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１. 目 的

　東日本大震災を経験し、国民の安全確保のため、地域の総合的な

防災力の強化の必要性、特にその中核となる消防団の重要性が改め

て認識された。

　一方で、消防団員の全国的な減少傾向が続く等、消防団員の確保

が大きな課題になっている。

　このため、特に本年が消防団 120 年・自治体消防 65 周年の記念

すべき年でもあることから、改めて全国の消防関係者を中心とする

幅広い方々のご参加を得てシンポジウムを開催し、今後の消防団員

確保対策の強化に資することを目的とする。

２. 主 催 財団法人 日本消防協会

３. 後 援 消防庁

４. 日 時 平成 25 年 5 月 22 日（水）

 13 時 00 分～ 16 時 00 分

５. 会 場 日本消防会館（ニッショーホール）

 東京都港区虎ノ門 2 丁目 9 番 16 号

 電話：03 － 3503 － 1486

６. 参 加 者 消防団員、国・都道府県及び市町村等の

 消防防災関係者のほか一般の方々、計 570 名

●シンポジウム開催概要●
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◯ごあいさつ（13：00 ～ 13：10）

　□財団法人 日本消防協会会長　ごあいさつ

　□総務副大臣　ごあいさつ

　□内閣府防災担当大臣　ごあいさつ

◯第 1 部　消防団員確保のための取組み（13：10 ～ 14：10）

　□消防団員確保対策の現状（財団法人 日本消防協会）

　□事例報告

　　①秋田県 鹿角市消防団

　　②新潟県 長岡市消防団

　　③静岡県 長泉町消防団

　　④愛媛県 松山市消防団

　　⑤鹿児島県 薩摩川内市消防団

◯休憩（14：10 ～ 14：20）

◯第 2 部　消防団員確保対策に関するパネルディスカッション

　（14：20 ～ 16：00）

●シンポジウムプログラム●



消防団員確保対策に関するシンポジウム
開催録

□ごあいさつ
　・財団法人 日本消防協会会長
　・総務副大臣
　・内閣府防災担当大臣
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●財団法人 日本消防協会会長 ごあいさつ●

　本日は、たくさんの方にご参加をいただきまして、ありがとうございました。消防団員の確
保がいかに大事な問題であるかということが、皆さん方のお集まりの中にもあらわれているよ
うに思います。
　2 年前、東日本大震災がございました。消防団員を初めとして、たくさんの方がお亡くなり
になるという、もう二度と繰り返したくない、繰り返してはならない体験をいたしました。
　そして、これからの消防体制のあり方を考えますと、緊急消防援助隊といった体制・整備も
もちろん大事なんですけれども、大きな災害がありましたときに、すぐに地元でみんなで助け
合うことができるような、そういう地域の総合防災力といったものが大事だということを、私
ども日消としては申し上げてきました。
　その中心になるのは、消防団であります。ところが、消防団員は確保がだんだん難しくなっ
てまいりました。東日本のときも、特に平日の昼間、消防団員が地元にいかに少ないかという
ことを改めて痛感させられました。
　これからの我が国の消防体制をさらに強化していくためには、消防団員の確保が大事な問題
であることは、申し上げるまでもございません。
　今日、これから色々ご議論していただきますが、私ども日本消防協会としては、昨年から消
防団員確保のための総合的対策についてというメモをつくりまして、全国の消防団の皆さんに
お配りをして、みんなで議論するということを始めております。そういう中から思いますのは、
私どもは、事実を直視しなければいけないのではないだろうかということです。
　東日本大震災を経て、消防団のことは、多くの人に知られるようになったとは言いましても、
消防団という言葉を知っている人は増えた。けれども、消防団の活動の実態といったことにつ
いて、ご存じの方は案外少ない。
　これは新潟市の消防団の方が書いた本なんですけれども『オレたち消防団！』。俺たち消防団
はこういうふうにやっているのに、一般の人はそのことを余りご存じない。酒ばかり飲んでい
ると言われている。これが残念であるということを一生懸命書いておられます。
　そういう思いを持っておられる方がたくさんおられると思いますが、それは私ども消防関係
者からしますと、ご存じない方が悪いというよりも、もっと知ってもらうようにするというこ
とを、我々としてはやらなければいけないのではないだろうか。どのようにして、皆さんに知っ
てもらうようにするかということだろうと思います。そのためには、消防団がどういう活動を

財団法人	日本消防協会	会長

秋本 敏文	（あきもと・としふみ）
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しているのか、これからどういう活動をするのかといったことについて、皆さんにわかっても
らえるような、消防団活動そのものについても、我々は考えていかなければならないだろうと
思います。
　それは、ただ、我々がやる気になればできるということではありませんで、装備も訓練も、
色んな条件をもっと整備していかなければならない。そうして、消防団活動が皆さんから見て
大事だとわかってもらえる、そういう実態を持つような努力をしていかなければならないだろ
うと思います。同時に、そのことを皆さんに知ってもらうこともやらなければいけないと思い
ます。
　一般の方にもっと消防団のことを知っていただけるように、そして、マスコミの方にも、そ
ういうことをもっと報道してもらえるように、我々としても努力をしなければならないだろう
と思います。
　皆さんにご意見を出していただいて、そのご意見をもとにしながら、私ども日本消防協会と
しては、さらに消防団員確保対策についての意見をまとめるということをしてみたい。そして、
色んな方にさらに働きかけをしたいと思っております。
　たくさんの方にご参加いただきましたことを、心から御礼を申し上げます。
　よろしくお願い申し上げます。
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●総務副大臣 ごあいさつ●

総務副大臣

坂本 哲志 氏	（さかもと・てつし）

　皆さん、こんにちは。ご紹介をいただきました、安倍内閣におきまして、消防庁、消防団を
担当いたします、総務副大臣を拝命しております、坂本哲志と申します。どうかよろしくお願
いを申し上げたいと思います。
　挨拶の前に、昨晩は全国の消防団の役員の皆さん方の交流会・懇談会に参加をさせていただ
きました。消防団組織が 1 つになれば何でもできる、そういう組織に対しての力強さを感じた
ところでございます。そういうことで、今後とも組織のさらなる活性化を期待いたしたいと思
います。
　本日は、消防団員確保のためのシンポジウム、心からお喜びを申し上げたいと思います。
　私はこのニッショーホールに来ますと、思い出すのが、一昨年、東日本大震災でお亡くなり
になられた消防団員の方々等の追悼慰霊祭がこの場所で行われました。そのとき、術後間もな
い天皇陛下が、周りが慎重に対応するにもかかわらず、押して、この場に出席をされて、そして、
遺族の皆様方一人ひとりに深々とおじぎをされていた、その光景がまぶたに焼きついておりま
す。それだけ陛下も消防団に対する強い思いをお持ちと思いますし、そして、それはそのまま
国民の消防団に対する大きな期待になっているのだろうと思います。今日のシンポジウムの中
で、また色んなご意見を出していただきたいと思っております。
　全国に 100 万人あるいは 150 万人おられました消防団員は、現在は 87 万人でございます。
新藤総務大臣はとにかく消防団員の確保と増員に努めようということで、今、総務省を挙げて、
その対策を練っているところでございます。今日のシンポジウムの中で、現場に即した意見、
あるいは各地域の色んなアイデア、そして、有識者の方々のご意見、そういったものを、消防
庁として、総務省として、しっかり参考にさせていただいて、今後の政策づくりを進めてまい
りたいと思っております。
　終わりに、秋本会長を初め日本消防協会の皆様方、各都道府県の消防協会の皆様方が、この
ようなシンポジウムを開催し、準備されましたこと、心から敬意を表し、今後、消防団の活動
が活発になり、国民の信頼をさらに得ていかれますように、私たち自身も努力することをお約
束申し上げまして、お祝いの言葉にかえさせていただきたいと思います。おめでとうございます。
そして、頑張りましょう。
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●内閣府防災担当大臣 ごあいさつ●

内閣府防災担当大臣

古屋 圭司 氏	（ふるや・けいじ）

　ご紹介いただきました、防災担当、国土強靱化担当大臣を務めております、古屋圭司でござ
います。同時に、私は、今、閣僚ではありますが、一方では、立法府の一員として、引き続き
消防議員連盟の会長を務めております。そのような立場から、今日はご案内をいただきました。
　消防団 120 年あるいは自治体消防 65 周年、今年はそういう節目の年です。そして、何といっ
ても、消防団の皆様方の活性化、いかに強化をしていくか、こういった意義あるシンポジウム、
本当にご苦労様でございます。
　私はいつも色んな場で申し上げているのですが、6 年ほど前に消防団の世界大会がありまし
て、やはり日本の消防団は世界一です。何でも 2 番ではなくて、1 番を目指さなければいけな
いんです。我々内閣も全て 1 番を目指すということで頑張っているわけです。
　しかしながら、この素晴らしい消防団も色んな問題も抱えております。消防団の現場の皆さ
んから色んなお話を聞きますと、まだまだ取り組むべきことがたくさんあると思っておりまし
て、消防議員連盟の中で、消防団活性化、地域総合防災力強化のための法律を議員立法として
つくろうということで、プロジェクトチームを立ち上げました。日本消防協会の秋本会長等々
の意見も色々聞きながら、議員立法として取りまとめたいと思っております。
　プロジェクトチームの座長には石田真敏議員、昨年当選されたフレッシュな議員でございま
すが、消防庁の防災課長もやっていた、ある意味で専門家の務台議員を事務局長にさせて、精
力的に議論して、取り組んでいこうと思っております。
　地域防災力の整備計画をしっかりつくる、あるいは消防団の強化について、ソフト・ハード
両面からの取組みをしていく等々、大変意欲的な内容になっております。議員立法として、速
やかにこの法案をつくり上げて、国会に提出をして、成立を図っていきたい、そんな取組みを
していることを、ここでご報告申し上げたいと思います。
　私は、今、防災、国土強靱化担当大臣でございます。防災はもちろんのこと、国土強靱化と
いう視点でも、消防団の役割は極めて大きいです。
　つい先日、与党として、国土強靱化基本法、正式に言いますと、防災・減災等に資する国土
強靱化基本法という法律をご了解いただいて、いよいよ国会に提出されました。一方、政府では、
政府・与党一体のもと、国土強靱化の政策を先行して、既に、私、担当大臣のもとで進めてお
ります。一部には、当初、無駄な公共事業の復活かという議論がありましたけれども、全く次
元の違う話でございまして、要するに災害、あるいは災害だけではなくても、色んなリスクを
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日本は背負っております。例えばエネルギーのリスクもあろうし、厚生労働省でいけば、パン
デミックもあるわけでありまして、こういったリスクを全てアセスして、そのリスクに対する
脆弱性を評価して、国家のリスクマネジメントの一環として、対応策を考えていく。
　対応策については、優先順位をつける。松、竹、梅の優先順位をつけて、松を最優先でやっ
ていく。そして、それには財源の確保が必要でございますので、その財源については、経済財
政諮問会議ともしっかりと議論しながら、確保していくということであります。単体の事業と
いうよりは、むしろプログラム規定をして、予算を確保していくということであります。
　それはソフト・ハード両面あるんです。これが大切でございまして、特に消防団の皆様であ
れば、装備の充実、こういったものはもちろんのこと、ソフト面、制度面の充実も必要だと思
います。それを裏づけるのが、今、申し上げたように、我々が考えている、地域総合防災力を
強化するための、言わば事実上の消防団の活力を強化する法律でございまして、こういったも
のとしっかり連携をしながら、地域の総合的な防災力を進めていく、こんな取組みをしていき
たいと思っております。
　最前線を預る消防関係者の皆様、消防協会の会長を初め、恐らく団長の皆さんも来ておられ
るんでしょう。ぜひともみんなで協力をしていただきたい。確かに日本は災害のある国でござ
いますけれども、必ずそれに打ち勝つことができます。私が申し上げたように、今、致命傷を
絶対に負わせない、速やかに災害から立ち直る、被害を最小限に食い止める、この政策をソフト・
ハード両面にわたって取り組んでいくことによって、平時でも競争力がつく。それが地域、企業、
国の成長力にもつながっていくということであります。それぞれのつかさつかさで、その役割
をぜひ果たしていただきたいと思います。この内閣におきましても、そういう意味での国土の
強靱化、減災・防災のために、皆様方と連携をとって頑張ってまいりたいと思っております。
　改めまして、今日、こうやって意義あるシンポジウムが開会されましたことを、心からお祝
いを申し上げながら、ご挨拶とさせていただきます。ご苦労様でございました。ありがとうご
ざいます。

●内閣府防災担当大臣 ごあいさつ●
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●消防団員確保対策の現状●

　ご紹介いただきました、日本消防協会国際部長
兼審議役の下仲でございます。
　私からは、今回のシンポジウムの基礎となる情
報として、消防団員確保対策の現状について、パ
ンフレットに沿って要約して説明をさせていただ
きます。
　まず消防団員数の推移を表示させていただいて
おります。消防団員の総数がオレンジ色の折れ線
グラフになっておりますけれども、左端の平成 18
年には 90 万人を超えていたものが、右端の平成
24 年には 87 万 6,841 人まで減っております（図
1）。
　団員の現状の特徴として（2）にありますが、被
雇用者、いわゆるサラリーマンである団員が増加
しており、現在では約 7 割にまで増えております

（図 2）。
　（3）の団員の高齢化でありまして、平均年齢が
少しずつ上昇してきていることから、若者の入団
促進が必要となっております（図 3）。
　一方で、女性団員の数は増加しておりまして、
女性ならではのきめ細やかな活動を行っていただ
いておりまして、女性のパワーには大いに期待し
ているところであります。
　「3　消防団員の確保対策」をご覧ください。消
防庁でも様々な措置を講じていただいております。
　（1）にありますように、機能別団員等、消防団
組織の多様化方策を導入しておられます（図 4）。
　（2）の消防団員確保アドバイザー派遣制度を運
用され（図 5）、（3）の消防団協力事業所表示制度
により、事業所の理解と協力を得る取組みを行っ
ておられます（図 6）。
　（4）の消防団員入団促進キャンペーンとして、
毎年、消防団員募集についての広報を全国的に展
開しておられます（図 7）。
　もちろん日本消防協会としても、消防団員確保

