
発
行
一般財団法人　栃木県消防設備保安協会　理事長　芦　澤　　伸
〒320-0032　　宇都宮市昭和１丁目２番16号（栃木県自治会館内）

TEL：028-625-4611　　FAX：028-625-4614第56号
平成28年7月発行

栃木県
消防設備保安協会報

TOCHIGI FIRE-FIGHTING EQUIPMENT SECURITY ASSOCIATION NEWS

2
3
4
5
5
6
8
8
9
10
12
17

目　次
●　平成28年度理事会・評議員会報告… ……
●　理事会あいさつ… …………………………
●　平成28年度事業の概要… …………………
●　平成28年度収入支出予算… ………………
●　新役員名簿… ………………………………
●　各種講習会・試験の案内… ………………
●　消防用設備等点検済表示制度に基づく管理委員会審査結果……
●　点検済表示登録新規会員紹介… …………
●　点検済表示登録会員紹介… ………………
●　樹脂製消火器の不具合に係る注意喚起について……
●　エアゾール式簡易消火具の不具合に係る注意喚起等について……
●　協会からのお知らせ… ……………………

鹿沼市  磯山神社



　平成28年度の理事会が去る５月31日（火）、及び評議員会が６月16日（木）に栃木県自治会館で
開催されました。開会に際し、芦澤理事長のあいさつ、並びにご来賓として出席された栃木県消
防防災課長の斎藤哲夫氏のあいさつの後､ 平成27年度事業報告､ 収支決算及び平成28年度事業計
画（案）と収支予算と収支予算（案）について審議されいずれも原案通り可決承認されました。
　続いて平成28年度協会功労者１名、優良従業員表彰者９名、点検済表示制度優良事業所表彰３
社の報告がなされ、下記の方が受賞されました。誠におめでとうございます。
　また､ 今年は理事・監事の改選の年であり、黒澤副理事長が退任され､ 協会から功労金を贈呈
いたしました。在職中は大変お世話になりました。今後ともご支援・ご協力をお願いいたします。

受賞者紹介
平成28年度　協会功労者表彰　　（１名）
　中村　勝（評議員）　　株式会社 水戸設備工業
平成28年度　優良従業員表彰者　（９名）
　小玉　容之氏　　　　　株式会社 青木商会
　浅野目　雅文氏　　　　協同組合 栃木県消防設備保守協会
　入江　明夫氏　　　　　北斗管工 株式会社
　伊東　淳史氏　　　　　佐藤防災サービス 株式会社
　平井　良治氏　　　　　株式会社 長工業
　山井　直行氏　　　　　株式会社 相場設備管工
　野澤　賢人氏　　　　　中央理化工業 株式会社 宇都宮営業所
　前原　康宏氏　　　　　株式会社 多田電工
　稲見　仁志氏　　　　　佐藤商事 株式会社
平成28年度　点検済表示制度優良事業所表彰
　有限会社 那須総合防災センター
　株式会社 親和
　合資会社 渡辺商店

平成28年度理事会・評議員会報告

理事会

評議会

功労金贈呈
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一般財団法人栃木県消防設備保安協会理事長
芦　澤　　　伸

　本日は、理事の皆様には
お忙しい中、栃木県消防設
備保安協会の理事会に御出
席をいただき有り難うござ
います。

　また、公務ご多忙のところ、御来賓として、
栃木県から斎藤消防防災課長様の御臨席をい
ただき厚く御礼申しあげます。

　さて、東日本大震災から５年が経ち、ほっ
としたところで、先月４月14日と16日熊本県、
大分県に震度６強の地震が発生し、49名の方
が亡くなられ、多くの建物が崩壊いたしまし
た。また、国内経済も、ゼロ金利政策により、
景気の動向が注目されます。まだまだ、中小
企業には、厳しい状況が続いております。こ
のため、県内の関係団体との情報の共有化や
他県の消防設備協会と協働して会員の質の向
上努めていきたいと、考えております。
　なお、今年度も引き続き、点検推進指導員
を非常勤として雇用し、点検済表示制度の適
正な推進を図ってまいります。
　本日の理事会ですが、平成27年度事業報告
や平成28年度事業予算（案）等をご審議いた
だく事になっておりますので、よろしくご審
議の程お願いいたします。
　以上、簡単ではありますが、開会に当たっ
ての御挨拶といたします。

