
                    - 1 - 

 

平成２９年度 公益財団法人鳥取県消防協会事業報告 
（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日） 

 

第１ 防火防災思想普及事業に関すること 

１ 防火防災普及・啓発事業 

（１）小学生用防火冊子、火災予防・住宅用火災警報器設置推進用リーフレットの作成

の補助、家庭防火マニュアルの購入など、県内３広域消防局の防火防災普及啓発に

協力した。 

  

（２）防火ポスター図案及び防火防災に関する作文の募集及び配布 

  全日本消防人共済会主催の小・中学生対象「防火ポスター図案」募集 

  全日本消防人共済会主催の中学生対象「防火防災に関する作文」募集 

  防火標語入り火災予防ポスターの配布 

  防火防災に関する作文作品集の配布 

  日本防炎協会から受領した防災品普及啓発ポスターの配布 

 

（３）防災グッズ等の配付 

   平成２９年７月２日に鳥取市で開催した第６３回鳥取県消防ポンプ操法大会、平

成２９年９月３０日に米子市で開催された「とっとり防災フェスタ２０１７」にお

いて、防災関係標語・消防団員募集標語入りの防災グッズを配布した。 

 

（４）消防関係殉職者慰霊祭の挙行（警友会と共催） 

   平成２９年１０月１７日、鳥取市城南神社境内において警察関係殉職者との合同  

 慰霊祭として実施した。 

 

（５）広報資料等の活用 

   機関紙「日本消防」の配布、消防協会ホームページ等により広報を行った。 

 

２ 消防団の活性化・活動支援事業 

（１）「消防団応援の店」登録制度の実施・活用 

  消防団 PR、消防団員の確保対策、活性化を目的として、「消防団応援の店」の登録 

募集を実施。 平成２９年度末の登録数は、５４ヶ所（６３施設）。 

内、「全国消防団応援の店」登録数は２１ヶ所となっている。 

  

（２）災害対応型自動販売機の設置支援 

  消防団 PR・活動支援のため、また大規模災害時にライフラインが被害を受けた場

合、清涼飲料水を無償で提供できる自動販売機を設置し、非常時に地域に役立てるよ

う備えるとともに、販売手数料の一部を消防団活動に充てることのできる自動販売機

の設置支援を実施し、県内では計８台設置済み。 

 

（３）消防団員募集・消防団応援の店登録制度の PR 

 「消防団員募集」及び「消防団応援の店」登録制度について、消防団員等研修会、鳥

取県消防学校入校消防団員等に資料を配布し、PRに努めた。 

  また、「消防団応援の店」登録制度について各市町村報やホームページへの PR 掲

載を依頼し、平成２９年度は、１市・１町の広報誌に掲載された。 
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 第２ 育成・研修事業に関すること 

１ 女性消防隊等活性化事業（講習会事業）の補助 

  東部・中部・西部消防連絡協議会が実施する女性消防隊等の講習会（初期消火・応

急処置訓練等）開催事業を助成 

    東部 １０月  八頭町で実施   参加者  ４５名 

    中部  ３月  湯梨浜町で実施  参加者  ２５名  

    西部  ８月  米子市で実施   参加者  ４８名 

 

２ 第６３回鳥取県消防ポンプ操法大会の開催 

  日時 平成２９年７月２日（日）１０時開会 

  場所 鳥取市 鳥取港西浜地区埠頭用地 

 出場隊 ポンプ車操法 １２隊 小型ポンプ操法 １１隊 

  入賞（優勝～第３位）  

  ポンプ車操法  優 勝 江府町消防団第１分団 

          準優勝 琴浦町消防団第３分団 

          第３位 鳥取市消防団鳥取地区大正分団 

  小型ポンプ操法 優 勝 米子市消防団福生東分団 

          準優勝 倉吉市消防団社分団 

          第３位 三朝町消防団第３分団  

   

大会開催にあたりチラシを作成し、近隣の小学校、幼稚園に配布、多機能車・ミニ

消防車の展示、はしご車の搭乗体験、起震車の震度体験を実施した。  

また、一般向けに消防グッズ販売店等の出店をお願いした。 

 

３ 消防団員等の研修 

（１）消防団員等研修会 

   平成２９年９月１０日、鳥取県消防学校において県内市町村消防団員・市町村職 

員等を対象に研修を実施した。 

研修内容  

   消防団員健康セミナー  

鳥取県消防協会事業について 

 