財団法人	日本消防協会	国際部長兼審議役

下仲 宏卓	（しもなか・ひろたか）

※当日使用した資料については、参考として一部を掲載しています。

のための取組みに努めておるところでございます。
　士気の高揚を図るために、消防庁とともに、1 に
ありますように、全国消防操法大会を開催し（図 8）、
2 にありますように、全国女性消防団員活性化大会
も開催しております（図 9）。
　また、団員確保のためには、しっかりとした装
備を整備し、団員として存分に活躍できる環境を
整えることも重要であります。消防車両等の交付
事業を行うとともに、4 にありますように、平成
19 年度からは消防団多機能型車両の交付事業も
行っているところです（図 10）。
　このような装備の充実に加え、消防団員の服装
について工夫することも大切です。協会では、機
能面・安全面にも配慮した新たな消防団活動服を
試作しました。
　現在の活動服よりもオレンジを多く配色したこ
とで、目立ちやすくするとともに、ポケットやロ
ゴ等も工夫し、デザイン性の向上にも配慮いたし
ました。また、消防団名がわかりやすくなるよう
にも工夫されております（図 11）。
　各国の状況と取組みについて、ドイツでは日本
の消防団員に当たる義勇消防隊員は、敬意を払わ
れる、大変尊敬される存在となっておりますが、
それでも隊員数が減少しています。そのため、入
隊キャンペーンを積極的に実施しておりますが、
特に事業者に対して、従業員が勤務時間中に出動
した場合の補償を行う等、手厚い対策を講じてお
ります。また、隊員に対する健康保険や補償制度
も充実させているところです。
　アメリカにおいても隊員の減少が懸念事項と
なっており、隊員確保対策として義勇消防隊員確
保の特典が様々な形で提供されています。また、
隊員向けの年金プログラムが設けられており、け
がをした場合の補償金が州や地方政府から提供さ
れております。



13

　オーストリアでは必要な隊員数が確保されてい
るとのことであり、ここに消防団員確保のための
ヒントが隠れているのではないかと思われます。
オーストリアではまず永年勤続の義勇消防隊員に
対する勲章の授与等により、社会全体として敬意
を表する仕組みとなっております。また、社員が
勤務中に出動していることを許可している企業に
対する恩恵が設けられており、加えて、隊員のた
めの保険制度も充実しています。さらに 8 つの消
防学校で多数の隊員を養成しており、隊員確保の
ためには訓練環境の充実も大きな要素となること
がうかがえるところです。
　イギリスにおきましては、通常の義勇消防隊員
よりも重い義務を負ったパートタイムの非常備消
防隊員の仕組みが設けられていることが特徴と
なっております。

図 1

図 2

図 3

図 4
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図 6

図 7

図 8

図 9

図11

図10

●消防団員確保対策の現状●

図 5
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●事例報告①　秋田県 鹿角市消防団●

【事例報告者プロフィール】
　◯氏名：黒澤 文男 氏（くろさわ・ふみお）
　◯現職：秋田県鹿角市消防団 団長
　◯略歴：
　　昭和 22 年 3 月 秋田県鹿角市尾去沢生まれ
　　昭和 40 年 10 月 日本電信電話公社入社
　　昭和 44 年 6 月 尾去沢町消防団入団
　　昭和 54 年 3 月 鹿角市連合消防団　班長に就任
　　平成 2 年 4 月 鹿角市消防団　部長に就任
　　平成 4 年 4 月 鹿角市消防団　副分団長に就任
　　平成 6 年 3 月 鹿角市消防団　分団長に就任
　　平成 13 年 4 月 鹿角市消防団　副団長に就任
　　平成 21 年 4 月 鹿角市消防団　団長に就任、現在に至る
　◯その他：平成 18 年 3 月　消防庁長官永年勤続功労章受章

　今日は、このような席で我が鹿角市消防団を紹
介できます機会をいただき、感謝申し上げます。
　鹿角市は、北東北三県、青森、秋田、岩手のほ
ぼ中央、秋田県の北東部、奥羽山脈を形成する鹿
角盆地に位置し、秋田県の総面積の約 6.1％に当た
る面積を有しており、南北に長い地形をしており
ます（鹿角市資料 2）。
　昭和 54 年 9 月には名称を鹿角市消防団に改め、
17 分団 39 部制を施行しております（鹿角市資料
4）。
　現在は、組織の再編成等により 17 分団 38 部制
に改め、定員 892 名で市民の生命及び財産を守る
ため、活動しております（鹿角市資料 5）。
　本市においても消防団員の確保は最重要課題で
あり、若者の地域への帰属意識の低下により団員
数が減少し、団員の高齢化等の諸問題から、平成
19 年 4 月に消防団の魅力発信、消防団員の活性化
を図る目的で、市民を守る魅力ある消防団づくり
基本計画を策定し、女性消防団員の採用、機能別
消防団、消防団車両の共同運用、消防職員分団パー
トナー制度、消防団協力事業所の育成を初め、消
防団改革に取組んでおります（鹿角市資料 6）。
　基本計画の中には消防団員の資格取得講習等を
取り入れ、団員が多くの資格を取得することで、
仕事の面でもその資格を有効に生かしてもらうこ
とで、さらなる魅力ある消防団を構築できるもの
と考え実施しております（鹿角市資料 7）。
　危険物取扱者資格取得に向けては、資格取得講
習会を試験日の約 1 カ月前より毎日曜日を講習日
として開催しております。この講習会に参加した
団員は 55 名、実際に試験を受けた団員は 47 名と
なっており、合格率は 34％となっております（鹿
角市資料 8、9）。

　防火管理者資格講習会は平成 20 年度より開催
しており、防火管理者資格要件を満たしている団
員で、管理、監督的な職にある班長以上の団員を
対象に講習会を実施しており、防火管理上必要な
防火管理業務の知識習得に向けた講習内容であり、
これまで 40 名の受講人数でありました。消防団
員として防火の知識は必要不可欠なことでもあり、
資格取得要件に捉われず、一般団員から分団長ま
で幅広く受講団員を募って、多くの団員が受講で
きるように進めているところであります（鹿角市
資料 10）。
　普通救命講習会においては、全分団員が普通救
命講習修了証を取得するよう、目標を立てて実施
しております。実員 826 名のうち 550 名が修了
証を取得しています。また、普通救命講習修了者
のうち、上級救命講習修了者は 119 名、応急手当
普及員の資格取得者は 2 名おります（鹿角市資料
11）。
　さらには消防団と消防本部がパートナー制度を
設け、消防団員と消防職員との協力体制を整えて
います。消防職員が各分団のパートナーとなり、
消防団の活性化、消防団の魅力をいかに発信でき
るのか協力し合うことで、分団の活性化が進むも
のと考え実施しております（鹿角市資料 12）。
　消防力の整備指針においては、消防団の業務と
して、地域住民等に対する協力、支援及び啓発並
びに救助に関する業務が位置づけられていること
から、消防団と消防本部では、鹿角市消防団救急
救助活動基準を策定しまして、平成 21 年 12 月に
秋田県で初となる救急救助支援隊を発足いたしま
した。八幡平地区を管轄する第 7 分団と十和田地
区を管轄する第 16 分団に救急救助支援隊を発足さ
せました（鹿角市資料 13）。
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　支援隊の装備は、AED、救急鞄、救助ロープ等
を積載しております（鹿角市資料 14）。
　救急救助支援隊を発足してこれまでに 2 件の出
動要請があり、実際、現場での活動は水難事故に
出動した 1 件となっております。
　また、支援隊としての訓練は、団員の技術の習得、
資質の向上を図り、各部隊との緊密な連携のもと
に活動するため、年 2 回以上実施しております。
訓練内容といたしましては、AED の操作方法を初
めとした上級救命講習、各種ロープを使用したロー
プワークや事故対応訓練等、災害現場での安全管
理の基本的な考え方を学び、実践に近い訓練内容
と技術習得を掲げ、訓練を積み重ねております（鹿
角市資料 15、16）。
　結びになりますが、今後においても、消防職員
分団パートナー制度等を活用し、さらなる魅力あ
る消防団づくり、消防団員の活性化を図り、安全
で安心な地域社会を目指し、先人たちの築いてこ
られた伝統と精神を守り、市民に愛される消防団
として最大限の努力を配し、積極的に活動してい
きたいと思います（鹿角市資料 17、18）。

●事例報告①　秋田県 鹿角市消防団●

秋田県秋田県
鹿角市消防団鹿角市消防団

団団 長長 黒黒 澤澤 文文 男男

秋田県秋田県秋田県秋田県

鹿角市資料 1

１１ 鹿角市総面積鹿角市総面積
７０７７０７..３４ｋ㎡３４ｋ㎡

※※ 秋田県の総面積秋田県の総面積

11,61211,612ｋ㎡のｋ㎡の約６約６..１％１％

２２ 鹿角市人口鹿角市人口
３４，１７７人３４，１７７人

３３ 鹿角市世帯数鹿角市世帯数
１３，３５６世帯１３，３５６世帯

（平成２５年３月末（平成２５年３月末 現在）現在）

鹿角市資料 2
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鹿角市資料 3

１ 消防団本部 団長、副団長４人、本部付

（女性消防団員１６人）

２ 分 団 １７分団、３８部

３ 消防団員数 定数８９２人 実員８２６人

充足率９２．６％
（平成２５年４月１日現在）

���� �������
付���

�����
����

�����
��

１３台 ３３台 １台 ４１台

鹿角市資料 5

消防団員の資格取得講習消防団員の資格取得講習

・消防団員に資格取得を進め、多くの資格を取得する
ことで、仕事で資格を有効に活かしてもらう

・危険物取扱者試験資格取得講習

・防火管理者資格

・救命講習 等

鹿角市資料 7

・ 明治２３年 鹿角郡内に消防組が成立

・ 昭和４７年４月

鹿角郡内の４カ町村が合併し鹿角市が誕生

旧町村の消防団をそのまま引き継ぎ

「鹿角市連合消防団」 発足

４消防団３９分団 定員１，１３２人

・ 昭和５４年９月に分団の統合

「鹿角市消防団」 改名

1団 17分団39部 定員1,150人

鹿角市資料 4

① ４カ町村名の付いた分団名称を一連番号制改める組織改革

② 女性消防団員の採用

③ 機能別消防団員採用

④ 軽積載車の導入（平成２４年度末まで３台導入）

⑤ 消防団車両の分署配置による消防本部との共動

⑥ 出動手当見直しなどの団員の処遇改善

⑦ 出動区分の見直し及び安全管理体制づくり

⑧ 消防団員の被服及び安全装備品の見直し

⑨ 副団長の事務分掌制

⑩ 危険物取扱者等資格取得の支援

⑪ 救急救助支援隊の発足 ・・・・ｅｔｃ

平成１９年４月策定

鹿角市資料 6

消防団員の資格取得講習消防団員の資格取得講習

危険物取扱者試験資格取得講習危険物取扱者試験資格取得講習

・消防職員が講師
・試験日の１ヶ月前から実施
・３日間開催

鹿角市資料 8



18

消防団員の資格取得講習消防団員の資格取得講習

危険物取扱者試験資格取得講習危険物取扱者試験資格取得講習

・参加団員 ５５名
・受験者 ４７名
・合格者 １６名

今後の課題

「合格者のアップ」

鹿角市資料 9

消防団員の資格取得講習消防団員の資格取得講習

普通救命講習会普通救命講習会

・団員受講者 ５５０名(６６．６％)
・上級救命講習 １１９名
・応急手当普及員 ２名

目標

全団員の資格取得

普通救命講習会

・団員受講者 ５５０名(６６．６％
・上級救命講習 １１９名
・応急手当普及員 ２名

)

女性消防団員による救命講習

鹿角市資料 11

��������������

消防庁舎から遠隔地で発生した交通事故や
災害などに対応しています。

・ 平成２１年１２月発足（秋田県初）

・ 八幡平地域を鹿角市消防団第７分団

・ 大湯地域を鹿角市消防団第１６分団

・ 分団長 出動要請（有線電話等）

・ 分団員 出動要請（災害情報メール）
第７分団
（八幡平）

第１６分団
（大湯）

鹿角市資料 13

消防団員の資格取得講習消防団員の資格取得講習

防火管理者資格講習会防火管理者資格講習会

・消防職員が講師
・受講者 ４０名
・一般団員 知識向上を目的に受講

消防団員で３年以上管理、
監督的な職にある班長以上の
団員を対象

鹿角市資料 10

消防団と消防本部のパートナー制度消防団と消防本部のパートナー制度

・消防職員３～４名をパートナーとして各分団に配置・消防職員３～４名をパートナーとして各分団に配置

・分団機関誌の発行
・自主防災組織の結成・促進・訓練指導
・消防団員加入促進
・分団内の教養訓練 等

鹿角市資料 12

救急救助����������救急救助����������

・ＡＥＤ・ＡＥＤ

・救急鞄・救急鞄
・折りたたみ担架・折りたたみ担架

・救助ロープ・救助ロープ

・けん引ロープ・けん引ロープ

・金・金てこてこ

・チェンソー・チェンソー

・ジャッキ・ジャッキ
・油処理剤・油処理剤 等等

・折りたたみ担架・折りたたみ担架・折りたたみ担架・折りたたみ担架・折りたたみ担架

鹿角市資料 14

●事例報告①　秋田県 鹿角市消防団●
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救急救�����訓練救急救�����訓練

ロープワーク 救急訓練

鹿角市資料 15

結結 びび

８４４名８４４名
平成２５年平成２５年11月月

７９５名
平成１８年４月

鹿角市資料 17

救�救�����訓練救�救�����訓練

ＡＥＤ取扱いと車外救出訓練 重量物排除訓練

チェーンソーによる救出訓練 搬送・救出訓練

鹿角市資料 16

鹿角市資料 18
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●事例報告②　新潟県 長岡市消防団●

【事例報告者プロフィール】
　◯氏名：廣井 晃 氏（ひろい・あきら）
　◯現職：新潟県長岡市消防団 長岡中央方面隊 方面隊長、
　　　　　長岡市議会 議員
　◯略歴：
　　昭和 29 年 11 月 新潟県長岡市生まれ
　　昭和 58 年 8 月 （株）広井工機に入社（現在、代表取締役）
　　平成 元年 4 月 長岡市消防団に入団
　　平成 18 年 4 月 分団長に就任
　　平成 23 年 5 月 長岡市議会 議員
　　平成 24 年 4 月 方面隊長に就任、現在に至る

　皆さん、こんにちは。長岡市消防団長岡中央方
面隊長の廣井でございます。
　長岡市は新潟県の中央に位置し、平成の大合併
により、海岸線を抱える寺泊地域、山間部を抱え
る山古志地域、栃尾地域等、2 市 7 町 2 村の全 11
市町村が合併した人口 28 万の中核都市でございま
す。
　消防団は、合併前に 1 団 5 方面隊 24 分団、1,353
人であったものが、平成 23 年 10 月には 1 団 15
方面隊 80 分団となり、現在 4,211 人の団員で、
地域の安全のために活動しております（長岡市資
料 2）。
　皆様もご存じのとおり、長岡市は平成 16 年に
7.13 水害、同年 10 月には中越大地震が発生し、
甚大な被害を出しました（長岡市資料 3、4）。
　また、中越大震災のわずか 3 年後の平成 19 年 7
月には、隣の市であります柏崎沖を震源とした中
越沖地震が発生する等、大規模な災害を経験して
おります。
　当消防団は、7.13 水害時には、水防活動のほかに、
道路側溝の土砂を取り除く復旧活動も行いました

