
 

第１号議案 

平成２６年度事業報告書 

（平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日まで）  

 

ア 法人の現況に関する事項 

Ⅰ 会員の状況 

種類 前年度末 当年度末 増減 

正会員 ２７ ２６    △１ 

賛助会員     ４     ４    ― 

特別会員     ―     ―    ― 

  計 ３１ ３０    △１ 

 

  正会員の退会 西伊豆広域危険物安全協会（平成 27年 3月 31日解散） 

    

イ 事業の実施状況に関する事項  

Ⅰ 継続事業(公益事業) 

 

Ⅰ－１ 危険物の保安管理に関わる人材育成事業 

（１） 危険物取扱者試験予備講習事業  

 申請者             （H25申請者） 

 ・１日講習 6・11・2月期（延べ２１会場） ５６２名 再受講３５名 （５４２名） 

  ・２日講習 6・11・2月期（延べ ９会場） ３１７名 再受講５３名  （３３３名） 

    １日・２日講習合計           ８７９名 再受講８８名 （８７５名） 

・追加講習 ３回 ６３名 

    ＊静岡市防災協会との共同開催 静岡市分受講者 ５６名 

  ＊静岡県シルバー人材センター連合会からの受託講習 ３会場 ３３名  

 

（２）視聴覚教材整備事業（保安講習等普及啓発目的 DVD配布） 

  ・各地区協会に１本配布（4月） 

    「事故事例から学ぶ 危険物の保安対策」 

 

 （３）危険物管理等技術研修事業 

  ① 管理技術研修会 

・日時 平成２６年１１月１３日（木） 

・会場 静岡市民文化会館（静岡市葵区） 

・講演 講師 全国危険物安全協会 業務部長 古河大直氏  

     演題「津波災害を含めた 危険物施設の災害等対策について」 

・参加者数  ２２９名 

 

  ② 高圧ガス危険物防災訓練事業 

   ・日時 平成２６年１１月１２日（水） 

   ・会場 島田市横井地先 大井川緑地 

   ・主催 静岡県、静岡県液化石油ガス地域防災協議会、（一社）静岡県ＬＰガス協会、 



 

（一社）静岡県危険物安全協会連合会、島田・北榛原地区危険物安全協会 

など１０団体 

   ・協力 静岡県警察本部、静岡県島田警察署、島田市消防本部 

 

（４）講演会等人材育成事業（地区協会、連絡会、他団体との共催・協力・参加事業） 

① 地区協会等主催、県危険物安全協会連合会後援または共催の講演会等 

・５月１６日 御殿場市小山町防火安全協会（後援）  

② (一財)全国危険物安全協会等が主催する全国レベルの講演会等  

  ・６月１０日 危険物施設安全推進講演会（東京都） ９名 

 

Ⅰ－２ 危険物災害事故防止思想の普及啓発、高揚事業 

 （１）表彰関連事業 

  ① 表彰委員会の開催（６月１１日、2月１７日） 

   各表彰候補者、会長表彰等の選考 

 

  ② 第４４回創立記念大会開催事業 

 ・日時  平成２６年９月１１日（木） 

 ・会場  静岡市民文化会館 中ホール 

   ・表彰  県知事表彰  ９名 

        県危険物安全協会連合会会長表彰  ６２名 

 ・記念講演（演題）「１年で駅弁売上を 5000万円アップさせた カリスマパート主婦が語る

奇跡のサービス！」 

      （講師）（株）日本レストランエンタプライズ駅弁マイスター 三浦由紀江氏 

 ・参加者 ３１９名 

 

