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●住宅用火災警報器設置推進マニュアル（消防団員用）を作成
●平成21年度消防団長等幹部海外消防事情調査の実施
●ラジオ番組「おはよう!ニッポン全国消防団」平成21年度も継続 4
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横浜上空から横浜港・みなとみらい地区を望む
横浜は幕末までは、戸数百戸程度の半農半漁の静かな村であったが、開港により、その近代への歴史が始まり、本

年で横浜開港150周年の節目を迎え、数多くの記念式典、イベントを行います。市内には歴史的に貴重な建築物も多く、
中区新港町には歴史的建造物の赤レンガ倉庫や横浜税関などの時代の息吹を感じさせる建物も多く残っています。ま
た、これらの地域は大正12年９月１日の関東大震災で大きな被害を受けましたが、見事に復興し今日に至っています。
現在、横浜の中区、西区は横浜市の玄関口として栄え、その象徴として、みなとみらい地区に聳え立つ、日本一の

高さを誇るランドマークタワー（295.8ｍ）や、インターコンチネンタルホテル、横浜国際会議場、大観覧車や横浜ベ
イブリッジなど、多くの近代的建築物が立ち並び、世界の横浜港として世界から横浜に集まる人々を迎えています。

神奈川県横浜市
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表紙写真説明



中国消防専門研修 
平成21年３月３日～17日　（財）日本消防協会 



ラジオ番組「おはよう！ニッポン全国消防団」 
平成21年度も継続放送が決定 

　　（財）財団法人　日本消防協会 

４月第１週放送に出演の消防庁株丹次長

４月第2 、 3 、 4 週放送に出演の大沢啓二さん
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「北アルプスの名峰剣岳や立山アルペン

