
2.新潟中越地震被災地へ⽀援⾦贈呈

全国婦⼈防⽕連合会から新潟中越地震被災地へ⽀援⾦贈呈

全国婦⼈防⽕連合会（道府県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会によ
り構成、会⻑德⽥正明／(財)⽇本防⽕協会会⻑）では、先の中
越地震被災地⽀援⾦の募⾦活動を⾏っていますが、12⽉10⽇現
在で総額850万円余に達しています。

この募⾦活動は、⽇頃から地域の防⽕防災活動を⾏っている婦
⼈（⼥性）防⽕クラブや婦⼈（⼥性）消防隊など主に主婦の
⽅々が、被災地の婦⼈防⽕クラブや幼少年消防クラブを⽀援
し、復興への励ましにと全国で展開されています。

すでに北海道から沖縄の離島に⾄る450の婦⼈防⽕クラブ等か
ら、1千万円から20万円余まで募⾦額は様々ですが、被災地へ
の励ましの⾔葉等が添えられた善意が、(財)⽇本防⽕協会に寄せられております。

同協会では、過去における奥尻島の津波災害、有珠⼭泥流災害や阪神淡路⼤震災等にも募⾦活動の実績があり、最⾼
額となった阪神淡路⼤震災時の募⾦額870万円を上回ることは確実とみており、本年のような豪⾬、台風等により全
国的に被災している中でのものだけに、⼼から謝意を表したいとのことです。

同協会においては、年末をひかえ被災地への⽀援⾦配分を急ぐこととし、新潟県のほか幼少年婦⼈防⽕委員会の設置
されている被災市町村として、⼩千⾕地域消防組合（⼩千⾕市、川⼝町、⼭古志村）、栃尾市消防本部及び⾒附市消
防本部の3地域防⽕委員会へ第⼀次配分を12⽉14⽇に⾏います。