（長岡市資料 5）。また、中越大震災の際には、発災
直後に警戒巡視や避難所設置の支援も行い、その
後は土砂崩れ等の二次災害防止の活動や道路の亀
裂等、応急復旧活動等、住民のニーズに対応すべく、
幅広い活動を行いました（長岡市資料 6）。
　長岡市においても団員の確保は厳しく、高齢化
が進んでいる状況にあります。
　このことを打開するため、長岡市では 2 つの方
策を考案しました。
　その 1 つは女性消防団員の確保です。平成 23 年
7 月から女性消防団員の募集に力を入れ、10 月 1
日に 25 人の女性消防分団が、長岡フェニックスレ

ディースの愛称で結成し、現在、31 人の女性消防
団員が活躍しております（長岡市資料 7）。
　女性消防団の主な活動としまして、防火や救急
のイベントにおける市民への広報指導やアナウン
ス、また、秋の火災予防運動の際に実施している
高齢者世帯への防火訪問等で、女性ならではのや
わらかな感性で指導に当たってもらっています（長
岡市資料 10、11）。
　もう 1 つの方策は、当市では、少年期から防災
教育の重要性に着目し、中高生から地域の防災に
興味を持ってもらい、防災教育に触れることで、
将来的な地域防災力の向上や消防団への加入促進
につなげる事業として、「未来の防災リーダー育成
講座」を実施しています。平成 22 年度から開始
して平成 25 年度で４回目となるこの事業は、夏休
みの期間中に市内の中学生及び高校生を募集して、
それぞれに２日間の防災教育を行うものです（長
岡市資料 12）。
　講座の内容としましては、消防職員から指令室
や消防車両等の消防本部の機能説明をしてもらう
とともに、救助訓練体験を通して自分の体力の限
界を学んでもらっています。消防団員からは、地
震等の大規模災害で火災が発生した際の初期消火
として、消火器の取り扱いや消火栓にホースをつ
ないでの放水体験、また、最近、頻発している水
害に対応するため、土のうの作製要領を指導して
います（長岡市資料 13、14、15）。
　中越市民防災安全士会の皆様からは、普通救命
講習により、応急手当や心肺蘇生法、AED の取り
扱いを指導してもらい、傷病者が発生した際に対
応するための知識を学んでもらっています（長岡
市資料 16）。
　「（社）中越防災安全推進機構」の皆様からは、
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防災に関するワークショップを担当してもらい、
大規模災害が発生した際に出てくる問題を提起し
て、受講者から意見をしてもらい、災害が発生し
た際に重要な自助・共助の精神を学んでもらって
います（長岡市資料 17）。
　中高生の受講者には、この講座を通じ、消防団
や地域防災において活躍している方々を身近に感
じてもらい、地域防災に興味を持ってもらうと同
時に、大規模災害時には、自分の身は自分で守り、
助けを必要としている地域の方には、率先して手
を差し伸べることができる勇気を養っています。
　少年期から防災教育に触れることで、将来的に
地域防災の担い手になっていただけることを期待
しております（長岡市資料 18）。

新時代に対応した消防団運営

～充実強化方策と消防団活動事例～

長岡市資料 1

長岡市消防団の概要

��

���

��

��

��

長岡�� 長岡�部

長岡�部 長岡��

��

長岡�部

���

��

��

�口

管轄区域
人口 ２８１，１００人
面積 ８９０．９１Ｋ㎡
世帯数１０２，９４６世帯

長岡市消防団
１団本部
１５方面隊
８０分団
団員４，２１１人（定員４，４００人）

（平成２５年４月１日現在）

13

長岡市資料 2
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消防団の活動（中越大震災）

18

長岡市資料 6

消防団の活動（７．１３水害）

復旧活動を実施

17

長岡市資料 5

長岡市資料 8

女性消防団員募集
「ありがとう！」のそばにいる仕事

◎女性消防団員の主な活動
・防火広報
・高齢者世帯への防火訪問
・地域住民へ応急手当の指導

など
◎応募資格
市内に在住または勤務する健康な18歳以上の女性

14

長岡市資料 7

●事例報告②　新潟県 長岡市消防団●

新潟県中越大震災（長岡市濁沢町）

5

長岡市資料 3

新潟県中越大震災（長岡市濁沢町） 6

長岡市資料 4
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長岡市資料 9

未来の防災リーダー育成講座

長岡市資料 12

防火訪問指導

長岡市資料 11

消火器取扱訓練

長岡市資料 14

救助訓練体験

長岡市資料 13

防火キャンペーンでの広報

長岡市資料 10
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防災に関するワークショップ

長岡市資料 17

地域防災の担い手になることを期待します！

長岡市資料 18

●事例報告②　新潟県 長岡市消防団●

放水体験

長岡市資料 15

普通救命講習

長岡市資料 16
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●事例報告③　静岡県 長泉町消防団●

【事例報告者プロフィール】
　◯氏名：加藤 学 氏（かとう・まなぶ）
　◯現職：静岡県長泉町消防団 団長
　◯略歴：
　　昭和 38 年 3 月 静岡県沼津市生まれ
　　昭和 57 年 4 月 建設会社入社
　　昭和 60 年  結婚（長泉町民となる）
　　平成 2 年 4 月 長泉町消防団第 4 分団入団
　　　（班長、副分団長、分団長を歴任）
　　平成 13 年 4 月 団本部　本部部長
　　平成 14 年 11 月 建設会社退社
　　平成 14 年 11 月 家業（畜産業）就農
　　平成 15 年 4 月 団本部　副団長
　　平成 21 年 4 月 団本部　団長

　ただいまご紹介をいただきました、長泉町消防
団長の加藤でございます。
　このたびは大変素晴らしい会にお招きをいただ
き、また、このニッショーホールにて発表ができ
ますことを、消防団員として大変光栄に存じます。
　当町は静岡県東部地域に位置いたします。人口 4
万 2,000 人の大変小さな町でございます。北には
霊峰富士を仰ぎ、東には箱根連山、南西には駿河
湾が一望できる、少し高台の景観のいい町でござ
います（長泉町資料 2、3、4）。
　このような環境の中、子育て支援、高齢者支援
につきまして、当町はいち早く取組んでいること
から、人口が減らない町、増加している町として
全国的に知られる町でございます（長泉町資料 5）。
　平成 7 年、阪神・淡路大震災が起きまして、そ
の教訓として、普通救命講習の修了取得というこ
とで、全団員が行っております。
　平成 8 年、女性消防団員を採用いたしまして、
定数を 110 名にいたしました。
　平成 14 年、3 名の増加ということで、113 名に
増員をしております（長泉町資料 6）。
　我が町は、団員のサラリーマン化率が 8 割と高
いため、平日の出動率が 2 割と低く、東海地震等
の災害を考える中、団員の確保や増員の計画を促
進するため、まずは現役団員で構成する委員会を
設けました。
　平成 16 年、消防団員増員計画検討委員会の設置
に至りました。増員前までは大きい地区からの選
出だけであり、小規模地区からの選出がなく、また、
新しくできましたマンション、企業社宅からの選
出もありませんでした。各自治体に対して説明会
も開きました。消防署でやればいいのではないか、
そのような厳しい言葉も出ました。しかし、震災

以降、消防団に対しての町民の考え方が少し変わっ
てきております。3 年間の月日を経て、各地区との
協議を重ね、人口・世帯数を勘案し、113 名から
150 名に平成 19 年 4 月より条例改正をいたしま
して、スタートいたしました（長泉町資料 7）。
　また、勤務地団員の導入も取り入れました（長
泉町資料 8）。
　消防団増員計画は一定の成果を上げましたが、
今後の定員の確保やさらなる増員も必要となるこ
とから、消防団活性化検討委員会に改名をいたし
まして、委員会を継続し、定期的に会議も行って
おります。
　しかしながら、その後、団員の確保が思うよう
に進まないことや、消防団員のサラリーマン化で
平日日中の火災出動の稼働率の低いこと等を考慮
いたしまして、機能別団員制度について協議し、
平成 23 年度から機能別団員制度を導入し、定数も
150 名から 160 名にいたしました（長泉町資料 9）。
平成 23 年度は機能別団員として、15 名の入団者
を確保しました。また、今年度は 18 名確保してお
ります。
　平成 19 年、23 年と増員をし、定数を上げて
きましたが、いまだ定数に満たないのが実情でご
ざいます。しかしながら、平成 18 年の 113 名か
らは着実に増員をしてまいりました（長泉町資料
10）。
　その他、静岡県では、消防団協力事業所表示制
度の認定を受けている等、一定の条件を満たして
いる事業所に対しまして、2 年間の期限をもって、
法人事業税、個人事業税の減免をする条例も制定
しております（長泉町資料 11）。
　また、我が町では、商工会と連携をした、消防
団応援事業を昨年 7 月より実施しております（長
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泉町資料 12）。
　応援内容は現役団員とその家族を対象とした割
引や粗品の提供でございます。協力店にはのぼり
旗を掲示していただきまして、団員には団員証を
配付し、提示することとしております（長泉町資
料 13、14、15）。
　また、来月予定されております支部操法大会に
は、各市町の商工会の協力のもと、ご当地グルメ
の出品をしていただく運びとなりました。より一
層の消防団との連携をとり、団員確保の足がかり
となるよう、ご協力もいただいております。
　今後の計画ですけれども、消防団応援事業の
PR、新入団員の確保ということでやってまいりま
す。また、各自治体の役員さんへの団員推薦依頼
ということで、説明会もする予定でございます（長
泉町資料 16）。
　今、長泉は人口が増え、マンション等も建つよ
うな状態であります。世帯数、新区等の増加によ
りまして、新たなる区画割をし、これからも増員
をし、町民の生命、財産を守るため、頑張ってい
く所存でございます。ご清聴ありがとうございま
した。

●事例報告③　静岡県 長泉町消防団●

消防団員確保対策事例発表

消防団員確保のための総合的対策に関するシンポジウム

長泉町消防団 団長 加藤学

長泉町資料 1

長泉町の紹介

長泉町資料 2
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長泉町資料 4

 明治27年 長泉村消防組 100名で発足

 昭和30年 3個分団編成 消防ポンプ車3台

 昭和32年 消防団再編成 4個分団 定数102名

 平成 7年 普通救命講習修了証の取得（全団員）

 平成 8年 女性消防団員導入

定数110名（目標団員数250名）

 平成14年 女性消防団員3名増員（計10名）

定数113名

長泉町消防団の歴史と
団員確保対策

長泉町資料 6

平成25年4月1日現在

人口 41,912人
面積 26.51㎢

長泉町資料 3

長泉町の人口推移

各年10月1日調べ

長泉町資料 5

 平成16年 消防団員増員計画検討委員会 設置

○各地区の人口・世帯数を勘案

○各地区最低1名以上の団員選出目標数を設定

○自治会に対して、各分団で説明会を実施

○自治会役員と協議し現実可能な目標数設定

 平成19年 各地区目標数設定 （定数150名に改定）

実員1�6名（����1�名）

長泉町資料 7

 平成20年３月 消防庁長官表彰

『消防団等地域活動表彰』受賞

 平成20年 消防団活性化委員会 発足

 平成23年 機能別消防団員制度 導入

知識・技術・実績等のある

消 防 団 �B

災害時において即戦力

機能別1�名入団

実員140名（定数160名）

長泉町資料 8
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●事例報告③　静岡県 長泉町消防団●

資料：長泉町商工会HPより

長泉町資料 14

機能別消防団員制度導入

団長 �団
長

��
�長

�団
長

��
団長

�長 �長 ��
団員

機能
別団
員

��

平成
18年

１
(1)

３
(3)

４
(4)

４
(4)

４
(4)

５
(5)

１７
(17)

７５
(75) ―

１１３
(113)

平成
19年

１
(1)

３
(3)

６
(6)

４
(4)

５
(5)

５
(5)

２０
(20)

９２
(106) ―

１３６
(150)

平成
23年

１
(1)

３
(3)

６
(6)

４
(4)

５
(5)

６
(6)

２０
(21)

８１
(114)

１５
(28)

１４０
(160)

対策前後の団員推移

4月1日現在の団員数

女性団員含む（ ）は定数

長泉町資料 10

��������������

＋

�������

平成２４年度長泉町の対策

消防団と商工会加盟店と両方の関係を
持っていた団員が提案

資料：長泉町商工会HPより

長泉町資料 12

消防団員の就業形態

長泉町資料 9

 静岡県 消防団協力事業所表示制度

県税の特例に関する条例（2年間の時限付）

社会貢献として消防団活動に協力している

事業所に対して側面から応援

事業税額１／２（上限10万円）

平成２４年度静岡県の対策

長泉町資料 11

（平成24年7月）

消防団応援事業

現役団員とその家族を対象とした
割引サービス・粗品等の提供

資料：長泉町商工会HPより

長泉町資料 13
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 消防団応援（サポーター）事業のPR

 区長・自主防災会長等の自治会役員との懇談会開催

 区選出目標数の見直し

 団員推薦協力依頼等の説明会

（活性化検討委員会での提案事項）

今後の計画

長泉町資料 16

サポート事業所の一例

協力店の一例
喜作寿司

店主と指導員

長泉町資料 15
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●事例報告④　愛媛県 松山市消防団●

【事例報告者プロフィール】
　◯氏名：大西 浩司 氏（おおにし・こうじ）
　◯現職：愛媛県松山市消防団 副団長
　◯略歴：
　　昭和 34 年 6 月 愛媛県松山市生まれ
　　昭和 58 年 4 月 大和建設株式会社　入社
　　昭和 59 年 3 月 大康建設株式会社　入社
　　昭和 59 年 12 月 松山市消防団に入団
　　平成 11 年 6 月 大康建設株式会社　代表取締役就任
　　平成 19 年 4 月 松山市消防団分団長に就任
　　平成 22 年 4 月 松山市消防団副団長に就任、現在に至る

　皆さん、こんにちは。松山市消防団副団長の大
西です。どうぞよろしくお願いいたします。
　松山市消防団の現状ですが、1 団 9 方面隊 41 分
団で構成されており、消防団員数は平成 17 年以降
毎年増加しています。今年 5 月 1 日現在では、定
員 2,501 名に対して実員が 2,377 名となっていま
す。
　全国で年々消防団員の確保が難しくなっていま
す。松山市でも同じく消防団員の確保が困難なこ
とから、平成 13 年に消防団内部で松山市消防団
活性化推進検討委員会を立ち上げ、入団しやすく、
活動しやすい環境整備について検討を始めました

（松山市資料 2）。
　最初に導入したのが女性消防団員です。女性消
防団員は、救命講習や防火・防災指導を中心に様々
な活動を行っております（松山市資料 3）。
　現在の女性消防団員数は大学生を合わせると
157 名で、発足時の 62 名から大きく増加していま
す。
　次に取組みましたのが機能別消防団員制度の導
入です。現在、松山市では 4 つの機能別消防団員
を導入しています。
　1 つ目は、平成 17 年 4 月にスタートした郵政
消防団員、通称ファイヤーポストマンチームです。
皆さんもご存じのとおり、郵便局は消防団同様地
域に密着した存在であり、日々の業務を通じて地
域事情に精通しています。特に集配を受け持つ方
は、地勢や地域住民の状況等、災害対応に欠かす
ことのできない様々な情報を持っており、大規模
災害時には、こうした情報をいち早く提供してい
ただくことで迅速な消防・防災活動が行えます（松
山市資料 4）。
　今年 4 月には松山中央、松山南、北条郵便局の

