
 

第１章 令和２年度事業の概要報告  

【公益目的事業 １】 

第１ 消防思想普及啓発事業 

 

１．火災予防運動の推進 

秋田県の委託を受け、各支部において火災予防体制を強化するため、防火作文コンクール

や標語コンクール、火災予防組合の研修・表彰等を実施した。 
また、１支部あたり上限１０万円の事業費を交付し、火災予防組合の育成強化や火災予防

啓発等に努めた。 

 

事業の実施状況 

支 部 名 交付額（円） 事業の内容 

鹿 角 100,000 
火災予防啓発事業 

（のぼり旗掲揚） 

大館北秋田 100,000 
防火・防災作文コンクール 

優良自主防災組織表彰、火災予防ＰＲ事業 

能代市山本郡 100,000 
火災予防団体育成事業 

（管内消防署へ横断幕掲示） 

男鹿潟上南秋 45,000 
湖東地区防火作文・火災予防標語コンクール 

五城目町火災予防組合 防火・防災作文コンクール 

秋田市 100,000 
火災予防啓発対策事業 

（のぼり旗購入、掲揚） 

由利本荘にかほ 100,000 
火災予防啓発事業 

（のぼり旗購入、設置・火災予防啓発グッズ配布） 

大仙仙北美郷 100,000 のぼり旗購入、掲示 

横手市 100,000 
火災予防啓発のぼり旗購入、配布 

横手市火災予防組合研修会 

湯沢市雄勝郡 96,800 
火災予防啓蒙活動 

（のぼり旗等購入、掲示・啓発品の配布） 

合 計 841,800  

 



 

２．殉職者慰霊に関する事業 

（１）秋田県殉職消防職・団員慰霊祭の執行 

令和２年度（第９３回）秋田県殉職消防職・団員慰霊祭は、令和２年９月８日（火）千秋

公園において開催し、殉職者４７名を慰霊するための神事を執り行った。 
新型コロナウイルス感染症対策のため、参集範囲を協会役員に限定して開催した。 

 

（２）全国消防殉職者慰霊祭への参列 

   令和２年９月１７日（木）、ニッショーホール（東京都港区虎ノ門）で開催された第３９回

全国消防殉職者慰霊祭は、新型コロナウイルス感染症対策で参集者が新合祀の御遺族と協会

長に限られたため、本県からは参列を見送ることとした。 

 

３．広報紙の発行とホームページの開設 

火災予防のため、広報紙「消防秋田」を隔月（偶数月）１，１００部発行し、市町村管内

へ配布して無火災県民運動の推進と消防防災情報の提供に努めた。 
多くの方々に消防に興味を持っていただくため、ホームページを活用し消防防災に関する

情報提供や広報紙「消防秋田」を掲載した。 
ホームページをより見やすくするため、写真を多用するなどリニューアルを行った。 

 



 

【公益目的事業 ２】 

第２ 地域消防防災力向上推進事業 

 

 １．消防団員の教養研修 

（１）現地教養研修の実施 

秋田県の委託を受け、消防団員の防火知識の習得と技術の向上を図るため、支部等が行う

消防団員及び幹部の現地教養研修に対し研修費を交付するとともに、テキスト「守れ わがま

ち」や「消防団幹部実務必携」等を配布した。 

 

研修の実施状況 

研修名 対象者等 実施回数 受講者数 

幹部教養研修 班長以上の幹部消防団員 ４回 ８２名 

普通教養研修 現任消防団員 １回 ３８名 

基礎教養研修 新任消防団員 １回 ２０名 

機関教養研修 機関員に任命されている消防団員 ６回 １９０名 

その他の教養研修 応急手当普及員講習等 ８回 １４６名 

合 計 ２０回 ４７６名 

 

