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令和 3年度事業報告 
 

 

Ⅰ 法人の概況 

 １ 設立年月日  昭和 23年  1月 25日 設立総会 

昭和 24年 11月 28日 設立認可 

平成 24年  3月 12日 公益財団法人に移行 

 

 ２ 定款に定める目的 

 公益財団法人愛媛県消防協会は、消防団員、消防職員及び県民に対して広く防火防災に係

る消防知識技能の向上等を図るとともに、もって社会の災厄を防止し、人類共同の福祉の

増進に寄与することを目的とする。 

 

 ３ 定款に定める事業内容 

   (１) 消防団員、消防職員並びに県民に対する防火防災思想の普及啓発 

   (２) 消防団員、消防職員並びに県民に対する消防関係資材の配布 

   (３) 消防団員、消防職員並びに県民に対する講習会等の実施及び県民自身が実施する研

修会等の開催に関する関係機関との連絡調整 

(４) 消防団員、消防職員、消防関係団体並びに県民の消防功労者等の表彰 

 (５) 消防団の活性化及び地域防災力の向上並びに災害等の支援に関する事業 

（６） 消防に係る諸団体相互間の連絡調整、事業の協力 

(７)  消防に関する図書及び機関紙の発刊 

（８） 消防職団員の共済事業に関すること 

 (９) 消防職団員の福祉厚生に関すること 

  (10) 会員、賛助及び県民に対する指導育成並びに入会の促進に関すること  

(11) 各種事業の適正化効率化を支援すること 

(12) 公益目的事業の推進に資するため、保有する資産(協会が保有する施設、物品、協会

が発行する印刷物、協会のホームページ等を含む。)を活用した広告事業及び駐車場

の賃貸等、収益事業を行うこと 

(13) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

 ４ 所管官庁に関する事項 

    愛媛県 総務部   管理局 私学文書課 

    愛媛県 県民環境部 防災局 消防防災安全課 

 

 ５ 会員の状況                  （各年度 10月 1日現在集計数） 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

種  類 令和 2年度 令和 3年度 前年比増減 

普通会員 消防団員等 

消防吏員 

19,689名 

1,827名 

19,529名 

1,827名 
▲160名 

賛助会員 0名 0名 0名 

名誉会員 19名 19名 0名 

特別会員 24団体 24団体 0団体 

合  計 24団体 21,535名 24団体 21,375名 ▲160名 
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  ６ 定款に定める主たる事務所・支部の状況 

    主たる事務所：愛媛県松山市築山町１－３５ 

    支部名：東予支部（今治市・新居浜市・西条市・四国中央市・越智郡上島町） 

       ：中予支部（松山市・東温市・伊予市・伊予郡松前町・伊予郡砥部町・ 

上浮穴郡久万高原町・伊予消防等事務組合） 

       ：南予支部（宇和島市・八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町・ 

鬼北町・松野町・愛南町・大洲地区広域消防事務組合・ 

八幡浜地区施設事務組合・宇和島地区広域事務組合） 

 

  ７ 役員等に関する事項 

(１)  理事 16名・監事 3名 

 

