
 
平成２６年２月１３日 

消 防 庁 

「全国消防団大会」の開催 
 

消防庁は、平成２６年２月１７日（月）１２時３０分より、日本消防会館「ニッショーホール」に

おいて、「全国消防団大会」を執り行います。 
 

≪大会内容≫ 
 

 ◯総務大臣感謝状贈呈式 
 
   消防団員数が増加するなど、地域防災力の向上に貢献した消防団に感謝状を

贈呈します。 

（授与団体） 

長万部町消防団 

（北海道） 

泉崎村消防団 

（福島県） 

吉川市消防団 

（埼玉県） 

神川町消防団 

（埼玉県） 

銚子市消防団 

（千葉県） 

檜原村消防団 

（東京都） 

大島町消防団 

（東京都） 

八丈町消防団 

（東京都） 

田原市消防団 

（愛知県） 

大口町消防団 

（愛知県） 

東栄町消防団 

（愛知県） 

郡上市消防団 

（岐阜県） 

栗東市消防団 

（滋賀県） 

和歌山市消防団 

（和歌山県） 

五條市消防団 

（奈良県） 

生駒市消防団 

（奈良県） 

松山市消防団 

（愛媛県） 

八幡浜市消防団 

（愛媛県） 

土佐町消防団 

（高知県） 

天草市消防団 

（熊本県） 

都城市消防団 

（宮崎県） 

枕崎市消防団 

（鹿児島県） 
 

 

◯消防庁長官表彰 

・消防団等地域活動表彰式 

  ・防災功労者消防庁長官表彰式 

 

◯消防庁消防団協力事業所表示証交付式 

 

◯全国消防団員意見発表会 

 

◯消防団員入団促進シンポジウム 
 
   

【添付資料】 

   全国消防団大会の概要及び受賞団体等一覧 
 

【連絡先】 
消防庁国民保護・防災部防災課 
担 当：佐藤消防団専門官、伊藤係長、青柳事務官 
電 話：03－5253－7525（直通） 
ﾌｧｸｼﾐﾘ：03－5253－7535 



全国消防団大会の概要 

 

 

日 時：平成 26年 2月 17日（月） 11時 30分開場 12時 30分開会 

場 所：日本消防会館 ニッショーホール（港区虎ノ門２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、日本放送協会、一般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） 

 

プログラム 

《第１部》総務大臣感謝状贈呈式等   （約 60 分） 

・総務大臣挨拶 

・総務大臣感謝状贈呈式 

・受賞者代表謝辞 

・記念撮影（予定）※記念撮影終了後、大臣退席 

 

・消防庁長官表彰 

消防団等地域活動表彰式 

防災功労者消防庁長官表彰式 

・消防庁消防団協力事業所表示証交付式 

・来賓祝辞 

 

《第２部》全国消防団員意見発表会 （約 80 分） 

・審査員紹介 

・審査内容説明 

・意見発表（１０名） 

 

《第３部》消防団員入団促進シンポジウム （約 60分） 

・事業所、市町村による入団促進事例発表 

 

《第４部》全国消防団員意見発表会表彰式 （約 20分） 

・意見発表会審査結果発表・講評（審査員長） 

・全国消防団員意見発表会表彰式 

※ 第 4部終了後に記念撮影を実施。（大会終了予定 17時 00分ごろ） 



●総務大臣感謝状贈呈団体　22団体 ●消防団等地域活動表彰（消防団）　20団体
都道府県 受賞消防団 都道府県 受賞消防団
北海道 長万部町消防団 北海道 美唄市消防団
福島県 泉崎村消防団 群馬県 大泉町消防団
埼玉県 吉川市消防団 埼玉県 行田市消防団
埼玉県 神川町消防団 東京都 八丈町消防団
千葉県 銚子市消防団 東京都 目黒消防団
東京都 八丈町消防団 福井県 敦賀美方消防組合三方消防団
東京都 檜原村消防団 長野県 高山村消防団
東京都 大島町消防団 長野県 小谷村消防団
愛知県 田原市消防団 岐阜県 北方町消防団
愛知県 大口町消防団 静岡県 湖西市消防団
愛知県 東栄町消防団 滋賀県 日野町消防団
岐阜県 郡上市消防団 大阪府 泉佐野市消防団
滋賀県 栗東市消防団 奈良県 生駒市消防団
和歌山県 和歌山市消防団 和歌山県 和歌山市消防団
奈良県 五條市消防団 徳島県 阿南市消防団
奈良県 生駒市消防団 香川県 坂出市消防団
愛媛県 松山市消防団 福岡県 大任町消防団
愛媛県 八幡浜市消防団 福岡県 古賀市消防団
高知県 土佐町消防団 佐賀県 江北町消防団
熊本県 天草市消防団 鹿児島県 長島町消防団
宮崎県 都城市消防団
鹿児島県 枕崎市消防団

