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出場年度 都道府県 所属消防団 発表者 発表演題

H26年度 長崎県 島原市消防団 寺田 真太郎 恵まれた環境での活動

H27年度 大阪府 大東市消防団 尾﨑 菜苗 女性消防団員として目指すもの

H28年度 山口県 宇部市消防団 西村 愛 大丈夫ですか？

自治体消防制度70周年を記念し、毎年度それぞれに行われている「全国消防職員意

見発表会（全国消防長会主催）」及び「全国消防団員意見発表会（総務省消防庁主催）」の

過去数年の最優秀賞及び優秀賞受賞者が一堂に会し、消防職員及び消防団員がそれぞ

れの課題等を共有することにより、今後の消防組織の発展につなげることを目的に、業

務や活動に対する課題等について意見発表を行いました。

そのうち、消防団員の部分を抜粋して、この報告書にまとめたものです。

消防職団員意見発表会（抜粋）
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本日は、式典に続きまして、このように大勢の皆

さんにお集まりいただきまして、心より感謝申し

上げます。

この大会は、自治体消防制度が確立して以来、

70周年という節目の年を迎えることを記念する

と共に、全国におけます消防防火活動のより一層

活性化することを目的として開催するものであり

ます。

我が国は既に人口減少社会に突入し、今後も地

域社会の構造が大きく変化するものと思われま

す。

近年災害は多様化、複雑化しております。このよ

うに我が国を取り巻く大きな環境変化のなかにあ

りましても、国民の安心安全確保をはかることは

我々消防に関わる者に課せられました重大な任務

であります。

本日は、日夜ご奮闘いただいております皆さん

から、それぞれの活動に関する課題や成果などに

ついての発表に加えまして、消防団活動に御協力

いただいております事業所の顕彰を行います。こ

れらの発表や顕彰が、お集まりの皆様方の、今後の

活動の参考や糧となり、また、地域防災力の向上に

つながることを期待しております。

最後に、今大会を契機といたしまして、改めて、

全国の消防に関わる皆様の気持ちを一つとし、我

が国の消防防災体制のさらなる発展と、国民が安

心して暮らせる安全な地域作りに繫がることを祈

念いたしまして、簡単ではございますが御挨拶と

させていただきます。

本日は、どうもありがとうございます。

主催者挨拶

消防庁長官

稲山 博司
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全国消防長会会長、東京消防庁消防総監の村上

でございます。

本日の自治体消防制度記念式典で、内閣総理大

臣表彰をはじめ、各表彰を受章された方々にあた

りまして、お祝い申し上げます。本当に、おめでと

うございました。本日の表彰は、皆様方の長年にお

かれる消防業務へのご功労に、多くの方々がその

ご功績をたたえたのだと考えております。改めま

してお祝いを申し上げますと共に、それまでの皆

様方の御尽力を支えてこられましたご家族の方々

に、心より敬意と感謝を申し上げる所存でござい

ます。本当に、ありがとうございました。

さて、稲山長官からお話がありましたとおり、自

治体消防制度は本日で70周年を迎えます。昭和

23年、自治体消防が発足した際には、約200本

部、約 2 万人でスタートいたしました。その後、戦

後の混乱期、高度成長期と様々な社会状況が変化

するなか、私たちは、火災や水災、震災、様々な災害

に対処して参りました。その中で、多くの国民の犠

牲が払われるととともに、多くの職団員の方々が

尊い命を落とされました。そのような先人のご苦

労に心から敬意を表しますとともに、亡くなられ

た皆様に、心から冥福をお祈りするものでござい

ます。

そのような経緯におきまして、今日、我が自治体

消防制度は、700を超える消防本部と、16万人

を超える消防職員が、いま消防自治を担っており

ます。先人達の残した足跡をさらに乗り越えて、日

本国民のため、皆さんと一緒にすばらしい消防制

度をつくっていきたいと思います。

本日のこの大会では、全国で効果的な取組を実

施されている方々の発表や、消防団に対して協力

的な事業所の認証式があると伺っております。ぜ

ひその話を伺って、皆様方の消防に取り組む一助

にしていただければ幸いと思います。

結びとなりましたが、来年はラグビーワールド

カップ2019が全国各地で開催されます。再来年

には、いよいよ、東京2020オリンピック・パラリ

ンピック競技大会が、東京をはじめ、全国各地で開

催されます。私たち消防職団員また関係者が一体

となって、日本の安全・安心を確保し、世界の皆様

にこの日本で、安全・安心な環境を味わっていただ

こうと、一緒になっていこうということをお願い

いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。

平成30年 3 月 7 日

全国消防長会

会長　村上　研一

主催者挨拶

全国消防長会会長

村上 研一
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私は24歳の時地元の消防団へ入団し10年目

に分団長待遇の本部部長の職を拝命しました。そ

れから 3 年が経ち、やる気だけの空回りは治まり

つつありますが、知識や経験・技術とまだまだ私に

は足りません。これも親父との仕事同様、生涯勉強

だと考えています。

そんな私が思う事、それは人との出会い、繋がり

の大切さです。

まず最初に感じたのは入団した時、同期は居た

のですが同級生は居らず周りは知らない人達ばか

り、そんな中先輩方は優しく声を掛けてくださり、

普段の生活の中でも手を上げて挨拶してくださる

など、そうした心配りのお陰で私の不安は軽くな

り、消防団活動に参加していく事ができました。

四年目にはサポートをする側としてですがポン

プ操法訓練を経験させていただき、妥協のない指

導を受ける選手を見て消防団の厳しさを、それ以

上に選手、サポート、指導者、関わる全ての関係者

一丸となってのチームワークの大切さを学びまし

た。

現場においては、一刻を争う火災、予断を許さな

い大雨・台風などでの警戒など、いろいろな状況が

起こり得る中で、それらに迅速かつ的確に対応す

る為には、日頃の訓練、知識や経験・技術、それに自

らの経験を経てわかる第六感も必要だと思います

が、私にはまだまだ足りません。そんな時役に立つ

のがお酒の席での先輩方の体験談です。ほとんど

が失敗談なのですが、真剣に、必死に取り組んだが

故のちょっとしたミスなどを、面白おかしく話し

てくださるので、失敗しても何となく安堵感があ

り、失敗を恐れず前へ進む事ができます。

私の体験談ではなかなか伝わらないと思います

が、ある程度、いやほとんどの方が消防団へ入って

良かったと思う事あったと思います。そりゃあ消

防という組織ですので容易で無いのは当然の事だ

と思います。

私の所属する地区でも団員の確保は難しくなり

つつあり、少子化の影響で将来の団員候補が減っ

てきている上に、最近は元団員の親御さんが息子

の入団に反対されるのです。地域の安心・安全を

守ってきてこられた方が、息子の入団に口を挟む

理由が私には本当に分かりません。私自身が恵ま

れているのかもしれませんが、団員候補の皆さん、

またその親御さんに一言言わせてください。「せっ

かく地元に残り、また地元に帰ってきて、これから

も生活していくわけですから、消防団活動に参加

してみてはいかがですか？親御さんも団員時代に

恵まれた環境での活動
長崎県 島原市消防団

寺田 真太郎

平成26年度
優秀賞
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得たものたくさんあったはずです。」と。

私も団員に指示、指導する立場となり、若手の団

員が少しでも居心地が良いように考え、自分がし

てきてもらったように、目配り、気配り、ちょっと

したアドバイスなど行い、また訓練においても「お

い！　訓練ばすっけん来いよ！」ではなく、楽しさ

や充実感を感じてもらえるよう心掛けています。

結びに、訓練をして火災や災害が発生したら現

場へ向かい、消火活動や救助活動を行うだけでな

く、それらを通して、人と人との繋がりを作る場

所、それが『消防団』という組織であると私は思い

ます。
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「放水はじめー！」「もっと圧を上げろ！」

父が消防団員だった私は、幼い頃から、ポンプ小

屋のサイレンが聞こえると、玄関にヘルメットと

長靴の準備をする係をしていました。仕事をする

傍ら、夜中であっても地域のためにと活動する地

元の消防団の姿を見て育ちましたので、父もそう

であった様に、私もそんな風になりたいと入団を

志願しました。

しかし、現実はそう甘くなく、当時の入団資格は

「男性であること」が条件でした。悔しい思いもし

ましたが、消防士ですらまだまだ女性の消防士が

少ない時代でしたので「しょうがないのかな」と諦

めていました。

それから十数年の時が経ち、平成27年 4 月、転

機は突然やってきたのです。消防団員の条例定数

を15人増やし、その全てを女性消防団員に充て

ることになり、早速、地元出身の副団長に「前から

消防団に入りたいってゆうてたやろ、まだやる気

あるか」と声をかけて頂き、晴れて、消防団員にな

ることができました。

入団後、最初に出された課題が「女性消防団員と

して何がしたいのか？何ができるのか？」という

ことでした。私はすぐにでも消火活動がしたいと

思っていましたが、これは男性団員が既にやって

いることで、女性団員に特に向いているというわ

けではありません。他の地域の女性消防団員の活

動を調べてみると、火災予防の広報や心肺蘇生法

の普及が主な活動でした。確かに女性の持つソフ

トなイメージが非常に役立ち、向いていると思い

ますが、もっと踏み込んだ何かがないかなと思っ

ていたところ、ふと見ていたインターネットで、あ

る記事に目が止まりました。その記事のテーマは

「避難所に女性の視点を」というもので、東日本大

震災で避難所に女性の視点が不足していたという

反省から「防災と女性」を考えるという内容のもの

でした。

例えば、仮設トイレは屋外の奥まったところに

有り、夜は怖くて行けないとか、赤ちゃんが泣くと

周りから罵声を浴びたり、また、授乳する場所もな

い。せっかく救援物資が届いても、女性用の下着や

生理用品も男性が配布するなど、確かに避難所で

女性でないと気づきにくい課題というのはたくさ

んあるなあと思いました。特に、印象に残ったの

が、実際に避難された女性の方が、避難所を運営す

る人たちに、そういった問題に対して、改善を呼び

かけられなかったことを後悔しているということ

でした。

女性消防団員として目指すもの
大阪府 大東市消防団

尾﨑 菜苗

平成27年度
最優秀賞
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今まで、消防団員といえば、火災現場に行って消

火活動をするというのが活動の中心だと思ってい

ましたが、近年の異常気象による度重なる水害や、

近い将来に発生すると予想されている、南海トラ

フ地震に備えて、私たちの活動も、避難誘導をはじ

め、避難所の運営や避難者のケアなどにその幅を

広げていかなければならないと痛感しています。

そういった中でも、男性消防団員では、なかなか言

い出しにくく、女性消防団員だからこそできるこ

とは、たくさんあると思います。先ほど述べた、避

難所での課題に対しても、例えばトイレに行く

ルートに照明を設置してもらうとか、赤ちゃんの

いる女性の専用スペースを確保するといったよう

な提案もできれば、いろいろな不安も少しは和ら

ぐだろうと思います。

いうまでもなく、私たち消防団員は、「自分たち

の町は、自分たちで守る」という使命を胸に活動し

ています。当然、どこにだれが住んでいるのか、家

族構成はどうか、など、地域の実情を一番よく知っ

ているのが地元の消防団ということになります。

「長野県白馬村の死者ゼロの奇跡」に代表されるよ

うに、地域の実情を把握しているからこそ、的確な

救助方針を立てられるのだと思います。そのため

には、私たち消防団員がもっと地域コミュニティ

の中心となり地域住民と顔が見える関係をつくる

とともに、規律正しく行動することによって、信頼

される消防団員になれるよう努力しなければなら

ないと思っています。そして、優しさだけではなく

女性も強いんやというところもアピールしなけれ

ばいけません。

入団して 3 年、まだまだ新米の私ですが、消防

団のことをもっと知ってもらえるようにPRもし

たい、防災教育や心肺蘇生法も教えてみたい、ポン

プ操法もやってみたいと、やりたいことがたくさ

んあります。「強く、優しく、パワフルに」をモッ

トーに、住民に信頼される消防団員になって、「あ

んたがゆうねんやったらそないしよ」と言われる

日を目指し、活動していきたいです。
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「大丈夫ですか」

皆さんは、近所に気軽な声かけができますか？

最近は、面倒だからと、近所と声を掛け合うこと

も少なくなってきました。

しかし、大きな災害が発生したとき、「声かけ」が

人命に関わる重要なキーワードになります。そし

て、災害時に「地域の大きな力」になれるのは、消防

団だと考えます。

私の父、兄も消防団員で、幼い頃から消防団が身

近な存在でした。火災現場に向かう父や、訓練を行

う兄。とても頼もしく、心強い二人の背中を、私も

追いかけたいと思い、入団しました。

宇部市女性消防隊は平成25年に発足し、現在

は31名で活動しています。活動内容は、応急手当

普及員として救命講習への参加、高齢者の防火家

庭訪問、自主防災訓練などに参加しています。そし

て、平成27年、宇部市女性消防隊として初めて女

性消防操法大会に出場しました。結果こそ残せま

せんでしたが、厳しい訓練のなかで、団員同士のつ

ながりがより強くなり、また、普段の生活にはな

い、充実感や、達成感も味わうことができました。

さらに、この操法大会が、他の女性消防隊との交流

を生み、県内の女性消防団員のつながりを意識し、

消防団への愛着を強く感じました。

その一方で、宇部市では「消防団員の減少」とい

う問題に直面しています。そのことは操法大会の

訓練を行うにも人が集まらないことや、将来的に

は、現場活動自体にも支障をきたしてくることが

懸念されます。

昨年、市民の消防団に対する認識、イメージに関

するアンケートを実施したところ、消防団が必要

な組織であることは認識されていますが、「どんな

活動をしているのか分からない」「訓練が厳しい」

「自分の時間がとれない」など、思った以上に悪い

イメージが多く、入団希望者が少ないのも仕方が

ないと感じました。イメージを変え、団員の減少に

歯止めをかけるためには、地域での活動をもっと

積極的に行っていくべきではないでしょうか。

たとえば、地域のまつり、行事などに「消防団

ブース」を設置し、活動内容や、訓練の様子、消防団

員の実際の声など、市民のみなさんが疑問に感じ

ることをこちらから発信していくべきだと考えま

す。

また、若い世代には同世代の団員、女性には女性

団員が声を掛けると、親近感も沸き、さまざまな人

との繋がりができる、そんな消防団の良さもア

ピールでき、入団につながっていくと思います。さ

大丈夫ですか？
山口県 宇部市消防団

西村 愛

平成28年度
最優秀賞
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らには、「いつも身近な消防団」のアピールにもな