ルート、黒部の太陽で知られる黒四ダム、

世界遺産五箇山合掌集落、氷見の寒ブリや

富山湾の神秘ホタルイカ」これらはいずれ

も富山県が誇る観光資源です。これらの名

を聞いたことがあっても、富山県の位置を

正確に知る人は意外に少ないといわれてい

ます。

日本海側の中央に位置する富山県は、ア

ジア大陸や朝鮮半島など対岸諸国と古くか

ら交流を積み重ねてきた環日本海の玄関口

です。

県都富山市を中心に半径50㎞というまと

まりのよい地形と食べ物は非常に美味し

く、特に冬の味覚のブリ、ズワイガニ、春

の風物詩ホタルイカなどの海の幸はもちろ

ん、立山連峰の万年雪の雪解け水で育った

富山米コシヒカリなど上手いものだらけの

県であり、持ち家率全国一に代表されるよ

うに日本一住みよい県であると自負してい

ます。

この富山県にあって、消防関係者が全国

に誇れる記録を有しています。それは人口

１万人当たりの出火率が平成３年以来平成

20年まで18年連続全国最小ということで

す。

ところで、ご承知のように消防団の使命

は火災への対応だけではありません。消防

団はあらゆる災害から住民の生命、財産を

守るという使命を帯びています。

昨年２月24日早朝、比較的静かな海岸に

突然大きな高波が押し寄せ、富山湾沿岸に

大きな被害が発生しました。

最も被害の多かった県東部の入善町（人

口27千人）では、人的被害は、死者１名、

負傷者15名、住宅被害は全壊４棟、半壊７

棟、一部損壊・床上浸水47棟、床下浸水70

棟にのぼり、その他の非住宅被害、船、護

岸堤等の被害を合わせると被害総額は33憶

６千万円余となりました。この被害は同町

の芦崎地区に集中して発生しているのが特

徴です。入善町以外では県東部の朝日町境

地区、黒部市生地地区で被害があり、県西

部では伏木富山港伏木地区の北防波堤で全

長1500ｍのうち800ｍが最大で12ｍも内陸

部へ押し込まれる被害を受けるなど、大き

なうねり性波浪が富山湾沿岸を襲いまし

た。

この高波について、国土交通省北陸地方

整備局では、富山湾における「うねり性波

浪」対策検討技術委員会を設置して、高波

発生メカニズムを明らかにして今後の対応

策について技術的な検討がなされています

が、この高波は富山湾特有の「寄り回り波」

といわれる現象で、過去にもたびたび大き

な被害をもたらしています。

この寄り回り波は冬型の気圧配置になっ

た時に発生することが多く、低気圧が日本

海を通り北海道東方海上で発達すると北海

道の西方海上で発生した波がうねりとなっ

て富山湾まで到達したときに、富山湾特有

の地形と複雑な海底地形の影響により、そ

のうねりが大きな波となって富山湾沿岸へ

押し寄せるとされています。

局地的な自然災害に対する消防団の対応 

巻 頭 言 

局地的な自然災害に対する消防団の対応 
富山県消防協会長　山本　修 
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この高波の恐ろしさは、低気圧が富山湾