栃木県県民生活部消防防災課長
斎　藤　哲　夫

　平成28年度栃木県消防設
備 保安協会理事会の開催
にあたり、一言ご挨拶を申
し上げます。
　皆様におかれましては、

日頃から消防防災行政の推進につきまして、
御協力を賜り、さらには、消防用設備等の設
置及び維持管理の適正かつ円滑な推進に御尽
力いただき、本席をお借りしまして、厚く御
礼申し上げます。
　さて、昨年10月８日の広島市における飲食店
の火災では死者３名、重症３名の人的被害が発
生し、本年４月の熊本地震においては、多数の
人的被害のほか、多くの防火対象物が、損壊す
るなど甚大な被害が発生しているところであ
り、防火対象物及び消防用設備等の適切な設置・
維持管理が強く求められております。
　県といたしましては、貴協会や消防本部と
密接な連携を図りながら、県民や事業所に対
して、火災予防に関する防火思想の普及啓発
しており、特に、貴協会におかれましては、
特段の御協力により、消防用設備等の設置及
び維持管理の適正かつ円滑な推進のため、昨
年度は消防設備等の工事又は整備に関する講
習会を年５回実施し、487名が受講したところ
であります。
　今後とも、貴協会をはじめとする関係機関
や消防本部と密接な連携を図りながら、消防
防災行政の更なる推進を図って参りたいと考
えておりますので、防火対策向上に向け、な
お一層の御協力を賜りますようお願い申し上
げます。
　結びに、貴協会の益々の御発展と皆様方の
ご健勝を祈念いたしまして、挨拶とさせてい
ただきます。

理事会あいさつ
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１　法人運営事業
（１）会議等の開催

理事会、評議員会、正副理事長会及び監査会の開催
（２）優良協会会員等の顕彰
（３）会員の基盤強化事業

・職員体制の充実強化
・関係団体及び機関との連携
・会員に対する福利厚生事業等の支援事業紹介

２　消防防災設備等関係者育成事業
（１）防火・防災管理講習及び防火管理再講習

　（一財）日本防火・防災協会から委託を受け､ 甲種防火管理新規講習を４回、防火管理再
講習、防災管理新規講習を各１回栃木県自治会館にて実施します。

（２）消防設備点検資格者再講習
　（一財）日本消防設備安全センターから委託を受けて１種、２種の再講習を栃木県自治会
館で実施します。

（３）消防設備士講習
　栃木県から委託を受けて消防法第17条の10の規定による、消火設備（第１、２、３類）、警報
設備（第４、７類）、避難設備・消火器（第５、６類）に対する消防設備等の工事又は整備
に関する講習を実施します。

（４）消防用設備等の点検技術力推進事業
　消防設備関係の機関誌を適時購入し、会員へ情報提供すると共に消防用設備業者の技術向
上を図るための教材資料等の作成等を行う。

３　火災予防等普及啓発事業
（１）消防用設備等点検表示制度の普及推進

①管理委員会の開催
②点検推進指導員による点検状況等の立会確認調査の実施
③点検済票（ラベル）の適正交付の推進

（２）県及び関係団体等との連携及び情報交換
①栃木県内の消防関係各種行事（県総合防災訓練、県民防災の集い、救助技術大会等）への
後援協力

②消防長会及び消防本部予防課長会議等への出席及び情報提供
③関設協総会、代表者会議及び事務局長会議の出席及び情報交換
④（一財）日本消防設備安全センター及び（一財）日本防火・防災協会主催の会議出席

