平成３０年度事業報告
(平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日)
第１

会

議

等

１ 正副会長会議の開催
(1) 第１回 ５月１１日 於：山口県自治会館３階小会議室
①理事会付議案件について
②その他
(2) 第２回 ８月２２日 於：山口県自治会館３階小会議室
①日本消防協会定例表彰の選考について
②平成３０年度事業について
③自治体消防７０周年記念特別表彰について
④平成３１年度予算について
⑤その他
(4) 第３回 １２月２５日 於：山口県自治会館３階小会議室
①平成３０年度表彰及び平成３１年消防出初式について
②平成３１年度事業計画等について
③その他
(5) 第４回
２月 ７日 於：山口県自治会館３階小会議室
①平成３０年度表彰(功労章、表彰状)の選考について
②平成３１年度事業計画(案)について
③平成３０年度第２回通常理事会の開催について
④その他
(6) 第５回
３月１８日 於：山口県自治会館３階小会議室
①理事会付議案件について
②その他
２ 理事会の開催
(1) 第１回通常会 ５月１１日 於：山口県自治会館大会議室
出 席 者 理事２６名、監事１名
来賓：村田県消防保安課長
報告事項 ①職務の執行の状況について
審議事項 ①平成２９年度事業報告について
②平成２９年度決算について
③評議員候補者の推薦について
④理事候補者の推薦について
⑤平成３０年度定時評議員会の開催について
⑥その他
(2) 第１回臨時会 ６月２９日 （みなし決議）
審議事項 副会長の選定について
(3) 第２回通常会 ３月１８日 於：山口県自治会館大会議室
出 席 者 理事３１名、監事２名
報告事項 ①平成３０年度事業経過について
②職務の執行の状況について
審議事項 ①平成３０年度補正予算について
②平成３１年度事業計画について
③平成３１年度予算について
④その他
３ 評議員会の開催
(1) 定時会 ５月２９日 於：山口県自治会館３階小会議室
出 席 者 評議員６名、監事２名
執行部：木谷会長、野々村専務理事
来賓：村田県消防保安課長

※ 予定

報告事項

審議事項

４ 監事監査
(1) 日
時
(2) 場
所
(3) 出 席 者
(4) 対 応 者

①平成２９年度補正予算について
②平成３０年度事業計画について
③平成３０年度予算について
①平成２９年度事業報告について
②平成２９年度決算について
③評議員の選任について
④理事の選任について
５月７日 １０時００分～１２時００分
山口県自治会館３階小会議室
志賀監事、秋山監事、冨岡監事
野々村事務局長、小林主任

５ 市町消防事務連絡会議
(1) 春季会議 ４月１９日 於：山口県自治会館２階大会議室
出 席 者 １９市町・３消防組合担当者
議
題 ①平成３０年度事業計画について
②平成３０年度予算について
③平成３０年度山口県消防操法大会について
④山口ゆめ花博」前売入場券の販売について
⑤共済制度への加入促進について
⑥その他
(2) 秋季会議 １０月１日 於：山口県自治会館２階大会議室
出 席 者 １７市町・４消防組合担当者
議
題 ①平成３１年度法令外負担金について
②その他
※ 消防団等公務災害補償等共済基金実務研修会を同時開催（県市町総合事務組合と共催）
６

その他

[行政庁への手続き等]
・４月２３日 変更届出書の提出(評議員の辞任)
・５月２９日 貸借対照表の公表(公告第７号)
・６月１２日 変更届出書の提出(評議員の選任、理事の変更)
・６月１９日 平成２９年度事業報告等の提出
・３月２９日 平成３１年度事業計画書等の提出 ※予定
【参考】
平成３０年度山口県消防協会会員数 (平成３０年１０月１日現在)
１５,１９６名 (消防団員１３,２３３名、消防職員１,９６３名) 前年比▲６０名
第２ 消防思想の普及徹底に関すること
１

