
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3 月 14 日（水）、東京・イイノカンファレンスセンターにて、第 13 回ハロン管理委員会が

開催されました。 

主な報告事項や審議事項は次のとおりです。 

● 報告事項 

・ハロン消火剤の状況 

・ハロンを除くガス系消火剤の登録状況 

・「ハロン消火剤と予防行政に関する研修会 2017」 

・平成 29年度の収支状況 

● 審議事項 

・平成 30年度の調査研究事業 

 

 ハロン管理委員会は、通知「ハロンの回収、再利用等の促進に係る調査について」（平成 5

年 7 月 22 日付け消防予第 215 号・消防危第 56 号）の中に、その位置付けや業務内容が示さ

れています。第 1回ハロン管理委員会は平成 6 年 1月 21日に開催され、ハロンバンク推進協

議会の業務として 12回開かれました。消防環境ネットワーク設立後は、平成 18年 3月 17日

に第 1回が開催され、今回 13回目を迎えました。 

 

 

 

 

5 月 23 日（水）、東京・イイノカンファレンスセンターにて、第 18 回理事会及び第 13 回通常

総会が開催され、次のような議案審議を行いすべて原案どおり承認されました。 

また、山越会長は会長を退任、後任として木原理事が新会長に就任いたしました。尚、山越前

会長は消防環境ネットワークの顧問として、引き続き団体の活動や運営にご助言いただきます。 

 

● 理事会（第 18回） 

第１号議案 平成 29年度事業報告書の承認の件 

第 2号議案 平成 29年度活動計算書の承認の件 

第 3号議案 平成 30年度事業計画書（案）の承認の件 

第 4号議案 平成 30年度活動予算書（案）の承認の件 

  第 5号議案 任期満了に伴う役員選任の件 
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1. ハロン管理委員会（第 13 回） 

 

2. 平成 30 年度 理事会及び通常総会 

 



  第 6 号議案  会長、副会長及び常務理事の互選の件 

第 7号議案 顧問選出の件 

第 8号議案 NPO法改正に伴う定款変更の件 

 

● 通常総会（第 13 回） 

第１号議案 平成 29年度事業報告書の承認の件 

第 2号議案 平成 29年度活動計算書の承認の件 

第 3号議案 平成 30年度事業計画書（案）の承認の件 

第 4号議案 平成 30年度活動予算書（案）の承認の件 

第 5号議案 任期満了に伴う役員選任の件 

  第 6号議案 NPO 法改正に伴う定款変更の件 

 

● 通常総会で選任された新役員は、次のとおりです。（平成 30年 6月 1日現在） 

理事（会長） 木原 正則 理事 戸塚  晃 

理事（副会長） 橋爪  毅 理事 西村 佳久 

理事 市橋 保彦 理事 白谷 祐二 

理事 市村  充 理事 山田 信夫 

理事 大谷 英雄 理事 山本 徳治 

理事 上関 克也 理事（常務） 柴田 弘幸 

理事 木村 敞一 監事 石山 松男 

理事 進藤 健輔 監事 深田 史朗 

理事 遠山 榮一  

 

 

 

 

平成 29年度（平成 29年 4月～平成 30年 3月）のハロン供給及び回収実績、ガス系消火剤

（ハロンを除く）の登録状況は、次のとおりです。 

● ハロン供給及び回収実績 

供給ガス 285件、  174.8 ㌧ （平成 28年度 273件、 192.7㌧） 

回収ガス 598件、 238.2 ㌧ （平成 28年度 494件、 175.7㌧） 

「供給ガス」は、設置ガスと補充ガスの合計です。また、平成 30年 3月 30日現在、 

ハロン 1301の登録件数は約 44,900件、消火剤量は 16,362㌧です。 

 

● ガス系消火剤（ハロンを除く）の登録状況 

二酸化炭素 
183件、 263.6㌧ 

（平成 28年度 150 件、195.5 ㌧） 

窒素、IG-55、IG-541 
261件、 212.8千㎥ 

（平成 28年度 321 件、214.1 千㎥） 

HFC-23、HFC-227ea、FK-5-1-12 
145件、  64.1㌧ 

（平成 28年度 100 件、 32.6 ㌧） 

 

3. ハロン消火剤及びハロンを除くガス系消火剤の登録状況 

 



 

 

次の 1社よりハロン 1301回収再生設備の登録更新の届け出があり、現地調査を行ってその

内容の確認を実施しました。 

会 社 名 所  在  地 

松山酸素株式会社 愛媛県松山市西垣生町 2877 番地 

 

