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公益財団法人

愛媛県消防協会

平成３０年度愛媛県消防協会

事業計画書

（はじめに）
近年、集中豪雨や地震・火山の噴火など、未曾有の災害が頻発しており、近い将
来、西日本を中心に甚大な被害が予想される南海トラフ巨大地震の発生が懸念され
るなど、消防団をはじめとする地域防災力の重要性がますます増大している。一方
で、人口減少、少子高齢化・過疎化の進展、就業構造・勤務形態の変化、コミュニ
ティ意識の希薄化など社会情勢の変化に伴い、消防団員をはじめとする平日昼間の
地域における防災活動の担い手確保が重要な課題となっている。
自治体消防制度 70 周年を迎え、平成２５年１２月に成立した「消防団を中核と
した地域防災力の充実強化に関する法律」の趣旨実現を念頭に置きながら、当協会
の役割を深く認識し、公益目的事業及び収益事業を一体化し実施し、地域防災力の
中核として欠くことのできない代替性のない存在である消防団の充実強化を促進
していくこととする。
なお、各事業の実施にあたっては、事務事業の効率化及び経費の節減、合理化を
図るとともに愛媛県の委託事業をはじめ会費、補助金・交付金、寄附金や収益事業
など、多様な財源確保に努めるものとする。
(基本方針)
以上のことを踏まえて、本年度は、次の点を軸に事業計画を策定した。
・ 公益目的事業における人材育成・普及啓発の充実
・ 消防団員確保対策事業の推進
（愛媛県委託事業、えひめ愛顔で消防団員応援プロジェクト事業等）
・ 常備、非常備消防及び自主防災組織等との連携
・ 主催・共催・協賛・後援事業の推進（防火防災思想の啓発）
・ 収益事業の広告の募集（バナー広告等）
・ ホームページの充実
事業ごとの主な施策、事業内容は次のとおりです。
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平成30年度事業計画
事業項目

主な施策

実施時期

事業の内容等

理事会

5月2日（水）PM
8月上旬
2月中旬

業務執行の決定、理事の職務の執行の
監督、会長及び業務執行理事の選定など

評議員会

5月18日(金）PM

理事及び監事の選任、貸借対照表及び
損益計算書の承認など

監事監査

4月中旬

理事の職務の執行及び決算書類の監査

会長業務執行理事会

その都度

円滑で適性な行事の実施及び管理運営
について連絡・調整する。

各支部総会、役員会

春季・秋季

支部は、協会の事業を補佐し、支部活動
を円滑にするとともに、支部内の消防相
互の融和促進並びに連携強化を図る。

5月23日(水）PM

開催場所：ひめぎんホール サブホール
消防関係者、婦人防火クラブ員及び自主
防災組織員等が一堂に会し、相互の団結
を強め、伝統ある消防精神を高揚する。

7月19日(木）PM

開催場所：山口県
日本消防協会からの伝達事項や各消防
協会が抱える諸問題等について協議する
とともに、意見・情報の交換を行う。

四国ブロック会議

平成31年1月下旬

開催場所：愛媛県
四国4県と各消防協会が抱える諸問題等
について協議するとともに、意見・情報の
交換を行う。

・地域消防防災研修会
・地域活性化事業協力
・県内女性消防団員研修会

随時

支部事業は、公益性を高めるため、消防
団員・吏員のみならず、地域住民が参加
のもと実施する。

検討中

開催場所：松山市内
各団が抱えている問題の意見交換や交
流を図り、消防団員相互の意思疎通と見
聞を広める。

消防団員意見発表会

検討中

開催場所：松山市内
消防団活動に対する提言や取り組むべき
課題の中からテーマを絞り、各支部から
選抜された、概ね35歳以下の団員が発表
を行い、有識者等で審査・表彰する。

