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平成２８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 

昭和２４年１２月１４日 設立登記 

平成 ９年 ６月１１日 変更 

平成１７年 ３月 ４日 変更 

平成１９年 ４月２７日 変更 

平成２４年 ３月１２日（公益財団法人に移行） 

平成２５年 ３月２５日 定款変更 

平成２５年 ５月１７日 定款変更 

平成２６年 ６月 ４日 定款変更 

 

 ２ 定款に定める目的 

   本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火災予防思想の普及 

   (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、消防職員並びに県民の消防功労者の表彰 

 (５) 消防に係る諸団体相互間の連絡調整、事業の協力 

   (６) 消防に関する図書及び機関紙の発刊 

 (７) 消防職団員の共済事業に関すること 

 (８) 消防職団員の福祉厚生に関すること 

  (９) 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  

(10) 各種事業の適正化効率化を支援すること 

(11) 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

及び駐車場を賃貸すること 

(12) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 
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 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 

   

 

 

 

 

 

 

 

  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（喜多郡内子町・大洲市・西予市・八幡浜市・西宇和 

郡伊方町・宇和島市・北宇和郡松野町・北宇和郡鬼北町 

・南宇和郡愛南町・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１５名・監事３名 

種  類 前 期 末 当 期 末 前期末比増減 

普通会員 ２２，３４３名 ２２，２２１名 －１２２名 

賛助会員 ０名 ０名 ０名 

名誉会員 １６名 １６名 ０名 

特別会員 ２４団体 ２４団体 ０団体 

合  計 24 団体 22,359 名 24 団体 22,237 名 －１２２名 

役 職 等 氏   名 常勤・非常勤の別 担当職務・現職 

会    長 土居 敏夫 非常勤 久万高原町消防団長 

業務執行理事 萬條  裕 非常勤 西条市消防団長 

業務執行理事 井戸 善昭 非常勤 松山市消防団長 

業務執行理事 中川 一夫 非常勤 大洲市消防団長 

理    事 青野  勝 非常勤 県市長会会長（前西条市長） 

理    事 清水 雅文 非常勤 県町村会（愛南町長） 

理    事 永井  孝 非常勤 県県民環境部防災局消防防災安全課長 

理    事 芳野 浩三 非常勤 県消防長会会長（松山市消防局長） 

理    事 宮武 髙志 非常勤 県消防長会（西条市消防本部消防長） 
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   (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 織川 真二 非常勤 久万高原町消防本部消防長 

評 議 員 西川  傳 非常勤 西予市消防本部消防長 

評 議 員 田中 富造 非常勤 上島町消防団長 

評 議 員 山川 彰夫 非常勤 四国中央市消防団長 

評 議 員 飯尾  始 非常勤 新居浜市消防副団長 

評 議 員 越智 勇清 非常勤 今治市消防副団長 

評 議 員 高橋 公一 非常勤 西条市消防副団長 

評 議 員 森  光夫 非常勤 東温市消防団長 

評 議 員 青野 光男 非常勤 松山市消防副団長 

評 議 員 後藤 英治 非常勤 砥部町消防団長 

評 議 員 池内 勝彦 非常勤 松前町消防団長 

評 議 員 長山 南海男 非常勤 久万高原町消防副団長 

評 議 員 髙橋 賢次 非常勤 内子町消防団長 

評 議 員 鷹野 正志 非常勤 愛南町消防団長 

評 議 員 菊池 隼人 非常勤 伊方町消防団長 

評 議 員 岡本 純一 非常勤 松野町消防団長 

評 議 員 水野 和昭 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 平均年齢 平均勤続年数 

男 子   ２名   ±０名 ５０.５歳  ３年６ヶ月 

 女 子   １名   ±０名 ４０ 歳  ６年１ヶ月 

 臨 時（女子）   １名   ±０名 ４３ 歳  １年７ヶ月 

合計又は平均   ４名   ±０名 ４３.５歳  ３年７ヶ月 

補記：県委託事業臨時職員含む 

理    事 増田 智彦 非常勤 県消防長会（愛南町消防本部消防長） 

理    事 堀田  公 非常勤 新居浜市消防団長 

理    事 山本 明德 非常勤 今治市消防団長 

理    事 岡田 吉弘 非常勤 伊予市消防団長 

理    事 佐伯 茂喜 非常勤 西予市消防団長 

理    事 菊池 眞策 非常勤 八幡浜市消防団長 

監    事 曽我部 光夫 非常勤 四国中央市消防副団長 

監    事 大西 浩司 非常勤 松山市消防副団長 

監    事 山下  忠文 非常勤 宇和島市消防団長 
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９ 許認可等に関する事項 