各地域の配分は、次の通りです。

第⼀次配分（12/10現在⼊⾦分）内訳
新潟県 3,521,947 円

⼩千⾕市（含︔川⼝町、⼭古志村） 3,000,000 円

栃尾市 1,000,000 円

⾒附市 1,000,000 円

計 8,521,947 円

（新潟県分は他の被災地を含めた趣旨）

なお、この募⾦は、年明けの1⽉中旬まで予定しています。
(財)⽇本防⽕協会（担当︔梅次、塩⾕）
℡ 03－3591－7121（代）



平成１６年新潟県中越地震災害⽀援⾦振込み団体⼀覧（第⼀次配分）

平成１６年１２⽉１０⽇現在

北海道斜⾥地区幼少年婦⼈防⽕委員会 

北海道上川南部・中富良野町⼥性防⽕クラブ 

北海道⼠別地⽅幼少年婦⼈防⽕委員会 

北海道深川市深川婦⼈防⽕クラブ 

北海道旭川市婦⼈防⽕クラブ連合会 

北海道⼩樽市婦⼈防⽕クラブ 

北海道南富良野町商⼯会⼥性部防⽕クラブ 

北海道伊達市 

       中央区婦⼈防⽕クラブ 

       ⾈岡区婦⼈防⽕クラブ 

北海道別海町⻄春別駅前婦⼈防⽕クラブ 

北海道⽯狩北部地区幼少年婦⼈防⽕委員会 

北海道空知郡南富良野町幾寅婦⼈会防⽕クラブ 

北海道福島町 

      ⽩符婦⼈消防隊 

      吉野婦⼈消防隊 

北海道上川南部上富良野町⼥性防⽕クラブ 

北海道富良野農協南富良野⽀所⼥性部幾寅⽀部防⽕クラブ 

北海道⽺蹄⼭ろく（組）幼少年婦⼈防⽕委員会 

      倶知安婦⼈防⽕クラブ 



      ニセコ婦⼈防⽕クラブ 

      真狩村婦⼈防⽕クラブ 

      喜茂別町婦⼈防⽕クラブ 

北海道⽊古内町婦⼈消防隊連絡協議会 

北海道富良野市緑町第５町内婦⼈防⽕クラブ 

北海道釧路市防災推進員連絡協議会 

北海道⼣張市婦⼈防⽕クラブ 

北海道⾚平市婦⼈防⽕クラブ 

北海道渡島東部（事）⿅部町・出来澗婦⼈消防隊 

北海道上川北部幼少年婦⼈防⽕委員会 

北海道⽩⽼町婦⼈防⽕クラブ連合会 

北海道中標津町東中婦⼈防⽕クラブ 

北海道中標津町武佐婦⼈防⽕クラブ 

北海道中標津町計根別婦⼈防⽕クラブ 

北海道⼣張郡栗⼭町・栗⼭地区⼥性防⽕クラブ 

北海道⻲⽥郡・南⼤野婦⼈消防クラブ 

北海道七飯町はまなす婦⼈防⽕クラブ 

北海道上砂川町婦⼈防⽕クラブ 

北海道沙流郡平取町・振内婦⼈防⽕クラブ 

北海道美瑛町婦⼈防⽕クラブ 

北海道新⼗津川町婦⼈防⽕クラブ 

北海道爾志郡熊⽯町婦⼈防⽕クラブ 



北海道北留萌地区婦⼈防⽕クラブ連合会 

北海道新冠市街地婦⼈防⽕クラブ 

北海道門別町・厚賀婦⼈防⽕クラブ 

北海道根室市婦⼈防⽕クラブ 

北海道知内町⽮越婦⼈消防クラブ 

北海道滝川市婦⼈防⽕クラブ 

北海道⼣張郡⻑沼町商⼯会⼥性部⼥性防⽕クラブ 

北海道厚沢部町⾚沼町婦⼈防⽕クラブ 

北海道江別市 

      幸町婦⼈防⽕クラブ 

      上江別第⼀⾃治会婦⼈防⽕クラブ 

北海道⽇⾼町婦⼈防⽕クラブ 

北海道岩⾒沢地区少年婦⼈防⽕委員会 

北海道空知郡南幌町第１５区⼥性防⽕クラブ 

北海道岩内・寿都地⽅消防組合（本） 

