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表示マーク 

 

 

 

平成２３年２月１６日 

消 防 庁 

 

平成22年度「全国消防団員意見発表会」、「消防団等地域活動 

表彰式」及び「消防庁消防団協力事業所表示証交付式」の開催 
 

 

≪全国消防団員意見発表会≫ 

  現役消防団員１１名が、消防団活動に関する課題等についての意見を発表します。 

≪消防団等地域活動表彰式≫ 

  地域に密着し模範となる活動を行っている消防団や、消防団活動へ深い理解や協力を示し、

地域防災力の向上に寄与している事業所を表彰します。 

≪消防庁消防団協力事業所表示証交付式≫ 

  消防団員確保への協力や、従業員の消防団活動への参加に対する配慮を行っている事業所等

に対して、消防団への協力の証として交付する「消防庁消防団協力事業所表示証(ゴールドマー

ク)」を交付します。 

 

１ 開催日時と場所 

(１) 日時：平成２３年２月２１日(月） １３：００～１６：３０ 

(２) 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） 

 

２ 内容 

(１) 第１部 全国消防団員意見発表会 

(２) 第２部 ア 消防庁消防団協力事業所表示証交付式 

イ 消防応援団激励メッセージ 

ウ 消防団音楽隊演奏会 

エ 全国消防団員意見発表会審査結果発表 

(３) 第３部 全国消防団員意見発表会表彰式・消防団等地域活動表彰式 

 

３ 添付資料 

 (１) 平成２２年度全国消防団員意見発表会・消防団等地域活動表彰式の概要（別紙１） 

 (２) 全国消防団員意見発表者及び受賞団体（別紙２） 

(３) 消防庁消防団協力事業所表示証交付事業所（別紙３） 
 

消防庁は、平成２３年２月２１日（月）１３時より、日本消防会館「ニッショーホール」

において、①全国消防団員意見発表会、②消防団等地域活動表彰式、③消防庁消防団協力事

業所表示証交付式を執り行います。 

 
（連絡先）消防庁国民保護・防災部防災課 

担当：田中専門官、荒山補佐、常木係長 

  電 話  03－5253－7525（直通） 

ﾌｧｸｼﾐﾘ  03－5253－7535 

 



 
 

全国消防団員意見発表会・消防団等地域活動表彰式 
及び消防庁消防団協力事業所表示証交付式 

 

日 時：平成 23年 2月 21日（月） 12時 30分開場 13時 00分開会 
場 所：日本消防会館 ニッショーホール（港区虎ノ門二丁目 9番 16号） 
主 催：消防庁 
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、ＮＨＫ、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 

 
司 会：平野啓子さん（語り部・かたりすと・キャスター） 
 

13:00～13:05 挨拶（消防庁長官） 

 

《第１部》全国消防団員意見発表会 13:05～14:20（75 分） 
 
13:05～13:10 審査員紹介 

審査員：日本商工会議所理事・事務局長（審査員長） 

日本放送協会チーフプロデューサー（副審査員長） 

全国消防長会事務局次長 

           日本消防協会常務理事 

消防庁国民保護・防災部長 

13:10～13:13 審査内容説明 

13:13～14:20 意見発表（11名×6分） 

 

14:20～14:30 休憩 

 

《第２部》消防庁消防団協力事業所表示証交付式 
消防応援団激励メッセージ 14:30～15:35（65分） 

 
14:30～14:45 消防庁消防団協力事業所表示証交付式 

14:45～14:55 消防応援団による激励メッセージ 

        ※消防応援団（水前寺清子さん） 

14:55～15:25 八王子市消防団音楽隊演奏会 

15:25～15:35 意見発表会審査結果発表・講評（副審査員長） 

 

15:35～15:45 休憩 

 

《第３部》消防団等地域活動表彰式 15:45～16:30（45 分） 
 
15:45～16:00 激励演出  

16:00～16:10 地域活動表彰（消防団表彰・事業所表彰） 

16:10～16:15 意見発表会表彰 

16:15～16:25 来賓祝辞（日本消防協会会長、全国消防長会会長） 

16:25～16:30 受賞者代表謝辞 

 