   提出    平成２８年６月２８日 

         １．事業報告書等の提出 

   変更届出  平成２８年８月１０日 

         １．理事及び監事の任期満了に伴う変更届出並びに 

評議員の退任者に伴う変更の届出 

    提出    平成２９年２月１７日 

          １．平成２７年度事業報告等の補正修正の提出  

    提出    平成２９年３月１４日 

          １．事業計画書等の提出 

 

Ⅱ 事業の状況 

 1 事業実施状況 

法人会計【会議】 

項  目 主要な施策 事業の内容 

１会議 (県協会主催) 

１会長、業務執行理事

会    （５回） 

２理事会  （３回） 

 臨時理事会（１回） 

３評議員会 （１回） 

４監事監査 （１回） 

５その他の協議会 

 

１ 必要に応じた会議を随時開催し、検討、問題点

等の協議を図り、円滑で適正な行事の実施及び管

理運営等に努めた。 

 

公益目的事業１【人材育成事業】 

１愛媛県消防大会 １愛媛県消防大会 １ 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

る消防精神を高揚に努めた。 

※【附属明細書 2 ページ参照】 

２消防研修事業 

 

(県消防協会主催) 

１地域消防防災研修会 

 

 

 

２地域活性化事業協力 

 

 

 

１ 市町防災活動の活性化を目的に、地域の活動に 

対して助成を行った。 

※【附属明細書 3 ページ参照】 

 

２ 支部活動の活性化を目的に、活動に対して助成

を行った。 

※【附属明細書 3 ページ参照】 
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３県内女性消防団員研

修会 

 

 

４入会促進事業 

 

 

５消防団員確保キャラ

バン事業 

 

 

６女性消防団員加入促

進アピール大会 

 

 

 

(日本消防協会主催) 

１中四国ブロック会議 

 

 

 

 

（四国各県・各県消防

協会主催） 

１四国 4 県ブロック会

議 

３ 女性消防団員の資質の向上に努め、年間を通じ

て女性消防団員の入団の促進に努めた。 

※【附属明細書 4･5 ページ参照】 

 

４ 入会促進に係る説明会を入団式等で実施した。 

※【附属明細書 5 ページ参照】 

 

５ 各支部においてキャラバン隊を結成し、各種イ

ベント等においてキャラバン活動を実施した。 

※【附属明細書 5 ページ参照】 

 

６ 女性消防団員加入促進アピール大会を開催し、

基調講演等を行い、県民への啓発活動を行うとと

もに女性消防団員の加入促進に努めた。 

※【附属明細書 6･7 ページ参照】 

 

 

１ 日本消防協会からの伝達事項や、各県消防協会

が抱える諸問題等の意見交換や交流を行い、協会

運営等の円滑化を図った。 

※【附属明細書 7 ページ参照】 

 

 

 

１ 各県の消防防災の諸問題等について協議する

と共に、情報や意見交換を行い、今後の消防行政、

協会運営の発展を図った。 

※【附属明細書 7 ページ参照】 

３消防団員育成事業 （県消防協会主催） 

１幹部研修会 

 

 

 

 

２指導員研修会 

 

 

 

 

１ 正副団長消防長等研修会を開催し、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ために実施した。 

※【附属明細書 8 ページ参照】 

 

２ 消防団員指導員研修会を開催し、消防団員の指

導者を養成し、消防団の士気の高揚及び資質の向

上を図った。 

※【附属明細書 8 ページ参照】 
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３消防団員意見発表 

 

