
 

「消防団協力事業所表示制度」

表示マーク 

 

 

 

平成２４年２月１５日 

消 防 庁 

 

「平成２３年度消防庁消防団等表彰式及び 

消防団協力事業所表示証交付式」の開催 
 

○式典内容 

≪全国消防団員意見発表会≫ 

  現役消防団員１２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「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。 

≪防災功労者消防庁長官表彰式≫ 

  自然災害、大規模災害等の活動において、顕著な功績が認められる消防団等を表彰します。 

≪消防団車両等支援感謝状授与式≫ 

  東日本大震災において被災した消防団に向けて消防団車両等の資機材を支援した消防団、市

町村及び事業所に対して感謝状を授与します。 

 

１ 開催日時と場所 

(１) 日時：平成２４年２月２０日(月） １３：００～１６：２０ 

(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  ア 全国消防団員意見発表会表彰式 

イ 消防団等地域活動表彰式 

ウ 防災功労者消防庁長官表彰式 

       エ 消防団車両等支援感謝状授与式 

消防庁は、平成２４年２月２０日（月）１３時より、日本消防会館「ニッショーホール」

において、「平成２３年度消防庁消防団等表彰式及び消防団協力事業所表示証交付式」を執

り行います。 

 



 

３ 添付資料 

 (１) 平成２３年度消防庁消防団等表彰式及び消防団協力事業所表示証交付式の概要（別紙１） 

 (２) 各種表彰式等受賞団体及び消防庁消防団協力事業所表示証交付事業所（別紙２） 

 
 
 

（連絡先）消防庁国民保護・防災部防災課 

担当：荒山補佐、常木係長、吉田事務官 

  電 話  03－5253－7525（直通） 

ﾌｧｸｼﾐﾘ  03－5253－7535 



    別紙１ 

平成２３年度消防庁消防団等表彰式及び 
消防団協力事業所表示証交付式の概要 

 

日 時：平成 24 年 2 月 20 日（月） 12 時 30 分開場 13 時 00 分開式 
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） 
 

 

《第１部》全国消防団員意見発表会 13:00～14:25（85 分） 
 
13:00～13:05 消防団映像放映 

13:05～13:15 挨拶（消防庁長官） 

 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 

             財団法人日本消防協会常務理事 

消防庁国民保護・防災部長 

審査内容説明 

13:15～14:25 意見発表 

 

14:25～14:35 休憩（１０分） 

 

《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等 14:35～15:50（75 分） 

 
14:35～14:50 消防庁消防団協力事業所表示証交付式 

14:50～15:00 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） 

15:00～15:30 横須賀市消防団音楽隊演奏会 

15:30～15:40 意見発表会審査結果発表・講評（審査員長） 

 

15:40～15:50 休憩（１０分） 

 

《第３部》表彰式等 15:50～16:20（30 分） 
 
15:50～16:10 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 

防災功労者消防庁長官表彰式 

消防団車両等支援感謝状授与式 

16:10～16:20 来賓祝辞 

受賞者代表謝辞 

 

（16:20～16:50 記念撮影） 

 

 



別紙２ 

１ 消防団等地域活動表彰 受賞団体 

（１） 消防団表彰  ２１団体 

都道府県 受賞消防団 都道府県 受賞消防団 

北海道 

南十勝消防事務組合 

中札内消防団 
岐阜県 中津川市消防団 

北十勝消防事務組合 

上士幌消防団 
三重県 多気町消防団 

山形県 遊佐町消防団 滋賀県 豊郷町消防団 

群馬県 南牧村消防団 京都府 長岡京市消防団 

埼玉県 

吉川市消防団 和歌山県 御坊市消防団 

松伏町消防団 岡山県 瀬戸内市消防団 

東京都 

神津島村消防団 徳島県 吉野川市消防団 

成城消防団 香川県 宇多津町消防団 

福井県 鯖江消防団 福岡県 北九州市八幡西消防団 

長野県 

千曲市消防団 佐賀県 太良町消防団 

南木曽町消防団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２） 事業所表彰  １３事業所 

都道府県 受賞事業所 都道府県 受賞事業所 

北海道 中札内村農業協同組合 岐阜県 
東美濃農業協同組合 

（JA ひがしみの） 

岩手県 大船渡市漁業協同組合 静岡県 株式会社 白鳥建設 

秋田県 株式会社 新東組 京都府 株式会社 マルキ建設 

栃木県 株式会社 栗山山本建設 徳島県 
徳島市農業協同組合 

応神支所 

東京都 明治交通 株式会社 福岡県 
株式会社 黒瀬建設 

中間支店 

新潟県 株式会社 関川水道 鹿児島県 株式会社 村山組 

長野県 池端工業 株式会社 



 