   (２) 評議員 17名 

役 員 等 氏  名 常勤・非常勤の別 担当職務・現職 

評 議 員 近藤 正紹 非常勤 
県消防長会（西条市消防本部消防

長） 

評 議 員 大野 秋義 非常勤 
県消防長会（久万高原町消防本部

消防長） 

評 議 員 渡部 純三 非常勤 今治市消防団長 

評 議 員 柏原 伸一郎 非常勤 上島町消防団長 

評 議 員 飯尾  始 非常勤 新居浜市消防副団長 

評 議 員 白木 統務 非常勤 西条市消防副団長 

評 議 員 久米 幸一 非常勤 四国中央市消防副団長 

評 議 員 中島 幸一 非常勤 東温市消防団長 

評 議 員 嘉村 重雄 非常勤 松前町消防団長 

役 職 等 氏   名 
常勤・非常勤の

別 
担当職務・現職 

会 長 大西 浩司 非常勤 松山市消防団長 

副 会 長 堀田  公 非常勤 新居浜市消防団長 

副 会 長 後藤 英治 非常勤 砥部町消防団長 

副 会 長 藤原 展嘉 非常勤 八幡浜市消防団長 

常 務 理 事 芳野 浩三 常勤 県消防協会事務局長 

理    事 武智 邦典 非常勤 県市長会（伊予市長） 

理    事 岡本 靖 非常勤 県町村会（松前町長） 

理    事 中島 恭庸 非常勤 県県民環境部防災局消防防災安全課長 

理    事 中矢 洋造 非常勤 県消防長会（松山市消防局長） 

理    事 近藤 英樹 非常勤 
県消防長会（四国中央市消防本部消防

長） 

理    事 兵藤 貞樹 非常勤 
県消防長会（八幡浜地区施設事務組合消

防本部消防長） 

理    事 高橋 公一 非常勤 西条市消防団長 

理    事 曽我部 光夫 非常勤 四国中央市消防団長 

理    事 立野 好仁 非常勤 久万高原町消防団長 

理    事 稲垣 聖治 非常勤 宇和島市消防団長 

理    事 松岡 増幸 非常勤 愛南町消防団長 

監    事 白鞘 浩志 非常勤 今治市消防団副団長 

監    事 松下 豊繁 非常勤 伊予市消防団長 

監    事 廣瀬 吉孝 非常勤 西予市消防団長 
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評 議 員 山田 久雄 非常勤 松山市消防副団長 

評 議 員 梅岡 公胤 非常勤 伊予市消防副団長 

評 議 員 滝内 光雄 非常勤 久万高原町消防副団長 

評 議 員 矢野 正祥 非常勤 大洲市消防団長 

評 議 員 古田 元昌 非常勤 内子町消防団長 

評 議 員 兵頭  秀 非常勤 伊方町消防団長 

評 議 員 渡邊 広道 非常勤 松野町消防団長 

評 議 員 渡辺 正弘 非常勤 鬼北町消防団長 

 

 ８ 職員に関する事項 

職    員     数 前期末比増減 

男 子   1名   ±0名 

 女 子   2名   ±0名 

合 計   3名   ±0名 

 

 

９ 許認可等に関する事項 

   提出    令和 3年 6月 8日 

         １．事業報告書等の提出 

   変更届出  令和 3年 6月 28日 

         １．理事及び監事の退任者に伴う変更並びに評議員の退任者に伴う変更の 

届出 

   提出    令和 4年 3月 22日 

１． 事業計画書等の提出 
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Ⅱ 事業の状況 

1 事業実施状況 

 

公益目的事業 

実施内容 

１．消防団員等の福祉厚生に関する事業並びに消防殉職者及びその遺族に対する弔慰救済に 

関する事業 

 

（1）消防団員等福祉共済事業 

ア．共済事業の仲介事業 

福祉共済・個人年金の加入促進、共済金の申請・支払等 

⚫ 共済加入者数：19,473名 

給付額合計：28,997,500円 

給 付 数 遺族援護金 17件 16,869,500円 

 生活援護金 2件 2,000,000円 

 障害見舞金 2件 240,000円 

 入院見舞金 216件 9,888,000円 

＜説明会の実施＞ 

令和 3年 7月 27日（火）大洲市消防団新入団員説明会 

⚫ 消防個人年金加入者数 199名 前年比 -13名（令和 4年 3月 31日） 

⚫ 婦人消防隊員加入者数 88名 

イ．車両等現物支給の仲介事業 

⚫ 車両交付 

       過去の支給状況と共済金還付率を選定基準として決定した順位に基づき交付順位

を決定し、日本消防協会へ申請を行い、交付を受けた。 

松前町消防団（消防団活動車 1台） 

⚫ 健康器具・トレーニング用品の配付 

共済金還付率を選定基準として決定した順位に基づき、斡旋する仲介事業を行

う。 

 松前町(団)、久万高原町(団)、鬼北町(団)、久万高原町(消) 