 

 

４消防学校との連携 

 

 

 

(日本消防協会主催) 

１理事会 

２評議員会 

３監査 

４その他会議 

 

 

５消防協会会議の出席 

 

 

 

６消防団幹部特別研修 

 

 

 

 

７消防団幹部候補研修 

 

 

 

８全国女性消防団員活

性化大会 

 

 

９女性消防団員リーダ

ー会議 

 

１０「地域防災と消防

団」国際シンポジウ

ム 

３ 消防団活動に関する課題等ついて意見発表を

行った。 

※【附属明細書 9 ページ参照】 

 

４ 消防団員等の教育・訓練機関である愛媛県消防

学校との連携の充実を図った。 

※【附属明細書 9 ページ参照】 

 

 

１２３４ 日本消防協会が実施する事業・行事・研

修等に県協会として参加し、連絡、調整、周知し

た。 

※【附属明細書 10 ページ参照】 

 

 

５ 消防協会事務局長会議等に参加し、連絡、調整、

周知した。 

※【附属明細書 10 ページ参照】 

 

６ 各都道府県消防団幹部が一堂に会し、消防団幹

部としての見識を高め、消防団運営に反映させる

ことを目的とした研修会へ参加した。 

※【附属明細書 10 ページ参照】 

 

７ 消防団の幹部候補として期待される団員に、災

害対応能力や指導者としての研修を行った。 

※【附属明細書 10 ページ参照】 

 

８ 第２２回全国女性消防団員活性化北海道大会

に参加した。 

※【附属明細書 11 ページ参照】 

 

９ 女性消防団員リーダー会議が開催された。 

※【附属明細書 11 ページ参照】 

 

１０「地域防災と消防団」国際シンポジウムが開催 

された。 

※【附属明細書 11 ページ参照】 
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(消防庁主催) 

１地域防災力充実強化

大会 

 

２地域防災力向上シン

ポジウム 

 

(全日本消防人共済会 

主催) 

１総代会 

 

１ 地域防災力充実強化西日本大会に参加した。 

※【附属明細書 11 ページ参照】 

 

２ 地域防災力向上シンポジウムに参加した。 

※【附属明細書 12 ページ参照】 

 

 

 

１ 全日本消防人共済会が実施する事業・行事・研

修等に県協会として参加し、連絡、調整、周知し

た。 

※【附属明細書 12 ページ参照】 

４消防ポンプ操法大

会 

１愛媛県消防操法大会 

 

 

２全国消防操法大会 

１ 第２９回愛媛県消防操法大会を開催した。 

※【附属明細書 12 ページ参照】 

 

２ 第２５回全国消防操法大会に愛媛県代表とし

て出場した。 

※【附属明細書 13 ページ参照】 

 

公益目的事業２【普及啓発事業】 

１防火防災思想の普

及啓発 

 

 

(県消防協会主催) 

１火災予防標語のリー

フレット作成 

 

２機関誌「えひめ消防」

の発行 

 

 

 

３ホームページによる

防火防災の啓発 

 

 

 

４各種行事の参加 

 

 

 

１ 火災予防リーフレットを作成配布した。 

※【附属明細書 13 ページ参照】 

 

２ 年４回、県内や全国の消防職団員等の動向及び

活動内容の紹介、団員の意見体験談等を掲載した

新聞を発行した。 

※【附属明細書 13 ページ参照】 

 

３ 愛媛県消防協会ホームページにて消防職団員

及び県民に対する火災予防思想の普及啓発を図

るとともに、消防に関する情報を提供した。 

※【附属明細書 13 ページ参照】 

 

４ 「安全・安心ふれ愛フェア」等に参加し消防防

災の重要性の推進を図り、消防の存在感をアピー

ルした。 ※【附属明細書 14 ページ参照】 
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５主催・共催・協賛・

後援事業の推進 

 

 

 

(日本消防協会主催) 

１機関紙の配布 

 

 

 

(全日本消防人共済会主催)  