ご協力のもと、新たに 35 名が入団し、市内全域を
カバーできる体制が整いました。
　続いて取組みましたのが平成 18 年 4 月の大学生
消防団員、通称大学生防災サポーターの採用です。
大学生消防団員は、大規模災害時に大学生の持つ
若い力を避難所運営や備蓄物資の管理、配布等に
効果的に活用することで、普段は学業の傍ら避難
所運営訓練や総合防災訓練への参加、上級救命講
習の受講等、個々のスキルアップを図っているほ
か、希望者は応急手当指導員の資格を習得し、女
性団員とともに市民の普及啓発活動を行っていま
す。また、卒業後、消防職員や消防団員となる者
もおり、将来の地域防災を担う若者を養成する上
でも大変重要な取組みであると考えています（松
山市資料 5）。
　次に平成 18 年 12 月から取組みを始めましたの
が事業所消防団員です。これは団員確保において
大きな課題であるサラリーマン化対策として導入
したもので、その地区にある事業所の従業員の皆
さんに、就業時間に限定し分団の一員として消防・
防災活動を行っていただくものです（松山市資料
6）。
　次に昨年 4 月に島嶼部の高齢化、過疎化対策と
して取り組んだのが、島に暮らす女性による機能
別消防団員、通称アイランド・ファイヤー・レディー
スの導入です。この機能別消防団員は男性団員が
仕事で島を離れる日中に限定し、男性と同様に災
害対応を行うもので、現在 11 名の方が男性団員と
ともに、災害対応はもとより、救急患者が発生し
た場合には、港までの間、可能な限り応急処置を
行っています（松山市資料 7）。
　次に昨年 4 月にスタートしたまつやまだん団プ
ロジェクト、消防団員応援事業についてご説明し
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ます。この事業は消防団員とその家族を社会全体
に応援していただくというプロジェクトで、新た
に IC 機能つき消防団員証を全ての消防団員に配付
し、これを市内の応援事業所で提示することで、
割引等の優遇が受けられるというものです（松山
市資料 8）。
　さらに松山市消防団応援自販機も設置していた
だき、消防団の PR とともに、売上の一部を活動費
として寄附していただけることになりました。こ
の自動販売機は、現在、市内 9 カ所に設置されて
います。
　松山市では、このほかにも消防団協力事業所表
示制度の活用や定年制の見直し、消防団条例にお
ける任用条項の見直し、さらには方面隊ごとの定
数に加え、公募枠を設け、柔軟な人事管理を行う等、
消防団員が入団しやすく、活動しやすいよう努め
ています（松山市資料 9）。
　今回ご紹介いたしました取組みにより、松山市
の消防団員の実員は、平成 17 年 1 月の合併時に
2,150 名でしたが、今年 3 月には 2,383 名となり、
実に 233 名もの増員が図られました。
　こうしたことから、機能別消防団員だけでなく
我々基本団員も合わせて増加したため、条例定数
を平成 21 年 1 月に 150 名、さらに今年の 4 月に
は 50 名、合わせて 200 名の増員を行ったことで、
現在の定数は 2,501 名となっています。
　今後におきましても、消防団員の確保はますま
す困難になると思いますが、まずは我々基本団員
の確保を最重点事項として取り組むこととともに、
基本団員の役割を補完していただく機能別消防団
員等、時代に即した消防団の新たな体制を常に考
え、常備消防と連携しつつ、積極的に消防団員の
確保を進めてまいりたいと考えています。
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●事例報告④　愛媛県 松山市消防団●

松山市資料 1

２,３７８人
（平成２５年５月１日 実員）

松山市資料 2
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協力事業所表示制度の活用

定年制の見直し

柔軟な定員管理 など

� � �

��１��１������

２,１５０名

� � �

��１��１������
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松山市資料 9

IC

松山市資料 8

ご清聴ありがとうございました

10

愛媛県松山市消防団

副団長 大西 浩司

松山市資料 10

松山市資料 7
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●事例報告⑤　鹿児島県 薩摩川内市消防団●

【事例報告者プロフィール】
　◯氏名：藥師寺 正司 氏（やくしじ・まさし）
　◯現職：鹿児島県薩摩川内市消防団 団長
　◯略歴：
　　昭和 24 年 9 月 鹿児島県川内市湯島町生まれ
　　昭和 45 年 3 月 鹿児島県果樹試験場を卒業
　　昭和 45 年 4 月 農業
　　昭和 50 年 4 月  川内市消防団に入団
　　平成 15 年 10 月 川内市消防団長に就任
　　平成 16 年 10 月 薩摩川内市消防団長に就任、現在に至る

　皆様、こんにちは。ただいまご紹介いただきま
した、鹿児島県薩摩川内市消防団長の藥師寺でご
ざいます。
　薩摩川内市は九州の南西部に位置し、鹿児島県
の北西部にあります。本土区域と東シナ海に浮か
ぶ甑島区域、管内の面積は 683.5 平方キロメート
ルでございます（薩摩川内市資料 2）。
　合併を機に、消防団員数の定数は 1,329 名、5
大隊、9 方面隊、32 分団で構成されております。
　そのうち、女性消防団員が島に 40 名、本土地域
に 20 名おり、合計 60 名、女性消防団員が活動し
ております（薩摩川内市資料 3）。
　現在の消防団員の平均年齢でございますが、
42.56 歳でございます。
　過去 5 年間の消防団員数の充足率でございます
が、96％前後を維持しているところでございます。
　消防団員の確保対策でございますが、今、上に
映っているのがアポロ帽でございます。下に映っ
ているのが出初め式で着ている防寒着でございま
す（薩摩川内市資料 4）。
　団員の優遇性を図るために、平成 15 年度より各
方面隊から委員を選出し、消防団活性化委員会を
発足いたしました。団員の優遇性、入団促進に有
効な施策を協議し、施策実現に向けて頑張ってお
ります（薩摩川内市資料 5）。
　施策の内容の事例を幾つか挙げてみたいと思い
ます（薩摩川内市資料 6）。
　消防団員協力事業所表示制度。
　消防団支援優遇制度。
　消防団員を雇用している企業を入札で優遇する
制度。
　消防団サポーター制度。
　その他、消防団のイメージを一新する、活動し

やすい被服の対応、合併と同時に施設装備の平準
化、女性消防団員の活用、市広報誌等による宣伝、
小中学生を対象とした体験入団等でございます。
　消防団員協力事業所表示制度は、事業所に 3 名
以上勤務し、消防団活動に積極的に配慮していた
だいている事業所に対しまして、表示を行ってお
り、現在 32 事業所ございます（薩摩川内市資料 7）。
　消防団支援優遇制度は、団員の福利厚生の推進
と士気高揚、団員の確保を図る意味から、平成 12
年度から始まりました。これは宿泊施設やレンタ
カー等の利用に際し、団員という身分を証明する
ことにより、本人及び家族の料金の割引サービス
を受けられるものでございます。消防団員サポー
トの事業所としまして、学習塾、ゴルフ場、飲食業、
ガソリンスタンド、美容院等があり、美容院は団
員の奥様、女性団員に非常に喜ばれているところ
でございます（薩摩川内市資料 8）。
　それから、消防団員を雇用している企業を市の
公共事業の指名競争入札で優遇する制度を導入。
深刻な団員の減少に歯どめをかけるとともに、団
員が消防団活動に参加しやすい環境を整備するの
が目的で始まったわけでございますが、消防団員
を雇用している事業所、団員 1 人につき 2 点、最
大で 40 点が加点されるものでございます。事業所
には大変喜ばれ、逆に企業側からうちの社員を消
防団員に入団させてもらいたいという声もあるほ
どでございます（薩摩川内市資料 9）。
　続きまして、サポーター制度、頑張る地方応援
プログラムの一環として、消防団サポーター制度
ができました。水害や大規模地震災害等、被害が
広範囲で、しかも長時間にわたり応急災害対策を
実施しなければならない場合に、現役の消防団員
に対しまして、これまでの経験を生かし、消防団
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OB の方々に消防活動の助言をいただく制度でござ
います（薩摩川内市資料 10）。
　このほか、女性団員の活用、小学生を対象とし
た体験入団等色々ございますが、今後は市の広報
誌、FM ラジオ等を活用し、消防団活動を市民の方々
に理解していただき、消防団活性化委員会等で検
討を重ね、団員の確保に努めてまいりたいと思っ
ております。
　最後になりますが、消防団の今後のさらなる発
展を期してということで、自らの生命や身体に危
機が迫ったとき、最初に対処できるのは隣にいる
人、つまり共助でございます。地域に密着した消
防団員が、十分な活動ができるようにしていかね
ばならないと考えております。今後ますます進展
する高齢化社会、限界集落でございますが、本市
ではゴールド集落と言っております。今後、課題
も多いようですが、人とのつながりが少なくなっ
てきている現状に消防団も団員も積極的にかかわ
りを持ち、市民が頼りにする消防団であり続けた
いと考えております（薩摩川内市資料 11）。
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●事例報告⑤　鹿児島県 薩摩川内市消防団●
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施策実現施策実現

薩摩川内市資料 5

薩摩川内市資料 4

①消防団協力事業所表示制度（国）

②消防団支援優遇制度（以下薩摩川内市独自）平成12年度～

③消防団員雇用企業を入札で優遇 平成18年度～

④消防団サポーター制度 平成20年度～

薩摩川内市資料 6

薩摩川内市資料 1

鹿児島県鹿児島県薩摩川内市の概要薩摩川内市の概要
◆位置・・・薩摩半島北部

◆構成・・・本土地域と甑島地域
（平成16年市町村合併、１市４町４村）

◆面積・・・６８３．５k㎡（県内最大）

◆人口・・・９９,８４５人（平成２５年３月３１日現在）

◆特徴・・・東シナ海に面した変化に富む海岸線
市街地を流れる１級河川「川内川」
ラムサール条約登録「藺牟田池」
地形の変化の美しい甑島や温泉

◆自然公園・・・川内川流域県立自然公園
藺牟田池県立自然公園
甑島県立自然公園

ささ つつ まま せせ んん だだ いい しし

薩摩川内市資料 2

薩摩川内市資料 3
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消防団協力事業所表示制度

当市では、事業所に３名以上団員
が勤務し、消防団活動に積極的に
配慮していただいている事業所に
『消防団協力事業所表示証』を交
付しています。

本制度は、消防団活動に協力的な
事業所を顕彰する意味を込めて表
示してもらう制度ですが、

薩摩川内市では、３２事業所が表
示事業所として登録されています。

表示事業所の団員からは、「団活
動に対する理解や支援が以前より
高まってきている。」との声が聞
かれるようになりました。

薩摩川内市資料 7

ガソリンスタンド

美容室

ゴルフ場

薩摩川内市資料 8

公共工事入札で優遇公共工事入札で優遇
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薩摩川内市資料 9

平成20年度から「頑張る地方応援プログム」
の一環として、消防団サポーター制度を導入。

これは、水害や大規模地震などで被害が広範

囲に及び、しかも長時間にわたり応急災害対

策を実施しなければならない場合に、現役消

防団員に対して、これまでの経験を生かし、

消防活動への助言をもらう制度である。

サポーター制度サポーター制度

薩摩川内市資料 10

消防団の今後の�なる�展を�して

自らの生命や身体に危機が迫ったとき、最初に
対処できるのは隣にいる人、つまり共助である。
地域に密着した消防団員が、十分な活動ができ
るようにしていかねばならない。
今後ますます進展する高齢化社会、限界集落
（本市ではゴールド集落）。
人とのつながりが希薄になってきている現状に、
消防団は積極的に関わりを持ち、市民から頼ら
れる消防団であり続けたいと考えます。

薩摩川内市資料 11





消防団員確保対策に関するシンポジウム
開催録

□第 2 部　消防団員確保対策に関するパネルディスカッション

【コーディネーター】
財団法人	日本消防協会	会長
　秋本 敏文

【パネリスト（五十音順）】
株式会社	船清	代表取締役
　伊東 堅 氏
長野県	長野市	消防局長
　岩倉 宏明 氏
消防庁	国民保護・防災部長
　大庭 誠司 氏
高知県	高知市長
　岡﨑 誠也 氏
三重県	松阪市消防団	元団長
　田所 照朗 氏
新潟大学	教授
　田村 圭子 氏
神戸大学	名誉教授、兵庫県立大学	特任教授
　室﨑 益輝 氏
NHK	解説主幹
　山﨑 登 氏
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コーディネーター

◯財団法人 日本消防協会 会長
　秋本 敏文（あきもと・としふみ）

◯略歴：
　昭和 38 年 4 月 自治省 入省
　平成 6 年 7 月 自治省 大臣官房長
　平成 7 年 6 月 消防庁 長官
　平成 8 年 10 月 全国市長会 事務総長
　平成 14 年 2 月 市町村職員中央研修所 学長
　平成 15 年 12 月 財団法人 日本消防協会 理事長
　平成 24 年 5 月 財団法人 日本消防協会 会長

●パネリスト等のプロフィール●
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◯長野県 長野市 消防局長
　岩倉 宏明（いわくら・ひろあき）

◯略歴：
　昭和 47 年 4 月 長野市消防局 入局、消防士拝命
　平成 9 年 4 月 長野県消防防災航空隊派遣 消防隊長
　平成 20 年 4 月 長野市消防局 予防課長
　平成 22 年 4 月 長野市消防局 次長兼総務課長
　平成 24 年 4 月 長野市消防局長
◯役職等：
　長野市 消防局長（消防長）　／　長野県消防長会長　／　全国消防長会 関東支部 常任

理事　／　一般財団法人 全国消防協会 関東地区支部 副地区支部長　／　全国消防長会 
理事

パネリスト（五十音順、敬称略）

◯株式会社 船清 代表取締役
　伊東 堅（いとう・けん）

◯略歴：
　昭和 51 年 9 月 株式会社 船清 入社
　昭和 59 年 8 月 株式会社 船清 代表取締役社長就任
　平成 22 年 5 月 株式会社 ドリーム・F 設立 代表取締役就任
◯公職：
　平成 3 年 5 月 品川神社 惣町
　平成 8 年 5 月 東京商工会議所 品川支部 商業委員会 副分科会長
　平成 8 年 5 月 品川関税会 常任理事
　平成 8 年 5 月 八ッ山町会 副町会長
　平成 8 年 5 月 品川観光協会 理事
　平成 13 年 4 月 品川浦運河ルネッサンス協議会 副会長
　平成 18 年 4 月 品川防火管理研究会 理事
　平成 21 年 4 月 品川警察懇話会 理事
　平成 21 年 8 月 海上安全指導員
　平成 23 年 3 月 品川消防団 水上特殊技能班設立
　平成 22 年 5 月 品川法人会 副会長
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●パネリスト等のプロフィール●