⚫ 女性消防団員制服交付 

女性消防団員の純増かつ申請があった消防団を日本消防協会へ推薦し、制服交付

の仲介事業を行う。 
5 月申請（9月交付） 10 月申請（12 月交付） 1 月申請（3月交付） 

松前町消防団 2着   

 

（事業費）175.4 万円（受取補助金、受取交付金を充当） 
 

 
（2）消防殉職者及びその遺族に対する弔慰救済に関する事業 

ア．弔慰金支給事業 

   申請のあった消防殉職者の遺族全てに対し、弔慰金を支給する。 

（22件 220,000円） 

 

イ．慰霊祭開催事業 

⚫ 第 96回殉職消防職団員慰霊祭 

       消防職団員が参列し、消防殉職者のご遺族さまとともに御霊のやすらかな冥福を 

祈った。 

殉職消防職団員：65柱 

開催日：令和 3年 6月 2日（水）コロナ禍を鑑み規模縮小して開催。 

場 所：愛媛県護国神社 
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参列者：ご遺族 4名、市長会長、県協会長、中予団長 5名 

⚫ 第 40回全国消防殉職者慰霊祭 

  開催日：令和 3年 9月 28日（火) 

場所：ニッショーホール 

日本消防協会では新型コロナウイルス感染症対策として、大幅に縮小して実施。

参列者を限定し、新合祀のご遺族、全国遺族会理事、各都道府県消防協会会長に

案内があったが、開催地が感染拡大地域であったため、愛媛県からの参列者はな

し。 
（事業費）41.9 万円（受取補助金、受取交付金を充当） 

 
（3）消防団応援プロジェクト事業  

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などを対象に優遇制

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。 

登録店舗： 655件（内 106件は閉店等の理由により脱退） 
（事業費）16.0 万円（受取負担金を充当）  
２．消防団の活性化並びに充実強化及び地域防災力の向上に関する事業 

 

（1）地域防災力向上事業 

東・中・南予支部ごとに計画された活動の支援や市町の枠を超えた活動を円滑に行う。 

地域の防災力を高めるため、水防工法訓練や研修会あるいは担当者会議、地域住民との交

流 兼ねたレクリエーション等について助成金等を支払う。 

⚫ 女性消防強化対策研修会 

講演等を開催し、女性消防団員確保のためのスキルアップを図った上で、好事例等

について各市町で情報共有を行い、団員確保の取組につなげた。 

＜第 1回研修会＞ 

講師に長谷川祐子先生を迎え、スキルアップ講座を開催。県内の女性消防団員の現

状把握・課題の洗い出し、問題意識の共有、情報交換などを実施。 

講義テーマ：「Keep It Up!～1歩踏み出す団活動」リスクウォッチ 

開催日時：令和 3年 8月 1日（日）10：30～13：00 

会場：ピュアフル松山 6F鳳凰の間+WEB  

WEB参加会場：長谷川祐子氏オフィス・今治市消防本部・新居浜市消防本部・ 

松前町消防署・砥部消防署・伊方町役場・松野町役場・愛南町役場 

参加者：14市町 72名、オブザーバー：11名 

＜第 2回研修会＞ 

講師に消防学校教官を迎え、実技研修会を開催 

テーマ：応急手当・救命救急等 

 開催日時：令和 3年 12月 12日（日）10：30～13：00 

会場：愛媛県消防学校  

参加者：12市町 38名、オブザーバー3名 

＜情報共有＞ 

機関紙えひめ消防（10月号・1月号） 

 

各市町ミーティング 

⚫ 水防工法訓練 

令和 3年 6月 6日（日） 砥部町消防団 

令和 3年 6月 12日（土）、7月 11日（日） 松山市消防団 

令和 3年 6月 27日（日） 東温市消防団 

⚫ レクリエーション等  コロナ禍を鑑み、中止。 
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⚫ 消防団合同訓練 