を通過した後、風や波が収まってから突然

大波が押し寄せることにあり、発生メカニ

ズムが明確になっておらず、確実な予報も

困難といわれています。

近年、この寄り回り波による局地的な災

害のように、竜巻に代表される突風、ゲリ

ラ豪雨と呼ばれる局地的な豪雨など局地的

な自然災害が発生していますが、これらに

対して、地元消防団が如何に対処すべきか

が大きな課題であると思っています。

大災害に対しては自衛隊の出動要請或い

は消防庁からの緊急消防援助隊の出動要請

というルールが確定されていますが、局地

的に突発して発生する自然災害に対して

は、やはり地元の消防団が迅速かつ的確な

避難誘導、災害対策活動を実施すべきであ

ると考えています。災害は何時襲ってくる

かわかりません。そのためには消防団は常

に災害に対する備えを心がける必要があり

ます。

地震、台風、集中豪雨等々、地震列島、

災害列島と呼ばれる我が国ですが、自らの

危険も顧みず地域住民をあらゆる災害から

守るために自然の猛威と戦う消防団に対し

て、どこまでその使命達成を求められるの

か。

災害から住民を守るという使命の達成

は、同時にその災害に自らの家族、家屋等

も被害にさらされる可能性もあるというこ

とでもあり、極限状態の中にあって指揮者

たる消防団員が如何に行動できるか大きな

課題であると思っています。指揮者にとっ

てもあらゆる災害に冷静に対応することは

なかなか困難であり、指揮者のみならずす

べての消防団員が想定される災害に対する

知識の習得と日頃の訓練が必要です。その

ためには、災害時においても迅速に行動し、

現場の状況に応じた的確な判断と指示を出

せる中堅幹部の養成が必要と考えます。

また、災害から住民を安全に避難誘導す

るためには自主防災組織の関係者にも災害

に対する知識を習得してもらうことが大切

です。

そのためには火災、自然災害などの体験

施設、対応訓練施設が必要と考えています。

幸い、富山県では消防学校・防災拠点施設

の建設整備を計画中であり、２～３年後に

はその完成が見込まれています。

富山県は災害の少ない県といわれてきま

したが、平成19年３月に石川県能登半島沖

地震、平成16年10月には新潟県中越地震と

隣県で大きな地震が発生しています。しか

し、富山県においても、少し歴史をさかの

ぼれば、1586年（天正13年）の天正地震

（Ｍ7.8）と1858年（安政5年）の飛越地震

（Ｍ7.0～7.1）があり、大きな被害が記録さ

れています。このことから、たまたま本県

を震源とする大地震が150年間ほど発生し

ていないだけであり、地震に対する備えは

十分必要であると考えています。

県が計画している防災拠点施設に火災、

自然災害の体験型施設が併設されれば、消

防団員はもちろんのこと、自主防災組織関

係者、一般県民、小中学生にも災害の怖さ

を体験してもらいたいと思っています。

火災・自然災害の怖さを知識ではなく体

で覚えてもらうことにより、消防団員はあ

らゆる災害に的確に対処する知識、技能を

体得し、いざという場合には的確に行動に

移せる体制を整えることができると思って

います。

また、住民が火災・災害の怖さを十分に

認識することにより、火災の予防、自然災

害発生時における避難の方法、火気への対

応について理解が得られれば、自らの生

命・財産を自らが守るという県民意識の醸

成につながり、災害に強い、安心安全なま

ちづくりに大きく寄与できると思っていま

す。



地域防災の要である消防団員が減少し、

地域の防災力の低下が懸念されている中

で、女性消防団員は毎年増加しており、全

国で約１万７千人が活躍しています。しか

し、消防団の活動内容があまり知られてい

ないせいか、まだまだ足りません。全国の

消防団では、地域のために力を貸してくれ

る女性を募集しています。そこで消防庁で

は、全国の女性に対し、消防団への入団を

呼びかけるため、平成21年２月10日（火）

に、倉田雅年総務副大臣、タレントの安め

ぐみさん、俳優の松田悟志さんらに出演し

ていただき、初めて「女性消防団員入団促

進キャンペーンイベント」を開催しました。

東京都千代田区丸の内の「ＭＹ ＰＬＡ

ＺＡ アトリウム」において、昼休みを利

用して開催したため、近隣の企業に勤める

女性など600名以上の来場があり、大変盛

況のうちにイベントが進行しました。まず、

倉田副大臣からの開会挨拶において、女性

消防団員の活躍や今後ますます期待される

役割などについて紹介があった後、実際に

消防団員として現場で活躍されている女性

を「消防団員確保アドバイザー」として委

嘱するセレモニーを行いました。本イベン

トにあわせて新たに委嘱された女性のアド

バイザーは10名。各都道府県から推薦を受

けた知識と経験あふれる女性ばかりが集ま

っており、今後、団員確保に苦慮している

地域からの派遣要請に基づいて、研修会や

講演会の場で適確なアドバイスをする予定

です。このアドバイザー派遣制度は、平成
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「女性消防団員入団
促進キャンペーンイベント」の開催

総務省消防庁　防災課

挨拶を述べる倉田雅年総務副大臣
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19年４月に開始してから、これまで29回の

派遣実績がありますが、全員が男性アドバ

イザーでした。消防庁では、これからは女

性消防団員の確保にも重点を置く必要があ

ることから、女性の視点からも団員確保の

アドバイスをできないかと考え、今回初め

て女性のアドバイザーを委嘱することを決

めました。本イベントにおいては、そのう

ちの３名が倉田副大臣と激励の握手を交わ

し、代表として東京都赤羽消防団の小澤浩

子分団長から「女性消防団員確保のために

力を尽くしていきたい」と意気込みを語っ

ていただきました。そんな女性アドバイザ

ーの応援に駆けつけてくれた

のが映画「252 生存者あり」

にもレスキュー隊員の役で出

演された俳優の松田悟志さ

ん。松田さんは、女性アドバ

イザーのこれからの活躍にエ

ールを送るとともに、映画撮

影時のエピソードや、自身が

消防隊に助けられた経験談を

交えながら、「消防」という

職業や人命救助に対する熱い

思い、そして実際に女性消防

隊員と接した際に受けた印象や安心感など

について語ってくださいました。本イベン

トの最後に、平成20年度の消防団員募集ポ

スターと消防団PRビデオに出演されたタ

レントの安めぐみさんに、倉田副大臣から

感謝状が贈呈されました。安さんからは

「これからも消防団のPRに努めたい」とご

挨拶をいただきました。このイベントを通

じて、全国の女性に誰でも消防団に入団す

ることができることを知ってもらい、興味

を持った方が一人でも多く、身近な地域貢

献として消防団への入団を希望してくれる

ことを期待しています。

小澤浩子さんの挨拶 ３名の女性の消防団員確保アドバイザー
（左から）山本みゆきさん、小泉秀子さん、小澤浩子さん

【女性の消防団員確保アドバイザー（敬称略）】

・青森県五戸町消防団　班長　　　　　　川闢由希子

・茨城県阿見町消防団　班長　　　　　　山本みゆき

・東京都赤羽消防団　分団長　　　　　　小澤　浩子

・静岡県裾野市消防団　本部部長　　　　小泉　秀子

・三重県津市津消防団　分団長　　　　　櫻川　政子

・広島県広島市西消防団　女性隊隊長　　神村登紀恵

・愛媛県松山市消防団　団員　　　　　　石丸ちえみ

・高知県高知市消防団　分団長　　　　　小野　政子

・福岡県北九州市八幡東消防団　分団長　内村美由紀

・福岡県北九州市小倉南消防団　団員　　安達　美保
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松田悟志さんによる激励メッセージ

