
 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員名簿  
 

 

 

令和２年５月１日現在 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人埼玉県消防設備協会 

さいたま市浦和区高砂３丁目 17番 21高砂武蔵ビル 401 

電 話 ０４８－８６４－８３８１ 

ＦＡＸ ０４８－８６２－７８３１ 



目 次 

 

会員名簿 ······························································································································ 2 

管工事業部会（埼玉県管工事業組合連合会所属会員） ·············································· 2 

電気工事工業部会（埼玉県電気工事工業組合所属会員） ·········································· 4 

消防設備業部会（埼玉県消防設備協同組合所属会員） ·············································· 6 

火災報知機部会（埼玉県火災報知機協会所属会員） ··············································· 11 

その他会員 ················································································································· 11 

特別会員 ····················································································································· 12 

賛助会員 ····················································································································· 12 

役員名簿 ···························································································································· 13 

定款 ···································································································································· 14 

巻末資料 

会員名簿掲載内容変更等届出書 

退会届 

索引（五十音順） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年５月１日現在 会員数：239 

 

 

会員名簿 



管工事業部会 

- 2 - 

管工事業部会 

事業所名 
代表者職名 
代表者氏名 

郵便番号 住 所 
電話番号 
FAX 番 号 

(株)飯沼工務店 
代表取締役 

飯沼 隆 
331-0823 さいたま市北区宮原町 4-67-1 

048-663-3465 

048-666-1080 

県南設備工業(株) 
代表取締役 

瀬田雄一 
337-0051 さいたま市見沼区東大宮 2-31-2 

048-663-5941 

048-651-0264 

(有)三鈴商工 
代表取締役 

赤柴 宏 
331-0822 さいたま市北区奈良町 50-11 

048-663-4010 

048-666-1493 

(株)サイサン 
代表取締役 

川本武彦 
330-0854 さいたま市大宮区桜木町 1-11-5 

048-780-7531 

048-781-8459 

富士管工(株) 
代表取締役 

大澤規郎 
330-0843 さいたま市大宮区吉敷町 4-11-1 

048-641-2385 

048-644-6843 

(株)フクシマ 
代表取締役 

高橋 清 
337-0053 さいたま市見沼区大和田町 1-201 

048-687-0831 

048-687-0834 

(株)深井設備工事 
代表取締役 

深井昭浩 
330-0851 さいたま市大宮区櫛引町 1-823 

048-664-3297 

048-664-3250 

(有)安助設備工業所 
代表取締役 

安助光男 
331-0804 さいたま市北区土呂町 2-23-28 

048-667-3172 

048-664-4501 

(株)大クマ工業 
代表取締役 

大熊忠男 
338-0013 さいたま市中央区鈴谷 9-13-8 

048-852-6862 

048-852-2921 

(株)泉屋工務店 
代表取締役 

小林宏也 
336-0031 さいたま市南区鹿手袋 3-4-10 

048-864-1171 

048-866-4825 

(株)金子管工 
代表取締役 

金子智之 
338-0813 さいたま市桜区在家 139-2 

048-853-4405 

048-853-8295 

(株)栗原管工 
代表取締役 

栗原邸造 
336-0038 さいたま市南区関 1-20-11 

048-862-5931 

048-864-4465 

(株)新研設備工業 
代表取締役 

大原喜四郎 
338-0832 さいたま市桜区西堀 8-12-15 

048-856-2911 

048-851-5155 

積田冷熱工事(株) 
代表取締役 

積田鉄也 
330-0073 さいたま市浦和区元町 2-18-13 

048-886-8311 

048-886-8169 

正和設備工業(株) 
代表取締役 

野口 功 
336-0042 さいたま市南区大谷口 783 

048-885-2800 

048-881-3333 

(株)太陽商工 
代表取締役 

三井由美子 
336-0977 さいたま市緑区上野田 574-3 

048-878-1905 

048-878-2351 

八尋工業(株) 
代表取締役 

八尋良和 
330-0061 さいたま市浦和区常盤 8-6-5 

048-831-4887 

048-831-4856 

新井ポンプ工業(株) 
代表取締役 

新井しのぶ 
339-0004 さいたま市岩槻区徳力 86 

048-794-2432 

048-794-4691 

北沢工業(株) 
代表取締役 

北沢けい子 
335-0004 蕨市中央 3-9-24 

048-431-3575 

048-431-7724 

(株)東京パイプ工業 
代表取締役 

中村武司 
335-0001 蕨市北町 1-29-11 

048-431-3767 

048-431-3290 

(株)浅倉水道 
代表取締役 

佐々木喬 
332-0022 川口市仲町 18-5 

048-252-6820 

048-252-6825 

(株)新光工業 
代表取締役 

吉澤敏夫 
333-0815 川口市北原台 3-16-9 

048-229-6823 

048-229-6824 

(有)新井水道 
代表取締役 

新井良昭 
350-0045 川越市南通町 16-8 

049-222-3379 

049-224-5443 

(株)牛村水道工業 
代表取締役 

牛村淳一 
350-1101 川越市大字的場 2215-5 

049-231-0809 

049-232-5309 

埼玉設備工業(株) 
代表取締役 

有山紀之 
350-1131 川越市岸町 1-15-16 

049-241-4343 

049-241-1111 
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事業所名 
代表者職名 

代表者氏名 
郵便番号 住 所 

電話番号 

FAX 番 号 

(有)高橋設備 
代表取締役 

高橋一善 
350-0061 川越市喜多町 3-6 

049-222-1324 

049-225-7854 

(有)中島設備 
代表取締役 

中島之博 
350-0822 川越市大字山田 1975-5 

049-222-1478 

049-222-1432 

(有)湯山設備工業所 
代表取締役 

酒寄幹弘 
350-1138 川越市中台元町 1-5-15 

049-242-5064 

049-242-8016 

(有)富田設備工業所 
取締役 

嶋村嗣康 
356-0025 ふじみ野市仲 1-1-1 

049-261-0167 

049-261-0486 

(株)大木水道 
代表取締役 

大木律子 
363-0027 桶川市川田谷 3552-2 

048-787-0611 

048-786-2302 

丸勤商事(株) 
代表取締役 

三瓶雄二 
351-0113 和光市中央 1-6-20 

048-463-1630 

048-467-1600 

(有)井戸由管工社 
代表取締役 

鈴木公雄 
343-0811 越谷市御殿町 3-46 

048-962-3978 

048-965-0524 

(株)桶新設備 
代表取締役 

山﨑達雄 
343-0855 越谷市西新井 898 

048-974-4716 

048-976-5634 

(株)吉川水道冷熱 
代表取締役 

吉川勝己 
343-0023 越谷市東越谷 10-110-13 

048-969-3611 

048-969-3613 

(株)今泉水道 
代表取締役 

今泉夫佐子 
340-0024 草加市谷塚上町 483-3 

048-927-1010 

048-922-1316 

油屋設備工業(株) 
代表取締役 

田中清久 
344-0055 春日部市八木崎町 3-1 

048-754-2532 

048-763-1790 

長沼設備工業(株) 
代表取締役 

長沼 章 
367-0047 本庄市前原 2-3-18 

0495-24-2434 

0495-21-5157 

(株)オキナヤ 
代表取締役 

藤間太郎 
360-0114 熊谷市江南中央 2-17-1 

048-539-3377 

048-539-1177 

(有)加賀崎水道設備 
代表取締役 

田中崇明 
360-0843 熊谷市三ヶ尻 3334 

048-521-0397 

048-530-4030 

(株)タキザワ 
代表取締役 

瀧澤克至 
360-0816 熊谷市石原 1-122 

048-521-5028 

048-523-1618 

(株)中島水道 
代表取締役 

中島洋次 
360-0161 熊谷市万吉 709-7 

048-536-5151 

048-536-5165 

(株)中屋 
代表取締役 

松本价司 
360-0044 熊谷市弥生 2-50 

048-523-2372 

048-525-2323 

(株)並木設備工業 
代表取締役 

並木謙一 
360-0853 熊谷市玉井 1823 

048-532-6339 

048-533-1091 

