登録会員の推移 

             前年度末会員数 １４４社 

             期中の入会会員数  ０社 

             期中の退会会員数  ２社 

             当期末会員数  １４２社 

(2) 点検済票の交付状況 

             当年度の交付枚数 873,750枚 (前年度の交付枚数 845,570枚)  

(3) 表示登録会員研修会の実施状況   〈7/9 於：新潟ユニゾンプラザ〉 

             受講者数 120名(内消防機関－名) 〈前年度 受講者数 118 名〉 

(4) 表示登録制度の普及啓発 

            ○本制度の意義や仕組みをＴＶとラジオでＰＲ 

             ○ポスターや点検報告のしおり等を消防機関や関係団体、会員に配布 

             ○防火管理者講習や防災管理者講習等で点検報告のしおりを配布 

(5) 消防用設備等点検・報告の必要性等周知 

             ◯各種講習会で点検・報告の必要性等を周知 

(6) 消防用設備等の点検の実施と報告率向上に向けた消防機関との連携事業を実施 

(7) 保守点検業務の適正化に向けた要請                               

            ◯県及び全県消防本部に保守点検業務の適正化に向けた指導を要請 

 

３ 会員に対する表彰の実施状況 

 

(1) 新潟県知事表彰 〈10/27 於：新潟県建設会館大会議室〉 

             ○保安功労者   斎藤 賢氏 共栄電気(株) 

〃     安達 勉氏 長岡電業(株) 

             ○優良従事者   伊藤 昇氏 ヨコセＡＶシステム（株） 

                   〃         伊藤晃一氏 船山（株） 

(2) 消防庁長官表彰 〈11/5 於：東京明治記念館〉 

             ○消防設備保守関係功労者 山田春正氏  糸魚川防災（株） 

             ◯消防機器開発普及功労者 吉越俊昭氏 (株)米峰 

(3) (一財)日本消防設備安全センター理事長表彰 〈11/5 於：東京明治記念館〉 

             ○保守関係者   横田良英氏  （株）英電社 

                   〃         細田博行氏 ホーチキ(株)新潟支社 

             ○優良事業所   環境をサポートする(株)きらめき 

 

４ 情報誌の発行及び情報提供等の実施状況 

 

(1) 「新潟県消防設備会報」の発行                                      

             ○第１１６号(7/12 発行)、第１１７号(1/11 発行)で協会の動静や諸情報を発信 

(2) インターネットで情報発信 

            ○ホームページで会員名簿や講習関係情報、事業実施状況等を適宜発信 

(3) FAX で情報発信 

            ○消防法令の改正やタイムリーな情報を FAX ニュースで年１０回程発信 

 

  



 

 

 

 

５ 参考図書等の斡旋 

 

(1) 消防設備士受験用参考図書等の斡旋 

(2) 消防用設備の業務に関する参考書等の斡旋 

(3) 防火セイフティマーク(防火基準点検済証、防火優良認定証、防災優良認定証、等）の斡旋 

 

６ 賠償責任保険の加入促進 

 

             ○表示登録会員が加入を義務づけられている賠償責任保険の加入を斡旋した 

                 当年度の加入状況 119件 12,517千円 (前年度 122 件 13,142千円) 

 

７ 火災予防運動に対する協力 

 

(1) 防火思想の普及活動用パンフレットの作成・配布及び県女性防火クラブの運営助成を実施 

(2) 県住宅防火対策推進会議の委員並びに幹事として、火災予防施策の推進に協力 

(3) 県とともにマスメディアを利用した住宅用火災警報器の設置促進のＰＲ活動を実施 

 

８ 協会の知名度向上対策の実施 

 

(1) 火災予防で地域社会の安全に貢献する協会を、ラジオやＴＶ等で PR を行った 

             ○BSN ラジオ番組で点検済表示制度の普及に併せ協会を PR 

             ○BSN ラジオで協会の CM を放送 

                （春・秋の火災予防運動と住宅防火防災キャンペーン期間中に実施） 

             ○BSNTV で協会の CM を放映  

                 ※ この活動は、業務委員会で決定した知名度向上対策の一環として実施 

                    なお、本年度も特に協会の点検済表示制度の集中的なＰＲを実施 

 

９ 協会運営上必要な会議の開催 

 

(1) 理事会 

             ○第１回理事会 〈5/14 於：技術士センタービル 出席理事 12名〉 

                     ①令和２年度事業報告と収支決算について 

                     ②公益目的支出計画実施報告について  等を審議 

             ○第２回理事会 〈10/27 於：新潟ユニゾンプラザ 出席理事 12名〉 

                     ①評議員会の開催について 

           ②上半期業務執行状況の報告について  等を審議 

             ○第３回理事会  〈3/18 於：ホテルグローバルビュー新潟 出席理事 12 名〉 

                     ①令和４年度事業計画案、収支予算案について 

                     ②令和３年度職務執行状況報告について 

                     ③令和４年度表彰候補者の推薦について 

                     ④定時評議員会の開催について  等を審議 

  