２ 全国消防団員意見発表会 発表予定者  １２名 

（敬称略） 

都道府県 所属消防団 発表者 発表演題 

青森県 八戸市消防団 木村 秀樹 消防団を守るもの 

千葉県 東金市消防団 篠原 実穂 女性操法大会出場の経験を活かして 

東京都 稲城市消防団 涌田 恵一郎 最初の一歩 

新潟県 魚沼市消防団 金澤 龍也 
自分達のまちは自分達で守る 

～豪雨災害出動を体験して～ 

石川県 金沢市第二消防団 坂上 奈々恵 つぶらな瞳に映る女性消防団員 

長野県 辰野町消防団 千田 茜 ＨＥＲＯ 

三重県 鈴鹿市消防団 鈴本 信大 纏のもとに 

大阪府 豊中市消防団 安藤 美帆 東日本大震災「応援きゃらばん隊」に参加して 

徳島県 美波町消防団 浜 大吾郎 
私と東北との約束 

-東日本大震災の教訓を南海地震対策に活かす- 

愛媛県 松山市消防団 岩崎 沙耶 ありがとう消防団！がんばろう消防団！ 

大分県 竹田市消防団 森田 政利 ２番員異常なし 

宮崎県 高原町消防団 芝田 和之 新燃岳噴火を経験して 

 



 

３ 防災功労者消防庁長官表彰 受賞団体  ８団体 

都道府県 受賞団体 都道府県 受賞団体 

岩手県 二戸市消防団 岐阜県 白川町消防団 

岩手県 葛巻町消防団 三重県 紀宝町消防団 

新潟県 南魚沼市消防団 三重県 御浜町消防団 

岐阜県 多治見市消防団 岡山県 玉野市消防団 

 

 

 