（２）秋田県消防大会の開催【延期】 

令和２年６月２０日（土）、鹿角市「コモッセ」において、消防士気の高揚、消防施策の研

究、消防知識の啓発及び消防関係者相互の連携強化を図るため開催を予定していた第７３回

秋田県消防大会は、新型コロナウイルス感染症対策のため次年度に延期した。 
 

（３）日本消防協会などが行う研修会等への参加経費の助成 

①第２７回全国消防操法大会指導員研修会への派遣【中止】 

   新型コロナウイルス感染症対策のため中止された。 
 

②第２６回全国女性消防団員活性化徳島大会【延期】 

   新型コロナウイルス感染症対策のため次年度に延期された。 
 

③第１０回女性消防団員教育 

県内の女性消防団員の相互連携と技術の向上を図るため、団員の基礎的教育訓練を実施し、

地域における消防団活動の充実強化を推進することを目的に、令和２年１０月１０日（土）

から１１日（日）までの２日間、秋田県消防学校において実施した研修に７消防団から１６

名が受講した。 
 

④消防団員指導員研修 
指導員の活動により消防団の充実強化を一層推進することを目的として、日本消防協会か



 

ら委託された消防団員指導員研修を、令和２年１１月２８日（土）から２９日（日）まで秋

田県消防学校において実施し、１７消防団から３５名が受講した。 
 

⑤消防団幹部等研修（映像配信） 
例年個別に開催されている消防団幹部特別研修と消防団幹部候補中央特別研修は、いずれ

も映像配信（You Tube）により講演を視聴する方法で同時に実施され、各消防団から推薦さ

れた次の方々が受講した。 
   日 時：令和３年２月１９日（金）１０時３０分～１６時３０分 

       場 所：各消防団が選定した場所  
       受講者：男鹿市消防団 副団長 齊藤 英一 
           潟上市消防団 班長  齊藤 雅基 
           大仙市消防団 団員  相馬 静華 
 
 ２．消防操法大会の開催 

（１）秋田県消防操法大会【中止】 

消防団員が消防機械器具の操作に習熟するとともに、旺盛な消防精神を涵養し消防活動の

充実強化に資することを目的とし、令和２年８月２９日（土）秋田県消防学校の放水訓練場

において開催を予定していた第５７回秋田県消防操法大会は、新型コロナウイルス感染症対

策のため中止した。 
 

（２）地域消防操法大会開催への助成【中止】 

地域消防団体（支部）が開催する予定の消防操法（訓練・競技・代表選考）大会は、いず

れも新型コロナウイルス感染症対策のため中止された。 
 

（３）第２７回全国消防操法大会への出場助成【中止】 

令和２年１０月１６日（金）千葉県市原市で開催される予定の第２７回全国消防操法大会

は、新型コロナウイルス感染症対策のため中止された。 
 

 ３．消防設備等の充実強化 

（１）消防車両の交付 

日本消防協会が実施する共済事業等による車両の交付事業では、次の消防団に車両が交付

された。 
     ・羽後町消防団  防災活動車（SUV 型） １台 

 

（２）女性消防団員制服の交付 

日本消防協会が実施する女性消防団員制服交付事業により、次の消防団に交付された。 
      【第１回】 由利本荘市消防団   １着 

   【第２回】 男鹿市消防団     ２着 
 
 



 

４．消防団活動の活性化 

（１）消防団長研修会の開催 

全県の消防団長が消防をめぐる諸問題について研究討議し、団員指導力などの資質の向上

に努め、本県消防の発展に貢献することを目的として、令和２年１１月１３日（金）「イヤタ

カ」において、消防団長、消防長及び市町村関係者約６０名が参加し、全県消防団長研修会

を開催した。 
消防団員の惨事ストレス対策に関する講演では、参加者から様々な質問が寄せられ、関心

の高さが感じられた。 

     ●講 演  「消防団員における惨事ストレス対策について」 
                        筑波大学 名誉教授 松 井   豊 氏 

     ●「秋田市消防本部の参事ストレス対策」 

                   秋田市 防災安全対策課 副参事 武 藤   学 氏 

     ●質疑応答・意見交換 

 

（２）女性消防団ネットワーク会議の開催 

  ①開催準備委員会の設置及び開催 

女性消防団員が自ら会議の構成等を検討する「開催準備委員会」を設置し、意見交換し

ながら会議内容を決定した。今年度、半数（５名）の委員が交代した。 

   【開催準備委員会 委員】 

       鹿角市消防団   班長  黒澤明子 （新） 

       大館市消防団   団員  藤島睦子  サブリーダー 

       秋田市消防団   団員  小沼未佳  リーダー 

       由利本荘市消防団 班長  佐々木教子（新） 

       にかほ市消防団  部長  佐々木恵子 

       大仙市消防団   班長  佐藤美佳子 

       仙北市消防団   班長  大石友子 （新） 

       横手市消防団   団員  藤井夏美 （新） 

       湯沢市消防団   班長  井上清子 （新） 

 

