
 

 

平成 30年度事業報告書 

（平成 30年４月１日から平成 31年３月 31日まで） 

 

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 

申請者数          【（  ）は H29実績】 

 ・１日講習 延べ 20会場  424名   再受講  95名   （419名） 対前年 ５名 

  ・２日講習 延べ 10会場  323名   再受講  17名    （323名）  〃  ０名 

 合計           747名    再受講 112名   （742名）  〃  ５名 

・うち追加講習  ３回 74名   

・うち学割申請者 １日講習 ０名 ２日講習 11名 

      

 (2) 危険物管理等技術研修事業 

  ①  危険物管理技術研修会 

日時 平成 30年 11月２１日（水） 

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 東京経済大学名誉教授 吉井 博明氏  

     演題「自ら考え、失敗事例から学ぶ危機管理」 

 

②  高圧ガス・危険物防災訓練事業 

    日時 平成 30年 10月 31日（水） 

会場 静岡市 静岡市安倍川緑地 与一ヘリポート 

    主催 静岡県、静岡県一般高圧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、静岡市防災協会 等 10団体 

協力 静岡市消防局、静岡県警察本部、静岡中央警察署 

 

(3) 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 

・平成 30 年５月２５日 菊川市危険物安全協会講演会 

・平成 30 年７月２５日 浜松市防災協会講演会 

・平成 31 年１月１８日 磐田市危険物安全協会講演会 

 

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への参加 

・危険物施設安全推進講演会 

日時  平成 30 年６月５日 

会場  全国町村会館（東京都千代田区） 

参加者 ４名（地区協会事務局等） 

 

③  教育用ＤＶＤの配付 

  (一財)全国危険物安全協会から無償提供された教育用ＤＶＤを各地区協会に配付 

      ＤＶＤ「備えあれば憂いなし  ～震災に備えて危険物施設にできること～」(29分) 

  



 

 

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 

    （第１回） 

   ・日時 平成 30年６月 11日（月） 

 ・会場 グランディエールブケトーカイ（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 31年２月 13日（水） 

   ・会場 グランディエールブケトーカイ（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 

 

②  創立記念大会開催事業 

 ・第 48回創立記念大会 

    日時  平成 30年９月４日（火）に予定していたが、台風第 21号のため中止。 

        表彰状授与式を平成 30年 11月 21日（水）に実施。         

  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・褒章 ９名（６人、３事業所） 

          県危険物安全協会連合会会長表彰  72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 30年６月３日（日）～９日（土） 

    ・危険物安全大会への参加 

      日時  平成 30年６月４日（月） 

      会場  ルポール麹町（東京都千代田区） 

      参加者 １３名（受賞者、地区協会職員、連合会職員） 

  ・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      4,620枚 

    危険物に関する小冊子 一般用  3,600冊 

               取扱者用 4,220冊 

 

② 「静岡県防火のつどい」への参加 

・日時 平成 30年 10月 20日（土） 

・会場 御殿場市民会館（御殿場市） 

 

(3) 他団体事業への協力事業 

    ・静岡県幼少年女性防火委員会協力費  

  



 

 

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 ：8,550名（うち企業講習：延べ 15回 2,021名） 

                         申請者【（ ）は H29実績】 

   ・ ７月期  ７月～７月   13（11）回  2,203名 （1,846名） 

   ・ ９月期  ８月～９月   12（10）回  1,680名 （1,543名） 

・ 11月期  10月～12月   25（27）回  3,569名 （3,509名） 

   ・ ２月期  １月～２月   ８（８）回  1,098名 （1,129名） 

           合 計    58（56）回  8,550名 （8,027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）        10件 

   ・認定事業者軽微変更届出事務（届出受理、付随業務）          ４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等） 延べ４事業者  

・点検済証交付事務                延べ 25事業者 2,690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 【（ ）は H29実績】 