（16:35～16:45 写真撮影） 

別紙１ 



１ 消防団等地域活動表彰 受賞団体 

（１） 消防団表彰 ３５団体 

都道府県 受賞消防団 都道府県 受賞消防団 

北海道 恵庭市消防団 滋賀県 草津市消防団 

岩手県 釜石市消防団 京都府 
与謝野町消防団 

岩滝第３分団 

山形県 白鷹町消防団 大阪府 摂津市消防団 

栃木県 茂木町消防団 兵庫県 福崎町消防団 

群馬県 
館林地区消防組合消防団  

板倉消防団 
奈良県 王寺町消防団 

千葉県 柏市消防団 和歌山県 日高川町消防団 

東京都 

昭島市消防団 島根県 江津市消防団 

本所消防団 岡山県 奈義町消防団 

神奈川県 

茅ヶ崎市消防団 山口県 光市消防団 

川崎市臨港消防団 徳島県 石井町消防団 

富山県 
富山市消防団   

八尾方面団  野積分団 
香川県 三木町消防団 

福井県 敦賀消防団 高知県 高幡消防組合梼原消防団 

長野県 

青木村消防団 

福岡県 

北九州市戸畑消防団 

松川町消防団 飯塚市消防団 

岐阜県 美濃加茂市消防団 佐賀県 唐津市肥前消防団 

静岡県 三島市消防団 熊本県 湯前町消防団 

愛知県 幸田町消防団 鹿児島県 奄美市消防団 

三重県 南伊勢町消防団 

別紙２ 



（２） 事業所表彰  ２１事業所 

都道府県 受賞事業所 都道府県 受賞事業所 

北海道 株式会社 常盤天塩川建設 岐阜県 株式会社 中島工務店 

岩手県 橋爪商事 株式会社 静岡県 正光建設株式会社水窪営業所 

宮城県 仙台農業協同組合 滋賀県 レーク大津農業協同組合 

秋田県 株式会社 秋田新電元 京都府 綾部市森林組合 

山形県 株式会社 片桐製作所 岡山県 

パナソニック株式会社 AVC

ネットワークス社 ネットワ

ーク事業グループ 岡山工場 

東京都 
株式会社三菱地所 プロパティ

マネジメント 
徳島県 ＪＡ松茂 

新潟県 新建ビルド株式会社 愛媛県 中島汽船株式会社 

富山県 魚津市農業協同組合 福岡県 福岡嘉穂農業協同組合 

石川県 小松市農業協同組合 佐賀県 伊万里市農業協同組合 

福井県 越前丹生農業協同組合 宮崎県 はまゆう農業協同組合 

長野県 株式会社相模組 



２ 全国消防団員意見発表会 発表予定者（11名） 

（敬称略） 

都道府県 所属消防団 発表者 発表演題 

岩手県 一関市消防団 小野寺 碧 女性消防団員として私ができること 

宮城県 栗原市消防団 熊谷 講平 栗原市消防団ありがとう 

茨城県 常総市消防団 飯塚 義裕 いつの日か･･･ 

富山県 小矢部市消防団 川原 岳史 おにぎりの味を忘れまい 

山梨県 笛吹市消防団 青柳 満良 地域に認められた消防団活動 

京都府 京都市伏見消防団 芝原 直子 
いつまでも住み続けたい 
安心安全のまちをめざして 

兵庫県 淡路市消防団 大植 和幸 目に焼き付けたあの時の背中 

鳥取県 鳥取市消防団 平尾 浩一 私が守る 

高知県 安芸市消防団 尾原 由章 支え合うことの大切さ 

佐賀県 有田町消防団 松木 美保 一生残る仲間からの宝物 

長崎県 平戸市消防団 萩原 八重子 新たなる挑戦 

 