  ○第１回開催準備委員会 

       日 時：令和２年７月２９日（水）１３：３０～ 

       場 所：秋田地方総合庁舎６階「６０２会議室」 

       議 題 （１）令和２年度女性消防団ネットワーク会議の内容について 

           （２）第２回開催準備委員会の開催日について 

   ○第２回開催準備委員会 

       日 時：令和２年１０月２３日（金）１３：３０～ 

       場 所：秋田地方総合庁舎６階「６０１会議室」 

       議 題 （１）令和２年度女性消防団ネットワーク会議について 

            （２）来年度のネットワーク会議について 

            （３）その他 



 

 

②ネットワーク会議の開催 

女性消防団員の入団促進と活動の活性化を図るため、令和２年１２月５日（土）に「イ

ヤタカ」において、女性消防団員や関係者約９０名が参加し、「令和２年度秋田県女性消防

団ネットワーク会議」を開催した。 
講演を拝聴し、講師のエネルギッシュで多様な活動内容に大変刺激を受けたとの感想が

多く寄せられた。 

   ●講 演 『 今こそ、活かそう！ 「女性消防団員のチカラ」 』 
            講師：富山県小矢部市消防団 女性分団 分団長 嶋田幸恵 氏 

●質疑応答・ディスカッション 
 

 （３）若手消防団員活性化推進会議の開催 

   県内各消防団の活性化と消防団員の確保対策を目的とし、若手の消防団員を対象とした行

事を開催するため、若手消防団員活性化推進会議を開催した。 

    【活性化推進チーム 委員】 

       鹿角市消防団    班長    板橋知也  リーダー 

       北秋田市消防団   部長    長岐準之介 

       能代市消防団    部長    小沼直久 

       八郎潟町消防団   班長    加賀谷真央 

       秋田市消防団    団員    新田宏宙 

       由利本荘市消防団  部長    有馬祐平 

       美郷町消防団    団員    佐々木和寛 サブリーダー 

       横手市消防団    班長    新山 武 

       羽後町消防団    副分団長  石垣 亮 

       能代山本広域市町村圏組合能代消防署 

                 消防副士長 田中眞美 

       秋田市消防本部   消防士長  浅利芳和 

       大曲仙北広域市町村圏組合消防本部 

                 消防副士長 富田洋介 

 

  ○第１回若手消防団員活性化推進会議 

       日 時：令和２年７月１７日（金）１４：００～ 

       場 所：秋田地方総合庁舎６階「６０１会議室」 

       議 題 （１）行事の名称について 
           （２）行事の内容について 

           （３）その他 

              次回の会議開催と協議内容 



 

   ○第２回若手消防団員活性化推進会議 

       日 時：令和２年１２月１１日（金）１４：００～ 

       場 所：秋田地方総合庁舎６階「６０１会議室」 

       議 題 （１）行事の名称について 
           （２）グループディスカッションのテーマについて 

            （３）当日の進行について 

            （４）令和３年度の開催に向けて 

 
    〇第１回若手消防団員交流会 
      県内の若手消防団員が積極的に活動し、意見の交換ができる行事の企画・実行を通

して、団員同士の連携を深め情報を発信することにより、これからの消防団の活性化

と消防団員の確保対策に繋げることを目的とし、令和３年２月６日（土）「イヤタカ」

において、消防団員約２０名が参加し「第１回若手消防団員交流会」を開催した。 
      参加した若手消防団員からは、日頃の活動で思うことや改善したいことなど様々な

意見が出され、活発な意見交換が行われた。 
      また、現状では他の消防団との交流がほとんど無いため、様々な情報が共有でき大

変有意義であったとの感想が多く寄せられた。 
 

    ●講 演 『大規模災害時における地域防災のあり方について』 
           講師：秋田県総務部 総合防災課 主幹 宇佐美晃市 氏 

●グループディスカッション 
 

   ○第３回若手消防団員活性化推進会議 

       日 時：令和３年３月３日（水）１４：００～ 

       場 所： 秋田地方総合庁舎６階「６０１会議室」 

       議 題 （１）第１回若手消防団員交流会の振り返り 
（２）令和３年度の活動について 



 

