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平成２７年度 事業報告 

 

 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの１年間において実施した事業の内容

について報告します。 

 

Ⅰ．概況 

 平成２７年度の日本経済は、緩やかな回復基調が続いていましたが、年明け以降、金融市場

の変動や内外需の減速から足踏み状態となっています。一方、電力需給対策、南海トラフ巨大

地震や首都直下地震の被害想定に備えた防災対策、ＢＣＰ(事業継続計画)対策として、自家  

発電設備への需要家の期待は続いています。 

このような状況の中、平成２７年度の当協会の主要事業である製品認証事業では、小型  

(１００ｋＷ以下)の防災用自家発電装置の減少により、自家発電設備の適合マーク交付枚数は、

前年度を下回りました。 

 

 自家発電設備等の安全性・信頼性の更なる向上をめざし、平成２３年度から立ち上げた２つ

の調査事業(「防災用自家発電設備の経年劣化調査事業」及び「自家発電設備に係る新技術調査・

研究事業」)を継続しました。 

経年劣化調査事業では、平成２７年度は点検・整備実態アンケート調査及び負荷運転の有効

性について調査し、報告書の取り纏めに着手しました。新技術調査・研究事業では、自家発電

設備の耐震性能調査は、平成２６年度までに実施したあと施工アンカーボルトの引抜実験等の

試験結果を取り纏めました。バイオディーゼル燃料等の自家発電設備への適合性調査では、 

報告書を発行し報告会を開催しました。 

 

なお、公益法人制度改革への対応につきましては、一般社団法人として公益目的支出計画に

沿って、事業の適正な実施に努めています。その他、ホームページ及び広報誌を活用して、    

所定の情報提供を行いました。 

 

 事業活動の概況は、次のとおりです。 

（１）自家発電設備の製品認証においては、総務省令に基づく、消防用設備等に係る登録認定

機関としての適正な認証事業を実施しました。 

製品認証事業の主体である防災用自家発電装置の適合マーク (証票)の交付実績は   

６,７３９枚で、計画比９０％、前年度比８２％でした。 

（２）自家用発電設備専門技術者の養成事業においては、自家用発電設備専門技術者の講習・

試験及び更新講習を全国規模で行いました。 

新規資格取得者数は、自家用発電設備専門技術者で８１７名、前年度比９９％、可搬形

発電設備専門技術者で５１５名、前年度比１１６％でした。 

（３）経常収益は、３８８，３９６千円で、年度計画比１０５％、前年度比１０２％であり、

経常費用は、４０１,４７３千円で、年度計画比１０１％、前年度比９３％でした。 
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Ⅱ．事業活動の詳細 

１．自家発電設備の製品認証 

（１）登録認定機関の登録維持 

消防法施行規則第３１条の４第２項に規定する登録認定機関として、総務省消防庁に 

運営状況の報告を行い、適正に事業運営されていることが了承されました。 

 

（２）JIS Q 17065「適合性評価－製品、プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する    

要求事項」に基づく製品認証制度の適正な運営 

   (公財)日本適合性認定協会が認定する製品認証機関として、自家発電装置の認証基準に

対する適合性評価を計画的に実施し、認証委員会の審議・承認に基づき、適合証明書等の

交付に関する業務を適正に実施しました。 

  また、製品認証に関するＩＳＯ規格が改定されたことに伴い、新規格に基づく製品認証

制度への移行審査を平成２７年５月に受審し、承認されました。 

平成２７年度に実施した製品認証審査の件数は、次のとおりです。 

審査の種類 平成２７年度 

計画数（件） 

平成２７年度 

実績数（件） 

計画比 

（％） 

前年度比 

（％） 

新 規 審 査   １     ２ ２００ ６７ 

変 更 審 査  １   ２ ２００ － 

更 新 審 査  ９    ６   ６７ ８６ 

サーベイランス ３３   ２７   ８２ ９６ 

    