１防火ポスター図案募

集・防火防災に関す

る作文募集 

５ 国・地方公共団体・各種団体等との共催・協賛・

後援事業を推進し、防火防災思想の普及啓発を図

ると共に協会の知名度の向上に努めた。 

※【附属明細書 14 ページ参照】 

 

 

１ 日本消防協会発行の機関誌の原稿を募集及び

配布し、全国の消防団員等の活動内容、国、日本

消防協会等の動向を紹介した。 

 

 

１ 児童・生徒を対象に防火ポスター図案募集及び

防火防災に関する作文募集を行った。 

また、防火防災等に関するポスター等の配布を

行った。   ※【附属明細書 15 ページ参照】 

２表彰事業等 

 

(県消防協会主催) 

１愛媛県消防協会長表

彰 

 

 

２県民及び応援事業所

への感謝状の授与 

 

(日本消防協会主催) 

１日本消防協会長表彰 

 

１ 消防出初式等において優良消防団及び消防職

団員を表彰し、士気の高揚、消防活動の活性化を

図った。   ※【附属明細書 15 ページ参照】 

 

２ 特に功績のあった団体(県民)に対し感謝状を授

与した。   ※【附属明細書 15 ページ参照】 

 

 

１ 日本消防協会定例表彰の推薦を行った。 

※【附属明細書 15 ページ参照】 

３市町消防団運営

助成 

１大規模災害活動助成 

 

１ 甚大な被害をもたらした災害に対する防災活

動に従事した消防団に対して、愛媛県消防協会災

害対策交付要綱に基づき災害対策支援金を交付

した。 

※【附属明細書 16 ページ参照】 

４消防防災に関する

物資斡旋 

１消防防災に関する教

本、その他物資斡旋 

１ 市町、消防本部に消防に関する物資を、購入要

望に応じて、発注、発送を行うなど市町等の利便

性を図った。 

 

収益事業【駐車場管理事業・広告事業】 

１駐車場賃貸事

業 

１駐車場賃貸事業 １ 愛媛県消防協会敷地内の駐車場貸付を行った。 

※【附属明細書 16 ページ参照】 
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２広告等事業 １広告事業 １ ホームページバナー広告、機関誌「えひめ消防」

広告及び折込広告の募集、掲載を行った。 

※【附属明細書 16 ページ参照】 

 

その他の事業１【共済事業】 

１共済事業 １福祉共済への加入促

進及び申請 

 

 

 

 

 

２消防個人年金への加

入促進 

１ 消防団員及び消防職員等が死亡又は障害を受

けた場合に、その家族等の生活の安寧を図るな

ど、福祉の増進に寄与すること目的に、チラシの

配布及び説明会を開催し加入促進を図った。 

また、給付請求を行った。 

※【附属明細書 16 ページ参照】 

 

２ 消防職団員のゆとりある老後の生活のため、拠

出型企業年金保険の加入促進に努めた。 

※【附属明細書 16 ページ参照】 

 

その他の事業２【福祉厚生事業】 

１福祉厚生 (県消防協会主催) 

１弔慰金見舞金の贈呈 

 

 

 

２消防殉職者慰霊祭の

実施 

 

 

３殉職者遺族慰問 

 

 

 

４えひめ 愛顔で消防

団員応援プロジェク

ト事業 

 

 

 

 

 

 

１ 現職消防職団員が死亡し、又は障害を受けた場

合、遺族又は本人に給付をした。 

※【附属明細書 17 ページ参照】 

 

２ 消防職団員及び遺族が参列し、消防殉職者慰霊

祭を挙行し、御霊の安らかな冥福を祈った。 

※【附属明細書 17 ページ参照】 

 

３ 殉職者遺族の慰問に対して、御香料をお供えし

た。 

※【附属明細書 17 ページ参照】 

 

４ 県内の飲食店や物品販売店など各種の事業所

等に協力を求め、消防団員応援事業として、地域

の安全・安心のため活動する消防団員やその家族

等を対象とした割引等の優遇制度を設け、消防団

員の士気の高揚と団員確保につなげるとともに

併せて地域産業の振興につなげた。 

※【附属明細書 17 ページ参照】 
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(日本消防協会主催) 

