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２０２１（令和３）年度 公益財団法人鳥取県消防協会事業報告 

（２０２１年４月１日～２０２２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）消防職員の活動や使用する乗り物等が分かる幼児向けシールを作ったり、幼児・

小学生用防火教育 DVD や消火体験に使う水消火器を購入したりする費用を助成

し、県内３広域消防局が行う防火防災普及啓発事業に協力した。 

  

（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 等を行った。 

   

（３）防火・防災グッズ等の配付 

   第６７回鳥取県消防ポンプ操法大会や鳥取県西部地区において開催予定の「防災

フェスタ」、また消防団主催の消防フェア・訓練等いずれも新型コロナウイルスの

感染拡大防止のため、大会が中止となるなどしたため、一般住民を対象とした通常

の防災普及啓発活動が実施できなかった。 

 

（４）防災フェスタの参加 

   ９月に鳥取県西部地区（南部町「とっとり花回廊」）で開催予定だった「とっと

り防災フェスタ」が、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、昨年に続き、中

止となり、通常、鳥取県消防協会ブースを設けて展示、写真パネル等による消防団

のＰＲ及び募集関係のパンフレットの配布は実施できなかった。 

 

（５）消防関係殉職者慰霊祭の挙行（警友会と共催） 

   ２０２１年１１月１８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  

 慰霊祭は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、参列者の規模を縮小して実 

施した。 例年の参列者約１２０人⇒４０人 

 

（６）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。コロナ禍の折、積極的な働きかけは行えず、登録数は、前年度同じ５９ヶ

所（６８施設）。内、「全国消防団応援の店」登録数は２５ヶ所となっている。 
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（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）消防団員募集の PR 

 「消防団員募集」については、募集関連グッズ（配付用）を作成し、各種イベントと

の際に活用できるよう準備していたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中

止となり配付できなかった。消防団員募集 CMスポットをラジオで流したり、消防団

活動を知ってもらうために、ラジオ番組内で消防団の PRを行なったりした。 

 

 

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）開催事業を助成していたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止

のため、東部地区は中止となった。 

    東部  中止 

    中部  ２月  倉吉市で実施   参加者  １０名  

    西部  ８月  西部消防で実施  参加者  ２３名 

 

２ 第６７回鳥取県消防ポンプ操法大会の開催 

・日時 ２０２１年７月４日（日）１０時開会⇒中止 

・場所 鳥取県消防学校屋外訓練場 

全国消防操法大会の有無に関係なく、県大会は実施する方向で進めていたが、４

月に鳥取市、５月に全国大会も中止されたこともあり、倉吉市、東伯郡、米子市と

次々と地区大会が中止となり、境港市と西部地区のみの実施となった。参加地区が

少ないこと、参加競技種目が一種目となったことで、県と協議した結果、県大会は

中止するに至った。 

    

３ 消防団員等の研修 

（１）消防団員等研修会 

   ２０２１年１２月１８日（土）１０時３０分に新日本海新聞社中部支社において 

県内市町村消防職団員や消防団担当職員等を対象に研修を計画した。 

内容は消防庁が「消防団員の処遇等に関する検討会」の報告書をまとめたので、消

防団員として唯一、検討委員会の委員に選考された鳥取県消防団員の安達由紀さん

に検討会の体験談を、消防庁には報告書の概要を説明してもらうよう、県消防防災

課の協力で準備を進めていたが、前日、大雪警報が発令されたため、やむなく中止

という判断をした。 

 

（２）消防職団員研修会 

   ２０２２年２月４日（金）、米子コンベンションセンターにおいて開催する鳥取 

県消防大会の中で、研修会を行う予定にしていたが、１月下旬頃からオミクロン株 

による新型コロナウイルス感染が県西部（米子市）を中心に感染拡大の兆候が見ら 

れたため、やむなく中止の判断をした。 
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第３ 振興・調査研究・協力事業に関すること 

１ 表 彰 

（１）消防関係表彰式は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止        

２０２２年２月４日（金）、米子コンベンションセンター 小ホール 

鳥取県消防協会長表彰 

優良消防団表彰 竿頭綬     日野町消防団 

 個人表彰    功績章        ８７名 

            功労章        ２７名 

            勤続章       １２３名 

 

（２）日本消防協会定例表彰 

２０２２年３月４日付 表彰式は新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため縮小 

    日本消防協会長表彰 

    個人表彰    竿頭綬     倉吉市消防団 

功績章         ７名 

            精績章        １５名 

            勤続章        ８３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（消防団活動車）智頭町消防団へ 

    福祉増進事業 テントの配布       米子市・倉吉市・岩美町・ 

湯梨浜町消防団へ 

 

 （２）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） 

 ２０２１年 ６月 ３日  定時理事会 （書面会議） 

２０２１年 ６月  ９日  臨時理事会 （書面会議） 

２０２１年 ６月 ９日  評議員会  （書面会議） 

２０２１年 ６月１７日  定時評議員会（書面会議） 

２０２１年 ６月１７日  臨時理事会 （書面会議） 

２０２１年 ７月１５日  臨時理事会 （書面会議） 

２０２１年 ７月１５日  評議員会  （書面会議） 

２０２２年 １月２４日  臨時理事会 （書面会議） 

２０２２年 ３月 ４日  定時理事会 （書面会議） 

２０２２年 ３月１１日  評議員会  （書面会議） 

  

  ②中国五県消防関係者大会 

   ２０２１年１０月１９日  島根県松江市において開催⇒中止 

 

③全国女性消防団員活性化徳島大会 

   ２０２１年１１月９日 徳島県徳島市において開催⇒翌年に延期   
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④鳥取県女性防火防災連絡協議会に出席・参加、協力 