安めぐみさんへの感謝状贈呈

安めぐみさん

松田悟志さん

安めぐみさんと全国消防イメージキャラクター消太



平成21年３月３日から17日にかけて、中

国から５名の幹部消防職員が来日し、初め

ての消防専門研修を実施しました。

日本消防協会では、これまで

は、消防職員の長期研修受入を

行ってきました。今回から、中

国消防技術の発展等を踏まえ、

研修の内容をより専門的な内容

とし、受講対象者もこれまでの

若手から幹部職員を対象とする

専門研修をすることとしました。

２週間という限られた期間を

充実させるため、事前に中国消

防協会と情報交換を重ねて、出

来る限り研修生の要望に沿う研

修項目を用意しました。研修の

概要をお伝えいたします。

○研修生の皆さん

５名とも高級工程師（シニアエンジニア）

でもあります。

6

初めての中国消防専門研修を開催しました

財団法人　日本消防協会

開講式では、
日本消防協会の
秋本理事長よ
り、訓辞を行い
ました。
日本式の礼式

は、研修生の皆
さんには、来日
直後にお伝えし
たのですが、す
ぐに了解され、
スムーズに進行
しました。

李　偉さん

北京消防協会
秘書長

桂　小玲さん

広東省消防協会
秘書長

張　建国さん

中国消防協会職
業技能検定部主
任（部長）

郭　樹林さん

遼寧省消防協会
秘書長

馬　玉河さん

天津市消防協会
副秘書長



日程 研修先等

３月３日（火） 成田着　入国説明会

３月４日（水） 開講式　日本消防協会研修

３月５日（木）
＜研修＞ 日本消防協会（意見交換会）日本防火協会

＜視察＞ 東京消防庁総合指令室・丸の内消防署

３月６日（金） ＜研修＞ 日本消防設備安全センター　都内視察

３月７日（土） 生活案内　都内視察

３月８日（日） ＜関西へ移動＞ 京都市内視察　大阪府消防協会懇談会

３月９日（月） ＜視察＞ 大阪市消防局（指令センター等） 消防企業、兵庫県消防学校

３月10日（火） 阿倍野市民防災館・市内視察 ＜東京へ移動＞

３月11日（水） 消防企業視察

３月12日（木）
＜視察＞ 消防大学校　消防研究センター　消防検定協会

消防科学総合センター

３月13日（金） ＜視察＞ 建築研究所　つくば宇宙センター

３月14日（土）
帰国準備

３月15日（日）

３月16日（月） 修了書授与（意見交換会） 送別会

３月17日（火） 帰国

7

３日目はびっしりと、日本消防協会と日本防火協会
の業務についての講義を行いました。
講義の連続の後、大手町の東京消防庁に移動しての

見学でしたが、研修生のみなさんは疲れた様子もなく、
このタフさには敬服いたしました。

○研修日程

意見交換では、各自から、
自己紹介の後、今回の研修で
特に興味をもっている、予防
制度などのことが話題となり
ました。
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その後、普段はなかなか見学する
ことが難しい、指令室を視察しまし
た。広いフロアで最新の設備により、
多数の案件を処理する様子に感心し
きりの様子です。

東京消防庁では、中原総合指令室
長より都内の消防体制のあらましを
説明していただきました。

丸の内消防署での記念撮影

丸の内消防署では、園部予防課長
より、管内状況などのご説明の後、
車両、資機材を見学させていただき
ました。
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建築研究所（火災風洞実験棟）