１全国殉職者慰霊祭参

列 

 

２健康増進機器の配布

及び車両の配車申請 

 

 

 

 

(全日本消防人共済会 

主催) 

１消防人共済制度の加

入促進及び申請 

 

 

１ 全国殉職者慰霊祭に参列し冥福を祈った。 

※【附属明細書 17 ページ参照】 

 

２ 日本消防協会からの交付金を財源として消防

団員等の健康確保等を目的に、健康管理器具等の

購入と配布を行った。 

また、福祉共済事業還元に係る車両の配車申請

を行った。  ※【附属明細書 18 ページ参照】 

 

 

 

１ 消防職団員等の自宅が火災等で罹災した場合、

見舞金請求を行った。 

また、チラシの配布等を行い加入促進に努め

た。 

※【附属明細書 18 ページ参照】 

２日本消防協会事業

協力 

１機関誌「消防育英」

及び「少年消防クラ

ブニュース」の配布 

１ 消防育英会等発行の機関誌を配布して、全国の

消防団員等の活動内容、国、日本消防協会等の動

向を紹介した。 

３その他 １県民が参画した訓 

練等の事業協力 

 

 

２各市町消防出初式・

観閲式 

１ 県民の参加を広く呼びかけ、一般住民等も参画

した公益性の高い事業に協力した。 

※【附属明細書 18 ページ参照】 

 

２ 各市町が開催する消防出初式・観閲式に出席し

た。 

※【附属明細書 18 ページ参照】 
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 2 重要な契約に関する事項 

特になし 

 

 3 役員会等に関する事項（理事会・評議員会) 

⑴ 会長・業務執行理事会 

   （第 1 回） 

    開催年月日 平成 28 年 5 月 2 日（月）午前 9：53～11：50 

    議事事項等 

理事会提出議案の審議 

・「平成 27 年度事業報告」について 

          ・「平成 27 年度決算並びに監査報告」について 

          ・「定時評議員会の開催日程及び会議の目的事項」について 

    報告協議事項 

【県消防協会関係】 

・役員（理事・監事）の任期満了に伴う、選任候補者推薦名簿及び

評議員の辞任に伴う補欠選任候補者推薦名簿について 

・定時評議員会終了後の意見交換会について 

・平成２８年度第９１回殉職消防職団員慰霊祭について 

・平成２８年度愛媛県消防大会について 

・愛媛県防災基本条例の一部改正について 

・第２９回愛媛県消防操法大会について 

【日本消防協会関係】 

・「消防団応援の店」の全国展開について 

・日本消防協会常務理事の選定について 

・日本消防会館改築問題について 

・「地域防災と消防団」国際シンポジウムについて 

・第２５回全国消防操法大会について 

・第２２回全国女性消防団員活性化北海道大会の開催及び 

第２３回全国女性消防団員活性化大会の開催地について 

・消防団員等福祉共済入院見舞金の支給要件の緩和について 

・消防育英会給付基準の改正等について 

・「第１回防災推進国民大会」の開催について 

・平成２８年度共済事業による交付車両の要望調査について及び 

全日本消防人共済会共済還元事業について 

・新型インフルエンザ等特別措置法に基づく特定接種について 

・大規模災害対策支援金交付要綱の制定について 

・平成２８年度新時代に対応した消防団運営方策の普及に係る 

講座について 
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・地域防災力の充実強化のための要望について 

【その他】 

・消防協会ホームページのリニューアルについて 

【消防学校】 

・平成２８年度消防団員教育訓練及び特別教育の実施について 

 