01北海道 石狩市 01北海道 月形町

01北海道 石狩市 01北海道 音威子府村

01北海道 当別町 01北海道 天塩町

01北海道 松前町 01北海道 幌延町

01北海道 知内町 01北海道 幕別町

01北海道 共和町 01北海道 中札内村

12

02青森県 五所川原市 02青森県 新郷村

02青森県 つがる市 02青森県 新郷村

02青森県 鰺ヶ沢町 02青森県 新郷村

6

03岩手県 一関市 03岩手県 大船渡市

03岩手県 遠野市 03岩手県 大槌町

03岩手県 遠野市 03岩手県 陸前高田市

03岩手県 大船渡市 03岩手県 陸前高田市

8

04宮城県 石巻市 04宮城 石巻市

04宮城県 石巻市 04宮城 大崎市

04宮城県 石巻市 04宮城 大崎市

04宮城県 石巻市

7

株式会社　武山興業 株式会社　オニコウベ

株式会社　榮興業

株式会社　山内組 いしのまき農業協同組合

佐藤建設　株式会社 株式会社　金原土建

忠類農業協同組合

まるふじ運輸　株式会社

佐藤工業　株式会社 株式会社　佐武建設

大船渡市漁業協同組合 株式会社　長谷川建設

後藤工建　株式会社 株式会社　菊池組

株式会社　かばら建設 有限会社　小松組

株式会社　丸重組 小坂建設工業　株式会社

有限会社　須崎建設 株式会社　村下建設工業

株式会社　箱田住宅工業 有限会社　平葭建設

中札内村農業協同組合

新森工業　株式会社 天塩町農業協同組合

三協機械建設　株式会社 幌延町農業協同組合

石狩市農業協同組合 月形町農業協同組合

浜益海運　株式会社 株式会社　常盤天塩川建設

株式会社　齋藤製作所

消防庁消防団協力事業所表示証交付事業所（274団体）

都道府県名 市町村名 事業所名称 都道府県名 市町村名 事業所名称

別紙３別紙３



消防庁消防団協力事業所表示証交付事業所（274団体）

都道府県名 市町村名 事業所名称 都道府県名 市町村名 事業所名称

05秋田県 秋田市 05秋田県 由利本荘市

05秋田県 秋田市 05秋田県 由利本荘市

05秋田県 能代市 05秋田県 由利本荘市

05秋田県 能代市 05秋田県 由利本荘市

05秋田県 横手市 05秋田県 由利本荘市

05秋田県 横手市 05秋田県 由利本荘市

05秋田県 横手市 05秋田県 湯沢市

05秋田県 横手市 05秋田県 大仙市

05秋田県 横手市 05秋田県 大仙市

05秋田県 横手市 05秋田県 三種町

05秋田県 横手市 05秋田県 三種町

05秋田県 横手市 05秋田県 仙北市

05秋田県 横手市 05秋田県 美郷町

05秋田県 横手市 05秋田県 羽後町

05秋田県 横手市 05秋田県 羽後町

05秋田県 横手市

31

06山形県 上山市 06山形県 新庄市

06山形県 天童市 06山形県 川西町

4

07福島県 いわき市 07福島県 猪苗代町

07福島県 いわき市 07福島県 猪苗代町

07福島県 喜多方市 07福島県 会津美里町

07福島県 喜多方市 07福島県 三島町

07福島県 喜多方市

9

09栃木県 日光市 09栃木県 日光市

2

12千葉県 船橋市 12千葉県 成田市

12千葉県 成田市 12千葉県
長生郡市広
域市町村圏

4

有限会社　ロードワークス 大本山成田山新勝寺

成田市農業協同組合
合同資源産業

株式会社　千葉事業所

株式会社栗山山本建設 古河キャステック株式会社

株式会社　唐橋 滝谷建設工業　株式会社

穴澤建設　株式会社

有機合成薬品工業　株式会社
常磐工場

東北シール工業　株式会社

喜多方軽金属　株式会社
会津みどり農業協同組合

高田総合支店

小名浜海陸運送　株式会社 渡部産業　株式会社

株式会社　カネト製作所 沼田建設　株式会社

株式会社　天童木工 株式会社　殖産工務所

三又建設　株式会社 株式会社　柴田組

株式会社
宮腰デジタルシステムズ

