
令和元年度事業報告

平成３１年(２０１９年）４月１日～令和２年（２０２０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１０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令和元年度事業について
③令和２年度予算について
④新日本消防会館建設に係る協力について
⑤その他

(4) 第３回 １２月２３日 於：山口県自治会館３階小会議室
①令和元年度表彰及び令和２年消防出初式について
②令和２年度事業計画等について
③その他

(5) 第４回 ２月１２日 於：山口県自治会館１階会議室
①令和元年度表彰(功労章、表彰状、特別表彰)の選考について
②令和２年度事業計画(案)について
③令和元年度第２回通常理事会の開催について
④新日本消防会館建設に係る協力について
⑤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１０日 於：山口県自治会館大会議室
出 席 者 理事２６名、監事２名
報告事項 ①職務の執行の状況について
審議事項 ①平成３０年度事業報告について

②平成３０年度決算について
③副総裁の推戴について
④評議員候補者の推薦について
⑤理事候補者の推薦について
⑥監事候補者の推薦について
⑦令和元年度定時評議員会の開催について

⑧その他

(2) 第１回臨時会 ５月２７日 於：山口県自治会館大会議室
出 席 者 理事２９名、監事３名
審議事項 ①会長(代表理事)の選定について

②副会長の選定について
③専務理事の選定について

(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２７名、監事２名
報告事項 ①令和元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令和元年度補正予算について

②令和２年度事業計画について
③令和２年度予算について
④その他



３ 評議員会 （書面によるみなし決議）

(1) 定時会 ５月２７日
提案事項 ①平成３０年度事業報告について

②平成３０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監事の選任について

４ 監事監査

(1) 日 時 ５月７日 １０時００分～１２時００分
(2) 場 所 山口県自治会館３階小会議室
(3) 出 席 者 志賀監事、秋山監事、冨岡監事
(4) 対 応 者 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２２日 於：山口県自治会館２階大会議室
出 席 者 １８市町・３消防組合担当者
議 題 ①平成３１年度事業計画について

②平成３１年度予算について
③平成３１年度山口県消防操法大会について
④新日本消防会館の建設について
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・３消防組合担当者
議 題 ①令和２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]
・５月２７日 貸借対照表の公表(公告第８号)
・６月 ５日 変更届出書の提出(評議員、理事、監事の選任・改選)
・６月１７日 平成３０年度事業報告等の提出
・３月２４日 令和２年度事業計画書等の提出

【参考】

令和元年度山口県消防協会会員数 (令和元年１０月１日現在)

１４,９４８名 (消防団員１２,９６７名、消防職員１,９８１名) 前年比▲２４８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 １２,１８９点(ポスター 1,264点、習字 8,703点、絵画 1,905点、標語 317点)
・審 査 会 １月１４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（豪雨のため中止）
・主催 山口県危険物安全大会実行委員会

○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
・７月１１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

○令和元年度山口県消防殉職者慰霊祭
・１０月４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１３０名参列
・１０月１６日の山口県殉職警察職員慰霊祭に小西副会長参列

○第３８回全国消防殉職者慰霊祭[日本消防協会主催]
・９月１２日 於：ニッショーホール
・遺族代表７名、木谷会長及び事務局出席

第３ 消防知識技能の向上

１ 消防操法大会等事業

○令和元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２６日 於：山口県消防学校
・木谷会長出席、事務局が運営支援

○令和元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２５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１１日 大会実行委員会開催 於：山口県自治会館会議室
・６月２９日 第１回審査員研修会/大会説明会開催 於：山口県消防学校
・７月２８日 第２回審査員研修会開催 於：山口県消防学校
・９月１２日 施設管理員研修会開催 於：山口県消防学校
・９月２１日 第６６回消防操法大会・第３７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：萩市消防団明倫第１分団

同小型ポンプ：萩市消防団大島分団
応急操法／ポンプ車：山陽小野田市消防団出合分団

同小型ポンプ：下松市消防団
女性／軽可搬ポンプ：下関市消防団

同水バケツ：下関市東勝谷自治会婦人防火クラブ

○第２４回全国女性消防操法大会[消防庁・日本消防協会主催]
・１１月１３日 於：横浜赤レンガ倉庫イベント広場(横浜市)
・和木町女性消防隊が出場し準優勝
４番員(松長美保）が優秀選手

・黒下団長以下和木町関係者、木谷会長(日消副会長)、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 交付先：美祢市消防団



２ 指導者養成事業

○企画研修「災害対応事例と消防団活動について」[日消出前講座]
・１１月１６日 於：カリエンテ山口
・講師：谷口由美子(元東京消防庁丸の内消防署長)
・演題「消防団が創る未来(あした)の防災」
・木谷会長以下各市町幹部団員及び担当職員等６３名が受講

〇女性消防団員活性化会議（女性消防団員セミナー第１部）
・１月２５日 於：カリエンテ山口
・事例発表（和木町)、活動紹介(宇部市、山口市、防府市）、グループ討議
・小西副会長以下各市町の女性団員代表者及び担当職員等６２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３部）
・１月２５日 於：カリエンテ山口
・講師：重田和弘、佐伯義明 （全国健康運動指導士会山口県支部 健康運動指導士)
・小西副会長以下各市町の女性団員代表者及び担当職員等６７名が受講

