「平成30年度全国消防団員意見発表会、消防団等地域活動表彰式、防災功労者
消防庁長官表彰式及び消防庁消防団協力事業所表示証交付式」について
地域防災室
平成31年２月10日（日）
、ホテルルポール麹町（東京
都千代田区）において「平成30年度全国消防団員意見
発表会、消防団等地域活動表彰式、防災功労者消防庁長
官表彰式及び消防庁消防団協力事業所表示証交付式」が
開催されました。

【意見発表会審査員（敬称略）】（五十音順）
青山 佳世

（フリーアナウンサー、第28次消防審議会委員）

石丸 ちえみ

（松山市消防団部長、消防庁消防団等充実強化アドバイザー）

蝶野 正洋

（プロレスラー、消防応援団、一般社団法人ニューワールドアワーズスポーツ救命協会代表理事）

山内 清行 ※審査員長

【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消防団員11名が、

消防団活動に関する課題等について意見発表を行い、５

（日本商工会議所 総務部長）

吉田 卓哉

（ＮＨＫ制作局 第１制作センター生活・食料番組部長）

名の審査員による審査の結果、鹿児島県いちき串木野市
消防団の内野里映さんが、最優秀賞に選ばれました。

全国消防団員意見発表会表彰式
鹿児島県

いちき串木野市消防団

○審査結果（敬称略）

内野 里映

・最優秀賞
鹿児島県

いちき串木野市消防団 内野 里映

福島県

いわき市消防団

赤津 智彦

静岡県

静岡市消防団

山口 宗谷

・優秀賞

・優良賞

全国消防団員意見発表会発表者

【消防団等地域活動表彰（35団体）】

秋田県

湯沢市消防団

佐藤 章

群馬県

前橋市消防団

阿久沢 宏

埼玉県

川越市消防団

齋藤 由香

力の向上に寄与し、その活動内容が特に優秀な消防団、

岐阜県

中津川市消防団

黄地 いづみ

及び消防団員である勤務者を雇用し、消防団活動へ特に

奈良県

桜井市消防団

寺林 啓一郎

深い理解や協力を示している事業所並びに団員確保につ

和歌山県

那智勝浦町消防団

貝岐 直哉

いて特に力を入れている消防団を表彰しました。

広島県

廿日市市消防団

村田 千晴

沖縄県

中城北中城消防組合消防団

比嘉 竜己

地域に密着した平常時の活動を積極的に行い地域防災

○代表受領

（消防団表彰）愛知県 安城市消防団
（事業所表彰）東京都 株式会社船清
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消防団等地域活動表彰受賞団体（消防団表彰）