つくば宇宙センター

研修視察続きでも、
疲れを見せない研修
生。国際部の福地主
査（写真左）は、こ
の研修にすべて同行
して、案内と通訳に
努めました。

つくば市で
は、さまざま
な研究施設を
視察しました。
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今回の研修は、さまざまな機関のご協力によ
り充実した内容とすることができました。この
場をお借りして改めてお礼申し上げます。
研修生は、修了証書を授与された翌日、帰国

の途に就きました。

日本消防検定協会の検査室

消防大学校、消防研究
センター、消防科学総合
センター、日本消防検定
協会は、三鷹市と調布市
にまたがる広大な敷地に
集結しています。

消防科学総合センターでは、胡研
究員より中国語による説明をうける
ことができました。

日本消防検定協会では、様々な検
査資機材で多くの検査を効率的に処
理していることなどの説明がありま
した。

消防研究センターで
は、山田部長より、火
災原因調査や資機材開
発の説明がありました。



火災警報器の共同購入
南陽市地区長連絡協議会（山口明夫会長）

は、住宅用火災警報器の設置を促進しよう

と、大量注文によって低価格を実現できる

共同購入に取り組み、平成20年９月に地区

単位で購入世帯の希望を募ったところ、市

内約10,600世帯のうち、24％に当たる2,564

世帯から6,455個の購入の申し込みがあり

ました。

消防団員のボランティア活動
実際の取付けをする際に、一人暮らしの

老人や高齢者の家の取付けをどうしようか

と市当局や消防本部が困っていたところ、

それを聞いた南陽市消防団高橋団長が「消

防団員がボランティアで取付けに協力しま

しょう」と提案し、消防団幹部会議で協議

し南陽市消防団全体で

取り組むことになりま

した。

分団長のリーダーシ
ップのもと市全体の
一斉取組み
決まってからは、第

１分団～第８分団の８

分団で一斉に取組みが

スタートしました。そ

れぞれ特色ある分団長

の強力なリーダーシッ

プにより、10月から12

月までの３ヶ月間の短

期間で246個の取付け

を行いました。

事前に取付けを担当する消防団員に集ま

ってもらい、専門業者の方から火災警報器

の取付けに関する講習会を行い、講習のお

かげで取付けがスムーズに行われました。

また、家庭に実際に取り付ける際は、壁や

天井にビスをするためのキズが付くことを

丁寧に説明したうえで同意書にサインをい

ただき実施しました。

高齢者宅への取付けでは、夜は早く寝る

ので日中にしてほしいとの要望に合わせる

のが大変で、消防団はボランティアなので

取付けは無料と何回説明しても、「タダと

いうわけにはいかない」といって現金を出

され、辞退するのにも大変でした。

また、火災警報器は、台所などの火を使

う場所に付けるものだとの先入観があり、

寝室や階段の上に取付ける必要性を理解し

てもらうに大変苦労し

ました。

火災警報器を取付け

た家庭には、「火災警報

器設置済証」のステッ

カーを玄関先に貼り、

悪質な訪問販売にあわ

ないように備えている。

取付け後、お茶やお

菓子をご馳走になりな

がら、消防団活動の話

や防火防災の大切さを

話し合ったことは、地

域に住むお年寄りとの

交流にもなり大変よか

ったと思います。

11

消防団員がボランティアで
住宅用火災警報器を取り付け

山形県消防協会
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この度、当協会では日本消防検定協会と消防応援団「水前寺清子」さんのご協力により、