      泊村婦⼈防⽕クラブ 

      神恵内村婦⼈防⽕クラブ 

      寿都町婦⼈防⽕クラブ 

      島牧村婦⼈防⽕クラブ 

      ⿊松内町婦⼈防⽕クラブ 

北海道檜⼭広域・⼤成町婦⼈防⽕クラブ 

北海道本別町オフイビラ第１婦⼈防⽕クラブ 



北海道千歳市防⽕委員会 

北海道森町婦⼈消防クラブ連合会 

      森町⽯倉東部婦⼈消防クラブ 

      森町本茅部婦⼈消防クラブ 

      森町本⽯倉婦⼈消防クラブ 

      森町濁川婦⼈消防クラブ 

      森町⻄部⽯倉消防クラブ 

      森町港町婦⼈消防クラブ 

      森町富⼠⾒町婦⼈消防クラブ 

      森町島崎婦⼈消防クラブ 

      森町鷲ノ⽊婦⼈消防クラブ 

      森町森川婦⼈消防クラブ 

      森町東森川婦⼈消防クラブ 

      森町蛯⾕婦⼈消防クラブ 

北海道厚岸町筑紫恋婦⼈防⽕クラブ 

北海道厚岸町末広婦⼈防⽕クラブ 

北海道厚岸町尾幌婦⼈防⽕クラブ 

北海道網⾛郡美幌町婦⼈防⽕クラブ 

北海道網⾛地区少年婦⼈防⽕委員会連合会 

北海道南富良野町落合婦⼈会防⽕クラブ 

北海道南空知消防組合 由仁町⼥性防⽕クラブ 

北海道砂川地区少年婦⼈防⽕委員会 

      砂川市婦⼈防⽕クラブ 



      奈井江町婦⼈防⽕クラブ 

      浦⾅町婦⼈防⽕クラブ 

北海道広尾町内婦⼈防⽕クラブ 

      広尾町⾳調津婦⼈防⽕クラブ 

      広尾町野塚婦⼈防⽕クラブ 

      広尾町豊似婦⼈防⽕クラブ 

       北海道婦⼈防⽕クラブ連絡協議会会⻑ 東舘のり⼦ 

北海道上川中部少年婦⼈防⽕委員会 

北海道幕別町途別婦⼈防⽕クラブ 

北海道積丹婦⼈防⽕クラブ 

北海道河東郡⾳更町⾳更婦⼈防⽕クラブ 

北海道恵庭市有明町婦⼈⽕防団 

北海道五所川原地区（本）管内・婦⼈防⽕クラブ 

北海道⻄⼗勝消防組合 

      清⽔町婦⼈防⽕クラブ 

      御影婦⼈防⽕クラブ 

北海道⻄胆振（組）管内 婦⼈防⽕クラブ 

      洞爺湖温泉１区婦⼈防⽕クラブ 

      洞爺町温泉３区婦⼈防⽕クラブ 

      豊浦婦⼈会婦⼈防⽕クラブ 

      ⼤岸婦⼈会婦⼈防⽕クラブ 

      虻⽥町⼊江４区婦⼈防⽕クラブ 



      ⼤滝村婦⼈防⽕クラブ 

      洞爺村婦⼈防⽕クラブ 

      壮督町橋⼝１⾃治会婦⼈防⽕クラブ 

      壮督町建部⾃治会婦⼈防⽕クラブ 

北海道釧路町雪裡婦⼈防⽕クラブ 

北海道瀬棚町婦⼈防⽕クラブ 

北海道浦河町  

      井寒台婦⼈防⽕クラブ 

      野深婦⼈防⽕クラブ

北海道⼗勝郡浦幌町⼗勝太婦⼈防⽕クラブ 

北海道奥尻町婦⼈防⽕クラブ 

北海道⼄部町豊浜婦⼈防⽕クラブ 

⻘森県⿊⽯市婦⼈防⽕クラブ 

⻘森県南津軽郡⽥舎館村婦⼈防⽕クラブ 

⻘森県⼋⼾地域婦⼈消防クラブ協議会 

⻘森県北津軽・板柳婦⼈防⽕クラブ 

⻘森県⼗和⽥地区婦⼈防⽕クラブ 