合名会社　マルサ建設 株式会社　マルコ産業

秋田ふるさと農業協同組合
十文字総合支店

株式会社　佐藤建設

おものがわ農業協同組合 石井工業　株式会社

秋田ナイルス　株式会社 株式会社　丸百組

株式会社　吉田建設 進藤建設　株式会社

株式会社　西山製作所　秋田工場 田中建設　株式会社

株式会社　ふるさと燃料サービス 株式会社　菅組

JUKI電子工業　株式会社 高禮建設　株式会社

ミノル工業　株式会社 山科建設　株式会社

株式会社　伊藤組造園 矢島木材乾燥　株式会社

あきた白神農業協同組合 矢島小林工業　　株式会社

山一興業　株式会社 菊地建設　株式会社

株式会社　秋田クボタ 株式会社　秋田新電元

全農物流株式会社　秋田県支店 秋田ルビコン　株式会社



消防庁消防団協力事業所表示証交付事業所（274団体）

都道府県名 市町村名 事業所名称 都道府県名 市町村名 事業所名称

15新潟県 長岡市 15新潟県 上越市

15新潟県 新発田市 15新潟県 上越市

15新潟県 村上市 15新潟県 上越市

15新潟県 村上市 15新潟県 上越市

15新潟県 村上市 15新潟県 上越市

15新潟県 村上市 15新潟県 上越市

15新潟県 村上市 15新潟県 上越市

15新潟県 村上市 15新潟県 上越市

15新潟県 村上市 15新潟県 上越市

15新潟県 村上市 15新潟県 佐渡市

15新潟県 村上市 15新潟県 佐渡市

15新潟県 村上市 15新潟県 佐渡市

15新潟県 村上市 15新潟県 佐渡市

15新潟県 村上市 15新潟県 佐渡市

15新潟県 村上市 15新潟県 佐渡市

15新潟県 村上市 15新潟県 佐渡市

15新潟県 村上市 15新潟県 佐渡市

15新潟県 村上市 15新潟県 佐渡市

15新潟県 上越市 15新潟県 佐渡市

15新潟県 上越市 15新潟県 佐渡市

15新潟県 上越市 15新潟県 佐渡市

15新潟県 上越市 15新潟県 佐渡市

15新潟県 上越市 15新潟県 佐渡市

15新潟県 上越市 15新潟県 佐渡市

15新潟県 上越市 15新潟県 佐渡市

15新潟県 上越市 15新潟県 佐渡市

15新潟県 上越市 15新潟県 佐渡市

15新潟県 上越市 15新潟県 佐渡市

15新潟県 上越市 15新潟県 佐渡市

15新潟県 上越市 15新潟県 佐渡市

15新潟県 上越市 15新潟県 佐渡市

15新潟県 上越市 15新潟県 佐渡市

15新潟県 上越市 15新潟県 佐渡市

15新潟県 上越市 15新潟県 魚沼市

68

農事組合法人
大潟ナショナルカントリー

北魚沼農業協同組合

シゲル工業　株式会社　上越工場 北陸生コンクリート　株式会社

上越技研　株式会社 内藤電誠工業　株式会社　真野工場

太平興業　株式会社　上越支店
前佐渡運送　株式会社

小木営業所

協業組合太陽自動車工業 北陸建材　株式会社

新潟太陽誘電　株式会社 本間建設　株式会社

久保田建設　株式会社
前佐渡運送　株式会社

赤泊営業所

西田建設　株式会社 株式会社　岩野建設

直江津電子工業　株式会社 内藤電誠工業　株式会社　羽茂工場

株式会社　サンコー ヤマト運輸　株式会社　佐渡営業所

株式会社　丸和総建 株式会社　近藤組　高千支店

大陽開発　株式会社
メルティングセンター佐渡　有限会社

佐渡エナジー

株式会社　イズミ 有限会社　森田組

東武土木　株式会社 丸内定置網組合

特別養護老人ホームほくら園 有限会社　前浜建設

株式会社　加藤組 株式会社　広瀬組

株式会社　武江組 本間道路　株式会社

有限会社　松本組 有限会社　藤栄建設

株式会社　和建設計事務所
村上支店

日本海内航汽船　株式会社
佐渡営業所

朝日相互燃料　株式会社 佐渡農業協同組合　両津支店

株式会社　松山組 株式会社　堂谷組

有限会社　共同土建 有限会社　菊池組

株式会社　フォト・スタンプ新潟 株式会社　佐渡汽船運輸

村上市森林組合 内海府漁業生産組合