（３）各種認定マークの交付等 

消防庁長官の登録認定機関認定マーク、製品認証機関の適合マーク及び(公財)日本適合

性認定協会認定シンボルを適正に交付しました。 

また、適合マーク及び登録票の発行申請等において、申請者の利便性の向上と事務局  

業務の効率化を図るため、電子申請システムを導入し、平成２７年度４月から運用を開始

しています。 

平成２７年度の製品認証機関の適合マーク及び登録票の交付枚数は、次のとおりです。 

種 別 平成２７年度 

計画数（枚） 

平成２７年度

実績数（枚） 

計画比 

（％） 

前年度比 

（％） 

防 災 用 適合マーク    ７,５００  ６,７３９ ９０ ８２ 

登録票 ３０,０００ ２８,００９ ９３ ８２ 

常  用 適合マーク          ５           ０ － － 

登録票         １５    ４ ２７ １８ 

常用防災 

兼用 

適合マーク         ２０ ２８ １４０ １４７ 

登録票         ６０ １０５ １７５ １０６ 

可搬形 適合マーク １１,０００ １０,６１０ ９６ ９５  

 非常動力 

装置 

適合マーク １００ １１４ １１４ １０１ 

登録票 ２００ ２６４ １３２ ７７ 
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（４）常用自家発電設備及び常用防災兼用発電設備認証品に対するエネルギー効率向上につい

ての証明書の交付 

設置事業者に対して、経済産業省による「生産性向上設備投資促進税制」の減税措置を

受けるための証明書発行については、常用防災兼用発電設備の認証品を設置した事業者に

対して、エネルギー効率向上証明書１件の発行を実施しました。 

 

２．自家用発電設備専門技術者の養成等 

（１）新規資格取得に伴う講習・試験の実施 

    平成２７年９月から１１月に、全国１０地区で延べ２２回の講習・試験を実施しました。  

新規資格取得者数(合格者数)は、次のとおりです。 

 自家用発電設備専門技術者 可搬形発電設備専門技術者 

平成２７年度  前年度 平成２７年度 前年度 

新規資格取得者（名） ８１７ ８２１ ５１５ ４４３ 

前年度比（％） ９９ ８９ １１６ ９０ 

資格保有者（名） ２０,７２９ ２０,７２１ ８,５２７ ８,２９６ 

    

（２）資格の更新に伴う講習（更新講習）の実施 

   平成２７年９月から１１月に、全国１３地区で延べ３６回の更新講習を実施しました。 

更新講習受講者数は、次のとおりです。           

 平成２７年度 
計画数（名） 

平成２７年度 
実績数（名） 

計画比 

（％） 

前年度比 

（％） 

自家用発電設備専門
技術者 

３,４７０ ３,４３７ ９９ １０５ 

可搬形発電設備専門
技術者 

１,０５０ １,０５０ １００ １３０ 

 

（３）点検済証の交付 

   専門技術者が自家発電設備の保守点検を行った際に貼付する点検済証の交付枚数は、次

のとおりです。 

種 別 平成２７年度 

計画数（枚） 

平成２７年度 

実績数（枚） 

計画比 

（％） 

前年度比 

（％） 

定置形用点検済証    ２,０００    ２,０２９      １０１     ２１１ 

可搬形用点検済証    ５,５００    ６,５３８      １１９      ９６ 

     

（４）特種電気工事資格者認定講習の実施等 

自家用発電設備専門技術者の資格取得者は、経済産業省の産業保安監督部等に対し認定 

申請を行うことにより、特種電気工事資格(国家資格)を取得することができます。今年度

の合格者のうち、２９７名から当協会を通して資格取得希望があり、これに必要な認定  

申請の協力業務を行いました。 
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３．防災用自家発電設備の経年劣化調査事業 

平成２３年度に公益目的事業として創設した防災用自家発電設備の経年劣化調査事業は、

前年度に調査を終了し、本年度は報告書を取り纏め報告会を開催する予定でしたが、防災用

自家発電設備の定期点検が確実に実施されるよう点検方法等の見直しを検討することとし、

事業を１年延長して平成２８年度まで実施することとしました。 

このため、平成２７年度は防災用自家発電装置の定期的な負荷運転の有効性、その際の 

負荷率及び実施要領等に関する実態アンケート調査並びに発電装置を用いた確認試験等を

追加実施するとともに、報告書の取り纏めに着手しました。 

平成２８年度はこれまでの調査結果等をふまえ、「調査報告書」を発行し、会員及び広く

一般の方を対象に報告会を東京と大阪で開催するとともに、幅広く研修・広報に取組みます。

また、関係団体と協議の上、点検の重要性と確実な実施を提言していく予定です。 

 