⻘森県上北郡横浜町婦⼈防⽕クラブ 

岩⼿県幼少年婦⼈防⽕委員会 

岩⼿県婦⼈消防連絡協議会 

宮城県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会 

宮城県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会 

宮城県仙南地区婦⼈防⽕クラブ連合会 



宮城県⿊川郡婦⼈防⽕クラブ 

宮城県志津川町婦⼈防⽕クラブ 

宮城県歌津町婦⼈防⽕クラブ 

宮城県岩沼市婦⼈防⽕クラブ 

宮城県本吉町婦⼈防⽕クラブ連合会 

宮城県栗原地区婦⼈防⽕クラブ 

宮城県亘理地区婦⼈防⽕クラブ 

宮城県名取市婦⼈防⽕クラブ 

宮城県津⼭町婦⼈防⽕クラブ 

宮城県多賀城市婦⼈防⽕クラブ 

秋⽥県南秋⽥郡⼋郎潟町婦⼈防⽕クラブ 

秋⽥県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会 

秋⽥県鷹巣町婦⼈消防協⼒隊 

⼭形県南陽市幼年少年婦⼈防⽕委員会 

⼭形県川⻄町婦⼈防⽕クラブ 

⼭形県東栖市婦⼈防⽕クラブ 

⼭形県⼭形市⼥性防⽕クラブ 

⼭形県酒⽥郡幼少年婦⼈防⽕委員会 

福島県⼥性防⽕クラブ連絡協議会 

福島県⽥村郡滝根町婦⼈消防クラブ 

福島県熱塩加納村婦⼈消防隊 

福島県昭和村婦⼈消防隊 



福島県双葉町婦⼈消防隊 

福島県霊⼭町⽯⽥⼥性防⽕クラブ 

福島県須賀川市⼥性消防隊 

福島県⾦⼭町婦⼈消防クラブ 

福島県河東町婦⼈消防クラブ 

福島県⼆本松市婦⼈防⽕クラブ 

福島県岩代町婦⼈消防協⼒隊 

福島県双葉郡浪江町婦⼈消防隊 

福島県郡⼭市⼥性消防協⼒会 郡⼭地区会 

福島県相⾺郡・⿅島町婦⼈消防隊 

福島県南郷村婦⼈消防隊 

福島県⼥性防⽕クラブ・原町市婦⼈消防隊 

福島県郡⼭市⼥性消防協⼒会湖南地区会 

福島県相⾺郡飯館村婦⼈消防隊 

福島市婦⼈消防隊 

福島県平⽥村婦⼈消防クラブ 

福島県いわき市⼥性消防クラブ 

福島県逢瀬町⼥性消防災⼒会 

福島県安達町婦⼈消防協⼒隊 

福島県東和町婦⼈防⽕クラブ 

福島県郡⼭市安積町⼥性消防協⼒会 

福島県⼩野町婦⼈消防協⼒隊 

福島県岩野草婦⼈⾃衛消防隊 



福島県東⽩川郡所塚婦⼈⾃主防災クラブ 

福島県柳津町婦⼈消防隊 

福島県葛尾村⼥性防⽕クラブ 

福島県会津若松市婦⼈消防隊 

福島県本宮町婦⼈消防協⼒隊 

福島県安達郡⼤⽟村婦⼈消防協⼒隊 

福島県伊達地区⼥性防⽕クラブ 

福島県相⾺市婦⼈消防隊 

福島県南会津郡只⾒町婦⼈消防隊 

福島県南会津郡舘岩村婦⼈消防隊 

福島県南会津郡⽥島連合婦⼈会 

福島県相⾺郡新地町婦⼈消防隊 

福島県安達郡⽩沢村婦⼈消防協⼒隊 

福島県下郷町⼥性防⽕クラブ 

福島県南会津郡伊南村婦⼈消防隊 

福島県伊達郡⽉舘町婦⼈会 

福島県東⽩川郡上関婦⼈部⾃主防災クラブ 

茨城県筑⻄広域婦⼈防⽕クラブ 

茨城県伊奈町・勘新婦⼈防⽕クラブ 

茨城県⾼萩市婦⼈消防連絡協議会 

茨城県⽯岡市少年婦⼈防⽕委員会 

茨城県北茨城⺠宿婦⼈防⽕クラブ 



