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令和 4年度事業計画 

 

公益財団法人北海道消防協会 

 

Ⅰ 消防技術及び消防団員等の資質向上を図るための事業（公益目的事業１） 

 

 消防団員等が火災や災害から地域住民を守り、安全安心な地域社会を作り上げるため

に必要とされる消防技術の向上、消防の団結強化、士気の高揚を図ることを目的に以下

の事業を実施する。 

 

１ 消防操法訓練大会事業 

（１）令和 4 年度北海道消防操法訓練大会［令和 4年 7月予定］ 

  消防団員の消防技術を錬磨し、安全・迅速・確実な連携行動と強固なる消防精神向

上のため、北海道と共催で実施する。 

    実施場所  北海道消防学校 

    実施種目  小型ポンプ操法 

    出場団   14 団（予定） 

（２）第 29 回全国消防操法大会［令和 4年 10 月 29 日（土）］ 

    実施場所  千葉県市原市 

    出場団   北海道消防操法訓練大会優勝団 

 

２ 消防研修事業 

（１）消防団員指導員研修［令和 4年秋以降予定］ 

  消防団員の教育訓練の指導にあたる者を研修することを目的として、北海道（消防

学校）の協力を得て実施する。 

    実施場所  北海道消防学校 

    参加予定人員  40 人 

（２）消防団員現地教育訓練［随時］ 

  消防団員の資質向上を図るため、北海道（消防学校）と関係機関及び消防本部の協

力を得て、消防団員に対する現地教育訓練を行う。 

    実施回数  原則として 1地方支部 1開催 
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（３）新たな災害環境に対応する消防団のあり方に関する講座 

  平成 25 年 12 月に制定された「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」の趣旨に配慮しながら、これまで以上に防火・防災に対する意識を改革し、消

防団の実情に即した対策強化のため、日本消防協会と連携し研修会を開催する。 

    実施回数  2 地方支部で開催予定 

（４）消防職員の研修 

  防災指導の強化及び円滑な消防行政の推進を図るため、消防職員の研修を全国消防

長会北海道支部と協賛して実施する。 

  また、災害時における人命救助の向上を図るため、消防職員に対する救助技術の訓

練と指導を全国消防協会北海道地区支部と協賛して実施する。 

（５）女性防火クラブ員の研修［令和 4年 9月 30 日（金）］ 

  女性防火クラブ員の資質向上と活動能力等の向上を図るため、第 38 回全道女性防

火クラブ指導者研修会を実施する。 

    実施場所   札幌市内 

    参加予定者  女性防火クラブ員、事務局員等 

（６）各種研修会への講師の派遣 

  北海道（消防学校）及び各地方支部等が主催する消防団員研修会へ講師を派遣し、

消防団の現状等の説明を行い、消防団員の資質の向上を図る。  

（７）日本消防協会等が主催する各種研修会等への参加支援 

  日本消防協会及び日本防火・防災協会が主催する研修会等へ参加する消防団員、女

性防火クラブ員への参加経費の助成、旅行斡旋等を行い、研修を通じた資質の向上と 
活動能力等の向上を図る。 

【日本消防協会主催】 

①消防団幹部特別研修［令和 5年 1月］ 

    実施場所   東京都内 

    参加予定者  調整中 

  ②消防団幹部候補中央特別研修［令和 5年 1月～2月］ 

    実施場所   東京都内 

参加予定者  男性の部 調整中                   

女性の部 調整中                

  ③第 27 回全国女性消防団員活性化大会［令和 4年 11 月 22 日（火）］ 

    実施場所   大会会場     アスティ徳島 

           情報交流会会場   同上 

    参加予定者  道内消防職団員 

  ④消防団員等海外消防事情調査［未定］ 
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【日本防火・防災協会主催】 

①女性防火クラブ全国集会［令和 4年 10 月 27 日（木）］ 

    実施場所   東京都内 

    参加予定者  北海道女性防火クラブ連絡協議会理事 3名 

  ②全国婦人防火連合会総会［令和 5年 1月 26 日（木）］ 

    実施場所   東京都内 

    参加予定者  北海道女性防火クラブ連絡協議会会長 

  ③北海道・東北ブロック女性防火クラブ幹部地域研修会［時期未定］ 

    実施場所   岩手県内 

    参加予定者  北海道女性防火クラブ連絡協議会会長 

 

