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公益財団法人 新潟県消防協会 

 

 



第１ 会 議 

令和３年度に開催した会議は次のとおり。 

行 事 開催日 会 場 

１ 第１回理事会 

  定時評議員会 
令和３年５月28日（金） 新潟市 万代シルバーホテル 

２ 第２回理事会 令和４年２月18日（金） 新潟市 新潟県トラック会館 

 

 

３ 正副会長会議 

令和３年５月19日（水） 

令和３年７月29日（木） 

令和３年８月23日（月） 

令和３年12月17日（金) 

令和４年２月８日（火） 

 

 

新潟市 消防協会事務室 

４ 評議員 

選定委員会 
令和３年５月１日（土） 書面開催 

５ 地区支会事務担

当者会議 
令和３年４月９日（金） 新潟市 新潟東映ホテル 

 

第２ 行 事 

１ 第72回新潟県消防大会 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

２ 第４回新潟県女性消防団員活性化大会 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

３ 消防殉職者慰霊祭 

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、

慰霊祭を実施した。 

・期 日  令和３年10月24日（日）  

・会 場  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  御遺族 

      新潟県消防協会長、副会長、理事・監事 

      消防長、消防団長、新潟県消防学校長、消防関係者 

・来 賓  新潟県知事 

      新潟県議会議長 

      新潟県市長会長（代理：新潟県市長会副会長） 

      新潟県町村会長 

      新潟県防災局長 

       



第３ 事 業 

１ 防火啓発・消防団加入促進助成 

  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 防火啓発・入団促進ｸﾞｯｽﾞ作成・配布 274,200円 

長岡 防火啓発・入団促進ｸﾞｯｽﾞ作成・配布 224,136円 

三市北蒲原 防火啓発・消防団 PR物品購入、他 166,535円 

五泉・東蒲 広報・活動記録用機器整備 114,000円 

県央 防火啓発・入団促進ｸﾞｯｽﾞ作成・配布、他 162,100円 

北魚沼 防火啓発･消防団 PR物品購入・配布 122,400円 

南魚沼 防火啓発・入団促進ｸﾞｯｽﾞ作成・配布 142,095円 

十日町 部防火啓発事業に関する物品整備 138,952円 

柏崎刈羽 消防団ＰＲ活動用機器整備 82,500円 

岩船 入団促進・防火啓発ﾁﾗｼ作成・配布 148,996円 

上越 防火啓発･消防団 PR物品購入・配布 244,900円 

佐渡 防火啓発・入団促進ｸﾞｯｽﾞ作成・配布 127,800円 

       

合 計 1,948,614円 

 

２ 災害支援 

令和３年７月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流の災害対応を支

援するため、公益財団法人静岡県消防協会に対して支援金を贈呈した。 

   

    １件 50,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 講習助成 

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 － 57,450円 57,450円 

長岡 － 101,800円 101,800円 

三市北蒲原 35,100円 58,000円 93,100円 

五泉・東蒲 － － － 

県央 － － － 

北魚沼 － 24,200円 24,200円 

南魚沼 － － － 

十日町 － 23,900円 23,900円 

柏崎刈羽 18,500円 － 18,500円 

岩船 28,600円 － 28,600円 

上越 － 96,100円 96,100円 

佐渡 20,900円 － 20,900円 

 計 103,100円 361,450円 464,550円 

 

４ 協会互助 

（３０消防団34,612人、１９消防本部3,330人、計37,940人加入） 

(1) 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名及び公務外で死亡した会員49名に対し、弔

慰金を支給した。 

   50件 2,550,000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 

火災による住家の全焼及び半焼並びに地滑りによる全壊の罹災会員

に対し見舞金を支給した。 

  ４件 170,000円 

（全焼（全壊）50,000円×３件、半焼20,000×１件） 

(2) 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268名に対し感謝状を贈呈

した。 

(3) 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415名に対し表彰状及び記

念品を贈呈した。 

 



第４ 日本消防協会事業への取組 

１ 各種共済・交付事業の取りまとめ 

(1) 福祉共済事業 

（30消防団34,281人、県協会3人、計34,284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： 33件 33,000,000円 

・生活援護金：  １件  1,000,000円 

・障害見舞金： ４件  830,000円 

・入院見舞金： 152件  5,932,500円 

           （うち公務によるもの ３件 118,500円） 

 