（第 2 回） 

    開催年月日 平成 28 年 6 月 24 日（金）午後 3：40～5：17 

    議事事項等 

・役員報酬の辞退について 

・平成２９年度消防防災関係施策等に関する提案要望について 

・平成２８年度共済事業による交付車両の要望調査推薦について 

・平成２８年度愛媛県消防操法大会における役割について 

・女性消防団員リーダー会議の実施及び参加者の推薦について 

    報告協議事項 

【県消防協会関係】 

・福祉共済制度等における事務担当者説明会の開催について 

・全国ブロック別実務担当者会議について 

・第４５回消防救助技術四国地区指導会について 

・愛媛県戦没者追悼式について 

・福祉共済等に係る請求の流れについて 

・個人情報の取扱について 

・後援共催事業助成金について 

・支部事業費及び事務費について 

・支部から県協会への要望等について 

【日本消防協会関係】 

・地域防災力充実強化のための総合的対策について 

・日本消防会館改築問題について 

・熊本地震への対応について 

・今後の全国消防操法大会等の開催について 

・「地域防災と消防団」国際シンポジウムについて 

・平成２８年度消防団幹部等海外消防事業調査について 

・ケニアに対する消防車両援助への ODA 活用について 

・平成２８年度少年消防クラブ全国交流大会について 

・消防団装備の現況について 

・「全国消防団応援の店」について 

・消防育英会支援自動販売機について 

・「第１回防災推進国民大会」の開催について 
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・消防庁主催「地域防災力充実強化大会」等の日程について 

【その他】 

・映画『ふるさとがえり』上映 

 

   （第 3 回） 

開催年月日 平成 28 年 9 月 26 日（月）午後 1：00～1：58 

     報告協議事項 

・「消防団員確保キャラバン隊出発式」について 

・「正副団長消防長等研修会」について 

・「地域防災力充実強化大会 in 佐賀 2016 視察研修」について 

・「全国消防操法大会に係る県知事表敬訪問」について 

・「平成 29 年度消防防災関係施策等に関する提案・要望書」 

について 

【その他】 

・「第 24 回全国女性消防団員活性化大会」について 

・「平成 28 年度女性消防団員加入促進アピール大会」について 

 

   （第 4 回） 

開催年月日 平成 28 年 12 月 4 日（日）午前 10：00～10：35 

     報告協議事項 

・消防団への加入に係る御協力について 

 

（第 5 回） 

開催年月日 平成 29 年 2 月 14 日（火）午後 2：00～3：58 

議事事項等 

・平成２９年度事業計画書について 

・平成２９年度収支予算書について 

・事務局職員(使用人)の任免について 

報告協議事項 

【愛媛県消防協会関係】 

・平成２８年度四国４県消防ブロック会議（徳島県）の結果 

について 

・平成２８年度監事監査、第１回定時理事会及び定時評議員会等 

の日程について 

・「女性消防団員加入促進アピール大会」のアンケート結果 

について 

・消防団員確保キャラバン事業等の配布物について 

・愛媛県綜合警備保障㈱並びに一般社団法人愛媛県警備業協会 
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への消防団への加入に係る協力について 

・公益目的事業の事業内容の変更に伴う、所管行政庁への変更届出 

（認定申請書の記載事項の変更に伴わないもの）について 

（公益法人認定法第１１条） 

・消防操法大会の出場車両等の事前検査について 

・全国女性消防団員活性化広島大会の参加について 

【日本消防協会関係】 

・日本消防協会臨時理事会の決定事項について 

・日本消防会館の改築問題について 

・第６９回日本消防協会定例表彰について 

・「消防団応援の店」について 

【消防庁関係】 

・自治体消防制度７０周年記念式典の実施について 

 

⑵ 理事会（第 1 回） 

開催年月日 平成 28 年 5 月 2 日（月）午後 2：30～4：20 

開催場所  松山市築山町「愛媛県消防会館」 

議事事項等 

決議及び承認事項 

・「平成２７年度事業報告書」について 

・「平成２７年度決算並びに監査報告」について 

・「定時評議員会の開催日程及び会議の目的事項」について 

報告協議事項 

【県消防協会関係】 

・役員（理事・監事）の任期満了に伴う、選任候補者推薦名簿及び

評議員の辞任に伴う補欠選任候補者推薦名簿について 

・定時評議員会終了後の意見交換会について 

・平成２８年度第９１回殉職消防職団員慰霊祭について 

・平成２８年度愛媛県消防大会について 

・愛媛県防災基本条例の一部改正について 

・第２９回愛媛県消防操法大会について 

【日本消防協会関係】 

・「消防団応援の店」の全国展開について 

・日本消防協会常務理事の選定について 

・日本消防会館改築問題について 

・「地域防災と消防団」国際シンポジウムについて 

・第２５回全国消防操法大会について 

・第２２回全国女性消防団員活性化北海道大会の開催及び 
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第２３回全国女性消防団員活性化大会の開催地について 