４．自家発電設備に係る新技術調査・研究事業 

平成２３年度に公益目的事業として創設した自家発電設備に係る新技術調査・研究事業を

継続して推進しています。本事業は平成２３年度～平成２８年度までの６カ年を計画して 

おりますが、平成２７年度は次の２つのテーマについて調査研究を行いました。 

 

（１）自家発電設備の耐震性能調査 

「自家用発電設備耐震設計のガイドライン」の見直しも視野に入れ、自家発電設備の  

耐震性能向上のための調査を実施するもので、主に最近使用が増大し種類も多様になって

いるあと施工アンカーボルトについて平成２４年度～平成２６年度の３カ年で実験を 

行いました。 

平成２７年度は、３年間の試験結果を取り纏めた「自家用発電設備の耐震性能調査報告

書」、及びその結果をもとに「自家用発電設備耐震設計のガイドライン(改訂試案)」を作成

しました。 

平成２８年度は本ガイドライン(改訂試案)の内容を関係省庁、会員会社の意見を聴取の

上、取り纏めていきます。 

 

（２）バイオディーゼル燃料等の自家発電設備への適合性調査 

バイオディーゼル燃料等の自家発電設備への適合性調査を、平成２４年度から平成２６

年度までの３年間で実施しました。平成２７年度は平成２６年度に取り纏めたバイオ燃料

の国内外における発電利用の実態調査及びバイオディーゼル燃料(Ｂ１００)を使用した

小型コージェネレーションでの４,０００時間実証運転試験の結果の報告書を発行し、 

成果報告会を６月２４日に開催しました。この成果報告会には、行政関係者、自家発製造

者、建設業関係者及びバイオ燃料関係者など１００名程度が参加しました。 

 

 

５．規格・基準の整備と技術調査・研究活動 

（１）関係官庁への協力 

国土交通省官庁営繕部から公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)などの平成２８

年版への改定１次案に対する意見照会があり、会員会社１０社の委員で構成する作業部会

で検討を行い、技術変化に対応した表現の適正化等について意見回答を行いました。 
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（２）技術基準の協会規格(ＮＥＧＡ規格)の定期的見直し 

ＮＥＧＡ規格の定期的な維持・管理を推進するため、「自家発電設備技術基準専門委員

会」を開催し、平成２６年度に引き続き「防災用自家発電装置技術基準」の追加見直しを

行うとともに「内燃機関駆動常用自家発電装置技術基準」及び「ガスタービン駆動常用  

自家発電装置技術基準」の見直しを実施しました。 

 

（３）自家発電設備に関するデータの収集と分析 

平成２６年度、平成２７年度上期の自家発電設備の国内設置状況について、防災用及び

兼用は適合マークの使用報告を、また、常用は会員会社からのアンケート回答結果を集計

分析し、その結果をいずれも広報誌に掲載するなどして公表しました。 

また、適合マーク使用報告データを収録した電子データを作成し販売しました。 

 

（４）自家発電設備の出力算定 

平成２２年度から販売開始した出力算定ソフト(ＮＨ１)は、平成２７年４月からの新た

なトップランナー方式による低圧誘導電動機の効率規制に対応するため、新バージョン 

出力算定ソフトの発売をするとともに、出力算定専門委員会を開催し、「自家発電設備の

出力算定法」の改訂版及び「自家発電設備の出力算定法(資料)」解説編改訂版を発行しま

した。 

 平成２７年度 

計画数（件） 

平成２７年度 

実績数（件） 

計画比 

（％） 

前年度比 

（％） 

販売数 １５０ ３８８ ２５９ ４３６ 

      

（５）ガス供給系統の評価 

「ガス専焼発電設備用ガス供給系統評価委員会」では、常用防災兼用ガス専焼発電設備

を都市ガスの単独供給により予備燃料なしで設置する場合に、その供給系統が消防法令に

より要求されている事項を具備しているかを評価しており、平成２７年度は評価証書を４

件交付しました。評価件数の累計は３１２件となりました。 

 平成２７年度 

計画数（件） 

平成２７年度 

実績数（件） 

計画比 

（％） 

前年度比 

（％） 

評価証交付数 １３ ４ ３１ ３６ 

 