（３）一般及び会員向けの普及広報事業
①実務研修会の開催（平成28年11月開催）
②会報発行及びホームページの充実
③消防設備協会会員向けの共済事業及び損害賠償責任保険等の加入促進
④火災予防に向けた新聞などでの啓発事業
⑤消火器リサイクルの普及及び住宅用火災警報器設置推進事業
⑥その他消防設備等に関する各種相談事業

４　収益に関する事業
①防火優良認定証等の頒布推進
②その他消防に関する参考図書等の斡旋

平成28年度事業の概要
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（単位：千円）
収入の部 支出の部

科　　目 予算額 前年度
予算額 差引増減 科　　目 予算額 前年度

予算額 差引増減

１　財産利息収入 3 8 ３　事業費 24,027 24,418 △391
　基本財産利息収入 2 5 △3 　人件費 8,700 8,799 △99
　特定資産利息収入 1 3 △2 　積立金支出 0 0 0
２　事業収入 25,400 24,600 800 　会議費 37 71 △34
　講習事業収入 900 1,200 △300 　事務費 15,559 12,361 3,198
　受託事業収入 8,900 7,600 1,300 ２　管理費 3,460 2,588 872
　点検済表示制度運営収入 15,100 15,100 0 　人件費 1,000 980 20
　斡旋事業収入 500 700 △200 　積立金支出 0 0
３　入会金収入 20 40 △20 　会議費 200 100 100
４　会費収入 1,335 1,340 △5 　事務費 2,060 1,358 702
５　寄付金収入 1 1 0 0
６　雑収入 10 11 △1 0

計 26,769 26,000 769 計 27,487 27,006 481
当期経常増減額 △718 △1,006 288
一般正味財産期首残高 29,266 30,073 △807
正味財産期末残高 28,548 29,067 △519

役 職 名 氏　名 事　業　所　名 部　会 備　考
理 事 長 芦　澤　　　伸 （協）栃木県消防設備保守協会 消防設備
副理事長 和　田　　　均 和田工業（株） 管 工 事
副理事長 市　川　　　明 （株）市川電機 電気工事
理　　事 津　田　勝　弘 （株）勝電気 〃

〃 多　田　　　満 （株）多田電工 〃
〃 小　牧　伸　敏 （株）小牧工業 管 工 事
〃 大　橋　　　保 大橋総設工業（株） 〃 新　任
〃 村　山　脩三郎 （有）村山商会 消防設備
〃 阿　波　保　雄 栃木防災（株） 〃
〃 小　島　　　延 宇都宮防災（株） 〃 新　任

常務理事 高　木　伸　也 （一財）栃木県消防設備保安協会

監　　事 長　　　光　博 （株）長工業 管 工 事
〃 廣　瀬　文　夫 廣瀬住建（株） 電気工事 新　任
〃 渡　辺　克　久 （株）ユーユー商会 消防設備

評 議 員 藤　田　英　夫 （有）電興社 電気工事
〃 大　塚　芳　宏 （有）大塚電機 〃
〃 花　山　　　登 （有）はなやま電設 〃
〃 中　村　　　勝 （株）水戸設備工業 管 工 事
〃 長　竹　孝　二 信和防災（有） 消防設備
〃 渡　邊　圭　一 （資）渡邊商店 〃
〃 佐　藤　健　成 佐藤防災サービス（株） 〃

平成28年度収入支出予算

平成28年度　一般財団法人栃木県消防設備保安協会理事・監事・評議員名簿
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各種講習会・試験の案内
①防災・防火管理講習

講　習　種　別 開催期日 開　　催　　場　　所 定員
防災管理講習 ８月２日（火）

栃木県自治会館（宇都宮市）

140名
防火管理講習（甲種・新規） ７月21・22日（木・金） 140名
防火管理講習（再講習） ８月19日（金） 140名
防火管理講習（甲種・新規） 10月13・14日（木・金） 140名
防火管理講習（甲種・新規） 12月12・13日（月・火） 140名
防火管理講習（甲種・新規） 29年１月16・17日（月・火） 140名