茨城県⽇⽴市婦⼈防⽕クラブ 

茨城県北相⾺郡・藤代町幼年少年婦⼈防⽕委員会 

茨城県⼟浦市幼少年婦⼈防⽕委員会 

茨城県霞ヶ浦町婦⼈防⽕クラブ 

茨城県新治郡千代⽥町・⼤塚団地婦⼈防⽕クラブ 

茨城県⼋郷町婦⼈防⽕クラブ 

茨城県新治村婦⼈防⽕クラブ 

茨城県取⼿市婦⼈防⽕クラブ 

茨城県新治郡⽟⾥村婦⼈防⽕クラブ 

茨城県⽔海道市婦⼈防⽕クラブ 

茨城県ひたちなか市婦⼈防⽕クラブ 

茨城県東海村美城婦⼈防⽕クラブ 

茨城県⻄茨城郡岩間町・下安居婦⼈防⽕クラブ 

茨城県東茨城郡⼩川町婦⼈防⽕クラブ 

茨城県東茨城郡・美野⾥町婦⼈防⽕クラブ 

茨城県那珂⽠連地区事務組合消防本部 

      下江⼾婦⼈防⽕クラブ 

      若宮婦⼈防⽕クラブ 

      平野地区婦⼈防⽕クラブ 

      ⽩波婦⼈防⽕クラブ 

      菅⾕婦⼈防⽕クラブ 

      飯⽥⼥性防⽕クラブ 

茨城県東海村まさき美咲会婦⼈防⽕クラブ 



茨城県阿⾒町⼥性消防隊 

茨城県常陸⼤宮市防⽕委員会 

茨城県笠間地⽅広域幼少年婦⼈防⽕委員会 

茨城県常陸太⽥市防⽕委員会 

茨城県⼤洗町消防本部 

      ⼤洗町磯浜地区⼥性防⽕クラブ 

      ⼤洗町⼤貫地区⼥性防⽕クラブ 

      ⼤洗町夏海地区⼥性防⽕クラブ 

      ⼤洗町漁業協同組合⼥性防⽕クラブ 

茨城県常陸⼤宮市⼭⽅町婦⼈防⽕クラブ 

茨城県龍ヶ崎市婦⼈防⽕クラブ 

茨城県⿅島郡波崎町波崎婦⼈防⽕クラブ 

茨城県久慈郡⼤⼦町防⽕委員会 

茨城県岩間町下安居婦⼈防⽕クラブ 

栃⽊県⽯橋地区婦⼈防⽕クラブ 

栃⽊県婦⼈防⽕クラブ連合会 

群⾺県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会 

群⾺県渋川市婦⼈防⽕クラブ 

埼⽟県幼少年婦⼈防⽕委員会 

千葉県⼩⾒川町外２町幼少年婦⼈防⽕委員会 

千葉県松⼾市幼少年⼥性防⽕委員会 

千葉県四街道市防⽕指導員（有志） 



千葉県君津市少年婦⼈防⽕委員会 

千葉県市川市婦⼈消防クラブ 

千葉県船橋市幼年少年婦⼈防⽕委員会 

千葉県君津市少年婦⼈防⽕委員会 

千葉市少年婦⼈防⽕委員会 

千葉県成⽥市婦⼈防⽕指導員協議会 

千葉県⼤原町あずま婦⼈防⽕クラブ 

千葉県鎌ヶ⾕市婦⼈防⽕クラブ 

千葉県銚⼦婦⼈防⽕クラブ 

東京都稲城市⼥性防⽕クラブ 

富⼭県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会 

⽯川県松任⽯川婦⼈防⽕クラブ 

⽯川県⽻咋郡市広域圏少年婦⼈防⽕委員会 

⽯川県七尾⿅島広域圏⼥性防⽕クラブ 

⽯川県奥能登広域⼥性防⽕クラブ 

⽯川県⼩松市少年婦⼈防⽕委員会 

福井県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会 

⼭梨県甲府市⼥性防⽕クラブ 

⻑野県中野市少年婦⼈防⽕委員会 

⻑野県飯⽥地区幼少年婦⼈防⽕委員会 

⻑野県上⽥市上⼩地区幼少年婦⼈防⽕委員会 