（２）広報活動事業 

  ①危険物安全週間推進事業 

    危険物安全週間 平成２６年６月８日（日）～１４日（土） 

   ・危険物安全大会への参加 

     日時  平成２６年６月９日（月） 

     会場  スクワール麹町（東京都千代田区） 

     参加者 １８名（受賞者、地区協会職員、連合会職員） 

・危険物施設安全推進講演会への参加 

（東京会場） 

     日時  平成２６年６月１０日（火）   

     会場  スクワール麹町（東京都千代田区） 

     参加者 ９名（地区協会職員等） 

 ・危険物安全週間啓発ポスター及び小冊子の配布） 

   安全週間推進ポスター      ５，１２０枚 

   危険物に関する小冊子 一般用  ３，４００冊 

              取扱者用 ３，０９０冊 

 

Ⅱ その他事業（収益事業） 

Ⅱ－１ 保安管理等受託業務事業 

 

（１）危険物取扱者保安講習 

  受講申請者数 ：７，５００名（内企業講習；延べ１２回 １，２３０名） 



 

                               申請者【（  ）はH25実績】 

  ・ ７月期  平成２６年 ７月１１日～ ７月２９日 １６回 ２，０００(２,３５３)名 

  ・ ９月期  平成２６年 ９月 ９日～ ９月２６日 １０回 １，３０５(  ７４８)名 

  ・１１月期  平成２６年１０月２３日～１２月２５日 ２５回 ３，０１６(３,２７０)名 

  ・ ２月期  平成２７年 １月２８日～ ２月１３日 １０回 １，１７９(１,１３４)名 

             合  計           ６１回 ７，５００(７,５０５)名  

 

 

（２）定期点検実施制度に係る業務受託事業 

地下タンク及び移動タンクの定期点検を行う認定事業者に対する実態調査等 

  ・事業者認定等事務（認定申請受理、認定証交付）（再認定含む）    ０件 

  ・認定事業者軽微変更届出事務（届出受理、付随業務）         ６件 

・認定事業者廃止届出事務（届出受理、付随業務）           ０件 

  ・認定事業者実態調査事務（認定事業者指導員との連絡調整など） 延べ９事業者 

・点検済証交付事務           延べ １１事業者 １，３１０枚 

 

Ⅱ－２ 危険物関係図書等販売事業  

 （１）危険物取扱者試験テキスト等販売事業 

    (一財）全国危険物安全協会編集発行の受験用テキスト販売     （H25実績） 

  ・平成２６年度版危険物取扱必携法令編         １，６９３冊（１，９１２） 

  ・平成２６年度版危険物取扱必携実務編         １，６７３冊（１，８２２） 

  ・平成２６年度版危険物取扱者試験例題集（甲、乙）   １，７３６冊（２，０９３） 

 

 （２）定期点検簿販売事業     

危険物施設の定期点検記録簿の作成・販売 （H25実績） 

・増刷数   １，０１０冊（１，６００） 

・販売数   １，０６０冊（１，４３０） 

 

Ⅲ 法人管理事業 

 （１）会議の開催 

① 地区協会担当者及び保安講習講師担当者会議 

・日時 平成２６年５月９日（金） 

・会場 静岡市産学交流センター（静岡市 ペガサート） 

・県危連の事業計画推進への協力依頼等 

 

② 常任委員会 

（第１回総務広報合同委員会） 

   ・日時 平成２６年５月２８日（水） 

   ・会場 グランディエールブケトーカイ会議室（静岡市） 

       平成２６年度の事業計画、広報活動計画等 

（第１回総務企画合同委員会） 

   ・日時 平成２７年３月１８日（水） 

   ・会場 グランディエールブケトーカイ会議室（静岡市） 

       平成２７年度予算、事業計画 平成２６年度事業進捗状況等 

 

 

 



 

③ 表彰委員会 

  （第１回） 

 ・日時 平成２６年６月１１日(水) 

 ・会場 グランディエールブケトーカイ会議室（静岡市） 

     県知事表彰候補者、会長表彰等の選考 

  （第２回） 

 ・日時 平成２７年２月１７日（火） 

 ・会場 グランディエールブケトーカイ会議室（静岡市） 

     消防庁長官表彰、全国危険物安全協会理事長表彰の候補者選考 

 

