
 
 

平成 29 年３月６日 

消 防 庁 
 

平成２８年度「全国消防団員意見発表会」及び「消防庁消防団
等表彰式」等の開催 
 

 

 

 

 

 

○全国消防団員意見発表会 

 … 全国から選出された各地で活躍する若手・中堅消防団員 11 名（別紙２）が、「消防

団は身近な存在」、「女性消防団員としてできる事、考える事」といった演題で、消防

団活動に関する経験や課題等を発表する会です。当日、発表内容を５名の審査員が審

査し、成績優秀者を決定の上、表彰します。意見発表内容をホームページで掲載する

などし、その取組を全国に紹介することで、消防団活動の一層の活性化を図ることと

しています。 

○消防庁消防団等表彰式 

・消防団等地域活動表彰（消防団・事業所） 

… 地域に密着し、他の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。 

・防災功労者消防庁長官表彰 

 … 平成 28年４月に発生した「熊本地震」など、大規模な自然災害、火災、事故等の現

場において、顕著な活動実績が認められる消防団等を表彰します。 

○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。 

※ 今回決定した表彰団体・表示証の交付団体は、別紙２のとおりです。 

 

【式典概要】（※詳細は別紙１参照） 

 日＿時：平成 29年３月 12日（日）13時 00分～16時 00分 

 場＿所：ホテルルポール麹町（東京都千代田区平河町２－４－３） 

 次＿第：（第１部）全国消防団員意見発表会 

 次＿第：（第２部）消防庁消防団等表彰式、消防庁消防団協力事業所表示証交付式及び 

全国消防団員意見発表会表彰式 

 

 消防庁では、「消防団等地域活動表彰」、「防災功労者消防庁長官表彰」の表彰団体及

び「消防庁消防団協力事業所表示証」の交付団体を決定しました。 
 また、平成 29 年３月 12 日（日）に、ホテルルポール麹町において、平成 28 年度の

「消防庁消防団等表彰式」及び「消防庁消防団協力事業所表示証交付式」とともに、「全

国消防団員意見発表会」を開催します。 

（連絡先）消防庁国民保護・防災部地域防災室 
担 当：小此木課長補佐、長堀事務官 

 電 話：０３－５２５３－７５６１（直通） 
 ﾌｧｸｼﾐﾘ：０３－５２５３－７５７６ 
 ：syobodan@ml.soumu.go.jp 

 



（別紙１） 

平成 28年度全国消防団員意見発表会、消防庁消防団等表彰式 

及び消防庁消防団協力事業所表示証交付式 

 

 １ 主催：消防庁 

 

 ２ 後援：公益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、一般社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所、一般 

      財団法人自治体衛星通信機構 

 

 ３ 式典 

 【第１部】全国消防団員意見発表会 13:00～14:20（80分） 

  13:00～13:10 主催者挨拶（消防庁長官） 

  13:10～14:20 意見発表 

 

  ○意見発表会審査員（五十音順） 

フリーアナウンサー（第 27次消防審議会委員） 青山 佳世 氏 

プロレスラー、消防応援団、 

（一社）ニューワールドアワーズスポーツ救命協会 代表理事 
蝶野 正洋 氏 

広島市安佐南消防団 女性消防隊隊長、消防庁消防団員確保アドバイザー  西部 美千代 氏 

ＮＨＫ 制作局 生活・食料番組部 チーフ・プロデューサー 松本 健一郎 氏 

日本商工会議所 総務部長 山内 清行 氏 

 

 【休 憩】（20分） 

 

 【第２部】消防庁消防団等表彰式、消防庁消防団協力事業所表示証交付式 

      及び全国消防団員意見発表会表彰式 14:40～16:00（80分） 

  14:40～14:50 来賓祝辞 公益財団法人日本消防協会会長 秋本 敏文 氏 

              全国消防長会会長 高橋 淳 氏 

  14:50～15:05 消防団等地域活動表彰（消防団・事業所） 

         防災功労者消防庁長官表彰 

         消防庁消防団協力事業所表示証交付 

  15:05～15:10 受賞者代表謝辞 

  15:10～15:15 意見発表会審査結果発表 

  15:15～15:25 全国消防団員意見発表会表彰 

  15:25～15:40 講評 

  15:40～15:45 閉式 

  15:35～16:00 記念撮影 

 