○第１０回消防操法指導者講習会[萩市消防本部主管]
・６月１６日 於：萩ウエルネスパーク
・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１４９名、ポンプ車の部に９４名受講

○第４回女性消防操法指導者講習会
・７月２８日 於：山口県消防学校
・講義『軽可搬ポンプ基本操法要領』
・講師：大畑信雄 下関市消防局消防司令長

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等４２名受講

○幹部研修会 （中止）
・３月１８月 於：山口県自治会館大会議室
・講師：山口県産業ドローン協会

○日本消防協会主催研修等への派遣
・第４６回消防団幹部特別研修
１月２１～２４日、髙橋宏典 美祢市消防団長を派遣

・第１９回消防団幹部候補中央特別研修(男性)
２月５～７日、４名派遣(下関市、宇部市から各１名、周南市から２名)

・第１９回消防団幹部候補中央特別研修(女性)
２月１９～２１日、２名派遣(宇部市、山口市から各１名)

・実務研修派遣
日本消防協会に派遣されている泉雅文消防司令補(美祢市消防本部)の任期が令和２年３月

末までとなっているため、後任として、岩国地区消防組合消防本部から職員の派遣を決定(令
和２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

５月号 地域防災の担い手育成に向けて ～消防ブートキャンプ山口～ 山口市消防団
７月号 表紙の写真 角島 下関市

東西南北「市民の安心・安全を守るために」 防府市消防団長 清水基治
うちの名物団員 宇部市消防団 女性消防隊 山本眞由美

１２月号 シンフォニー「地域共存の女性消防団」 山陽小野田市消防団 小田原妙子
うちの名物団員 萩市消防団総括団長 原田 明

１月号 令和２年消防出初式写真 美祢市消防出初式
第２４回全国女性消防操法大会優秀選手紹介 和木町女性消防隊 松長美保

２月号 県消防操法大会の結果



・ラジオ番組出演
２月２２日放送「おはよう！ニッポン全国消防団」 松長美保 和木町消防団

第４ 消防防災活動の強化

１ 活性化大会派遣・開催等事業

○令和元年度中国五県消防関係者大会[岡山県・同消防協会主催]
・８月８日 於：倉敷市芸文館(倉敷市)
・意見体験発表、要望事項決議、大会宣言採択等
・決議した要望事項を纏めて要望書として関係先へ提出
・中国各県から約８６０名の消防団員等関係者が参加し、本県から木谷会長以下６２名参加

○第２５回全国女性消防団員活性化青森大会[消防庁・日本消防協会・青森県消防協会等主催］
・９月１９～２０日 於：マエダアリーナ(新青森県総合運動公園青い森アリーナ)
・開会式、啓発劇(４団体)・活動事例発表(４団体)、記念講演(青森山田高校サッカー部監
督 黒田 剛)、シンポジウム、閉会式(大会宣言等)等

・全国から約２,７００名の女性消防団員等関係者が参加、本県から木谷会長以下８名参加

○地域防災力充実強化大会 in福岡２０１９［消防庁、福岡県、同消防協会等主催］
・１０月２５日 於：北九州ソレイユホール
・基調講演、事例発表等
・西日本各県から約１,０００名の消防関係者が参加、本県から木谷会長、小西副会長、髙橋
副会長、阿部副会長以下６名出席

○関係機関団体等との連携推進
・日本消防協会役員会議等

６月１４日 於：日本消防会館 定時評議員会に木谷会長、小西副会長出席
臨時理事会に木谷会長出席(副会長に選任）
消防団員確保対策等委員会に木谷会長(委員)出席

９月１１日 於： 〃 全国消防殉職者遺族会理事会に杉山理事、事務局長出席
正副会長会議等に木谷会長出席

１月２９日 於： 〃 正副会長会議等に木谷会長出席
１月３１日 於： 〃 全国消防殉職者遺族会理事会に杉山理事、事務局長出席
２月２５日 於： 〃 都道府県消防協会事務局長会議に事務局長出席
３月 ２日 於： 〃 消防団員確保対策等委員会・正副会長会議等に木谷会長

出席
３月 ３日 於： 〃 定時理事会に木谷会長出席

評議員会に木谷会長、小西副会長出席

・関係機関・団体の行事への出席
４月 ９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１３日 於：都内会議室 中国五県消防協会長会議に木谷会長、事務局長出席

１１月２０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 ５日 於：米子市文化ホール 中国五県事務担当者会議に事務局職員出席
２月２５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１４５名（うち女性枠４名）、勤続章１,００３名、退職感謝状４０５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、特別表彰)
・功労章４７名（うち女性枠２名）、特別表彰１団体・１名を選考

○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２５４名が受章



３ 消防団員入団促進事業

○市町の取組み支援(相談、助言等)
○女性消防団員活性化検討会
・７月１７日 於：山口県自治会館１階会議室
・女性団員による活動の活性化について討議
・女性団員６名が参加

○女性団員活性化会議（女性消防団員セミナー第１部 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

○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 １３,３３７名
・給付状況 遺族援護金 19件(18,937,000円) 障害見舞金 5件(1,900,000円)

入院見舞金 143件(7,546,500円) 生活援護金 0件
○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 ７０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 ４０２名
・年金の給付 受給者数 ２４６名

２ 健康増進事業

○健康器具及び体力錬成器具の購入配付 ２８消防団・本部へ交付
○スポーツ行事の助成 ２消防団へ交付

３ 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シャツ等の斡旋


