令和２年度

長野県消防団協力事業所等知事表彰

消防団協力事業所は、消防団員の確保や消防団活動へ積極的に協力いただい
ている事業所又はその他の団体です。
県内の市町村が認定した消防団協力事業所数は、1,159 事業所 (R2.4 現在 )
で全国トップクラスの認定数となっています。
県では、消防団協力事業所の社会的貢献を広く県民の皆様に紹介することに
より、消防団の活動環境の整備を一層進め、地域防災力の向上を図ることを目
的に『長野県消防団協力事業所等知事表彰』を実施しております。
栄えある受賞団体に決定された 10 事業所の取組みを紹介します。（順不同）
長野県では、事業所の皆様に消防団活動へのご理解を一層深めていただくため、消防団
活動にご協力いただいている事業所に対してさまざまな優遇措置を行っています。
①

消防団活動協力事業所応援減税

②

建設工事等入札参加資格での優遇

③

森林整備業務の総合評価落札方式での優遇

④

物件の買入れ等の競争入札参加資格での優遇

⑤

中小企業振興資金における貸付利率の優遇

※詳細は長野県ホームページに掲載している「優遇措置の概要パンフレット」をご覧ください。

長野県危機管理部 消防課

もっと「地域に愛される企業」を
目指し、消防団活動を支援します！

「ふるさとをつくろう」をモットー
に、消防団活動を支援します。

池田建設株式会社は、人と自然と建設
の調和を大切にする基本理念のもと、昭
和 18 年の創業以来、佐久地域を中心に土
木・建築工事の設計・施工を行っています。
災害発生時や消防団活動時は、出勤扱いとし従業
員が積極的に出動できる職場環境を整えています。
また、保有する建設資機材を提供し、消防団活動を
支援しています。

株式会社すまい一は、平成 6 年の創業
以来、「ふるさとをつくろう」を企業理念
としています。地域の人びとの「ふるさと」
の安心・安全を守るため、消防団活動を
支援しています。
災害時には、積極的に出動できる環境を会社全体
で整えています。住宅に関する工事を専門とする建
設業という業種を生かし、保有する資機材を消防団
に提供するなど、地域防災力の充実強化に貢献して
います。

池田建設株式会社（佐久市）

株式会社すまい一（佐久市）

活動
内容

活動
内容

●業種

●業種

●認定年月

●認定年月

●従業員

●従業員

●うち消防団員数

●うち消防団員数

建設業

建設業

平成 22 年 12 月

平成 23 年 12 月

20 人

13 人

２人

４人

消防団活動への協力を通じて地域に
貢献していきます。

消防団活動支援のほか、
眞心のこもっ
た社会貢献活動を行っています！

南佐久南部森林組合は、川上村・南牧
村を中心に活動し、職員が両村の消防団
で日々地域の防災活動に励んでいます。
消防団の OB である代表者も消防団活
動の重要性を認識している為、就業中であっても積
極的に出動できるような体制を整えています。
地元出身の林業者は減少傾向ではありますが、こ
れからも組織として消防団活動に協力して地元地域
に貢献していきます。

～信頼と技術と眞心でお応えする
住み良い街づくりのパートナー～
山眞建設は、消防団活動の重要性を深く
理解し、社則を設けるなど、従業員が就業
中であっても、積極的に活動できるよう配
慮するとともに、建設機械を災害に活用できるよう体
制を整えるなど、消防団活動の支援を行っています。
また、住み良い街づくりのため、工事施工場所にお
ける子供の安全を守るため、工事現場に子供 110 番を
設けるほか、大雪の際には、路線の重要度、沿道状況
を勘案して、大型機械で除雪作業するなど、地域のパー
トナーとして、社会貢献活動にも力を注いでいます。

南佐久南部森林組合（川上村）

山眞建設有限会社（上田市）

活動
内容

活動
内容

●業種

●業種

●認定年月

●認定年月

●従業員

●従業員

●うち消防団員数

●うち消防団員数

林業
平成 24 年 9 月
28 人
５人

建設業
平成 20 年 9 月
19 人
２人

地域防災力向上に貢献する企業とし
て、消防団活動に協力しています。

「地域を愛し、愛されましょう」を経営
方針とし、消防団活動に協力しています。

有限会社森澤建業は昭和 60 年に創業
し、建設業として地域に貢献する企業で
あり続けています。
また、東御市の指名業者として災害用
備蓄倉庫の設置等に積極的に応札し、地域防災力の
向上に貢献しています。
代表者自ら消防団員を務めており、消防団員が活
動しやすい環境作りとして就業規則を整え、積極的
に災害出動ができるように消防団活動に協力してい
ます。