火災予防作品募集事業[山口県、山口県消防クラブ連合会と共催]
・作品募集 ６～１１月
・応募総数 １３,１７２点(ポスター 1,280 点、習字 9,173 点、絵画 2,372 点、標語 348 点)
・審 査 会 １月８日 於：山口県庁職員ホール
最優秀・優秀・優良・入選・佳作の各賞を選考
審査会委員として木谷会長出席
・表
彰 ２月１３日に記者発表後、各消防本部で伝達
・そ の 他 最優秀作品等(ポスター、標語)を活用した火災予防運動ポスターを作成して春の
火災予防運動期間に合わせて関係機関等に配布し啓発(２,０００部)

２

消防防災思想普及啓発事業
○山口県住宅防火対策推進協議会会議へ参加
・主催 山口県住宅防火対策推進協議会
・１０月２９日 於：山口県庁共用会議室 野々村事務局長出席
○啓発資料貸出やポスター配布等による啓発
・啓発資料等の収集整備、貸出
・協会ホームページの更新や日本消防協会等のポスター配布
○山口県危険物安全大会を後援
・主催 山口県危険物安全大会実行委員会
・６月８日 於：周南市文化会館 小西副会長出席
○山口県消防クラブ連合会理事会へ出席(顧問：木谷会長、理事：野々村事務局長)
・主催 山口県消防クラブ連合会
・９月４日 於：山口県消防学校
野々村事務局長出席

３

消防殉職者慰霊祭事業
○平成３０年度山口県消防殉職者慰霊祭
・１０月５日 於：慰霊塔(山口県消防学校内)前
・遺族、来賓、協会役員、各消防団長、各消防長及び消防初任総合教育学生約１１０名参列
・１０月１７日の山口県殉職警察職員慰霊祭に小西副会長参列
○第３７回全国消防殉職者慰霊祭[日本消防協会主催]
・９月１３日 於：ニッショーホール
・遺族代表４名、木谷会長及び事務局出席

第３
１

消防知識技能の向上
消防操法大会等事業

○平成３０年度山口県消防救助技術大会[山口県・山口県消防長会と共催］
・６月２７日 於：山口県消防学校
・木谷会長出席、事務局が運営支援
○平成３０年度山口県消防操法大会[山口県・山口県消防クラブ連合会と共催］
・３月２３日 県及び事務局打合せ会議開催 於：山口県消防保安課
・４月１２日 大会実行委員会開催 於：山口県自治会館会議室
・６月２３日 第１回審査員研修会/大会説明会開催 於：山口県少年消防クラブ会館
・７月２９日 第２回審査員研修会開催 於：山口県消防学校
・９月 ６日 施設管理員研修会開催 於：山口県消防学校
・９月１５日 第６５回消防操法大会・第３６回女性消防操法大会開催 於：山口県消防学校
◆成績(優勝隊)
基本操法／ポンプ車：下関市消防団清末分団
同小型ポンプ：光市消防団
応急操法／ポンプ車：宇部市消防団中央方面隊上宇部分団
同小型ポンプ：下松市消防団末武分団
女性／軽可搬ポンプ：和木町女性消防隊
同水バケツ：下関市長府婦人防火クラブＡ
○第２６回全国消防操法大会[消防庁・日本消防協会主催]
・１０月１９日 於：富山県広域消防防災センター(富山市)
・山口市消防団が出場し優良賞
・河村団長、田中消防長以下山口市関係者、事務局は出場支援
○消防車両の交付先の調整
・日本消防協会から防災活動車(ワンボックス型)１台
・日本消防協会から消防団防災学習・災害活動車１台