⻑野県飯⽥市防⽕防犯委員会⼥性部 

岐⾩県中津川市連合⼥性防⽕クラブ 



岐⾩県⼤垣市⼥性防⽕クラブ連絡協議会 

岐⾩県各務原市⼥性防⽕クラブ 

岐⾩笠松町婦⼈防⽕クラブ 

岐⾩県本巣郡幼年少年⼥性防⽕委員会 

岐⾩県⼭県市⼥性防⽕クラブ 

岐⾩県神⼾⼥性防⽕クラブ 

岐⾩県瑞穂市⼥性防⽕クラブ 

岐⾩県揖斐郡⾕汲村⼥性防⽕クラブ 

岐⾩県海津郡⼥性防⽕クラブ 

岐⾩県上宝村⼥性防⽕クラブ 

岐⾩県岐⾩東⽩川村婦⼈防⽕クラブ 

岐⾩県下呂⼥性防⽕クラブ 

岐⾩県可児郡・御嵩町⼥性防⽕クラブ 

岐⾩恵那⼥性防⽕クラブ 

岐⾩県⼋百津町婦⼈防⽕クラブ 

岐⾩県恵南⼥性防⽕クラブ運営協議会 

岐⾩県関ヶ原町⼥性防⽕クラブ 

岐⾩県養⽼町⼥性防⽕クラブ 

愛知県津島市少年婦⼈防⽕委員会 

愛知県蒲郡市⼥性防⽕クラブ 

三重県三重紀北消防組合 職員有志 

三重県名張市伊賀南部幼年少年婦⼈防⽕委員会 



滋賀県甲賀幼少年⼥性防⽕委員会 

滋賀県東近江⼥性防⽕クラブ 

滋賀県彦根市幼年⼥性防⽕委員会 

滋賀県伊⾹郡少年⼥性防⽕委員会 

滋賀県今津町中野区⼥性防⽕クラブ 

滋賀県東浅井郡幼少年⼥性防⽕委員会 

滋賀県⻑浜市婦⼈防⽕クラブ 

滋賀県⼤津市志賀町⼥性防⽕クラブ 

滋賀県愛知郡⼥性防⽕クラブ 

京都中部幼年婦⼈防⽕委員会 

京都府城陽市婦⼈防⽕クラブ 

京都府⻑岡京市幼少年婦⼈防⽕委員会 

京都府⼋幡市婦⼈防⽕推進隊 

京都府宇治市幼年少年婦⼈防⽕委員会 

京都府精華町婦⼈防⽕クラブ 

⼤阪府婦⼈防⽕クラブ連絡協議会 

      ⼤東市⼥性防⽕クラブ連絡協議会 

      吹⽥市家庭防⽕クラブ連絡協議会 

      富⽥林市婦⼈防⽕クラブ 

      岸和⽥市婦⼈防⽕クラブ 

      河内⻑野市松ヶ丘婦⼈防⽕クラブ 

      東⼤阪市⼥性防⽕クラブ連絡会 

      ⼤阪市⼥性防⽕クラブ連合会 



      四条畷市婦⼈防⽕クラブ連絡協議会 

      北今在家婦⼈防⽕クラブ 

      茨⽊市婦⼈防⽕クラブ連絡協議会 

      ⾙塚婦⼈防⽕クラブ 

      松原市婦⼈防⽕クラブ連合会 

      寝屋川市婦⼈防⽕クラブ 

      箕⾯市婦⼈防⽕クラブ連絡会 

      豊中⼥性防⽕クラブ連絡協議会 

      泉南市婦⼈防⽕クラブ 

      岬町婦⼈防⽕クラブ 

      摂津市婦⼈防⽕クラブ連絡会 

      和泉市⼥性消防クラブ連合会 

兵庫県六甲地⽅幼少年婦⼈防⽕委員会 

兵庫県婦⼈防⽕クラブ連合会 

      ⾼砂市婦⼈消防クラブ 

      姫路市婦⼈防⽕クラブ連合会 

      加東郡婦⼈防⽕クラブ 

      明⽯市婦⼈防⽕クラブ連絡協議会 

      佐⽤郡少年婦⼈防⽕委員会 

      尼崎市婦⼈防⽕クラブ連絡協議会 

      加古川市婦⼈防⽕クラブ連合会 

      加⻄市少年婦⼈防⽕協会 



      三⽊市婦⼈防⽕クラブ 

      ⻑尾台婦⼈防⽕クラブ（宝塚市） 