 

 

 

 

平成 26 年度に開催した「改正 155 号通知に関する研修会」、平成 27 年度から毎年開催し  

てきた「ハロン消火剤と予防行政に関する研修会」がいずれも大変に好評であったこと、引

き続きハロン消火剤のクリティカルユースの趣旨を再周知し、更なる適正利用の徹底を図る

必要があることから、平成 30 年度も以下のとおり「ハロン消火剤と予防行政に関する研修 

会 2018」を、消防庁予防課と連携して開催します。 

開催日と会場は、下表のとおりです。詳細は、平成 30年 9月にご案内します。 

開  催  日 会     場 

平成 30 年 12 月 7 日（金）  
石川県金沢市上堤町 1-33 

アパ金沢ビル 9F 

平成 30 年 12 月 14 日（金） 
宮城県仙台市青葉区花京院 1-2-15 

ソララプラザ 7F 

平成 30 年 12 月 21 日（金） 
福岡県福岡市博多区博多駅中央街 5-14 

福さ屋本社ビル 4F 

平成 31 年 1 月 18 日（金）  
大阪府大阪市中央区南船場 4-3-2 

ヒューリック心斎橋ビル 7F 

平成 31 年 1 月 25 日（金）  
東京都千代田区内幸町 2-1-1 

飯野ビルディング 4F 

 

 

 

 

幹事会の開催日及び主な議題は次のとおりです。幹事会は、事務局を管理し、定款第 5 条

に規定された事業を営むための組織とされています。 

● 開催日 

第 74 回 2月 21 日、 第 75 回 4月 25 日、 第 76 回 6月 20 日 

 

● 主な議題 

・平成 29年 4月～平成 30年 5月のハロン回収量及び供給量の実績報告 

・平成 29年 4月～平成 30年 5月のガス系消火剤（ハロンを除く）の登録状況報告 

・「ハロン消火剤と予防行政に関する研修会 2017 」アンケート集計結果報告 

・ガイドブックの改訂について 

・「2019NEW環境展」（平成 31年 3月）への出展について 

6. 幹事会 

4． ハロン 1301 回収再生設備の登録更新 

 

 

5. 「ハロン消火剤と予防行政に関する研修会 2018」の開催予告 



 

 

 ハロン技術選択委員会（HTOC : Halons Technical Options Committee）の英国会議が開催

され、日本から消防環境ネットワークのHTOC委員が出席しました。その概要は次のとおりです。  

 

● 開催日程 

平成30年3月19日(月)～23日(金) 

● 開催場所 

英国・ロンドン（国際海事機関（IMO）本部） 

● 主な議題 

  ハロン技術選択委員会（HTOC）・英国会議の 

主な議題は次のとおりです。 

・「2018年版HTOC評価報告書」及び「2018年版HTOC進捗報告書」の報告内容の審議 

「HTOC評価報告書」は4年ごと、「HTOC進捗報告書」は毎年発行しており、HTOCがハロン及

びハロン代替消火剤や消火技術に関する国際情勢を国連環境計画（UNEP）に報告するた

めのものです。 

・ハロン及びハロン代替消火剤に関する事項 

ハロン1301の排出量と在庫量について検討を行うとともに、新たな代替消火剤や消火

技術の状況について報告がありました。 

・HTOC構成委員の検討 

現状のHTOC委員の構成について報告があり、また今後新たに必要な委員の検討も行い

ました。 

・HTOC会議開催地の検討 

候補地として、イタリア、ドイツ、フランスがあがりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年度に開催されるモントリオール議定書関連の国際会議は、次のとおりです。 

● モントリオール議定書第 40 回締約国公開作業部会（OEWG40） 

    日 程：平成 30年 7月 11 日～14 日 

     開催地：オーストリア・ウィーン 

● モントリオール議定書第 30 回締約国会合（MOP30） 

     日 程：平成 30年 11月 5日～9日 

     開催地：エクアドル・キト 

● 2019 年 HTOC 会議 

     日 程：平成 31年 3月 

     開催地：調整中   

8.  モントリオール議定書関連の国際会議（予定） 

7. ハロン技術選択委員会（HTOC）・英国会議 

HTOCは、国連の環境専門機関「国連環境計画（UNEP ： United Nations Environment 

Programme）」の下部組織であり、「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」

採択の2年後の1989年にその前身が活動を開始して以来、ハロン消火剤（ハロン1301、1211、

2402の3種類）及びハロン代替消火剤・消火技術に関する技術的・経済的な調査、勧告、評

価等を行っている委員会です。 

 

 


