
 
 

 

 

 

平成１９年２月１５日 

消 防 庁 

平成 18 年度全国消防団員意見発表会・消防団地域活動表彰式の開催 
－消防団員入団促進キャンペーン－ 

１ 趣 旨 
 消防団は、地域防災の中核的存在として今後も果たしていく役割が大きいものの、近年の社会環境の

変化等を受け、様々な課題に直面しています。特に被雇用者消防団員については、全団員の約 7 割とな

っており、勤務時間中に消防団活動に参加することが困難な状況などを生んでいます。さらには、消防

団員数の減少や消防団員の高年齢化などの課題にも直面しています。 
 そこで、消防団活動の一層の活性化を図るため、平成 18 年度全国消防団員意見発表会・消防団地域活

動表彰式を次のとおり開催します。 
  なお、表彰式において、大規模災害で活躍した消防団の表彰を併せて実施します。 

２ 日 時  平成19年2月20日（火）12時00分開場 
３ 場 所  日本消防会館「ニッショーホール」 東京都港区虎ノ門2-9-16 
４ 主 催  総務省消防庁 
５ 後 援   財団法人日本消防協会、全国知事会、全国市長会、全国町村会、全国消防長会、日本放送協

会、社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所、財団法人自治体衛星通信機構 
６ 内 容（意見発表者及び表彰団体は別紙を参照） 
 ① 第１部:全国消防団員意見発表会 ··········································································· 12時30分～13時50分 

 11人の消防団員が消防団活動に関する課題等について5分間意見発表し、審査員が採点 
 ② 第2部：入団促進講演、消防団活動事例報告及び消防団PRビデオ上映 ······ 14時00分～15時30分 

 消防団員入団促進キャンペーンの一環として入団促進講演を下記のとおり実施 
 講師：平野啓子（語り部・かたりすと・キャスター） 

  演題：「語りは心の絵画 ～語り伝える防災の心～」 
消防団活動事例報告：他の模範となる活動を行っている消防団の活動事例を報告 

  消防団PRビデオ上映：「HERO－わがまちの消防団－」の上映 
 ③ 第3部：全国消防団員意見発表会・消防団地域活動表彰式 ····························· 15時40分～16時40分 

ア  災害活動表彰                        表彰：7消防団、褒状：15消防団 
    大規模災害時等において顕著な活動を行った消防団について、表彰状又は褒状を授与 

  イ 消防団地域活動表彰（消防団表彰）  24消防団（消防分団） 

 他の模範となる平常時の消防団活動を行う消防団又は消防分団について、表彰状を授与 
  ウ 消防団地域活動表彰（事業所表彰）  11事業所 

 消防団員である勤務者を雇用し、消防団活動を支援する事業所について、表彰状を授与 
  エ 消防団地域活動表彰（特別推薦枠）    8消防団・13事業所 

      消防団員の確保について特に力を入れている消防団及び消防団員の確保について特に貢献している

事業所に表彰状を授与 

オ 全国消防団員意見発表会表彰     11人 

 第 1 部で意見発表した消防団員について、審査結果に基づき、賞状（最優秀賞 1 人､優秀賞 2 人）

を授与 

７ 備 考 
 当日会場での取材はフリーとします。なお、当日は会場係員の指示に従ってください。 

【連絡先】対策官 増子、消防団係長 太田 
 電 話 03-5253-5111（内線7603、7768） 
 03-5253-7525（直通） 
 ファクシミリ 03-5253-7535 
 電子メール syobodan@ml.soumu.go.jp 

 

