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第１ 会 議 

 平成２９年度に開催した会議は次のとおり。 

行 事 実施日 場 所 

 

１ 第１回理事会 

  定時評議員会 

 

２ 第２回理事会 

 

３ 副会長会議 

    〃 

 

４ 評議員選定委員会 

 

５ 地区支会担当者会議 

    

６ 消防団事務担当者会議 

 

 

平成２９年６月２日 (金) 

 

 

平成３０年３月２日 (金) 

 

平成２９年５月２３日 (火) 

平成３０年２月２０日 (火) 

 

平成２９年５月１０日 (水) 

 

平成２９年４月１４日 (金) 

 

平成２９年７月１１日（火） 

 

新潟市 万代シルバーホテル 

 

 

新潟市 新潟県トラック会館 

 

協会事務室 

  〃 

 

協会事務室 

 

新潟市 新潟グランドホテル 

 

新潟市 勤労福祉会館 

 

第２ 事 業 

１ 第６８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２９年７月３０日（日） 

・開催地  三条市 

・会 場  消防大会  燕三条地場産業振興センター多目的大ホール 

操法競技会 三条防災ステーション駐車場 

・主 催  新潟県、公益財団法人新潟県消防協会 

・共 催  三条市、燕市、加茂市、田上町、弥彦村、 

新潟県消防協会県央地区支会 

・参加者  意見発表・表彰式   ７００人 

操法競技会    ２，２００人 

（選手及び審査員２７チーム２００人） 

（消防関係者・応援者２，０００人） 



《行事内容》 

（１）意見発表 

三条市消防本部 消防副士長 皆川徳幸 

三条市消防団  班長    大竹智子 

 

（２）表彰（平成２８年度中の消防功労者等） 

   消防機関 

   ・功労章（災害現場において抜群の功労があった消防機関） 

     糸魚川市消防団・糸魚川市消防本部 

     消防団員、消防職員 

・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 関根十九司ほか      ２４９名 

・精績章 

（30年精勤者）新発田市消防団 団長 伊藤 充ほか    ２７９名 

（20年精勤者）上越市消防団 副団長 松苗伸夫ほか１，００７名 

（10年精勤者）三条市消防団 部長 五十嵐一聡ほか１，９７５名 

 

（３）操法競技会 

・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第３分団 

２位 長岡市消防団長岡川西方面隊第１６分団 

３位 聖籠町消防団第４分団 

 

・小型ポンプ操法の部（１８チーム参加） 

（結果） 

１位 阿賀町消防団上川方面隊 

２位 三条市消防団下田方面隊第２分団 

      ３位 胎内市消防団第１８分団 

４位 長岡市消防団長岡川西方面隊第１８分団 

５位 新潟市消防団西方面隊赤塚分団 

６位 十日町市消防団十日町方面隊第１分団 

 

 

 

 

 

 

 

 



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、殉職者慰霊祭を実施した。 

・期 日  平成２９年９月３日（日）  

・場 所  新潟市 新潟東映ホテル 

・主 催  公益財団法人新潟県消防協会 

・参列者  昭和４１年以降の殉職者遺族 

      新潟県消防協会会長、副会長、理事、監事 

      新潟市消防局幹部職員、新潟市消防団幹部団員  

・来 賓  新潟県知事 

新潟県議会議長（代理：新潟県議会副議長） 

      新潟県市長会長 

      新潟県町村会長 

 

 

 ３ 第２回新潟県女性消防団員活性化大会 

県内の女性消防団員が一堂に集い、消防団活動について、より幅の広

い知識及び視野の修得と高い使命感の醸成を図り、消防団活動の一層の

活性化に資することを目的に、第２回新潟県女性消防団員活性化大会を

開催した。 

・期 日  平成２９年１１月２５日（土） 

・開催地  新潟市 

・会 場  活性化大会  新潟市民プラザ 

情報交流会  ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟 

・主 催  公益財団法人新潟県消防協会 

新潟県女性消防団員活性化大会実行委員会 

・共 催  新潟県、新潟市、新潟県消防協会新潟地区支会 

・参加者  県内女性消防団員（２４３人）を含む消防関係者３９６人 

・行事内容 大会スローガン披露  

全国女性消防操法大会出場報告（魚沼市・妙高市） 

      活動事例発表（新潟市消防団西方面隊） 

      講演 

消防庁消防団等充実強化アドバイザー 西部美千代氏 

（広島市安佐南消防団女性消防隊長） 

 