      神⼾市北区婦⼈消防連絡会 

      宍粟郡婦⼈防⽕クラブ 

      ⻄宮市家庭防⽕クラブ 

      宝塚市福井⻲井婦⼈防⽕クラブ 

      養⽗市婦⼈防⽕クラブ 

      猪名川町婦⼈防⽕クラブ 

和歌⼭県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会 

和歌⼭県有⽥市婦⼈防⽕クラブ 

和歌⼭県伊都消防幼少年婦⼈防⽕委員会 

和歌⼭県海南市婦⼈防⽕クラブ 

和歌⼭県橋本市婦⼈防⽕クラブ 

和歌⼭県新宮市佐野婦⼈防⽕クラブ 

和歌⼭県有⽥（組）婦⼈防⽕クラブ 

和歌⼭市婦⼈防⽕クラブ連合会 

和歌⼭県新宮市蓬莱婦⼈防⽕クラブ 

和歌⼭県海草郡下津町婦⼈防⽕クラブ 

和歌⼭県中古沢婦⼈防⽕クラブ 

和歌⼭県上古沢婦⼈防⽕クラブ 

和歌⼭県下古沢婦⼈防⽕クラブ 

和歌⼭県新宮市千穂婦⼈防⽕クラブ 

和歌⼭県新宮市三輪崎婦⼈防⽕クラブ 



島根県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会 

島根県平⽥市⼥性防⽕クラブ 

島根県浜⽥地区少年婦⼈防⽕委員会 

島根県江津市⾢智郡・江⾢少年婦⼈防⽕委員会 

島根県出雲市外４町広域消防組合婦⼈防⽕クラブ 

島根県隠岐の島町・飯⽥婦⼈消防隊 

島根県安来市上吉⽥⻄⼥性防⽕クラブ 

島根県⼤社町少年婦⼈防⽕委員会 

島根県松江地区少年婦⼈防⽕委員会 婦⼈消防クラブの部 

島根県雲南市⽊次町・雲南少年婦⼈防⽕委員会 

島根県益⽥広域少年婦⼈防⽕委員会 

岡⼭県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会 

広島県尾道地区幼少年⼥性防⽕委員会 

広島県海⽥地区婦⼈防⽕クラブ 

広島県佐伯郡湯来温泉街婦⼈消防隊 

広島県安芸⾼⽥市吉⽥町・⼥性会 

広島県⼭県東中部幼少年⼥性防⽕委員会 

広島県安芸郡府中町婦⼈防⽕クラブ 

広島県⽩川婦⼈防⽕クラブ 

広島県安芸⾼⽥・⼭⽥婦⼈消防隊 

⼭⼝県宇部市新川防⽕クラブ 

⼭⼝県下松市防⽕委員会 



⼭⼝県美祢地区消防組合消防本部 職員有志 

⼭⼝県⼤津郡⽴⽯婦⼈防⽕クラブ 

⼭⼝県下関市六連島婦⼈防⽕クラブ 

⼭⼝県岩国地区防⽕委員会 

⼭⼝県下関市彦島本村町６丁目婦⼈防⽕クラブ 

⼭⼝県⻑門市・通婦⼈防⽕隊 

⼭⼝県向津具地区婦⼈防⽕クラブ 

⼭⼝県⼭⼝市  

      ⼩郡町婦⼈防⽕クラブ 

      阿東町婦⼈防⽕クラブ 

⼭⼝県下関市・勝⼭婦⼈防⽕クラブ 

⼭⼝県⽇置町婦⼈防⽕クラブ 

⼭⼝県⼤津郡油⾕町⼤浦婦⼈防⽕クラブ 

⼭⼝県美祢郡秋芳町別府防⽕クラブ 

⼭⼝県美祢地区（組）消防職員互助会 

⼭⼝県周南市消防クラブ委員会 

徳島県名⻄少年婦⼈防⽕委員会 

徳島県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会 

      相⽣町婦⼈会 

      藍住町婦⼈防⽕クラブ 

      伊島婦⼈防⽕クラブ 

      北島町婦⼈会 