②消防設備士講習
講　習　種　別 開催期日 申込期間／開催場所等 定員

避難・消火器（５・６類）① 10月19日（水） 申込期間：28年９月１〜８日
（一財）栃木県消防設備保安協会へ郵送
開催場所：栃木県自治会館（宇都宮市）
　　　　　受講料各7,000円
　　　　　　　　（栃木県収入証紙）

200名
避難・消火器（５・６類）② 10月20日（木） 200名
消火設備（１・２・３類） 10月21日（金） 200名
警報設備（４・７類）① 10月26日（水） 200名
警報設備（４・７類）② 10月27日（木） 200名

③消防設備点検資格者再講習
講　習　種　別 開催期日 申込期間／開催場所等 定員

点検資格者再講習　第１種 ８月24日（水） 申込期間：７月12〜15日
（一財）栃木県消防設備保安協会へ郵送
開催場所：栃木県自治会館（宇都宮市）
　　　　　受講料9,740円

140名

点検資格者再講習　第２種 ８月25日（木） 140名

④消防設備士試験　（一財）消防試験研究センター栃木県支部実施
区　　分 後　　期　　試　　験

試 験 日 平成29年２月12日（日）
試 験 会 場 栃木県立宇都宮工業高校

試 験 種 類 甲種（特・１・２・３・４・５類）　　
乙種（１・２・３・４・５・６・７類）

願書受付期間

電子申請　　　　　　　　　　　　　　　
　　平成28年11月25日（金）〜12月６日（火）
書面申請　　　　　　　　　　　　　　　
　　平成28年11月28日（月）〜12月９日（金）

合 格 発 表 平成29年３月15日（水）予定

⑤危険物取扱者試験　（一財）消防試験研究センター栃木県支部実施
区　　分 後　　期　　試　　験

第２回 第３回
試 験 日 平成28年11月６日（日） 平成29年３月５日（日）

試 験 会 場 作新学院高校、白鷗大学足利高校、白鷗大学、
栃木工業高校、那須清峰高校、真岡工業高校 作新学院高校

種 類 甲種・乙種・丙種

願書申請期間

電子申請
　平成28年９月２日（金）〜９月13日（火）
書面申請
　平成28年９月５日（月）〜９月16日（金）

電子申請
　平成29年１月１日（日）〜１月14日（土）
書面申請
　平成29年１月４日（水）〜１月17日（火）

合格発表予定 平成28年11月24日（木） 平成29年３月23日（木）
受験願書等配布
及び申請場所

（一財）消防試験研究センター栃木県支部
栃木県内各消防本部

（一財）消防試験研究センター
栃木県支部のみとなります

※④及び⑤の問い合わせは（一財）消防試験研究センター栃木県支部　℡028（624）1022へ
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⑥平成27年度　消防設備士試験合格者状況