 

 

 

 



４ 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。 

＜地区支会＞     ＜事業内容＞           ＜交付額＞ 

新 潟   ミニタオル・クリアホルダー作成    265,038円 

長 岡   カラータオル作成             217,242円 

   三市北蒲原  カラープリンタ・バルーン投光機      165,800円 

五泉・東蒲 ＡＥＤトレーナー他            113,940円 

県 央   火の用心チラシ・クリアファイル他作成   165,300円 

北魚沼   消防消しゴム作成              120,000円 

南魚沼   消防団員募集表示軍手・タオル圧縮セット  145,044円 

十日町   サポートショップ電光掲示板・紙芝居購入  141,156円 

柏崎刈羽  消防車型鉛筆削り・消防プチタオル     121,500円 

岩 船   チラシ配布､消防団員表示証作成       140,238円 

上 越    啓発用ボールペン作成他           263,200円 

佐 渡   消防ふれあい広場開催の消防ＰＲ経費    125,300円 

合 計 1,983,758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。 

 

 

５ 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、講習を実施した地区支会に対し助成費を支給した。 

＜地区支会＞  ＜規定講習＞   ＜一般講習＞    ＜合   計＞ 

新 潟      73,600円     251,800円      325,400円 

長 岡      55,600円     101,700円      157,300円 

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

五泉・東蒲    17,600円         20,900円       38,500円 

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

北魚沼      18,900円         24,500円       43,400円 

南魚沼      28,400円         28,400円       56,800円 

十日町      27,200円         24,800円       52,000円 

柏崎刈羽     19,500円         35,700円       55,200円 

岩 船      31,000円         27,100円       58,100円 

上 越      72,900円        101,500円      174,400円 

佐 渡          20,900円         21,400円       42,300円 

計          437,700円        764,700円    1,202,400円 

 



６ 消防互助事業 

（３０消防団 37,814人、１９消防本部 3,304人、計 41,118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３１４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４９７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 

 ・弔慰金の給付 

公務外で死亡した会員の遺族に対し弔慰金を支給した。 

 ４０件 2,000,000円 

(公務１人当たり 100,000円、公務外１人当たり 50,000円)  

・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。 

  ２件 100,000円 

   （全焼 50,000円×２件） 

 

７ 殉職者遺家族等援護事業 

   殉職者等子弟の卒業祝金 

１名   5,000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 37,688人、2消防本部 153人、県協会 3人、計 37,844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： ３０件 30,000,000円 

・生活援護金：   ２件  2,000,000円 

・障害見舞金：   ６件  1,450,000円 

・入院見舞金：１３１件  6,373,500円 

(うち公務によるもの 1件 13,500円) 

合計  １６９件 39,823,500円 

 

 

 



（２）火災共済事業（平成３０年３月３１日現在：6消防団 11,252人加入） 

 ・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 ４件 968,143円 

    ・防火ポスター 

      応募総数５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３０年1月1日現在 加入者７１５人(うち年金受給者数３２９人) 

 