ると考えます。消防団員の顔を見ることは、消防団

を身近な存在にし、市民の安心、安全につながり、

市民からの信頼は、消防団員の、誇り・使命感の向

上につながります。地域とふれあい、消防団を知っ

てもらう。そして、繋がりをより強くすることが、

いざという時に「地域の大きな力」になると考えま

す。

まずは気軽な声かけ。消防団からはじめてみま

せんか？

「お隣さん、大丈夫ですか？？」

ご清聴ありがとうございました。
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以上をもちまして、自治体消防制度70周年記

念大会の全てを終了いたしました。御参加いただ

きました皆さん、大会の運営に御尽力をいただい

た皆さんに対し、深く感謝申し上げます。式典の表

彰を通じて、長年にわたって御尽力いただいた

方々に対する感謝の思いを新たにいたしました

し、その後に続くご意見の発表、活動事例の発表、

いろんなことを、真剣に、まじめに考えてくださっ

ている、また地域の実情に応じて、地域の皆さんと

御一緒に精一杯、力いっぱいの活動をしておられ

る、こういうご様子がよくわかりました

皆さん方におかれましては、これを契機として、

国民の皆様の生命財産を守りぬくことができる、

より一層強固な消防体制作りに努力しなければな

らない。そのように、御参加の皆様方も思われたこ

とと存じます。

昨日はニッショーホールにおきまして、70周

年記念のシンポジウムを行いました。近年、災害の

様相や社会情勢が大きく変化し、また、消防に求め

られる活動も拡大・発展をしております。こういっ

たことを直視しながら、これからの日本消防のあ

り方を考えるという、幅広い方々に多数御参加い

ただきました、異例の大規模のシンポジウム。これ

を日本消防会議と申しましたけれど、このことを

開催いたしまして、各方面の方々から多岐にわた

る貴重なご意見をいただきました。

こういったこと全て工夫しながら国民の皆様と

ともに、70周年を迎えた自治体消防が、国民の皆

様のより一層の安全確保に貢献することができま

すよう、関係者一同さらに努力する、そういう決意

を強くしました。

まあ、そういうことで、この自治体消防制度70

周年の記念の式典、記念大会の全てを終了したい

と思います。御参加いただきました皆様方には、ま

すますお元気に、御多幸に、それぞれの立場でご活

躍いただきますように、心から願っております。皆

様御参加いただきまして、ありがとうございまし

た。以上をもって、閉会といたします。ありがとう

ございました。

主催者挨拶

（公財）日本消防協会会長

秋本 敏文
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平成30年 3 月 7 日の消防記念日に、国技館において「自治体消防制度70周年記念

式典」を挙行しました。

式典は、天皇皇后両陛下御臨席のもと、内閣総理大臣をはじめとする三権の長や大

臣、国会議員及び政府関係者、並びに、我が国の消防制度を支えてきた各都道府県市町

村の消防関係者が多数参列し、消防行政の発展や地域の防災リーダーとして貢献され

た消防職員及び消防団員等の方々に対して、内閣総理大臣表彰をはじめ、総務大臣感謝

状、消防庁長官表彰及び各関係団体会長表彰の各表彰を執り行いました。

平成29年度における「消防団等表彰」は、この自治体消防制度70周年記念式典にお

いて、消防庁長官表彰として、実施したものです。

消防団等表彰
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H29年度表彰者等一覧
地域活動表彰（消防団）　25団体

都道府県 団体名 都道府県 団体名

北海道 栗山消防団 石川県 白山市南消防団

岩手県 八幡平市消防団 長野県 木祖村消防団

岩手県 九戸村消防団 長野県 木島平村消防団

岩手県 紫波町消防団 岐阜県 七宗町消防団

宮城県 富谷市消防団 京都府 京都市左京消防団

群馬県 高崎市消防団 岡山県 高梁市消防団

群馬県 草津町消防団 広島県 広島市安佐北消防団

群馬県 上野村消防団 愛媛県 八幡浜市消防団

埼玉県 羽生市消防団 福岡県 新宮町消防団

東京都 大森消防団 佐賀県 嬉野市消防団

東京都 武蔵村山市消防団 沖縄県 名護市消防団

神奈川県 横浜市伊勢佐木消防団 沖縄県 沖縄市消防団

神奈川県 海老名市消防団

地域活動表彰（事業所）　13団体

都道府県 団体名 都道府県 団体名

北海道 訓子府石灰工業株式会社 新潟県 株式会社成田屋電設

岩手県 株式会社三栄工業所 石川県 昭和建設株式会社

宮城県 株式会社武山興業 長野県 株式会社タク技研

山形県 株式会社カネト製作所 岐阜県 株式会社喜多村古川工場

栃木県 株式会社阿部工務店 山口県 厚和産業株式会社

東京都 京北ヤクルト販売株式会社
東十条センター

愛媛県 西条市農業協同組合

長崎県 対馬森林組合

防災功労者（消防団）　 6 団体

都道府県 団体名 都道府県 団体名

岩手県 釜石市消防団 福岡県 久留米市消防団

栃木県 那須町消防団 福岡県 朝倉市消防団

大阪府 岸和田市消防団 大分県 日田市消防団
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◆消防団表彰　25消防団
◆事業所表彰　13事業所

掲載内容は、各団体から提供のあった原稿及び写真に基づき作成

＜消防団等地域活動表彰とは＞
　消防団においては、平常時の活動により、地域社会のニーズや地域特性に対
応し、創意工夫をもって自主的かつ主体的な取組を行うことにより、地域防災
力の向上に寄与するとともに、地域住民の安全の保持・向上に顕著な功績があ
り、全国の模範となる団体であること、または、団員の確保について特に力を入
れている団体であること。
　事業所においては、相当数の従業員が消防団員となっていること、消防団員
である勤務者が憂いなく消防団活動を行える環境を整備していること、特に団
員の確保に貢献している団体であること等の条件を全て満たす団体であるこ
と。

消防団等地域活動表彰団体一覧 地
域
活
動
表
彰
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消防団等地域活動表彰〈消防団表彰〉

人口	 12,344人
面積	 203.93㎢
団員	 定数136人
実数	 129人（うち女性10人）

DATA

本消防団は、常日頃から消防活動や訓練を行い
地域の安全安心に寄与し、住民からの信頼は厚い。
近年では核家族化や高齢者の増加を鑑み福祉消防
という観点から女性消防団員を導入し、女性なら
ではのソフトな対応、極め細やかな気遣いにより、
住民から高評価を得ている。今後は団員数の増加
を視野に入れ、更なる地域社会貢献を行っていく。

八幡平市では、年々消防団員が減少し、火災そ
の他災害発生時の初動体制確保が難しくなってき
たことから、これを強化するために、平成28年度
に機能別消防団員制度を導入した。消防団員又は
消防吏員を 5 年以上経験し、かつ入団日時点で
70歳未満の消防団OB・消防吏員OBが入団し、現
在88人が在籍している。機能別消防団員は分団長
経験者などベテランも多いため、豊富な経験に基
づいた現場対応や支援が期待されている。

一人住まいの高齢者世帯や一
般世帯に赴き、防火訪問を
行った

大規模土砂災害を想定した、
救助・救出訓練の様子

防災訓練で救急講習を実施し、多くの地域住民が女性消防団員の説明に耳を傾けていた

辞令交付式で、消防団長から辞令書の交付を受ける機能別消防団員

女性消防団員活動の拡充で地域住民とより密接に

機能別消防団員制度の導入による消防力の強化

北海道
南空知消防組合栗山消防団

岩手県
八幡平市消防団

人口　　26,355人
面積　　862.25㎢
団員　　定数1,009人
　　　　実数810人（うち女性37人）

DATA

地
域
活
動
表
彰
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人口　　32,626人
面積　　238.98㎢
団員　　定数604人
　　　　実数542人（うち女性17人）

DATA

人口　　5,865人
面積　　134.02㎢
団員　　定数380人
　　　　実数307人（うち女性9人）

DATA

人口減少、生活環境の変化等により全国的に団
員の確保が難しくなっている中、当消防団では機
能別団員制度を設け、地域の安全な暮らしを守る
ため団員の確保に努めている。また、有事の際にお
ける操法技術習得のためポンプ操法競技会の実
施、組織の強固なる団結力、消防技術の向上、団員
の士気高揚を図ることを目的に規律訓練（小隊訓
練）大会などを毎年行っている。その他、火災予防
啓発活動、住民参加による消火訓練などにも力を
入れている。

紫波町消防団は、大規模火災を想定した火災防御
訓練を町内各地で開催し、婦人消防協力隊、紫波消防
署、地域住民等が連携して毎年実施している。昨年に
続き、平成29年度も火災防御訓練に加え、社会福祉
施設避難訓練も実施し、施設の職員、地域防災協力隊
も参加した。避難訓練では寝たきりの施設利用者を
避難所に車両搬送することを想定して実施した。

このように、消防団と共に地域の安心・安全のため
災害に強い町を構築するため訓練等の取り組みを
行っている。

平成28年 7 月24日開催：第
40回岩手県消防操法競技会
小型ポンプの部優勝集合写真

社会福祉施設の火災を想定し
た火災防御訓練

機能別団員辞令交付式・決意表明

寝たきりの施設利用者を避難所に車両搬送する訓練に参加する地域防災協力隊

住民が安心して暮らせる地域をめざし
～機能別団員制度の導入～

消防団と共に地域の安心・安全への取り組み

岩手県
九戸村消防団

岩手県
紫波町消防団

地
域
活
動
表
彰
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消防団等地域活動表彰〈消防団表彰〉

人口　　51,592人
面積　　49.18㎢
団員　　定数179	人
　　　　実数164人（うち女性7人）

DATA

本消防団は、火災発生時の消火活動・災害時の
警戒活動をはじめ、春と秋の火災予防運動、日頃の
訓練の成果を披露する消防演習、地域と連携して
活動する防災訓練、一年の無火災を祈念する消防
出初式など、様々な消防団活動を行っている。

また、庁舎内や各施設内のポスター掲示等を通
して、団員の確保、特に女性消防団員の確保を推進
した結果、平成28年 4 月 1 日から女性消防団員
が入団し、主に火災予防の啓発活動や防災訓練へ
の参加等を行っている。

高崎市消防団では消防団員の確保対策として、
女性消防団員の入団を積極的に働きかけ、平成28
年度に高崎市消防団で一般団員として初めて 1
名の女性消防団員の入団を皮切りに団員数が増え
ている。学生も含む女性消防団員の精鋭から女性
消防隊を結成し、第23回全国女性消防操法大会に
出場した。浅い団歴を埋めるべく、防災知識の向上
に意欲的であり、上級救命講習の受講や、防災士資
格を得る団員もいるなど、地域防災のイベントで
地域住民へ防災意識の普及に努めている。

総合防災訓練にて女性消防団
員が地域の方と協力しなが
ら、指定避難所に怪我人を避
難させている様子

高崎市消防表彰式で司会進行
を務める女性消防団員

富谷市消防出初式の様子

高崎市消防隊総合訓練で行った操法の様子

自分たちのまちは、自分たちで守る
住みたくなるまち日本一を目指して

女性消防団員の活躍

宮城県
富谷市消防団

群馬県
高崎市消防団

人口　　374,491人
面積　　459.16㎢
団員　　定数1,520人
　　　　実数1,327人（うち女性24人）

DATA

地
域
活
動
表
彰
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人口　　1,230人
面積　　181.85㎢
団員　　定数150人
　　　　実数132人（うち女性0人）

DATA

人口　　6,518人
面積　　49.74㎢
団員　　定数150人
　　　　実数147人（うち女性0人）

DATA

草津町消防団は各種災害、訓練、イベント等年
間出動回数が多数であるが、平時からの情報共有
が出来ており、団長を中心とした統率力を常に維
持する為、日々努力している。地域の住民の信頼も
厚く、観光地という特殊性から観光に訪れるお客
様の安全で安心なまちづくりに貢献している。今
後も地域住民の期待と信用に応える為、消防力の
更なる向上にむけて、弛まない努力と熱意で消防
活動に従事している。

上野村は急傾斜地に集落があるため、火災時の
水利確保が問題となる。このため毎年中継放水訓
練を実施している。訓練場所として、水利確保が困
難な地域を選定し、可搬ポンプによりホースを何
本も連結するのと同時に、送水圧を落とさないよ
うダイレクトバルブを使用し各分団の可搬ポンプ
も連結させ訓練を行う。水利状況の確認のみなら
ず、分団同士が連携しなければできない訓練のた
め、お互いに切磋琢磨し、士気を高めあう効果も期
待されている。

