令和３年度事業報告
令和３年４月１日～令和４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：カリエンテ山口３階第４研修室
①理事会付議案件について
②その他
(2) 第２回
９月３日 於：山口県自治会館２階大会議室
①日本消防協会定例表彰の選考について
②県消防殉職者慰霊祭について
③令和４年度予算について
④第２９回全国消防操法大会への出場隊について
⑤その他
(3) 第３回 １２月１６日 於：山口県自治会館２階大会議室
①令和３年度表彰及び令和４年消防出初式について
②令和４年度事業計画等について
③その他
(4) 第４回
２月７日 書面決議
①令和３年度表彰(功労章、表彰状)の選考について
②令和４年度事業計画(案)について
③令和３年度第５回正副会長会議・第２回通常理事会について
④その他
(5) 第５回
３月２２日 於：カリエンテ山口３階第４研修室
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：カリエンテ山口１階大ホール
出 席 者 理事２６名、監事３名
報告事項 ①職務の執行の状況について
審議事項 ①令和２年度事業報告について
②令和２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３年度定時評議員会について
(2)

第１回臨時会 ５月２８日 於：山口県自治会館大会議室
出 席 者 理事２９名、監事２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２２日 於：カリエンテ山口１階大ホール
出 席 者 理事２６名、監事２名
報告事項 ①令和３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３年度補正予算について
②令和４年度事業計画について
③令和４年度予算について
④名誉会員の推薦について
⑤その他

３ 評議員会
(1) 定時会 ５月２８日 （書面によるみなし決議）
提案事項 ①令和２年度事業報告について
②令和２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
(2) 場
所
(3) 出 席 者
(4) 対 応 者

５月６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、山岡監事
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 １８市町・３消防組合担当者
議
題 ①令和３年度事業計画について
②令和３年度予算について
③令和３年度山口県消防操法大会について
④共済制度への加入促進について
⑤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令和４年度法令外負担金について
②その他
６ その他
[行政庁への手続き等]
・５月２８日 貸借対照表の公表(公告第１０号)
・６月 ８日 変更届出書の提出(代表者の変更、評議員・理事・監事の選任)
・６月１５日 令和２年度事業報告等の提出
・３月２５日 令和４年度事業計画書等の提出
【参考】
令和３年度山口県消防協会会員数 (令和３年１０月１日現在)
１４,４９７名 (消防団員１２,５０９名、消防職員１,９８８名)

前年比▲２９７名

第２ 消防思想の普及徹底に関すること
１

２

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 １２,５３４点(ポスター 1,144 点、習字 9,142 点、絵画 2,009 点、標語 239 点)
・審 査 会 １２月２３日 於：県庁職員ホール
最優秀・優秀・優良・入選・佳作の各賞を選考
審査会委員として小西会長出席
・表
彰 ２月１０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)
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に参加
・１０月２１日 於：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

○山口県消防クラブ連合会理事会に参加(顧問：小西会長、理事：野々村事務局長)
３

消防殉職者慰霊祭事業
○令和３年度山口県消防殉職者慰霊祭
・１０月１５日 於：慰霊塔前(山口県消防学校内)
・遺族代表、来賓、協会役員（消防団長、消防長、監事）
、消防初任総合教育学生代表
３７名参列
○第４０回全国消防殉職者慰霊祭[日本消防協会主催]
・９月２８日 於：ニッショーホール
・来賓及び日本消防協会役職員により執り行われ本県からの参列者はなし

第３
１

消防知識技能の向上
消防操法大会等事業

○令和３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２３日 於：山口県消防学校
事務局長が出席
○令和３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]
・４月１３日 大会実行委員会にて９月１８日に開催する開催要綱等を決定
・５月２８日 大会実行委員会にて開催の中止を決定
・５月３１日 開催の中止を通知
○第２８回全国消防操法大会[消防庁・日本消防協会主催]
・４月２０日 大会運営委員会にて１０月２９日に開催する基本方針を決定
・５月１７日 開催の中止を決定した旨の通知
・１月１９日 日本消防協会より全国消防操法大会実技の一部見直しについて通知
○消防車両の交付先の調整
・日本消防協会から消防団活動車(ＳＵＶ型)１台 交付先：宇部市消防団
２

