
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、1,141 事業所 (R4.4 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８事業所の取組みを紹介します。（順不同）

令和４年度

長野県消防団協力事業所等知事表彰

長野県危機管理部 消防課



　株式会社大林は、創業以来、「地域に根
ざした企業」として地域に貢献しています。
　代表者自ら消防団員を務め、消防団活

動の重要性を従業員も理解しており、団員が活動し
やすいように社内規則を整え、就業中でも積極的に
出動できるよう配慮しています。
　今後も、会社で保有する資機材を消防団に提供す
るなど、社員一丸となって消防団活動を支援してい
きます。

　株式会社花里組は、昭和 25 年の創業
以来、「仕事は大切に、熱意と誠意と感謝
はいつも心に」を社員心得として、地域

と共に歩んでおります。
　災害発生時には、積極的に出動できるよう社則を
設け、会社全体でバックアップできる環境をつくっ
ています。建設業という業種を生かし、資機材を提
供し、協力体制には万全を期しています。
　これからも、地域防災力強化のため、消防団活動
への支援を続けていきます。

地域に貢献する企業として、社員一丸となって
消防団活動を積極的に支援していきます !

「熱意と誠意と感謝はいつも心に」をモットー
に消防団活動に貢献しています。

株式会社 大林（佐久市）
●業種
　建設業
●認定年月
　平成 25 年 5 月
●従業員
　８人
●うち消防団員数
　2 人

株式会社 花里組（佐久市）
●業種
　建設業
●認定年月
　平成 24 年 8 月
●従業員
　17 人
●うち消防団員数
　２人

　ルート設計株式会社は、昭和 56 年の
創業以来「信頼」をキーワードに「正直
に誠意を持ち、全力で顧客とともに生き

る」という経営理念のもと、製品の開発・改良設計
を行っています。
　役員自らが消防団員として活動し社員の模範と
なっているほか、災害活動や消防団訓練に参加する
際には、個人に不利益が生じないよう就業規則を整
え、消防団員が積極的に消防団活動に参加しやすい
職場環境づくりに努めています。

地域に根ざした企業として消防団活動
に協力しています！

ルート設計株式会社（上田市）
●業種
　機械設計業
●認定年月
　平成 22 年 12 月
●従業員
　26 人
●うち消防団員数
　５人

　有限会社三井金属は、昭和 31 年の創
業以来、リサイクルを通じて地域社会の
発展に貢献していくことをモットーに、

環境及び社会貢献への取り組みをしております。
　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。
　今後も地域に密着した企業として、地域防災力の
充実強化に貢献していきます。

「地域社会の発展に貢献していく」をモットー
に社員全員で消防団活動に協力します！

有限会社 三井金属（東御市）
●業種
　サービス業
●認定年月
　平成 28 年 1 月
●従業員
　20 人
●うち消防団員数
　４人
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　創業以来、当社は「光」の専門メーカー
として多くの産業分野で幅広い貢献をし
てきました。

　光の領域は次々と広がっており、医療・環境・農
業など最先端かつ将来性豊かな新分野へも事業を展
開しています。
　こうして茅野市で工場を運営できるのは地域の皆
様のご支援無くしては出来ない事です。
　微力ながら当社は従業員が消防団活動に参加しや
すい職場環境の整備、地域の消防団活動への支援を
続けていきます。

地域に寄り添う企業として消防団活動
を積極的にサポートしていきます。

株式会社 オーク製作所 諏訪工場 （茅野市）
●業種
　製造業
●認定年月
　平成 19 年 6 月
●従業員
　209 人
●うち消防団員数
　30 人

　有限会社みなみ信州平谷リゾートは、信
州の南端に位置する平谷村で冬はスキー場、
夏は管理釣り場や農業を運営しております。

　緊急時の出動が発生した際には、消防団に加入し
ている社員が、職場から迅速な出動が行えるよう、
消防団活動がしやすい環境を整えており、訓練・大
会の際に、会場（グラウンド）の提供を行っています。
　今後も地域防災力の強化に貢献してまいります。

地域防災力向上を目指し消防団に
協力します！

有限会社 みなみ信州平谷リゾート（平谷村）
●業種
　サービス業
●認定年月
　平成 27 年 4 月
●従業員
　10 人
●うち消防団員数
　２人

　株式会社幸成建設は、創業して以来、
県下全域に事業展開を図り、幅広く土木
工事を行う企業です。

　従業員が積極的に社会貢献活動に参画できるよ
う、企業を挙げて職場環境づくりを行い、特に地域
を守る消防団員は、就業中の出動要請でも活動参加
できるよう配慮した社則を設けています。また、災
害時には建設機械や資機材を提供できるよう市と応
援協定を締結しています。今後も新しい未来を提供
する企業として、地元消防団の発展に貢献していき
ます。

　有限会社田中建設は、建設業をメイン
に行っていますが、他に鳥獣被害防止電
気柵や、木材リサイクル ( 産業廃棄物 )

も手掛けています。
　会社全体で防災意識を高めているのはもちろんの
こと、地域防災力の強化に貢献できるよう、有事の
際は、消防団員である社員がすぐ出動できるような
体制を整えております。また、社員が出動した際は
出勤扱いとするなど、消防団活動を全面的にサポー
トしています。

「新しい未来を提供する企業」幸成建設は、
地域を守る消防団を積極的に支援します！

地域と協力して日々の安全に
寄り添います！

株式会社 幸成建設（塩尻市）
●業種
　建設業
●認定年月
　平成 25 年 7 月
●従業員
　７人
●うち消防団員数
　２人

有限会社 田中建設（白馬村）
●業種
　建設業
●認定年月
　平成 20 年 10 月
●従業員
　29 人
●うち消防団員数
　４人
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「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
る市町村の消防団担当課までお問い合わせください。

「消防団協力事業所」に対する優遇措置
　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
　法人・個人事業税の税額の 2 分の 1 を減税、限度額 10 万円
※減税措置を受けるためには、要件を満たしていただくことが必要です。
　詳細は長野県ホームページをご覧ください。
２　建設工事等入札参加資格での優遇
　長野県建設工事等入札参加資格の「新客観点数」において、地域貢献等の項目で消防
団協力事業所表示制度の認定企業に 10 点加点
　また、消防団協力事業所知事表彰受賞企業には更に５点加点
３　森林整備業務の総合評価落札方式での優遇
　森林整備業務総合評価落札方式における「社会貢献」の項目で消防団協力事業所表示
制度の認定企業に価格以外の評価点１点を加点
４　物件の買入れ等の競争入札参加資格での優遇
　追加審査項目の「社会貢献」の項目で消防団協力事業所表示制度の認定企業に２点を
加点
５　中小企業振興資金における貸付利率の優遇
　消防団協力事業所表示制度の認定企業の場合、「しあわせ信州創造枠」として中小企業
振興資金の各枠の貸付利率を 0.2％引き下げ
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電　話：０２６－２３５－７１８２（直通）
F A X：０２６－２３３－４３３２
E-Mail：shobo@pref.nagano.lg.jp

長野県危機管理部 消防課

＜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」

Ⓒ長野県アルクマ

＜消防団協力事業所表示証＞