Ⅱ 防火意識の向上と思想普及のための各種啓発活動を行う事業（公益目的事業２） 

 防火防災意識の向上と防火防災思想の普及促進を図り、消防団等の士気の高揚と団結

強化を推進するため、以下の事業を実施する。 

 

１ 消防大会事業 

（１）北海道消防大会［令和 4 年 8月 27 日（土）］ 

  第７４回北海道消防大会を今金町において開催し、優良消防団（員）、幼少年女性防

火クラブ等の消防関係団体に対する表彰や、消火や人命救助、予防広報活動に尽力し

た一般人に係る功績を顕彰することにより、団結の強化と士気の高揚を図るとともに、

大会の広報を通じて、防火防災意識の高揚を図る。 

    実施場所    今金町総合体育館 

    参加予定人員  800 名 

（２）表彰の実施 

  ①消防職・団員の士気の高揚を図るため、優良消防機関の表彰及び優良消防職・団

員の功績（功労）並びに勤続表彰を行う。 

  ②火災予防住民組織の育成強化のため、幼年、少年、女性消防クラブ等に対する表

彰を行う。 

  ③消防に関する理解と協力を高め、もって一般住民の防災意識の高揚を図るため、

消防業務の運営に貢献のあった民間協力団体に対する感謝状の贈呈を行う。 
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２ 消防殉職者慰霊祭事業 

（１）北海道殉難消防員慰霊祭［令和 4年 6月 24 日（金）］ 

  北海道殉難消防員慰霊祭を札幌市において開催し、火災や災害等の活動により職に

殉じた消防団員、消防職員又は防火防災活動に協力して死亡した一般の人々の功績を

称え、その遺徳を偲ぶとともに、防火防災意識の高揚と消防活動で再び死亡事故を起

こさないための意識を啓発する。 

    実施場所  京王プラザホテル 

    参列予定人員  60 人 

（２）全国消防殉職者慰霊祭［令和 4年 9月 15 日（木）］ 

  日本消防協会主催の全国消防殉職者慰霊祭に遺族代表とともに参列する。 

 

３ 防火啓発、災害支援の推進、消防設備充実強化事業 

（１）防火啓発事業［随時］ 

  ①防火 DVD の活用促進［随時］ 

   防火防災思想の普及に寄与するため、防火 DVD の貸し出しを行う。   

  ②着ぐるみ等の貸し出し［随時］ 

   各地域で行われる防火行事等に着ぐるみ等防火啓発物品を貸し出し、地域住民の

防火防災思想の啓発を行う。 

（２）消防団ＰＲパネル展の開催 

    北海道と共催で消防団ＰＲパネル展を開催し、消防団をＰＲし消防団員増加に対す

る意識付けを行うとともに、防災パネル等を掲示し一般住民に対する防火啓発を行う。 

（３）防火・防災に関する作品コンクール 

防火・防災に関する作品コンクール（ポスター・作文）を北海道と共催で実施し、 

若年層の防火意識の高揚と減災思想の啓発を図るとともに、地域と消防団との関わり

を深め、将来的な団員確保に資する。 

（４）防火ポスターの配布［令和 4年 10 月］ 

  火災予防運動にあたり、全日本消防人共済会の作成するポスターを消防機関に配布

し、防火意識の向上と防火普及啓発を図る。 

（５）消防団応援の店事業 

  消防団に対して企業や飲食店等の事業所の協力のもとに北海道全体で応援する事 

業を展開し、北海道と共催で消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図る。 

（６）災害支援事業［随時］ 

  大規模災害等が発生した場合、被害を受けた被災地への支援や、復旧活動等を行う

地元消防団等に対し活動を支援する制度に基づき、支援金を交付する。 

（７）消防設備の充実強化事業［随時］ 

  住宅用火災警報器の設置率向上のため、普及啓発グッズ等を作成、配布を行う。 



- 5 - 

 

４ 北海道消防新聞発行事業 

北海道消防新聞 22,500 部発行し、消防職・団員をはじめ、市町村、民間防火組織等に

配布し、防災意識の向上と地域住民への防火・防災思想の普及啓発を図るとともに北海

道消防新聞の WEB 化に向けた検討を行う。 

 

