平成２７年度事業報告書
（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで）

ア 法人の現況に関する事項
会員の状況
種類
正会員
賛助会員
特別会員
計
正会員の退会と入会

前年度末
２６
４
―
３０

当年度末
２４
４
―
２８

増減
△２
―
―
△２

焼津市危険物安全協会及び藤枝市危険物安全協会の退会
（平成 28 年 3 月 31 日解散）
（志太危険物安全協会の入会(平成 28 年 4 月 1 日設立)により平成 28 年度の正会員は 25）

イ 事業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
（H26 申請実績）
・１日講習 延べ２２会場 ４３８名 再受講 ８７名 （５６２名） 対前年△１２４名
・２日講習 延べ１０会場 ３４７名 再受講 ４６名 （３１７名）
＋ ３０
合計
７８５名 再受講１３３名 （８７９名 ）
△ ９４
・うち追加講習 ３回 ６６名
・うち学割受講者 1 日講習：12 名 2 日講習：12 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(沼津、磐田、浜松) ３３名
(2) 視聴覚教材整備事業（保安講習等普及啓発目的 DVD 配付）
・地区協会に各１本配付（4 月）
「危険物施設におけるヒューマンエラー」(３７分)
(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２７年１１月１９日（木）
会場 静岡県コンベンションアーツセンター グランシップ（静岡市駿河区）
講演 講師 危険物保安技術協会 事故防止調査研修センター長 伊藤英男氏
演題「危険物施設の事故事例と安全対策」
参加者 ２２６名

②高圧ガス危険物防災訓練事業
日時 平成２７年１０月１４日（水）
会場 小山町湯船 ユシロ化学工業(株)富士工場敷地内
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、御殿場市小山町防火安全協会 等１０団体
協力 静岡県警察本部、静岡県御殿場警察署、御殿場市・小山町広域行政組合消防本部
(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
・９月１７日 浜松市防災協会
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 ９日 危険物施設安全推進講演会（東京都） ５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表彰特別委員会の開催（６月４日、２月１７日）
国関係表彰候補者の推薦等、県知事表彰等候補者・会長表彰等の選考 等
②創立記念大会開催事業
・第４５回創立記念大会
日時
平成２７年９月４日（金）
会場
静岡県コンベンションアーツセンター グランシップ（静岡市駿河区）
表彰
県知事表彰
９名（事業所）
県危険物安全協会連合会会長表彰
７５名
記念講演（演題）
「これからの日本経済～アベノミクスと新興諸国～」
（講師） エコノミスト・BRICs 経済研究所代表 門倉貴史氏
参加者 ３３０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２７年６月７日（日）～１３日（土）
・危険物安全大会への参加
日時
平成２７年６月８日（月）
会場
スクワール麹町（東京都千代田区）
参加者 １７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２７年６月９日（火）
会場
スクワール麹町（東京都千代田区）
参加者 ５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付）
安全週間推進ポスター
４，９４０枚
危険物に関する小冊子 一般用
３，４００冊
取扱者用 ４，４２５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
受講申請数 ：７，７９８名（うち企業講習；延べ１４回 １，６６４名）
申請者【
（
）は H26 実績】
・ ７月期
平成２７年 ７月１１日～ ７月３１日 １３回 １，７８３(２，０００)名
・ ９月期
平成２７年 ８月２６日～ ９月２９日 １１回 １，３７２(１，３０５)名
・１１月期
平成２７年１０月 ５日～１２月２４日 ２７回 ３，５００(３，０１６)名
・ ２月期
平成２８年 １月２７日～ ２月１６日
９回 １，１４３(１，１７９)名
合
計
６０回 ７，７９８(７，５００)名
対前年 ＋２９８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）
３件
・認定事業者軽微変更届出事務（届出受理、付随業務）
２件
・認定事業者廃止届出事務（届出受理、付随業務）
―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７事業者
・点検済証交付事務
延べ ２５事業者
３，０７０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
（H26 実績）
・平成２７年度版危険物取扱必携法令編
１，５０４冊（１，６９３冊）
・平成２７年度版危険物取扱必携実務編
１，４８０ （１，６７３）
・平成２７年度版危険物取扱者試験例題集（甲、乙）１，５２６ （１，７３６）
計 ４，５１０ （５，１０２） △５９２
(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 （H26 実績）
・増刷数
６００冊
（１，１００冊）
・販売数
１，０７１冊
（１，０６４ ）
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２７年５月８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２７年５月２５日（月）
・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２８年３月１６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２８年度予算、事業計画 平成２７年度事業進捗状況

③ 表彰委員会
（第１回）
・日時 平成２７年６月４日（木）
・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２８年２月１７日（水）
・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２７年５月２５日（月）
・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２６年度常任委員会、表彰委員会報告
決議事項：通常総会の議案審議（平成２６年度事業報告、平成２６年度収支決算
報告）
、理事・監事・顧問・参与等の補充選任
（第２回）
・日時 平成２７年６月２６日（金）
・会場 静岡グランドホテル中島屋（静岡市）
・議題 副会長の補充選任
（第３回）
・日時 平成２７年１１月１９日（木）
・会場 静岡県コンベンションアーツセンター グランシップ（静岡市）
・議題 報告事項：平成２７年度上期の事業進捗状況
（第４回）
・日時 平成２８年３月１６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２８年度事業計画、平成２８年度収支予算
報告事項：平成２７年度事業計画進捗状況
⑤ 総会
・日時 平成２７年６月２６日（金）
・会場 静岡グランドホテル中島屋（静岡市）
・議題 決議事項：平成２６年度事業報告、平成２６年度決算報告、
理事・監事の補充選任
⑥ 正副会長会議
（第１回）
・日時 平成２７年５月２５日（月）
・会場 グランディエールブケトーカイ（静岡市）
（第２回）
・日時 平成２７年６月４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２７年６月２６日（金）
・会場 静岡グランドホテル中島屋（静岡市）

（第４回）
・日時 平成２７年９月４日（金）
・会場 静岡県コンベンションアーツセンター グランシップ（静岡市）
（第５回）
・日時 平成２７年１１月１９日（木）
・会場 静岡県コンベンションアーツセンター グランシップ（静岡市）
（第６回）
・日時 平成２８年２月１７日（水）
・会場 グランディエールブケトーカイ（静岡市）
（第７回）
・日時 平成２８年３月１６日（水）
・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２７年４月１７日（金）
・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２７年８月２７日（木）～２８日（金）
・会場 富山市
③ 都道府県危険物安全協会連合会会長研修会
・日時 平成２８年１月２７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
・日時 平成２７年４月２１日（火）
・会場 静岡県庁別館８階会議室
(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６５号）
・発行
平成２７年９月
・紙版
４００冊（うち地区協会：３０９冊、その他関係機関宛て：９１冊）
・ウェブ版 平成２７年１１月アップ

