
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ⽉ 26 ⽇（⽔）、第 21 回理事会及び第 16 回通常総会を開催。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。今回の理事会と通常総会も前年度同様に異例の形となり
ましたが、とりわけ書⾯による表決にご協⼒いただきました理事と正会員の皆様には、紙⾯
を借りて⼼より御礼申し上げます。 
 
＊ 理事会（第 21 回） 

・通常総会に付議すべき事項承認の件 
（1）2020 年度事業報告書の承認の件 （2）2020 年度活動計算書等の承認の件 
（3）2021 年度事業計画書（案）の承認の件 （4）2021 年度活動予算書（案）の承認の件 
（5）理事の補⽋選任の件 （6）副会⻑の互選の件 

 
＊ 通常総会（第 16 回） 

第 1 号議案 2020 年度事業報告書の承認の件 
第 2 号議案 2020 年度活動計算書等の承認の件 
第 3 号議案 2021 年度事業計画書（案）の承認の件 
第 4 号議案 2021 年度活動予算書（案）の承認の件 
第 5 号議案 理事の補⽋選任の件 

 
＊ 現在の役員は、次のとおりです。（2021 年 6 ⽉ 1 ⽇現在） 

理事（会⻑） ⽊原 正則   元消防庁消防研究センター所⻑ 
理事（副会⻑） ⾦森 賢治   ⼀般社団法⼈⽇本消⽕装置⼯業会 

理事 朝倉  健   三井住友建設株式会社 
理事 安部 哲也   東⽇本旅客鉄道株式会社 
理事 市橋 保彦   元消防庁次⻑  
理事 ⼤⾕ 英雄   横浜国⽴⼤学名誉教授 
理事 上関 克也   ⽇本消防検定協会 
理事 進藤 健輔   セコム株式会社 
理事 武井 ⼀義   ⼀般社団法⼈東京都設備設計事務所協会  
理事 遠⼭ 榮⼀   ⼀般社団法⼈⽇本消⽕器⼯業会 
理事 橋⽖  毅   能美防災株式会社 
理事 菱⽥  ⼀   ⼀般社団法⼈⽇本建設業連合会 
理事 村上 研⼀   元東京消防庁総監  
理事 ⼭⽥ 信夫   ⼀般社団法⼈⽇本消⽕装置⼯業会    

理事（常務） 柴⽥ 弘幸   特定⾮営利活動法⼈消防環境ネットワーク 
監事 ⽯⼭ 松男   ⼀般社団法⼈⽇本消⽕装置⼯業会 
監事 深⽥ 史朗   深⽥⼯業株式会社 
顧問 ⼭越 芳男   元消防庁次⻑ 

 

消防環境ネットワークニュース 
特定⾮営利活動法⼈ 消防環境ネットワーク 第 28 号 2021 年 6 ⽉ 30 ⽇発⾏ 
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１． 「2021 年度 理事会及び通常総会」を開催 



 

 

2014 年度に「改正 155 号通知に関する研修会」を⾏って以来、2019 年度まで仙台・福岡・
⼤阪や東京等を会場に「ハロン消⽕剤と予防⾏政に関する研修会」を開催してまいりました。
この研修会は「国家ハロンマネジメント戦略」に基づきハロン消⽕剤の回収・リサイクルの
推進を図る必要があることから開催し、毎回⾼評を得てきたところです。2020 年度は初のオ
ンライン形式による開催とし、これも称賛の声を多くいただきました。 

今年度は「ハロン消⽕剤と予防⾏政に関する研修会 2021」を⼤阪と東京の 2 か所の会場で
開催し、あわせてオンライン形式によっても実施します。 

 
開  催  ⽇ 会     場 

2021 年 12 ⽉ 3 ⽇（⾦） 
【⼤阪会場】〜定員 70 名〜 
⼤阪リバーサイドホテル 会館棟 4 階 
⼤阪府⼤阪市都島区中野町 5 丁⽬ 12−30 

2022 年 1 ⽉ 28 ⽇（⾦） 
【東京会場】〜定員 100 名〜 
幸ビルディング 15 階 
東京都千代⽥区内幸町 1 丁⽬ 3−1 

 
詳細は、9 ⽉下旬にご案内致します。 
会場研修・オンライン研修ともに、消防環境ネットワークのホームページで、10 ⽉ 18 ⽇

（⽉）正午からお申し込みいただけます。 
 

さて、2020 年度に開催した「ハロン消⽕剤と予防⾏政に関する研修会 2020」では、アン
ケートの協⼒をお願いし 100 名近くの⽅々にご回答いただきました。その中からごく⼀部で
すが、感想等をご紹介します。 