かみはやし農業協同組合 加茂水産定置網組合

株式会社　テクノフレックス
新潟工場

田中産業　株式会社

株式会社　横井組 株式会社　東光クリエート

渋谷建設　株式会社 日本ステンレス工材　株式会社

株式会社　山木組 頸城自動車　株式会社

株式会社　富樫組
新潟トヨタ自動車　株式会社

上越店

株式会社　ホンダ村上エスエス 東頸生コン　株式会社

株式会社　関川水道 社会福祉法人まきむら福祉会

株式会社　日本アクシィーズ
エムイーシーテクノ　株式会社

直江津事業所

緑水工業　株式会社 株式会社　丸互



消防庁消防団協力事業所表示証交付事業所（274団体）

都道府県名 市町村名 事業所名称 都道府県名 市町村名 事業所名称

16富山県 魚津市 16富山県 黒部市

16富山県 氷見市 16富山県 黒部市

16富山県 氷見市 16富山県 黒部市

6

17石川県 小松市 17石川県 輪島市

17石川県 輪島市 17石川県 輪島市

4

18福井県 坂井市 18福井県 若狭町

18福井県 美浜町 18福井県 若狭町

18福井県 美浜町

5

19山梨県 都留市 19山梨県 都留市

19山梨県 都留市 19山梨県 都留市

4

20長野県 飯田市 20長野県 茅野市

20長野県 飯田市 20長野県 茅野市

20長野県 飯田市 20長野県 安曇野市

20長野県 飯田市 20長野県 木曽町

20長野県 飯田市 20長野県 木祖村

20長野県 飯田市 20長野県 小谷村

20長野県 中野市 20長野県 小谷村

20長野県 中野市

15

21岐阜県 中津川市 21岐阜県 中津川市

21岐阜県 中津川市 21岐阜県 中津川市

4

22静岡県 静岡市 22静岡県 浜松市

22静岡県 静岡市

3

株式会社　白鳥建設 　正光建設　株式会社　水窪営業所

有限会社　サンシラトリ

大宗土建　株式会社 株式会社　中島工務店

ハラ建設　株式会社 志津建設　株式会社

株式会社　東和

株式会社　鷲澤建設

池端工業　株式会社 木曽土建工業　株式会社

中野土建　株式会社

株式会社　今井工務店

長豊建設　株式会社

飯伊森林組合

木下建設　株式会社 木曽森林組合

株式会社　近藤工務店 株式会社　オーク製作所　諏訪工場

株式会社　トーエネック　飯田営業所

共和アスコン株式会社

株式会社　イースタン

コニカミノルタ電子　株式会社 谷内建設　株式会社

株式会社 　NBCメッシュテック
 山梨都留工場

株式会社 OMT

若狭美浜町農業協同組合 デンヨー　株式会社　福井工場

関電プラント　株式会社
原子力事業本部

花咲ふくい農業協同組合 三方五湖農業協同組合

小松市農業協同組合 町野町農業協同組合

宮下建設　株式会社 山下建設　株式会社

株式会社　旭重機工業 黒部農業協同組合

コマツキャステックス　株式会社 平野工務店　株式会社

中川運輸　株式会社 黒部峡谷鉄道　株式会社



消防庁消防団協力事業所表示証交付事業所（274団体）

都道府県名 市町村名 事業所名称 都道府県名 市町村名 事業所名称

24三重県 伊賀市 24三重県 伊賀市

24三重県 伊賀市 24三重県 伊賀市

24三重県 伊賀市 24三重県 伊賀市

6

25滋賀県 大津市 25滋賀県
湖南広域消

防局
2

26京都府 京丹後市 26京都府 京丹後市

26京都府 綾部市

3

28兵庫県 姫路市 28兵庫県 南あわじ市

28兵庫県 姫路市 28兵庫県 淡路市

28兵庫県 三木市 28兵庫県 淡路市

28兵庫県 小野市 28兵庫県 たつの市

8

32島根県 出雲市 32島根県 斐川町

2

33岡山県 井原市 33岡山県 井原市

33岡山県 井原市 33岡山県 井原市

33岡山県 井原市 33岡山県 井原市

6

34広島県 東広島市 34広島県 江田島市

2

35山口県 宇部市 35山口県 美祢市

35山口県 萩市 35山口県 美祢市