交付先：萩市消防団
交付先：山口市消防団

２

指導者養成事業
○企画研修「Ｓ－ＫＹＴ(消防団危険予知訓練)研修」[消防基金から助成・後援]
・２月１７日 於：カリエンテ山口
・講師：Ｓ－ＫＹＴ指導員(岡 松 弘 明、吉 原 伸 二、松 尾 勝 治)
・小西副会長以下各市町幹部団員及び担当職員等５３名が受講
〇女性リーダー会議（女性消防団員セミナー第１部）
・１月２６日 於：カリエンテ山口
・事例発表（下関市、宇部市、山口市）、グループ討議
・木谷会長以下各市町の女性団員代表者及び担当職員等５６名が参加
○消防団員健康づくりセミナー[消防基金から助成・後援]（女性消防団員セミナー第２部）
・１月２６日 於：カリエンテ山口
・講師：平 本 貴 法 健康運動指導士(宇部市スポーツコミッション コーデイネーター)
・木谷会長以下各市町の女性団員代表者及び担当職員等５７名が受講
○第９回消防操法指導者講習会[下関市消防局主管]
・６月１０日 於：下関市消防局
・講義『小型ポンプ、ポンプ車操法要領』
・講師：大 畑 信 雄 下関市消防局消防司令長
・小型ポンプの部に９９名、ポンプ車の部に５９名が受講
○第３回女性消防操法指導者講習会[下関市消防局主管]
・６月１０日 於：下関市消防局
・講義『軽可搬ポンプ基本操法要領』
・講師：井 上 健 二 岩国地区消防組合消防本部消防士長
・指導者及び女性消防団員２９名受講
○幹部研修会 ※予定
・３月１８月 於：山口県自治会館大会議室
・講師：村 田 友 宏 山口県危機管理監
・正副会長以下理事、監事等 約５０名聴講
○日本消防協会主催研修等への派遣
・第４５回消防団幹部特別研修
１月１５～１８日、横山仁 平生町消防団長を派遣
・第１８回消防団幹部候補中央特別研修(男性)
１月３０～２月１日、４名派遣(宇部市から１名、周南市から３名)
・第１８回消防団幹部候補中央特別研修(女性)
２月１３～１５日、３名派遣(下関市、山口市、周南市から各１名)
・実務研修派遣
泉雅文消防司令補(美祢市消防本部)を日本消防協会事務局へ派遣(平成３０年４月１日から
２年間の予定)
○情報提供等
日本消防協会機関誌「日本消防」への原稿投稿及び配付、季刊誌「いきいき消防」の配布等
・「日本消防」掲載
７月号 東西南北 消防団と「三矢の教え」
神本康雅 周南市消防団団長
名物団員
宮本ゆかり 和木町消防団団本部班長
１月号 平成３１年消防出初式写真 美祢市消防出初式
２月号 県消防操法大会の結果
・ラジオ番組出演
１２月１日放送「おはよう！ニッポン全国消防団」 江道優子、進藤恵美子 山口市消防団

第４ 消防防災活動の強化
１ 活性化大会派遣・開催等事業
○平成３０年度中国五県消防関係者大会は平成３０年７月豪雨の影響により中止
○第２４回全国女性消防団員活性化滋賀大会[消防庁・日本消防協会・滋賀県消防協会等主催］
・１１月９～１０日 於：ウカルちゃんアリーナ(大津市)

・開会式、啓発劇・活動事例発表(９団体)、記念講演(元WBC世界ﾊﾞﾝﾀﾑ級ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 山中慎
介)、閉会式(大会宣言等)等
・全国から約３,７００名の女性消防団員等関係者が参加、本県から１１名参加
○自治体消防７０周年記念山口県消防大会[県、光市、消防協会主催]
・１０月２０日 於：光市民ホール
・式典(表彰、大会決議等)、事例報告(光市消防団、宇部市消防団)、記念講演(前西原村消防
団長 馬場秀昭氏)、アトラクション(島田人形浄瑠璃芝居)
・県下の消防団員及び消防職員等関係者約８８０名が参加
○関係機関団体等との連携推進
・日本消防協会役員会議等
５月２１日 於：日本消防会館
６月１５日 於
〃