東予 
令和 3 年 11 月 28 日 

上島町佐島北側架橋付近 

倒壊した家屋の火災が山林に飛び火した想定

で、上島町消防団を今治市消防団が応援する

合同訓練を実施。 

中予 
令和 3 年 12 月 5 日 

砥部町陶街道ゆとり公園 

公園隣接の里山から発生した山林火災の延焼

拡大した想定で、砥部町消防団を伊予市消防

団、松山市消防団、久万高原町消防団、松前

町消防団が応援する合同訓練を実施。 

南予 
令和 3 年 10 月 24 日 

八幡浜市川之内田浪地区 

果樹園から付近山林へ延焼後、火勢が近隣住

宅に迫る想定で、八幡浜市消防団を伊方町消

防団、大洲市消防団、内子町消防団、愛媛県

消防防災航空隊、八幡浜生コンクリート株式

会社が応援する合同訓練を実施。 

 
（事業費）377.0 万円（受取負担金、県委託事業収益を充当） 

 

（2）消防団普及啓発宣伝活動事業 

⚫ 消防団応援プロジェクト事業（再掲） 

⚫ 防火防災思想の普及宣伝事業 

   「防火防災に関する」作文、防火ポスター図案募集 

6月誘致開始→9月上旬〆切  

<作文応募数>（18点） 

令和 3年度（全国）作文コンクール  

 佳作：今治市立北郷中学校 越智晃希さん「父は消防団」 

愛媛県消防協会選考  

優秀賞：西予市立明浜中学校 大塚悠雅さん「消防団と僕」 

<ポスター図案応募数>（44点） 

令和 3年度（全国）ポスターコンクール  

 佳作：四国中央市立土居小学校 石川七菜さん 

 佳作：西条市立西条小学校 髙橋美琴さん 

 

⚫ 加入促進事業 

  人口減少・高齢化が進む中、地域防災力の中核を担う消防団を充実強化するため、将来の 

消防団の担い手である高校生にターゲットとして近い将来の入団を促進するとともに、 

中学生等を対象に普及啓発を実施し、消防団員の確保と若返りを図り、地域防災力の強化

推進につなげる事業を実施した。 

 《高校訪問》 22校実施 

 

 

 

《中学生消防体験学習》5校実施 

 

 

 

 

（事業費）182.0万円（受取負担金、県委託事業収益を充当） 

 

（3）大規模災害の被災地に対する見舞い及び支援等に関する事業 

  県内で大規模災害が発生した場合に被災地で災害対応活動にあたる消防団を支援するた

め、活動に要する経費の一部を助成する。 

ア．被災地市町消防団運営助成金 

    協会の自主財源により、被災地で活動する市町消防団の活動経費の一部を助成する。 

東予 8校 

中予 4校 

南予 10校 

東予 0校 

中予 3校 

南予 2校 
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イ．被災地市町見舞金 

    県内で大規模災害が発生した場合、日本消防協会や他府県消防協会、消防関係者から送

られた見舞金を被災規模に応じて役員会等で分配額を決定し、被災地市町消防団に分配す

る。 

（事業費）－万円（受取補助金、受取寄付金を充当） 

３．消防団員等の教育並びに研修及び訓練に関する事業 

消防職団員等が災害の発生時に的確に対処できる知識と技術を習得し、その研さんを図るた

め、消防職団員に対する各種研修を行うとともに、消防団等の指導者に対する研修事業を行

う。 

 

（1）消防職団員に対する研修事業 

⚫ 女性消防強化対策研修会（再掲） 
⚫ 消防団員意見発表会 

各支部消防団から選抜された消防団員が、消防団活動に対する提言や取り組むべき課題等

について発表し、消防団活動の諸問題に関するより一層の知識の研さんや意識の高揚を図

る。 

開催日：令和3年11月4日（木）14：00～14：30 

場所：愛媛県民文化会館 

テーマ：「豪雨災害」「コロナ禍」「地域防災」の中から個々に選択 

最優秀…中予支部・伊予市消防団 

（田頭孝志「予想できない異常気象から命を守るために私たちができること」） 

※総務省消防庁主催「全国消防団員意見発表会」に参加し、優秀賞を受賞。 

優 秀 東予支部・四国中央市消防団（眞鍋康雄「地域防災」） 

南予支部・八幡浜市消防団（鈴木敬典「地域そして命を守るために」） 

⚫ 全国女性消防団員活性化大会 

コロナ禍を鑑み、延期。（2022.11.22徳島県にて開催予定） 

 