秋季点検で放水試験を行う団
員

林野火災に備え、群馬県防災
航空隊との合同訓練

ポンプ操法大会に出場し団結する団員

約400ｍのホース延長を行い放水

地域を守る消防団

「守れわがむら」消防力の更なる向上をめざし

群馬県
草津町消防団

群馬県
上野村消防団

地
域
活
動
表
彰
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消防団等地域活動表彰〈消防団表彰〉

羽生市消防団の多機能部隊は、各分団から推薦
された精鋭 9 名の団員と副団長 1 名を隊長とし、
総勢10名で平成25年 4 月 1 日に発足した。現在
は様々な救急救助資機材等を駆使し、多種多様な
現場に対応できる訓練を行うとともに、多機能車
での積極的な防火広報活動等を行っている。

平成29年度には全隊員が外傷者への対応を習
得したことから、震災時での救護活動能力の向上
や、今後の防災訓練指導等においても役立つもの
と考えている。

大森消防団では、地域の防災リーダーとして地
域防災力の向上に向けた自治会・町会での防災訓
練指導や救命講習の支援を積極的に行っている。
また、自己の指導力向上のため、消防団員同士で知
識技術を高めている。

入団促進活動では、消防団行事や防災訓練等あ
らゆる機会を捉え、募集コーナーを設置し、消防団
活動をアピールしながら募集活動を実施してい
る。

全隊員が外傷コースを受講、
これからも市民の安全・安心
のため隊員一人ひとりのスキ
ルアップを目指していく

あらゆる機会を捉えた消防団
入団促進活動

埼玉県女性消防操法大会において車両事故救助訓練を披露する多機能部隊

日頃の訓練の成果を発揮！消防操法大会

多機能部隊による高度な救急救助活動

地域の防災リーダーとして

埼玉県
羽生市消防団

東京都
大森消防団

人口　　224,430人
面積　　18.23㎢
団員　　定数300人
　　　　実数275人（うち女性52人）

DATA

人口　　54,874人
面積　　58.64㎢
団員　　定数225人
　　　　実数215人（うち女性0人）

DATA

地
域
活
動
表
彰
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平成24年 4 月から発足した消防団女性部（愛
称：オレンジフェアリーズ）は、現在 7 名で全員が
応急手当指導員を取得しており、積極的に活動を
している。普通救命講習の指導や防災訓練、市内各
種イベントで救護員としての活動、また、防火防災
の啓蒙活動として、年齢に合わせて団員自らが考
案したシナリオの演劇を行う等幅広い活動を行っ
ている。発足以来の積極的な活動により、消防団の
PRにも大きく貢献している。

地元住民への入団勧誘は以前から行っている
が、団員のサラリーマン化がすすむ都市部におけ
る消防団の課題として、在区消防団員数が少なく
なってしまう平日昼間をどのようにカバーしてい
くべきかというものがあった。その課題の解決法
として、平日昼間に消防団管内で働く勤務地団員
の確保が重要との認識のもと、消防団・消防署が連
携して事業所に入団勧誘に赴き、勤務地団員の確
保に成功し、充足率100％を達成した。

毎年市内で全戸配布して消防
団の活動の様子を伝える消防
団NEWSの中でも、女性部の
活動をPRしている

地元開催のイベントでの団員
募集活動の様子

女性部オレンジフェアリーズの保育園での防火啓蒙活動

事業所団員に対する辞令交付式の様子

消防団女性部の活動

団員確保に係る取組

東京都
武蔵村山市消防団

神奈川県
横浜市伊勢佐木消防団

人口　　148,743人
面積　　20.93㎢
団員　　定数150人
　　　　実数151人（うち女性48人）

DATA

人口　　72,275人
面積　　15.32㎢
団員　　定数210人
　　　　実数197人（うち女性7人）

DATA

地
域
活
動
表
彰
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消防団等地域活動表彰〈消防団表彰〉

海老名市消防団では、平成28年 4 月に初めて
女性消防団員を 1 名任用した。任用後、消防団員
募集啓発物品や地域情報誌の募集記事に女性団員
を採用し、地元ケーブルテレビ局にも第 1 号の女
性消防団員として出演した。また、市消防出初式や
市消防操法大会のなどの行事に積極的に参加し、
女性消防団員の認知度の向上、消防団のイメージ
アップ、消防団員募集PRを行った。その後、女性消
防団員の問い合わせが増え、現在 3 名が任用さ
れ、活躍している。

白山市南消防団では、各分団から選任された14名
の広報委員によって独自の広報誌「まとい」を年 2
回（ 8・2 月）発行し、管轄区域に全戸配布するとと
もに、県内の関係機関に配布している。各分団の活動
に基づいた記事や写真を、委員自らが作成・編集し、
消防団のPR活動を通して団員募集を実施している。

その成果により、平成29年 4 月 1 日に女性分団
が発足し、新たな女性目線での防火・防災への普及啓
発活動を展開するとともに、消防団の更なるPRに努
めている。

海老名市消防操法大会の様子

消防署員と女性分団員による
幼年防火教室「リスクウオッ
チ」

海老名市消防出初式の様子

平成29年度に発行した広報まといNo.25・No.26

女性消防団員活動PR及び団員募集活動

消防団員確保に向けた積極的な
PR活動について

神奈川県
海老名市消防団

石川県
白山市南消防団

人口　　112,924人
面積　　754.93㎢
団員　　定数312人
　　　　実数264人（うち女性17人）

DATA

人口　　130,860人
面積　　26.59㎢
団員　　定数228人
　　　　実数191人（うち女性1人）

DATA

地
域
活
動
表
彰
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木祖村では、人口減少傾向にあるが、団員増加
に向けて地域における説明会や女性消防団員が活
動しやすい環境の整備により、団員は少しずつで
はあるが増えている。特に女性消防団員に関して
は、平成24年度時点 1 名であったが、継続的な勧
誘などにより、現在では13名まで増えている。

男性による、ハード的な消火活動と女性による
救護、予防活動などのソフト的な活動により、活動
の幅を広く展開している。

出初式や歳末夜警、観閲式等定例的に実施してい
るものはもちろん、独自に毎月一日を「防火の日」と
定め朝晩の警鐘やCATVによる啓発放送を実施し
予防消防に努める。火災予防週間には全消防車両に
よる火災予防パレードを実施し、あわせて各家庭を
訪問して火災警報器や消火器などの点検を行って
いる。

平成29年からは新たに女性消防団員を加え、村民
祭での消防車両展示、保育園での防災講話など活動
の幅を広げ、地域に根差した消防団活動に取組む。

平成30年木祖村消防団出初
式において分列行進を行う消
防団員

村民祭では、消防車両の展示、
子どもの試乗、防火服の試着
等行い、予防啓発や地域住民
との関わりを大切にしている

木曽地区の女性消防団員が熱い消防魂のぶつけ合い、交流を深めた後の満面の笑顔

観閲式の様子

住民にとって、 一番身近な消防団！
女性が輝き、活躍する消防団！

～消防の精神を原点に～
地域に愛される消防団活動の実践

長野県
木祖村消防団

長野県
  木島平村消防団

人口　　4,658人
面積　　99.32㎢
団員　　定数296人
　　　　実数290人（うち女性5人）

DATA

人口　　2,988人
面積　　140.50㎢
団員　　定数180人
　　　　実数163人（うち女性13人）

DATA

地
域
活
動
表
彰
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消防団等地域活動表彰〈消防団表彰〉

消防団の活性化を図るため平成27年 3 月に13
名で女性消防隊を結成し、同年には女性消防操法
大会に出場し操法技術等を習得。その後、消防団行
事の運営や火災予防週間の戸別啓発、災害時の後
方支援活動などを主な活動としてきた。現在では、
15名体制となり、防災訓練で地域住民への消火器
取扱訓練などの実施や各種イベントで消防団の
PR活動も実施している。今後は応急手当や避難所
運営などの指導も実施していく予定で、地域防災
力向上のため積極的に活動している。

左京消防団長が左京消防団員の先頭に立ち、あ
らゆる機会をとらえて消防団の魅力をアピールす
るとともに地道な入団促進を実施。全団員に対し
て団員充足率に対する意識改革を行うだけでな
く、入団後の団員教育や訓練を積極的に実施し、魅
力ある消防団、団員を育成するために団員の資質
を向上に努めている。また、管内で発生した土砂災
害等を教訓に、平成28年10月には、京都市内最大
規模の人員と登録車両数で組織する機甲分団を創
設している。

地域防災訓練で簡易担架の作
り方を実演する様子

より地域に密着し、魅力ある消防団、団員
を育成するため資質向上を目的とした団
員教育を行っている

幼年消防まつりで地域住民などへPR活動

区内を走る電車にラッピングを施し、地域住民に消防団員募集等の啓発を行っている

女性消防隊による消防団の普及啓発と
地域防災力の向上を目指して

京都市内最大人員を誇る !!
魅力あふれる左京消防団

岐阜県
七宗町消防団

京都府
京都市左京消防団

人口　　168,266人
面積　　246.88㎢
団員　　定数695人
　　　　実数683人（うち女性39人）

DATA

人口　　3,876人
面積　　90.47㎢
団員　　定数170人
　　　　実数169人（うち女性15人）

DATA

地
域
活
動
表
彰
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高梁市消防団では、有事の際の災害出動に加
え、防災活動にも意欲的に取り組んでいる。地域の
防災訓練では、消火設備使用における指導及び災
害時の避難計画への助言等行い、地域防災力の向
上に寄与している。また、幼稚園及び保育園でのパ
ネルシアターの上演を通じ、子どもたちが災害の
恐ろしさについて学び、家族と話し合うことで、各
家庭からの防災意識の発揚に大きく貢献してい
る。

広島市安佐北消防団では、入団募集チラシの全
世帯への配付や地域貢献活動を通してPRを行う
など、認知度を高める活動を積極的に行っている。
また、次世代を担う団員確保のため、地域の青少年
の健全育成を兼ねた消防団活動体験や消防団ポス
ターの募集など小中学生との繋がりを大切にする
とともに、地元大学や学生に学生消防団活動認証
制度の積極的な利用を呼び掛けるなど、幅広い年
齢層への働き掛けにより、団員充足率100％を達
成している。

女性団員によるパネルシア
ター上演の様子

地域行事や地域貢献活動に積
極的に参加し、親しみやすい、
入団しやすい消防団を目指し
たPR活動を実施

地域訓練での指導の様子

消防団をテーマにポスターを募集。消防団車庫に大きく描き、児童たちと記念撮影

高梁市消防団は地域防災の普及啓発に尽力
地域と共に歩む消防団

地域防災の中核となる消防団員の確保

岡山県
高梁市消防団

広島県
広島市安佐北消防団

人口　　145,018人
面積　　353.33㎢
団員　　定数670人
　　　　実数670人（うち女性22人）

DATA

人口　　32,075人
面積　　547.01㎢
団員　　定数1,500人
　　　　実数1,412人（うち女性29人）

DATA

地
域
活
動
表
彰
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消防団等地域活動表彰〈消防団表彰〉

近年、日本各地で発生している集中豪雨による
水害に備え、自主防災組織はじめ、市災害対策本
部、消防署、建設業協会、日本郵政、高齢者入所施設
等と連携し、避難行動要支援者避難誘導訓練や各
種水防工法、重機・救助資機材を活用した土砂災害
救助訓練など、各工法・訓練の指揮・実践活動を行
い、多様化する災害のどの場面においても活躍で
きる消防団であるために知識と技術に磨きをか
け、地域住民とともに地域の安全・安心を守る活動
を行っている。

新宮町の安全安心のまちづくりのため、地域防
災の要として、災害対応や消防操法訓練、災害予防
活動への従事のほか、地域の行事や防災訓練と
いった地域活動においても率先して運営・指導す
るなど、地域コミュニティにおける牽引役になっ
ている。日ごろから消防団員の確保に努めており、
分団長会による消防団広報誌「We are 消防団」の
作成や、消防団員募集啓発ティッシュ・横断幕など
の啓発物品を活用し、自発的、継続的に勧誘活動を
実施している。

社会福祉施設職員と連携し、
避難行動要支援者の避難支援
を行う消防団員

地域の防災訓練での放水訓練
の様子

自主防災会組織と連携し、土のう搬送、設置を行う消防団員

平成30年新宮町消防団消防出初式での一斉放水の様子

地域とともに地域の安全・安心を守る消防団

安全安心のまちづくりに向けた
消防団員確保の継続した取り組み

愛媛県
八幡浜市消防団

福岡県
新宮町消防団

人口	 30,344人
面積	 18.93㎢
団員	 定数246人
	 実数246人（うち女性7人）

DATA

人口	 34,825人
面積	 132.68㎢
団員	 定数791人
実数	 735人（うち女性10人）

DATA

地
域
活
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大規模災害等により消防団に対する期待が高
まる一方、昨今の少子高齢化及び団員のサラリー
マン化により、団員確保が困難となっている中、本
市消防団においては、災害活動の消防力強化を目
的として、消防活動の経験を有する消防団OBに
よる支援団員制度を導入した。また、後方支援を行
う女性消防団員を確保するため、市役所新規採用
職員の加入を促進し、市の職務と消防団活動によ
る地域に根ざした人材育成を図っている。

名護市消防団は発足から47年、地域に根差した
消防団活動を平時から実施している。消防出初め
式から始まり、春秋の火災予防運動や機能別分団
の炊き出し訓練、女性の消防操法大会出場、消防出
初め式での機能別分団による司会進行、配給・広報
活動など様々な活動を積極的に行っている。これ
までの既存の活動から機能別消防分団を活用した
新しい魅力ある団活動を展開し、女性と若者の入
団促進に取組み、これからも積極的な人材確保に
努めていく。

支援団員と明記されたヘル
メットと法被を着用し、一般
団員と共に活動している様子

女性団員による沖縄県消防操
法大会小型ポンプ操法の様子

女性部への軽可搬ポンプセットの配備に伴う、入魂式の様子（うち 7 名が市職員）

平成30年消防出初め式での機能別分団員（新設）の司会・配給・広報活動の様子

時代の変化に対応できる消防団活動を目指して

沖縄県初！
Start Up名護市消防団機能別分団 !!