 ４ 参加人員 

   約３００人 



（別紙２）

平成28年度 全国消防団員意見発表会等における意見発表者及び表彰団体一覧

○意見発表者：１１名

都道府県 発表者 性別 都道府県 発表者 性別

北海道 二宮 理恵 女 島根県 久代 希美 女

栃木県 齋藤 晋太郎 男 山口県 西村 愛 女

神奈川県 下瀬 比登美 女 香川県 神内 秀孝 男

福井県 寺木 茜 女 福岡県 上村 京輔 男

愛知県 加藤 貴大 男 熊本県 石原 恵 女

滋賀県 福永 和真 男

○地域活動表彰（消防団）：２４団体

都道府県 都道府県

北海道 福井県

岩手県 長野県

山形県 長野県

栃木県 岐阜県

群馬県 愛知県

群馬県 愛知県

埼玉県 愛知県

埼玉県 滋賀県

埼玉県 京都府

東京都 岡山県

東京都 福岡県

神奈川県 沖縄県

○地域活動表彰（事業所）：９団体

都道府県 都道府県

北海道 長野県

宮城県 京都府

栃木県 山口県

東京都 愛媛県

新潟県

○防災功労者消防庁長官表彰：１８団体

都道府県 都道府県

岩手県 熊本県

新潟県 熊本県

熊本県 熊本県

熊本県 熊本県

熊本県 熊本県

熊本県 熊本県

熊本県 熊本県

熊本県 熊本県

熊本県 熊本県

所属消防団

札幌市南消防団

所属消防団

安来市消防団

那須烏山市消防団 宇部市消防団

坂出市消防団

多賀町消防団

東吾妻町消防団

長瀞町消防団

茅ヶ崎市消防団

南越前消防団

鶴ヶ島市消防団

飯豊町消防団

柳川市消防団

美里町消防団みよし市消防団

野洲市消防団

団体名

胆振東部消防組合 鵡川消防団

矢巾町消防団

団体名

南越消防組合 越前市消防団

高山村消防団

豊田市消防団

知立市消防団

高根沢町消防団

御代田町消防団

売木村消防団

可児市消防団

稲沢市消防団

大同産業開発株式会社 中野土建株式会社

綾部市消防団

井原市消防団

北九州市小倉南消防団

竹富町消防団横浜市旭消防団

式根島消防団

豊島消防団

富士見市消防団

団体名 団体名

株式会社宮城衛生環境公社
社会福祉法人京都福祉サービス協会

高齢者福祉施設西七条

株式会社日環 あぶらんど萩農業協同組合

株式会社植米苑 波方ターミナル株式会社

株式会社小出建設

団体名 団体名

岩泉町消防団 小国町消防団

糸魚川市消防団 産山村消防団

熊本市消防団 高森町消防団

八代市消防団 西原村消防団

大津町消防団 益城町消防団

南小国町消防団 甲佐町消防団

宇土市消防団 南阿蘇村消防団

宇城市消防団 御船町消防団

阿蘇市消防団 嘉島町消防団



62事業所

都道府県 事業所 都道府県 事業所

北海道 中定建設工業株式会社 新潟県 株式会社割田組

北海道 厚田産業株式会社 新潟県 北越急行株式会社

北海道 株式会社沢田建設工業 新潟県 南魚沼森林組合

北海道 有限会社丸重清川 新潟県 株式会社粉研パウテックス六日町工場

北海道 社会福祉法人愛誠会 新潟県 株式会社巴山組

北海道 協同組合ウッディハウスおけと 富山県 朝野工業株式会社

北海道 札内農業協同組合 石川県 社会福祉法人門前町福祉会ふれあい工房あぎし

北海道 株式会社トヨタレンタリース釧路 石川県 防災技建株式会社

岩手県 株式会社三ツ矢建設工業 福井県 ハヤカワ商事株式会社

岩手県 株式会社シンコーロードサービス 長野県 株式会社タク技研

岩手県 株式会社山友建設 長野県 飯田化成株式会社

岩手県 株式会社須藤食品 岐阜県 馬瀬建設株式会社

岩手県 青柳建設株式会社 岐阜県 恵那東海理化株式会社

岩手県 大森工業株式会社 岐阜県 石原電機工業株式会社

岩手県 株式会社ウッティかわい 岐阜県 株式会社立保土木

宮城県 久我建設株式会社 岐阜県 丸ス産業株式会社

宮城県 株式会社藤山工務店 三重県 多気郡農業協同組合

山形県 株式会社新庄・鈴木・柴田組 島根県 有限会社吉川工務店

福島県 佐久間建設工業株式会社 徳島県 王子製紙株式会社富岡工場

栃木県 株式会社阿部工務店 高知県 かしま工業株式会社

東京都 株式会社八洋 高知県 山本建設株式会社

神奈川県 社会福祉法人湘南アフタケア協会 福岡県 株式会社ＰＬＵＳ通信

新潟県 山崎工業株式会社 福岡県 筑後地区農業共済組合

新潟県 有限会社共同土建 長崎県 箱崎漁業協同組合

新潟県 株式会社山嘉土建 長崎県 有限会社植田瓦工業

新潟県 小畑工業株式会社 長崎県 株式会社榮建設

新潟県 田辺商事株式会社 長崎県 増山建設株式会社

新潟県 株式会社クオンテック 長崎県 平戸建設株式会社

新潟県 株式会社トピアホーム 長崎県 立石重機工業有限会社

新潟県 ヤマト設備 宮崎県 都城地区農業共済組合

新潟県 株式会社五十沢板金工業 鹿児島県 鹿児島いずみ農業協同組合

平成28年度 総務省消防庁消防団協力事業所表示証交付事業所
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