セイフル(株) 
代表取締役 

岡田高和 
366-0801 深谷市上野台 2423-6 

048-572-2442 

048-572-6840 

(株)カネミツ設備 
代表取締役 

新井洋志 
368-0032 秩父市熊木町 23-2 

0494-22-0934 

0494-22-0925 

埼玉文化産業(株) 
代表取締役 

加藤朋弥 
368-0033 秩父市野坂町 1-12-30 

0494-22-1663 

0494-25-1663 

(有)秩父設備 
代表取締役 

髙橋信一郎 
368-0051 秩父市中村町 4-1-3 

0494-24-1235 

0494-24-9558 

(株)田中工業所 
代表取締役 

田中雄士 
358-0054 入間市野田 1516 

04-2932-0625 

04-2932-5419 

不破設備工業(株) 
代表取締役 

不破隆夫 
358-0053 入間市大字仏子 1202-4 

04-2932-0731 

04-2932-5515 

森田設備工業(株) 
代表取締役 

森田 廣 
358-0035 入間市大字中神 593-1 

04-2936-1718 

04-2936-3365 

小林設備工業(株) 
代表取締役 

小林康記 
361-0056 行田市持田 2422-2 

048-554-6433 

048-554-7626 

(株)清水アーネット 
代表取締役 

清水龍男 
360-8521 熊谷市問屋町 4-3-2 

048-525-0123 

048-526-6524 
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事業所名 
代表者職名 

代表者氏名 
郵便番号 住 所 

電話番号 

FAX 番 号 

(株)松本設備 
代表取締役 

松本行央 
361-0062 行田市谷郷 1-14-1 

048-554-1916 

048-555-1537 

(有)行田設備 
代表取締役 

坂本 等 
361-0071 行田市栄町 19-12 

048-556-1764 

048-556-0070 

竹内セントラル(株) 
代表取締役 

前田富夫 
340-0034 草加市氷川町 2112-6 

048-928-5525 

048-928-5575 

木村工業(株) 
代表取締役 

木村則之 
340-0115 幸手市中 4-12-25 

0480-42-9335 

0480-43-3132 

(有)堀込設備 
代表取締役 

堀込欣光 
369-0305 児玉郡上里町神保原町 331-8 

0495-33-0959 

0495-33-7262 

(有)矢部設備工業所 
代表取締役 

矢部幸平 
362-0806 北足立郡伊奈町小室 10041-12 

048-721-3795 

048-722-1919 

     

     

 

電気工事工業部会 

事業所名 
代表者職名 

代表者氏名 
郵便番号 住 所 

電話番号 

FAX 番 号 

(株)岡村電機 
代表取締役 

岡村一巳 
336-0931 さいたま市緑区原山 4-7-2 

048-882-3685 

048-887-9777 

大塚電設(株) 
代表取締役 

大塚 薫 
330-0064 さいたま市浦和区岸町 2-3-15 

048-822-9456 

048-822-6088 

(株)積田電業社 
代表取締役 

積田 優 
330-0075 さいたま市浦和区針ヶ谷 1-8-18 

048-832-3691 

048-832-3697 

(有)林電設 
代表取締役 

林 秀治 
335-0034 戸田市笹目 5-17-7 

048-421-2124 

048-421-2149 

埼玉田中電気(株) 
代表取締役 

田中栄三 
336-0026 さいたま市南区辻 1-3-18 

048-845-6511 

048-845-6515 

(株)トーチエンジニアリング 
代表取締役 

岡山博文 
338-0815 さいたま市桜区五関 820-3 

048-859-9050 

048-859-9051 

(有)山田電業 
代表取締役 

山田幸二 
335-0035 戸田市笹目南町 19-10 

048-421-2219 

048-421-5221 

(有)福島電気 
代表取締役 

福嶋 敏 
331-0812 さいたま市北区宮原町 3-348 

048-652-2167 

048-652-8709 

(株)電成社さいたま支店 
取締役支店長 

中山秀男 
3310811 さいたま市北区吉野町 2-263-3 

048-651-6881 

048-664-0991 

瑞穂電設(株) 
代表取締役 

郡司欣則 
331-0813 さいたま市北区植竹町 1-100 

048-664-1102 

048-667-0762 

藤野電気(株) 
代表取締役 

松本孝義 
331-0046 さいたま市西区宮前町 514 

048-623-3485 

048-623-3487 

(株)蓜島電機 
代表取締役 

蓜島一策 
330-0855 さいたま市大宮区上小町 262 

048-641-2381 

048-641-2373 

埼玉電設(株) 
代表取締役 

川合 昭 
338-0001 さいたま市中央区上落合 8-10-2 

048-853-2191 

048-855-8081 

(株)エレファ 
代表取締役 

小田川均 
331-0812 さいたま市北区宮原町 3-213 

048-664-3637 

048-664-5552 

大竹電機(株) 
代表取締役 

大竹智富 
338-0001 さいたま市中央区上落合 5-13-2 

048-852-1570 

048-852-9207 

(株)岩井電設 
代表取締役 

岩井 昭 
337-0026 さいたま市見沼区染谷 1-114 

048-686-0896 

048-684-7964 
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事業所名 
代表者職名 

代表者氏名 
郵便番号 住 所 

電話番号 

FAX 番 号 

(株)ハスヌマ電気 
代表取締役 

佐藤隆行 
337-0053 さいたま市見沼区大和田町 1-1988 

048-683-3851 

048-687-9265 

(株)Ｓ.Ｅ.Ｃ 
代表取締役 

菅原周三 
331-0823 さいたま市北区日進町 1-494-22 

048-788-2764 

048-788-2764 

(株)八洲電業社 
代表取締役 

吉村光司 
331-0823 さいたま市北区日進町 3-37-1 

048-663-3361 

048-665-0905 

(株)八洲サービス 
代表取締役 

引間 勇 
332-0032 川口市中青木 5-11-2 

048-253-6152 

048-254-9332 

(有)伊古田電気商会 
代表取締役 

伊古田昌幸 
332-0032 川口市中青木 4-17-15 

048-251-3613 

048-251-3651 

(株)弓木電設社 
代表取締役 

弓木裕一 
349-0217 白岡市小久喜 1161-3 

0480-92-6983 

0480-92-6941 

(株)未企工業 
代表取締役 

伊藤利之 
349-1124 久喜市佐間 472-1 

0480-52-4566 

0480-52-6870 

埼玉電機(株) 
代表取締役 

恩田正則 
347-0017 加須市南篠崎 178 

0480-65-0777 

0480-65-0963 

(株)イートラスト埼玉 
代表取締役 

山本和利 
361-0071 行田市栄町 8-12 

048-556-6101 

048-555-2011 

熊谷電機(株) 
代表取締役 

小林弥寿弘 
360-0033 熊谷市曙町 4-92 

048-521-0152 

048-521-4564 

東丘電設(株) 
代表取締役 

菊地重吉 
360-0018 熊谷市中央 5-2-48 

048-523-1771 

048-526-6172 

(株)ヒグチ電機 
代表取締役 

樋口順一 
360-0012 熊谷市上之 3849-4 

048-523-1221 

048-527-4692 

共和電機(株) 
代表取締役社長 

山根義法 
368-0056 秩父市大字寺尾 3955-1 

0494-24-1331 

0494-24-1334 

(株)沼尻電気工事 
代表取締役 

沼尻裕之 
369-1244 深谷市黒田 1690-1 

048-584-4085 

048-584-4049 

飯島電器工事(株) 
代表取締役 

飯島将史 
350-0032 川越市大仙波 431-1 

049-224-4141 

049-222-5774 

フジヤ電気工事(株) 
代表取締役 

柴崎弓弦 
350-1104 川越市小ヶ谷東田 956-9 

049-222-1498 

049-225-2349 

(有)戸口電設 
代表取締役 

戸口昌志 
350-1175 川越市笠幡 3345-264 

049-232-5040 

049-231-1106 

(株)中村電気 
代表取締役 

中村 正 
352-0011 新座市野火止 1-14-5 

048-477-2190 

048-477-2179 

(有)クリエイト 
代表取締役 

西澤長次 
350-1331 狭山市新狭山 2 丁目 10 番地 22 

04-2953-3333 

04-2954-2110 

(有)尾ヶ井電器商会 
代表取締役 

尾ヶ井實 
343-0047 越谷市弥十郎 752 

048-975-6710 

048-974-8014 

(有)スバル電業 
代表取締役 

松本万里子 
343-0032 越谷市袋山 503-1 

048-978-2719 

048-975-9134 

(株)髙橋電工 
代表取締役 

髙橋慶男 
343-0855 越谷市西新井 620-1 

048-962-3719 

048-964-2549 

(有)立澤電工 
代表取締役 

立澤利夫 
342-0036 吉川市高富 1-26-4 

048-981-3193 

048-981-0910 

島村電業(株) 
代表取締役 

島村典泰 
362-0001 上尾市上 1302-3 

048-771-1412 

048-771-1562 

(株)イデア ツノイ電氣事業本部 
代表取締役 

益田修一 
340-0808 八潮市緑町 5-29-26 

048-997-6336 

048-995-1456 

ヤマダ電気(株) 
代表取締役 

大木謙介 
340-0015 草加市高砂 1-10-23 

048-924-6721 

048-924-6748 

(株)大広電気 
代表取締役社長 

熊田弘信 
340-0816 八潮市中央 2-1-17 

048-995-8200 

048-995-8469 
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事業所名 
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代表者氏名 
郵便番号 住 所 

