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第１ 会 議 

令和２年度に開催した会議は次のとおり。 

行 事 実施日 会 場 

１ 第１回理事会 

  定時評議員会 

 

２ 第２回理事会 

 

３ 正副会長会議 

    〃 

    〃 

    〃 

    〃 

    〃 

４ 評議員選定委員会 

 

５ 地区支会担当者会議 

    

新型コロナウイルス感染 

拡大防止のため中止 

 

令和３年２月１２日 (金) 

 

令和２年４月 ９日 (木) 

５月２０日 (水) 

１２月１５日（火） 

令和３年２月 ３日（水） 

    ２月１２日（金） 

    ３月１２日（金） 

令和２年５月１３日 (水) 

 

令和２年７月 ３日 (金) 

 

 

 

 

新潟市新潟グランドホテル 

 

長岡市消防本部 

新潟県消防協会事務室 

    〃 

    〃 

新潟市新潟グランドホテル 

新潟県消防協会事務室 

新潟県消防協会事務室 

 

新潟市新潟グランドホテル 

 

 

第２ 事 業 

１ 第７１回新潟県消防大会・操法競技会 

  新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

 

 ２ 新潟県消防協会表彰（新潟県消防表彰と共同実施） 

・期 日  令和２年９月１４日（月）  

  ・場 所  新潟市 新潟県自治会館 

  ・参列者  鈴木会長、小川副会長、 口副会長、高橋副会長、事務局 

        表彰受章代表者 

・受章者  令和元年度消防功労者 

 ア 功績章 

（消防の進歩発展に特段の功績があった者） 

     五泉市消防団 団長  大原祥和  ほか２４４名 

イ 精勤章 

（30年勤続） 

新潟市消防団 副団長 川﨑良和  ほか３００名 

（20年勤続） 

新潟市消防団 副団長  土田正人  ほか９９０名 

（10年勤続） 

新潟市消防団 部長  棚橋 武  ほか １，５８６名 



３ 殉職者慰霊 

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  令和２年９月１４日（月）  

・場 所  新潟市 新潟大神宮内大平神社 

・参拝者  鈴木会長、小川副会長、 口副会長、高橋副会長 

事務局 

       

 ４ 新潟県市町村消防団長等幹部研修会 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

 

５ 防火啓発・消防団加入促進事業 

  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 入団促進ポスター等作成・配布 271,200円 

長岡 防火啓発・入団促進ｸﾞｯｽﾞ作成・配布 221,958円 

三市北蒲原 防火啓発・消防団 PR物品購入 164,802円 

五泉・東蒲 AED ﾄﾚｰﾅｰ・ﾘﾄﾙｱﾝ購入 113,300円 

県央 防火啓発・入団促進ｸﾞｯｽﾞ作成・配布 164,740円 

北魚沼 中 止 － 

南魚沼 防火啓発・入団促進ｸﾞｯｽﾞ作成・配布 143,550円 

十日町 女性部防火啓発事業に関する物品整備 133,833円 

柏崎刈羽 消防団ＰＲ用バックボード作成 120,000円 

岩船 入団促進・防火啓発ﾁﾗｼ作成・配布 148,798円 

上越 防火啓発･消防団 PR物品購入・配布 250,900円 

佐渡 防火啓発・入団促進ｸﾞｯｽﾞ作成・配布 127,000円 

       

合 計 1,860,081円 

 

 

 

 

 

 

 



６ 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 （中止） （中止） － 

長岡 （中止） （中止） － 

三市北蒲原 35,100円 57,600円 92,700円 

五泉・東蒲 （中止） （中止） － 

県央 （中止） （中止） － 

北魚沼 （中止） （中止） － 

南魚沼 （中止） （中止） － 

十日町 （中止） （中止） － 

柏崎刈羽 18,500円 34,100円 52,600円 

岩船 （中止） （中止） － 

上越 （中止） 97,100円 97,100円 

佐渡 20,900円 21,000円 41,900円 

 計 74,500円 209,800円 284,300円 

 

７ 消防互助事業 

（３０消防団 35,719人、１９消防本部 3,325人、計 39,044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２９４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４３１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 

公務外で死亡した会員３２名に対し弔慰金を支給した。 

 ３２件 1,600,000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。 

  ３件 120,000円 

   （全焼 50,000円×2件、半焼 20,000×1件） 

 



８ 災害支援事業 

  令和２年台風１９号及び前線による大雨により甚大な被害が生じた 

県の災害復旧支援のため、各県の消防協会に対して支援金を交付した。 

  （交付先・交付総額） 

    熊本県及び大分県 ２県 100,000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 35,560人、県協会 3人、計 35,563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： ２３件 23,000,000円 

・生活援護金：   ２件  2,000,000円 

・障害見舞金：   ５件  780,000円 

・入院見舞金：１４０件  6,153,000円 

 

合 計 １７０件 31,933,000円 

 

（２）火災共済事業（8消防団 9,667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 ２件 36,000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４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 

・令和３年 1月 1日現在 加入者５１６人(うち年金受給者数３８４人) 

 

 （４）婦人消防隊員等福祉共済事業（３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 非接触式電子温度計、ｲｰｼﾞｰｱｯﾌﾟﾃﾝﾄ 338,360円 

長岡 遠心式ﾐｽﾄﾌｧﾝ 263,000円 

三市北蒲原 防火手袋 174,636円 

五泉・東蒲 ﾚｰｻﾞｰ距離計、ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ拡声器、他 95,991円 

県央 ｲｰｼﾞｰｱｯﾌﾟﾃﾝﾄ 176,000円 

北魚沼 特定小電力ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ 108,000円 

南魚沼 ｲｰｼﾞｰｱｯﾌﾟﾃﾝﾄ 139,480円 

十日町 ｲｰｼﾞｰｱｯﾌﾟﾃﾝﾄ 136,950円 

柏崎刈羽 鋳製おもり（ﾃﾝﾄ用ｳｴｲﾄ） 107,800円 

岩船 ｲｰｼﾞｰｱｯﾌﾟﾃﾝﾄ 160,000円 

上越 AED ﾘﾄﾙｱﾝ・ﾄﾚｰﾅｰ、非接触型体温計、他 303,325円 

佐渡 ｸﾞﾗｽﾀｲﾌﾟｺﾞｰｸﾞﾙ、ﾐｽﾄ発生器、他 115,080円 

 合 計  2,118,622円 

 

（６）女性消防団員制服交付事業 

   ・交付消防団 

長岡市 ８着、阿賀野市 １着、五泉市 ２着、魚沼市 １着、 

津南町 １着、出雲崎町 ３着、新発田市１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 

１名 348,000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 

    ・令和２年９月１８日（金）  

新潟市消防団 防災活動車（ＳＵＶ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（令和３年３月３１日現在） 

 



２ 日本消防協会主催行事への参加状況 

（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中止 

 

  イ ６月臨時理事会 

・期 日  令和２年６月２５日（木） 

・場 所  日本消防会館会議室 

・出席者    鈴木会長 

  

  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中止 

 

（２）第３９回全国消防殉職者慰霊祭 

・期 日  令和２年９月１７日（木） 

・場 所  日本消防会館・ニッショーホール 

・参列者  鈴木会長、事務局 

 

（３）第２７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）全国消防大会（第７３回日本消防協会定例表彰式） 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

 

（６）令和２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） 

・期 日 令和３年２月１９日（金） 

・場 所 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、各消防局又は本部で実施した。 

・参加者 新潟市消防団（幹部候補女性１名） 

長岡市消防団（幹部１名・幹部候補男性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（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 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

 

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 

 

 