（2）指導者及び協会役職員の研さん事業 

 ア．正副団長消防長等研修会 

愛媛県内の消防長、団長等を対象に、地域の消防防災・減災等についての知識を深めると

ともに、消防幹部相互の意識疎通と見識を広めるための研修を行った。 

開催日：令和 3年 11月 4日（木）14：00～15：20 

※令和 3年度愛媛県消防大会に引き続いて実施。 

場 所：愛媛県民文化会館 

参加者：182名 

講演：「自分の命は自分で守る」～今、子ども達に伝えたい大切なこと～ 

出演：大洲市消防団女性分団・松山市消防団女性団員 

 イ．消防団員指導員研修会 

消防団運営の活性化に資するため、日本消防協会と連携、愛媛県消防学校と協力し、  

図上・実技訓練等や意見交換等の研修を行った。  

開催日：令和 3年 10月 23日（土）、24日（日） 

場 所：愛媛県消防学校 

参加者：25名（不参加：四国中央市、上島町、大洲市、伊方町、鬼北町、松野町、 

愛南町） 

（付帯事業） 

⚫ 消防団幹部特別研修及び消防団幹部候補中央特別研修（男性・女性） 

コロナ禍を鑑み、YouTubeによる映像配信での実施となった。 

参加者：八幡浜市消防団 団長 藤原 展嘉 

 

（事業費）29.6万円（受取補助金、受取交付金、受取負担金を充当） 
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４．消防防災に関する情報の収集提供並びに消防防災に関する雑誌図書その他の刊行頒布に 

関する事業 

 

（1）消防防災情報提供事業 

ア．ホームページ情報提供事業 

協会ホームページを通じて消防防災情報や消防団活動等を無償で提供する。 

3/31現在アクセス数（320,379）（R2.3/31現在アクセス数 292,839） 

 

イ．機関誌「えひめ消防」発行事業 

  年 4回（4・7・10・1月）合計 4,600部発行、翌月 10日発送。 

ウ．防火宣伝リーフレット配布事業 

  秋の火災予防運動にあわせ希望した市町へ防火宣伝リーフレットを配布する。 

 10消防団 122,650部（令和 2 年度…123,000 部）△350 部 

エ．日本消防協会機関誌「日本消防」配布事業 

  毎月 10日発送（103冊×12カ月） 

 

（2）消防防災思想に係る物品の斡旋 

   消防防災に関する教本、消防関連商品等の斡旋等を行う。 

ア．日本消防協会消防防災関連商品の斡旋事業 

・消防団幹部実務必携 13消防団 85部（R2…10 消防団 90 部）＋3 消防団△5 部 

・消防団手帳 15消防団 719部（R2…14 消防団 789 部）+1 消防団△70 部 

・「守れわがまち」 7消防団 191冊（R2…7 消防団 246 冊）△55 冊 

・幹部職章 1消防団（R2…1消防団） 

   イ．その他消防防災関連商品の斡旋事業 

応援プロジェクト会員証 1消防団 20枚（R2…4 消防団 100 枚）△80 枚 

（事業費）167.9万円（事業収益を充当） 

 

５．消防に関する表彰事業 

 