佐賀県
嬉野市消防団

沖縄県
名護市消防団

人口　　61,674人
面積　　210.37㎢
団員　　定数292人
　　　　実数167人（うち女性13人）

DATA

人口　　27,359人
面積　　126.41㎢
団員　　定数1,050人
　　　　実数1,045人（うち女性36人）

DATA

地
域
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消防団等地域活動表彰〈消防団表彰〉

沖縄市消防団では女性視点で地域防災力向上
に寄与するため、平成28年 4 月に女性分団を創
設した。女性分団では、救急法講習や防災研修セン
ターでの防災啓発活動のほか、消防団員加入促進
活動として、消防団の認知度向上・活動PRのため
にリーフレットを作成し市広報誌に折り込み各世
帯へ配布。また、親子を対象に防災紙芝居やバルー
ンアートを作成し、興味を惹きつけて防火・防災啓
発活動を行うことで、女性や若者へ消防団活動PR
を行っている。

消防団活動PR及び団員募集
のためリーフレット等を作成
し各世帯へ配布

女性分団による紙芝居をとおした防火・防災啓発活動

女性消防団員による消防団員加入促進活動 沖縄県
沖縄市消防団

人口　　139,279人
面積　　49.72㎢
団員　　定数72人
　　　　実数68人（うち女性19人）

DATA

地
域
活
動
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彰
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消防団等地域活動表彰〈事業所表彰〉

昭和41年度以降現在までに13名（現団員 7 名、退
団者 6 名）の従業員が消防団に入団・在籍し、消防団
行事である火災予防運動や消防演習、出初式、歳末特
別警戒等種々の訓練・予防活動、あるいは、災害出動の
際においても配意され、地域防災の充実強化に寄与し
ている。

また、全国的な消防団員数減少傾向と同じく、北見
地区消防組合訓子府消防団の団員数も過去10年で 5
名減少している中、当事業所は常に 5 名以上団員を
在籍させ、継続性、維持強化に多大な貢献をしている。

本事業所は、11名が大船渡市消防団に在籍してお
り、勤務時間中に火災出動等の必要が生じた場合は、
優先して消防団の任務に当たらせている。他の従業員
に対しても、出動後の仕事のバックアップが円滑に行
えるよう協力体制を構築しており、勤務時間中であっ
ても憂いなく活動できる環境を整えている。

地域貢献を図ることにより、事業所としての社会
責任及び社会貢献を果たすべきであるとの認識に基
づき、地域防災の任に当たる消防団の職責を十分理
解し協力している企業である。

消防団員募集のための会社訪
問の様子

平成27年 7 月24日開催：岩
手県消防操法競技会の出場写
真（ 2 番員が株式会社三栄工
業所の社員）

50年以上消防団活動に協力し
地域社会に貢献する会社

消防団への理解と地域貢献

北海道
訓子府石灰工業株式会社

岩手県
株式会社三栄工業所

所在地	 岩手県大船渡市
人口	 38,086人
面積	 322.50㎢
業種	 建設業
従業員	 139人
うち団員	 11人（うち女性0人）
大船渡市消防団	 11人

DATA

所在地	 北海道訓子府町
人口	 5,141人
面積	 190.89㎢
業種	 製造業
従業員	 58人
うち団員	 7人（うち女性0人）
北見地区消防組合訓子府消防団7名

DATA

地
域
活
動
事
業
所
表
彰
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経営方針に社員の地域貢献を掲げボランテイ
ア活動などを積極的に行っている。

消防団活動にあたっては消防団を経験した地
元社員が多く勤務中の災害等への出動には、優先
して任務にあたらせるなど勤務しながら地元消防
団で活動出来る企業としての環境作りや支援体制
を整備している。災害時には所有する重機や車両
を積極的に貸し出し地域防災に貢献できる協力体
制を常に心がけている。

地域防災活動の中核を担う消防団の重要性を
深く認識しており、地域に密着した活動を積極的
に支援している事業所である。災害発生時には、消
防団員が勤務時間中にも迅速に出動できる体制を
構築し、就労者には分団長も在職している。事業所
では、自衛消防団も組織しており、職場を挙げて地
域防災力の充実強化に努めている。その他にも火
災防御訓練、ポンプ操法訓練、消防出初式や演習等
の消防団活動についても配慮され、深い理解と職
場環境を整えた事業所である。

消防ポンプ操法大会、市防災
訓練等の各種訓練にも積極的
に参加している

地域防災への貢献

地域に密着した消防団活動に深い理解と協力

宮城県
株式会社武山興業

山形県
株式会社カネト製作所

地
域
活
動
事
業
所
表
彰

消防団等地域活動表彰〈事業所表彰〉

所在地	 宮城県石巻市
人口	 146,080人
面積	 554.58㎢
業種	 建設業
従業員	 43人
うち団員	 6人（うち女性0人）
石巻市消防団5名、東松島市消防団1名

DATA

所在地	 山形県上山市
人口	 31,569人
面積	 240.93㎢
業種	 製造業
従業員	 55人
うち団員	 7人（うち女性0人）
上山市消防団6人、高畠町消防団1人

DATA
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本事業所は、従業員のうち 6 名が日光市栗山消防
団に入団しており、消防団の各種行事や特に火災をは
じめとする災害が発生した場合には、勤務時間内で
あっても団員が速やかに出動できるように配慮して
いる。

また、毎年全従業員に普通救命講習の受講や消火
器を使用した消火訓練を積極的に行い、災害時に迅速
な対応が可能な体制を整えている。さらには、事業所
所有の重機・資機材を率先して提供するなど、地域の
消防防災体制の充実強化に尽力している会社である。

地域における消防団の役割や消防団活動の重要
性を深く理解し、事業所をあげて積極的に支援協力
に取り組んでいる。18名の従業員のうち11名が消
防団に在籍しており、消防団始式、操法大会及び消
防団点検等の各種行事にも積極的に参加している。

11名のうち 9 名が上級救命講習を修了し地域
の防災力向上に寄与している。

2013年 2 月には、消防団活動への協力が認めら
れ、総務省消防庁消防団協力事業所表示証の認定
を受けている。

放水点検の様子

防火防災の広報活動

地域に密着し消防団活動に積極的に
協力している事業所

消防団活動へ積極的に協力している事業所

栃木県
株式会社阿部工務店

東京都
京北ヤクルト販売株式会社東十条センター

地
域
活
動
事
業
所
表
彰

所在地	 栃木県日光市
人口	 83,386人
面積	 1,449.83㎢
業種	 建設業
従業員	 13人
うち団員	 6人（うち女性0人）
日光市栗山消防団	 6人

DATA

所在地	 東京都北区
人口	 346,249人
面積	 20.61㎢
業種	 販売業
従業員	 18人
うち団員	 11人（うち女性11人）
王子消防団	 11人

DATA
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穴水町消防団では、災害に備
え毎月の月例訓練で資機材取
扱い及び放水訓練等を実施

消防団等地域活動表彰〈事業所表彰〉

当事業所は災害復旧工事なども係っていることか
ら、従業員の消防団活動に対して非常に深い理解があ
り、従業員が消防団に加入しやすい職場環境などの整
備にも努めているため、複数名が消防団に加入してい
る。就業時間中に従業員が消防団として災害出動する
ことに関しては、有給休暇とせずに通常の勤務扱いと
して消防団活動を行うことを認めているなど配慮さ
れている。また、事業所で所有している重機等を災害
発生時に提供するなど、消防団活動へ特に深い理解
を示しており、地域防災力の向上に寄与している。

本事業所では、従業員45名のうち 5 名が穴水町
消防団に在籍しており、「穴水町に貢献したい‼」
という強い思いから、勤務中であっても災害現場
へ出動できるように職場環境を整え、消防団行事
や地域活動へも積極的に参加できるように地域コ
ミュ二ティの活性化に努めている。また、石川県の
災害時における応急対策工事に関する基本協定に
加盟しており、消防団員以外の従業員も災害時の
要請があった場合は、災害復旧活動に当たるなど、
地域住民の安全・安心確保のために努めている。

8 人の従業員が消防団員と
して活動中

地
域
活
動
事
業
所
表
彰

所在地	 新潟県長岡市
人口	 275,133人
面積	 841.06㎢
業種	 建設業
従業員	 52人
うち団員	 8人（うち女性0人）
長岡市消防団	 8人

DATA

所在地	 石川県鳳珠郡穴水町
人口	 8,786人
面積	 183.24㎢
業種	 建設業
従業員	 45人
うち団員	 5人（うち女性0人）
穴水町消防団	 5人

DATA

消防団活動に深い理解
地域防災力向上に貢献する事業所

 新潟県
株式会社成田屋電設

社員一同、「心を一つに地域貢献」 石川県
昭和建設株式会社
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本事業所は、消防団員の入団促進を積極的に行
い、入団している団員と「消防団活動に関する労働
契約書」を交わし、勤務時間中に各種災害が発生し
た場合には、地域の安心・安全を守るため、迅速に
現場へ出動できるよう配慮している。

また、事業所にてAEDを保有し、全社員対象に
普通救命講習会を実施するとともに、地域の行事
の際には、必要に応じてAEDを貸し出し、地域防
災力の向上に大きく貢献している。

全従業員が大切な命を救える
よう普通救命講習会を行って
いる

消防団活動を積極的に支援し、
地域に貢献できる会社を !!

長野県
株式会社タク技研

地
域
活
動
事
業
所
表
彰

所在地	 長野県佐久市
人口	 99,412人
面積	 423.51㎢
業種	 製造業
従業員	 50人
うち団員	 8人（うち女性0人）
佐久市消防団7人、小諸市消防団1人

DATA

所在地	 岐阜県飛騨市
人口	 24,975人
面積	 792.53㎢
業種	 製造業
従業員	 131人
うち団員	 13人（うち女性0人）
飛驒市消防団	 13人

DATA

本事業所では、現在13名の現役の消防団員が活
動しており、消防団員である社員に対し就業時間
内における消防団活動への参加に特別有給休暇を
付与する等、消防団活動に参加しやすい環境を整
備している。また、消防団に対する重要性を深く認
識し、操法をはじめとする出初式等の各種行事へ
団員は積極的に参加し、消防団員を中心に地域に
貢献できるよう積極的に取り組んでいる。

消防団員である従業員を中心
とした避難訓練など実施して
いる

消防団活動に深い理解を示し
地域に貢献する事業所

岐阜県
株式会社喜多村古川工場

30年度消防庁報告書.七.indd   31 2018/04/05   13:51



32

消防団等地域活動表彰〈事業所表彰〉

本事業所は、地域防災の中核的存在である消防団
の重要性を理解し、地域の消防・防災体制の充実強化
に貢献している。

現在18名の消防団員が在籍しており、防災訓練、地
域住民の防災意識の啓蒙活動及び水害・火災等の緊
急出動要請には特別休暇扱いにするなど便宜を図っ
ている。また、製造職に従事する団員が多い中、他職員
が「出動は地域社会への貢献の一環である」と理解の
もと、残業や早出勤務で調整を行うなど消防団活動を
行うための職場環境が整備されている会社である。

西条市農業協同組合は、「安心・安全をあした
へ」を経営理念に掲げ、地域住民が安心して心豊か
に暮らせる地域社会の実現に向け事業を展開して
いる。地域における消防団の活動についての重要
性を深く認識し、消防団への加入促進をはじめ、消
防団所属職員の勤務時間内における災害出動等に
ついても勤務扱いとし、積極的に消防団活動が行
える体制を構築している。地域に密着した業務形
態を活かし、消防団活動への協力体制を整備する
ことで地域防災力の向上に寄与している。

長距離中継送水訓練時の様子

例年 3 月に実施している西
条市消防観閲式の様子

消防団活動に積極的に協力している会社

地域密着の事業展開で地域防災に貢献

山口県
厚和産業株式会社

愛媛県
西条市農業協同組合

地
域
活
動
事
業
所
表
彰

所在地	 山口県山陽小野田市
人口	 63,823人
面積	 133.09㎢
業種	 製造業
従業員	 187人
うち団員	 18人（うち女性0人）
山陽小野田市消防団16人、下関市消防団2人

DATA

所在地	 愛媛県西条市
人口	 112,091人
面積	 509.98㎢
業種	 小売り・金融保険・サービス業
従業員	 243人
うち団員	 19人
西条市消防団	 19人（うち女性0人）

DATA
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森林組合というその事業内容から特に山林に
おける防災に対して高い意識を持ち、林業関係者
への山林火災予防を呼びかけるなど、平素より消
防活動に対しての重要性を深く認識している。

また、現役の消防団員だけで無くOB団員も多
数在籍しており、火災や風水害等の災害対応はも
ちろんのこと、出初式、訓練等の消防団行事にも従
業員が積極的に参加できるよう十分な配慮がなさ
れている事業所である。

