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公益財団法人 新潟県消防協会 

 

 



第１ 会 議 

 平成２８年度に開催した会議等は次のとおり。 

行 事 実施年月日 場所等 

 

１ 第１回理事会 

  臨時理事会 

  定時評議員会 

 

２ 第２回理事会 

 

３ 副会長会議 

    〃 

    

４ 地区支会担当者会議 

    

５ 消防団事務担当者会議 

 

 

平成２８年６月７日 (火) 

 

 

 

平成２９年３月３日 (金) 

 

平成２８年５月３１日 (火) 

平成２９年２月１５日 (水) 

 

平成２８年４月２１日 (木) 

 

平成２８年７月１９日（火） 

 

新潟市 万代シルバーホテル 

 

 

 

新潟市 新潟グランドホテル 

 

協会事務室 

  〃 

 

新潟市 東映ホテル 

 

新潟市 新潟県自治会館 

 

第２ 事 業 

１ 第６７回新潟県消防大会・操法競技会 

   消防団員、消防職員及び防火･防災活動に尽力した一般人に係る功績を

顕彰することにより、団結の強化と士気の高揚を図るとともに、意見発

表や大会開催の広報を通じて防火･防災意識の向上を図ることを目的と

して表彰式典を開催した。 

   消防団員の消防技術の向上と団員相互の士気の高揚を図り、もって 

消防活動の充実発展に寄与することを目的としてポンプ車操法及び  

小型ポンプ操法の競技会を実施した。 

・期 日  平成２８年８月７日（日） 

・開催地  糸魚川市 

・会 場  意見発表・表彰式  糸魚川市民会館 

操法競技会    姫川右岸河川敷 

・主 催  新潟県、公益財団法人新潟県消防協会 

・共 催  上越市、糸魚川市、妙高市、新潟県消防協会上越地区支会 

・参加者  操法競技会出場選手及び審査員 ２７チーム２５０人 

消防関係者等         １，９００人 

《行事内容》 

（１）意見発表 

糸魚川市消防本部 消防副士長 池亀剛史 

糸魚川市消防団  部長    木嶋正子 



（２）表 彰 

（平成２７年度中の消防功労者等） 

    ○消防団員、消防職員 

ア 功績章 

（消防の改善発達に特段の功績があった者） 

  加茂市消防団 分団長  菅原 充ほか２４９名 

イ 精績章 

（30年精勤者）田上町消防団 副団長 本間 満ほか    ２０４名 

（20年精勤者）新潟市消防団 副団長 小川嘉秀ほか    ９３７名 

（10年精勤者）糸魚川市消防団 部長 和田 実ほか １，７７３名 

 

（３）操法競技 

ア ポンプ車操法の部（９チーム参加） 

（結果） 

１位 上越市消防団上越方面隊 

２位 長岡市消防団長岡川西方面隊 

３位 聖籠町消防団 

 

イ 小型ポンプ操法の部（１８チーム参加） 

（結果） 

１位 聖籠町消防団 

２位 長岡市消防団長岡西部方面隊 

３位 糸魚川市消防団糸魚川方面隊 

４位 胎内市消防団 

５位 魚沼市消防団 

６位 長岡市消防団長岡北部方面隊 

 

２ 殉職者慰霊祭 

消防活動で殉職した消防団員・職員、並びに消防活動に協力して亡く

なられた方々の遺蹟の顕彰と消防活動における安全と無事故を祈り誓

うため、慰霊社である太平神社を参拝した。 

・期 日 平成２８年 9月１日（木）  

・場 所 新潟市 太平神社 

・参拝者 藤田会長、事務局 

 

 

 

 

 

 



３ 防火啓発・消防団加入促進事業 

 （１）地区支会又は消防団が実施する防火、防災の啓発を目的とする事業

及び消防団員の加入促進を目的とする事業に対し助成費を支給した。  

＜支会名＞       ＜事業内容＞          ＜交付額＞ 

新 潟   入団促進･防火啓発ｸﾞｯｽﾞ作成・配布   311,280円 

長 岡   消防団員募集 A4 ｸﾘｱﾌｧｲﾙ作成、配布     255,191円 

   三市北蒲原  大型ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ、学習 DVD、ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ購入    189,172円 