◯高知県 高知市長
　岡﨑 誠也（おかざき・せいや）

◯略歴：
　昭和 50 年 4 月 高知市役所 入庁
　平成 9 年 4 月 企画財政部 財政課長
　平成 12 年 4 月 企画財政部 企画調整課長
　平成 13 年 4 月 産業振興部 観光課長
　平成 15 年 4 月 産業振興部 副部長、産業振興部産業政策課長 事務取扱
　平成 15 年 10 月 17 日 高知市役所 退職
　平成 15 年 11 月 30 日 高知市長 就任
　平成 15 年 12 月 高知県市長会会長 就任、四国市長会会長 就任（平成 16 年 5 月任期

満了）
　平成 16 年 6 月 全国市長会副会長 就任（平成 17 年 6 月任期満了）
　平成 19 年 5 月 四国市長会会長 就任（平成 20 年 5 月任期満了）
　平成 19 年 11 月 30 日 高知市長 再任（二期目）
　平成 20 年 6 月 全国市長会副会長 就任（平成 21 年 6 月任期満了）
　平成 22 年 3 月 国民健康保健中央会会長 就任
　平成 23 年 5 月 四国市長会会長 就任（平成 24 年 5 月任期満了）
　平成 23 年 11 月 30 日 高知市長 再任（三期目）
　平成 24 年 2 月 内閣府「地域主権戦略会議」構成員（平成 24 年 12 月終了）
　平成 24 年 6 月 全国市長会副会長 就任（平成 25 年 6 月任期満了）

◯消防庁 国民保護・防災部長
　大庭 誠司（おおば・せいじ）

◯略歴：
  島根県松江市出身。
　昭和 58 年 　自治省に入省。
　平成 9 年 　福島県庁に赴任。3 日で、1,500 ミリ降った平成 10 年 8 月末福島豪雨時、

福島県庁 生活環境部次長として、ほぼ 1 カ月間、県の災害対策に従事。
　平成 13 年 4 月 消防庁 広域応援対策官
　平成 13 年 9 月 内閣官房 安全保障・危機管理担当参事官。テロの研究、武力攻撃

事態法、国民保護法の整備に携わるとともに、平成 15 年 3 月のイラク侵攻作戦、平成
15 年 5 月宮城県沖地震、平成 16 年 10 月中越地震、平成 17 年 3 月福岡西方沖地震に
対処。

　平成 17 年 7 月 さいたま市 副市長
　平成 20 年 4 月 内閣府 政策統括官（防災担当）付参事官。岩手・宮城内陸地震等に

対処。
　平成 21 年 4 月 消防庁 消防・救急課長。消防庁 災害対策本部参謀班として東日本

大震災への対処に当たる。被災地や福島原発への緊急消防援助隊の派遣等。
　平成 23 年 7 月 消防庁 総務課長
　平成 24 年 4 月 消防庁 国民保護・防災部長。現在に至る。
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◯新潟大学 教授
　田村 圭子（たむら・けいこ）

◯略歴：
　平成 16 年 3 月 京都大学大学院情報学研究科博士後期課程 単位取得
　平成 16 年 4 月 京都大学防災研究所 研究員
　平成 17 年 3 月 博士 （情報学）（京都大学） 取得
　平成 18 年 4 月 新潟大学災害復興科学センター 特任准教授
　平成 21 年 4 月 新潟大学危機管理室／災害復興科学センター（兼務） 教授
　平成 23 年 4 月 新潟大学危機管理室／災害・復興科学研究所（協力） 教授
　現在に至る
◯専門分野：危機管理・災害福祉
◯委員歴：
　消防庁 ｢消防審議会｣ 委員　／　内閣府「南海トラフ巨大地震対策ワーキンググループ」

委員　／　文部科学省「科学技術・学術審議会専門委員会」委員　／　復興庁「復興推
進委員会」委員　／　（財）新潟県中越沖地震復興基金「新潟県中越沖地震復興基金」
アドバイザー　／　新潟県「水防協議会」委員　／　新潟市「新潟市スマートエネルギー
推進会議」委員　／　新潟市 ｢新潟県防災会議委員会｣ 委員　／　佐渡市 ｢佐渡市防災
会議委員会｣ 委員　／　その他

◯著書等：
　『組織の危機管理入門－リスクにどう立ち向えばいいのか（京大人気講義シリーズ）』林

春男、牧紀男、田村圭子、井ノ口宗成著（丸善・平成 19 年）　／　『メモリアル・コン
ファレンス・イン神戸』（編著）　／　『12 歳からの被災者学－阪神・淡路大震災に学ぶ
78 の知恵』（分担執筆）（NHK 出版・平成 17 年）

◯三重県 松阪市消防団 元団長
　田所 照朗（たどころ・てるお）

◯団員歴：
　昭和 34 年 4 月 11 日 松阪市消防団 入団
　昭和 52 年 7 月 1 日 分団長 昇任
　平成 7 年 4 月 26 日 副団長 昇任
　平成 15 年 1 月 1 日 団長 昇任
　平成 25 年 3 月 31 日 松阪市消防団 退団
◯表彰歴：
　昭和 54 年 1 月 1 日　三重県消防協会長表彰徽章　／　昭和 62 年 3 月 24 日　三重県

知事消防精励章　／　平成元年 3 月 30 日　三重県知事消防精勤章　／　平成 5 年 2 月
16 日　日本消防協会長精績章　／　平成 8 年 3 月 29 日　三重県知事永年勤続功労章
　／　平成 10 年 3 月 7 日　日本消防協会長功績章　／　平成 13 年 2 月 9 日　日本消
防協会長勤続章　／　平成 13 年 5 月 26 日　三重県知事消防功績章　／　平成 14 年 3
月 6 日　消防庁長官永勤章　／　平成 22 年 3 月 5 日　消防庁長官功労章
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◯略歴：
　昭和 51 年 NHK 入局。盛岡、佐賀、長野局で勤務
　昭和 63 年 東京の報道局社会部の災害班に所属
　平成 3 年 『特報・首都圏』キャスター
　平成 10 年 東京報道局社会部、災害班デスク
　平成 12 年 NHK 解説委員（自然災害・防災担当）
　平成 21 年 NHK 解説副委員長（社会・科学文化担当）
　平成 24 年 NHK 解説主幹（自然災害・防災担当）
◯その他：
　これまでにイラン地震、阪神・淡路大震災、台湾地震、有珠山噴火、三宅島噴火、東海

豪雨災害、新潟県中越地震、ニューオリンズのハリケーン災害、東日本大震災等を取材。
　京都大学巨大災害研究センター非常勤講師（平成 18 年 4 月～平成 21 年 3 月）。
　著書に、『地域防災力を高める～やったといえるシンポジウムを～』（近代消防社）、『災

害情報が命を救う～現場で考えた防災～』（近代消防社）、『災害情報論入門』（共著・弘
文堂）、『気象・災害ハンドブック』（共著・NHK 出版）、『火山に強くなる本』（共著・
山と渓谷社）等がある。

◯ＮＨＫ 解説主幹
　山﨑 登（やまざき・のぼる）

◯略歴：
　昭和 46 年 3 月 京都大学大学院工学研究科 博士課程単位取得退学
　昭和 46 年 4 月 京都大学工学部 助手
　昭和 52 年 4 月 神戸大学工学部 講師
　昭和 55 年 2 月 神戸大学工学部 助教授
　昭和 62 年 10 月 神戸大学工学部 教授
　昭和 63 年 4 月 神戸大学都市安全研究センター 教授
　平成 16 年 4 月 独立行政法人消防研究所 理事長
　平成 18 年 4 月 消防庁消防大学校消防研究センター 所長
　平成 20 年 4 月 関西学院大学総合政策学部 教授、関西学院大学災害復興制度研究所 

所長
　平成 25 年 4 月 神戸大学 名誉教授、兵庫県立大学 特任教授
◯その他：
　昭和 42 年 3 月、京都大学工学部建築学科卒業。神戸大学都市安全研究センター教授、

独立行政法人消防研究所理事長、消防庁消防研究センター所長を経て、平成 25 年より
現職。日本火災学会賞、日本建築学会賞、都市住宅学会賞等を受賞。京都大学防災研究
所客員教授、日本火災学会会長、日本災害復興学会会長、中央防災会議専門委員、人と
防災未来センター上級研究員、海外災害援助市民センター副代表、ひょうごボランタリー
プラザ所長等を歴任。著書に、『地域計画と防火』、『危険都市の証言』、『建築防災・安全』、

『大震災以後』等がある。

◯神戸大学 名誉教授、兵庫県立大学 特任教授
　室﨑 益輝（むろさき・よしてる）

●パネリスト等のプロフィール●
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１　消防団及びその活動に関する実態及びイメージの向上
○国民が持っている消防団の実態認識とイメージについての評価
○我が国の消防防災体制における消防団の重要性に関する国民合意の確立

２　消防団活動の一層の充実強化
○「常備消防＋消防団」という我が国独自の自治体消防連携体制における消防団ならではの役割発

揮（「即時対応力・地域密着力・要員動員力」の真価発揮等）
○地域総合防災力の中枢としての消防団活動の展開、地域防災諸活動との日常的な融合深化（地域

における DIG の指導、青少年・女性・自主防災組織との連携・協力、消防団詰所の地域防災コミュ
ニティセンター化等）

　“We serve, educate and lead” （アメリカ・ワシントン州消防）
○消防団による近隣応援体制の整備（応援協定の締結、協定に基づく指揮系統の確立、後方支援体

制の整備、合同訓練の実施等）
○期待される活動を実現するための消防団の装備及び教育訓練の充実（消防団の装備のあり方、適

切なカリキュラム・計画による教育訓練の実施、訓練実施体制の整備、技術習得団員の認証等）
○期待される活動を実現するための活動環境の整備、消防団員の確保（被雇用者の入団・団活動に

ついての使用者の理解、装備・情報等の充実による安全確保、活動実態に応じた処遇の改善、事
故発生時の補償措置、女性団員にも配慮したトイレ等の詰所設備や活動服の改善、「消防団応援の
店」の全国展開等）

３　消防団のイメージの向上
○上記 2 の消防団活動の一層の充実強化によるイメージの向上
○消防団の実態にまで踏み込んだ国、地方公共団体の行政広報等による PR
○テレビ、映画、演劇、歌、SNS 等様々な方法による消防団の実態の PR
○消防団員がひとりの人間として浮かび上がる PR（「おはよう！ニッポン全国消防団」のような方

法による PR 等）

●論議対象事項●
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●議事録●

司会：
　ただいまから第 2 部の消防団員確保対策に関す
るパネルディスカッションを開始させていただき
ます。
　最初に、本日ご参加を賜りましたパネリストの
皆様をご紹介させていただきます。
　株式会社 船清 代表取締役、伊東 堅様です。
　長野県 長野市消防局長、岩倉 宏明様です。
　消防庁 国民保護・防災部長、大庭 誠司様です。
　高知県 高知市長、岡﨑 誠也様です。
　三重県 松阪市消防団 元団長、田所 照朗様です。
　新潟大学 教授、田村 圭子様です。
　神戸大学 名誉教授、兵庫県立大学 特任教授、室
﨑 益輝様です。
　NHK 解説主幹、山﨑 登様です。
　そして、今回のパネルディスカッションのコー
ディネーターは、財団法人 日本消防協会 会長の秋
本敏文が務めさせていただきます。
　それでは、秋本会長、よろしくお願いいたします。

秋本 敏文 財団法人 日本消防協会 会長（以下、「秋
本」）：
　それでは、パネリストの方々から順番にお話を
していただきたいと思いますが、山﨑さん、最初
にお願いできますか。

山﨑 登 NHK 解説主幹（以下、「山﨑」）：
　こんにちは。NHK で解説委員をしております、
山﨑と申します。
　解説委員という肩書きでテレビやラジオに出て
くる人間が何人もいると思うんですけれども、そ
れぞれ担当がありまして、私は自然災害と防災と
いう分野を担当しています。消防団の取材あるい
は消防の取材ということであれば、かれこれ 30 年
近く、皆さんに色々な形でお世話になっています。
　色んな災害の現場で消防団の活動を見てきて、
印象に残っていることが 2 つあります。
　1 つは阪神・淡路大震災で、北淡町の消防団が現
場でとてもご苦労なさっているのを見て、地域の
人たちが感謝しているのを今でも覚えています。
　もう 1 つは東日本大震災で、東京の渋谷で何日
か 24 時間放送に立ち会ってから被災地に行きまし
た。まだ行方不明の方がたくさんいる中で、消防
団の皆さんも被災者で、避難所で生活をしながら、
毎朝、暗いうちから現場へ出て捜索活動をして、
そして、夕方、暗くなって帰ってこられる。避難
所の戸口のところからすっと入ってくるのを、中
にいる方が手を合わせながら見ておられる光景を
目にしまして、消防団の地域に対する信頼感の強
さというのは、すごいものだと思いました。これ
は最大の財産だと思いました。これをぜひ大事に
してほしいと思っています。
　今日、私がぜひ皆さんと一緒に考えたいのは、2
つのアンケート調査があって、それがとても考え
させられました。

財団法人	日本消防協会会長　秋本	敏文 NHK解説主幹　山﨑	登
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なるという制度です。聞いてみると、お父さんが
消防団にいてよかったと子供に言ってもらえたり、
お母さんにちょっと割引になったのはお父さんが
消防団をやっていてくれたおかげだと言われると、
本当にうれしいんだそうです。
　そういう社会の取組みをどうやって広げていく
か。これはそれぞれの地域で大変工夫なさってい
ますけれども、消防協会とか、国とか、そういう
ところがそこにどういうふうにかかわって、そう
いう制度を広げていくかというのは、とても大切
な取組みではないかと思います。

秋本：
　ありがとうございました。
　それでは、室﨑先生、お願いします。

室﨑 益輝 神戸大学 名誉教授、兵庫県立大学 特任
教授（以下、「室﨑」）：
　室﨑でございます。
　私は防災の研究を 45 年やっているんです。その
最初に手掛けたのが、消防団の調査です。恩師から、
地域の防災のことを考えるなら消防団の研究をし
なさいと、40 何年前に言われたのです。学位論文
の一章で、近畿圏の 8 つほどの消防団について触
れて書いたのが、そもそもの初めなんです。その後、
消防団の方々と話したり、議論をしたりしてきた
ので、半分身内のような気持ちでこの場にいます。
　その気持ちで、大きく 2 つのことをお話したい