都道府県 受賞消防団
●消防団等地域活動表彰（事業所）　15団体 岩手県 雫石町消防団

都道府県 受賞事業所 岩手県 紫波町消防団
宮城県 寺嶋建設工業株式会社 岩手県 矢巾町消防団
秋田県 ハタリキ株式会社 山形県 白鷹町消防団

埼玉県 熊谷市消防団
埼玉県 越谷市消防団

群馬県 須田建設株式会社 千葉県 長生郡市広域市町村圏組合消防団
東京都 株式会社　ヨシダ防災設備 東京都 大島町消防団
新潟県 株式会社　タナベ 福井県 敦賀美方消防組合
三方消防団
長野県 共和アスコン株式会社 福井県 若狭消防組合小浜消防団
岐阜県 大宗土建株式会社 静岡県 西伊豆町消防団
静岡県 井川森林組合 三重県 伊賀市消防団
京都府 株式会社　積進 滋賀県 栗東市消防団
徳島県 株式会社　田村組 滋賀県 高島市消防団
愛媛県 えひめ中央農業協同組合 滋賀県 大津市消防団
高知県 岩井建設株式会社 奈良県 五條市消防団
長崎県 株式会社　ダイコウ建設 奈良県 黒滝村消防団
鹿児島県 株式会社　野添土木 奈良県 天川村消防団

奈良県 野迫川村消防団
●全国消防団員意見発表会　発表者10名 奈良県 十津川村消防団

都道府県 所属消防団 発表者 奈良県 川上村消防団
秋田県 秋田市消防団 工藤　徳子 山口県 山口市消防団
福島県 南相馬市消防団 塩　丈浩
群馬県 高崎市消防団 木下　裕磨

埼玉県
比企広域市町村圏組合

小川消防団
高瀬　亜沙実

岐阜県 各務原市消防団 杉浦　直樹
静岡県 浜松市消防団 鈴木　晃次
奈良県 橿原市消防団 西籔　公志
和歌山県 太地町消防団 森本　直樹
広島県 安芸太田町消防団 栗原　秀直
鹿児島県 長島町消防団 上田　正道

平成25年度　受賞団体等一覧

●防災功労者消防庁長官表彰　受賞団体　22団体

山形県
エムテックスマツムラ株式会社

本社／天童事業所



都道府県名 市町村名 事業所名称
むつ市 谷川工務所
むつ市 有限会社　北栄電工
むつ市 青森綜合警備保障株式会社　むつ支社
むつ市 一般財団法人　むつ市教育振興会
むつ市 株式会社　ヒロトーヨー住器
むつ市 株式会社　セイホク
鰺ヶ沢町 戸沼貨物自動車株式会社
花巻市 花巻農業協同組合
花巻市 有限会社　高龍工務店
花巻市 株式会社　佐藤組
花巻市 浅与建設株式会社
花巻市 株式会社　長澤工務店
にかほ市 コマツ建設株式会社
鹿角市 株式会社　石川組
大仙市 髙吉建設株式会社
男鹿市 有限会社　グリーンサポート男鹿
横手市 伊藤建設工業株式会社

山形県 長井市 小笠原建設株式会社
東京消防庁 株式会社　船清
東京消防庁 社会福祉法人　あざみ会　どんぐり保育園
東京消防庁 有限会社　舟宿平井
東京消防庁 株式会社　植米苑
東京消防庁 石川生コン株式会社

神奈川県 相模原市 有限会社　関戸商事
糸魚川市 明星開発株式会社
上越市 株式会社　柿崎機械
新発田市 株式会社　小池組
長岡市 株式会社　青柳工務店

十日町地域広域事務組合 株式会社　共立舗装
十日町地域広域事務組合 株式会社　高橋組
十日町地域広域事務組合 上村建設工業株式会社
十日町地域広域事務組合 株式会社　ナカサト共和
十日町地域広域事務組合 株式会社　共和自動車
十日町地域広域事務組合 株式会社　村尾電気
十日町地域広域事務組合 株式会社　丸山工務所

穴水町 昭和建設株式会社
穴水町 社会福祉法人　北神福祉会養護老人ホーム　朱鷺の苑

福井県 美浜町 株式会社　関電パワーテック　美浜事業所
長野県 飯田市 ハナブサ精機株式会社

中津川市 株式会社　加地工務店
中津川市 株式会社　青山製作所　恵那工場
新城市 愛知東農業協同組合
新城市 小笠原建設株式会社

三重県 いなべ市 太平洋セメント株式会社　藤原工場
神戸市 清水建設工業株式会社
淡路市 株式会社　ほくだん
淡路市 株式会社　神田鉄工所

島根県 奥出雲町 株式会社　安部建設
美祢市 株式会社　梅﨑組
美祢市 特別養護老人ホーム　青景園
松山市 日本郵便株式会社　松山中央郵便局
松山市 日本郵便株式会社　松山南郵便局
松山市 日本郵便株式会社　北条郵便局
今治市 波方ターミナル株式会社
今治市 あいえす造船株式会社
今治市 今治造船株式会社

平成25年度　消防庁消防団協力事業所表示証交付決定事業所一覧　（73事業所）

山口県

愛媛県

愛知県

石川県

青森県

秋田県

東京都

岐阜県

新潟県

岩手県

兵庫県



都道府県名 市町村名 事業所名称
高知県 四万十町 大東建設株式会社

八女市 株式会社　吉開組
八女市 成央建設株式会社
嘉麻市 有限会社　田村環境開発工業

佐賀県 伊万理市 昭和金属伊万里株式会社
長崎市 川口印刷株式会社
長崎市 池島アーバンマイン株式会社
佐世保市 株式会社ダイコウ建設
対馬市 株式会社大川建設工業
平戸市 吉住建設株式会社
平戸市 株式会社久田組
平戸市 有限会社山川組
平戸市 志々伎漁業協同組合
平戸市 平戸市森林組合
平戸市 生月漁業協同組合

宮崎県 都城市 都城農業協同組合
鹿児島県 鹿児島市 グリーン鹿児島農業協同組合

73事業所数

福岡県

長崎県
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