事業所職員が参加した平成
29年対馬市消防団厳原地区
団夏季訓練の様子

山林での災害をゼロに！
地域と密着する消防団協力事業所

長崎県
対馬森林組合

地
域
活
動
事
業
所
表
彰

所在地	 長崎県対馬市厳原町
人口	 31,467人
面積	 709㎢
業種	 その他（協同組合）
従業員	 25人
うち団員	 9人（うち女性0人）
対馬市消防団	 9人

DATA
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◆新規消防庁消防団協力事業所　59事業所

掲載内容は、各団体から提供のあった原稿及び写真に基づき作成

＜消防庁消防団協力事業所とは＞
消防団活動に積極的に協力している市町村等消防団協力事業所
等のうち、特に顕著な功績が認められる事業所。地域の消防防災
力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とし、基準に適合
していると認めたときは、総務省消防庁表示証を交付することと
している。

消
防
団
協
力
事
業
所

消防庁消防団協力事業所新規認定一覧
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平成29年度 消防庁消防団協力事業所表示証 交付事業所

消
防
団
協
力
事
業
所

平成29年度消防庁消防団協力事業所新規認定一覧
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都道府県 団体名

北海道 社会福祉法人萌木の会

北海道 農事組合法人勝山グリーンファーム

青森県 下北環境保全株式会社

岩手県 学校法人阿弥陀寺教育学園 国際医療福祉専門学校一関校

岩手県 有限会社三浦建設

秋田県 ＡＬＳＯＫ秋田株式会社

秋田県 学校法人ノースアジア大学秋田看護福祉大学

福島県 株式会社関組

福島県 渡富建設株式会社

福島県 株式会社二嘉組

福島県 ＡＬＳＯＫ福島株式会社

福島県 株式会社大倉工業所

福島県 株式会社クレハ生産技術本部 いわき事業所

茨城県 東洋鍛工株式会社 龍ケ崎工場

栃木県 下野農業協同組合

東京都 株式会社東京葬祭

東京都 学校法人滋慶学園東京医薬専門学校

神奈川県 介護付き有料老人ホームヒルデモア三渓園

神奈川県 湘南ヤクルト販売株式会社深谷センター

神奈川県 湘南ヤクルト販売株式会社大正センター

神奈川県 生駒植木株式会社

神奈川県 株式会社シンコー

神奈川県 学校法人翠伸学園ぬくもりの森しんばし やよい台こども園やよい台幼稚園

神奈川県 有限会社誠幸商事

新潟県 新潟公務員法律専門学校

新潟県 株式会社近藤組

新潟県 山重架設有限会社

新潟県 株式会社成田屋電設 
新潟県 有限会社稲建土木興業 
新潟県 ユキワ精工株式会社

新潟県 株式会社拓越 
新潟県 創和ジャステック建設株式会社 
新潟県 富山電気株式会社

新潟県 株式会社上原自動車工業

富山県 株式会社長田組

富山県 株式会社藤井組

富山県 野原建設株式会社
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消
防
団
協
力
事
業
所

なお、平成29年度においては、消

防・防災活動活性化大会において、消

防庁消防団協力事業所表示証交付式

を実施し、表中色付けした 2団体に

代表受領形式にて表示証を交付した。
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都道府県 団体名

福井県 福井市農業協同組合

福井県 福井市南部農業協同組合

長野県 有限会社志賀プラントサービス

岐阜県 富士精密株式会社中津川工場

岐阜県 恵那機器株式会社

岐阜県 協業組合Ｈ・Ｃ建設

岐阜県 株式会社喜多村古川工場

岐阜県 株式会社神岡衛生社

岐阜県 有限会社飛騨螺子製作所

愛知県 オーエスジー株式会社新城工場

愛知県 株式会社鈴木工務店

愛媛県 中島三和漁業協同組合

愛媛県 イナン電気株式会社

福岡県 西戸崎開発株式会社

佐賀県 株式会社豆田組

佐賀県 鳥栖プロパン株式会社

長崎県 社会医療法人玄州会

長崎県 島原雲仙農業協同組合国見支店

宮崎県 旭興産株式会社

宮崎県 農業生産法人株式会社かぐらの里

鹿児島県 笠之原保育園

鹿児島県 株式会社道添建設
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平成29年度 消防庁消防団協力事業所表示証 交付事業所
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本事業所は、市街地より離れた農村部の富里地区で開所
しており、当地区では離農及び高齢化の影響で人口減少が進
み、管轄する北見消防団第11分団は存続の危機に立たされ
ていた。このような危機的状態に萌木の会は職員が消防団活
動を行うことに理解を示し、 2 名が加入することとなる。

現在では 5 名の職員が消防団へ入団し、災害発生時には
出動に配意されている。富里地区において災害が発生した場
合、常備消防が現場に到着するまでに時間を要することか
ら、消防団が果たす役割は大きなものとなっており、地域の
安全・安心の推進に寄与している。

事業所設立当初より地域防災における消防団
活動の重要性を深く認識し、北見地区消防組合置
戸消防団勝山分団員総勢15名のうち分団長を含
む 8 名が当該事業所に勤務しており、従業員の消
防団活動への配慮に積極的に取り組んでいる。ま
た、平成28年度から北見地区消防組合消防団協力
事業所に認定されており、災害活動など緊急時に
対する従業員の出動体制を構築しており地域防災
に協力・貢献し、他の模範となる事業所である。

新年観閲式

置戸消防団消防演習での整列
時の様子
消防精神の高揚と団員の資質
向上、指揮統率・命令系統の徹
底を目的とし実施

地域防災の要として頼もしい消防力

今後も消防団活動を積極的に支援し、
地域住民の安全を守ります。

北海道
社会福祉法人萌木の会

北海道
農事組合法人勝山グリーンファーム

所在地	 北海道常呂郡置戸町
業種	 農業
従業員	 19人
うち団員	 9人（うち女性0人）
北見地区消防組合置戸消防団9人

DATA

所在地	 北海道北見市
業種	 社会福祉法人
従業員	 14人
うち団員	 5人（うち女性0人）
北見消防団	 5人（うち女性0人）

DATA
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災害が発生した際には、所属している消防団員
が迅速に出動できるよう消防団活動を最優先に位
置付け配慮すると共に、行事などの活動でも役割
を果たせるように休暇の申請を受理し、消防団活
動を支援しています。

また、所属の消防団員により、他の社員への住
宅用火災警報機など火災予防に関する広報を行
い、職員の啓発に努めると共に消防団員の加入促
進を図っています。

学生が一関市消防団に19名在籍しており、その
若い力を活かし各種訓練や広報活動等の行事に積
極的に参加している。

また、救急講習を開催する等、地域の防災力向
上のため学んだ医療技術を活かした活動も多く
行っており、地域に密着した専門学校として住民
が寄せる評価も高い。

平成３０年むつ消防団出初式
の様子

一関市消防団千厩地域本部消
防操法錬成会に学生チームが
出場し入賞

地域貢献第一
人と環境を想う会社

学生の若いエネルギーを地域貢献へ

青森県
下北環境保全株式会社

岩手県
学校法人阿弥陀寺教育学園 国際医療福祉専門学校一関校

所在地	 岩手県一関市
業種	 専門学校
学生	 133人
うち団員	 19人
一関市消防団	 19人（うち女性2人）

DATA

所在地	 青森県むつ市
業種	 廃棄物処理業
従業員	 44人
うち団員	 6人
むつ市消防団	 むつ消防団6人

DATA
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当社は、従業員が消防団員として多数在籍してお
り、消防団活動を理解し、消防団員の入団促進に協力
している。

また、勤務中に地域で火災等が発生した場合には、
積極的に出場することを認めており、災害時に事業
所の資機材等を消防団へ提供する協定を一関市と締
結するなど、消防団活動への積極的な活動支援を
行っている。
「やすらぎのあるふるさとづくり」を目指すところ

としており、消防団活動を通しこれを体現している。

災害に強い安全で安心な街づくりに貢献するため、従
業員の消防団活動に積極的な支援を行っている。また、消
防団へ加入しやすい環境を整えると共に当社のホーム
ページに活動状況を掲載し消防団への理解に努めてい
る。市町村の消防団協力事業所表示証は 4 支社が交付さ
れており、今後も交付事業所の増加に努めていくことと
している。

従業員の救命講習会受講や地元消防本部からAEDの設
置事業所として登録されるなど、救急救命の重要性も理
解しながら積極的に地域防災力の強化に協力している。

初期消火訓練の様子

従業員が雄物川総合水防演習
でラッパ隊の一員として演技
を披露

消防団活動を通し、
「やすらぎのあるふるさとづくり」を

地域の安全・安心を守る企業として、
消防団活動を支援します。

岩手県
有限会社三浦建設

秋田県
ALSOK秋田株式会社

所在地　　秋田県秋田市
業種　　　警備業
従業員　　281人
うち団員　17人（うち女性0人）
秋田市消防団5人、ほか10消防団計12人

DATA

所在地	 岩手県一関市
業種	 建設業
従業員	 22人
うち団員	 5人
一関市消防団	 5人（うち女性0人）

DATA

30年度消防庁報告書.七.indd   40 2018/04/05   13:51



41

消
防
団
協
力
事
業
所

東日本大震災の経験から、大規模災害が発生した場
合の救助・救護体制の強化が全国的に課題となったた
め、当市においても機能別消防団設置の機運が高まり、
大学側の多大なる理解と協力のもと、平成25年に「大
学生による機能別消防団員」を組織化。災害時の後方支
援体制強化に貢献するとともに、大規模災害時の避難
所運営や後方支援活動に係る避難訓練等に団員を積極
的に参加させている。団員は大学で得た知識・技術・行
動力を地域防災力に結びつけ、現場活動に反映させる
ことで、市民の安全・安心に大きく寄与している。

当社は、地域防災に関わる重要性を深く認識し、消
防団活動には積極的に取り組めるよう、勤務時間中の
便宜や従業員の入団を促進している。現在 5 名の消
防団員が在籍し、分団長・班長・機長等の要職に就いて
おり、小型ポンプ操法の選手も 1 名出場している。

本地域は少子高齢化が深刻な問題であり、火災や
水害等地元にいてすぐに対応出来る人材が大変貴重
である。有事の際には迅速な対応が出来るよう会社全
体で現場欠員のサポートをし、消防団員が活動しやす
い環境を整えている地元に貢献する企業である。

秋田県総合防災訓練に機能別
消防団員も参加
大規模災害に備え応急救護所
開設運営訓練、避難所開設運
営訓練を担当

平成30年 1 月 7 日　出初め
式（前列左から 3 人目が関組
の社員）

大規模災害時の避難所運営や後方支援活動は、
私たち機能別消防団員が担います！

地元に貢献し、地域を守る会社

秋田県
学校法人ノースアジア大学 秋田看護福祉大学

福島県
株式会社関組

所在地	 福島県郡山市
業種	 建設業
従業員	 18人
うち団員	 5人（うち女性0人）
郡山市消防団	 5人（うち女性0人）

DATA

所在地	 秋田県大館市
業種	 学校教育
従業員	 424人（うち学生数379人）
うち団員	 63人（うち女性55人）
大館市消防団	 63人（うち女性55人）

DATA
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本事業所は、地域防災の重要性を深く認識し、
消防団活動へ積極的に協力している。社員の 8 割
が消防団OBで団員への入団がしやすい環境を整
え現在でも 7 名の団員が在籍している。

災害出動等においても速やかな出動に配意さ
れ、災害時にも重機・車両・資材等無償提供する等
の協力をしている。また消防操法大会の出場隊員
として出場を了承しており、消防団活動等に貢献
する会社である。

本事業所は、従業員が積極的な地域貢献活動を行
えるよう、 1 年間に 3 日間のボランティア特別休
暇を制度化している。消防団員、消防団に所属してい
ない従業員を含め全従業員が、消防団活動や災害復
旧等のボランティア活動を行う場合、さらに突発的
な緊急事態に直ちに出動できるよう支援している。

現在 6 名の消防団員が在籍しており、消火・救助・
水防活動をはじめ、総合防災訓練、湖水警備、消防積
載車両の整備管理等、従業員の消防団活動への配慮
に積極的に取り組んでいる。

消防操法大会の様子（前列右
から 2 人目が渡富の社員）

地元消防署と消防団員によ
る、全社員参加の研修。「心肺
蘇生法」の実技指導（AEDを
持った右手前が消防団員の社
員）

地域貢献する会社、地域を守る消防団活動に協力

「自分たちの町は　自分たちで守る」
消防団活動を会社がサポート

福島県
渡富建設株式会社

福島県
株式会社二嘉組

所在地	 福島県郡山市
業種	 建設業
従業員	 21人
うち団員	 5人（うち女性0人）
郡山市消防団	 5人

DATA

所在地	 福島県郡山市
業種	 建設業
従業員	 21人
うち団員	 7人（うち女性0人）
郡山市消防団	 7人（うち女性0人）

DATA
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弊社は、火災をはじめ地震、風水害等の大規模
災害発生時において、地域防災の中核的存在とし
て活躍している消防団への加入促進を図ってお
り、今後、想定されている大災害等への対応力強化
を目標に、社員の消防団員活動を全面的にバック
アップしている。また、社員の消防団活動への理解
を深めるため、社内における「屋内消火栓操法大
会」を毎年開催し、社員一人一人の品質が地域防災
力の向上に繋がるよう努めている。