５ 自主防災組織育成強化事業 

（１）女性防火クラブ連絡協議会育成強化対策事業 

  ①北海道女性防火クラブ連絡協議会理事会（非改選期のため 1回開催） 

［令和 4年 9月 30 日（金）］ 

    実施場所  札幌市内 

  ②北海道女性防火クラブ連絡協議会定期総会［令和 4年 9月 30 日（金）］ 

    実施場所  札幌市内 

  ③北海道女性防火クラブ連絡協議会地区大会［時期未定］ 

   民間防火組織の拡充強化と防火思想の普及啓発を図るため、道内 1地区において、 

女性防火クラブの地区大会を開催する。 

    実施場所  十勝総合振興局管内（予定） 

  ④女性防火クラブ全国集会（再掲）［令和 4年 10 月 27 日（木）予定］ 

    実施場所  東京都内 

    参加予定者  北海道女性防火クラブ連絡協議会理事 3名（予定） 

  ⑤全国婦人防火連合会総会（再掲）［令和 5年 1月 26 日（木）予定］ 

    実施場所  東京都内 

    参加予定者  北海道女性防火クラブ連絡協議会会長 

  ⑥北海道・東北ブロック女性防火クラブ幹部地域研修会（再掲）［未定］ 

    実施場所   岩手県内 

    参加予定者  北海道女性防火クラブ連絡協議会会長 

  ⑦会報「北の安心だより」を発行し、全道防火クラブ員の防災意識の向上と資質の 

強化を図る。 

（２）少年婦人（女性）防火協議会育成強化対策事業 

  ①全道女性防火クラブ指導者研修会の開催（再掲） 

  ②女性防火クラブ地区大会の開催（再掲） 

 

６ 消防に関する調査研究事業 

消防団員確保対策等に資するため、消防団員数等の調査を実施し、北海道消防新聞や

ホームページ等で公表し、地域消防の研究等に資する。 
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Ⅲ その他の事業 

 

１ 消防互助事業 

（１）相互扶助事業 

  消防団員及び消防職員の福利厚生事業として、会費を納入されている会員に対し見

舞金等の給付を行う。 

（２）本会役員等に対する顕彰事業 

  本会役員等の退任者に対し顕彰を行う。 

（３）消防殉職者遺族会事業 

  消防殉職者遺族会の運営を援助するとともに、遺族会理事会及び遺族交流会の開催、

遺族会会報の発行等を行い、ご遺族の福祉増進を図る。 

 

２ 消防団活性化対策事業 

 消防団の活性化、消防団員の退団抑制並びに加入促進に繋がる事業により地域防災力

の向上を図るため、各地方支部において活性化対策事業を実施する。 

 

３ 地方支部推進事業 

（１）地方支部交付金 

  地方支部を運営するにあたり、地方支部が実施する事業の円滑かつ積極的な推進を

図る。 

（２）地方支部事務局長会議［令和 4年 5月下旬］ 

  本会と各地方支部との連携強化を図るため、地方支部長会議を開催する。 

（３）研修会等への出席［随時］ 

  各地方支部が行う研修会等へ出席し、本会事業の説明を行い本会事業に対する周知

を行う。 

 

４ 日本消防協会共済事業等 

 日本消防協会との連携を緊密化し、福祉共済事業等を実施することにより消防職団員

の福利厚生を図り、関連事業の効果的な推進に努める。 
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Ⅳ 会議の開催 

 

１ 北海道消防協会役員等会議 

（１）正副会長会議 

  ①令和 4年 6月 7 日（火） 

  ②令和 4年 6月 24 日（金） 

  ③令和 4年 7月【北海道消防操法訓練大会休憩時】 

  ④令和 5年 3月 17 日（金） 

  上記の他、必要に応じて随時開催 

（２）定例理事会 

  ①令和 4年 6月 7 日（火） 

  ②令和 5年 3月 17 日（金） 

（３）臨時理事会 

  令和 4年 6月 24 日（金）（予定） 

（４）定時評議員会 

  令和 4年 6月 24 日（金）（予定） 

（５）臨時評議員会 

  令和 5年 3月 17 日（金）（予定） 

（６）地方支部長会議 

  令和 5年 3月 17 日（金）【第 2回定例理事会、臨時評議員会前】 

  上記の他、北海道消防操法訓練大会終了後等に必要に応じて随時開催 

（７）地方支部事務局長会議（再掲） 

 

２ 日本消防協会役員等会議 

（１）日本消防協会正副会長会議 

（２）定時理事会 

（３）定時評議員会 

（４）臨時理事会 

（５）日本消防会館建設運営委員会 

（６）消防団員確保対策等委員会 

（７）福祉共済事業等運営委員会 

（８）全日本消防人共済会理事会 

（９）全日本消防人共済会評議員会 

（10）都道府県消防協会事務局長会議 

 