 （４）婦人消防隊員等福祉共済事業（２防火クラブ加入５８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 

   １０地区支会､県協会            3,770,050円 

・地元業者からの物品購入・配付 

   ２地区支会                   459,180円 

合計  4,229,230円 

＜交付先＞              ＜器具名＞ 

・トレハクラブに係るもの 

新 潟   新潟市   テント、テーブル、メジャー他 

長 岡   長岡市   拡声器、テント、ウエイトバック他 

三市北蒲原 地区支会  テント、横幕、ウエイトバック他 

県 央   田上町   テント、ウエイトバック他 

北魚沼   地区支会  テント、ウエイトバック他 

南魚沼    地区支会  テント、横幕他 

柏崎刈羽  地区支会   テント、テーブル他 

岩  船   村上市    テント、発電機 

上  越   上越市   投光機セット、テント他 

佐  渡   佐渡市   リヤカー、無線機他   

   ・地元業者に係るもの 

五泉・東蒲 阿賀町   テント、加重プレート他 

十日町   津南町   テント、拡声器 

 

（６）女性消防団員制服交付事業 

   ・交付消防団 

  五泉市２着、南魚沼市１着、柏崎市１着、上越市１着 

村上市１２着            合計 １７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  ４名 2,073,000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２９年９月１９日交付決定  

・長岡市消防団 防災活動車（軽バン型） 

・胎内市消防団 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４８３店舗（平成３０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２９年６月１６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２３回全国女性消防操法大会 

・期 日  平成２９年９月３０日（土） 

・場 所  秋田市向浜運動広場（こまちスタジアム） 

・出場隊  妙高市消防団女性消防隊 

・出席者  藤田会長、事務局 

 

（３）第３６回全国消防殉職者慰霊祭 

・期 日  平成２９年９月１４日（木） 

・場 所  日本消防会館（ニッショーホール） 

・参列者  御遺族２名、藤田会長、事務局 

 

（４）第２３回全国女性消防団員活性化広島大会 

・期 日  平成２９年１１月１６日(木)～１７日(金) 

・場 所  広島市 広島グリーンアリーナ（広島県立総合体育館） 

・参加者  新潟市消防団、阿賀町消防団、柏崎市消防団 

佐渡市消防団 計２６名 

藤田会長、事務局 

 

 

 



（５）地域防災力充実強化大会 

   ・期 日  平成２９年１０月２４日（火） 

・場 所  名古屋市 ウィルあいち 

・参加者  事務局 久保主事 

 

（６）第４４回消防団幹部特別研修 

・期 日  平成３０年１月９日（火）～１２日（金） 

・場 所  日本消防会館 

・受講者  胎内市消防団 河内団長 

 

（７）第１７回消防団幹部候補中央特別研修 

男性の部（３人） 

・期 日  平成３０年１月３１日（水）～２月２日（金） 

・場 所  日本消防会館 

・受講者  五泉市消防団、村上市消防団、糸魚川市消防団 

女性の部（２人） 

・期 日  平成２９年２月１４日（水）～１６日（金） 

・場 所  日本消防会館 

・受講者  胎内市消防団、小千谷市消防団 

 

（８）都道府県事務局長会議 

   ・期 日  平成３０年２月２７日（火） 

・場 所  日本消防会館 

 ・出席者  伊藤事務局長、久保主事 

 

（９）日本消防協会理事会・評議員会及び第７０回定例表彰式 

 ・期 日  平成３０年３月６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、事務局 

表彰旗受賞団（見附市消防団  田崎団長) 

竿燈綬受賞団（出雲崎町消防団 佐藤団長） 

 

（１０）自治体消防制度７０周年記念式典 

・期 日  平成３０年３月７日（水） 

・場 所  国技館 

・参加者    藤田会長、川島名誉会員、櫻井名誉会員、事務局 

 

 

 

 



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６県及び新潟県の消防協会長及び副会長等が一堂に会し、消防が 

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（青森県）が消防庁及び日本消防協会へ 

要望を行った。 

・期 日  平成２９年７月１３日（木） 

・場 所  青森市 ホテル青森 

・参加者  藤田会長、大島副会長、五井副会長、中山副会長 

      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６県及び新潟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２９年１２月１４日（木） 

・場 所  新潟市 ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟 

・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６県及び新潟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２９年７月１８日（火） 

・場 所  盛岡市 ホテルメトロポリタン盛岡 

・参加者  伊藤事務局長、久保主事 