電話番号 
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消防設備業部会 

事業所名 
代表者職名 

代表者氏名 
郵便番号 住 所 

電話番号 

FAX 番 号 

≪第一支部≫     

(有)相川商会 
代表取締役 

相川高鳴 
338-0002 さいたま市中央区下落合 4-23-5 

048-852-1798 

048-852-9370 

関東防災設備(株) 
代表取締役 

安藤正明 
333-0845 川口市上青木西 2-10-15 

048-240-6111 

048-240-6117 

協栄防災工業(株) 
代表取締役 

乗峰恵子 
336-0931 さいたま市緑区原山 4-6-20 

048-887-0119 

048-885-9595 

(株)グンエイ 首都圏営業本部 
取締役副社長 

茂木岳幸 
330-0855 

さいたま市大宮区上小町 787-23 
蓮見ビル 

048-650-7781 

048-650-7785 

三豊電気(株) 
代表取締役 

豊澤明美 
336-0936 さいたま市緑区太田窪 3-16-1 

048-881-5321 

048-881-5322 

(有)鈴木防災設備 
代表取締役 

鈴木純一郎 
362-0806 北足立郡伊奈町小室 4671 

048-721-1939 

048-721-1922 

(有)靖和サービス 
代表取締役 

伊藤正司 
364-0024 北本市石戸 6-229 

048-591-3219 

048-591-6304 

中央防災設備(株) 
代表取締役 

小倉昌之 
330-0834 さいたま市大宮区天沼町 1-443 

048-641-2215 

048-643-4304 

東洋ビルサービス(株)大宮営業所 
統括部長 

多田 学 
362-0021 上尾市原市 3806 

048-723-5507 

048-723-5509 

日進防災(株) 
代表取締役 

細谷一郎 
331-0814 さいたま市北区東大成町 2-632-1 

048-666-0805 

048-665-8749 

日東カストデイアル・サービス(株) 
埼玉支店 

支店長 

安藤正義 
335-0031 

戸田市美女木 1-17-1 ハウス美女木
101 号室 

048-421-7191 

048-421-3027 

日本防災工業(有) 
取締役 

矢部浩利 
337-0041 さいたま市見沼区南中丸 234 

048-684-2270 

048-684-2270 

藤岡防災設備(株) 
代表取締役 

藤岡 実 
338-0006 さいたま市中央区八王子 1-5-2 

048-853-0080 

048-853-9701 

毎日興業(株) 
代表取締役社長 

田部井良 
330-0842 さいたま市大宮区浅間町 2-244-1 

048-648-3586 

048-648-8881 

(有)大塚防災設備 
代表取締役 

大塚和則 
333-0804 

川口市久左衛門新田 64-2 小櫃倉
庫 2 階 

048-294-3633 

048-430-7169 

(株)ベイプランニング 
代表取締役 

出山知宏 
339-0072 さいたま市岩槻区古ケ場 2-2-1 

048-797-5785 

048-797-5786 

(株)ユニパック 
代表取締役 

松江昭彦 
332-0021 川口市西川口 2-7-1 協和ビル 1F 

048-258-6991 

048-258-6992 

(株)よつばメンテナンス 
代表取締役 

黒須貴子 
336-0031 さいたま市南区鹿手袋 5-5-18 

048-762-3941 

048-762-3947 

東京物産(株)埼玉営業所 
所長 

根本達司 
334-0076 川口市本蓮 2-8-10 

048-291-8224 

048-291-8232 

(有)立原ディフェンド 
代表取締役 

立原誠一 
339-0067 さいたま市岩槻区西町 3-7-17 

048-756-6519 

048-756-6819 
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郵便番号 住 所 

電話番号 

FAX 番 号 

(株)タチ防災設備 
代表取締役 

立原靖広 
339-0067 

さいたま市岩槻区西町 3 丁目 7 番 5-
1 号 

048-758-1250 

048-758-1649 

アイバ産業(株) 
代表取締役 

工藤昌彦 
330-0061 さいたま市浦和区常盤 5-2-18 

048-834-0070 

048-834-0051 

(株)浅倉商会 
代表取締役 

浅倉栄治 
333-0845 川口市上青木西 1-11-16 

048-240-1717 

048-240-1737 

足立防災商会 
代表 

戸ヶ崎稔 
365-0062 鴻巣市箕田 3781-3 

048-596-1339 

048-596-9735 

浦野工業(株)埼玉営業所 
所長 

佐藤満寿夫 
336-0031 さいたま市南区鹿手袋 2-12-3 

048-863-5841 

048-866-8801 

(有)エムケイ防災 
代表取締役 

森澤正則 
363-0016 桶川市寿 1-15-16 

048-770-5111 

048-770-5110 

カーリス商事 
代表 

丸山信也 
332-0001 川口市朝日 6-6-13 

048-224-3015 

048-224-3015 

カワサキ消防機材 
代表 

下岡利喜 
333-0811 川口市戸塚 3-14-16 

048-298-7657 

048-298-7658 

(株)駒崎商会 
代表取締役社長 

駒崎 功 
335-0027 戸田市氷川町 1-2-23 

048-442-5985 

048-446-0072 

(株)サイボウ 
代表取締役 

結城 剛 
337-0004 さいたま市見沼区卸町 2-6-15 

048-687-3131 

048-687-2001 

(有)三和防災 
代表取締役 

庄司元久 
333-0801 川口市東川口 2-20-12 

048-294-7008 

048-294-7009 

(株)ジョイテック 
代表取締役社長 

野口麻衣 
336-0091 さいたま市緑区大字三室 2399-1 

048-810-6700 

048-810-6701 

(有)マルナカ防災 
代表取締役 

中江伸幸 
338-0811 さいたま市桜区白鍬 311 

048-855-2444 

048-855-0088 

ミヌマ防災(株) 
代表取締役 

田中正博 
333-0844 川口市上青木 3-19-13 

048-261-4051 

048-268-3419 

ヤマト防災設備(有) 
代表取締役 

齋藤 繁 
362-0812 北足立郡伊奈町内宿台 4-94-1 

048-728-5712 

048-728-5763 

(有)吉澤防災設備 
代表取締役 

吉澤 敬 
365-0037 鴻巣市人形 2-2-38 

048-543-3465 

048-541-7802 

脇防災(株) 
代表取締役 

久保田洋一 
363-0025 桶川市下日出谷 52-3 

048-786-1038 

048-786-1401 

(有)エムズ 
代表取締役 

櫻井 誠 
335-0003 蕨市南町 1-19-5 

048-229-1201 

048-445-1475 

(有)サンユー防災 
代表取締役 

大内万佐秀 
337-0005 さいたま市見沼区小深作 511-79 

048-682-5877 

048-682-5878 

日本ミルズ(株) 
代表取締役 

大山義春 
339-0056 さいたま市岩槻区加倉 1-14-4 

048-756-6400 

048-756-1157 

(有)川里防災設備 
代表取締役 

浅田 卓 
365-0005 鴻巣市広田 2338-6 

048-569-1923 

048-569-1913 

綜合防災システム(株)埼玉支店 
代表取締役 

弓削周一 
333-0811 

川口市戸塚 3-4-14 ラルス･マロン
101 

048-296-1873 

048-296-1686 

     

     

≪第二支部≫     

(株)アルファテック 
代表取締役 

堀田 茂 
352-0011 新座市野火止 1-12-43 

048-478-8965 

048-479-3153 

大室防災(株) 
代表取締役 

大室昭浩 
356-0004 ふじみ野市上福岡 3-11-20 

049-261-4053 

049-261-4064 
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(株)カナイ消防機材 
代表取締役 