２月２６日 於：
３月 ４日 於：
３月 ５日 於：

〃
〃
〃

監事監査に木谷会長(監事)参加
臨時理事会に木谷会長出席
定時評議員会に木谷会長、小西副会長出席
消防団員確保対策等委員会に木谷会長(委員)出席
都道府県消防協会事務局長会議に野々村事務局長出席
消防団員確保対策等委員会に木谷会長出席
定時評議員会に木谷会長、小西副会長出席
シンポジウムに木谷会長、小西副会長、西野副会長、
山根副会長出席

・関係機関・団体の行事への出席
４月１０日 於：山口県消防学校 山口県消防学校初任総合教育入校式に木谷会長出席
６月１４日 於：日本消防会館
中国五県消防協会長会議に木谷会長、事務局長出席
１１月１３日 於：山口県消防学校 山口県消防学校初任総合教育卒業式に木谷会長出席
１２月 ６日 於：松江テルサ
中国五県事務担当者会議に事務局職員出席
２月２６日 於：日本消防会館
中国五県事務局長会議に事務局長出席
その他 毎年度定期的に開催される山口県消防学校教育運営委員会、山口県消防長会定
例会等へ事務局長出席
２ 表彰事業
○山口県消防協会表彰
①出初式における表彰(功績章、勤続章等)
・功績章１５４名（うち女性枠４名）、勤続章１,０９６名、退職感謝状３９２名を選考
・各市町の消防出初式(１月初旬、各市の消防出初式に協会役員が出席)において授与
②消防記念日における表彰(功労章、表彰状)
・功労章４９名（うち女性枠２名）を選考
・平成３０年度山口県消防表彰式(山口県と共催、３月１８日、於：県庁正庁会議室)にお
いて木谷会長から代表者に授与
③自治体消防７０周年記念特別表彰(消防協会総裁表彰)
・消防団員３名、関係団体１団体、関係者１名、団員の家族３名
・自治体消防７０周年記念山口県消防大会式典(１０月２０日、於：光市民ホール)におい
て知事(代理：弘中副知事)から代表者に授与
○日本消防協会定例表彰
・各候補を選考して推薦し、功績章１５名（うち女性枠１名）、精績章３７名(うち女性２名)、
勤続章２０７名が受章
・第７１回定例表彰式(３月５日、於：ニッショーホール)で代表者受章
木谷会長、小西副会長、西野副会長、山根副会長他出席
・平成３０年度山口県消防表彰式(３月１８日、於：山口県庁正庁会議室)において木谷会長
から代表者に伝達
３

消防団員入団促進事業
○市町の取組み支援(相談、助言等)
・女性リーダー会議開催（再掲）
○消防庁「消防団員入団促進キャンペーン」連携ＰＲ等
・新聞紙面購入によるＰＲ(３月５日朝刊、中国新聞及び山口新聞)
・ホームページでのＰＲ

第５ 会員の福祉厚生等
１ 福祉厚生事業(２月末現在)
○消防団員福祉共済制度の活用
・加入状況 消防団員・消防職員等 ３１団体 １３,６６０名
・給付状況 遺族援護金 17 件(16,962,500 円)
障害見舞金 7 件(2,160,000 円)
入院見舞金 176 件(8,871,000 円) 生活援護金 1 件(1,000,000 円)
○婦人消防隊員等福祉共済制度の活用
・加入状況
婦人消防隊員 ８３名
・共済金給付 弔慰金 0 件 障害見舞金 0 件 入院見舞金 0 件
○消防個人年金制度の活用
・加入状況
消防団員・消防職員等 ４２１名
・年金の給付 受給者数
２４９名
２

３

健康増進事業
○健康器具及び体力錬成器具の購入配付
○スポーツ行事の助成

２７消防団・本部へ交付
２消防団へ交付

その他
○刊行物の作成及び斡旋等の実施
・消防関係者名簿の作成及び斡旋
・幹部実務必携、消防団員手帳、Ｔシャツ、職章、記念章等の斡旋
○「山口ゆめ花博」前売入場券の販売