・消防団員等福祉共済入院見舞金の支給要件の緩和について 

・消防育英会給付基準の改正等について 

・「第１回防災推進国民大会」の開催について 

・平成２８年度共済事業による交付車両の要望調査について及び 

全日本消防人共済会共済還元事業について 

・新型インフルエンザ等特別措置法に基づく特定接種について 

・大規模災害対策支援金交付要綱の制定について 

・平成２８年度新時代に対応した消防団運営方策の普及に係る 

講座について 

・地域防災力の充実強化のための要望について 

【その他】 

・消防協会ホームページのリニューアルについて 

【消防学校】 

・平成２８年度消防団員教育訓練及び特別教育の実施について 

 

臨時理事会（第１回） 

開催年月日 平成 28 年 5 月 17 日（月）午後 4：45～5：05 

開催場所  松山市道後鷺谷町「ホテル椿館３階会議室」 

議事事項等 

決議及び承認事項 

・「招集手続きの省略の同意」について 

・「仮議長の選出並びに議事録署名人」について 

・「会長の選定」について 

・「業務執行理事の選定」について 

 

理事会（第 2 回） 

開催年月日 平成 28 年 8 月 18 日（木）午前 9：55～11：30 

開催場所  松山市築山町「愛媛県消防会館」 

議事事項等 

決議及び承認事項 

・「平成２８年度愛媛県委託事業」について 

・「愛媛県への平成２９年度消防防災関係施策等に関する提案・ 

要望書」について 

協議事項 

・平成２８年度「地域防災力充実強化大会」（西日本）について 

・平成２８年度「地域防災力向上シンポジウム」について 

・「えひめ愛顔で消防団員応援プロジェクト事業」について・「全国 
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消防団員応援の店」店舗リストの登録について 

報告協議事項 

【県消防協会関係】 

・「平成２８年度ブロック別実務担当者会議（中国・四国）」の結果 

について 

・「消防協会ホームページ」のマイナーリニューアルについて 

・公益財団法人の理事会・理事の役割と責任必携 

・地域の絆を描く映画「ふるさとがえり」の上映会について 

・平成２８年秋の全国交通安全運動について 

・消防協会役員の変更登記申請の完了及び所管行政庁への変更届出 

について 

【日本消防協会関係】 

・「日本消防会館改築問題」について 

・平成２８年度「女性消防団員リーダー会議」の参加者について 

・第２５回全国消防操法大会について 

・「地域防災と消防団」国際シンポジウムについて 

・第１回防災推進国民会議の開催について 

・日本消防協会役員等一覧表について 

・地域防災力充実強化のための総合的対策について 

 

理事会（第 3 回） 

開催年月日 平成 29 年 2 月 22 日（水）午後 2：00～3：08 

開催場所  松山市築山町「愛媛県消防会館」 

     議事事項等 

決議及び承認事項 

・「平成２９年度事業計画書」について 

・「平成２９年度収支予算書」について 

・「事務局職員(使用人)の任免」について 

      報告協議事項 

【県消防協会関係】 

・災害対策支援金の交付について 

・平成２８年度四国４県消防ブロック会議(徳島県)の結果について 

・平成２８年度監事監査、第１回定時理事会及び定時評議員会等の 

日程について 

・「女性消防団員加入促進アピール大会」のアンケート結果 

について 

・消防団員確保キャラバン事業等の配布物について 

・愛媛県綜合警備保障㈱並びに一般社団法人愛媛県警備業協会への 
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消防団への加入に係る協力について 

・公益目的事業の事業内容の変更に伴う、所管行政庁への変更届出 

(認定申請書の記載事項の変更に伴わないもの)について 

(公益法人認定法第１１条) 

