令和３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、1,168 事業所 (R3.4 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

自然豊かな地域の森林と皆様の安心安全を
守るため、消防団活動を支援します！

消防団活動への協力を通じて、
地域防災力向上を創造していきます。

有限会社須江林産は、平成２年の創業
以来、
「森林整備」を中心に、地域の山林
を未来へ引き継ぐことを使命として活動
しています。
災害時には消防団 OB の従業員がバックアップし
ながら、消防団員が積極的に出動できる職場環境を
会社全体で整えています。また、林業という業種を
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。

株式会社サワイは昭和 27 年の創業以
来、 機 械 加 工 の ス ペ シ ャ リ ス ト と し て
Value Factory 魅力ある価値の創造を念
頭に高品質な製品を提供しています。
消防団員に対しては、従業員が活動の重要性を理
解しており、災害発生時や消防団活動時には、就業
中でも出動できるように職場環境を整えています。
会社一丸となり、より一層地域へ貢献ができるよう
消防団活動を支援していきます。

有限会社 須江林産（佐久市）

株式会社 サワイ（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

林業

製造業

平成 22 年８月

平成 24 年３月

15 人

57 人

２人

８人

愛する地域の防災力向上のため、
これからも消防団活動に協力します！

地域に密着した企業として消防団活動に
協力しています！

〜住まい造り 70 年
永い長〜いおつき合い〜
創立当初から「木のぬくもりは、心の
あたたかさを」をモットーに、これからも、
地域を愛し、心やすらぐ住まいを提供するため、社
員一丸となって努めてまいります。
株式会社林工務店は、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、
建設機械を災害時に活用できるよう体制を整えるな
ど、消防団活動への協力を続けます。

株式会社市川組は、役員自らが副団長
を務め、消防団員が活動しやすい環境作
りに努めるなど、消防団活動の重要性を
深く認識しています。
災害発生時には、副団長が率先して出動すること
により、従業員も積極的に出動できるよう、職場環
境を整えています。また、積極的に消防団員を雇用
しています。今後も地域に密着した企業として、消
防団への協力体制を整え、地域防災力の充実強化に
貢献していきます。

株式会社 林工務店（上田市）

株式会社 市川組（東御市）

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
平成 23 年４月
14 人
３人

建設業
平成 20 年 9 月
７人
４人

市民の安全と安心のため、消防団活動
の支援に積極的に取り組んでいます！

「地域との共存共栄」を理念に、
消防団活動に協力しています。

藤森土木建設株式会社は、昭和 30 年
に創業以来、「さわやかな未来を築く」を
企業理念とし、地域に貢献しています。
消防団活動の重要性を深く認識している多数の消
防団ＯＢも在籍している事から、消防団活動に大変
理解があるため、全従業員で「一致協力」し市民の
安全と安心の確保に努めています。また、災害対応
の際は、休暇等の福利厚生面でも活動しやすい就業
規則を整え、積極的に消防団活動に協力しています。

木曽土建工業株式会社は、木曽郡内を
拠点に、
「山づくり、川づくり、道づくり、
家づくりで、地域に貢献する」をスロー
ガンに掲げ、より信頼される会社を目指
しています。
また、地域を支える若者を多く採用し、その大半
が消防団に入団しており、地元の木祖村消防団を中
心に約三十名が在籍しています。その中には、団や
分団幹部を担う社員も多く、消防団活動に社員が積
極的に参加できるよう配慮しています。
災害時においても、会社としての業務がある中、
社員の消防団の出動に協力をし、地域全体で復旧作
業が行えるよう体制を整えています。

藤森土木建設 株式会社（諏訪市）

木曽土建工業 株式会社（木祖村）

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 20 年３月

平成 20 年８月

31 人

115 人

５人

32 人

消防団活動に協力し、安心な暮らし
と安全な地域づくりに努めます。

地域防災の要となる消防団活動に
積極的に協力しています！

株式会社白馬三津野は、白馬三山の麓
で土木工事の施工を行っています。近年
では豪雨、地震などの自然災害発生時に
は、防災協定を結んでいる建設業者として、いち早
く応急活動に出動しています。
消防団協力事業所として、在籍消防団員は、災害
時の活動、また消防団員として活動し易い職場環境
を整えています。これからも建設業者としての機動
力を生かし、安全な暮らしと災害に強い村づくりを
目指して消防団活動を支援いたします。

株式会社中村組は、創業百年を超える、
信州新町を中心に地域に根付いた建設業・
土木工事の老舗企業です。
代表者自らが消防団長を務め、消防団活動の重要
性を認識している為、就業中の災害発生時や消防団
活動時は、従業員が積極的に出動できる職場環境を
整えています。またポンプ操法大会には従業員一同
精力的に協力し、所属分団は地区大会や県大会への
出場経験があります。
地域防災力の強化に向け、社員一同消防団活動を
応援します。

株式会社 白馬三津野（白馬村）

株式会社 中村組（長野市）

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
平成 26 年６月
13 人
３人

建設業

平成 20 年５月
９人
３人

地域に根ざし社員一丸となって
消防団活動を支援していきます。
有限会社志賀プラントサービスは昭和
25 年の創業以来「地域の防災体制の充
実」を企業理念に消防団活動を支援して
います。
会社役員自ら消防団へ入団し、若手社員も積極
的に消防団へ入団、消防団幹部経験後、機能別団
員として入団している社員も在籍しています。
就業時間中の消防団活動は出勤扱いとし、災害
発生時には消防団員が活動できるよう、会社全体
でサポートする体制を整えています。

活動
内容

有限会社 志賀プラントサービス（山ノ内町）

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！
活動
内容

有限会社共栄建設は、代表自らが消防
団員を務めており、消防団員が活動しや
すい職場環境づくりに努めるなど、消防

団活動の重要性を深く認識しています。
今後も社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、地域の消防団活動への支援
を続けていきます。

有限会社 共栄建設（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 21 年１月
24 人
６人

建設業
平成 25 年１月
８人
２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」