本事業所は、平成27年 3 月に、いわき市消防団協力
事業所として認定された。

近隣で発生した火災や各種災害に対しては、従業員
が業務に優先して出動できるよう支援する体制が整
えられており、地域防災活動に積極的に協力している。

また、消防団の行事等への参加についても、業務に
支障がないよう会社全体でバックアップするなど、消
防団活動に取り組みやすい職場環境を整備しており、
消防団員として活動する従業員への配慮も行ってい
る。

性別や職種を問わず屋内消火
栓操法を実施しております
写真は「平成29年度屋内消火
栓操法大会」の様子

規律訓練の様子

地域防災活動の強化、
社会貢献を目的とした誠実な会社

消防団活動に積極的に協力する事業所

福島県
ALSOK福島株式会社

福島県
株式会社大倉工業所

所在地	 福島県いわき市
業種	 建設業
従業員	 22人
うち団員	 5人（うち女性0人）
いわき市消防団	 5人（うち女性0人）

DATA

所在地	 福島県郡山市
業種	 警備業
従業員	 631人
うち団員	 35人（うち女性0人）
郡山市消防団	 2人（うち女性0人）
ほか27消防団計	 33人（うち女性0人）

DATA
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会社全体で地域防災に貢献する事業所

本事業所は、平成20年 6 月に、いわき市消防団協
力事業所として認定された。

災害発生時に対しての出動や、消防団の行事等へ
の参加についても、業務に支障がないよう支援し、消
防団活動に取り組みやすい職場環境を整備している。

また、大規模災害や事故を想定した防災訓練を定
期に実施しており、更に「石油コンビナート等におけ
る自衛防災組織の技能コンテスト」に積極的に参加す
るなど、防災要員の技能及び士気の向上に努め、会社
全体で地域防災に取り組んでいる。

本事業所は、昭和44年に龍ケ崎工場稼働創業以来、
地域のお祭りに工場敷地を提供する等、地元に密着し
た事業所である。

鍛造工場という火気類を扱う業種であることから社
内自衛消防隊（ 4 名× 4 班）を編成し、小型動力ポンプ
による消火訓練を実施する等、消防への理解が深い。

現在、消防団員が11名在籍し火災等の災害において
も速やかな出動が配慮されていることや、事業所管轄
地域の分団へ操法訓練の会場を夜間開放するなど、地
元に協力的な企業である。

技能コンテストの様子

当事業所管轄地域の地元消防
団・龍ケ崎市消防ポンプ操法
大会優勝時（社員・4 名）

地域密着！消防団活動への理解が深い事業所 茨城県
東洋鍛工株式会社 龍ケ崎工場

所在地	 茨城県県龍ケ崎市
業種	 鍛造品製造業
従業員	 98人
うち団員	 11人
龍ケ崎市消防団	 6人
稲敷市消防団4人、印西市消防団1人

DATA

所在地	 福島県いわき市
業種	 製造業
従業員	 961人
うち団員	 33人（うち女性0人）
いわき市消防団	 33人（うち女性0人）

DATA

福島県
株式会社クレハ 生産・技術本部いわき事業所
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地域に根差したJAとして「協同の力」で
地域の防災活動を全力支援

下野農業協同組合は、地域に根差した協同組合
の特徴と強みを活かし、現在20名が消防団員とし
て活躍している。

地域防災の中心となる消防団活動の重要性と
役割を役職員ともに共有し、各種の消防団活動参
加に配慮。特に、災害出動等では、迅速な出動がで
きるよう、職員一丸となって消防団員として活動
する職員をサポートする体制を整えている。

今後も地域の防災に貢献できるよう、引き続き
努めていく。

本事業所は、「真心のサービス」をモットーに、平素
から地域における防災活動の担い手として地域の安
全・安心を守るという消防団に深い関心と理解を示
され、地元分団の可搬ポンプ格納庫設置に際し、会
社敷地の一部を無償提供している。

また、事業所団員の入団促進及び就業中における
消防団活動に対して、ハード・ソフト面から会社全体
でバックアップを行い活動し易い環境に配意するな
ど、消防団業務の円滑な推進に寄与されるとともに
地域の防災力の充実強化に多大な貢献をしている。

栃木市消防団にて行われた大
火防止消防訓練の様子

事業所の自衛消防訓練指導風
景

地域と共に歩んで41年「真心のサービス」を提供 東京都
株式会社東京葬祭

所在地	 東京都江戸川区
業種	 葬祭業
従業員	 58人
うち団員	 6人（うち女性0人）
小岩消防団	 6人（うち女性0人）

DATA

所在地	 栃木県栃木市
業種	 農業協同組合
従業員	 430人
うち団員	 20人（うち女性0人）
栃木市消防団	 20人（うち女性0人）

DATA

栃木県
下野農業協同組合
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本校の救急救命士科に在学する学生13名と職
員 1 名が葛西消防団に在団する。学生は将来、地
域のみなさんを守る消防隊員や救急隊員を目指し
ている。在学中から地元消防団員として、不時の災
害出場をはじめとし、防火防災訓練指導・救命講習
指導・火災予防の巡行警戒活動に従事しており、地
域から必要とされることの重みを実感し、責任感
を身に着けている。

地域防災力の要である消防団の重要性を深く
認識し、消防団活動に対して事業所全体で協力し
ており、春と秋の火災予防運動や年末年始消防特
別警備における地域への巡回広報にも積極的に参
加している。また、地元町内会との間で「消防応援
協力に関する覚書」を締結し、地元地域と合同で
行っている防災訓練時には、消防団と共に従業員
の消防団員も訓練に参加するなど、消防団活動に
対する理解が深い事業所である。

平成29年葛西消防団消防操
法大会に第 4 分団 1 番員か
ら 4 番員において東京医薬
専門学生が出場し、見事優勝
に輝いた

事業所内での礼式訓練の様子

地域に根差した活動で、地域に
必要とされる人材育成

三位一体（地域・消防団・事業所）で
地域防災に取り組む

東京都
学校法人滋慶学園 東京医薬専門学校

神奈川県
介護付き有料老人ホーム ヒルデモア三渓園

所在地	 神奈川県横浜市
業種	 福祉施設
従業員	 70人
うち団員	 10人（うち女性2人）
横浜市山手消防団10人（うち女性2人）

DATA

所在地	 東京都江戸川区
業種	 専門学校
従業員	 70人
うち団員	 14人（うち女性2人）
葛西消防団	 14人（うち女性2人）

DATA
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湘南ヤクルトは、消防活動の重要性を理解し従
業員が消防団員への入団がしやすい環境を整え、消
防団活動への便宜や入団促進など、事業所として消
防団への協力を積極的に取組み、ジャイロバイクを
活用し、顧客に防災の情報を提供しており、深谷セ
ンター従業員、 9 名が消防団員に在籍している。

また、横浜市消防訓練センターで行った、女性消
防団員訓練に参加し、訓練礼式、救命処置要領や初
期消火器具の訓練を行い、地域住民への指導に向け
た訓練を積極的に行っている。

湘南ヤクルトは、消防活動の重要性を理解し従
業員が消防団員への入団がしやすい環境を整え、
消防団活動への便宜や入団促進など、事業所とし
て消防団への協力を積極的に取組み、ジャイロバ
イクを活用し、顧客に防災の情報を提供しており、
大正センター従業員、全員が消防団員に在籍して
いる。

また、毎月開催しているセンター会議の席上で
防災に関する教育を実施し、自ら研鑽を図ってい
る。

女性消防団員訓練

事業所内での防災研修の様子

地域の防災力強化に貢献

地域の防災力強化に貢献

神奈川県
湘南ヤクルト深谷センター

神奈川県
湘南ヤクルト大正センター

所在地	 神奈川県横浜市
業種	 健康飲料水販売
従業員	 10人
うち団員	 10人（うち女性10人）
横浜市戸塚消防団10人（うち女性10人）

DATA

所在地	 神奈川県横浜市
業種	 健康飲料水販売
従業員	 12人
うち団員	 9人（うち女性9人）
横浜市戸塚消防団9人（うち女性9人）

DATA
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本事業所は、消防活動の重要性を理解し、消防
団活動への便宜や入団促進など、事業所として消
防団への協力を積極的に取組み、現在 5 名の消防
団員が在籍している。

平成27年横浜市消防操法技術訓練会に優勝し、
翌年の第50回神奈川県消防操法大会で優秀賞を
獲得している。

また、従業員の訓練への参加も考慮しており、
従業員が選手（ 3 番員）として出場した。

日頃から地域防災力の中核を担う消防団の重
要性を深く認識し、昨年度から実施している消防
団基礎的諸能力向上のため消防団教育に積極的に
協力している。

また、大規模災害発生時において、自社の建設
重機及び切断資機材を積極的に提供するよう確約
されている。

平成27年横浜市消防操法技
術訓練会で優勝

消防団訓練における資機材の
取扱説明

消防団防災力の向上に貢献

消防団員教育に貢献

神奈川県
株式会社生駒植木

神奈川県
株式会社シンコー

所在地	 神奈川県横浜市
業種	 建設資機材販売・リース業
従業員	 10人
うち団員	 5人（うち女性0人）
横浜市戸塚消防団5人（うち女性0人）

DATA

所在地	 神奈川県横浜市
業種	 造園材料販売業
従業員	 10人
うち団員	 5人（うち女性0人）
横浜市戸塚消防団4人（うち女性0人）
横浜市泉消防団	 1人（うち女性0人）

DATA

30年度消防庁報告書.七.indd   48 2018/04/05   13:51



49

消
防
団
協
力
事
業
所

当園は、消防団員 8 人が在籍しており、園長自ら
分団長の重責を担い、日ごろから消防団活動に積極
的に参加している。毎月実施される訓練を通して、
消防団活動で得た知識や技術を職員にも伝えると
ともに、消防団活動の大切さを理解してもらい職員
が入団しやすい環境を整えている。事業所としての
安全・安心はもとより地域防災にも力を入れ、地元
消防団員として、自治会で行われる防災訓練での指
導の他、助け合いの精神で地域をつなぐ、ぬくもり
のあるまちづくりを目指して活動している。

日ごろから地域防災の要である消防団の重要
性を深く認識し、従業員20人という規模の事業所
ながら、 6 人の従業員が相模原市消防団に在籍
する消防団活動に非常に理解がある事業所であ
る。勤務中に災害が発生した場合、その災害に出場
することに理解を示しており、夜中に災害に出場
している場合にも、申し出により、出勤時間を遅ら
せるなどの配慮をしている。消防団活動の支援を
通じ地域貢献に寄与している事業所である。

職場の同僚に対する消火器取
扱い指導の様子

市消防操法大会の様子

地域のつながりを大切に、ぬくもりのあるまちづくりを目指して

消防団の災害活動に積極的に協力している事業所

神奈川県
学校法人翠伸学園ぬくもりの森しんばしやよい台こども園やよい台幼稚園

神奈川県
有限会社誠幸商事

所在地	 神奈川県相模原市
業種	 運送業
従業員	 20人
うち団員	 6人（うち女性0人）
相模原市消防団	 6人

DATA

所在地	 神奈川県横浜市
業種	 その他
従業員	 45人
うち団員	 8人（うち女性6人）
横浜市泉消防団	 8人（うち女性6人）

DATA
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地域における消防団活動の重要性を理解し、地
域貢献の一環として114名の学生が入団してい
る。消防団活動により習得した知識・技術を活用し
自主防災訓練指導・予防広報活動に参加している。
また、消防団行事にも積極的に参加し、地域防災力
の向上に努めている。

当事業所は、地域防災の中核を担う消防団員の
役割を理解し、地域住民の安心安全な生活を守る
ことに努めている。また、従業員の消防団活動への
参加に対しても会社全体でサポートし、消防団員
が活動しやすい職場環境を整備するなど、消防団
員への配慮も行なっている。

辞令交付式の様子

春季分団演習の様子

若い力を結集し、消防団活動で地域貢献

消防団活動を積極的に支援し、
地域住民の安心安全を守ります

新潟県
新潟公務員法律専門学校

新潟県
株式会社近藤組

所在地	 新潟県新潟市
業種	 建設業
従業員	 53人
うち団員	 7人（うち女性0人）
新潟市消防団	 7人（うち女性0人）

DATA

所在地	 新潟県新潟市
業種	 専門学校
従業員	 476人
うち団員	 114人（うち女性0人）
新潟市消防団	 114人（うち女性0人）

DATA
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当事業所は、従業員が多数入団しており、消防
団活動への参加に対し会社全体でサポートすると
ともに、活動しやすい職場環境を整備するなど、地
域貢献に尽力している。

また、消防団に所属する従業員に対しては、緊
急時の出動に備え、日頃から災害に対する強い意
識づけを行っている。

当事業所は災害復旧工事なども係っていることか
ら、従業員の消防団活動に対して非常に深い理解があ
り、従業員が消防団に加入しやすい職場環境などの整
備にも努めているため、複数名が消防団に加入してい
る。就業時間中に従業員が消防団として災害出動する
ことに関しては、有給休暇とせずに通常の勤務扱いと
して消防団活動を行うことを認めているなど配慮さ
れている。また、事業所で所有している重機等を災害
発生時に提供するなど、消防団活動へ特に深い理解を
示しており、地域防災力の向上に寄与している。

中央方面隊ポンプ車操法予選
会の様子

8 人の従業員が消防団員と
して活動中

安心安全の地域づくりを目指します

消防団活動に深い理解
地域防災力向上に貢献する事業所

新潟県
山重架設有限会社

新潟県
株式会社成田屋電設

所在地	 新潟県長岡市
業種	 建設業
従業員	 52人
うち団員	 8人（うち女性0人）
長岡市消防団	 8人（うち女性0人）

DATA

所在地	 新潟県新潟市
業種	 建設業
従業員	 18人
うち団員	 6人（うち女性0人）
新潟市消防団	 6人（うち女性0人）

DATA
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当事業所は、消防活動の重要性を理解し、従業
員が消防団に加入しやすい職場環境を整えている
ため、従業員の14名中 5 名が消防団に入団して
いる。

