
第１号議案 
 

平成２９年度事業報告 

 
１ 消防用設備等点検済表示制度の点検済票（点検ラベル）の作成及び交付 

 防火対象物における消防用設備等の維持管理の適正化と点検実施者の責任を明確にするとともに、防

火対象物の関係者及び利用者の防火管理に対する認識を高めるため、次の点検済票を交付して全国統一

のこの制度の推進を図った。 

 

 

消火器用  (30円)
設備用　  (70円)
消火器用  (30円)
設備用    (70円)
補助シール(30円)
整備・改修(20円)

消火器用  (30円)
設備用　  (70円)
消火器用  (30円)
設備用    (70円)
補助シール(30円)
整備・改修(20円)

消火器用  (30円)
設備用　  (70円)
消火器用  (30円)
設備用    (70円)
補助シール(30円)
整備・改修(20円)

消火器用  (30円)
設備用　  (70円)
設備用　  (225円)
消火器用  (30円)
設備用    (70円)
補助シール(30円)
整備・改修(20円)

消火器用  (30円)

設備用　  (70円)

設備用　  (120円)
消火器用  (30円)
設備用    (70円)
補助シール(30円)
整備・改修(20円)
容器弁バルブ類点検証(5円)

1,100

点検ラベル交付数
　年　度

53,400
64,000

消火器用  (60円) 148,800  - 10,416,000

1,731,150
31,580 6,465 2,663,150

0 275

平成２９年度

社名入り

202,100  - 6,063,000

1,900  - 114,000

1,200

金額(円) 20,473,750 798,300 21,272,050

設備用　  (178円)
設備用　  (160円)

300
400

 -
 -

8,250

2,800  - 14,000
総枚数 435,590 17,990 453,580

55  -

144,000

無記名

46,455 11,250
 -

総枚数 405,000 19,745 424,745
金額(円) 18,873,000 881,150 19,754,150

7,220 1,240,400
0 65 1,950
0  - 0

10,962,000
200 45,000

平成２８年度

社名入り
220,800 6,624,000
156,600

90 2,700
0 ─ 0

総枚数 400,200 21,310 421,510

無記名

16,900 12,460 880,800
10,500

金額(円) 18,618,000 946,900 19,564,900

412,040
金額(円) 18,249,750 970,650 19,223,400

平成２７年度

社名入り
214,300 ─ 6,429,000
154,700 ─ 10,829,000

無記名

20,600 13,530 1,023,900
10,600 7,690 1,280,300

0

平成２６年度

社名入り 210,600 ― 6,318,000
153,600 ― 10,752,000

無記名

16,625 12,985 888,300
9,700 8,280 1,258,600

100 50 4,500
100 ― 2,000

総枚数 390,725 21,315

0
総枚数 388,080 23,230 411,310

金額(円) 18,066,800 1,016,500 19,083,300

　　ラ　ベ　ル　区　分 枚数 会員 枚数 県外  金額(円)

平成２５年度

社名入り 204,600 ― 6,138,000
144,300 ― 10,101,000

無記名

22,870 14,760 1,128,900
16,310 7,990 1,701,000

0 480 14,400
0 0



第１号議案 
 

２ 各種届出用紙、関係参考図書等の斡旋 

消防用設備等作業報告書等各種の届出用紙並びに業務参考図書の斡旋を行った。また、平成１５年度か

ら導入された、防火対象物定期点検報告制度に伴う防火セイフティマーク（防火基準点検済証及び防火

優良認定証）及び新適マーク（防火自主点検済証）の斡旋頒布を行った。【売上総数 １６セット】 

 

３ 共催事業の実施 

火災予防思想の普及啓発を目的に、県下の各消防本部の指導監督のもとに実施される幼・少年女性防火

委員会等が行う火災予防等の行事に対し、必要経費の一部を助成（事業共催）した。 

 

４ 会報及び広報 

（１） 消防設備士法定講習の案内 

（２） 消防設備点検資格者講習（資格取得講習及び再講習）の案内 

（３） 消防用設備等の各種届出用紙及び設備業務に関する図書の案内と斡旋 

（４） 消防用設備に関する法改正、点検時や訓練時の事故について会員に対する情報提供を実施した。 

 

５ 甲種防火管理講習会（資格取得）の実施 

（一財）日本防火・防災協会からの委託を受け、甲種防火管理新規講習及び再講習を実施した。 
平成２９年度防火管理講習実施状況 

（１）新規講習 

 
（２）再講習 

 
 

６ 消防設備点検資格者講習（資格取得及び再講習）の実施 

 （一財）日本消防設備安全センターの委託を受け、消防設備点検資格者講習及び再講習を実施した。  
平成２９年度消防設備点検資格者講習実施状況 

（１）資格取得 

 

（２）再講習 

 

くにびきメッセ（松江） １０８

８月　３日（木）、　４日（金）

８月２９日（火）、３０日（水）

　５９サンマリン浜田（浜田） 12月１４日（木）、１５日（金）

２月２２日（木）、１６日（金） くにびきメッセ（松江） 　９５

　８２

　６８

ミルキーウェイホール（江津）

実施月日 講習会場 　受講者数（名）

１１９くにびきメッセ（松江）

益田市民学習センター（益田）

６月１３日（火）、１４日（水）

７月２７日（木）、２８日（金）

　６月２３日（金） 浜田建設会館（浜田） 　２１

実施月日 講習会場 　受講者数（名）

種　　別 実施月日 講習場所 受講者数

第 １ 種 ９月５日～７日 くにびきメッセ(松江) 36

第 ２ 種 ９月１２日～１４日 くにびきメッセ(松江) 24

種　　別 実施月日 講習場所 受講者数

第 １ 種 １１月１４日 くにびきメッセ(松江) 51

第 ２ 種 １１月１５日 くにびきメッセ(松江) 49
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７ 消防用設備等の工事又は整備に関する講習（消防設備士法定講習） 