（２）新入消防団員教育用テキストの配布 

   消防団員としての基礎知識等が掲載された教育用テキスト「守れわがまち」を購

入し、希望市町村に配布した。 

 

４ 日本消防協会主催の全国女性消防操法大会への出場助成 

  第２３回全国女性消防操法大会 

   平成２９年９月３０日、秋田市のこまちスタジアムにおいて開催され、本県から

は江府町女性消防隊（女性団員）が出場し、優秀賞を受賞、１番員が優秀選手賞を

受賞した。この出場にあたり、助成金を交付した。 

 

第３ 振興・調査研究・協力事業に関すること 

１ 表 彰 

（１）消防関係表彰式の挙行        
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平成３０年２月１７日、鳥取市人権交流プラザ 

鳥取県消防協会長表彰 

 消防団表彰   竿頭綬     伯耆町消防団 

    個人表彰    功績章        ９９名 

            特別功績章       ６名 

            功労章        ３１名 

            勤続章       １３８名 

            特行表彰        ２名 

    自治体消防制度 70周年記念特別表彰   １５名 

        

（２）日本消防協会定例表彰式・自治体消防制度 70周年記念シンポジウム 

「日本消防会議」に参加出席   

平成３０年３月６日、東京都ニッショーホール 

   日本消防協会長表彰 

    個人表彰    功績章        ６名 

            精績章       １５名 

            勤続章       ８４名 

    

２ 振 興  

 （１）防災用車両、資機材等の受領・交付 

    日本消防協会から受領 

    共済還元事業 車両の交付（防災広報車） 若桜町へ 

             

    福祉増進事業 テントの配布       鳥取市・倉吉市・北栄町消防団へ 

           拡声器セットの配布    伯耆町消防団へ 

           リヤカーセットの配付   若桜町消防団へ 

           AEDの配布        日吉津村消防団へ 

 

 （２）「地域防災力向上シンポジウム in鳥取 2017」の共催、参加 

    平成２９年１０月２１日 倉吉市において開催 

                約３００人が参加 

 

 （３）自治体消防制度７０周年記念式典への参加 

    平成３０年３月７日  東京都 両国国技館において開催 

               本県から３８名が参加 

   

 （４）関係会議等への出席・参加、開催 

①日本消防協会関係 （東京都） 

 平成２９年５月１６日  正副会長会議、日本消防会館改築委員会 

 平成２９年６月１５日  正副会長会議、日本消防会館改築委員会 

平成２９年６月１６日  評議員会 

 平成２９年９月１４日  理事会（全国消防協会長会議） 

 平成３０年３月 ６日  評議員会 

  

  ②中国五県消防関係者大会 

   平成２９年８月 ２日  米子市において開催 

               本県から２７４名が参加 
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③全国女性消防団員活性化広島大会への参加 

   平成２９年１１月１６日 広島市において開催   

               本県から２４名が参加 

 

  ④鳥取県女性防火防災連絡協議会に出席・参加、協力 

 平成２９年 ５月１７日 幹事会 

平成２９年 ６月１０日 総会・研修会           

 平成２９年１２月２０日 幹事会            

  

  ⑤その他（委員として出席、参加・協力）      

   鳥取県防災会議 

    

第４ その他、福祉厚生等相互扶助・共済制度に関すること 

１ 弔慰救済 

 （１）本 会 

    会員弔慰金の贈呈     ８名（一般死亡） 

  

（２）日本消防協会 

    全国消防殉職者慰霊祭  本県遺族参列 ４名 

    平成２９年９月１４日 東京都、ニッショーホール   

 

２ 福利厚生 

 （１）消防団員・婦人消防隊員等福祉共済制度の活用 

 

  ①加入状況 （H29年 4月 1日～H30年 3月 31日） 

    消防団員・自衛消防団員・消防職員等  ３３団体 ５，１６６名   

         

②共済金の給付    

遺族援護金(一般死亡 )   ７件（6,833,500円)   

入院見舞金       ２６件（1,212,000円） 

    

 

 （２）消防人共済（火災共済）制度の活用  

（生活協同組合全日本消防人共済会鳥取県支部） 

  ①加入状況（H29年 4月 1日～H30年 3月 31日）１９団体 ４，３５２名 

    

②共済金の給付 

火災共済金        ２件（7,500,000円） 

風水雪害等見舞金     ９件（ 156,000円） 

 