住宅用火災警報器設置推進マニュアル（消防団員用）を作成しました。

このマニュアルは、住宅用火災警報器の早期普及について国民運動的に取り組む必要が

あるとした、総務省消防庁の「住宅用火災警報器設置推進基本方針」に基づくものであり、

消防本部・消防署と消防団、婦人（女性）防火クラブなどが連携を強め地域社会に密着し

た取り組みを進める観点から、消防団員用のマニュアルとして作成したものです。

内容は、「住宅用火災警報器の設置推進活動にむけて」、「住宅用火災警報器の種類と設置

場所について」、「住宅用火災警報器の設置推進運動」など全32ページから構成されており、

基本となる具体的なポイントをできるだけわかりやすく解説したマニュアルです。住宅用

火災警報器の普及活動や平成21年度新規事業の「住宅用火災警報器の設置推進に関する消

防団指導員研修会」など幅広いご活用をお願いします。（全国発送は、４月20日頃の予定で

す。）

住宅用火災警報器設置推進マニュアル 
（消防団員用）を作成 

住宅用火災警報器設置推進マニュアル 
（消防団員用）を作成 
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財団法人　日本消防協会

ラジオ番組「おはよう！ニッポン全国消防団」
出演者紹介

ラジオ番組「おはよう！ニッポン全国消防団」
出演者紹介

平成20年11月放送分に出演の
消防応援団　浅香　光代さん

11月１日又は11月2日放送

このような放送を通して、消防団
を若者にアピールしていただいて、
新入団員の増加につながっていけば
良いと考えています。

この度は、このような機会を与え
ていただき、ありがとうございまし
た。浅香さんとお話しさせていただ
き、良い励みになりました。
今後も消防団活動を頑張って行こ

うと思います。

和気町消防団　第四分団　分団長
中司雅夫さん

和気町消防団　第四分団　機動部　班長
松尾庸さん
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11月8日又は9日放送
消防の話が少なくて、失礼しま

した。実は、もっと浅香光代さん
と芸能談義をしたかったですね。
早池峰神楽伝承者も芸能人のはし
くれですから。
私が住む山村集落は人口が少な

いことで、生活の中に消防団や神
楽などが共有し、同じメンバーで
活動しています。
早池峰山登山の安全祈願や火伏

など、どちらも災害から身を守る
ことが共通しています。早池峰の
神のご加護で、災害に見舞われな
い日々を過ごせますことを、ご祈
念いたします。

11月15日又は16日放送

11月22日又は23日放送

地域住民から信頼され、安
心・安全な防災に務めながら
心の通うまちづくりを目指し
て、今後も消防団員一丸とな
り、責務を果たします。

消防団員に対しての浅香さん
の思いやりのトークに、大災害
時の泥まみれの団員達が脳裏に
浮かび、私も込み上げる物があ
り力が入ってしまいました。今
回、タバコの投げ捨てにより地
元住民が愛している自然豊かな
山が燃えてしまいましたが、火
災の恐ろしさを再認識し、ふる
さとを自分達で守るためになお
一層消防団活動に励んでいきた
いです。

花巻市消防団　団員
小國朋身さん

大分市消防団　南部師団第４方面隊
賀来分団分団長
葛城茂明さん

今治市消防団　副団長　阿部利通さん
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11月29日又は30日放送

12月6日又は7日放送

平成20年12月放送分に出演の
消防応援団　吉　幾三さん

浅香光代さん、山本アナウンサーの
会話に引き込まれ楽しい収録でした。
また、浅香さんに元気をたくさん戴

きましたので今後の消防団活動に生か
したいと思います。

奈良市消防団　田原分団長
中尾義永さん

横浜市港北消防団
小林満江さん

「吉　幾三さんがゲストと
聞き、胸弾む思いでしたが、
放送を聞くまで、何を話した
のか忘れるぐらい緊張してい
ました。貴重な体験をさせて
頂きありがとうございまし
た。」
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福岡市西消防団　分団長
中村甚求さん

福岡市西消防団　団員
重松厳さん

沖縄県女性防災クラブ連絡協議会
比嘉トモエさん

12月13日又は14日放送

12月20日又は21日放送

福岡市の代表として福岡県大
会を勝ち抜いた瞬間、私には人
生最大のプレッシャーがのしか
かりました。しかし、選手はも
とより分団員全員が結束して全
国大会に臨み、最高の結果を残
すことができ、分団長を引き受
けて本当に良かったと心から感
じています。
今後は、この訓練の経験を生