有限会社与根山建設は、昭和 38 年４
月の創業以来、中川村・伊那谷で地域と
ともに歩んできました。
中川村建設業協会の構成員として、中
川村との協定に基づき、災害時には、消防団とも連
携をしながらいち早く対応にあたり、また在籍団員
が就業中でも積極的に出動できるよう配慮してい
ます。
地域防災力の強化に向け、社員一同、これからも
消防団活動を応援します！

有限会社森澤建業（東御市）

有限会社与根山建設（中川村）

活動
内容

活動
内容

●業種

●業種

●認定年月

●認定年月

●従業員

●従業員

●うち消防団員数

●うち消防団員数

建設業

建設業

平成 21 年 11 月

平成 22 年 4 月

５人

10 人

２人

2人

地域の一員として消防団活動に取り
組んでいます。

地域の安心と安全のため消防団活動
に協力しています。

有限会社中林工業は、昭和 48 年の創
業以来、半世紀に亘り建築土木、足場組立、
コンクリート改良剤の製造等を手掛けて
います。
過去には消防団の団長を社員として採用してお
り、消防団活動に対する理解が高い企業です。
また、町と災害時協定を締結しており、有事の際
には防災パトロールの実施や資機材の提供など、地
域防災力の充実にも貢献しています。

金子土建株式会社は、役員自らが過去
に消防団幹部を務め、地域の安心と安全
を守る消防団活動の重要性を深く認識し
ています。
消防団員である従業員が行事や災害時にも積極的
に出動できるよう最大限協力し、団員が活動しやす
い環境づくりに努めております。また、業務の特性
を生かして消防施設の施工も行っています。
防災協定を締結している建設業者としても地域防
災に貢献し、消防団活動を支援します。

有限会社中林工業（上松町）

金子土建株式会社（大桑村）

活動
内容

活動
内容

●業種

●業種

●認定年月

●認定年月

●従業員

●従業員

●うち消防団員数

●うち消防団員数

建設業
平成 20 年 9 月
13 人
4人

建設業

平成 20 年 6 月
8人
2人

消防団活動に協力し、安心で安全な
まちづくりを応援します！
株式会社日拓は、昭和 63 年の創業以来、

活動 「いつでも、どこでも、どんな時でも安全
内容

と健康でいられるために、職場労働安全
衛生の改善を図り、地域社会に信頼され
る企業を目指す。」ことを基本理念としています。
代表者自らが消防団幹部を務めており、災害時の
出動に対しては、安心して活動に従事できるよう特
別休暇を認めるなど、消防団活動の重要性を深く認
識するとともに、活動しやすい環境整備に配慮して
います。

株式会社日拓（長野市）

地域に根差した企業として、消防団
活動に協力していきます！
栄村森林組合は、「地域の豊かな森林」
を維持していくため、地域森林管理の中
核的な担い手として森林整備・環境保全
等を行っています。
消防団活動に対しては、地域の防災力向上のため、
職員の消防団活動に配慮しています。
今後も職員が消防団活動に気兼ねなく従事できる
職場環境を構築し、地域の消防団活動に支援を続け
ていきます。

活動
内容

栄村森林組合（栄村）
●業種

●業種

●認定年月

●認定年月

●従業員

●従業員

●うち消防団員数

●うち消防団員数

建設業
平成 20 年３月
47 人
４人

林業
平成 24 年２月
16 人
６人

「消防団協力事業所」とは
消防団協力事業所とは、消防団の活動に協力している事業所に
対して市町村が表示証を交付し、事業所が重要な社会貢献を果た
していることを広く知らせる制度です。
交付を受けた事業所は、表示証を事業所で掲示したり、自社ホー
ムページに掲載したりするなど、事業所のイメージアップに活用
することができます。
市町村が定める認定基準（消防団員が在籍している、消防団活
動に資機材を提供しているなど）に基づき表示証が交付されます。
市町村によって基準が異なりますので、詳細は事業所が所在す
＜消防団協力事業所表示証＞
る市町村の消防団担当課までお問い合わせください。

長野県危機管理部 消防課
〒380-8570
長野市大字南長野字幅下 692-2
電 話：026-235-7182（直通）
F A X：026-233-4332
E-Mail：shobo@pref.nagano.lg.jp
＜長野県消防団応援団長＞
長野県 P R キャラクター「アルクマ」