都道府県 授与団体 都道府県 授与団体

北海道
深川地区消防組合
深川消防団

群馬県 高山村消防団

北海道
日高西部消防組合
日高消防団

埼玉県 川口市消防団

北海道 富良野市 埼玉県 鴻巣市消防団

青森県 八戸市消防団 埼玉県 富士見市消防団

青森県 板柳町消防団 千葉県 柏市消防団

青森県 東通村消防団 東京都 小平市消防団

青森県 五戸町消防団 東京都 狛江市

青森県 南部町消防団 東京都 稲城市消防団

青森県 新郷村消防団 東京都 あきる野市

岩手県 盛岡市消防団 神奈川県 相模原市

岩手県 花巻市 神奈川県 秦野市

岩手県 久慈市消防団 神奈川県 海老名市

岩手県 遠野市 新潟県 見附市

岩手県 一関市 新潟県 村上市

岩手県 二戸市 新潟県 糸魚川市

岩手県 八幡平市消防団 新潟県 上越市消防団

岩手県 奥州市消防団 新潟県 南魚沼市

岩手県 雫石町消防団 石川県 金沢市第二消防団

岩手県 葛巻町消防団 石川県 白山市

岩手県 岩手町消防団 石川県 野々市市

岩手県 滝沢村消防団 福井県 勝山市消防団

岩手県 紫波町消防団 山梨県 南アルプス市

岩手県 矢巾町消防団 長野県 佐久穂町消防団

岩手県 西和賀町消防団 長野県 千曲市

４　消防団車両等支援感謝状授与　授与団体　　１２０団体



岩手県 平泉町消防団 岐阜県 山県市

岩手県 普代村消防団 静岡県 浜松市消防団

岩手県 九戸村 静岡県 藤枝市

岩手県 洋野町消防団 愛知県 豊橋市

宮城県 多賀城市 愛知県 西尾市

宮城県 栗原市消防団 愛知県 新城市

宮城県 七ヶ宿町消防団 愛知県 大府市

宮城県 大和町消防団 京都府 京都市

秋田県 秋田市 京都府 南丹市

秋田県 由利本荘市 京都府 伊根町

山形県 山形市消防団 大阪府 高槻市

山形県 寒河江市 大阪府 松原市

山形県 鮭川村 大阪府 和泉市

福島県 会津若松市消防団 大阪府 藤井寺市消防団

福島県 塙町消防団 兵庫県 尼崎市消防団

福島県 西郷村消防団 兵庫県 淡路市

福島県 田村市消防団 兵庫県 宍粟市消防団

福島県 福島市消防団 奈良県 奈良市

福島県 南会津町消防団 奈良県 宇陀市

福島県 喜多方市消防団 鳥取県 倉吉市

福島県 鮫川村消防団 岡山県 笠岡市消防団

福島県 棚倉町消防団 広島県 江田島市

茨城県 常総市 広島県 安芸高田市

茨城県 常陸太田市 広島県 東広島市

茨城県 古河市 広島県 呉市消防団

茨城県 坂東市 山口県 美祢市

栃木県 栃木市消防団西方方面隊 愛媛県 松山市消防団

栃木県 佐野市 佐賀県 伊万里市



栃木県 日光市今市消防団 佐賀県 小城市

栃木県 日光市日光消防団 長崎県 雲仙市

栃木県 日光市足尾消防団 熊本県 熊本市消防団

栃木県 日光市藤原消防団 大分県 中津市

栃木県 日光市栗山消防団 宮崎県 宮崎市

群馬県 高崎市消防団

群馬県 藤岡市

群馬県 渋川市

財団法人　日本消防協会

トーハツ　株式会社

社団法人　日本損害保険協会



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

北海道 札幌市
医療法人社団　醫王会
緑の街診療所

北海道 釧路市
社会福祉法人　音別憩いの郷
障がい者支援施設　おんべつ学園

北海道 むかわ町 社会福祉法人　愛誠会 北海道 日高町 社会福祉法人　愛光会

北海道 羽幌町
北海道電力　株式会社
焼尻発電所

北海道 幌延町

国立大学法人　北海道大学
北方生物圏フィールド
科学センター
森林圏ステーション北管理部
天塩研究林

北海道 美幌町 美幌町森林組合

青森県 むつ市 山内土木　株式会社 青森県 むつ市 株式会社　浜中土木

青森県 鰺ヶ沢町 株式会社　ストヨネ 青森県 深浦町 株式会社　脇川建設工業所

青森県 深浦町 株式会社　ホリエイ

岩手県 大船渡市
社会福祉法人　愛生会
障がい者支援施設　吉浜荘

岩手県 久慈市 株式会社　細谷地

岩手県 久慈市 株式会社　金子デーゼル商会 岩手県 久慈市 北星鉱業　株式会社