【その他の事業 １】 

第３ 消防職団員福利厚生事業 

 

１．表彰に関する事業 

 （１）秋田県消防協会長表彰 

表彰規程に基づき令和３年１月１日付けで次の表彰を授与した。 
    勤 続 章  ５８８名 （消防団員５０８名 消防職員８０名） 
    功 労 章   ４７名 （消防団員 ４５名 消防職員 ２名） 
    消防団員家族表彰 ６家族（１９名） 

なお、例年７月～８月に各支部で開催される消防操法大会は、新型コロナウイルス感染症

対策により中止されたため、消防操法に関する表彰はなかった。 
 
 （２）日本消防協会長表彰 

令和２年９月８日（火）に「イヤタカ」で開催した第２回理事会において、各支部から内

申のあった日本消防協会表彰の候補者および団体について審査を行い日本消防協会に上申し

たところ、次のとおり決定し令和３年３月５日付けで表彰された。 
      表 彰 旗  八郎潟町消防団 
      竿 頭 綬  北秋田市消防団  八峰町消防団  井川町消防団 
      功 績 章   １９名 （消防団員 １７名 消防職員 ２名） 
      精 績 章   ４７名 （消防団員 ４２名 消防職員 ５名） 
      勤 続 章  ２７６名 （消防団員２３１名 消防職員４５名） 
 

  令和３年３月５日（金）の第７３回日本消防協会定例表彰式は、新型コロナウイルス感染

症の緊急事態宣言延長により中止された。 
また、日本消防協会定例表彰等を伝達する令和２年度秋田県消防功労者表彰式は中止とし、

表彰物件は、各支部を経由して配布した。 
 

 ２．日本消防協会等が行う福祉共済事業 

（１）消防団員等福祉共済事業 

説明会の開催や会議での PR などによって、この制度への加入を促進するとともに、共済

金等を申請・交付した。 

    【加 入 団 体】２５消防団、消防協会 
    【加 入 人 数】１５，５１０人（途中加入含む。前年度加入人数１６，０３８人） 
    【共済掛金総額】４６，４８０，７５０円 
    【共済 支払 金】遺族援護金（ ３４件）３３，７７０，５００円 
            生活援護金（  ３件） ２，８２１，５００円 
            障害見舞金（  ５件）   ６３０，０００円 
            入院見舞金（１６９件） ８，０７６，０００円 
              計  （２１１件）４５，２９８，０００円 
 



 

（２）婦人消防隊員等福祉共済事業 

説明会の開催や会議での PR などによって、この制度への加入促進を図った。 
    【加 入 団 体】１婦人防火クラブ連合委員会 
    【加 入 人 数】３７人（途中加入含む。前年度加入人数４６人） 
    【共済掛金総額】２９，４００円 
    【共済 支払 金】弔 慰 金  （０件）         ０円 
            入院見舞金  （０件）         ０円 
            障害見舞金  （０件）         ０円 
              計    （０件）         ０円 
 

（３）消防個人年金事業 

説明会の開催や会議での PR などによって、この制度への加入促進を図った。 
     加入者数 ２９５人（令和３年３月３１日） 
              （前年同期 加入者数３３２人） 
 

（４）火災共済事業 

説明会の開催や会議での PR などによって、この制度への加入を促進するとともに、罹災

者に対し共済金を申請・交付した。 
    【加 入 団 体】１４消防団、１消防本部、消防協会 
    【加 入 人 数】６，６７２人（短縮加入含む。前年度加入人数６，９５７人） 
    【共済掛金総額】８，３４２，３２０円 
    【共済 支払 金】火災共済金   （４件）７，５００，０００円 
            風水雪害等共済金（２件）  ４６２，０００円 
              計     （６件）７，９６２，０００円 
 