金井隆男 
350-1153 川越市大字下松原 639-4 

049-242-5327 

049-243-1908 

共実工業(株) 
代表取締役 

藤倉成樹 
359-0002 所沢市中富 399-12 

04-2942-1190 

04-2942-1106 

(有)菊地防災電設 
代表取締役 

菊地康之 
350-1133 川越市大字砂 621-27 

049-245-9875 

049-245-9875 

(有)協同防災設備 
代表取締役 

大室光男 
356-0005 ふじみ野市西 2-5-11 

049-262-1318 

049-264-6862 

合同工業(株) 
代表取締役 

佐藤 潤 
350-1124 川越市新宿町 3-1-10 

049-245-2485 

049-241-2485 

埼玉ホーチキ(株) 
代表取締役 

三上俊樹 
354-0025 富士見市関沢 2-15-32 

049-251-2233 

049-251-2225 

坂戸防災(株) 
代表取締役 

梅澤將明 
350-0235 坂戸市三光町 36-1 

049-281-5243 

049-282-2085 

(株)スギヤマ 
代表取締役 

杉山 覚 
357-0067 飯能市小瀬戸 226 

042-973-5965 

042-974-5331 

(株)中央防災 
代表取締役 

水村雅人 
350-1175 川越市笠幡 3903 

049-231-3118 

049-232-0184 

東洋防災(株) 
代表取締役 

針ヶ谷眞仁 
350-1335 狭山市柏原円光寺窪 337-25 

04-2954-4561 

04-2954-4565 

(有)所沢防災 
取締役 

植杉邦浩 
359-1111 所沢市緑町 2-17-1-306 

04-2928-1454 

04-2928-9361 

(有)ヤマト防災 
代表取締役 

佐藤明広 
353-0003 志木市下宗岡 3-15-33 

048-473-3130 

048-487-3037 

(有)ユーワ防災工業 
代表取締役 

浅野和志 
350-0027 川越市南田島 524-8 

049-220-1199 

049-220-1198 

(株)早稲田技研防災 
代表取締役 

明石雅好 
359-0001 所沢市下富 598-4 

04-2943-1022 

04-2943-1025 

(有)エー・エイチ・エス 
代表取締役 

佐藤千晶 
354-0015 

富士見市東みずほ台 1-5-1 みずほ
台ハイム 2F 

049-253-0061 

049-253-0331 

旭ダイヤモンド産業(株) 
代表取締役 

山岸康範 
357-0043 飯能市前ケ貫 181-2 

042-973-4616 

042-973-4651 

エムケー防災(株) 
代表取締役 

加藤美喜男 
358-0013 入間市上藤沢 373-50 

04-2964-9034 

04-2965-7873 

(有)大井総合防災 
代表取締役 

涌井英樹 
356-0041 ふじみ野市鶴ケ舞 2-5-8 

049-261-5665 

049-269-5222 

大野消防設備(株) 
代表取締役 

大野正夫 
350-0256 坂戸市善能寺 253 番地 1 

049-284-8188 

049-284-8666 

オリエント防災工業(株) 
代表取締役 

吉森 睦 
350-1302 狭山市東三ツ木 288-17 

04-2954-2376 

04-2954-0626 

(有)協信防災 
代表取締役社長 

山﨑利一 
352-0034 新座市野寺 4-11-11 

042-474-6697 

042-474-6697 

高麗川防災(有) 
代表取締役 

和田勘司 
357-0022 飯能市新光 76-7 

042-974-1511 

042-974-1512 

大和防災システム(株) 
代表取締役 

針ヶ谷眞仁 
350-1175 川越市笠幡 103-10 

049-231-9681 

049-231-9682 

(有)多摩栄広商事 
代表取締役 

梅原秀和 
359-1144 所沢市西所沢 1-3-10 

04-2926-1008 

04-2926-1449 

中央理化工業(株)埼玉支店 
支店長 

加賀谷茂昭 
359-0002 所沢市大字中富 962-1 

04-2990-1110 

04-2990-1114 

(有)東埼化学工業所 
代表取締役 

大塚信昭 
355-0327 比企郡小川町腰越 33 

0493-72-0942 

0493-73-1395 

(有)長谷部防災 
代表取締役 

長谷部達夫 
355-0007 東松山市大字野田 719-4 

0493-23-6282 

0493-23-6295 
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ビクター防災(有) 
代表取締役 

新藤一美 
359-1143 所沢市宮本町 1-4-28 

04-2921-3599 

04-2922-1484 

(株)竜久商会 
代表取締役 

石田勇悦 
350-1206 日高市大字南平沢 1649-4 

042-989-2229 

042-989-2059 

ヨシダ防災(株) 
代表取締役 

吉田武美 
356-0051 ふじみ野市亀久保 1-3-38 

049-263-9910 

049-263-9920 

(有)ヨシモリコーポレーション 
代表取締役 

吉森忠志 
359-0003 

所沢市中富南 3-13-1 アートＴ・Ｍ・
Ｓ401 

04-2943-7827 

04-2943-7828 

オリロー㈱北関東支店 
支店長 

北野和彦 
350-2201 

鶴ヶ島市富士見 4-28-35 アークパレ
ス１F 

049-279-7744 

049-279-7745 

(株)ミノン 
代表取締役 

三野伸之 
352-0035 新座市栗原 3-6-18 ナカヤハイツ１F 

042-438-8301 

042-438-8302 

エービーエス(株) 
代表取締役 

赤池啓文 
350-0815 川越市鯨井 661-10 

049-298-5441 

049-298-5442 

(株)ゼニス 
代表取締役 

福田智史 
350-1106 

川越市小室 499-1 アークハウス 630 
103 号 

049-293-9271 

049-293-9272 

     

     