      徳島市婦⼈防⽕クラブ 



      鳴門市婦⼈防⽕クラブ 

      松⾕ ハツセ （鳴門市婦⼈防⽕クラブ員） 

      美⾺⻄部（組）少年婦⼈防⽕委員会 

      美⾺東部（組）少年婦⼈防⽕委員会 

      みよし広域連合少年婦⼈防⽕委員会 

      和⽥島婦⼈防⽕クラブ 

⾹川県丸⻲市婦⼈防⽕クラブ 

⾹川県⼩⾖地区少年婦⼈防⽕委員会 

⾹川県善通寺市婦⼈防⽕クラブ 

⾹川県仲多度郡多度津町婦⼈防⽕クラブ 

⾼知県⼟佐市⻯婦⼈防⽕クラブ 

⾼知県⼤⽉町婦⼈防⽕クラブ 

福岡県中間市婦⼈防⽕クラブ 

福岡県中間市幼少年婦⼈防⽕委員会 

福岡県瀬⾼町⼥性防⽕倶楽部 

福岡県宗像地区幼少年婦⼈防⽕委員会 

福岡県⽞海島婦⼈⾃衛消防隊防⽕クラブ 

福岡県⼩呂婦⼈⾃衛消防隊防⽕クラブ 

福岡市漁協・唐泊婦⼈防⽕クラブ 

福岡県⼋⼥郡上陽町婦⼈防⽕クラブ 

福岡県⻄浦婦⼈防⽕クラブ 

福岡県⽢⽊市三奈⽊婦⼈防⽕クラブ 



福岡県三潴郡三潴町婦⼈会 婦⼈防⽕クラブ 

福岡県三潴郡城島町婦⼈防⽕クラブ 

福岡県⼤和町婦⼈会連絡協議会 

福岡県福岡市姪浜漁協婦⼈防⽕クラブ 

福岡県⼋⼥郡⽮部村 

      ⽮部村防⽕委員会 

      ⽮部村婦⼈防⽕クラブ 

福岡県筑後市幼少年婦⼈防⽕委員会 

福岡県⽢⽊市福⽥婦⼈防⽕クラブ 

福岡県⼋⼥市婦⼈防⽕クラブ 

佐賀県⿃栖市⿃栖三養基地区幼少年⼥性防⽕委員会 

⻑崎県佐世保市須⽥尾町婦⼈防⽕クラブ 

⻑崎市少年婦⼈防⽕委員会 

⻑崎市婦⼈防⽕クラブ連絡協議会 

⻑崎松浦地区婦⼈防⽕クラブ 

⻑崎県壱岐市少年婦⼈防⽕委員会 

⻑崎県諌早市⼥性防⽕クラブ 

⻑崎県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会 

⻑崎県諌早市⼥性防⽕クラブ 

⻑崎県平⼾市婦⼈防⽕クラブ 

熊本県⼭⿅⿅本幼少年婦⼈防⽕委員会 

熊本県有明広域荒⽟地区婦⼈防⽕クラブ 

熊本県菊池消防幼少年婦⼈防⽕委員会 



熊本県⼋代広域幼少年婦⼈防⽕委員会 

熊本県菊池消防幼少年婦⼈防⽕委員会 

熊本県阿蘇地域幼少年婦⼈防⽕委員会 

⼤分県中津下⽑少年婦⼈防⽕委員会 

⼤分県⼤分地域少年婦⼈防⽕委員会 

⼤分県⽇⽥玖珠広域圏少年婦⼈防⽕委員会 

⼤分県別府市少年婦⼈防⽕委員会 

⼤分県⽵⽥広域婦⼈防⽕クラブ 

宮崎県延岡市幼少年婦⼈防⽕委員会 

沖縄県名護市⼥性防⽕クラブ 

沖縄県⽯垣市⼥性防⽕クラブ 

沖縄県豊⾒城市⼥性防⽕クラブ 

沖縄県平良市宮古広域消防組合幼年少年婦⼈防⽕委員会 

沖縄県国頭地区婦⼈防⽕クラブ 

沖縄県久⽶島町⼥性防⽕クラブ 

沖縄県与那国町婦⼈防⽕クラブ 

沖縄県浦添市婦⼈防⽕クラブ 

沖縄県浦添市婦⼈連合会 

沖縄県与勝婦⼈防⽕クラブ 

川崎市・中村 和⼦ （個⼈） 

（財）⽇本防⽕協会  



 450団体  合計額   \8,521,947
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