（1）愛媛県消防協会長表彰事業 

功績顕著な消防団や功績・功労のあった消防職団員等を各支部または各市町で選定し、県協

会長表彰を実施した。 

   団体の部 表彰旗：大洲市消防団 

        竿頭綬：西条市消防団、砥部町消防団、伊方町消防団 

個人の部 功績章（79名） 

        勤続章（443名） 

        規律章（48名） 

        親子消防団員表彰（19名） 

        夫婦消防団員表彰（3組） 

感謝状 消防団員家族（77名） 

        団体表彰（70団体） 

（付帯事業）日本消防協会定例表彰  

※令和 4年 3月 4日（金）コロナ禍を鑑み規模縮小して実施。愛媛県からの参加なし。 

団体の部 表彰旗：久万高原町消防団 

        竿頭綬：上島町消防団、松山市消防団、鬼北町消防団 

優良婦人消防隊：該当なし 

個人の部 功績章（22名） 

        精績章（53名） 

         勤続章（296名） 
（事業費）148.6 万円（受取負担金を充当） 
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６．消防防災に関する記念事業及び大会の開催に関する事業 

 

（1）消防操法大会 

  ア．地区大会 

 地区で行われる大会に対し、表彰物品の斡旋や役職員の派遣を行う。（該当なし） 

  イ．愛媛県消防操法大会 

   令和 3年 8月 1日（日）開催予定であったがコロナ禍を鑑み中止。 

  ウ．全国大会（第 28回全国消防操法大会） 

コロナ禍を鑑み中止。 

 

（2）消防大会等県委託事業 

⚫ 愛媛県消防大会  

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、相互の団結を深め、

伝統ある消防精神の高揚を目指す。 

令和 3年 6月 2日（水）開催予定であったが、コロナ禍を鑑み延期。 

実施年月日：令和 3年 11月 4日（木）午後１時 00分～2時 00分 

実施場所：愛媛県県民文化会館 サブホール（松山市道後 2丁目 5-1） 

参加人員：186人 

表彰：令和 3年度愛媛県消防協会長表彰 表彰旗 大洲市消防団 

   令和 3年度愛媛県婦人防火クラブ連絡協議会会長表彰 桑原地区女性防火クラブ 

意見体験発表：松山市消防局 畝本良汰「世界一安全・安心のお接待を」 

       遊子川女性防火クラブ 矢野みつ子「地域に寄り添うクラブとして」 

 

（事業費）53.6 万円（県委託事業収益、受取負担金を充当） 

 

７．消防諸団体の事業に対する協力並びにこれら団体の相互連携に関する事業 

 

（1）各種ブロック会議 

⚫ 中四国ブロック会議 コロナ禍を鑑み、中止。 

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  

各県消防行政及び各県消防協会の現況や各県から提出のあった議題について協議すると 

ともに、意見・情報の交換を行い、相互理解を深める。 

令和 4年 1月 25（月）実施予定であったが、コロナ禍を鑑み書面で実施。 

 

（2）消防出初（観閲）式 

   消防団訓練等の披露、防火防災思想の普及啓発や消防団員の加入促進のために、愛媛県下

各市町が主催する消防出初（観閲）式に協会役職員等を派遣する。 

・令和 4年 1月 8日（土）砥部町 

・令和 4年 1月 9日（日）松前町 

※他市町はコロナ禍を鑑み、中止。 

 

（事業費）0.5 万円（受取補助金、受取負担金を充当） 
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収益事業 

事業内容 

駐車場管理事業 

契約台数 13台×12カ月 

広告等事業 

えひめ消防 

 紙面広告（6社）×4回 

 折込広告（1社） 

バナー広告（6社） 

 

 