五泉・東蒲 のぼり旗作成・配布            125,928円 

県 央   入団促進･防火啓発ｸﾞｯｽﾞの作成･配布     187,046円 

北魚沼   消防消しｺﾞﾑ購入・配布           134,784円 

南魚沼   箱入りﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ購入･配布           159,400円 

十日町   携帯電話防水ｹｰｽ購入・配布         158,760円 

柏崎刈羽  反射板２LED ﾗｲﾄ購入・配布          130,896円 

岩 船    防火予防ﾁﾗｼ配布､幹部団員表示証作成      171,558円  

上 越    防火啓発･加入促進ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ等配布       313,000円 

佐 渡   消防ふれあい広場開催の消防 PR経費      139,500円 

合 計 2,276,515円 

 

（２）防火、防災に係る広報･啓発用ビデオ･ＤＶＤを、県消防協会事務局、

長岡、南魚沼及び上越地区支会の県内４カ所に備え付け貸出した。 

 

４ 講習助成事業 

消防団員の知識技能の向上を図ることを目的に、県消防協会講習助成

実施要綱に基づき、講習を実施した支会に対し助成費を支給した。 

＜支会名＞   ＜規定講習＞   ＜一般講習＞    ＜合   計＞ 

新 潟      73,600円     252,100円      325,700円 

長 岡      55,600円     101,600円      157,200円 

三市北蒲原    36,100円     58,500円       94,600円 

五泉・東蒲    17,500円         21,000円       38,500円 

県 央      36,000円         68,400円      104,400円 

北魚沼      19,500円         24,800円       44,300円 

南魚沼      28,400円         28,500円       56,900円 

十日町      27,200円         25,100円       52,300円 

柏崎刈羽     19,500円         35,500円       55,000円 

岩 船      30,700円         27,100円       57,800円 

上 越      72,900円        100,700円      173,600円 

佐 渡          20,900円         21,600円       42,500円 

計         437,900円        764,900円    1,202,800円 

 

 



５ 消防互助事業 

（３０消防団 38,200人、１９消防本部 3,291人、計 41,491人加入） 

（１）感謝状の贈呈  

５年以上１０年未満勤続して退職された会員２０５名に対し感謝状を

贈呈した。 

 

（２）表彰状並びに退職記念品の贈呈 

１０年以上１５年未満勤続して退職された会員３９１名に対し表彰状

及び記念品を贈呈した。 

 

（３）弔慰金、見舞金の給付 

ア 弔慰金の給付 

公務で死亡した会員１名、公務外で死亡した会員３６名に対し弔慰金

を支給した。 

 ３７件 1,900,000円 

(公務１人当たり 100,000円、公務外１人当たり 50,000 円)  

イ 災害見舞金の給付 

  住家の全焼及び半焼の罹災会員に対し見舞金を支給した。 

  ５件 220,000円 

   （全焼 50,000円×4件、半焼 20,000円×１件） 

 

６ 殉職者遺家族等援護事業 

   殉職者等子弟の卒業祝金 

３名   15,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３ 日本消防協会関係事業 

１ 日本消防協会が実施する事業の業務を行った。 

（１）福祉共済事業 

（30消防団 38,093人、2消防本部 154人、県協会 2人、計 38,249人加入） 

 消防団員・職員等が死亡、障害・入院等となった場合の生活を守るため

福祉共済金を給付した。 

・遺族援護金：３１件 31,000,000円 

・生活援護金：  ２件  2,000,000円 

・障害見舞金：  ４件   630,000円 

・入院見舞金：９７件  4,273,500円 

(うち公務によるもの ２件 81,000 円) 

合 計 １３４件 37,903,500円 

 