消防団協力事業所表示制度 
表示マーク 



別　紙

１　防災功労者消防庁長官表彰

NO. 対象災害 発生日 都道府県 受賞消防団

1 長野県 岡谷市消防団

2 長野県 諏訪市消防団

3 長野県 辰野町消防団

4 鹿児島県 さつま町消防団

5 鹿児島県 菱刈町消防団

6 鹿児島県 薩摩川内市消防団

7 北海道佐呂間町の竜巻による災害 平成18年11月7日 北海道
遠軽地区広域組合
佐呂間町消防団

２　消防庁長官褒状

NO. 対象災害 発生日 都道府県 受賞消防団

1 大月市笹子町林野火災 平成17年12月15日 山梨県 大月市消防団

2 中岸本町大規模倉庫火災 平成17年12月22日 滋賀県 東近江市消防団

3 福山市本郷町林野火災 平成18年1月11日 広島県 福山市消防団

4 本庄市児玉町飯倉地内林野火災 平成18年4月9日 埼玉県 本庄市消防団

5 長野県 塩尻市消防団

6 長野県 下諏訪町消防団

7 石川県 小松市消防団

8 島根県 松江市消防団

9 島根県 出雲市出雲消防団

10 島根県 出雲市平田消防団

11 島根県 出雲市佐田消防団

12 鹿児島県 大口市消防団

13 鹿児島県 出水市消防団

14 鹿児島県 湧水町消防団

15 瓦谷木材ﾁｯﾌﾟ堆積場その他火災 平成18年10月21日 山口県 岩国市消防団

防災功労者消防庁長官表彰・消防庁長官褒状　受賞団体

平成18年7月17日～
平成18年7月19日

平成18年7月20日～
平成18年7月24日

平成１８年７月豪雨災害

平成18年7月20日～
平成18年7月24日

平成18年7月17日～
平成18年7月19日

平成１８年７月豪雨災害



都道府県 受賞消防団 都道府県 受賞消防団

北海道
滝川地区広域消防事務組合
雨竜消防団

滋賀県 高月町消防団

秋田県 仙北市角館消防団 兵庫県 芦屋市消防団

山形県 南陽市消防団 奈良県 生駒市消防団

福島県 三春町消防団 島根県 松江市消防団

栃木県 矢板市消防団 岡山県 美咲町消防団

群馬県 中之条町消防団 香川県 まんのう町消防団

神奈川県 横浜市港北消防団第８分団 高知県 土佐清水市消防団

福井県 永平寺町消防団 福岡県 立花町消防団

山梨県 山梨市消防団 長崎県 壱岐市消防団

岐阜県 輪之内町消防団 熊本県 玉名市消防団

静岡県 吉田町消防団 鹿児島県 大口市消防団

愛知県 大府市消防団 沖縄県 宜野湾市消防団

都道府県 受賞事業所 都道府県 受賞事業所

岩手県 株式会社大昌電子岩手工場 三重県
太平洋セメント株式会社
藤原工場

宮城県 佐藤建設株式会社 和歌山県
東燃ゼネラル石油株式会社
和歌山工場

茨城県 有限会社鈴機 鳥取県 千代電子工業株式会社

埼玉県 くまがや農業協同組合 山口県
三菱重工業株式会社
下関造船所

富山県 株式会社不二越 佐賀県 白石地区農業協同組合

石川県 株式会社久世ベローズ工業所

２　事業所表彰

1　消防団表彰

平成18年度消防団地域活動表彰　受賞団体



都道府県 受賞消防団 都道府県 受賞消防団

埼玉県 所沢市消防団 三重県 松阪市消防団

東京都 武蔵野市消防団 滋賀県 竜王町消防団

愛知県 瀬戸市消防団 大阪府 和泉市消防団

愛知県 津島市消防団 香川県 善通寺市消防団

（２）事業所

都道府県 受賞事業所 都道府県 受賞事業所

岩手県 龍振鉱業株式会社 愛媛県 ネッツトヨタ瀬戸内株式会社

岩手県
新岩手農業協同組合
葛巻中央支所

愛媛県 国立大学法人愛媛大学

東京都 三宅島建設工業株式会社 愛媛県 学校法人松山大学

東京都
奥多摩工業株式会社
石灰化工本部氷川工場

愛媛県
学校法人聖カタリナ学園
聖カタリナ大学

石川県 株式会社コマツ粟津工場 愛媛県
学校法人松山東雲学園
松山東雲女子大学

兵庫県 ハットリ株式会社平木事業所 愛媛県 帝人株式会社松山事業所

兵庫県 エイワ電器株式会社

３　特別推薦枠

（１）消防団



（敬称略）

都道府県 発表者 所属消防団 発表演題

青森県 原　　博文 五戸町消防団
親から子へ、人から人へつ
なぐ郷土愛

千葉県 栗原　真治 印旛村消防団 操法を通じて学んだこと

東京都 森田　智和 東大和市消防団 大切なもの

新潟県 信賀　宏信 見附市消防団 困ったときはお互い様

長野県 小川　　晃 須坂市消防団 地域の消防団

京都府 村上　隆 綾部市消防団 普通救命講習を学んで

大阪府 福川　妃路子 枚方市消防団
消防団活動の今までとこれ
から

徳島県 坂東　英之 上板町消防団 団結、常に上を目指し・・・

愛媛県 大原　貴明 久万高原町消防団
地域を守る消防団活動への
目ざめ

大分県 後藤　将典 玖珠町消防団 号令の響き渡る頃

宮崎県 坂本　みちよ 宮崎市消防団
平成１７年台風第１４号を経
験して今思うこと

平成１８年度全国消防団員意見発表会　発表者
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