≪第三支部≫     

(有)埼北防災 
代表取締役 

松橋正樹 
366-0028 深谷市稲荷町北 13-20 

048-573-4641 

048-573-4504 

(有)高橋商会 
代表取締役 

高橋ミヨ 
368-0042 秩父市東町 22-1 

0494-22-3122 

0494-53-9890 

丸京商事(株) 
代表取締役 

笠原稔史 
368-0031 秩父市上野町 29-23 

0494-25-2525 

0494-25-0252 

埼玉消防機械(株) 
代表取締役 

落合正雄 
368-0042 秩父市東町 7-5 

0494-23-0111 

0494-22-0748 

(株)消防設備 
代表取締役 

石井宏一 
360-0812 熊谷市大原 1-3-5 

048-523-5500 

048-525-6247 

(株)東環エンジニアリング 
代表取締役 

武井晶裕 
367-0051 本庄市本庄 1-4-1 

0495-21-3835 

0495-27-0005 

(株)ナショナル消防化学 
代表取締役 

山口寿人 
360-0012 熊谷市上之 2919-1 

048-526-0119 

048-522-7400 

日本システムサービス(株) 
代表取締役 

加藤久勝 
367-0103 児玉郡美里町阿那志 1690-1 

0495-76-4861 

0495-76-3623 

(有)フジムラ防災 
取締役 

藤村久雄 
366-0831 深谷市内ヶ島 710-7 

048-573-8370 

048-598-7896 

(株)本庄防災設備 
代表取締役 

武井篤美 
367-0052 本庄市銀座 1-5-6 

0495-23-3535 

0495-21-3567 

(有)川野防災メンテナンス 
代表取締役 

川野俊弘 
360-0201 熊谷市妻沼 469-3 

048-589-1585 

048-588-3111 

(有)倖栄商会 樋口禮史 360-0831 熊谷市大字久保島 252-5 
048-532-8571 

048-532-8203 

(株)ヨシ防災 
代表取締役 

横尾亮彦 
360-0803 熊谷市柿沼 448-21 

048-524-4711 

048-524-4712 

テクノリンクシステム(株) 
代表取締役 

塚田貴幸 
360-0856 熊谷市別府 5 丁目 280 番 1 

048-532-0940 

048-533-1283 
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≪第四支部≫     

(有)浅野報知機工業 
代表取締役社長 

足立光男 
346-0006 久喜市上町 3-1 

0480-22-0244 

0480-22-6511 

(有)アサマプロデイ 
代表取締役 

青木 健 
343-0032 越谷市袋山 850-7 

048-976-4433 

048-979-8980 

(株)内山防災設備 
代表取締役 

内山龍夫 
343-0023 越谷市東越谷 5-5-7 

048-964-1171 

048-966-3390 

大塚消火器(株) 
代表取締役 

大塚元和 
344-0006 春日部市八丁目 430 

048-761-3201 

048-761-3202 

大畑電研(株) 
代表取締役 

大畑善夫 
349-0101 蓮田市黒浜 3111-2 

048-769-1191 

048-768-0718 

ケミカル防災(株) 
代表取締役 

瀧  新 
340-0815 八潮市八潮 1-17-13 

048-995-1008 

048-996-2831 

(有)酒巻興業 
代表取締役 

武井悦司 
340-0156 幸手市南 2-1-13 

0480-42-6600 

0480-43-3590 

鈴木電気工業(株) 
代表取締役 

鈴木任夫 
340-0201 久喜市八甫 5-73 

0480-58-2446 

0480-58-2440 

日進消防設備(株) 
代表取締役 

梅津 淳 
344-0007 春日部市小渕 1322-7 

048-754-6572 

048-763-3185 

(有)日本都市防災工業 
代表取締役 

四栁 稔 
347-0068 加須市大門町 3-8 

0480-61-1605 

0480-62-5540 

ユニオン防災(株) 
代表取締役 

伊藤 輝 
343-0002 越谷市平方 2141-15 

048-974-0475 

048-978-4302 

(有)みさと防災設備 
代表取締役 

井上治彦 
341-0005 三郷市彦川戸 1-338-3 

048-953-7453 

048-954-5880 

(有)アサノメンテナンス 
代表取締役 

浅野秀一 
346-0002 久喜市野久喜 462 

0480-22-6032 

0480-24-2987 

金子防災設備(株) 
代表取締役 

金子則之 
344-0043 春日部市下蛭田 256-1 

048-754-0024 

048-754-0402 

(有)鈴木綜合防災 
代表取締役 

鈴木右一 
348-0054 羽生市西 1-8-22 

048-561-1408 

048-561-1408 

(有)ハイウエイ 
代表取締役 

折原 保 
348-0005 羽生市上村君 1012-1 

048-565-0059 

048-565-2205 

(株)ヒロタ防災 
代表取締役 

弘田靜夫 
340-0813 八潮市木曽根 1125-1 

048-998-9330 

048-998-9331 

(株)マツダ商事 
代表取締役 

松田泰明 
341-0004 三郷市上彦名 417-5 

048-954-6119 

048-954-6199 

(株)大塚消火器越谷 
代表取締役 

大塚忠和 
343-0023 越谷市東越谷 10-104-2 

048-969-7180 

048-969-7181 

(株)防災キタジマ 
代表取締役 

北島昌之 
344-0066 春日部市豊町 2-15-52 

048-752-9177 

048-628-0487 

(株)大三 
代表取締役 

持田康博 
345-0036 北葛飾郡杉戸町杉戸 2 丁目 16 番 15 

0480-37-2411 

0480-37-2413 

     

     

≪支部外≫     

パナソニック(株)ライフソリューションズ社
埼玉電材営業所 

所長 

栗原史礼 
338-0002 

さいたま市中央区下落合 1000－1 
パナソニック埼玉ビル 3F 

048-826-2400 

048-826-2404 

齋田産業(株) 
代表取締役 

齋田啓子 
101-0052 東京都千代田区神田小川町 2-6 

03-3291-4141 

03-3292-8588 

 



消防設備業部会・火災報知機部会・その他会員 
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事業所名 
代表者職名 

代表者氏名 
郵便番号 住 所 

電話番号 

FAX 番 号 

マルヤマエクセル(株)東日本営業所 
所長 

村野 剛 
283-0044 千葉県東金市小沼田 1624-1 

0475-52-8755 

0475-52-5999 

江口工業(株) 
代表取締役 

江口正史 
332-0014 川口市金山町 5-8 

048-222-4724 

048-223-6808 

(株)初田製作所 
東京支社機器営業三課 

課長 

三井田朗 
105-0012 東京都港区芝大門 1-5-10 

03-6432-4312 

03-6432-4568 

モリタ宮田工業(株)首都圏機器営業部 
北関東営業課 

課長 

豊田和也 
330-0052 さいたま市浦和区本太 5-29-17 

048-813-3600 

048-813-3602 

牛山電工(株) 
代表取締役社長 

吉田忠将 
350-0856 川越市問屋町 6-1 

049-224-5331 

049-223-1136 

文化シヤッターサービス(株) 
埼玉サービス１課 

課長 

大沢 巌 
335-0031 戸田市美女木 3-10-7 2F 

048-449-7535 

048-449-7536 

ヤマトプロテック(株)さいたま支店 
支店長 

前田亮二 
331-0812 さいたま市北区宮原町 1-68 

048-652-1345 

048-652-1321 

パナソニック電材システム（株） 
埼玉営業所 

課長 

佐藤弘康 
338-0002 

さいたま市中央区下落合 1000－1 
パナソニック埼玉ビル 2F 

048-814-2950 

048-814-2951 

三和シヤッター工業(株)埼玉支店 
支店長 

鎌田泰寿 
331-0812 さいたま市北区宮原町 2-78-15 

048-665-3030 

048-665-2149 

     

     

     

 

火災報知機部会 

事業所名 
代表者職名 

代表者氏名 
郵便番号 住 所 

電話番号 

FAX 番 号 

東陽工業(株)北関東支店 
支店長 

廣瀬正樹 
330-0842 さいたま市大宮区浅間町 1-4-4 

048-642-5771 

048-642-5880 

ニッタン(株)北関東支社 
支社長 

佐藤謙成 
336-0021 さいたま市南区別所 3-1-5 

048-799-2492 

048-799-2494 

能美防災(株)北関東支社 
支社長 

岩崎浩幸 
331-0802 さいたま市北区本郷町 272 

048-669-2255 

048-668-3337 

ホーチキ(株)北関東支社 
支社長 

塚本昌秀 
331-0822 さいたま市北区奈良町 48-3 

048-665-2057 

048-666-8778 

日本ドライケミカル(株)関東支店 
支店長 

紀伊通陽 
330-0835 さいたま市大宮区北袋町 1-323 

048-647-0571 

048-647-0575 

     

 

その他会員 

事業所名 
代表者職名 

代表者氏名 
郵便番号 住 所 

電話番号 

FAX 番 号 

(株)ヤマト埼玉支店 
執行役員埼玉支店長 

原 哲也 
339-0082 さいたま市岩槻区西原台 1－1－10 

048-757-1110 

048-757-1106 

(有)神保水道 
取締役 

神保 聡 
354-0021 富士見市鶴馬 3490 

049-253-3515 

049-252-3183 



特別会員・賛助会員 
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特別会員 

事業所名 
代表者職名 

代表者氏名 
郵便番号 住 所 

電話番号 

FAX 番 号 

中里忠作  350-2202 鶴ヶ島市五味ケ谷 259-93 
049-271-5356 

049-271-5357 

 

賛助会員 

事業所名 
代表者職名 

代表者氏名 
郵便番号 住 所 

電話番号 

FAX 番 号 

TMES(株)関信越支店技術１課 
埼玉営業所 

所長 

森 俊敬 
330-0855 

さいたま市大宮区上小町 468 エルド
ヴェールⅠ 201 号 

048-658-7117 

048-658-7119 

(株)日本電商 防災東京営業所 
所長 

小谷逸郎 
116-0002 東京都荒川区荒川 4-38-6 

03-5615-2428 

03-5615-2451 

(株)消防試験協会 
代表取締役 

金林萬石 
131-0042 東京都墨田区東墨田 3-10-6 

03-5247-1248 

03-5247-1243 

(株)タイシン・テクノ 
代表取締役 

神田 努 
273-0047 千葉県船橋市藤原 3 丁目 28 番 19 号 

047-439-5594 

047-439-5549 

ALSOK ビルサービス(株)埼玉支社 
支社長 

平子浩司 
330-0064 

さいたま市浦和区岸町 7-11-2 松榮
浦和ビル 6Ｆ 

048-836-2773 

048-836-2775 
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役員名簿          （令和 2、３年度） 

一般社団法人埼玉県消防設備協会 
 

顧  問 

関根則之 

 
 

会  長 

消防設備業部会 

梅澤將明 

（坂戸防災㈱） 

 

副 会 長 

管工事業部会 電気工事工業部会 消防設備業部会 火災報知機部会 

 

佐々木喬 

（㈱浅倉水道） 

 

蓜島一策 

（㈱蓜島電機） 

 

藤岡 久 

（藤岡防災設備㈱） 
 

浅野和志 

（㈲ユーワ防災工業） 

 

 

岩崎浩幸 

（能美防災㈱北関東支社） 

 