・消防操法大会の出場車両等の事前検査について 

・全国女性消防団員活性化広島大会の参加について 

【日本消防協会関係】 

・日本消防協会臨時理事会の決定事項について 

・日本消防会館の改築問題について(継続) 

・第６９回日本消防協会定例表彰について 

・「消防団応援の店」について 

【消防庁関係】 

・自治体消防制度７０周年記念式典の実施について 

 

   ⑶ 定時評議員会 

開催年月日 平成 28 年 5 月 17 日（火）午後 2：30～4：30 

開催場所  松山市道後鷺谷町 「ホテル椿館３階会議室」 

議事事項等 

決議及び承認事項 

・「議長の選出」について 

・「議事録署名人の選出」について 

・「平成２７年度事業報告書」について 

・「平成２７年度決算並びに監査報告」について 

・「任期満了に伴う理事の選任」について 

・「任期満了に伴う監事の選任」について 

・「評議員の辞任に伴う補欠選任」について 

報告事項 

【県消防協会関係】 

・平成２８年度事業計画書並びに平成２８年度収支予算書について 

・定時評議員会終了後の意見交換会について 

・平成２８年度第９１回殉職消防職団員慰霊祭について 

・平成２８年度愛媛県消防大会について 

・愛媛県防災基本条例の一部改正について 

・第２９回愛媛県消防操法大会について 

【日本消防協会関係】 

・「消防団応援の店」の全国展開について 

・日本消防協会常務理事の選定について 

・日本消防会館改築問題について 
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・「地域防災と消防団」国際シンポジウムについて 

・第２５回全国消防操法大会について 

・第２２回全国女性消防団員活性化北海道大会の開催及び 

第２３回全国女性消防団員活性化大会の開催地について 

・消防団員等福祉共済入院見舞金の支給要件の緩和について 

・消防育英会給付基準の改正等について 

・「第１回防災推進国民大会」の開催について 

・平成２８年度共済事業による交付車両の要望調査について及び 

全日本消防人共済会還元事業について 

・新型インフルエンザ等特別措置法に基づく特定接種について 

・大規模災害対策支援金交付要綱の制定について 

・平成２８年度新時代に対応した消防団運営方策の普及に係る講座 

について 

・地域防災力の充実強化のための要望について 

【その他】 

・消防協会ホームページのリニューアルについて 

【消防学校】 

・平成２８年度消防団員教育訓練及び特別教育の実施について 

【松山市消防局】 

・第４５回全国消防救助技術大会について 
 
   ⑷ 監事監査 

開催年月日 平成 28 年 4 月 18 日（水）午後 1：48～3：54 
平成 28 年 4 月 19 日（木）午前 9：43～12：06 

      監事 田中富造・菅能英樹・山下忠文 
 
   ⑸ その他会議 
     特になし 
 

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 ２６年度３月末 ２７年度３月末 ２８年度３月末 

前期繰越収支差額 ２，８０７ ５，１４０ ３，６０６ 

当期経常収益合計 ２７，８１４ ３４，５９２ ３３，４８５ 

当期経常費用合計 ２５，７０７ ３２，７９４ ３１，３９３ 

当期経常増減額 ２，１０６ １，７９７ ２，０９１ 

次期繰越収支差額 ５，１４０ ３，６０６ ４，７７９ 

資産合計 ６３，０１１ ６５，３５７ ６７，３９５ 

負債合計 ４，２３１ ４，７７９ ４，８０７ 

正味財産 ５８，７８０ ６０，５７７ ６２，５８８ 
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Ⅲ 法人の課題 

協会の課題としては、公益法人としての社会的責任を担うために、公益法人の目的

達成への継続性のある運営に向けた、しっかりとした、経理的基礎及び技術的能力を

確保し、社会的ニーズを見極め、実績評価の仕組みを確立し、中長期的視野に立った

取り組みが必要である。 

そのためには、要となる専門性を有するプロパー職員の養成が不可欠である。 

 

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 

 

 平成２８年度事業報告には、「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」を添付してお

ります。 

平成２９年４月 

公益財団法人愛媛県消防協会 