県の委託を受け、消防法第 17 条の 10 の規定に基づく「消防用設備等の工事又は整備に関する講習」

を実施した。 

平成２９年度消防設備士講習実施状況 

 

 

８ 事務職員研修会 

実施日  平成２９年７月６日(木)、７日(金)   

開催地  那覇市「ロワジール那覇」 

出席者  安達主事 

 

９ 防火・防災管理者講習事務局長会議 

実施日  平成２９年９月２８日（木）、２９日（金） 

開催地  東京都「ルポール麹町」 

出席者  渡部事務局長 

 

１０ 第２０回中国地区消防設備協会連絡協議会事務局長会議 

   実施日  平成２９年１０月２６日(木) 

開催地  岡山市「ホテルメルパルク」 

出席者  渡部事務局長 

 

１１ 都道府県消防設備協会会長会議 

実施日  平成２９年１１月２日（木） 

開催地  東京都 「明治記念館」 

出席者  出雲会長、渡部事務局長 

 

１２ 防災安全関係者及び消防設備保守業務関係者表彰式 

   実施日  平成２９年１１月２日(木)  

開催地  東京都「明治記念館」 

受賞者  消防設備保守関係功労表彰  兼折琢己 

        日本消防設備安全センター理事長表彰 島根アラーム有限会社、安達千恵美 

 

実施月日  講習区分  申請者数（名）  修了者数（名）

１０月　５日  消火設備 　７０ 　６９

１０月１３日  警報設備 　３１ 　３１

１０月２０日  警報設備 １４１ １３８

３８６ ３７６

浜田建設会館（浜田）

朱鷺会館（出雲）

会　　場

１３８

合　　　　計

１０月２４日 くにびきメッセ（松江） １４４

くにびきメッセ（松江）

 避難設備、消火器
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１３ 第４１回中国・四国地区消防設備保守協会等連絡協議会 

実施日  平成２９年１２月７日（木）、８（金） 

  開催地  松江市「エクセルホテル東急」 

出席者  出雲会長、布野副会長、石川専務、会員理事、渡部事務局長、安達主事    

 

１４ 中国地区事務担当者会議 

実施日  平成２９年１２月４日（月） 

 開催地  岡山市「ANA クラウンホテル」 

出席者  安達主事 

 

１５ 都道府県消防設備協会事務局長会議 

実施日  平成３０年１月２５日（木）、２６日(金) 

開催地  東京都「消防設備安全センター」 

   出席者  渡部事務局長 

 

１６ 会員技術研修会 

   実施日  平成３０年１月１９日（金） 

   実施地  松江市「くにびきメッセ」 

   講 演  ・松江市消防本部予防課消防設備係長 後藤康弘「違反是正の動き」 

        ・日本消防設備安全センター特別参与 長澤良治「消防設備等保守業務の適正化」 

   参加者  ３３会員（７１名） 

 

１７ ＩＳＯ認証 

・グループ内部監査（登録会員各社一回実施） 

実施日  平成２９年１２月～平成３０年２月 

実施者  石川専務理事 

・内部監査員研修会 

 実施日  平成２９年９月２０日 

実施者  寺部哲央 氏 

・マネージメントレビュー集計会議 

 実施日  平成３０年３月１６日 

実施者  寺部哲央 氏 

 

１８ 消防用設備等点検済表示管理委員会 

実施日 平成３０年２月９日(金)  

実施地 松江市「サンラポーむらくも」 

  実施者 表示管理員９名、協会役員２名、事務局２名 （計．１３名） 

・更新登録会員 ３９社 

      ・新規登録会員  ３社 
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１９ 会員名簿作成配付 

   平成２９年度「会員名簿」を 1,000 作成し、各会員、県下消防本部、県下行政機関等に配付したほ

か、消防設備士講習や防火管理者等で配付した。 

 

２０ 連結送水管耐圧試験機貸出事業 

協会が所有する連結送水管耐圧試験機の貸出しをする事業。 

機  種  富士ロビン株式会社 SR 1000G 

設置場所  松江市八幡町７９６－６９ 山陰運送株式会社倉庫内 

貸出件数  ５件（Ｈ２９年度） 

 

２１ ＤＶＤソフト等無料貸出し事業 

  防火管理、訓練指導、地震対策、消防設備の取扱い等の DVD の貸出しをする事業。 

   貸出件数  ７件（Ｈ２９年度） 

 

２２ 協会｢ホームページ｣による情報提供 

    ホームページを活用して、国や安全センター等からの通知・通達などの情報提供、講習案内、刊行物

の斡旋、事業案内等の情報発信を実施している。  

ＨＰ更新数 １５回（Ｈ２９年度） 

 

２３ 協会主催各種会議等 

  通常総会１回（５／２４）、理事会２回（５／２４、３／２３） 

委員会８回（５／１９、７／１８、８／２１、９／８、10／３０、11／２９、１／１９、２／２７） 

対策委員会１１回（４／２５、５／１７、７／１８、８／２１、９／２６、10／３０、11／２９、 

12／２２、１／１９、２／２７、３／２７） 

   