理  事 

管工事業部会 電気工事工業部会 消防設備業部会 火災報知機部会 

 
新井良昭 

（㈲新井水道） 

 
瀬田雄一 

（県南設備工業㈱） 

 
大熊泰雄 

（㈱大クマ工業） 

 
矢部幸平 

（㈲矢部設備工業所） 

 
吉澤敏夫 

（㈱新光工業） 

 
恩田 博 

（埼玉電機㈱） 
 

熊田弘信 

（㈱大広電気） 

 
佐藤隆行 

（㈱ハスヌマ電気） 

 
戸口昌志 

（㈲戸口電設） 

 
第一支部 境田 潔 

（関東防災設備㈱） 

 
第一支部 森澤正則 

（㈲エムケイ防災） 

 
第二支部 大室昭浩 

（大室防災㈱） 

 
第三支部 武井篤美 

（㈱本庄防災設備） 

 
第四支部 四栁 稔 

（㈲日本都市防災工業） 

 

 
塚本昌秀 

（ホーチキ㈱北関東支社） 

 
佐藤謙成 

（ニッタン㈱北関東支社） 

 
紀伊通陽 

（日本ドライケミカル㈱ 

関東支店） 

 

監  事 

管工事業部会 消防設備業部会 

岡田 章 
（セイフル㈱） 

田中正博 
（ミヌマ防災㈱） 
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第 １ 章  総   則 

（名 称） 

第１条   この法人は、一般社団法人埼玉県消防設備協会（以下「協会」という。）と称する。        

（事務所） 

第２条   協会は、主たる事務所を埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目１７番２１号に置く。 

         

第 ２ 章  目的及び事業 

（目 的） 

第３条   協会は、消防法令に基づく消防用設備等の設置・維持管理の適正化及びこれらの業務 

に従事する者の養成と資質の向上、防火対象物の防火防災安全対策の推進、消防防災に 

関する調査研究並びに防火防災思想の普及啓発に努め、火災その他の災害から生命身体 

の安全を確保し、財産の被害の軽減を図り、もって社会公共の福祉の増進に寄与するこ 

とを目的とする。 

（事 業） 

第４条   協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。   

（１） 消防用設備等の設置及び維持管理の適正化の推進 

（２） 消防防災技術者等を養成するための講習及び研修の実施 

（３） 防火対象物の防火防災安全対策の推進 

（４） 防火防災思想の普及啓発 

（５） 関係官公庁及び関連団体との連絡協調 

（６） 前各号の事業に付帯する事業 

（７） その他、前条の目的を達成するために必要な事業 

２  前項の事業は、埼玉県において行うものとする。  

 

第 ３ 章  会  員 

（法人の構成員） 

第５条   協会は、この協会の事業に賛同する団体又は個人であって、次条の規程により協会の 

会員となった次の者をもって構成する。             

（１） 正会員  消防用設備等の工事、設備又は保守の事業を行う者で、埼玉県内に店舗

又は事務所を有する個人又は団体 

（２） 特別会員 消防設備士又は消防設備点検資格者等で、埼玉県内で自己の管理する防

火対象物の工事、又は保守を行う個人又は団体 

（３） 賛助会員 協会の趣旨に賛同する個人又は団体 

２  前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員

とする。   
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（会員の資格の取得） 

第６条   協会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承

認を受けなければならない。 

（経費の負担） 

第７条   会員になろうとする者は、会員総会において別に定める入会金を納入しなければなら 

ない。 

２   会員は、この協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、会員総会に 

おいて別に定める額を、８月末日までに支払う義務を負う。途中入会した会員は、当該 

年度の残余の月数分の会費を納入するものとする。  

（任意退会）  

第８条   会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退 

会することができる。                                                                                                                                                                                                                                                                 

（除 名） 

第９条   会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第１２条の規程による会員総会の決議に 

よって当該会員を除名することができる。      

（１） この定款その他の規則に違反したとき。 

（２） この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

（３） その他除名すべき正当な理由があるとき。 

２  前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に１週間前までに通知する

とともに、当該会員に、除名の決議を行う会員総会において弁明の機会を与えなければな

らない。 

（会員資格の喪失） 

第10条   前２条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失す

る。 

（１） 第７条の支払義務を１年以上履行しなかったとき。 

（２） 総正会員が同意したとき。 

（３） 当該会員が解散、又は死亡したとき。 

（拠出金品の不返還） 

第11条   退会し、又は除名された会員がすでに納入した会費、入会金その他の拠出金品は返還し

ない。 

第 ４ 章  会 員 総 会 

（構 成） 

第12条   会員総会（以下「総会」という。）は、すべての正会員をもって構成する。 

２  前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。 

 

（権 限）   

第13条   総会は、次の事項について決議する。 

（１） 理事会から付議された事項 
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（２） 会員の除名 

（３） 理事及び監事の選任又は解任 

（４） 役員報酬等の支給の基準 

（５） 定款の変更 

（６） 解散及び残余財産の処分 

（７） その他法令又はこの定款で定められた事項 

（開 催） 

第14条   総会は、定時総会として毎年度６月に１回開催するほか、必要がある場合に開催する。 

（招 集） 

第15条   総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 

２  総正会員の議決権の５分の１以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的

である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 

３  総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面によ

り、会議の７日前までに正会員に対し通知しなければならない。 

（議 長） 

第16条   総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。 

（議決権） 

第17条   総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。 

（決 議） 

第18条   総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正 

会員の議決権の過半数をもって行う。 

２  総会に欠席する正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決する

か、又は出席する正会員に書面をもって表決を委任することができるものとし、これによ

って当該書面表決者及び表決の委任者は、総会に出席したものとみなす。 

３  第１項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議

決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。 

（１） 会員の除名 

（２） 理事及び監事の解任 

（３） 定款の変更  

（４） 解散 

（５） その他法令で定められた事項 

４  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第１項の決議を行わ

なければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第２０条に定める定数を上回る場合

には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を

選任することとする。  

 

（議事録） 

第19条   総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２  議事録には、議長のほか会議に出席した構成員のうちから、当該会議において選出され
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た議事録署名人２名以上が署名押印しなければならない。 

 

第 ５ 章  役  員 

（役員の種別） 

第20条   協会に、次の役員を置く。 

（１） 理事  １９名以上２３名以内 

（２） 監事  ２名以内 

２  理事のうち１名を会長、５名を副会長とする。 

３  前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。 

（役員の選任） 

第21条  理事及び監事は、正会員のうちから総会の決議によって選任する。 

２  会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

但し、会長の職にある者は、その職に連続して３期を超えて選任することができない。 

（理事の職務及び権限） 

第22条   理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 

２  会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この協会を代表し、その業務を執行

する。 

３  会長は、自己の職務の執行の状況を、毎事業年度四ヶ月を超える間隔で２回以上理事会

に報告しなければならない。 

４  会長が欠けたとき、または会長に事故があるときは、速やかに新たな会長を選定する。 

（監事の職務及び権限） 

第23条   監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成す

る。 

２  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この協会の業務及び財

産の状況の調査をすることができる。   

（役員の任期） 

第24条   理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会

の終結の時までとする。 

２  監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会

の終結の時までとする。 

３  理事及び監事は、再任されることができる。 

４  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

５  理事又は監事は、第２０条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任に

より退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権

利義務を有する。 

（役員の解任） 

第25条   会長は、会長としてふさわしくない行為があったときは、特別な利害関係を有する理事

を除く理事の３分の２以上の決議によって会長の職を解任することができる。その際会長

に対し、弁明の機会を与えなければならない。 
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２  理事及び監事は、理事及び監事としてふさわしくない行為があったときは総会の決議に

おいて解任することができる。 

３  第９条第２項の規定は、前項の理事及び監事を解任しようとする場合について準用す

る。この場合において、第９条中「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは

「解任」と読み替えるものとする。 

（報酬等） 

第26条   理事及び監事に対し、総会において別に定める支給の基準にしたがって、退任時の慰労

金としての報酬と費用弁償などを支給することができる。  

      

第 ６ 章  理  事  会 

（構 成） 

第27条   協会に理事会を置く。 

２  理事会は、すべての理事をもって構成する。 

（権 限） 

第28条   理事会は、次の職務を行う。 

（１） 協会の業務執行の決定 

（２） 理事の職務の執行の監督 

（３） 会長の選定及び解職 

（４） 総会に付議すべき事項の決定 

（５） 諸規程の制定及び改廃 

（開 催） 

第29条   理事会は通常理事会及び臨時理事会の２種とし、会長が招集する。 

但し会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

２  理事会は、通常、毎年度３回（５月、１１月、４月を基準とする。）開催する。 

３  臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。 

（１） 会長が必要と認めたとき。 

（２） 会長以外の理事から理事会の目的である事項を示して会長に招集の請求があったと

き。 

（議 長） 

第30条   理事会の議長は、通常、会長がこれに当たる。 

（決 議） 

第31条   理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席

し、その過半数をもって行う。その際議決権の代理行使は認めない。 

２  前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６条の要件

を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。  

 