指導者養成事業
○企画研修「新たな災害環境に対する消防団のあり方に関する講座」[日本消防協会出前講座]
・１１月１３日 於：カリエンテ山口１階大ホール
・講師：新宅修宗氏(広島県呉市消防団長)
・演題：
「平成３０年７月豪雨における消防団活動」
・小西会長以下消防団幹部及び担当職員等６０名が受講
〇女性消防団員活性化会議
・１月２９日 於：カリエンテ山口１階大ホール
・女性消防団員による活動事例発表
・女性団員９名が参加
○幹部研修会
・３月２２月 於：カリエンテ山口１階大ホール
・講師：山口県産業ドローン協会
・演題：災害時におけるドローンの活用について
・協会役員(正副会長・理事・監事)、各消防本部職員等約４０名が参加
○日本消防協会主催研修等への参加・派遣
・映像配信による消防団幹部等研修に参加(研修期間２月１７日～３月２日）
２名が参加(防府市、周南市から各１名)
・実務研修派遣
岩国地区消防組合から日本消防協会に派遣されている高下消防士長の任期が令和４年３
月末までとなっているため、後任として、引き続き岩国地区消防組合から職員の派遣を決
定（令和４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」、季刊誌「いきいき消防」等への原稿投稿及び配付

・「日本消防」掲載
５月号 東西南北「わが町を守る砦として」 萩市消防団 原田総括団長
うちの名物団員 下関市消防団 植田部長
１０月号 消防団の広場「美祢市を守るための装備とスキルを」 美祢市消防団 髙橋団長
うちの名物団員 光市消防団 第１０分団(三輪地区) 金坂団員
１２月号 特別表彰「まとい」を受賞して
「地域に根ざした消防団を目指す」 和木町消防団 黒下団長
・「いきいき消防」掲載
春季号 共済事業による車両交付について 下関市消防団
消防団員物と心の交流広場 ひのきの学習机 岩国市消防団美川方面隊
夏季号 消防団員物と心の交流広場 こだわりの梶岡牛 美祢市消防団
・「２０２１地域防災力の充実強化と消防団 ～新時代に対応した消防団運営～」掲載
消防団活動事例(組織・装備の強化)
離島に適した車両を配備 下関市消防団
・ラジオ番組出演
１２月２６日放送「おはよう！ニッポン全国消防団」

山口市消防団

中嶋団員

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３年度中国五県消防関係者大会 [島根県、同協会共催]
・８月１９日 大会の中止について通知
・１月１１日 要望事項について関係先に提出した旨の報告
○第２６回全国女性消防団員活性化徳島大会[消防庁・日本消防協会・徳島県消防協会等主催］
・６月１８日 大会の中止について通知
○関係機関団体等との連携推進
・日本消防協会役員会等での審議
役職 副会長(理事）：木谷前会長(任期は６月まで）
、評議員：小西会長、東副会長
会議 ６月 定時理事会・定時評議員会（書面によるみなし決議）
７月 評議員会（書面によるみなし決議)
３月 評議員会（書面によるみなし決議)
・その他関係機関行事等への出席
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前会長出席
１１月１７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小西会長出席
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
会等に野々村事務局長出席
２

表彰事業
○山口県消防協会表彰
①出初式等における表彰(功績章、勤続章等)
・功績章１４５名（うち女性枠４名）、勤続章１,００６名、退職感謝状３０２名を選考
②消防記念日における表彰(功労章、表彰状)
・功労章５１名（うち女性枠２名）、消防協力個人表彰２名を選考
○日本消防協会定例表彰
・各候補を選考の上推薦し、特別功労章１名、功績章１６名（うち女性枠１名）
、
精績章３７名(うち女性２名)、勤続章２５４名が受賞

３

消防団員入団促進事業
○市町の取組み支援(相談、助言等)
(1) 県消防団員確保対策検討会議の開催（県との共催） １０月２６日
・出席者 １９市町担当職員
・議 題 ①県内の消防団の現状について
②各消防団における入団促進の取組について

於：県庁会議室

③情報交換(団員報酬等の改善に係る対応状況、団本部の活動拠点の整備状況、団
員への情報伝達方法、整備基準による装備配備状況、団定数の算定状況、団活
動費の支給方法、分団単位の訓練実施状況等)
④県の取組に対する提案・要望について
(2) 女性消防団員活性化会議での事例発表の活用(再掲)
・女性団員の活動事例をＤＶＤ等により紹介
○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４日、３月１１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 １２,９８０名
・給付状況 遺族援護金 13 件(12,926,500 円)
障害見舞金 2 件(240,000 円)
入院見舞金 141 件(5,851,500 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 ６２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
・年金の給付 受給者数
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
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、消防団員手帳等の斡旋

３６８名
２３１名
２９消防団・本部に配布
０件