 2 重要な契約に関する事項 

特になし 
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 3 役員会等に関する事項 

⑴  執行役員会   

＜第 1回＞ 

開催日時：令和 3年 5月 13日(木)10：00～11：20 

開催場所：オンライン（市町消防本部・県協会） 

協議事項： 

（１）令和 2年度 事業報告書について 

（２）令和 2年度 決算並びに監査報告について 

（３）定時評議員会開催日程及び会議目的事項について 

報告事項： 

  ・理事および評議員の辞任に伴う補欠選任候補者推薦について 

・新型コロナウィルス感染対策の動向及び今後の消防協会行事の対応について 

・愛媛県委託事業について 

・日本消防協会の事業について 

＜第 2回＞ 

開催日時：令和 3年 8月 12日（木）14：55～17：22 

開催場所：オンライン（市町消防本部・県協会） 

協議事項： 

（１）正副団長消防長等研修会と消防大会について 

（２）愛媛県消防操法大会について 

（３）愛媛県消防協会協賛会費について 

報告事項： 

・愛媛県委託事業について 

（近隣市町合同訓練、女性消防団員確保対策事業、未来の消防団加入促進事業） 

・公益インフォメーションへの定期提出書類等について 

・全国消防殉職者慰霊祭について 

・その他（物資斡旋記章の来期値上げ、指導員研修会意見交換会、協会の土地建物） 

＜第 3回＞ 

開催日時：令和 3年 9月 14日（火）15：25～16：20 

開催場所：オンライン（市町消防本部・県協会） 

協議事項： 

（１）協会事業費の精査と協賛会費調整にかかる協会事業見直しについて 

（２）特定資産の目的外取り崩し及び会館補修修繕等積立金の積み立てについて 

（３）愛媛県消防協会会費（協賛会費）の取扱いについて 

報告事項： 

・近隣市町合同訓練（案）について 

・その他（県操法大会に関する会議、県協会事業への参加依頼、防火ポスター掲示） 

＜第 4回＞ 

開催日時：令和 3年 11月 17日（水）13：25～14：40 

開催場所：オンライン（市町消防本部・県協会） 

協議事項： 

（１）令和 4年度市町・一部消防事務組合会費（案）について 

（２）事業の見直しについて 

報告事項：県操法大会に関する会議について 

＜第 5回＞ 

開催日時：令和 3年 12月 23日（木）15：41～17：00 
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開催場所：愛媛県消防協会 2階会議室 

協議報告事項： 

（１）事務局長の定年退職について 

（２）事業の見直しについて 

（３）令和 4年度行事予定について 

（４）その他（愛媛県委託事業の進捗、「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処

理規定」、令和 4年度県操法大会の実施場所、愛媛県への陳情） 

 

⑵  理事会 

＜第 1回＞ 

開催日時：令和 3年 5月 13日(木)13：57～15：20 

開催場所：オンライン（愛媛県消防協会・各市町） 

第 1号議案  令和 2年度事業報告書について 

第 2号議案  令和 2年度決算並びに監査報告について 

第 3号議案  定時評議員会開催日程及び会議目的事項について 

【諸般の報告】 

・理事および評議員の辞任に伴う補欠選任候補者推薦について 

・新型コロナウィルス感染対策の動向及び今後の消防協会行事の対応について 

・愛媛県委託事業について 

・日本消防協会の事業について 

＜第 2回＞ 

開催日時：令和 3年 8月 27日（金）15：30～17：10 

開催場所：オンライン（愛媛県消防協会・各市町） 

第 1号議案 正副団長消防長等研修会と消防大会について 

第 2号議案 愛媛県消防操法大会について 

第 3号議案 愛媛県消防協会協賛会費について 

【諸般の報告】 

・愛媛県委託事業について 

（近隣市町合同訓練、女性消防団員確保対策事業、未来の消防団加入促進事業） 

・公益インフォメーションへの定期提出書類等について 

・全国消防殉職者慰霊祭について 

・協会の土地建物について 

＜臨時理事会＞ 

開催日時：令和 3年 11月 17日（水）14：58～15：55 

開催場所：オンライン（愛媛県消防協会・各市町） 

第 1号議案 令和 4 年度市町・一部消防事務組合会費（案）について 

第 2号議案 事業の見直しについて 

【諸般の報告】 

・県操法大会に関する会議について 
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＜第 3回＞ 

開催日時：令和 4年 2月 24日（木）14：00～14：55 

開催場所：オンライン（愛媛県消防協会・各市町）  

第 1号議案 令和 4年度事業計画書について 

第 2号議案 表彰基準の変更について 

第 3号議案 令和 4年度収支予算書について 

【諸般の報告】 

・新日本消防会館建設に係る寄付金について 

・令和 4年度愛媛県消防操法大会について 

・令和 4年度愛媛県消防協会役員会等の日程について 

・令和 4年度愛媛県慰霊祭・消防大会について 

・愛媛県委託事業の進捗について 

・愛媛県への陳情について 

 