（２）火災共済事業（平成２９年３月３１日現在：７消防団 11,507人加入） 

ア 火災等の罹災を受けた消防団員・職員等に対し火災共済金を給付した。 

・火災共済金 ３件 2,687,411円 

   イ 防火防災に関する作文コンクール 

  ・応募総数１点 

   ウ 防火ポスター 

     ・応募総数３点 

 

（３）消防個人年金事業 

消防団員、消防職員等の老後の生活を支えるための給付事業 

・平成２９年1月1日現在 加入者７８４人(うち年金受給者数３２６人) 

 

 （４）婦人消防隊員等福祉共済事業（２防火クラブ加入６２人） 

    ・福祉共済金の交付 なし 

 

（５）健康増進事業 

消防団等に健康増進器具等の物品を配布する事業 

・トレハクラブからの物品購入・配付 

  １２地区支会､県協会             3,784,970円 

・地元業者からの物品購入・配付 

  １地区支会                     260,928円 

合 計    4,045,898円 

 

 

 

 

 



＜交付先＞              ＜器具名＞ 

○トレハクラブに係るもの 

新 潟  新潟市消防団 拡声器ｾｯﾄ、ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰｾｯﾄ、ｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ 

長 岡  長岡地区支会 ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰｾｯﾄ、ﾊﾞﾙｰﾝ投光機 

三市北蒲原 聖籠町消防団 LED ｽﾃｨｯｸﾗｲﾄ、LED ﾍｯﾄﾗｲﾄ 

五泉・東蒲 五泉市消防団 ｲｰｼﾞｰｱｯﾌﾟﾃﾝﾄｱﾙﾐ、10㎏ｳｪｲﾄﾊﾞｯｸ、ｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ 

県 央  三条市消防団 LED ｽﾃｨｯｸﾗｲﾄ、小型ﾒｶﾞﾎﾝ 

北魚沼  魚沼市消防団 ｲｰｼﾞｰｱｯﾌﾟﾃﾝﾄｱﾙﾐ、10㎏ｳｪｲﾄﾊﾞｯｸ 

南魚沼    南魚沼地区支会 書けるんﾃﾞｽｸ・ﾀﾌﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ、ﾁｪｱ 

十日町  十日町地区支会 ｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ 

柏崎刈羽  柏崎市消防団  拡声器ｾｯﾄ、ｴﾝｼﾞﾆｱﾛｰﾄﾞﾒｼﾞｬｰ 500、ｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ 

岩  船   粟島浦村消防団  ﾊﾞﾙｰﾝ投光機 

上  越   上越市消防団 ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰｾｯﾄ 

   糸魚川市消防団 書けるんﾃﾞｽｸ・ﾀﾌﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ、LED ｽﾃｨｯｸﾗｲﾄ、 

             小型ﾒｶﾞﾎﾝ、ｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ、巻き尺 50ｍ 

佐  渡   佐渡市消防団  ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰｾｯﾄ、ﾘﾔｶｰ、巻き尺 100ｍ、ｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ 

県協会   事務局    体重体組成計、熱中症計等 

 ○地元業者に係るもの 

十日町   十日町地区支会  ｲｰｼﾞｰｱｯﾌﾟﾃﾝﾄｽﾁｰﾙ 

 

（６）女性消防団員制服交付事業 

   ・交付消防団 

  阿賀野市２着、五泉市１着、小千谷市２着、南魚沼市１着 

十日町市１着、田上町２着、柏崎市２着 

合 計  １１着 

 

（７）消防育英事業        

消防殉職者等の子弟への奨学金の支給 

６名 2,400,000円 

 

 （８）防災車両交付事業 

    消防団の防災活動のための消防車両の交付 

   ・平成２８年１２月１４日 三条市消防本部 

防災活動車（ワンボックス型） 

 

 （９）全国消防団応援の店登録事業 

    消防団員の福利厚生に協力する店舗の登録を行った。 

・県内２７市町村４１８店舗（平成２９年３月３１日現在） 

 

 



２ 日本消防協会が実施する消防行事に参加した。 

（１）日本消防協会理事会・評議員会 

・期 日  平成２８年６月１７日（金） 

・場 所  日本消防会館 

・出席者  藤田会長、大島副会長、五井副会長、事務局 

 