 ３．消防活動の促進に関する事業 

（１）消防団活動用資器材の配布 

日本消防協会の補助金によって、各消防団が要望する資器材を配付した。 
 

配布先 事業費（円） 資器材等 

大館市消防団 284,350 トンボレックスケブラーグローブ×１１０双 

男鹿市消防団 54,972  レーザー距離計Ｂ 

八郎潟町消防団 214,500 アルミワンタッチテント（３m×６m） 

井川町消防団 
78,000  
84,500  

ＡＥＤトレーニング用キット 
ＡＥＤトレーニング用マネキン 



 

秋田市消防団 
155,100 
17,820 

ハンズフリー拡声器一式×６ 

拡声器用電池（充電式エボルタ単３型） 

由利本荘市消防団 60,500 非接触型体温計×１０ 

にかほ市消防団 48,400 チャップス（チェーンソー防護用）×４ 

横手市消防団 
126,720 
26,400 

非接触型体温計×９ 

ウォータージャグ＆クーラー１８Ｌ×２ 

秋田県消防協会 

6,150 
22,500 
13,200 

ライト付誘導棒×５ 

伸縮式三角コーン・ウェイト×１０ 

ニッセイ皮膚赤外線体温計 

 



 

【その他の事業 ２】 

第４ 会員のために行う消防互助会事業 

 

 会員相互の共存共栄及び親睦融和を図るとともに、消防士気の高揚を図ることを目的として実

施している消防互助会では、該当する加入者に見舞金・祝い金等を贈呈した。 
    【加 入 団 体】２５消防団、１１消防本部 
    【加 入 人 数】１７，３６４人（前年度加入人数１７，８００人） 
    【掛 金 総 額】５，２０９，２００円 
 

１．罹災見舞金贈呈事業 

     住家全焼・全壊     （  ５件）   ５００，０００円 

     住家半焼・半壊     （  ４件）   ２００，０００円 

     非住家又は家財焼失・損壊（  ３件）    ３０，０００円 

        計        （ １２件）   ７３０，０００円 

 

２．弔慰・傷痍見舞金贈呈事業 

     弔慰見舞金       （ ３３件）   ３３０，０００円 

     傷痍見舞金       （  ０件）         ０円 

        計        （ ３３件）   ３３０，０００円 

 

３．結婚祝い金贈呈事業 

     結婚祝い金       （１０２件） １，０２０，０００円 

 

       合 計       （１４７件） ２，０８０，０００円 

 

 

内 訳                   

    消防団員（ ８５件） １，４１０，０００円 

      消防職員（ ６２件）   ６７０，０００円 

 



 

【管 理 事 業】 

第５ 会議の開催 

 

１．会計監査   令和２年４月１６日（木） 秋田県消防協会 事務局 

（監事３名出席） 

１．事業報告等の監査 
２．計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査 

 
 ２．第１回理事会  令和２年５月８日（金）決議 

   （理事１４名、監事３名による書面表決） 
   承認事項 
    （１）令和元年度事業の概要報告 
    （２）令和元年度会計決算承認 
    （３）監査報告 
    （４）役員等の候補者の推薦 
   協議事項 
    （１）今年度事業の実施について 
 （２）職員給与等の見直しについて 
   その他 
    （１）各種共済制度 
 
 ３．定時評議員会  令和２年５月２７日（水）決議 

   （評議員２４名による書面表決） 
   決議事項 
    （１）令和元年度事業の概要報告 
    （２）令和元年度会計決算承認 
    （３）役員の選任 
   報告事項 
    （１）令和２年度事業計画及び収支予算書 
    （２）今年度事業の実施について 
   その他 
    （１）各種共済制度について 
 
 ４．臨時理事会  令和２年６月５日（金）決議 
   （理事１４名、監事３名による書面表決） 

   決議事項 

    （１）一般財団法人秋田県消防協会 会長、副会長、業務執行理事の選定について 

   その他 

    （１）公益財団法人日本消防協会 役員候補者の推薦 

    （２）全日本消防人共済会 役員候補者の推薦 



 

 