第５ 収益事業に関すること 

 施設の貸付（鳥取市田園町３丁目１２４番地）    

駐車場１８台分及び土地 451.07㎡の一部（8.15㎡ ）を貸付  
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第６ 会議に関すること  

１ 評議員会の開催 

（１）平成２９年６月２０日 倉吉市、伯耆しあわせの郷  

出席者  評議員１０名中６名、理事３名、監事１名 

決議事項  

①平成２８年度鳥取県消防協会事業報告及び財務諸表の承認について 

②評議員の選任について 

③役員の選任について 

 

（２）書面による評議員会 平成２９年１２月２８日付 みなし決議  

   決議事項  

   ①特定積立金取崩しの承認について 

   ②平成２９年度鳥取県消防協会歳入歳出補正予算の承認について 

 

（３）平成３０年３月２３日 倉吉市、伯耆しあわせの郷 

出席者  評議員１２名中９名、理事４名、監事１名 

決議事項  

平成３０年度鳥取県消防協会事業計画及び歳入歳出予算について 

 

２ 理事会の開催 

（１）平成２９年５月３０日 倉吉市、伯耆しあわせの郷 

出席者  理事１０名中８名、監事２名  

決議事項  

①平成２８年度鳥取県消防協会事業報告及び歳入歳出決算について 

②役員の推薦について 

③定時評議員会の招集について 

④公益財団法人鳥取県消防協会公用車使用及び管理規程について  

 

（２）平成２９年６月２０日 倉吉市、伯耆しあわせの郷 

出席者  理事１２名中１１名、監事１名  

決議事項  

①代表理事の選定について 

②業務執行理事の選定について 

 

（３）書面による理事会 平成２９年１２月１９日付みなし決議  

   決議事項  

   ①特定積立金取崩しの承認について 

   ②平成２９年度鳥取県消防協会歳入歳出補正予算の承認について 

   ③決議の省略による公益財団法人鳥取県消防協会評議員会の開催について 

   ④鳥取県消防ポンプ操法大会の出場隊編成について 

 

（４）書面による理事会 平成３０年３月７日付みなし決議  

   決議事項 公益財団法人鳥取県消防協会評議員会の開催日時等について 
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（５）平成３０年３月１６日 倉吉市、伯耆しあわせの郷   

出席者  理事１２名中７名、監事１名  

決議事項  

①平成３０年度鳥取県消防協会事業計画について 

   ②平成３０年度鳥取県消防協会歳入歳出予算について 

   ③その他 第６４回鳥取県消防ポンプ操法大会について 

全国女性消防操法大会出場消防隊の選出方法について 

事務局について 

             

３ 正副会長会議の開催（開催日・主な議題） 

（１）平成２９年 ５月２３日 理事会・評議員会提出議案等について 

          

（２）平成２９年 ６月２２日 第６３回鳥取県消防ポンプ操法大会について 

            日本消防協会共済還元車両の上申団体決定について 

                   

（３）平成２９年 ８月２９日 日本消防協会定例表彰申請について 

               警察・消防殉職者慰霊祭について 

 

（４）平成２９年１２月１１日 平成２９年度定例表彰の決定について 

               平成２９年度鳥取県消防大会・研修会について 

平成２９年度消防関係表彰式について 

鳥取県消防ポンプ操法大会の出場隊編成について 

            平成２９年度補正予算案について  

理事会・評議員会の開催について 

 

（５）平成３０年 １月１０日 平成２９年度消防関係表彰式について 

平成２９年度鳥取県消防大会・研修会について 

全国女性消防操法大会出場消防隊の選出方法について 

          

（６）平成３０年 ３月１２日 理事会・評議員会提出議案等について 

 

４ 平成２８年度（H28.4.1~H29.3.31）監査の実施 

  平成２９年４月２７日  消防学校において実施 

 

５ その他の会議・研修会への出席 

（１）平成２９年６月１５日 東京都 中国五県消防協会長会議 

 

（２）平成２９年７月１１日 京都市 日本消防協会ブロック別実務研修会 

 

（３）平成３０年２月 ９日 広島市 中国五県消防協会事務担当者会議 

 

（４）平成３０年２月２７日 東京都 都道府県消防協会事務局長会議  

中国五県消防協会事務局長会議   
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その他  

 鳥取県消防協会会員数（平成２９年６月１日現在調査） 

  ５，７３６人 （内訳 消防職員 ７６９人、消防団員 ４，９６７人）     