 ２０２１年 ５月２０日 幹事会（資料送付にて対応）３役のみで対応 

２０２１年 ６月１１日 総会 （資料送付にて対応） 

 ２０２１年１２月１０日 幹事会（中部総合事務所会議室）事務局長参加            

  

  ⑤その他（委員として出席、参加・協力）      

   鳥取県防災会議（中止） 

   鳥取県消防学校教育推進会議 

 

 

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     ７名（一般死亡） 

  

（２）日本消防協会 

    全国消防殉職者慰霊祭  

参列対象者を新合祀の御霊のご遺族及び各県消防協会長に限定されたため、 

本県遺族は参列該当者なし。会長も欠席した。 

    ２０２１年９月２８日 東京都、ニッショーホール   

 

２ 福利厚生 

 （１）消防団員福祉共済制度の活用 

 

① 加入状況 （2021年 4月 1日～2022年 3月 31日） 

    消防団員・自衛消防団員・消防職員等  ３３団体 ５，０１６名  

 

② 共済金の給付    

遺族援護金(一般死亡 )  １０件（10,000,000円） 

障害見舞金        １件（  300,000円） 

生活援護金        １件（  1,000,000円） 

入院見舞金       ２６件（  1,653,000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（2021年 4月 1日～2022年 3月 31日）  １９団体 ４，１０１名 

②共済金の給付  火災共済金    １件 209,036円 

風水雪害等共済金 ２件 120,000円 
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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  

 

 

第６ 会議に関すること 

１ 評議員会の開催 

（１）２０２１年６月３日 倉吉市、伯耆しあわせの郷 

出席者  評議員１１名中８名、理事４名、監事１名 

決議事項  

①２０２０（令和２）年度鳥取県消防協会事業報告及び決算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 ２０２１年９月２１日付みなし決議  

評議員１１名 

決議事項  

①評議員の選任について 

 

（３）書面による評議員会 ２０２２年２月１５日付みなし決議  

評議員１２名 

決議事項  

①２０２１(令和３)年度公益財団法人鳥取県消防協会歳入歳出補正予算の 

承認について 

②役員（理事）の選任について 

 

（４）２０２２年３月２４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  

①２０２２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）２０２１年５月１８日 倉吉市、伯耆しあわせの郷 

出席者  理事１２名中１１名、監事２名 

決議事項 

①２０２０（令和２）年度公益財団法人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 
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（２）２０２１年６月３日 倉吉市、伯耆しあわせの郷 

出席者  理事１２名中９名、監事２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その他 第６７回鳥取県消防ポンプ操法大会について 

 

（３）書面による理事会 ２０２１年９月７日付みなし決議  

理事会１１名 監事２名 

決議事項  

①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 

②名誉会員の推薦及び表彰について 

 

（４）書面による理事会 ２０２２年１月３１日付みなし決議  

理事会１１名 監事２名 

決議事項 

①２０２１(令和３)年度公益財団法人鳥取県消防協会歳入歳出補正予算の 

承認について 

   ②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 

   ③公益財団法人鳥取県消防協会評議員会の開催日等について 

   ④理事の推薦について   

 

（５）２０２２年３月１７日 倉吉市、伯耆しあわせの郷 

出席者  理事１２名中１１名、監事２名 

決議事項 

①２０２２（令和４）年度鳥取県消防協会事業計画について 

   ②２０２２（令和４）年度鳥取県消防協会歳入歳出予算について 

   ③その他 第６８回鳥取県消防ポンプ操法大会について 

        表彰規程の運用（取扱い）について 

 

３ 正副会長会議の開催（開催日・主な議題） 

（１）２０２１年 ４月２７日⇒５月７日に変更 

 理事会・評議員会の開催・提出議案等について 

 

（２）２０２１年 ６月２４日 日本消防協会共済還元車両の上申団体決定について 

鳥取県消防ポンプ操法大会について（今年度中止） 

 

 

（３）２０２１年 ８月２５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 

               評議員の選任について 

               決議省略による理事会及び評議員会の開催について

鳥取県消防大会・研修会について 

               「消防団員の処遇等に関する検討会」最終報告書に

ついて 
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（４）２０２１年１２月 ９日 令和３年度定例表彰等の決定について 

               令和３年度鳥取県消防大会・研修会について 

令和３年度消防関係表彰式について 

             

（５）２０２２年 １月１３日 （知事挨拶後開催） 

令和３年度消防関係表彰式について 

令和３年度鳥取県消防大会・研修会について 

来年度の鳥取県消防ポンプ操法大会について 

理事の推薦について 

３月の理事会・評議員会について 

2021（令和３）年度の補正予算について 

書面による理事会・評議員会について（２月実施） 

 

（６）２０２２年 ３月１０日 理事会・評議員会提出議案等について 

               2022年度事業計画・予算について 

            第６８回鳥取県消防ポンプ操法大会について 

 

４ ２０２０（令和２）年度（2020.4.1~2021.3.31）監査の実施 

   ２０２１年 ４月２０日 鳥取県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）２０２１年 ６月１７日 東京都 中国五県消防協会長会議（中止） 

 

（２）２０２１年１１月    倉吉市 鳥取県消防桜美会総会（中止） 

 

（３）２０２１年１２月 ２日 山口県 中国五県消防協会事務担当者会議（書面） 

 

（４）２０２２年 ２月 ９日 東京都 都道府県消防協会事務局長会議（書面会議） 

中国五県消防協会事務局長会議（中止） 

 

 

その他  

 鳥取県消防協会会員数（２０２１年６月１日現在調査） 

  ５，４８４人 （内訳 消防職員 ７５７人、消防団員 ４，７２７人） 


