
平成３０年度事業報告

事 業 名 実施月日 実 施 状 況

会計事務監査 4月26日 平成２９年度会計事務監査
於 大分市 ｢パルスファイブ｣

正副会長会議 5月 9日 ・平成２９年度会計事務監査結果について
・平成３０年度実施事業及び行事計画について

等
於 大分市 ｢協会事務所｣

(市町村主催) 5月17日 提出議題について協議
県下消防団長会議（前期） 於 大分市 ｢パルスファイブ｣

（日本消防協会） 委員（近藤会長）として出席
日本消防会館改築委員会 5月23日 於 東京都 ｢日本消防会館｣

第１回理事会 5月30日 ・平成29年度事業実施報告及び収支決算を承認

於 大分市 「パルスファイブ」

第１回評議員会 5月30日 ・評議員の補欠の選任
・平成29年度事業実施報告及び収支決算を承認
・理事及び監事の選任

於 大分市 「パルスファイブ」

第２回理事会 5月30日 ・役員（理事・監事）の就任承諾
・正副会長の選定

於 大分市 「パルスファイブ」

（日本消防協会） 委員（近藤会長）として出席
日本消防会館改築委員会 6月14日 於 東京都 ｢日本消防会館｣

（日本消防協会） 副会長（近藤会長）として出席
正副会長会議 6月15日 於 東京都 ｢日本消防会館｣
定時理事会・評議員会

第１回消防団幹部研修会 6月28日 ・平成３０年度主要事業等について
・日本消防協会職員による共済事業の説明

・消防団幹部、担当者等 １０２名参加
於 別府市 「豊泉荘」

消防協会九州ブロック協 7月 5日 ・協議会の予算及び決算について承認
議会定例会長会議 ・各県提出議題について協議

於 熊本市 ｢ホテル日航熊本｣

（日本消防協会） 副会長（近藤会長）出席
日中韓消防協会会議 7月12日 於 東京都 ｢ホテルオークラ東京｣
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（日本消防協会） 7月17日 共済事業等説明、事務局職員出席
九州地区事務担当者会議 於 長崎市「ホテルセントヒル長崎」

第３回理事会 7月25日 第71回日本消防協会定例表彰上申者及び平成30
(平成30年度表彰委員会) 年度大分県消防協会長表彰受章者を選考

於 大分市 「パルスファイブ」

正副会長会議 8月 2日 ・大分県消防操法大会について
・平成30年度後期の事業計画等について

於 大分市 ｢協会事務所｣

第30回大分県消防操法大 8月19日 ポンプ車の部7隊、小型ポンプの部16隊が出場
会 優勝 ポンプ車の部 豊後大野市消防団

小型ポンプの部 九重町消防団
於 由布市 「大分県消防学校」

（日本消防協会） 8月20日 ・委員（近藤会長）として平成30年7月豪雨被
地震等防災対策委員会 21日 災地現地調査に参加

広島県広島市、岡山県倉敷市

（日本消防協会） 委員（近藤会長）として出席
正副会長会議・日本消防 9月12日 於 東京都 ｢日本消防会館｣
会館建設運営委員会

（日本消防協会） 9月13日 参列者 大分県遺族代表８名
第37回全国消防殉職者慰 (新合祀遺族を含む)
霊祭 於 東京都 「日本消防会館」

（日本消防協会） 9月13日 副会長（近藤会長）として出席
臨時理事会 於 東京都 「日本消防会館」

（日本消防協会） 近藤会長及び香川副会長出席
「地域防災を担う人づく 9月18日 於 東京都 ｢都市センターホテル｣
り」国際シンポジウム

女性消防団員研修会 9月26日 ・消防団幹部候補中央特別研修報告
・団長を交えた意見交換
・日本消防協会出前講座

新時代に対応した消防団運営のあり方に関す
る講座
演題 「先進的な訓練事例と消防団活動」
講師 埼玉県入間市消防団

前団長 内村良一 氏
・団長、女性団員等65名参加

於 大分市 「パルスファイブ」

（大分県） 協議会委員（近藤会長）として出席
第１回大分県消防広域化 9月28日 於 大分市 ｢大分県医師会館｣
推進計画策定協議会
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（日本消防協会） 10月 2日 消防資機材交付事業として交付決定
福祉共済事業等による消 日出町消防団 防災活動車(ＳＵＶ型) １台
防車輌の交付 臼杵市消防団 防災活動車(軽自動車) １台