消防庁消防団協力事業所表示証交付団体

【受賞者代表謝辞】

受賞者を代表して、広島県坂町消防団の車地健二さん

から謝辞をいただきました。

消防団等地域活動表彰受賞団体（事業所表彰）

【防災功労者消防庁長官表彰（55団体）】

自然災害、大規模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を表彰しました。
○代表受領

北海道 胆振東部消防組合鵡川消防団

広島県

広島県 坂町消防団

防災功労者消防庁長官表彰受賞団体

【消防団協力事業所表示証交付（33団体）】

消防団活動に協力している実績が特に顕著であると認

められ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
交付しました。
○代表受領

愛媛県 有限会社渡部石材

坂町消防団

車地 健二

○受賞団体一覧
【消防団等地域活動表彰（消防団表彰）21団体】
岩手県 平泉町消防団
岩手県 普代村消防団
茨城県 東海村消防団
栃木県 野木町消防団
群馬県 沼田市消防団
群馬県 渋川市消防団
埼玉県 越谷市消防団
東京都 国立市消防団
神奈川県 横浜市瀬谷消防団
神奈川県 川崎市多摩消防団
長野県 佐久市消防団
長野県 喬木村消防団
岐阜県 岐阜市南消防団
岐阜県 山県市消防団
静岡県 熱海市消防団
愛知県 一宮市消防団
愛知県 安城市消防団
大阪府 泉大津市消防団
広島県 広島市東消防団
佐賀県 大町町消防団
沖縄県 うるま市消防団
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【消防団等地域活動表彰（事業所表彰）14事業所】
北海道 農事組合法人勝山グリーンファーム
栃木県 株式会社栃木県畜産公社
東京都 株式会社船清
神奈川県 生駒植木株式会社
福井県 福井市農業協同組合
長野県 平穏土建株式会社
岐阜県 馬瀬建設株式会社
広島県 谷本建設有限会社
山口県 ジェムカ株式会社
徳島県 株式会社群生
愛媛県 イナン電気株式会社
福岡県 株式会社PLUS通信
佐賀県 株式会社トスプロ
長崎県 博多海陸運送株式会社 対馬支店
【防災功労者消防庁長官表彰 55団体】
北海道 胆振東部消防組合厚真消防団
北海道 胆振東部消防組合鵡川消防団
北海道 胆振東部消防組合穂別消防団
岐阜県 関市消防団
岐阜県 下呂市消防団
京都府 綾部市消防団
岡山県 岡山市消防団
岡山県 総社市消防団
岡山県 高梁市消防団
岡山県 赤磐市消防団
岡山県 浅口市消防団
岡山県 里庄町消防団
岡山県 矢掛町消防団
岡山県 新庄村消防団
岡山県 鏡野町消防団
岡山県 西粟倉村消防団
岡山県 美咲町消防団
広島県 広島市中消防団
広島県 広島市東消防団
広島県 広島市南消防団
広島県 広島市西消防団
広島県 広島市安佐南消防団
広島県 広島市安佐北消防団
広島県 広島市安芸消防団
広島県 広島市佐伯消防団
広島県 呉市消防団
広島県 竹原市消防団
広島県 三原市消防団
広島県 尾道市消防団
広島県 福山市消防団
広島県 府中市消防団
広島県 三次市消防団
広島県 庄原市消防団
広島県 大竹市消防団
広島県 東広島市消防団
広島県 廿日市市消防団
広島県 安芸高田市消防団
広島県 江田島市消防団
広島県 府中町消防団

広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
山口県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
福岡県
福岡県

海田町消防団
熊野町消防団
坂町消防団
安芸太田町消防団
北広島町消防団
大崎上島町消防団
世羅町消防団
神石高原町消防団
周南市消防団
松山市消防団
宇和島市消防団
大洲市消防団
西予市消防団
松野町消防団
久留米市消防団
大野城市消防団

【消防団協力事業所表示証交付 33事業所等】
北海道 株式会社日鋼機械センター
北海道 三協機械建設株式会社
青森県 株式会社藤本建設
岩手県 東北汽船港運株式会社
岩手県 岩手中央農業協同組合
宮城県 株式会社佐々木組
宮城県 協業組合富谷環境
秋田県 株式会社大森土木
群馬県 前橋市農業協同組合
神奈川県 株式会社大津スイミング企画
新潟県 南雲土建株式会社
石川県 白山農業協同組合
石川県 株式会社タキノ工業所
福井県 株式会社若狭松葉
山梨県 南アルプス市農業協同組合
長野県 高木建設株式会社
長野県 株式会社ハタナカ
岐阜県 株式会社東海技研
岐阜県 KYB金山株式会社
静岡県 有限会社ワタナベ電気防災
静岡県 株式会社下田電化設備工業
愛知県 愛知みなみ農業協同組合
京都府 株式会社日本サルベージサービス
広島県 谷本建設有限会社
山口県 宇部フロンティア大学
徳島県 株式会社群生
愛媛県 株式会社池田水道
愛媛県 有限会社渡部石材
愛媛県 株式会社今治ホンダ
愛媛県 株式会社プロシーズ
福岡県 有限会社古門造園
長崎県 有限会社共栄産業
長崎県 港祐産業有限会社
問合わせ先

消防庁国民保護・防災部地域防災室
TEL: 03-5253-7561
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川野