 

 

  



 

 

 

(2) 評議員会 

             ○定時評議員会 〈5/31 於：技術士センタービル 出席者 16名〉 

                     ①令和２年度事業報告と収支決算について 

                     ②公益目的支出計画実施報告について 

           ③評議員の選任について   等を審議 

             ○第２回評議員会〈3/18 於：ホテルグローバルビュー新潟 出席者 16名〉 

                     ①令和４年度事業計画案、収支予算案について 

                     ②令和３年度収支決算見込みについて  等を審議 

(3) 委員会の開催状況 

             ○第１回総務委員会〈5/14 於：技術士センタービル 出席委員 5名〉 

                     ①令和２年度事業報告と収支決算について 

                     ②公益目的支出計画実施報告について  等を審議 

             ○第２回総務委員会〈3/18  於：ホテルグローバルビュー新潟 出席委員 5 名〉 

                     ①令和４年度事業計画案、収支予算案について 

                     ②職務執行状況報告について 

                     ③令和４年度表彰候補者の推薦について 等を審議 

             ○第１回業務委員会〈3/4 開催予定を中止し書面審議〉 

                     ①表示登録会員の新規・更新登録申請について 

 ②令和４年度各種講習会等の開催計画について  等を審議 

(4) 消防用設備等点検済表示管理委員会 

             ○令和３年度管理委員会〈3/9開催予定を中止し書面審議〉  

                    ①表示登録会員の新規・更新登録申請について審議 

(5) 講師打ち合わせ会議 

             ○第１回打合会〈6/4於：技術士センタービル  出席者 20 名〉    

                     ①講習日程時間割、担当講師の調整について 

                     ②講習テキストについて 

                     ③効果測定問題について  等を協議 

             ○第２回打合会〈2/22 開催予定を中止 〉  

 

１０ 関係団体との連携を深めるための会議 

 

(1) 新潟県保安関係団体協議会の開催 

             ○第１回協議会 〈6/1 於：県庁 出席者 11名〉 

                    ①保安大会開催日程及び開催方式等について 

                     ②予算案について 

            ○第２回協議会 〈9/15 於：県庁 出席者 11名〉 

                     ①保安大会プログラムの編成協議について 

                     ②開催準備に向けた最終協議について 

            ○第 35 回新潟県保安大会の実施  〈10/27 於：新潟県建設会館 参加者約 80 名〉 

                     ①副知事他の臨席のもと知事表彰、大会宣言の採択、記念講演は中止 

(2) 新潟県住宅防火対策推進会議 《主宰：新潟県》 

             ○令和３年度新潟県住宅防火対策推進会議 〈2/7 於：県庁〉 

                     ①新潟県内の火災発生状況について 

                     ②住宅防火意識の普及啓発活動について 

③「木造住宅密集地区防災力強化モデル事業」結果報告 等 

  

  



 

 

 

 

 

 

(3) 協会構成団体の総会 

             ○新潟県消防設備工業会定期総会           〈5月：書面会議〉 

             ○新潟県空調衛生工事業協会通常総会           〈5/26〉 

             ○新潟県電気工事工業組合通常総代会           〈6/3〉 

             ○新潟県消火器同業会総会                     〈2月：書面会議〉 

             ○新潟県消防機器同業会総会                 〈2月：書面会議〉 

(4) 関東甲信越地区消防設備連絡協議会の関係会議 

             ○総 会  〈6月 埼玉県での開催予定を中止し書面決議〉 

                     ①令和２年度事業報告及び収支決算について 

                     ②令和３年度事業計画及び収支予算について 

             ○代表者会議 〈2/9 茨城県での開催予定を中止し書面決議〉 

                   ①消防設備士講習事務委託の受託額に関する要望結果報告 

                     ②日本消防設備安全センターからの情報提供 

             ○事務局長会議 

                     ①第１回会議〈5/7東京での開催を中止し書面会議〉 

            ◯総会の提出議題の協議・調整 

                     ②第２回会議〈10/8 於：長野県 長野バスターミナル会館 事務局長出席〉 

             ◯代表者会議の提出議題の協議・調整 

            ◯消防設備士講習事務委託の受託額に関する要望結果報告 

            ◯点検資格者再講習のオンライン講習の実施予定について 

            

(5) 都道府県消防設備協会長会議 〈11/5 於：東京・明治記念館 理事長・事務局長出席〉  

(6) 都道府県消防設備協会事務局長会議〈1/28  開催中止〉 

 

１１ 協会会員の現況 

 

(1)  会員の推移 

        前年度末会員数  １５２社 (内訳：正会員１５１ 賛助会員１) 

              期中新規入会会員数    ２社 

               期中退会会員数        ４社 

               当期末会員数      １５０社  (内訳：正会員１４９ 賛助会員１) 

 