特に就業時間中に従業員が消防団員として災
害出動することに関しては、社内規定などの定め
がないものの、作業現場等の現場責任者の判断に
委ねられ、有給休暇とせずに通常の勤務扱いとし
て消防団活動を行うことを認めており、消防団活
動に理解のある事業所である。

当事業所は消防団員が16名在籍しており、
2004年10月に発生した中越大震災や昨今の豪
雨災害の経験から地域防災力の重要性を強く認識
しており、社員が就業時間中に災害出動した際に
は出勤扱いとするなど、消防団活動をしやすい社
内環境をつくり地域防災の向上に貢献している。
また、消防団のポンプ操法訓練会場として会社の
駐車場を提供しており、地元消防団がポンプ操法
大会において上位成績を納めることができるよう
応援している。

消防演習時の分列行進の様子
（先頭で敬礼する分団長が当
事業所従業員）

消防出初式での一斉放水の様
子

地域に密着・貢献　消防団活動へ積極的に協力

消防団活動を応援し地域防災の向上に貢献する会社

新潟県
有限会社稲建土木興業

新潟県
ユキワ精工株式会社

所在地	 新潟県小千谷市
業種	 製造業
従業員	 228人
うち団員	 16人（うち女性0人）
小千谷市消防団	 16人（うち女性0人）

DATA

所在地	 新潟県長岡市
業種	 建設業
従業員	 14人
うち団員	 5人（うち女性0人）
長岡市消防団	 5人（うち女性0人）

DATA
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所在地	 新潟県糸魚川市
業種	 建設業
従業員	 59人
うち団員	 6人
糸魚川市消防団	 6人

DATA

当社は営業所も含め15名の消防団員が所属してお
り、各地域において火災予防啓蒙活動、火災・水害等の緊
急対応を積極的に行っている。仕事上、消防施設等の設
置工事も行っている事から、消防団活動には格段の理解
があり、就業時間内における災害現場への出動、各種消
防団活動への参加に対しては、積極的に活動出来る様
に、就業規則により有給休暇扱いにするなど、環境を整
えている。消防団員からは、会社の防火訓練時に、救命救
急法や簡易タンカ作成の実践など指導を行ってもらい、
社員に対しての防災意識向上へも寄与している。

当事業所は平成21年に糸魚川市消防団協力事業所とし
て認定を受けるなど、消防団活動に深い理解を示してい
る。消防団活動に積極的に参加している上位階級団員は事
業所内の他団員の模範となっており、団員数もここ数年一
定数が確保されている。災害発生時には消防団活動への積
極的な参加を認めており、速やかな出動が可能な環境を整
えている。

また、地域防災力の向上にも積極的で当事業所が立地する
地域の防災訓練には事業所として積極的に参加するなど近
隣地域の住民と協力し地域の防災意識の高揚に努めている。

社内防災訓練　消防団員によ
る簡易担架つくり

小型ポンプ操法競技会の様子

事業所外観写真

「チャレンジ　災害に強い地域を目指して」

安心・安全・豊かな暮らしをこの手で作る！

新潟県
株式会社拓越

新潟県
創和ジャステック建設株式会社

所在地	 新潟県十日町市
人口	 54,167人
面積	 589.92㎢
業種	 建設業
従業員94人、うち団員15人
十日町市消防団10人
ほか 3消防団計5人

DATA
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勤務する消防団員に対し災害発生時の出動要請
や、消防操法競技会など消防団行事への参加要請が
あった場合には、優先的に有給休暇を付与している。

新潟県と「災害時の応援業務に関する協定」を結
ぶ、一般社団法人新潟電設業協会に加入しており、近
隣地域で災害が発生した際には、事業所所有の資器
材を提供することとしている。

地元に根付いた事業所であり、従業員の地域防災
意識も高く消防団活動のサポート体制が構築されて
いる。

弊社では業務の一つとして、ロードサービス（路上
故障車救援サービス）を行っている。車両火災や車両
被災等の現場で対応する際に慌てないために、消防
団での訓練や活動が役立つことから従業員に消防団
加入を奨励している。企業として消防団活動や競技会
に率先して参加できるよう協力し、消防団加入従業員
は操法競技会でも輝かしい成績を残している。また、
消防署・消防団車輛の整備を請け負っており、車輛が
その能力を発揮できるよう整備し、速やかに消防団が
出動できる体制づくりに貢献している企業である。

災害発生時には、事業所所有
の資器材を提供することとし
ている

（写真は代表取締役　富山  洋）

車両火災時、災害時の車輛搬
送に威力を発揮するレッカー
車と消防団加入従業員

消防団活動を支援し、地域防災力向上に貢献します

できることから、ひとつずつ。
雪国湯沢を愛し、地域との絆を深める。

新潟県
富山電気株式会社

新潟県
株式会社上原自動車工業

所在地	 新潟県湯沢町
業種	 自動車整備業
従業員	 37人
うち団員	 10人（うち女性0人）
湯沢町消防団	 5人（うち女性0人）
南魚沼市消防団	 5人（うち女性0人）

DATA

所在地	 新潟県南魚沼市
業種	 建設業
従業員	 39人
うち団員	 8人（うち女性0人）
南魚沼市消防団	 8人

DATA
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本事業所は地域における消防団の重要性を認
識し、消防団活動への便宜や入団促進、従業員の訓
練や行事への参加をサポートするなど事業所とし
て消防団活動へ積極的な協力をしている。

山間部特有の事故・災害の発生する地域である
が、発生時には速やかな出動に配意している。ま
た、地域の防災力を高めるため緊急時の際には、率
先して資機材の提供を行うなど、地域の安全・安心
の充実強化に貢献するよう努めている。

本事業所は消防団の重要性を深く認識し地域社会
への貢献を目的として、町内や周辺に火災・災害が起
こった場合消防団と連携を図り、消防団員の従業員に
は勤務時間内でも勤務扱いとし、活動する消防団員に
不利益が生じないよう措置がされており、消防団に入
団しやすく活動しやすい職場環境を整えている。

また、本事業所は富山県南砺市と「災害時における
応急対策業務に関する基本協定」を締結しており、災
害発生時には重機等資機材の提供体制を確立してい
る。

本事業所での、訓練・点検では
消防団員が指揮・指導の中心
となり職場の防災・安全意識
の向上を図る

消防団員の指導のもと、消火
器の取扱いと防災意識の向上

地域の安全・安心のために笑顔と
チームワークで貢献する会社

『地域社会への貢献』と『地域の安全』を考える

富山県
株式会社長田組

富山県
株式会社藤井組

所在地	 富山県南砺市
業種	 建設業
従業員	 29人
うち団員	 14人（うち女性0人）
南砺市消防団	 14人（うち女性0人）

DATA

所在地	 富山県南砺市
業種	 建設業
従業員	 38人
うち団員	 5人（うち女性0人）
南砺市消防団	 3人
砺波市消防団	 2人

DATA

30年度消防庁報告書.七.indd   55 2018/04/05   13:51



56

平成29年度 消防庁消防団協力事業所表示証 交付事業所
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本事業所は、社長自ら消防団に入団するなど、消防団活
動の重要性を理解し、社員の消防団への入団促進や活動へ
の配慮等、消防団への協力を積極的に取組んでいる。

災害時や行方不明者の捜索等では、会社の資機材の提供
や、業務中でもいち早く駆けつけるよう指示している。ま
た、消防操法大会においては、毎年 1 〜 2 名の選手の出場
を了承しており、全社一丸のサポートにより消防活動に貢
献している。

また、緊急救命時に地域でも活用していただけるよう社内
にAEDを設置して消防、災害時のみならず地域へ貢献する。

本事業所の従業員のうち20名が福井市消防団
に在籍しており、勤務時間中においても災害が発
生した場合には、消防団員が迅速に出場できるよ
う配慮しており、消防団活動に深い理解と積極的
な協力を行うことで、地域社会の安全・安心に大き
く寄与している。

また、平成21年 5 月から福井市消防団協力事
業所として認定されており、長期にわたり消防団
活動に貢献している。

富山県消防操法大会出場写真
（ 2 番員、 3 番員が野原建設
の社員）

平成21年 5 月から福井市消
防団協力事業所として消防団
活動に協力している

消防団活動に協力し、豊かな地域づくりに貢献

消防団活動を支援し、地域防災力向上に貢献します

富山県
野原建設株式会社

福井県
福井市農業協同組合

所在地	 福井県福井市
業種	 農業協同組合
従業員	 398人
うち団員	 20人（うち女性0人）
福井市消防団	 20人（うち女性0人）

DATA

所在地	 富山県南砺市
業種	 建設業
従業員	 16人
うち団員	 5人（うち女性0人）
南砺市消防団	 5人

DATA
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本事業所には 6 名の消防団員が在籍しており、
勤務時間中においても災害が発生した場合には、
消防団員が迅速に出場できるよう配慮しており、
消防団活動に深い理解と積極的な協力を行うこと
で、地域社会の安全・安心に大きく寄与している。

また、平成21年 9 月から福井市消防団協力事
業所として認定されており、長期にわたり消防団
活動に協力し、地域防災力の充実強化に貢献して
いる。

「自らの地域は自らで守る」という精神のもと、
火災に対応するだけでなく、自然災害の避難誘導
や救助活動など幅広く従事している消防団。そん
な消防団ですが過疎化、少子高齢化のため消防団
活動を維持していくことがより困難に直面してい
る。

私たちは、企業理念に基づき地域の防災体制の
充実に資すると同時に、地域社会の構成員として
消防団の活動への参加を通じて、安心と安全へ貢
献していく。

平成21年 9 月から福井市消
防団協力事業所として消防団
活動に協力している

観閲式でポンプ操法を披露し
ている従業員

消防団活動に積極的に協力し、
地域防災力の充実強化に貢献しています

持続可能な環境保護の実現と、
地域社会の安心と安全への貢献

福井県
福井市南部農業協同組合

長野県
有限会社志賀プラントサービス

所在地	 長野県山ノ内町
業種	 衛生業
従業員	 24人
うち団員	 6人（うち女性0人）
山ノ内町消防団	 6人（うち女性0人）

DATA

所在地	 福井県福井市
業種	 農業協同組合
従業員	 54人
うち団員	 6人（うち女性0人）
福井市消防団	 6人（うち女性0人）

DATA
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日頃から地域防災への意識が高く、工業団地周
辺で災害が発生した場合には物資の提供を社内規
則で定めるなど、協力体制の充実強化に努めてい
る。

事業所として消防団への協力を積極的に取り組
み、現在11名の消防団員が在籍している。消防団活
動への参加を会社全体でサポートし、有事の際には
製造工程に交代要員を充て、団員が迅速に出動がで
きる体制を整えるなど消防団員が活動しやすい職
場環境を整備し消防団活動に貢献する会社である。

本事業所は、近年の異常気象による災害対応は
もとより地域コミュニティーにも大きな貢献をし
ている消防団員の重要性を深く認識し、現在81名
の従業員の中に14名の消防団員が勤務している。
消防団に入団しやすい環境作り、消防団員となっ
た従業員が消防団活動をしやすい環境作りを整備
し、消防団行事の参加においても協力を惜しまず、
業務中に出動要請が入り次第早急に出動できるよ
う消防団活動に協力している事業所である。

防災訓練の様子

風水害に対応した土嚢作成訓
練の様子

地域の安心・安全のため地域貢献する会社

消防団員である従業員を誇りに
消防団活動を積極的に支援する会社

岐阜県
富士精密株式会社中津川工場

岐阜県
恵那機器株式会社

所在地	 岐阜県中津川市
業　種	 製造業
従業員	 99人
うち団員	 11人（うち女性0人）
中津川市消防団8人
ほか 2消防団　計3人

DATA

所在地	 岐阜県恵那市
業種	 製造業
従業員	 81人
うち団員	 14人（うち女性0人）
恵那市消防団	 10人（うち女性0人）
中津川市消防団	 2人（うち女性0人）
瑞浪市消防団	 2人（うち女性0人）

DATA
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本事業所は、安全で安心な社会基盤と生活環境
の整備を通じて社会に貢献することを目指してい
る。従業員である消防団員が勤務中であっても消
防団活動への出動を認めており、就業規則におい
て特別休暇を認める配慮をしており消防団員が活
動しやすい環境を整えている。また、消防操法訓練
の練習会場として駐車場の提供や有事の際には事
業所の資機材等を消防団に提供するなど協力的で
地域防災力の向上に積極的に貢献している。

本事業所では、現在13名の現役の消防団員が活
動している。消防団に対する重要性を深く認識し、
就業時間中であっても消防団員である社員が消防
団活動へ積極的に参加できるよう特別有給休暇を
付与する等、配慮し消防団活動へ参加しやすい環
境整備をしている。さらに、訓練や出初式等、各種
行事への参加にも理解を示し地域の防災力の向上
に寄与している。今後も地域の「安心・安全」に貢献
できるよう積極的に取り組んでいく。