   ・平成 30年度版危険物取扱必携法令編       1,402冊 （1,265冊） 

   ・平成 30年度版危険物取扱必携実務編       1,404冊 （1,266冊） 

   ・平成 30年度版危険物取扱者試験例題集（甲、乙） 1,546冊 （1,297冊） 

                     計 4,352冊  （3,828冊） 

 

(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  【（ ）は H29実績】 

・増刷数  900冊 （1,000冊） 

・販売数  928冊 （1,037冊） 

 

Ⅲ 法人管理事業 

(1) 会議の開催 

① 総会 

   ・日時 平成 30年６月 22日（金） 

   ・会場 中島屋グランドホテル（静岡市） 

・議題 決議事項：平成 29年度事業報告、平成 29年度決算報告、理事・監事の選任 

    報告事項：平成 29年度常任委員会、表彰委員会の報告等 

 

② 理事会 

  （第１回） 

   ・日時 平成 30年５月 22日（火） 

   ・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 29年度常任委員会、表彰委員会報告 

決議事項：通常総会の開催、議案審議（平成 29年度事業報告及び収支決算報



 

 

告）、理事・監事の選定、顧問・参与・委員会委員の選任、創立記

念大会案の承認 

  （第２回） 

   ・日時 平成 30年６月 22日（金） 

   ・会場 中島屋グランドホテル（静岡市） 

   ・議題 決議事項：会長、副会長及び常務理事の選定 

（第３回） 

   ・日時 平成 30年 11月 21日（水） 

   ・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 30年度上期の事業進捗状況報告 等 

（第４回） 

 ・日時 平成 31年３月 20日（水） 

   ・会場 グランディエールブケトーカイ（静岡市） 

   ・議題 決議事項：平成 31年度事業計画及び収支予算  

報告事項：平成 30年度事業計画進捗状況 

 

③ 正副会長会議 

    （第１回） 

   ・日時 平成 30年６月 11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 30年６月 22日（金） 

     ・会場 中島屋グランドホテル（静岡市） 

    （第３回） 

     ・日時 平成 30年 11月 21日（水） 

     ・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４回） 

   ・日時 平成 31年３月 20日（水） 

   ・会場 グランディエールブケトーカイ（静岡市） 

 

④ 常任委員会 

（第１回総務広報合同委員会） 

     ・日時 平成 30年５月 22日（火） 

     ・会場 グランディエールブケトーカイ（静岡市） 

       平成２９年度事業報告及び決算、平成 30年度広報活動計画、会報編集方針等 

 

（第１回総務企画合同委員会） 

     ・日時 平成 31年３月 20日（水） 

     ・会場 グランディエールブケトーカイ（静岡市） 

       平成 31年度事業計画及び予算、平成 30年度事業進捗状況報告 

 

⑤ 地区協会担当者会議 

・日時 平成 30年４月 27日（金） 

・会場 静岡市産学交流センター（静岡市） 

県危連の事業計画推進への協力依頼等 

 



 

 

(2) 会議等への参加 

① 全危協都道府県危連事務局長会議 

 ・日時 平成 30年４月 13日（金） 

      ・会場 ルポール麹町（東京都千代田区） 

    ② 静岡県危険物運搬車両事故防止等対策協議会 

 ・日時 平成 30年４月 19日（木） 

      ・会場 静岡県庁別館９階会議室 

③ 北陸・東海ブロック県危連会長会議 

 ・日時 平成 30年８月 24日（金） 

 ・会場 三重県桑名市（会議）、いなべ市（事業所視察） 

④ 全危協都道府県危連会長研修会 

   ・日時 平成 31年１月 23日（水） 

     ・会場 ルポール麹町（東京都千代田区） 

 

(3) 訓練への参加 

  静岡県消防救助技術大会（陸上の部） 

 ・日時 平成 30年６月５日（火） 

 ・会場 静岡県消防学校 

 

(4) （一財）全国危険物安全協会会費  

・（一財）全国危険物安全協会会費  

 

(5）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 68号） 

・発行   平成 30年 12月 

   410冊（うち地区協会：323冊、その他関係者宛て等：87冊） 

・ウェブ版 平成 31年２月アップ 

 