 
・地⽅の消防職員はこのような機会が少ないので今後もオンライン形式を

採⽤して欲しいです。 
・時間と場所に制約がない WEB 形式は⼤変便利で、参加しやすくなりまし

た。 引き続きこの形式を希望します。 
・オンラインで視聴できるということが画期的であると同時に資料の内容

が素晴らしかった。 
・テキストもいただき、リモートで閲覧期間もあり利便性も⾼く、⼤変有意

義な研修を受けることができました。 
・オンラインの研修会は⾃分のペースで気軽に学べるので⼤変効率的で⾮

常に良かったと思います。 
・研修資料が充実していたので、動画の中で理解できなかった部分の復習が

でき、良かった。 
・ハロン及び予防⾏政に係る最新の情報を専⾨家から直接お聞きすること

ができ、⾮常に参考になりました。 
・聞き逃しも直ぐリピートで確認できるので、情報の伝達という点では今回

の⽅法はよかったと思います。 
・テキストの冊⼦を送付いただいたので、研修以外でも参考書として活⽤で

き、ありがたかったです。 
 

２． 「ハロン消⽕剤と予防⾏政に関する研修会 2021」開催のお知らせ 



 

 
 
2020 年度（2020 年 4 ⽉〜2021 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。また、2021 年 3 ⽉ 31 ⽇現在、データベース上
のハロン 1301 の登録件数は約 45,500 件、消⽕剤量は約 16,500ｔです。 
 
＊ ハロン供給及び回収実績 

供給ガス 272 件 184.8ｔ   （2019 年度 ： 292 件 181.7ｔ） 
回収ガス 556 件 187.4ｔ  （2019 年度 ： 426 件 160.2ｔ） 

・ 「供給ガス」は、新たに設置する「設置ガス」と⽕災等による「補充ガス」の合計です。 
・ 「回収ガス」は、ハロン 2402・ハロン 1211・ハロン 1301 の合計です。 

 
＊ ガス系消⽕剤（ハロンを除く）の登録状況 

⼆酸化炭素 181 件 337.5ｔ 
（2019 年度 ： 209 件 348.9ｔ） 

窒素・IG-55・IG-541 199 件 228.7 千㎥ 
（2019 年度 ： 319 件 268.2 千㎥） 

HFC-23・HFC-227ea・FK-5-1-12 25 件   22.9ｔ 
（2019 年度 ：  50 件   37.0ｔ） 

 
 
 
 

消防環境ネットワークは、SDGs の理念や⽬標に賛同し、ハロンを含むすべてのガス系消
⽕剤の放出抑制のための管理及び再利⽤可能な消⽕剤・部品等のリサイクル活⽤の普及活動
を⾏うことによって、地球環境の保全に関するオゾン層保護及び地球温暖化の対策に積極的
に取り組んでおります。 
 SDGs の理念は、消防環境ネット 
ワークの取り組みそのものである 
ことから、今年度ホームページで 
「持続可能な開発⽬標（SDGs）へ 
の取り組み宣⾔」を⾏いました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

４． 持続可能な開発⽬標（SDGs）への取り組み宣⾔ 

 



 
 
 消防環境ネットワークのホームページでは、次のような動画を公開しています。 
 

消防環境ネットワークのこと ハロンのクリティカルユース ハロンデータベース 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

「アルプスの少⼥ハイジ」の
ハイジ役でお馴染み、杉⼭佳
寿⼦さんが“昔話⾵”に消防環
境ネットワークを語ります。 

クイズ番組に、クマさんとネ
ズミさんが登場。ハロンのク
リティカルユースについて解
答していきます。 

化学の授業を思わせるような
進⾏で、ハロンデータベース
の構築経緯を解説していま
す。 

 

ガス系消⽕剤データベース 
追跡せよ！  

ハロン消⽕剤のリサイクル 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

パペット（⼈形）が、ガス系消
⽕剤（ハロンを除く）データベース
の必要性を伝えます。 

ボス刑事と部下刑事の軽妙な
掛け合いのなかで、ハロン消
⽕剤のリサイクルを追いま
す。 

 
 
 

 

書籍「2021 年度版 ⽇本が誇るビジネス⼤賞」（発⾏ ㈱ミスター・パートナー）の「これ 
からの⽇本経済を⽀える 
サービス＆ビジネス」の 
分野で、消防環境ネット 
ワークが紹介されていま 
す。 
 
 

５． ホームページで動画を公開中 

  

 

http://www.sknetwork.or.jp/ 

６． 「2021 年度版 ⽇本が誇るビジネス⼤賞」で紹介されました  
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