（議事録） 

第32条   理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２  出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 
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第 ７ 章  資産及び会計 

（資産の構成） 

第33条   協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 

（１） 財産目録に記載された財産 

（２） 入会金 

（３） 会費 

（４） 寄附行為 

（５） 事業に伴う収入 

（６） 資産から生じる収入 

（７） その他の収入 

２  資産は会長が管理し、その方法は理事会の決議によって定める。 

（事業年度） 

第34条   協会の事業年度は、毎年５月１日に始まり翌年４月３０日に終わる。 

（事業計画及び収支予算） 

第35条   協会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長

が作成し、理事会の決議を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情があるた

め、その決議を受けられない場合には、その年度の定時総会までに理事会の決議を受け、

総会への報告を行うものとする。 

２  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くも

のとする。 

（事業報告及び決算） 

第36条   協会の事業報告及び決算については、各事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監

事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。定時総会には、第１号、

第３号、及び第４号の書類を提出し、第１号についてはその内容を報告し、その他の書類

については承認を受けなければならない。 

（１） 事業報告 

（２） 事業報告の附属明細書 

（３） 貸借対照表 

（４） 損益計算書（正味財産増減計算書） 

（５） 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 

（６） 財産目録 

２  前項の書類のほか、監査報告を主たる事業所に５年間備え置くとともに、定款及び会員

名簿を事務所に備え置くものとする。 

  

        第 ８ 章  名誉会長､顧問及び相談役 

 

（名誉会長及び顧問） 

第37条   協会に名誉会長１名及び顧問若干名を置くことができる。 
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２  名誉会長及び顧問は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。 

３  名誉会長及び顧問は、協会の重要事項に関し、会長の相談に応ずる。 

（相談役） 

第38条   協会に相談役若干名を置くことができる。 

２  相談役は、理事会の承認を受けて会長が委嘱する。 

３  相談役は、協会の重要事項について相談に応ずる。 

（名誉会長、顧問及び相談役の任期） 

第39条   名誉会長、顧問及び相談役の任期は、２年以内の必要な期間とし、その期限を明示する

ものとする。 

２  顧問及び相談役は、再任することができる。 

（名誉会長、顧問及び相談役の報酬） 

第40条   名誉会長、相談役は、無報酬とするが、顧問については顧問料を支払うことができる。 

２  顧問料については、総会の決議により別に定める。 

 

第 ９ 章  事   務   局 

（事務局） 

第41条   協会の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 

３  事務局長は、理事会の承認を得て会長が任免し、職員は、会長が任免する。 

４  事務局に関する規程は、理事会の決議を経て会長が別に定める。 

 

第 １０ 章  定款の変更及び解散 

（定款の変更） 

第42条   この定款は、総会の決議によって変更することができる。 

（解 散） 

第43条   協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

（残余財産の帰属） 

第44条   協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公

共団体に贈与するものとする。 

２  協会は、剰余金の分配を行わない。 

 

第 １１ 章  公告の方法 

（公告の方法） 

第45条   協会の公告は、電子公告により行う。 

 



- 20 - 

第 １２ 章  補  足 

（委員会） 

第46条   協会は、事業の円滑な遂行を図るため、必要に応じ、理事会の下部組織として、委員会 

を設けることができる。 

２  委員会は、その目的とする事項について調査し、研究し、又は審議し、理事会に答申す

る。 

３  委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。 

（部 会） 

第47条   協会は、事業等の遂行や会員に対する連絡体制を強化するため、業種ごと等の部会を設

置する。 

２  部会の組織及び運営については、部会ごと定める。 

（実施細則） 

第48条   この協会の執行に関し必要な事項は、理事会の承認を得て会長が別に定めるものとす

る。 

附    則 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて

準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 

２ この協会の最初の会長は北沢茂雄とする。 

３ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す

る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121条第１項において読み替えて準用する第

106条第１項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第 34

条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開

始日とする。 

     



 

会員名簿掲載内容変更等届出書 

 

記入日：   年   月   日 

事業所名： 

 

電話番号： 

担当者名： 

 

 記載内容を以下のとおり変更、削除します。→以下の表に変更部分をご記入ください。 

項 目 変更が生じた日     年  月  日（該当する項目のみ記入してください。） 

部会又は会員種別  

事業所名  

代表者職名  

代表者氏名  

所在地 

※郵便番号必須 

〒 

電話番号  

FAX 番号  

 

 

≪その他連絡事項があればご記入ください≫ 

 

 



退  会  届 

 

 

作成日     年   月   日 

 

 

一般社団法人埼玉県消防設備協会 

会 長            様 

 

 

    〒 

住  所                                   

事業所名                                    印 

代表者名                                   

 

今般 下記のとおり貴協会を退会いたしますのでお届けいたします。 

 

記 

 

所  属  部  会  

退会年月日     年   月   日 

理   由  

ラベル会員の登録 あり  ・  なし 

 
 
 
 

≪協会使用欄≫ 

協会受付 経過    

    
 

 



索引（五十音順） 

あ行 

アイバ産業(株) ······················································· 7 

(株)浅倉商会 ·························································· 7 

(株)浅倉水道 ·························································· 2 

(有)浅野報知機工業 ············································· 10 

(有)アサノメンテナンス ····································· 10 

旭ダイヤモンド産業(株) ······································· 8 

(有)アサマプロデイ ············································· 10 

(有)安助設備工業所 ··············································· 2 

足立防災商会·························································· 7 

油屋設備工業(株) ··················································· 3 

(有)新井水道 ·························································· 2 

新井ポンプ工業(株) ··············································· 2 

ALSOK ビルサービス(株)埼玉支社 ···················· 12 

(株)アルファテック ··············································· 7 

飯島電器工事(株) ··················································· 5 

(株)イートラスト埼玉 ··········································· 5 

(株)飯沼工務店 ······················································· 2 

(有)伊古田電気商会 ··············································· 5 

(株)泉屋工務店 ······················································· 2 

(株)イデア ツノイ電氣事業本部 ························ 5 

(有)井戸由管工社 ··················································· 3 

(株)今泉水道 ·························································· 3 

(株)岩井電設 ·························································· 4 

(株)牛村水道工業 ··················································· 2 

牛山電工(株) ························································ 11 

(株)内山防災設備 ················································· 10 

浦野工業(株)埼玉営業所 ······································· 7 

(有)エー・エイチ・エス ······································· 8 

エービーエス(株) ··················································· 9 

江口工業(株) ························································ 11 

(株)Ｓ.Ｅ.Ｃ ···························································· 5 

(有)エムケイ防災 ··················································· 7 

エムケー防災(株) ··················································· 8 

(有)エムズ ······························································ 7 

(株)エレファ ·························································· 4 

(有)大井総合防災 ··················································· 8 

(株)大木水道 ·························································· 3 

(株)大クマ工業 ······················································· 2 

大竹電機(株) ·························································· 4 

大塚消火器(株) ····················································· 10 

(株)大塚消火器越谷 ············································· 10 

大塚電設(株) ·························································· 4 

(有)大塚防災設備 ··················································· 6 

大野消防設備(株) ··················································· 8 

大畑電研(株) ························································· 10 

大室防災(株) ··························································· 7 

(有)尾ヶ井電器商会 ················································ 5 

(株)岡村電機 ··························································· 4 

(株)オキナヤ ··························································· 3 

(株)桶新設備 ··························································· 3 

オリエント防災工業(株) ········································ 8 

オリロー㈱北関東支店 ··········································· 9 

 