類　別
前　　期 後　　期 合　　計

受験者 合格者 合格率% 受験者 合格者 合格率% 受験者 合格者 合格率%

甲種　特類 6 1 16.7 3 0 0 9 1 11.1

甲種第１類 53 4 7.5 46 12 26.1 99 16 16.1

甲種第２類 8 2 25.0 4 1 25.0 12 3 25.0

甲種第３類 7 3 42.9 6 2 33.3 13 5 38.5

甲種第４類 88 20 22.7 92 36 39.1 180 56 31.1

甲種第５類 13 3 23.1 10 3 30.0 23 6 26.1

甲種計 175 33 18.9 161 54 33.5 336 87 25.9

乙種第１類 5 1 20.0 16 9 56.3 21 10 47.6

乙種第２類 4 1 25.0 6 1 16.7 10 2 20.0

乙種第３類 6 1 16.7 4 3 75.0 10 4 40.0

乙種第４類 52 16 30.8 43 11 25.6 95 27 28.4

乙種第５類 1 0 0 4 2 50.0 5 2 40.0

乙種第６類 70 22 31.4 75 37 49.3 145 59 40.7

乙種第７類 13 10 76.9 18 16 88.9 31 26 83.9

乙種計 151 51 33.8 166 79 47.6 317 130 41.0

総合計 326 84 25.8 327 133 40.7 653 217 33.2

試験日　【前期】平成27年９月13日（日）　宇都宮市
【後期】平成28年２月14日（日）　宇都宮市

（一財）消防試験研究センター栃木県支部　提供
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更新承認事業所一覧（有効期限：平成30年３月31日まで）
No 表示登録番号 事　業　所　名
１ ９－１－００１ 鹿沼防災（株）
２ ９－１－００３ 関東防災大河原幾雄商店
３ ９－１－００４ 能美防災（株）宇都宮営業所
４ ９－１－００５ カントー防災設備（株）
５ ９－１－００６ ササキ防災（株）
６ ９－１－０１２ 中央理化工業（株）栃木営業所
７ ９－１－０１３ （株）那須電機メンテナンス
８ ９－１－０１４ （株）青木商会
９ ９－１－０１５ （株）親和
10 ９－１－０１６ （有）那須総合防災センター
11 ９－１－０１７ ALSOK双栄（株）栃木支店
12 ９－１－０１８ 信和防災（有）
13 ９－１－０１９ （有）村山商会
14 ９－１－０２０ （資）渡辺商店
15 ９－１－０２１ 宇都宮防災（株）
16 ９－１－０２２ 錦屋防災（株）
17 ９－１－０２３ 佐藤防災サービス（株）
18 ９－１－０２４ （協）栃木県消防設備保守協会
19 ９－１－０２５ 佐藤商事（株）
20 ９－１－０２７ （一財）関東電気保安協会栃木事業本部
21 ９－１－０２９ （有）毛塚防災
22 ９－１－０３０ 栃木防災（株）
23 ９－１－０３７ 柳田防災
24 ９－１－０３８ （有）トヨダ綜合防災
25 ９－１－０４９ （株）相互電設
26 ９－１－０５０ （株）橘組
27 ９－１－０５３ （有）笹沼防災設備
28 ９－１－０５８ （株）佐々木電機
29 ９－１－０５９ （有）メディコシステムズ
30 ９－２－０６０ 大和エンジニアリング（株）東部営業所
31 ９－１－０６８ （株）トチオン
32 ９－１－０７０ （有）ハーモニー産業
33 ９－１－０７１ タイラ防災
34 ９－１－０７２ （株）藤興産　北関東営業所
35 ９－１－０７３ （株）那須電設
36 ９－１－０７７ （株）ジェム総合設備

消防用設備等点検済表示制度に基づく管理委員会審査結果

　平成28年４月１日付けで栃木県消防用設備等点検済表示登録管理委員会の審査を受け、新しく
次の事業者が表示登録会員になりました。
　今後の、消防用設備等点検済表示制度の推進並びに適正な運用をよろしくお願いします。

☆日本防災　株式会社
　住　　　所　　佐野市富岡町１５０６　さんだいビル１－１
　代表取締役　　松崎　恭博
　登 録 番 号　　９－１－０８０

点検済表示登録新規会員紹介
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１）紹介者氏名
　　代表取締役　　長竿　如弥
　　　●ひとこと

　確かな技術とチーム力で「生命（いのち）と財産を守る」という企業理念を掲げ日々
努力しております。

２）会社概要
　　会　社　名　　株式会社　親　和（昭和23年８月創立）
　　住　　　　所　　小山市神山１－２－25
　　　　　　　　　　TEL 0285－27－2443　　FAX 0285－27－9597
　　表示登録番号　　０９－１－０１５
　　従 業 員 数　　５人
　　取 得 資 格　　・消防設備士　甲種　１、２、３、４、５類
　　　　　　　　　　　　　　　　　乙種　６類
　　　　　　　　　　・消防設備点検資格者　第一種　第二種
　　　　　　　　　　・防火対象物点検資格者
　　　　　　　　　　・防災管理点検資格者