　1 つは去年内閣府が全国の 20 歳以上の 3,000 人
を対象にして調査したもので、消防団を知ってい
ますかと聞いたところ、東日本大震災の活動もあっ
て、91％以上の人が知っていますと答えました。
入団を誘われたら入りますかと聞かれたら、入ら
ないという人が 72％もいたんです。どうしてなん
だということで、理由を見ていくと、多かったのは、
職業と両立しそうもないという答えが多かったん
です。
　もう 1 つ、これも去年のアンケートですが、消
防団の中堅幹部の皆さんの研修の場で、200 人余
りの中堅の幹部の皆さんに、若者に消防団に入団
するのを進めるのに何か障害がありますかと聞き
ました。そうしたら、会社の理解と協力が得られ
にくい。もう 1 つは家族の理解と協力が得られに
くいという答えが並んだんです。あれだけ過酷な
環境で訓練をして、現場で働いて、帰ってきて、
会社の人にも家族の人にもご苦労様と言われない
ような環境だったら、できないです。これは最大
の問題だと思っています。
　先ほどの報告の中でも、サラリーマンの比率が
71％あるということは、サラリーマンの人たちが
どれだけ活動しやすい環境を社会がつくっていく
かということが、私は最も大切なことの 1 つだと
思います。先ほど事例を聞いていて、こういう取
組みがどんどん広がらなくてはいけないと思った
のが幾つもありました。
　消防庁は消防団活動に理解のある会社や企業を
表彰していますが、もう少し進んで、企業がうち
に消防団の職員がいてよかったと思えるような、
例えば消防団員がいると公共事業の入札でポイン
トになる制度とか、地域によっては県の税金であ
る事業税を減免しているところもあります。企業
にとっても、消防団員を出してくれと言われたら、
頭ではわかるんです。協力してくれと言われると、
ほとんどのところで、わかりました、有休を使っ
てやってもらうならば何の問題もないですと言う
んです。でも、それではだめなんです。消防団員
である人が、その事業所や企業の中で大手を振っ
て活動できるような環境をつくることが、とても
大事なことだと思います。
　もう 1 つは、先日、南アルプス市というところ
へ行って、町の支援制度の取組みを見てきました。
先ほどの発表の中の松山市にもありましたし、薩
摩川内市にも長泉町にもありましたが、消防団の
人たちが町の中で買い物をしたり、飲んだり、あ
るいは遊んだりするときに、家族も含めて割引に

神戸大学	名誉教授、兵庫県立大学	特任教授
室﨑	益輝
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と思っています。
　1 番目は消防団の必要性ということです。消防団
員の方に消防団がなぜ必要かというのは、釈迦に
説法かもしれませんけれども。それは、これから
の未来に向けて日本の社会の安全を考えたときに、
消防団というのはますます重要な存在になるとい
うことなんです。
　その 1 点目は、よくご存じだと思いますけれど
も、まさに災害の時代を迎えているということで
す。大規模災害が次から次へと起きてくる状況に
あるわけです。阪神大震災もそうだし、東日本大
震災もそうです。今、山﨑さんが言われたように、
大震災で消防団はとても重要な役割を果たしたと
いうことはご承知のとおりですけれども、これか
らはもっと必要になるのです。
　例えば首都直下で大きな地震が起きます。今の
ままだと東京は火の海になります。国の想定のよ
うに、火災で死ぬ人が数千人という状況ではない
です。下手をすると何万人という命が火事で亡く
なるかもしれないんです。それをどうやって守る
んだということを考えたときに、一番重要なこと
は、地域の中で起きた火事は地域の中で消火をし
てしまうことです。要するに大火事にしないとい
うことです。では、地域の中で起きた火事は一体
誰が消すのかというところになってくるわけです。
そのためには、消防団の力が欠かせないわけです。
　常備は、例えばコンビナートだとか新幹線の救
出活動だとか、そういうところへ行かざるを得な
い。そうすると、地域の中は地域の中でやる。そ
のために、消防団をしっかりと増やして能力のあ
る体制にしておけば、これからの大規模災害にお
ける地震火災は怖くない。市民レベルのバケツリ
レーも必要なんですけれども、まさにプロの能力
を持った地域密着型の集団をきちっとつくってお
くことは、災害の時代にとても大事だと思います。
　必要性についての 2 点目も皆さんはよくご存じ
のことです。それは、高齢化や過疎化がどんどん
進んでいくということです。そういう中でコミュ
ニティーも弱体化をしていく。この 20 年、30 年
で一気に高齢化が進みます。
　そういう中で、誰かがけがをしたときに一体誰
が助けるのかといった細やかな地域のニーズが、
山のように出てくるわけです。そういう細やかな
地域のニーズに応えられる力は一体どこにあるの
か。単に火を消すだけではなくて、けがをした人
を病院に運ぶだけではなくて、非常にささやかな、
猫が木の上に登って降りられないというような

ニーズまで含めてです。そういう様々な地域のニー
ズに対して、しっかり応えていく。これは誰でも
いいというわけではなくて、それなりの能力を持っ
た人たちがそこにいないといけないということで
す。単に消火や救助の技術だけではなくて、通信
の技術だとか、あるいはもっと高度な技術を持っ
た 1 つの集団がそこに存在していないといけない。
それは誰が担えるのかというと、多分消防団しか
いないと思っているんです。
　以上の 2 つの点を見たときに、これからの時代
というのは、今よりももっと、消防団という地域
密着型の専門性を持った組織的な集団の重要性が
増すということです。ところで、日本の防災は地
域のコミュニティーが支えてきたということを思
い起こす必要があります。腐っても鯛というと日
本のコミュニティーに失礼かもしれませんが、弱
体化しているといっても欠かせない存在です。日
本の地域社会というのは、コミュニティーの中で
助け合ってきたという、世界にも誇れる伝統を持っ
ている。その伝統を新しい時代に合わせた形で発
展させていこうとしたときに、コミュニティーの
中に命や暮らしを大切にする専門家集団を地域に
根づかせるということは、とても重要です。まさ
にそういう将来を見据えながら、消防団のあり方
を考えるべきです。だから、今の消防団ではなく
て、50 年後の消防団はどうあるべきかということ
をしっかり考えて、それに向かってどうするのか
ということを考える必要があるということです。
　2 番目は待遇改善の話です。山﨑さんの話ともつ
ながるのですけれども、消防団がとても必要だし、
かつとても重要な仕事をしているにもかかわらず、
消防団員が増えないというか、確保するのがなか
なか難しいというのはどうしてだろうかというと
ころです。つまり、どうすれば消防団員が増えて
いくのかというところを考え直さないといけない。
　これも 3 つありまして、1 つは社会的評価です。
要するに実質と評価とにものすごいずれが起きて
いる。先ほどの消防団員の電車代がちょっと安く
なるとか安く買えるというのは、それは単にお金
の問題ではないんです。物が 1 割安くなるために
消防団員になる人はそんなにいないと思う。物が
安くなるということは、社会が消防団員の人を認
めていることの結果なのです。ありがとうという
気持ちがそういう制度に出ていると思います。先
ほどの子供がうちのお父さんは消防団員だという
ことを自慢できるということもそうで、社会全体
で消防団員をきちっと評価する仕組みをつくらな

●議事録●
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秋本：
　田村先生、お願いします。

田村 圭子 新潟大学 教授（以下、「田村」）：
　新潟大学の田村でございます。
　まず申し上げたいのは、先進事例と理解をして
いるんですけれども、先ほど 5 つの消防団員確保
のための取組みをお聞きして、非常に様変わりを
していて、頑張っておられることと、すごく希望
が持てるとお聞きをしたところです。
　私の方では資料を用意させていただいておりま
すので、1 枚目のスライドからいいますと、都市部
と郡部との人口比率がとても変わってしまったと
いうことです（田村氏資料 2）。大分緩やかになっ
たとはいえ、都市部の人口の集中が多くなってい
るということです。ただ、そういってみれば、都
市部には人間はたくさんいるわけで、その中で消
防団員の確保を考えるとなると、先ほどのご発表
にありましたように、ある程度サラリーマンとい
う人たちの勤務地と居住地での両方の活動を期待
しながら、増やしていく必要がある。
　あと、郡部については、基本的に物理的守備範
囲がどんどん広くなっていまして、そのために活
動形態をある程度考えなければいけないのではな
いか。
　次をめくっていただきますと、就業構造の変化
です（田村氏資料 3）。先ほど申し上げたところな
んですけれども、郡部に多い農林漁業については、
非常に減ってきて、いわゆるサービス関連の人た

ければいけない。割引制度だけでなく色んなとこ
ろで評価する仕組みをしっかりとつくらなければ
いけない。先ほどの海外での勲章の話もそうです
けれども、社会的にきちっと評価をされる仕組み
をもっと色んな角度からつくっていかなければい
けない。ここが弱いので、誇りというか、消防団
員になろうという気持ちがなかなか出てこない。
それが 1 つです。
　2 つ目は、消防団の活動環境が極めて貧弱です。
大規模な地震が起きたときに、消防団員に火事を
消してもらい、命を助けてもらおうと思う割には、
消防団の装備が不十分です。この環境で大災害時
に頑張れるのかということだろうと思います。
　常備が助ける命も消防団員が助ける命も、上下
がないわけです。そうだとすれば、消防団員の装
備は、常備と匹敵するか、あるいはそれ以上であっ
てもおかしくありません。最高級の技術がきちっ
とインプットされているような、新しい消防団の
装備、環境を考え直さないといけない。そこをもっ
と充実しないと、多分うまくいかないだろうと思っ
ています。
　3 つ目の問題は、消防団そのものにはね返るこ
とですが、消防団員のスキル・能力をあげないと
いけないということです。今でも素晴らしい能力
ですが、もっとスキルアップをしないといけない。
先ほど色んな研修の話がありましたけれども、救
急救助の能力だとか、消防団としての能力をもっ
と磨いていって、消防団員自身が輝ける存在に、
自らが輝ける存在になっていくということです。
　この 3 つをしっかりやっていけば、多分消防団
は日本社会にとって誇れる存在になるし、多くの
人々が消防団に敬意を払うようになるし、進んで
消防団に入ってくれるような状況になるのではな
いかと思います。
　以上でございます。

秋本：
　消防団に対する注文まで含めて、貴重なご意見
をいただきました。

新潟大学	教授　田村	圭子
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ちが非常に増えているということになります。で
すので、そういった人たちをどう取り込んでいく
のかということが、重要になってくるというです。
　常備消防と消防団の方たちの人数変化をグラフ
にしたようなものが、こちらになります（田村氏
資料 4）。職業消防である常備消防の方たちは人数
が増えていき、消防団の方は人数が減っている。
　どういったことで活動されているのかというの
が、次のページになります（田村氏資料 5）。消防
団を縦軸にとって、常備消防を横軸にとっていま
す。線を引いたところに載っているのは、風水害
ですとか、捜索、特別警戒、火災といったところで、
消防団の皆さんも、常備消防の皆さんも色々とや
られている。実は切った張ったの現場活動が多い。
青いものは現場活動です。オレンジのものが救急
だとか火災原因調査、紫のところは、切った張っ
たというよりは若干落ち着いて対応ができるよう
なものだと思っていただければよいのかもしれま
せん。
　それを出動人数で見ると、下のグラフになって
おりますが、大して変化はない、大体同じぐらい
でございます（田村氏資料 6）。こうやって見てみ
ると、消防団の皆様は、常備消防が活動されてい
る緊急性が高いようなものについて色々と支援を
されていると見えます。
　最後の絵、1 回の出動人数で見ると、消防団の
方にぐっと点々が多くなっております（田村氏資
料７）。つまり何が言いたいかというと、いざ呼び
出されてみると、とてもたくさんの人が駆り出さ
れていることになると思います。そういうことを
考え見ますと、いわゆる緊急事態になるとお呼び
がかかって、そこで非常に大きな役割を果たされ
ている。日常のことでちょこちょこというよりは、
いざとなったときの呼び出しの方が多い。そうな
ると、どうしても出動回数が減って、訓練等が重
要になってくるということになるかもしれません。
その辺りの役割分担は、今後このままいくのか、
思い切って何か見直していくのか、平時の色んな
ことにも、消防団の皆様のお力を使っていくよう
なことも考えられると思いまして、お示しした次
第です。
　私からの問題提起といいますと、先ほどの事例
紹介にもありましたとおり、機能別に消防団員を
育てて、ある程度多様化していくというのが１つ
です。もう 1 つは、機能をぐっと集中して、これ
にかけましょうというところで、例えば機能は少
なくなるんだけれども、そこを深掘していく。消

防団は一体これからどちらの道を選ばれるのか。
その中で常備消防との兼ね合いはどうなのかとい
うことを考えなければいけないと思います。多様
化なのか、機能の集中化なのかということになり
ますと、私的には、防災の専門家ですので、地域
の防災力の向上、並びに災害に遭ったときの地域
の復元力の向上を考えますと、ぜひ様々な面でご
活躍いただけるのがよいと思ったりいたします。
ですので、ある程度消防との役割分担を持ちなが
ら、多様化の方向性に向かっていくのがよいと思
うんですけれども、皆様方のお考えはいかがでしょ
うかというところでございます。

消防団員確保を考える

新潟大学 危機管理室

田村 圭子

田村氏資料 1
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　地域の自治会長さん等はなかなか理解してくれ
ません。「消防団は火災になっても寄ってくるのが
遅い。」と、それは当たり前だと私は言うんです。
常備消防はいつ起きてもいいように準備を整えて
待っているわけです。ところが消防団は皆さん仕
事を持っている方ばかりですから、火災が発生し
たといって集合してきて、それから現場へ駆けつ
けるわけです。ただし、残火の始末は、朝までかかっ
てでも消防団がやらなければいけません。そうい
うことを自治会長に言っても、消防は要らぬと言
う。それでは、自治会長、お前のところで勝手に
やってくれと言うと、消防団が必要だということ
で、ようやく納得してもらいました。
　退団するに当たって、何年間、大過なく過ごし
たというご挨拶がございますが、私は大過なくと
いう言葉が大嫌いなんです。大過なくということ
は、事務局に任せるなり何なり、自分は何も動か
なかったということなんです。自分が動いておれ
ば、色んなことが起きます。皆さんの力をかりな
ければできないです。
　その点、皆さんも消防命ということを肝に銘じ
て、頑張っていただきたいと思います。

秋本：
　それでは、田所元団長、お願いします。

田所 照朗 三重県 松阪市消防団 元団長（以下、「田
所」）：
　私は一現場の人間でございます。
　ただし、今年の 3 月で、歳も歳だしということ
で消防団を退団したんでございますが、私がいつ
もお願いしておったのは、消防団員の確保と活性
化ということで、自分のところの松阪市の場合は
一生懸命やっていたわけでございます。消防団員
を集めるということは非常に大変な問題でござい
ますが、私どものところは、昨年までの人数でい
いますと、年に 114 ～ 115 名の方が退団され、ま
た新しく入ってきております。
　私が消防団長になってまず最初にお願いしたの
は、首長さんが消防団をどの程度理解してくれる
のか、消防団にどの程度お金をかけてくれるのか
ということです。私はまず服装が大事だと思って、
消防団長になったとき、当時の消防長に、ちょう
ど合併して、特例債もございましたので、それを
全部使って消防のためにやってくれと言いました。
1,420 名、条例定数の人間を集めるから、全員の
頭の先から足の先まで全部服装をそろえてくれと
いうことを言いましたら、それは全部そろえてく
れました。首長さんがそうやってくれると、我々
消防団としても一生懸命それをやらなければなら
ないということで、私どもは今までやってきたわ
けでございます。