合 計 190件 40,762,500円 

 

(2) 火災共済事業（7消防団9,293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 ２件 343,554円 

 

(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 

・令和４年1月1日現在 加入者481人(うち年金受給者数379人) 

 

(4) 婦人消防隊員等福祉共済事業（３防火クラブ加入56人） 

    ・福祉共済金の交付 なし 

 

(5) 健康増進事業 

消防団員等の健康増進及び公務による事故防止に資する事業に対す

る助成 

 

＜支会名＞ ＜購入部品＞ ＜助成額＞ 

新潟 ｲｰｼﾞｰｱｯﾌﾟﾃﾝﾄ、ｳｫｰﾀｰｼﾞｬｸﾞ、ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ 343,000円 

長岡 ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ一式（ﾁｭｰﾅｰ、ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ） 259,600円 

三市北蒲原 LED ﾜｰｸﾗｲﾄ、LED ﾊﾝﾄﾞﾗｲﾄ 168,575円 

五泉・東蒲 ﾐｽﾄﾌｧﾝ一式（簡易移動式ﾀｲﾌﾟ） 97,000円 

県央 ｲｰｼﾞｰｱｯﾌﾟﾃﾝﾄ 179,380円 

北魚沼 携帯型投光器 105,600円 

南魚沼 折りたたみ式ﾃｰﾌﾞﾙ、折りたたみ椅子 142,000円 

十日町 ﾊﾝﾃﾞｨ GPS、ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ（ﾍﾙﾒｯﾄｸﾘｯﾌﾟ付き） 139,480円 



柏崎刈羽 非接触型ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨｰｶﾒﾗ 106,700円 

岩船 遠心式ﾐｽﾄﾌｧﾝ 147,000円 

上越 ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝｴｱｰﾏｯﾄ、熱中対策応急ｷｯﾄ、他 297,902円 

佐渡 検温ｵｰﾄﾞﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰｽﾀﾝﾄﾞ、ﾗｲﾄ付誘導棒 117,690円 

 合 計  2,103,927円 

 

 

(6) 女性消防団員制服交付事業 

   ・交付消防団 

長岡市 ３着、阿賀野市 １着、五泉市 １着、加茂市 12着、 

田上町 １着、魚沼市  ２着、村上市 １着、佐渡市 １着 

合 計 ２２ 着 

 

(7) 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 

    ・令和３年10月５日（火）  

妙高市消防団 防災活動車（ＳＵＶ型） 

                       

(8) 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28市町村446店舗（令和４年３月31日現在） 

 

(9) 消防育英事業        

消防殉職者等の子弟への奨学金の支給 

２名234,000円 

 

 

２ 各種行事への参加状況 

(1) 日本消防協会理事会・評議員会 

  ア ６月理事会・定時評議員会 

     新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面開催 

 

  イ ６月臨時理事会 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面開催 

  

  ウ ３月理事会・評議員会 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面開催 

 

 



(2) 第４０回全国消防殉職者慰霊祭 

・期 日  令和３年９月28日（火） 

・会 場  ニッショーホール 

・規模を縮小して開催したため当協会に出席案内なし 

 

(3) 第２８回全国消防操法大会 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

 

(4) 第２６回全国女性消防団員活性化徳島大会 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期 

 

(5) 全国消防団大会（第７４回日本消防協会定例表彰式） 

・期 日  令和４年３月４日（金） 

・会 場  ニッショーホール 

・規模を縮小して開催したため当協会に出席案内なし 

 

(6) 令和３年度消防団幹部特別研修及び消防団幹部候補中央特別研修 

  （男性・女性） 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から映像配信により実施 

・参加者 新潟市消防団（幹部１名） 

阿賀町消防団（幹部候補男性１名） 

津南町消防団（幹部候補女性１名） 

 

(7) 都道府県事務局長会議 

    新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

 

 

第５ 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（正副会長会議） 

   新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

     

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課題につい

て情報交換を行った。 

・期 日  令和３年12月13日（月） 

・会 場  福島市 コラッセふくしま 

・出席者  仲野事務局長、久保主任 

 

３ 北海道・東北地区消防協会実務担当者会議 

   新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 