35山口県 萩市 35山口県 美祢市

35山口県 萩市 35山口県 美祢市

35山口県 萩市 35山口県 美祢市

35山口県 萩市 35山口県 美祢市

35山口県 萩市 35山口県 美祢市

35山口県 萩市

15

山口県漁業協同組合
はぎ統括支店

利高工業　株式会社　山口工場

有限会社　吉光水産

有限会社　須佐自動車整備工場 カルスト森林組合

有限会社　大福丸 株式会社　大和建設

ジェムカ　株式会社
　　　宇部マテリアルズ株式会社

　　　美祢工場

特別養護老人ホーム　阿北苑 株式会社　西田産業

山口宇部農業協同組合 山口美祢農業協同組合

阿武萩森林組合 株式会社　東洋シート　秋芳工場

広島中央農業協同組合本店 中国化薬株式会社　江田島工場

株式会社　化繊ノズル製作所 片山工業　株式会社

岡山西農業協同組合　西部支店 シーピー化成　株式会社

フェニテックセミコンダクター
株式会社

株式会社　岡山サカエ理研

いずも農業協同組合 ヒカワ精工　株式会社

みのり農業協同組合　吉川支店 淡路日の出農業協同組合

兵庫みらい農業協同組合
小野中央支店

ダイセル化学工業　株式会社
播磨工場

ヤヱガキ酒造　株式会社 三洋エナジー南淡　株式会社

株式会社　デービー精工 ミツ精機　株式会社

株式会社　日進製作所 株式会社　マルキ建設

綾部市森林組合

レーク大津農業協同組合 おうみ冨士農業協同組合

北伊勢上野信用金庫
上野地区本部

旭ダイヤモンド工業株式会社
三重工場

株式会社　安永 株式会社　ミヤケ

ケイミュー　株式会社　伊賀事業所 豊國工業　株式会社



消防庁消防団協力事業所表示証交付事業所（274団体）

都道府県名 市町村名 事業所名称 都道府県名 市町村名 事業所名称

36徳島県 阿南市 36徳島県
板野東部消

防組合
2

38愛媛県 松山市 38愛媛県 松山市

2

39高知県 四万十市 39高知県 梼原町

39高知県 いの町 39高知県 梼原町

39高知県 梼原町 39高知県 梼原町

39高知県 梼原町 39高知県 梼原町

8

40福岡県 北九州市

1

41佐賀県 伊万里市

1

42長崎県 壱岐市 42長崎県 壱岐市

42長崎県 壱岐市 42長崎県 壱岐市

42長崎県 壱岐市 42長崎県 壱岐市

6

43熊本県 八代市

1

44大分県 佐伯市

1

45宮崎県 宮崎市 45宮崎県 日南市

45宮崎県 延岡市 45宮崎県 日向市

45宮崎県 延岡市 45宮崎県 日向市

45宮崎県 延岡市 45宮崎県 日向市

8

46鹿児島県
薩摩

川内市
46鹿児島県 さつま町

46鹿児島県 日置市 46鹿児島県 さつま町

46鹿児島県
いちき

串木野市
46鹿児島県 龍郷町

46鹿児島県
いちき

串木野市
46鹿児島県 龍郷町

8

株式会社川崎技研
串木野事業所

有限会社　中善組

株式会社　宮内建設
日本特殊陶業株式会社

鹿児島宮之城工場

さつま日置農業協同組合
(日置市管内事業所)

北さつま農業協同組合本所

さつま日置農業協同組合
(いちき串木野市管内事業所)

町田酒造　株式会社

延岡農業協同組合 南日本ハム　株式会社

旭有機材工業　株式会社 株式会社　日向製錬所

郵便局株式会社　延岡郵便局 日向農業協同組合

壱岐土木工業  株式会社 株式会社  宮坂組

日本製紙株式会社　八代工場

佐伯重工業　株式会社

宮崎中央農業協同組合 はまゆう農業協同組合

伊万里市農業協同組合

勝本町漁業協同組合 株式会社  川上組

有限会社  安川建設 株式会社  壱岐産業

柴田運送株式会社　梼原営業所 梼原林産企業組合　ゆうりん

小倉鉱業　株式会社

国友商事　株式会社 杉本土建　株式会社

梼原町森林組合 岩井建設　株式会社

ネッツトヨタ瀬戸内　株式会社 特別養護老人ホーム　姫ヶ浜荘

植田興業　株式会社 株式会社　四万川総合建設

八木建設株式会社 JA松茂