三重県	松阪市消防団	元団長　田所	照朗

高知県	高知市長　岡﨑	誠也

●議事録●
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内はほぼ水没しております（岡﨑氏資料 7）。南海
地震の 1 つの特徴は、中央部はほぼ海抜 0 メート
ル地帯なので、約 2 メートル近く高知市内が地盤
沈降するということです。昭和 21 年の地震は小さ
い地震だったんですが、高知市内は水没状況になっ
ているということです。地盤が 2 メートル陥没し
ていますので、長期浸水になるということが、我々
が大変苦労するところだと考えております。今回
の場合は最悪 3 カ月ぐらいだと言われております。
　ただ、それをいかにして短縮していくかという
ことです。恐らく 40 日から 50 日間で、マンショ
ンとか病院等は孤立化します。水没の中で救助・
救出を行うことになると、まずボートでないとだ
めだということで、そういう装備は備えますが、
かなり時間がかかるということが一番厄介なとこ
ろです。
　消防団の団員としては、今、800 名ぐらいの実
数になっております。まだまだ増やす努力をして
いかなければならないということを強く思ったと
ころです（岡﨑氏資料 10）。
　真ん中にあるのは防火服です。これは常備消防、
要するに消防職員と同じものを消防団員の方々に
も支給するということで、3 カ年計画で、今、支給
しつつあるところです（岡﨑氏資料 14）。
　もう 1 点、防火服の上に載っているのは、ちょっ
とわかりにくいんですが、消防団員の制服の上に
エアジャケットを着装しています（岡﨑氏資料
13）。このエアジャケットは、飛行機の中にあるエ
アジャケットと同じように、引っ張れば膨らむも
のなので、普段はしぼんでいますから、割と動き
やすいものです。これを消防団員全員に支給して、
これを着装して動くことになっております。
　その下にボートがありますが、これも各分団に
一応装備しております（岡﨑氏資料 15）。
　防災リーダー養成では、約 2,000 人の市民の方々
を防災リーダーにしようということで、今、1,200
人ぐらいになりました。あと２年ぐらいで約 2,000
人の防災リーダーができることになっております。
　もう 1 つ、防災士です。学校の先生方、市民、
職員の方々に防災士の資格を取っていただこうと
いうことで、防災士の資格を取るには、結構経費
もかかりますが、我々が経費を負担しながら防災
士の資格を取っていただいています（岡﨑氏資料
18）。
　災害時には、できるだけ総合力を厚く・広くと
いうことで、これからも着実に広げていかなけれ
ばいけないと思っております。

秋本：
　首長さんの話まで出ましたが、市長さん、お願
いします。

岡﨑 誠也 高知県 高知市長（以下、「岡﨑」）：
　皆様、こんにちは。高知市長の岡﨑でございます。
　まずは高知市も含めてですが、歴史的に見ます
と 120 年間、消防団の皆様方に地域をお守りいた
だいておりますことに感謝申し上げます。
　平成の大合併が始まる前は、3,232 の市町村の
数がございました。平成の大合併が終了しますと、
これが約 800 の市と 1,000 の町村、計 1,800 の市
町村に再編成されています。この中で村の単位と
いうのは、ほとんどなくなってきています。
　我々のところもですが、消防団員の約半数ぐら
いは、村役場とか町役場の地元の職員の方々が入っ
ていました。役場の職員の方々は主力メンバーで
すが、平成の大合併によりまして、そういう地域
の消防団における市の職員、公務員の方々は、そ
れぞれ勤務先が異動していきますので、地域にい
なくなったということも、1 つの課題としてはあろ
うかと思います。自分たちもそのことは地元から
強く言われて、当初はかなり主力メンバーを団に
残したんですが、やはり人事異動がございますの
で、地域の消防団に影響が出ているという状況が
あります。これは高知市の事例ですが、全国的に
そういう傾向があると思います。特に中山間では
顕著にあるのではないかということを 1 つ申し上
げたいと思います。
　高知の場合ですが、前半は観光の関連ですので、
飛ばします（岡﨑氏資料 2、3、4、5）。
　1 枚目をおめくりいただきまして、2 枚目の下の
端、これも文字は小さいので、雰囲気だけ見てい
ただいたらいいんですが、南海トラフの巨大地震
は間違いなく近づきつつありますので、この対応
にいかに備えるかというのが、我々の非常に重要
な課題になっています（岡﨑氏資料 6）。
　高知県は人口が県全体で約 75 万、今の想定では、
南海地震が最大の規模で動いて、最悪の被害の場
合4万2,000人が亡くなると言われています。ただ、
4 万 2,000 人の中で一番死者が多いのは津波とい
うことになっています。いかに早く、どこへ逃が
すかというのが、非常に大きなテーマになってい
ます。
　昭和 21 年 12 月 21 日に起きました昭和南海地
震の翌日、高知市内の写真を撮っておりまして、
この写真は非常に有名な写真なんですが、高知市
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秋本：
　ありがとうございました。市長さんの大変なお
取組みがよくわかりました。

消防団員確保対策に関するパネルディスカッション

高知市の現状と消防団

平成２５年５月２２日
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秋本：
　それでは大庭部長、お願いします。

大庭 誠司 消防庁 国民保護・防災部長（以下、「大
庭」）:
　消防庁の大庭です。よろしくお願いいたします。
　今日の消防団員確保ということにつきまして、2
つの観点からお話を申し上げたいと思います。
　1 つ目の観点ですが、私どもが何で増えないんだ
ろうかということを色々検討していくと、逆に減
少が非常に大きいところがあります。平成 21 年度
から 24 年度で消防団員が１万 1,000 人減ってい
るんですけれども、団員数の純減で 500 人前後の
ところが全国で 2 団体あります。それから、100

消防団協力事業所 (事業所の団員雇用率60％目標)

女性消防団員から意見の取り入れ

消防団員確保と消防団の活性化
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人以上のところが 12 ～ 13 団体あります。実団員
数が 50 人以上減っている団体が 30 ～ 40 ありま
して、こういうものも防がなければいけないとい
うことです。どうしても自然減で減ってしまうと
ころも多いんですけれども、行革であるとか、あ
るいは合併による見直し等で減らそうという動き
がありましたら、ぜひ消防庁にもご一報いただけ
ればと思います。ご一報いただければその団体か
ら私どももお話をお聞きしてみたいですし、それ
ぞれ理由があると思いますから、一概に条例定数
等を減らすなとは言えないんですけれども、そう
いう取組みもこれからしていかなければいけない
というのが、１点でございます。
　２つ目の観点ですが、消防団の装備の充実とい
いますか、消防団員の安全確保という観点も、私
どもはもう少しきちんとやっていかなければいけ
ないという気がしています。
　東日本大震災で 254 人の消防団員、27 人の消
防吏員の方が死者・行方不明者になりました。水
門閉鎖とか避難誘導でお亡くなりになった方が多
かったです。ただ、逃げなかった人を説得してい
るうちに巻き込まれたという事例もございました。
　私どもは検討会をつくりまして、消防団員、消
防職員の活動の安全対策ということを全国の消防
の方々にお願いしています。ぜひ各地域で活動の
マニュアルをつくってください。消防団員もいざ
というときは逃げます。消防職員も逃げます。活
動可能時間は限られています。自分たちの命を守
ることが、将来、より多くの人々の命を守ること
につながります。ですから、自分たちのマニュア
ルづくりをするとともに、そういうことを住民の
方々にもわかってもらってくださいというお願い

消防庁	国民保護・防災部長　大庭	誠司	
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をしています。
　これは去年 3 月の報告書で出しておりまして、
今年の 4 月現在で、海岸を持っておられる市町村
の 650 ぐらいの団体に、マニュアルの見直しをし
ていただけましたかという調査をかけました。ま
だ、まとまっておりませんけれども、650 ぐらい
のうち 2 割の団体の方は見直しを行った。4 割は
今見直し中であって、本年度内に何とか見直しを
したい。だけれども、残りの 4 割はまだ検討に未
着手ということでありまして、そういうこともあ
るということを少し念頭に、自分の町はどうなっ
ているんだろうかということも一度見ていただけ
ればと思いますし、同じような話は大規模水害時
の活動等にもつながるような気がいたします。
　一方で、装備の面でいきますと、消防団のトラ
ンシーバー等の無線装備について 4 月現在で調査
をさせてもらったところ、以前からそういうもの
を持っていますというのが 3 分の 1、震災後に整
備したというのが 3 分の 1、まだありませんとい
うのが 3 分の 1 ぐらいです。高知の市長さんのお
話のように、市町村長さんがきちっとリーダーシッ
プを持って装備をされているところもありますけ
れども、そうでない団体もあるのではないかとい
う気がします。
　ライフジャケット等につきましても、従前から
持っているところが 6 分の 1、震災を契機に整備
したところが 6 分の 2、残りの 6 分の 3 はまだです。
これは海岸線を持っている団体への調査でござい
ます。
　そういう意味で、消防団員確保の大前提となる
安全対策、こういうことを自分の町はどうなって
いるか、全国的な傾向はどうなっているか等も見
ていただきながら、色んな検討をしていただけれ
ばと思います。
　終わりになりますけれども、消防団員の確保対
策について、前半にありました 5 団体の発表は大
変素晴らしかったと思います。すごく感じました
のは、5 団体のうち、4 団体がそれぞれの町の消
防団の活性化委員会、充実委員会をつくって検討
されていました。ぜひ皆様方にお願いしたいのは、
装備の充実、安全確保対策、団員の増強等を含め
た検討委員会をそれぞれの町でつくっていただい
て、検討していただきたいということです。
　消防庁としても一生懸命やっていきたいと思い
ますので、ぜひ皆様方のご協力をよろしくお願い
します。

秋本：
　ありがとうございました。
　岩倉局長、お願いします。

岩倉 宏明 長野県 長野市 消防局長（以下、「岩倉」）：
　長野市消防局の岩倉と申します。
　お手元に資料を 1 枚ご用意させていただきまし
た。それでは「長野市消防団の概要」ということ
でご覧いただければと思います（岩倉氏資料）。
　組織につきましては、下の組織図と合わせて、1
団、消防副団長 4 人、6 つの方面隊を導入し、そ
の中に 12 のブロック、機能別、音楽隊、女性部と
いう組織で構成されております。
　長野市の人口が約 38 万、そのうち消防団員の
定数が 3,430、現在の実員は 3,423 ということで、
充足率は 99％となっております。
　平成 9 年から女性消防団員の任用をしておりま
して、各ブロック、各団で活躍しており、現在は
52 名が、対応しております。
　3 点の取組みについてお話を申し上げたいと思い
ます。
　1 点目は、企業ですとか、事業所への訪問をして
いる関係です。平成 18 年から、消防団への入団促
進を図るために、市内の主要企業、事業所等を正
副団長または管轄の消防署長が中心となり、訪問
しております。
　特に平成 22 年 10 月から 6 カ月間、女性 2 名を
緊急雇用いたしまして、これも正副団長さん、ま
たは消防署長が随行し、1,050 件を超える企業を

長野県	長野市	消防局長　岩倉	宏明

●議事録●
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訪問いたしました。
　2 点目、23 年度ですが、長野市も周辺 2 町 4 村
と合併をいたしました。中山間地の団員確保とい
うのが、非常に難しい状況になっております。
　また、団塊の世代、60 歳ぐらいになっても元気
な方たちがたくさんいるということで、一定の人
材を確保するために、定年制を延長しました。
　3 点目ですが、消防団協力事業所表示制度を導入
しまして、平成 25 年 4 月 1 日現在、56 の事業所
を認定しております。
　表示制度の認定事業所に対して、入札制度で優
遇措置を設けて、評価点を加点しております。
　長野県でも同様に、消防団協力事業所表示制度、
認定事業所への優遇措置等々を導入しております。
我々常備消防も広報については、一歩遅れている
ところもあると思いますし、合わせて消防団の活
動についても、今後一生懸命活動していることに
ついての評価や、広報が重要だと考えております。

秋本：
　お待たせしました。最後に伊東さんですが、会
社の経営をやっておられるお立場からのお話もあ
ろうかと思います。

伊東 堅 株式会社 船清 代表取締役（以下、「伊東」）：
　皆さん、こんにちは。私は、消防団協力事業所
としての立場でお話をさせていただきます。
　3 つに分けて考えております。
　1 つ目なんですが、地域のために役に立ちたいと
いう地域住民は確実に増えていると思っておりま
す。過日も品川区にかかわる地域社会貢献事業と
して、私どもと一緒に参加してくださった学生さ
んが地域を災害から守りたいという志を持ちまし
て、消防団に入団しました。しかし、訓練等の時
間を確保することが難しいということで、消防団
としての活動への参加には難しい面があると聞い
ております。
　そこで 2 つ目なんですが、地域のために役に立
ちたい、地域を自分で守りたいという地域住民は
増えているのに、そのライフスタイルと消防団の
活動形態がうまくマッチングしていない現状があ
るのではないかと感じております。
　私は屋形船を経営しておりますが、若者も多く
おります。そこで若者のライフスタイルを見まし
ても、仕事とプライベートの時間をはっきりと分
けている傾向があるように思います。しかしなが
ら、私どもは消防団協力事業所としても、水辺の
消火活動に協力しており、2 年前に水上特殊技能班

株式会社	船清	代表取締役　伊東	堅

岩倉氏資料
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を発足した関係で、訓練や消防署と消防団の連携
の事業に非常によく参加をしてくれております。
　参加したいという思いのある若年層、先ほどの 7
割近いサラリーマン等のライフスタイルに合った
参加方法を構築することも、新たな消防団員の確
保の鍵になるのではないかと思います。
　最後に 3 つ目なんですが、そのような現状を踏
まえて、新たな消防団の仕組みづくりが重要だと
思います。先ほどの応急救護の資格等々の推進、
我々の場合には、技能的なところも応援できるよ
うな消防団に入団することによって、スキルアッ
プができるような仕組みづくり、さらにフェイス
ブック、ツイッター、ウェブサービスを含めて、
今後の消防団の広報活動を広く展開することも視
野に入れて、広報のあり方も検討する必要がある
のではないかと思います。
　以上 3 点を申し上げましたが、地域消防団への
期待は、確実に高まっておると思います。