（２）第２５回全国消防操法大会 

・期 日  平成２８年１０月１４日（金） 

・場 所  長野市南長野運動公園（長野オリンピックスタジアム） 

・出場隊  上越市消防団 

・出席者  藤田会長、事務局 

 

（３）第３５回全国消防殉職者慰霊祭 

・期 日  平成２８年９月２９日（木） 

・場 所  日本消防会館（ニッショーホール） 

・参列者  御遺族６名、藤田会長、事務局 

 

（４）第２２回全国女性消防団員活性化北海道大会 

・期 日  平成２８年６月３日(金)～４日(土) 

・場 所  札幌市 ニトリ文化ホール、札幌市教育文化会館 

・参加者  新潟市消防団、阿賀町消防団、佐渡市消防団 計２１名 

藤田会長、事務局 

 

（５）地域防災力充実強化大会 

   消防庁事業として東日本と西日本で開催された。 

① in富山２０１６ 

・期 日  平成２８年８月３１日（水） 

・場 所  富山市 富山県民会館 

・参加者  事務局 久保主事 

 

② in佐賀２０１６ 

・期 日  平成２８年１０月２８日（金） 

・場 所  佐賀市 佐賀市文化会館 

・参加者  事務局 伊藤事務局長 

 

（６）「地域防災と消防団」国際シンポジウム 

   消防団を中心とした地域防災力の現状と将来に向けての取組みに 

   関する各国間の協議が開催された。 

・期 日  平成２８年１０月２０日（木） 

・場 所  東京都千代田区 都市センターホテル「コスモスホール」 

・参加者  藤田会長、五井副会長、新潟市消防局 



（７）第４３回消防団幹部特別研修 

・期 日  平成２９年１月１０日（火）～１３日（金） 

・場 所  日本消防会館 

・受講者  三条市消防団 長谷川団長 

 

（８）第１６回消防団幹部候補中央特別研修 

  ア 男性の部（３人） 

・期 日  平成２９年２月１日（水）～３日（金） 

・場 所  日本消防会館 

・受講者  魚沼市消防団、十日町市消防団、刈羽村消防団 

  イ 女性の部（２人） 

・期 日  平成２９年２月１５日（水）～１７日（金） 

・場 所  日本消防会館 

    ・受講者  南魚沼市消防団 

 

（９）都道府県事務局長会議 

   ・期 日  平成２９年２月２８日（火） 

・場 所  日本消防会館 

 ・出席者  伊藤事務局長、久保主事 

 

（10）日本消防協会理事会・評議員会及び定例表彰式 

 ・期 日  平成２９年３月７日（火） 

・場 所  日本消防会館（ニッショーホール） 

・参加者    藤田会長、大島副会長、五井副会長、事務局 

表彰旗受賞者(糸魚川市消防団 池亀団長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４ 東北地区各県協会との情報交換 

１ 東北地区消防連絡協議会 

東北７県の消防協会長及び副会長等が一堂に会し、消防団が抱える諸

問題について研究討議を行った。 

協議結果はブロック当番県が消防庁長官及び日本消防協会長へ要望を

行った。 

・期 日  平成２８年７月２６日（火） 

・場 所  秋田市 ホテルメトロポリタン秋田 

・参加者  藤田会長、大島副会長、五井副会長、佐藤副会長 

      伊藤事務局長、久保主事 

 

２ 東北地区消防協会事務局会議 

東北７県の事務局担当者が消防協会の抱える諸問題について、情報交

換を行った。 

・期 日  平成２８年１２月１５日（木） 

・場 所  青森市 ラ・プラス青い森 

・参加者  伊藤事務局長、久保主事 

 

３ 北海道・東北地区消防協会実務担当者会議 

     北海道・東北７県消防協会と日本消防協会との間で、日消事業に係る

情報交換を行った。 

・期 日  平成２８年７月１１日（月） 

・場 所  会津若松市 会津若松グランドホテル 

・参加者  伊藤事務局長、久保主事 