消防団指導員研修会

10月20日(土）
～21日(日）

実施場所：愛媛県消防学校
各団2名、計40名参加予定

第45回消防団幹部特別研修

1月15日（火）
～18日（金）

開催場所：ニッショーホール
参加者：男性1名

法人会計【会議等】

公益目的事業１【人材育成事業】

愛媛県消防大会

ブロック会議

研修
（支部活動）
研修
(愛媛県消防協会主
催）

研修

中四国ブロック会議

正副団長消防長等研修会

第18回消防団幹部候補中央特 1月30日(水）
別研修（男性の部）
～2月1日(金）

開催場所：ニッショーホール
参加者：3名（各支部から各1名）

第18回消防団幹部候補中央特 2月13日（水）
別研修（女性の部）
～15日（金）

開催場所：ニッショーホール
参加者：女性2名

第24回全国女性消防団員活性 11月9日（金）
化滋賀大会
～10日(土）

開催場所：滋賀県大津市
ウカルちゃんアリーナ

・女性消防団員リーダー会議
・「地域防災と消防団」国際シン 未定
ポジウム

日本消防協会主催

・地域防災力充実強化大会
未定
・地域防災力向上シンポジウム

総務省消防庁主催
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事業項目

主な施策

実施時期
6月15日（金）
9月13日（木）
3月5日（火）

日本消防協会
理事会・評議員会

事業の内容等

都道府県消防協会事務局長会
2月26日（火）PM
議
消防操法大会

第30回愛媛県消防操法大会

7月29日（日）
予備日：8月5日（日）

実施場所：愛媛県消防学校
大規模訓練所

第26回全国消防操法大会

10月19日(金）

開催場所：富山県富山市
富山県広域消防防災センター

随時

愛媛県下20市町の中高生を対象に将来
の入団促進・普及啓発を実施。
高校：25校訪問
中学：夏休みに消防学校で体験学習を実
施。地区単位で30人×6回程度

全日本消防人共済会主催
ポスター作文募集

6月広報開始
9月審査

児童生徒を対象に防火ポスター図案及び
防火防災に関する作文募集を行う。

えひめ消防

4、7、10、1月発行
翌月10日発送

県内や全国の消防職団員等の動向及び
活動内容を紹介、団員の意見体験談等を
掲載した新聞を発行する。

日本消防

毎月10日発送

日本消防協会発行の機関紙原稿を募
集、冊子を配布する。

ホームページの活用

通年

愛媛県消防協会のホームページにて火
災予防思想の普及啓発を図るとともに、
消防や防災に関する情報を提供する。

各種行事への参加

随時

防火防災思想の普及啓発を図るととも
に、協会の知名度を向上させる。
・「安全・安心ふれ愛フェア」など

愛媛県からの委託事
未来の消防団加入促進事業
業

公益目的事業２【普及啓発事業】
広報活動

日本消防協会表彰

特別表彰まとい、表彰旗、竿頭
綬、優良婦人消防隊、功績章、 5月 上申依頼
精績章、勤続章、優良婦人消防 8月 上申〆
隊員

定例表彰式
日程：平成31年3月5日(火）
場所：ニッショーホール

表彰旗、竿頭綬、功績章、規律
6月下旬 推薦依頼
愛媛県消防協会表彰 章、親子団員表彰、夫婦消防団
10月下旬〆
員表彰、県民への感謝状授与

各市町出初式にて表彰状授与

愛媛県からの委託事
事業所個別訪問
業

協会役職員及び消防団幹部等が事業所
を訪問、ヒアリングを実施し、消防団活動
への理解と従業員の消防団加入の促進
を依頼する。（20市町×10事業所）

随時

自治体消防70周年記念・消防団
検討中
活動推進大会
物資斡旋

9月中旬 申込受付
10月下旬 納品
9月下旬 申込受付
12月初旬 納品
11月 申込受付
翌年3月 納品
5月 申込受付
8月下旬 納品
随時

防火宣伝リーフレット
出初式等表彰用品
（賞状・記章・竿頭綬）
守れわがまち
消防団幹部実務必携
幹部職章
応援プロジェクト会員証
ほか
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1,500人程の参加者を見込める場所で、
消防関係者だけでなく、消防や地域防災
について興味をもってもらえる内容の大
会を実施する。
市町、消防本部へ、消防に関する物資の
購入要望に応じて、発注・発送等を行う。

事業項目

主な施策

市町消防団運営助成 大規模災害活動助成

実施時期

事業の内容等

その都度

甚大な被害をもたらした災害に対し、防災
活動に従事した消防団に、愛媛県消防協
会が要綱に基づき助成金を交付する。

通年

愛媛県消防協会敷地内の駐車場の貸付

収益事業１【駐車場管理事業】
駐車場賃貸事業
収益事業２【広告事業】
広告事業

バナー、えひめ消防広告・折込 通年

ホームページバナー広告
「えひめ消防」の広告及び折込広告

その他の事業１【共済事業】
共済

福祉共済

随時

福祉共済への加入促進及び給付請求申
請

消防個人年金

随時

拠出型企業年金保険の加入促進及び申
請

その他の事業２【福祉厚生事業】

福利厚生

えひめ愛顔で消防団員応援プロ
通年
ジェクト事業

愛媛県内の事業所等が消防団員応援事
業所として消防団員やその家族等を対象
に優遇制度を設け、消防団員の士気の高
揚と団員確保につなげるとともに、地域産
業の振興につなげる。

第93回殉職消防職団員慰霊祭 5月23日(水）AM

開催場所：愛媛県護国神社

第37回全国消防殉職者慰霊祭 9月13日（木）AM

開催場所：ニッショーホール

弔慰金・見舞金の贈呈

その都度

現職消防職団員が死亡、又は障害を受
けた場合、遺族又は本人に給付する。

健康増進機器の配付

夏ごろ着手
→年内配布

福祉共済加入団体へ輪番で配付する。

護国神社大祭お供え

春、秋

その他
・愛媛県防災会議(愛媛県防災
訓練）
・交通安全県民総ぐるみ運動
・愛媛県犯罪の起きにくい安全
で安心なまちづくり県民会議
・「創ろう！シルバーセイフティー
愛媛」推進会議
随時
・愛媛県戦没者追悼式
・陸上自衛隊第14旅団
・(公社）愛媛県防犯協会連合会
・(公財）愛媛県暴力追放推進セ
ンター
・松山市防火連絡協議会
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一般住民等も参画した公益性の高い事
業への連携協力