 ５．第２回理事会  令和２年９月８日（火）  「イヤタカ」 

   （理事１４名中１２名出席） 
  協議事項  

 （１）日本消防協会定例表彰の上申について 
   （２）秋田県消防協会表彰について 
  報告事項 
   （１）令和２年度消防車両の交付要望について 
   （２）全県消防団長研修会について 
   （３）女性消防団員ネットワーク会議について 
   （４）若手消防団員を対象とした行事の開催について 
  （５）消防団員研修について 
 その他 
  （１）新日本消防会館建設に対する寄付金の状況について 

 
 ６．正副会長会議  令和２年９月８日（火）  「イヤタカ」 
   （会長、副会長３名出席） ※ 第２回理事会を中座、別室にて協議 
   協議事項 
    （１）第７３回日本消防協会定例表彰 功績章・精績章（女性）の選考について 
 
 ７．正副会長会議  令和２年９月８日（火）  「イヤタカ」 
   （会長、副会長３名出席） 
   協議事項 
    （１）職員給料等の見直しについて 
 

８．臨時理事会  令和２年１１月１３日（金） 「イヤタカ」 
（理事１４名中１０名出席） 
協議事項 
（１）職員給料等の見直しについて 

    （２）第５８回秋田県消防操法大会の運営について 

   報告事項 
    （１）令和２年度第３回理事会及び消防功労者表彰式の開催日について 

    （２）生活協同組合全日本消防人共済会「防火ポスターコンクール」の審査結果 

について 

    （３）新日本消防会館建設に対する寄付金の状況について 
   その他 
    （１）令和３年度行事予定（案） 

    （２）秋田県消防広域化協議会の設置について 



 

 
９．正副会長会議  令和２年１２月５日（土） 「イヤタカ」 

   （会長、副会長３名出席） 
    １．令和３年度の協会事業について 

 ２．その他 
 

10．正副会長会議  令和３年１月１３日（水） 秋田県消防協会 事務局 

   （会長、副会長３名出席） 
    １．秋田県消防操法大会について 

    ２．会費の値上げについて 
 

11．第３回理事会  令和３年２月２６日（金） 「イヤタカ」 

（理事１４名中１１名出席） 
協議事項 
（１）令和３年度事業計画（案）について 

    （２）令和３年度収支予算（案）について 

 （３）業務執行体制の健全化について 

 （４）令和３年度定時評議員会の招集について 

 （５）第７３回秋田県消防大会について 

   報告事項 
    （１）令和２年度消防団員研修の受講状況について 

    （２）第５８回秋田県消防操法大会について 

    （３）役員等の候補者の推薦について 

 （４）その他 
   その他 
    （１）地域防災力向上シンポジウムの開催について 

 
12．正副会長会議  令和３年２月２６日（金） 「イヤタカ」 

   （会長、副会長３名出席） 
   協議事項 
    （１）役員等の候補者推薦の調整について 
 



 

第２章 役員の異動 

職名 
就 任 
年月日 

退任辞任 
年月日 

所 属 等 階級等 氏 名 

理事 

 R2.5.27 前 鹿角市消防団 団長 児玉 誠喜 
 R2.5.27 前 秋田県総務部総合防災課 課長 山木 將弘 
 R2.5.27 前 湯沢市消防団 団長 軍司 信幸 
 R2.5.27 前 大潟村消防団 団長 谷口 良一 
 R2.5.27 前 秋田市消防本部 消防長 伊藤弥真彦 
 R2.5.27 前 大曲仙北広域市町村圏組合消防本部 消防長 鈴木 良則 
 R2.5.27 前 能代山本広域市町村圏組合消防本部 消防長 伊藤  智 
R2.5.27  鹿角市消防団 団長 内田 清隆 
R2.5.27  秋田県総務部総合防災課 課長 佐藤 和彦 
R2.5.27  井川町消防団 団長 遠間 富和 
R2.5.27  湯沢市消防団 団長 佐藤 孝吉 
R2.5.27  秋田市消防本部 消防長 工藤 琢磨 
R2.5.27  大曲仙北広域市町村圏組合消防本部 消防長 佐藤 広樹 
R2.5.27  能代山本広域市町村圏組合消防本部 消防長 佐藤 浩司 

監事 
 R2.5.27 井川町消防団 団長 遠間 富和 
R2.5.27  潟上市消防団 団長 髙橋 寛儀 

※ 法務局登記年月日 


