６．協会事務局関連 

（１）定時総会・理事会の開催及び委員会活動 

平成２７年度は定時総会を５月２９日に開催し、また、通常の理事会を４回開催しまし

た。(詳細は会務報告を参照) 

 

（２）業務改善の推進について 

   専門技術者の資格更新申請における利便性の向上と事務局業務の効率化等を図る目的

で導入した電子申請システムについて、システムを改善するとともにＰＲを行い、利用者

の増加を図りました。 

 また、製品認証事業における適合マーク発行の電子申請及び自家発電設備設置報告の 

電子届出のシステム運用を４月より開始しました。 
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（３）広報活動・情報公開について 

  ① 広報誌 

   広報誌「内発協ニュース」を毎月発行し、協会の事業活動のほか、行政情報(法令、   

政策等)・業界情報、会員活動状況等を中心に広報を行いました。連載記事としては   

「会員紹介」、「自家発質問箱」及び「活躍する専門技術者」を引き続き掲載しました。 

その他、「防災用自家発電設備の経年劣化調査事業」及び「バイオディーゼル燃料等の

自家発電設備への適合性調査」に関して、その成果の要約を紹介しました。 

  ② ホームページ 

協会事業の活動を掲載し、法に定められた情報公開も適切に行いました。また、会員へ

のサービス向上として、前年度開設した「会員専用ページ」の充実に努めました。 

 

 （４）国内視察研修会の実施について 

① 上期は平成２７年７月に香川県高松地区で開催し、伊藤忠エネクスホームライフ西日

本の東四国支店、香川県立病院、四国ガス高松工場及びサンポート高松地区の地域熱供

給施設の見学を行いました。(参加者３５名) 

② 下期は平成２８年２月に京都地区で開催し、元離宮二条城の消火ポンプ等の消防設備、

音羽山清水寺、及び鷲峰山高台寺では非常用発電設備、消火ポンプ等の消防設備の見学

を行いました。(参加者４０名) 

 

（５）表彰の推薦について 

  ①  当協会表彰 

    当協会の事業運営貢献者に対して、定時総会(５月２９日)に功労者表彰を行い、    

会員及び関係委員６名の方を表彰しました。  

②  官公庁及び他団体表彰 

・ 平成２７年度優秀施工者国土交通大臣顕彰者(建設マスター)、及び青年優秀施工

者土地・建設産業局長顕彰(建設ジュニアマスター) 

当協会より推薦したすべての方々の顕彰が決定しました。(建設マスターは５社

６名、建設ジュニアマスターは２社２名) (顕彰式は１０月９日) 

   ・ 平成２７年度電気安全関東委員会委員長表彰「電気工事士部門」 

当協会より推薦した３社３名すべての方々の表彰が決定しました。(表彰式は 

１１月１６日) 

   ・ 平成２７年度一般社団法人全国消防機器協会表彰「会長表彰」及び「消防庁長官 

表彰」 

当協会より推薦した「会長表彰」１社１名が表彰されました。(表彰式は５月  

２９日)  

また、「消防庁長官表彰」に推薦した１社１名の表彰が決定しました。(表彰式は

１１月４日） 

 

（６）会員の入会状況について 

   平成２７年度の当協会への入退会の状況は、入会が正会員０社、賛助会員７社の計７社、 

  退会が正会員１社、賛助会員１社の計２社です。 

平成２８年３月３１日で、正会員１１６社、賛助会員１０５社の計２２１社となり、  

前年度末より５社増加しました。(詳細は会務報告を参照) 
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（７）公益法人制度改革への対応 

①  公益法人制度改革の「民による公益」を担う「一般社団法人」として、公益目的事業 

を着実に実施することにより、公益目的支出計画を計画どおりに進めました。 

②  公益目的財産額６０７,７６１千円を１４年間で支出する公益目的支出計画の実績に 

ついて、平成２７年５月２９日の第４０回定時総会において報告しました。 

また、同総会にて平成２６年度決算が承認をされましたので、「公益目的支出計画   

実施報告書」を貸借対照表、正味財産増減計算書、事業報告、監査報告等と併せて、     

平成２７年６月に内閣府に提出し了承されました。 
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平成２７年度事業報告 附属明細書 

 

 

 平成２７年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」 

第３４条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在 

しないので作成しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