岩手県 久慈市 久慈地方森林組合 岩手県 久慈市 南建設　株式会社

岩手県 一関市 株式会社　岩渕建設 岩手県 住田町
社会福祉法人　鳴瀬会
特別養護老人ホーム　すみた荘

宮城県 大郷町 寺嶋建設工業　株式会社

秋田県 秋田市 山岡工業　株式会社 秋田県 秋田市 株式会社　岡部建設工業

５ 消防庁消防団協力事業所表示証交付事業所　　１８０団体



秋田県 大館市 佐藤建設 株式会社 秋田県 大館市 白川建設　株式会社

秋田県 大館市 株式会社　大森土木 秋田県 大館市 あきた北農業協同組合

秋田県 男鹿市 株式会社　寒風 秋田県 男鹿市 協進興業　株式会社

秋田県 男鹿市 株式会社　加藤組 秋田県 湯沢市 株式会社　田村組

秋田県 湯沢市 株式会社　辨天技建 秋田県 湯沢市 株式会社　皆瀬土木

秋田県 湯沢市 岩野設備工業　株式会社　 秋田県 鹿角市 かづの農業協同組合

秋田県 鹿角市 株式会社　柳沢建設 秋田県 鹿角市 株式会社　新東組

秋田県 鹿角市 ハタリキ　株式会社 秋田県 小坂町 小坂製錬　株式会社

山形県 酒田市 阿部エンジニアリング　株式会社 山形県 酒田市 株式会社　メカニック

山形県 上山市 西庄建設　株式会社 山形県 東根市
ＴＨＫ　株式会社
山形工場

山形県 東根市 山形サンケン　株式会社 山形県 東根市 東根市農業協同組合

山形県 真室川町 真室川町農業協同組合

福島県 いわき市 有限会社　サトウ建装 福島県 二本松市 株式会社　野地組

栃木県 宇都宮市 株式会社　栃木県畜産公社 栃木県 鹿沼市 粟野森林組合

千葉県 君津市 千葉オイレッシュ　株式会社 千葉県 いすみ市
日宝化学　株式会社
千町工場

千葉県 大多喜町
株式会社　ハマイ
大多喜工場



東京都 東京消防庁 株式会社　アートホテルズ 東京都 東京消防庁 有限会社　吉池製作所

新潟県 長岡市
ユニオンツール　株式会社
長岡工場

新潟県 長岡市 株式会社　高橋土木

新潟県 柏崎市 柏崎農業協同組合 新潟県 柏崎市 柏崎ピストンリング　株式会社

新潟県 柏崎市 サンワーズ　株式会社 新潟県 柏崎市
株式会社　ジェイエイサービス
柏崎

新潟県 柏崎市 株式会社　創風システム 新潟県 柏崎市
株式会社　リケン
柏崎事業所

新潟県 村上市
新潟漁業協同組合
山北支所

新潟県 村上市 有限会社　山作

新潟県 村上市 株式会社　カエツハウス工業 新潟県 村上市 村上信用金庫

新潟県 村上市 旭電工　株式会社 新潟県 糸魚川市 株式会社　笠原建設

新潟県 糸魚川市
明星セメント　株式会社
糸魚川工場

新潟県 糸魚川市 西頸城運送　株式会社

新潟県 糸魚川市 田辺運輸　株式会社 新潟県 糸魚川市 北陸自動車　株式会社

新潟県 糸魚川市 糸魚川信用組合 新潟県 糸魚川市 トーヨーリトレッド　株式会社

新潟県 糸魚川市 株式会社　木島組 新潟県 糸魚川市 株式会社　新潟高和

新潟県 糸魚川市 株式会社　伊藤建設 新潟県 糸魚川市 株式会社　カネタ建設

新潟県 糸魚川市 株式会社　小田島建設 新潟県 糸魚川市 株式会社　笹川建設

新潟県 糸魚川市 株式会社　小滝建材 新潟県 妙高市
住友電工ウインテック　株式会社
田口事業所

新潟県 佐渡市 共栄建設工業　株式会社 新潟県 佐渡市 中野建設工業　株式会社

新潟県 佐渡市 帯刀建設　株式会社 新潟県 佐渡市 羽茂農業協同組合

新潟県 佐渡市 佐渡農業協同組合　本店 新潟県 佐渡市 株式会社　皆川自動車販売



新潟県 佐渡市
中野建設工業　株式会社
金井支店

新潟県 佐渡市 株式会社　北雪酒造

新潟県 南魚沼市 株式会社　雪国まいたけ 新潟県 南魚沼市 魚沼みなみ農業協同組合

新潟県 南魚沼市
テーブルマーク　株式会社
新潟魚沼工場

新潟県 南魚沼市 しおざわ農業協同組合

新潟県 南魚沼市
株式会社　ミツバ
新潟工場

新潟県 南魚沼市 高速紙工業　株式会社

新潟県 南魚沼市 株式会社　エイテックス 新潟県 南魚沼市
日東工業　株式会社
六日町工場

新潟県 南魚沼市 株式会社　セイタン 新潟県 南魚沼市