○秋本：
　色んな角度からのお話をいただいているんです
が、先ほどの消防団の活動事例と皆さん方のお話
を合わせて見ますと、強いて分ければ 2 つあると
思います。
　消防団自身の問題、消防団のあり方、それが消
防団の活動であったり、あるいは機能別消防団と
いうこともありました。今、ライフスタイルとの
問題もありましたが、世の中の変化に対応した多
様な消防団員も考えられないのか。あるいは消防
団自身としてどういう活動をしていくのか、その
ことが一般の方々の評価、あるいは親しみやすさ
につながってくる。そういったことをどうするか
という、消防団自身のあり方というのが 1 つ大き
なテーマであったように思います。
　もう 1 つは消防団に対する周辺からの対応の問
題です。事例発表でも話がございましたけれども、
消防団応援の店はそのことが社会的な評価の問題
でもあるんだというお話もありました。
　それから、協力事業所の話がありましたが、企
業の皆さん方の対応という問題です。消防団に対
する周辺からの対応、それらに共通するもう一つ
の大きな課題というのは、事例の発表の中にもあ
りましたけれども、地域社会と一体化するという
ことです。団員確保についても、地域の中の皆さ
ん方と話し合いを進めていく、一緒になってやっ
てもらう、あるいは常備消防の皆さんとも一緒に
なってやっていくという、地域なり、常備なり、
その他色んなところとの一体化をどう進めていく
かということがテーマになるのではないかと思い
ます。

山﨑：
　ある被災地で消防団に入りたいといって、消防
団に入団希望の若者がいたんです。よかったとい
う話をしていたら、晩になってお母さんが来られ
て、申しわけないけれども、うちの息子が団に入
ると言ったそうだけれども、それは取りやめにし
てほしい。危ないことをうちの子供にさせたくな
いとかもう少し勉強させたいとか、そういうこと
だったようです。親御さんにも消防団を理解して
もらうような取組みというのは、これから必要な
んだろうと思います。
　消防団に入ることが地域のためになって、それ
が子供のためにもなるんだということが、両親と
か家族の人たちにわかるようにする必要があると
思います。

●議事録●
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れから先ここを強化していけば、さらに地域の安
全性につながっていくのではないかということも、
今日の色々な議論を聞いていて感じたところでご
ざいます。

　何がいいかとずっと思っていたんですけれども、
市町村の職員になるときのエントリーシートに消
防団の経験があるかどうかという欄をつくったら
どうだろうか。消防団をやっていると自治体の職
員になりやすいということになったら、本人も両
親も家族も、消防団に対する見方が劇的に変わる
のではないかという気がします。
　これから災害が多発する時代になって、防災意
識の高い職員を育てなければいけないし、それぞ
れの地域で防災の取組みを進めていかなければい
けないときに、消防団をやっている若者を自治体
の職員にしていくというか、そういう仕組みは、
市長どうなんでしょうか。

○岡﨑：
　非常にいいアイデアだと思います。前段の議論
を聞いていまして、これまで行政、法律の中でも、
常備消防と非常備消防という区分だけでしかきて
いなかったわけですが、非常備消防、いわゆる消
防団の形態自体が、先ほどありましたように、2 つ
の大きな区分に変わってきていますから、どちら
かというと、第 3 の消防団ができつつあるのでは
ないかという印象を持ちながら聞いておりました。
24 時間体制の常備消防と、皆様の非常備消防、そ
して、第 3 としての消防の形態が、今、徐々にで
きつつあるのではないかと感じまして、そこを国
も含めて、もう少し整理をしながらいったらいい
のではないかということを、印象としては受けて
おります。
　それから、行政として、皆様方の団員を増やす
ためのインセンティブのやり方は、先ほどの公共
事業の点数を上げるということもやり方でもござ
いますし、職員採用試験の中で消防団員かどうか
ということを面接の段階で拾い上げるということ
もできないことはないので、そういうことも 1 つ
のルールの基準の中に入れ込んでおいたらと思い
ます。これはできないことではありませんので、
そういうことも考えていったらどうかと思います。
　もう 1 つ、東日本大震災の中で、釜石の奇跡と
いうことで、防災教育を徹底的に受けておりまし
た中学生たちが非常に活躍をしました。
　この子供たちは物すごく冷静かつ大人顔負けの
色んな対応をしております。そういう意味で子供
たちはすごく戦力になります。地域のお年寄りを
ずっと見ながら引き連れて逃げています。そうい
うことも含めて、今、第 3 の非常備消防のような
形の多様な形態のものができつつありますし、こ
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荒木氏：
　私は京都府綾部市の消防長をしております、荒
木と申します。よろしくお願いします。
　私は市役所の事務職員として入りまして、今、
消防長をしておりまして、消防団員ではございま
せん。
　役所に入ってから、平成 10 年 3 月まで消防団員
として 20 年間おりますが、私が大学を出てふるさ
とに帰ってきて市役所に勤めるときに、何が一番
嫌だったかというと、消防団へ入らなければなら
ない。これが一番嫌だったんです。自分のプライ
ベートの時間を少なくして、消防団のことをしな
ければならない。これは嫌だと本当に思いました。
これが一番嫌でした。ところが、入って、今はよかっ
たと思うんです。今の若者も、程度の差こそあれ、
そういう思いがあるのではないかと思います。
　消防団に入る、入らないは、個人が最終的に決
めるわけですから、それを具体的にどうほぐして
いくか、正しい情報とか、入ったらこんなことが
あるということを、具体的に教えていくかという
ことで、何かあれば具体的に教えていただきたい
と思います。
　最近、消防団員から消防団の訓練が多過ぎて大
変だ、もう少し減らないのかという質問が出るん
です。私のころに比べますと今は随分減らしてき
ています。
　いざ火災になりますと常備消防だけでは足りま
せん。特に大火の場合は消防団員に出ていただく
ことになるんですが、その際に、せめて常備消防
に近づくぐらいのレベルにはなっていただきたい
というのが現場の実態です。私が学生から役所に
入るときに思っていたことと同様に、消防団でプ
ライベートな時間を損なって、訓練に行かなけれ
ばならない、困ったという若者が実態として出て
いる。ここら辺りの微妙なバランスなんですけれ
ども、即戦力として使えるかどうか、何かいい案
があれば教えていただきたいと思います。

大森氏：
　私は岩手県一関市の消防団長の大森でございま
す。
　消防団員の待遇改善は市町村の首長さんによっ
て定められておりますので、大変温度差がありま
す。消防団員は全国で同じように活動をやってい
るわけですが、これだけの温度差を調査したこと
があるかどうか。この辺をまず調査していただき
たい。

　もう 1 つは装備の問題です。先ほど来出ており
ますけれども、これらも相当の温度差が出ており、
もちろん沿岸部と農村部では違いますけれども、
そういう問題がございます。
　それから、私たちが入ったころには、義勇消防
という気持ちで先輩から指導を受けてまいりまし
た。しかし、これからの若い人たちには義勇消防
をどうやって理解していただけるかということで、
今、苦労しております。
　私たちは特別職ということですが、首長によっ
ては、消防団だけが特別職ではないんだ、行政区長、
児童委員、民生委員、色々あるので、消防団だけ
報酬は上げられないとおっしゃいます。そのとお
りだと思いますけれども、そのために温度差が非
常にあるということでございます。これらの問題
は、今後関係機関の皆様方にご検討いただいて、
改善されるようにしていただきたいと思います。
　それから、毎年 5 月・6 月は、入団促進期間とし、
団員の入団を強力に促進しております。皆さんか
ら出た処遇、例えば税制面の問題とか、住民税の
減免とか、県民税の減免とか、色んな手があると
思いますけが、それは行政の財政面から、うんと
はなかなか言わないんです。それらも含めた検討
をしていただければありがたいし、実現するよう
にお力添えをお願いしたいと思っております。

濱下氏：
　横浜市西消防団の濱下と申します。
　女性団員の確保について、もう少し皆様に積極
的になっていただければと思います。
　サラリーマン化と言えば、私の横浜市西区は 7
平方キロしかないんですが、その中に日中は 20 万
人います。その場所を 230 人の西消防団員で管轄
しているんですが、75 名が女性です。3 分の 1 以
上が女性の場合もあるんですが、その中で、女性
は予防とは決まっておりません。男女が完全に混
合で、女性も災害現場に出ます。そのように、女
性のやることを決めないでいただければと思う部
分があります。私自身、明け方 3 時ぐらいに火災
現場に駆けつけて、照明をたいたりの活動も行っ
ております。もちろん応急手当指導員の資格も取
得しております。
　サラリーマン化で、農業、漁業、林業がゼロと
いう中では、日中、男性がおりません。なので、
その中で女性の活躍する場というのも、男性の皆
さんのご協力のもと、できる限り与えていただけ
ればと思います。

●質疑応答●
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　また、その点について行政からも何かお力添え
等があればと思います。その点、よろしくお願い
いたします。

秋本：
　一通りお三方にご意見をいただきましたので、
ご意見、ご発言なりをお聞きになって、パネリス
トの方々からご発言がございましたら、お願いし
ます。

岡﨑：
　報酬とか、そういう関係が色々出ました。団員
さんの待遇改善の要望についてのお話というもの
は、例えば四国でありますと、大体同じような行
政のやり方をしているので、高松、松山、徳島、
高知、この 4 市で報酬のバランスがどうなってい
るかということを見ながら、4 市の中で、高知市の
出動手当が低過ぎるんだったら上げるとか、こう
いう形で全体を見ています。
　これから近い将来、単独型か連動型かは別にし
まして、恐らく西日本でも大規模な災害が起こり
ます。恐らく南海トラフの巨大地震の特別措置法、
国土強靱化計画の特別措置法、災害の対応に事前
に準備をしておくということが政府の方針として
も前面に出てきますので、そういう一環の中でも、
非常備の組織を強化していくことは同じ考え方に
立つべきであります。消防職員、非常備消防の皆
様方の組織強化という観点で、待遇も含めて強化
していくということは、国土強靱化計画と絡めな
がら、非常備消防の強化については、申し上げて
いきたいと思っております。

秋本：
　ありがとうございました。
　若者のインセンティブをどうつくっていくか、
あるいは女性の消防団の活動についてありました
が。

田所：
　松阪市は 623.8 平方キロなんですが、消防団員
は 1,420 人おります。そのうち女性消防団は 60
名です。女性消防団は後方支援 1 点です。女性団
員の方が研修はすごくやっております。女性消防
団は、コーヒー代、お菓子代はいつも自分たちで
持ち寄っておるような状態でした。お金がありま
せんから本当に気の毒です。
　幹部の方は確保が非常に大変だと思います。先

ほども申し上げましたとおり、上層部が動かない
ことには動きません。ただ、ポスターを貼って消
防団員募集とやって集まるんだったら、誰も苦労
しないわけです。
　だんだん過疎化になって、山の方は人口がどん
どん減る。現在、私どもの地区でも、合併前に
は 5,000 人以上おった人が、合併後わずか 8 年で
4,500 人まで減った。当時、消防団員は 200 人と
少しおったんですが、どんどん減りまして、現在
は 200 人を切ってきた。その分は市の中心で持た
なければ仕方がないんです。絶対に条例定数を減
らすということはするな、条例定数だけはあくま
で守ろうということを、幹部団員が頑張ってやっ
ております。いかに地域の消防力が大事かという
ことをつくづく感じております。
　皆さん大変だろうが、頑張ってください。よろ
しくお願いいたします。

大庭：
　先ほど装備の差とか、処遇の差をどうするかと
いうことがありましたが、消防庁でも一生懸命通
知を出していますけれども、皆さんの中から色々
なご意見を出してもらうしかないと思います。そ
ういう意味で、他との比較とか、例えば交付税で、
団員ですと 3 万 6,000 円手当されているんですけ
れども、平均ですと 2 万 5,000 円で、何で上げら
れないのかというとか、あるいは最近よく幾つか
の団で使われていますけれども、フェイスブック
等の SNS を活用して、ほかの消防団の状況を聞く
とか、そういうことで、ぜひ地域から色んな声を
上げていただければという気がします。
　それから、新しい取組みとして、山梨県の甲斐
市では、新任の市職員は消防団員になることになっ
ています。2 年間なるという取組みを昨年から始め
ていまして、昨年ですと、行政職が 10 人、保育士
が 2 人、図書館の司書の方が 1 人、13 人が２年間
消防団員になって、その活動結果を報告書にする
みたいな取組みもあります。
　そういう意味でも、工夫のしようがあるかと思
いますので、私どもは私どもでやろうかと思いま
すが、ぜひ皆様方のご意見をよろしくお願いしま
す。

田村：
　先ほど若者は大変というのと、女性の問題のお
話があったと思います。怒られるかもしれないん
ですけれども、やはり裾野を増やしていくために
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は、女性とか男性とか若いとか年寄りではなくて、
いわゆる二極化をある程度認めてやる必要がある
のではないか。めちゃくちゃ操法もやりたいし、
付き合いもがっつり大丈夫という人たちと、今の
若者のように、緩やかにつながるんだけれども、
個別に聞いてみると、やる気のある子たちが結構
います。
　私も教員として学生のやる気を引き出せている
かというと、色々課題があるところなんですが、
二極化をうまく認めていって、うまく資源配分を
するような工夫をしていくと、裾野が増えて、も
ちろん予算は限られているので、その配分みたい
なものについてはある程度差別化をしていかなけ
ればならないのではないかと思います。

室﨑：
　全体の話とちょっと離れるかもしれないんです
けれども、子供の教育はとても大切です。
　2 つの意味で大切で、1 つは地域社会を変えて
いく上で、地域の防災力を高めていく上で、教育
はとても重要です。子供が変われば親が変わるん
です。子供を変えるのは誰かというと消防団です。
消防団が子供の教育に責任を持つということです。
　そうすると、2 番目にいいことは何が起きるかと
いうと、そこから必ず消防団員が出ます。これは
ドイツもそうですし、私のささやかな経験でもそ
ういうことがありました。私は神戸の舞子高校と
いう高校の授業に出て、それから関西学院でも授
業をしていたんですけれども、関西学院の私の授
業を聞いた中で 3 人の女子学生が消防団員になり
ました。舞子高校では消防職員が多いんですけれ
ども、高校で講義を聞いて学んだ子供たちは消防
をやりたいと言うんです。そういう意味でいうと、
小さな子供にしっかり安全とか、命の尊さを教え
ることが、消防団の裾野を広げることになります。
　2 つメリットがあるので、地域の子供さんの教育
というところを、消防団の方に大きな課題として
取り組んでいただければありがたいと思います。
　以上でございます。

秋本：
　私ども日本消防協会は、最初にも申し上げまし
たけれども、今日色んなご意見をいただきました
ので、それらを合わせまして、できれば日本消防
協会としての意見をまとめたいと思います。
　その中では、先ほどちょっと要約的に申し上げ
ましたけれども、消防団のあり方そのもの、ある

いは消防団の活動そのものといった部分について
も、相当踏み込んでいかなければいけないのでは
ないかという気がしております。そして、それが
地域の中にどう溶け込んでいくかということが大
事なのではないかと思います。
　国に対して要請することもたくさんありますけ
れども、同時に、消防団側としても、できるだけやっ
ていこうということが必要なのでないかと思いま
す。
　日消としても、さらに努力してまいりたいと思っ
ております。本日は、皆さん方、誠にありがとう
ございました。

司会：
　ありがとうございました。
　皆様、ご登壇者の方々に、いま一度、大きな拍
手をお願いいたします。ありがとうございました。
　以上をもちまして「消防団員確保対策に関する
シンポジウム」を終了させていただきます。

●質疑応答●





財団法人 日本消防協会