３）点検業務の取り組み方
　　従業員の心構え
　　　・安心、安全を第一に考えお客様の信頼に繋げる様努める
　　事故防止に向けた対応
　　　・朝礼にて、各お客様の注意点（危険個所等）の確認
　　　・点検作業終了後の、機器の復旧忘れを防ぐため２人で確認

４）当協会に期待すること
　消防法の改正、最新情報等の提供を
メール又はFAXでの送信をお願いした
く思います。

点検済表示登録会員紹介
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樹脂製消火器の不具合に係る注意喚起について

	（10）	 栃木県消防設備保安協会報	 平成28年７月
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エアゾール式簡易消火具の不具合に係る注意喚起等について
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点検推進指導員通信　Vol.2　　　　点検指導員　増渕悦夫
　表示登録会員の皆様には、「消防用設備等点検済表示制度運用規程」に基づき、点検の実施状況
確認の立ち会いにご協力をいただきまして誠にありがとうございます。平成27年度より３ヶ年計
画で表示登録会員全事業所（59会員）の点検業務に立ち会わせていただく予定をしております。
　既に立ち会い確認を実施しておりますが、点検が適正に終了した場合には､ 点検済証を適正な
位置に貼付することになっております。しかし、一部に点検済証の貼付もれ、適正な位置以外へ
の貼付が見受けられました。また、点検時に防火対象物関係者の立ち会いも殆どありませんでした。
表示登録会員のさらなる信頼性の向上には、防火対象物関係者に立ち会いを求め、適正な点検を
行っていることを確認していただきたいと思います。場合によっては防火対象物関係者に消防用
設備等の取り扱い、使用方法等を説明するなど、さらに、態度、言葉づかいなど接遇にも十分注
意することは必要不可欠であると思われます。
　結びに、本協会も点検済表示制度の普及を更に努めてまいりますので、今後ともご理解、ご協
力をお願い申し上げます。

　協会からのお知らせ
４月より当協会のホームページをリニューアルしました。

　以前より､ フォントも大きくよりわかりやすいデザインにしました。
　会員専用ページからログインして頂くと､ 最新の情報や各種様式をダウンロードすることも可
能です。ぜひご活用下さいますよう､ よろしくお願いします。
　リニューアルに伴い､ アドレスが変わりました。
　新アドレスは　hoantochigi.art.coocan.jp/
　Yahoo!やGoogleなどの検索サイトで、栃木県消防設備保安協会 ENTERで見ることが出来ます。

　会員情報
代表者変更

　①タイラ防災　（平成28年１月11日付）	 ②（一財）関東電気保安協会　（平成28年２月１日付）
　　　旧　　篠崎　正弘	 　　　旧　　和気　光市
　　　新　　篠崎　正明	 　　　新　　逆井　昭夫
　③（株）ヤマト　栃木支店　（平成28年３月21日付）	 ④栃木県消防整備株式会社　（平成28年２月25日付）
　　　旧　　佐山　一夫	 　　　旧　　村上　　正
　　　新　　武藤　勝彦	 　　　新　　村田　宣夫
　⑤環境整備株式会社　（平成28年５月17日付）
　　　旧　　増田　武見
　　　新　　斎藤　　靖

住 所 変 更
　太平ビルサービス（株）宇都宮支店　（平成28年２月８日より）
　　　旧　　宇都宮市東宿郷６－１－７　ビック･ビー東宿郷４Ｆ
　　　新　　宇都宮市東宿郷２－２－１　ビック・ビースクエア１Ｆ

協会からのお知らせ
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