事業所の外観写真

消防団員である従業員が中心
となり初期消火訓練を実施

地域防災に貢献する事業所

消防団活動に深い理解を示し
地域に貢献する事業所

岐阜県
協業組合H・C建設

岐阜県
株式会社喜多村古川工場

所在地	 岐阜県飛騨市
業種	 製造業
従業員	 131人
うち団員	 13人（うち女性0人）
飛驒市消防団	 13人

DATA

所在地	 岐阜県飛騨市
業種	 建設業
従業員	 52人
うち団員	 12人（うち女性0人）
飛驒市消防団	 12人

DATA
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本事業所は、昭和40年に設立し、廃棄物の運搬・収集
等、環境整備事業を開始し、50年企業となった。地域
の宝である豊かな自然環境を未来に残すこと及び地域
住民の住みよい生活環境作りのために精進している。
消防団に対する重要性を深く認識し、災害発生時等の
消防団活動への参加を認め就業規則で消防団活動にお
ける従業員の処遇を規定し、特別有給休暇を付与する
配慮をしている。また、消防操法訓練の訓練会場として
駐車場の提供や有事の際には、資機材を無償提供する
協定を結んでおり、地域の防災力向上に努めている。

消防団活動の重要性を理解し、災害等、発生時においては
就業中の消防団員を特別休暇扱いで出動させるなど、団員
が活動し易い職場環境を整え、地域に根ざした活動を支援
している。また、消防団幹部である社員の団活動にも深い理
解と協力を示すとともに平成29年度岐阜県消防操法大会の
出場隊員として社業をもちながら数カ月にわたり社員の出
役にも了承しており消防団活動等に貢献する会社である。

過疎化が進み少子高齢化の中、団員確保に積極的に取り
組んでいる。また、災害時の不測の事態に備えることを目的
とし、毎年、普通救命講習を実施している。

会社の駐車場を消防操法訓練
の訓練会場として提供

毎年、最寄りの消防署におい
て普通救命講習を受講してい
る

消防団活動を積極的に支援する事業所

消防団活動への理解と協力
地域の安心と安全に貢献する会社

岐阜県
株式会社神岡衛生社

岐阜県
有限会社飛騨螺子製作所

所在地	 岐阜県下呂市
業種	 製造業
従業員	 46人
うち団員	 11人（うち女性0人）
下呂市消防団	 11人（うち女性0人）

DATA

所在地	 岐阜県飛騨市
業種	 サービス業
従業員	 60人
うち団員	 6人（うち女性0人）
飛驒市消防団	 6人

DATA
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オーエスジー株式会社は、本社を近隣の豊川市
に置き、愛知県東部の豊川市をはじめ、豊橋市、新
城市に製造工場をもち、国内にグループ会社も多
数持つ大企業である。新城工場は永年にわたり消
防団員の確保に積極的に協力し、消防団員を多数
雇用し、災害時の出動など消防団活動に対しても
積極的配慮をしている。また、事業所内に自衛消防
隊をもち、市の出初式にも毎年参加し、常日頃から
地域を含めた消防防災力の向上に尽力し、地元か
らも信頼される企業である。

本事業所は、昭和20年創業以来木造住宅を中心
に1,000棟を越える建築実績を持ち、市内で木造
注文住宅を作る「鳳来の家」指定工事店の中でも群
を抜いている。建築業としての業績もさることな
がら、消防団員の確保に積極的に協力し、永年にわ
たり消防団員を多数輩出するとともに、過去には
団長はじめ消防団幹部を輩出し、災害時等に事業
所の資機材を消防団に提供するなど会社全体で消
防団活動を支え、地域の消防防災力の強化に尽力
している。

平成29年 5 月28日開催：新
城市消防団操法大会の総合優
勝班の写真（右後旗手が当事
業所の従業員）

平成29年度更新した東陽分
団第 4 班消防詰所
当事業所が落札し施工
従業員の団員

消防団員多数輩出、自衛消防隊ももち地域の
消防防災力向上に貢献する事業所

地域活性化とともに地域の消防防災力強化に
貢献し地元に信頼される会社

愛知県
オーエスジー株式会社新城工場

愛知県
株式会社鈴木工務店

所在地	 愛知県新城市
業種	 建設業
従業員	 18人
うち団員	 5人（うち女性0人）
新城市消防団	 5人（うち女性0人）

DATA

所在地	 愛知県新城市
業種	 製造業
従業員	 347人
うち団員	 19人（うち女性0人）
新城市消防団	 19人（うち女性0人）

DATA
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本事業所は、消防団活動へ深い理解があり、事
務員を除く組合員全員が消防団員として活動して
いる。就業時間中の出動要請にも速やかに出動で
きるよう配慮されており、常備消防だけでは困難
な島嶼部の災害対応に大きく貢献している。その
ほかにも、消防団行事や訓練に積極的に参加でき
るよう事業所全体でサポートしている。

また、離島災害のため消防隊が緊急出動する際
の人員等搬送への協力について松山市と協定を締
結するなど、船舶を使用した協力も行っている。

現在、従業員のうち13名の消防団員が在籍し、
各地区での消防団活動において活躍をしている。
事業所としても、定期的に防災訓練を実施し、防災
意識の高い企業を目指している。今後においても、
従業員の消防団活動への参加に対して事業所全体
でサポートし、地域の安心安全な町づくりに貢献
する企業を目指している。従業員の消防団活動へ
の配慮を行っている。

愛媛県消防防災航空隊との合
同訓練の様子

訓練の様子

島嶼部の安全・安心を守り地域へ貢献する事業所

地元に密着した地域貢献型企業

愛媛県
中島三和漁業協同組合

愛媛県
イナン電気株式会社

所在地	 愛媛県宇和島市
業種	 製造業
従業員	 64人
うち団員	 13人（うち女性0人）
宇和島市消防団	 13人（うち女性0人）

DATA

所在地	 愛媛県松山市
業種	 漁業
従業員	 9人
うち団員	 7人（うち女性0人）
松山市消防団	 7人（うち女性0人）

DATA
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消防活動の重要性を理解し、従業員に対して消
防団へ入団しやすい環境を整え、消防団活動への
便宜を図るなど、事業所として積極的に消防団へ
の協力を行っている。

河川や海上での水難救助事案が発生した場合
には、所有する船舶を運用しながら、迅速に対応す
るとともに、ヨットレースなどの地域のイベント
においても警戒を行うなど、所属する消防団のみ
ならず地域住民からも厚く信頼され、地域防災力
の向上に大きく貢献している会社である。

当事業所は、消防団員が工事現場からでも直接
出動できるよう、緊急な消防活動への積極的な配
慮を行っている。又、各種消防団行事等への参加に
おいても同様な協力体制をとっている。特に山間
部に位置する建設業者であること、そして地域社
会に貢献するという強い理念から消防団活動への
積極的なかかわりを維持しており、結果現在では
支援団員含めて 5 名の団員が在籍して消防団活
動に従事している。

ヨットレースで海上の警戒を
行う様子

佐賀県消防操法大会の出場写
真（右から 2 人目が豆田組の
社員）

“博多湾の守り人”
海と共に生きる人々を愛する会社

地域と密着した協力体制と消防団活動

福岡県
西戸崎開発株式会社

佐賀県
株式会社豆田組

所在地	 　福岡県福岡市
業種	 　サービス業
従業員	 　55人
うち団員	 　 6人（うち女性0人）
福岡市水上消防団　6人（うち女性0人）

DATA

所在地	 佐賀県佐賀市
業種	 建設業
従業員	 14人
うち団員	 5人（うち女性0人）
佐賀市消防団	 5人（うち女性0人）

DATA
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消
防
団
協
力
事
業
所

本事業所は、社長自ら鳥栖市消防団員として積
極的に消防団活動に従事する一方で、他自治体消
防団員を含む計 6 名の消防団員が勤務しており、
日頃から、消防団員が行う地域活動などへ積極参
加も柔軟な配慮が行われている。

平成28年 7 月に実施された第33回佐賀県消防
操法大会では、ポンプ車操法の部に出場する鳥栖
市消防団の代表として、社内の団員から 1 番員を
選手として輩出。消防団活動に協力することで、地
域の消防防災体制の充実強化に寄与している。

当事業所は、地域における消防団の役割や消防団活
動の重要性を深く理解しており、また社会医療法人と
して地域に大きく貢献している。

3 次救急施設がない当市において 2 次救急施設と
して救急患者を積極的に受け入れ、救急医療の充実に
力を入れている。

更に、隔年で行われている操法大会の時期において
も、積極的に消防団員を参加させるなど消防操法に対
しても多大な理解と協力がある。今後も、更なる地域防
災力の向上に努めていただけるものと確信している。

平成28年夏に開催された佐
賀県消防操法大会に向けた訓
練の様子

（右側の筒先員が鳥栖プロパ
ン㈱の社員）

当事業所で実施した消防訓練

地域を愛し地域に愛される
地域第一主義の協力事業所

地域と共に安心と信頼を伝える事業所！
地域防災力の向上に貢献！

佐賀県
鳥栖プロパン株式会社

長崎県
社会医療法人玄州会

所在地	 長崎県郷ノ浦町
業種	 病院、介護施設
従業員	 326人
うち団員	 22人（うち女性1人）
壱岐市消防団	 22人（うち女性1人）

DATA

所在地	 佐賀県鳥栖市
業種	 	ガス・水道工事・空調工

事・リフォーム事業
従業員	 25人
うち団員	 6人
鳥栖市消防団3人、筑紫野市消防団1人
吉野ヶ里町消防団2人

DATA
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本支店は、地域防災の要となる消防団の重要性
を理解し、消防団活動に対し積極的に協力してい
る。現役消防団員以外の職員もその多くが消防団
OBで、伝統的に支店全体が消防団活動に協力的
であり、災害等での速やかな出動への対応や、各種
訓練等の支店の敷地の提供および団員の参加の奨
励など、支店全体で消防団活動への配慮に積極的
に取り組んでいる。

「宮崎市消防団協力事業所表示制度」認定事業
所であり、災害時のみならず、訓練等や様々な消防
団行事についても理解し、可能な限り社員（消防団
員）を参加させている。

このように、社員が安心して消防団活動に従事
できる環境づくりを実施している事業所である。

小型ポンプ操法大会の様子

宮崎市消防団協力事業所表示
証を事務所内に掲示している
様子

地域防災の要となる消防団を積極的に応援

地域の消防防災力への貢献

長崎県
島原雲仙農業協同組合国見支店

宮崎県
旭興産株式会社

所在地	 宮崎県宮崎市
業種	 建設業
従業員	 52人
うち団員	 6人（うち女性0人）
宮崎市消防団	 6人（うち女性0人）

DATA

所在地	 長崎県雲仙市
業種	 小売・金融・保険・サービス業
従業員	 45人
うち団員	 9人（うち女性0人）
雲仙市消防団	 5人（うち女性0人）
他市消防団	 4人（うち女性0人）

DATA
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平成29年度 消防庁消防団協力事業所表示証 交付事業所

消
防
団
協
力
事
業
所

当事業所は市街地から約40キロの距離であり、
地域における防災活動において、重要な役割を
担っていることを認識して、消防団への積極的な
加入を推進しており、男性社員18名中11名が消
防団に入団している。また、日頃からの昼夜を問わ
ない活動で地域住民から厚い信頼を得ており、管
轄内で火災はもちろん、台風や水害等あらゆる自
然災害の際は勤務中であっても即応できる環境を
整え、地域防災活動に大きな貢献を行っているも
のである。

園長は、鹿屋市消防団笠之原分団の分団長であり、地域
防災力の要である消防団の重要性を理解し、常日頃から消
防団活動に積極的に取り組んでいる。職場では、消防団活動
がしやすい環境作りなど消防団員への配慮も行っている。

また、園には幼年消防クラブを設置しており、鹿屋市消
防団が春・秋に行う防火パレードでは沿道から参加し、団
員の士気高揚に一役買っている。さらに、鹿屋市消防出初
式では、園児が規律訓練を披露するなど、消防団活動の活
性化に貢献しており、園児たちの防災意識の向上も図って
いる。

平成30年春季全国火災予防
運動期間中、機具庫前での写
真で、従業員10名が参加して
いるものである

鹿屋市消防団笠之原分団集合
写真

従業員が多数消防団に入団し、地域防災の要
として貢献している事業所である

地域防災力の源を育てる事業所

宮崎県
宮崎県農業生産法人株式会社かぐらの里

鹿児島県
社会福祉法人笠之原こども園

所在地	 鹿児島県鹿屋市
業種	 教育・学習支援業
従業員	 43人
うち団員	 5人（うち女性0人）
鹿屋市消防団	 5人（うち女性0人）

DATA

所在地	 宮崎県西都市
業種	 製造業
従業員	 23人
うち団員	 11人（うち女性0人）
西都市消防団	 11人

DATA
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地域密着企業として地元への感謝の気持ちを
込めて消防団活動・防災活動に積極的に貢献する
会社を目指している。消防団員の確保に積極的に
取り組み、平成22年度から出水市消防団協力事業
所として認定されている。現在 5 名の消防団員が
在籍しており、勤務中における火災等の災害、行方
不明者の捜索及び消防団行事への参加の配慮等、
消防団活動の重要性を理解し、地域の消防防災体
制充実に一層の貢献を果たしている。

消防操法大会の様子

地域に根差し、消防団活動を支援します 鹿児島県
株式会社道添建設

所在地	 鹿児島県出水市
業種	 建設業
従業員	 41人
うち団員	 5人
出水市消防団	 5人

DATA
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【編】消防庁　地域防災室

〒100-8927　東京都千代田区霞ヶ関 2 丁目 1 番 2 号
電　　　　話 03-5253-5111（代表）
 03-5253-7561（直通）
フ ァ ッ ク ス 03-5253-7576
ホームページ http://www.fdma.go.jp/
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