④ 理事会 

 （第１回） 

 ・日時 平成２６年５月２８日（水） 

 ・会場 グランディエールブケトーカイ（静岡市） 

 ・議題 報告事項：平成２５年度常任委員会、表彰委員会報告 

決議事項：理事・監事・常任委員会・表彰特別員会委員選任、 

通常総会議案審議（平成２５年度事業報告、平成２５年度収支決算報告）、

理事・顧問・参与・常任委員会委員等の選任 

 （第２回） 

 ・日時 平成２６年６月２７日（金） 

 ・会場 クーポール会館（静岡市） 

 ・議題 正副会長の選任 

 （第３回） 

 ・日時 平成２６年１１月１３日（木） 

 ・会場 静岡市民文化会館会議室（静岡市） 

 ・議題 平成２６年度上半期の事業進捗状況 

 （第４回） 

 ・日時 平成２７年３月１８日（水） 

 ・会場 グランディエールブケトーカイ会議室（静岡市） 

 ・議題 決議事項：平成２７年度事業計画、平成２７年度収支予算 

報告事項：平成２６年度事業計画進捗状況 等 

 

⑤ 総会 

 ・日時 平成２６年６月２７日（金） 

 ・会場 クーポール会館（静岡市） 

・議題 決議事項：平成２５年度事業報告、平成２５年度決算報告、理事・監事の選任 

 

⑥ 正副会長会議 

   （第１回） 

   ・日時 平成２６年４月３０日（水） 

   ・会場 ホテルアソシア（静岡市） 

   （第２回） 

 ・日時 平成２６年５月２８日（水） 

 ・会場 グランディエールブケトーカイ（静岡市） 

（第３回） 

・日時 平成２６年６月１１日（水） 

   ・会場 グランディエールブケトーカイ（静岡市） 



 

   （第４回） 

   ・日時 平成２６年６月２７日（金） 

   ・会場 クーポール会館（静岡市） 

   （第５回） 

   ・日時 平成２６年７月２８日（月） 

   ・会場 静岡グランドホテル中島屋（静岡市） 

   （第６回） 

 ・日時 平成２６年９月１１日（木） 

 ・会場 静岡市民文化会館（静岡市） 

（第７回） 

・日時 平成２７年２月１７日（火） 

・会場 グランディエールブケトーカイ（静岡市） 

 

（２）会議への参加 

① 都道府県危険物安全協会連合会事務局長会議 

 ・日時 平成２６年４月２４日（木） 

   ・会場 スクワール麹町（東京都千代田区） 

② 北陸・東海ブロック県危険物安全協会連合会事務局長会議 

 ・日時 平成２６年８月２８日（木）～２９日（金） 

 ・会場 静岡市 

③ 都道府県危険物安全協会連合会会長研修会 

 ・日時 平成２７年１月２８日（水） 

   ・会場 ルポール麹町（東京都千代田区） 

  ④ 静岡県危険物運搬車両事故防止等対策協議会 

   ア 協議会 

 ・日時 平成２６年４月２３日（水） 

   ・会場 静岡県庁別館８階 第４会議室 

   イ 東名日本坂トンネル防災訓練の視察 

   ・日時 平成２７年３月１１日（水） 

  

（３）他団体事業への協力事業 

  ① （一財）全国危険物安全協会会費  

  ② 県幼少年女性防火委員会協力費  

 

（４）事務局の運営 

    年間を通じて総務、経理処理等の業務推進 

   

Ⅳ Ⅰ～Ⅲにまたがる主な事業 

（１） 広報活動事業 

  ①ホームページ運営事業 

   ・年間を通じて、危険物の保安管理等に関わる各種情報の提供 

  ②会報発行事業（会報第６４号） 

・発行   平成２６年９月 

・紙版   ３５０冊（うち地区協会：２９２冊、その他関係機関宛て：５２冊） 

・ウェブ版 平成２６年１１月アップ 

・地区協会等の会員企業の広告掲載（４社） 

 