か行 

カーリス商事 ·························································· 7 

(有)加賀崎水道設備 ················································ 3 

(株)カナイ消防機材 ················································ 8 

(株)金子管工 ··························································· 2 

金子防災設備(株) ················································· 10 

(株)カネミツ設備 ··················································· 3 

カワサキ消防機材 ·················································· 7 

(有)川里防災設備 ··················································· 7 

(有)川野防災メンテナンス ···································· 9 

関東防災設備(株) ··················································· 6 

(有)菊地防災電設 ··················································· 8 

北沢工業(株) ··························································· 2 

(株)吉川水道冷熱 ··················································· 3 

木村工業(株) ··························································· 4 

協栄防災工業(株) ··················································· 6 

共実工業(株) ··························································· 8 

(有)協信防災 ··························································· 8 

(有)行田設備 ··························································· 4 

(有)協同防災設備 ··················································· 8 

共和電機(株) ··························································· 5 

熊谷電機(株) ··························································· 5 

(有)クリエイト ······················································· 5 

(株)栗原管工 ··························································· 2 

(株)グンエイ 首都圏営業本部 ····························· 6 

ケミカル防災(株) ················································· 10 

県南設備工業(株) ··················································· 2 

(有)倖栄商会 ··························································· 9 

合同工業(株) ··························································· 8 

小林設備工業(株) ··················································· 3 

高麗川防災(有) ······················································· 8 

(株)駒崎商会 ··························································· 7 



索引（五十音順） 

さ行 

(株)サイサン ·························································· 2 

齋田産業(株) ························································ 10 

埼玉消防機械(株) ··················································· 9 

埼玉設備工業(株) ··················································· 2 

埼玉田中電気(株) ··················································· 4 

埼玉電機(株) ·························································· 5 

埼玉電設(株) ·························································· 4 

埼玉文化産業(株) ··················································· 3 

埼玉ホーチキ(株) ··················································· 8 

(株)サイボウ ·························································· 7 

(有)埼北防災 ·························································· 9 

坂戸防災(株) ·························································· 8 

(有)酒巻興業 ························································ 10 

三豊電気(株) ·························································· 6 

(有)サンユー防災 ··················································· 7 

三和シヤッター工業(株)埼玉支店 ······················ 11 

(有)三和防災 ·························································· 7 

島村電業(株) ·························································· 5 

(株)清水アーネット ··············································· 3 

(株)ジョイテック ··················································· 7 

(株)消防試験協会 ················································· 12 

(株)消防設備 ·························································· 9 

(株)新研設備工業 ··················································· 2 

(株)新光工業 ·························································· 2 

(有)神保水道 ························································ 11 

(株)スギヤマ ·························································· 8 

(有)鈴木綜合防災 ················································· 10 

鈴木電気工業(株) ················································· 10 

(有)鈴木防災設備 ··················································· 6 

(有)スバル電業 ······················································· 5 

セイフル(株) ·························································· 3 

(有)靖和サービス ··················································· 6 

正和設備工業(株) ··················································· 2 

(株)ゼニス ······························································ 9 

綜合防災システム(株)埼玉支店 ···························· 7 

 

た行 

(株)大広電気 ·························································· 5 

(株)大三 ································································ 10 

(株)タイシン・テクノ ········································· 12 

(株)太陽商工 ·························································· 2 

大和防災システム(株) ··········································· 8 

(有)高橋商会 ··························································· 9 

(有)高橋設備 ··························································· 3 

(株)髙橋電工 ··························································· 5 

(株)タキザワ ··························································· 3 

竹内セントラル(株) ················································ 4 

(有)立原ディフェンド ············································ 6 

(株)タチ防災設備 ··················································· 7 

(有)立澤電工 ··························································· 5 

(株)田中工業所 ······················································· 3 

(有)多摩栄広商事 ··················································· 8 

(有)秩父設備 ··························································· 3 

(株)中央防災 ··························································· 8 

中央防災設備(株) ··················································· 6 

中央理化工業(株)埼玉支店 ···································· 8 

(株)積田電業社 ······················································· 4 

積田冷熱工事(株) ··················································· 2 

TMES(株)関信越支店技術１課埼玉営業所 ········ 12 

テクノリンクシステム(株) ···································· 9 

(株)電成社さいたま支店 ········································ 4 

(株)東環エンジニアリング ···································· 9 

東丘電設(株) ··························································· 5 

(株)東京パイプ工業 ················································ 2 

東京物産(株)埼玉営業所 ········································ 6 

(有)東埼化学工業所 ················································ 8 

東陽工業(株)北関東支店 ······································ 11 

東洋ビルサービス(株)大宮営業所 ························· 6 

東洋防災(株) ··························································· 8 

(株)トーチエンジニアリング ································ 4 

(有)戸口電設 ··························································· 5 

(有)所沢防災 ··························································· 8 

(有)富田設備工業所 ················································ 3 

 

な行 

中里忠作（特別会員） ········································· 12 

(株)中島水道 ··························································· 3 

(有)中島設備 ··························································· 3 

長沼設備工業(株) ··················································· 3 

(株)中村電気 ··························································· 5 

(株)中屋··································································· 3 

(株)ナショナル消防化学 ········································ 9 

(株)並木設備工業 ··················································· 3 

日進消防設備(株) ················································· 10 

日進防災(株) ··························································· 6 



索引（五十音順） 

ニッタン(株)北関東支社 ····································· 11 

日東カストデイアル・サービス(株)埼玉支店 ····· 6 

(株)日本電商 防災東京営業所 ···························· 12 

日本システムサービス(株) ···································· 9 

(有)日本都市防災工業 ········································· 10 

日本ドライケミカル(株)関東支店 ······················ 11 

日本防災工業(有) ··················································· 6 

日本ミルズ(株) ······················································· 7 

(株)沼尻電気工事 ··················································· 5 

能美防災(株)北関東支社 ····································· 11 

 

は行 

(有)ハイウエイ ····················································· 10 

(株)蓜島電機 ·························································· 4 

(株)ハスヌマ電気 ··················································· 5 

(有)長谷部防災 ······················································· 8 

(株)初田製作所東京支社機器営業三課 ··············· 11 

パナソニック電材システム（株）埼玉営業所········· 11 

パナソニック(株)ライフソリューションズ社埼玉電材営業所 10 

(有)林電設 ······························································ 4 

ビクター防災(有) ··················································· 9 

(株)ヒグチ電機 ······················································· 5 

(株)ヒロタ防災 ····················································· 10 

(株)深井設備工事 ··················································· 2 

(株)フクシマ ·························································· 2 

(有)福島電気 ·························································· 4 

藤岡防災設備(株) ··················································· 6 

富士管工(株) ·························································· 2 

藤野電気(株) ·························································· 4 

(有)フジムラ防災 ··················································· 9 

フジヤ電気工事(株) ··············································· 5 

不破設備工業(株) ··················································· 3 

文化シヤッターサービス(株)埼玉サービス１課 11 

(株)ベイプランニング ··········································· 6 

(株)防災キタジマ ················································· 10 

ホーチキ(株)北関東支社 ····································· 11 

(有)堀込設備 ·························································· 4 

(株)本庄防災設備 ··················································· 9 

 

ま行 

毎日興業(株) ·························································· 6 

(株)マツダ商事 ····················································· 10 

(株)松本設備 ·························································· 4 

丸京商事(株) ·························································· 9 

丸勤商事(株) ··························································· 3 

(有)マルナカ防災 ··················································· 7 

マルヤマエクセル(株)東日本営業所 ··················· 11 

(株)未企工業 ··························································· 5 

(有)みさと防災設備 ·············································· 10 

(有)三鈴商工 ··························································· 2 

瑞穂電設(株) ··························································· 4 

ミヌマ防災(株) ······················································· 7 

(株)ミノン ······························································· 9 

森田設備工業(株) ··················································· 3 

モリタ宮田工業(株)首都圏機器営業部北関東営業課 ········ 11 

 

や行 

(株)八洲サービス ··················································· 5 

(株)八洲電業社 ······················································· 5 

八尋工業(株) ··························································· 2 

(有)矢部設備工業所 ················································ 4 

ヤマダ電気(株) ······················································· 5 

(有)山田電業 ··························································· 4 

(株)ヤマト埼玉支店 ·············································· 11 

ヤマトプロテック(株)さいたま支店 ··················· 11 

(有)ヤマト防災 ······················································· 8 

ヤマト防災設備(有) ················································ 7 

(有)ユーワ防災工業 ················································ 8 

ユニオン防災(株) ················································· 10 

(株)ユニパック ······················································· 6 

(株)弓木電設社 ······················································· 5 

(有)湯山設備工業所 ················································ 3 

(有)吉澤防災設備 ··················································· 7 

ヨシダ防災(株) ······················································· 9 

(株)ヨシ防災 ··························································· 9 

(有)ヨシモリコーポレーション ····························· 9 

(株)よつばメンテナンス ········································ 6 

 

ら行 

(株)竜久商会 ··························································· 9 

 

わ行 

脇防災(株) ······························································· 7 

(株)早稲田技研防災 ················································ 8 

 