平成３０年１２月納車

第26回全国消防操法大会 10月19日 九重町消防団が小型ポンプの部に出場
於 富山市

富山県広域消防防災センター

大分県消防殉職者慰霊祭 10月26日 災害から住民の生命、財産を守る活動中に殉職
された消防職団員の慰霊祭

参列者 １５５名
於 「大分県消防学校」

（市町村主催） 11月 5日 提出議題について協議
県下消防団長会議(後期) 於 宇佐市 「宇佐ホテルリバーサイド｣

全国女性消防団員活性化 11月 9日 県下６市から２４名参加
大会 ～10日 佐伯市消防団(４名)が活動事例を発表

於 大津市 ウカルちゃんアリーナ
（滋賀県立体育館）

消防団員指導員研修 12月5日 消防団員の教養と消防技術の向上を図るため
（県消防学校に委託） ～ 指導員研修（火災防ぎょ指導員養成科）を日本

12月7日 消防協会助成事業として実施
参加者 ８名

於 「大分県消防学校」

（日本消防協会） 委員（近藤会長）として出席
日本消防会館建設運営委 12月 6日 於 東京都 ｢日本消防会館｣
員会

大分県消防大会 参加者 ３９０人
（大分県・由布市と共催）12月 9日 於 由布市 「はさま未来館」

◎表彰式
■県知事表彰

消防功労章 ３１名
永年勤続功労章 ４９名

■県消防協会長表彰
まとい 団体 由布市消防団
永年勤続功労者表彰 （１，０７１名）

３５年以上 １０５名
３０年以上 １８８名
２５年以上 ３５９名
２０年以上 ４１９名

感謝状 （４０２名）
指導員 ２７名
退任協会役員 ４名
永年勤続退団者 ３７１名
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■表彰披露
・叙勲（30年春・30年秋） ４０名
・褒章（30年春） ２名
・消防庁長官表彰（平成３０年３月７日）

機関表彰（竿頭綬）
別府市消防本部・別府市消防団

功労章 ２名
永年勤続功労章 ５８名

・日本消防協会長表彰（平成３０年３月６日）
個人表彰 （２５２名）
功績章 １８名
精績章 ４１名
勤続章 １９３名

◎第１９回大分県消防団員意見発表会
消防団員６人が消防活動について日頃感じて
いることや改善事項などの意見を発表

最優秀賞 別府市消防団 山本 真
◎アトラクション 庄内子供神楽愛好会

第２回消防団幹部研修会 12月13日 ①日本消防協会健康セミナー
【心のコリ】をほぐすストレスマネージメント

講師 健康運動指導士／メンタルヘルスカウンセラー
笹原 美智子 氏

②平成31年度主要事業計画等について
消防団幹部、担当者等 ９０名参加
於 別府市 「豊泉荘」

（大分県） 協議会委員（近藤会長）として出席
第２回大分県消防広域化 12月20日 於 大分市 ｢大分県庁｣
推進計画策定協議会

（日消主催） 31年 消防団を取り巻く諸問題等について、特別研修
第４５回消防団幹部特別 1月15日 を行い、消防団幹部としての見識を高め、消防
研修 団運営に反映させることにより地域住民の安心

～18日 安全の向上に資する。
参加者 大分市消防団 副団長 溝邉由裕

於 東京都 「日本消防会館」

（大分県） 協議会委員（近藤会長）として出席
第３回大分県消防広域化 1月29日 於 大分市 ｢大分県医師会館｣
推進計画策定協議会

（日消主催） 男性 消防団の幹部候補として活躍が期待される消防
第１８回消防団幹部候補 1月30日 団員に対し、男女別に特別研修を実施し、将来
中央特別研修 ～2月1日 の消防団幹部を養成するもの

男性の部 佐伯市消防団 班長 宮脇幸誠
女性 津久見市消防団 副分団長 岩﨑則幸
2月13日 女性の部 竹田消防団 部長 髙本輝美
～15日 竹田市消防団 班長 赤峰佐知子

於 東京都 「日本消防会館」
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（日本消防協会） 委員（近藤会長）として出席
日本消防会館建設運営委 2月 6日 於 東京都 ｢日本消防会館｣
員会

正副会長会議 2月 8日 ・平成３０年度事業執行状況について
・平成３１年度事業計画について 等

於 大分市 ｢協会事務所｣

（日消主催） 2月26日 ・日本消防協会31年度事業計画等について
全国都道府県消防協会 ・全国女性消防操法大会の出場順抽選
事務局長会議 於 東京都 「日本消防会館」

(日本消防協会) 3月 5日 副会長(近藤会長)、評議員(香川副会長)、生協
定時理事会・評議員会 総代（井上副会長）出席

於 東京都 「日本消防会館」

(日本消防協会) 於 東京都 「日本消防会館」
第71回日本消防協会定例 3月 5日 功績章 １８名（うち女性１名）
表彰式 精績章 ４０名（うち女性１名）

勤続章 １８５名

第４回理事会 3月12日 ・30年度補正予算(案)及び31年度事業計画
第２回評議員会 並びに予算(案)等について

於 大分市 「パルスファイブ」

（大分県） 協議会委員（近藤会長）として出席
第４回大分県消防広域化 3月19日 於 大分市 ｢土地改良会館｣
推進計画策定協議会