日本電産コパル精密部品　株式会社
六日町工場

新潟県 南魚沼市
ニューロング精密工業　株式会社
六日町工場

新潟県 南魚沼市
三吉工業　株式会社
新潟事業所

新潟県 南魚沼市 株式会社　関越イワサキ 新潟県 南魚沼市 株式会社　種村建設

新潟県 南魚沼市 八海醸造　株式会社 新潟県 南魚沼市 セキ技研　株式会社

新潟県 南魚沼市 株式会社　山口組 新潟県 南魚沼市 ニコ精密機器　株式会社

新潟県 南魚沼市 新潟ガービッヂ　株式会社 新潟県 南魚沼市 株式会社　高辰組

新潟県 南魚沼市 株式会社　笛田組 新潟県 南魚沼市 魚沼廃棄物興産　株式会社

新潟県 南魚沼市 特別養護老人ホーム　まいこ園

富山県 富山市
株式会社　北陸銀行
速星支店

富山県 氷見市 氷見市農業協同組合

富山県 南砺市 株式会社　羽馬 富山県 南砺市 米澤工業　株式会社



福井県 永平寺町 椛山建設　株式会社

山梨県 都留市 ユニテック　株式会社 山梨県 都留市 テクノハウス　株式会社

山梨県 都留市
エヌジーケイ・セラミックデバイス
株式会社　山梨工場

長野県 飯田市 株式会社　東設 長野県 軽井沢町
佐久浅間農業協同組合
軽井沢支所

岐阜県 中津川市 株式会社　アオヤマ中津川 岐阜県 中津川市
東美濃農業協同組合
（JAひがしみの）

静岡県 静岡市 井川森林組合 静岡県 御殿場市 御殿場農業協同組合

静岡県 伊東市 株式会社　マルヰエナジー

三重県 津市
津安芸農業協同組合
（ＪＡ津安芸）

三重県 津市
三重中央農業協同組合
（ＪＡ三重中央）

京都府 宮津市
栗田漁業生産組合
小田事業所

京都府 宮津市
栗田漁業生産組合
田井事業所

京都府 宮津市 安田建設　株式会社 京都府 京丹後市 上田建設　株式会社

京都府 京丹後市 株式会社　積進



兵庫県 南あわじ市 株式会社　南兵庫クボタ 兵庫県 南あわじ市 淡路島酪農農業協同組合

兵庫県 南あわじ市
理研化学工業株式会社
淡路工場

兵庫県 淡路市 ミツテック　株式会社

兵庫県 淡路市 三洋エナジー東浦　株式会社

岡山県 津山市 株式会社　本山合金製作所 岡山県 津山市 株式会社　廣陽　本社

岡山県 笠岡市
倉敷かさや農業協同組合
笠岡支店

岡山県 笠岡市
エムシー・ファーティコム
株式会社　神島工場

岡山県 笠岡市
ヒルタ工業　株式会社
本社工場

山口県 萩市 あぶらんど萩農業協同組合 山口県 防府市 防府とくぢ農業協同組合

山口県 美祢市 龍陽興産　株式会社 山口県 美祢市 有限会社　林電気

山口県 美祢市
株式会社　技工団
美祢事業所

山口県 美祢市 秋芳鉱業　株式会社

山口県 山陽小野田市 厚和産業　株式会社

徳島県 阿南市
株式会社　タクマテクノス
阿南事業所

徳島県 吉野川市 麻植郡農業協同組合

徳島県 海陽町 株式会社　谷田組

愛媛県 今治市
伯方塩業　株式会社
大三島工場

愛媛県 今治市 越智今治農業協同組合

愛媛県 伊予市 株式会社　プロシーズ 愛媛県 宇和島市 伊予アサノコンクリート　株式会社



高知県 南国市 南国市農業協同組合 高知県 仁淀川町 株式会社　大一林組

高知県 仁淀川町
日鉄鉱業　株式会社
鳥形山鉱業所

高知県 仁淀川町 株式会社　不二土木

高知県 黒潮町 株式会社　土居建設

福岡県 柳川市 柳川農業協同組合

佐賀県 佐賀市 小糸九州　株式会社 佐賀県 佐賀市
佐賀県農業協同組合
中部地区中央支所

佐賀県 佐賀市 株式会社　松永産業 佐賀県 伊万里市
株式会社　名村造船所
伊万里事業所

長崎県 壱岐市 有限会社　割石工務店 長崎県 壱岐市 郷ノ浦町漁業協同組合

熊本県 八代市 株式会社　高野組 熊本県 宇城市 熊本宇城農業協同組合

熊本県 苓北町 苓北町農業協同組合

宮崎県 日南市 飫肥通産　株式会社 宮崎県 日向市 株式会社　三郎建設

宮崎県 日向市 日向運輸　株式会社 宮崎県 西都市 西都農業協同組合

鹿児島県 鹿児島市 株式会社　野添土木
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