⑶  定時評議員会 

開催日時：令和 3年 5月 28日（金）15：00～16：18 

開催場所：オンライン（愛媛県消防協会・各市町） 

決議及び承認事項 

第 1号議案  議長の選出について 

第 2号議案  議事録署名人の選出について 

第 3号議案  令和 2年度事業報告書について 

第 4号議案  令和 2年年度決算並びに監査報告について 

第 5号議案  理事の辞任に伴う補欠選任について 

第 6号議案  評議員の辞任に伴う補欠選任について 

諸般の報告 

【愛媛県消防協会関係】 

1．令和 3年度事業計画並びに収支予算について 

2．慰霊祭及び消防大会について 

3．愛媛県消防操法大会について 

4．愛媛県委託事業について 

【日本消防協会関係】 

1．第 28回全国消防操法大会について 

2．第 26回全国女性消防団員活性化徳島大会について 

3．新日本消防会館建設の進捗について 

 
(4) 監事監査 

開催日時：令和 3年 4月 20日（火）10：00～12：00 オンライン 
     出 席 者：監事 3名（白鞘浩志、松下豊繁、廣瀬吉孝） 
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   ⑸ その他法人運営諸問題の協議に関する会議等 

愛媛県防災会議 

 委員：愛媛県消防協会長（大西浩司） 

 書面 

日本消防協会主催会議 

理 事：大西 浩司 

 評議員：堀田 公 

令和 3年 6月 3日（木）定時理事会【書面決議】 

令和 3年 6月 17日（木）定時評議員会【書面決議】、臨時理事会【書面決議】 

令和 3年 7月 15日（木）臨時評議員会【書面会議】、臨時評議員会【書面決議】 

令和 4年 2月 9日（水）都道府県事務局長会議 ※コロナ禍により中止 

令和 4年 3月 4日（金）定時理事会【書面決議】 

令和 4年 3月 11日（木）評議員会【書面決議】 

全日本消防人共済会主催会議 

 総代：大西 浩司、堀田 公 

  令和 3年 6月 17日（木）総代会【書面決議】 

  令和 3年 7月 16日（金）臨時総代会【書面決議】 

  令和 4年 3月 4日（金）総代会【書面決議】 

その他協会長出席行事 

 ・消防学校 

［4月 5日（月）入校式、9月 11日（土）、9月 22日（水）初任教育卒業式］ 

 ・戦没者追悼式［8月 15日（木）愛媛県県民文化会館］※コロナ禍で参列者削減により不参加 

 ・年賀交歓会［1月 4日（月）愛媛県県民文化会館］ 
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4 収支及び正味財産増減の状況並びに財産の状況の推移（抜粋） 

                                 単位：千円 

事業年度 R01 年度 3 月末 R02 年度 3 月末 R03 年度 3 月末 

前期繰越収支差額 9,110 11,630 10,562 

当期経常収益合計 32,462 28,405 29,118 

当期経常費用合計 29,667 27,813 25,349 

当期経常増減額 2,795 592 3,768 

次期繰越収支差額 11,630 10,562 13,485 

資産合計 70,667 71,787 76,126 

負債合計 2,596 2,950 3,352 

正味財産 68,071 68,837   72,774 

 

 

Ⅲ 法人の課題 

終息が見通せないのコロナ禍のなか、消防防災の諸問題の解決を図る団体としての

社会的責任を全うするため、どのような施策・事業が必要か見極めながら、持続可能

な団体として、愛媛県や市町とともに、県協会・消防団・消防本部が協働していける

環境を整えていかなければならない。 

また、協会の管理運営に不可欠なものを見極め、いかに環境整備していくのか、具

体化させていかなければならない。 

 

 

Ⅳ 決算期後に生じた法人の状況に関する重要な事実 

   なし 

 

 

 令和 3 年度事業報告では、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34

条第 3 項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」は存在しないの

で作成しない。 

令和 4 年 4 月 

公益財団法人愛媛県消防協会 