かして、元岡分団の一層の前進
と地域防災のため、消防団活動
に邁進していきたいと思いま
す。

全国大会では、優秀選手賞も
いただき、私にとっては最高の
結果になりましたが、大会を終
えて、正直ホッとしているとと
もに、毎夜の訓練が無いため、
時間を少し持て余しています。
訓練期間中は、大会が早く終

わることばかり願っていました
が、今になると、少し寂しい気
もします。応援をいただいた皆
様，本当にありがとうございま
した。

「１件も火災のない沖縄県に
するため、自ら楽しむことを忘
れずにこれからも女性防災クラ
ブへの加入促進活動に努めてい
きたい。」
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平成20年12月28日、
29日放送

岡本消防庁長官

平成21年１月放送分に
出演の消防応援団　
沢田　亜矢子さん

平成21年１月３日、
４日放送　富士常葉大学

重川教授（左）
ニッポン放送山本アナ（右）
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１月10日又は11日放送

小松市消防団　女性分団　団長
宮本千恵美さん

ゲストの沢田亜
矢子さんに「出初
式で放水したこ
と」を褒められ、
益々消防団活動に
対してのやる気と
バワーを頂きまし
た。このラジオ番
組を通じて、多く
の方に女性分団の
活動を知って頂
き、消防団のＰＲ
に繋がれば非常に
うれしく思いま
す。

１月17日又は18日放送

千葉科学大学　学生消防隊
大塚祐矢さん

このような機会を頂きありが
とうございました。
学生防災組織について、少し

でも興味を持っていただければ
幸いです。
これからも、地域に密着した

活動を頑張っていきますので、
よろしくお願いいたします
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１月31日又は2月１日放送

小山市消防団　団員
石下正枝さん

本当に良い体験
を、させて頂きま
した。
この貴重な経験

こそが、私にとっ
て、又更なる精進
を重ねて行こうと
いう、新たなる決
意と闘志が湧き出
る思いで、いっぱ
いです。

１月24日又は25日放送

安芸太田町消防団　団員　
栗栖一正さん

ラジオ出演の機会をいただき、
ありがとうございました。安芸
太田町消防団は、このほど日本
消防協会特別表彰「まとい」を
受章しました。消防人の最高栄
誉であるこの「まとい」に恥じ
ぬよう、団員一同益々地域に根
差した消防団活動に邁進します。

都道府県消防操法大会は競輪補助事業として実施しています
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はじめに
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

平成21年２月13日に日本消防会館で行わ
れた「第61回日本消防協会定例表彰式」に
おいて、消防団最高の栄誉であります日本
消防協会特別表彰『まとい』を拝受いたし
ました。
全国の数ある消防団の中から、当消防団

がこのような栄誉ある表彰を受章できまし
たことは、我々消防団はもとより、小豆島
町民及び当町消防関係者にとりましても、
この上ない喜びと誇りであります。
これもひとえに、日本消防協会をはじめ、

香川県、香川県消防協会、並びに消防関係
機関の皆様のご支援、ご協力の賜物と深く
感謝申し上げます。そして小豆島町消防団
の歴史と伝統を永い間築きあげてこられた
諸先輩方の功績に敬意を表すと共に、平素
より消防団活動に深い理解と協力いただい
ております団員各位のご家族の皆様に心よ
り感謝を申し上げます。

小豆島町の紹介
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

小豆島町は、瀬戸内海国立公園に浮かぶ
小豆島の中央から東に位置する、海と山の
美しい自然に恵まれた町です。平成18年３

月21日に内海町と池田町が合併して誕生し
ました。
小豆島町は、日本におけるオリーブ発祥

の地として、また、壺井栄の小説を基にし
た映画「二十四の瞳」の舞台として全国的
に知られています。オリーブ発祥の地には
オリーブ公園が、「二十四の瞳」の地には
再映画化のセットを保存した二十四の瞳映
画村があり、多くの観光客で賑わっていま
す。その他にも日本三大渓谷美に数えられ
る寒霞渓、18世紀頃に始まり、現在も伝承
されてきている農村歌舞伎舞台など数多く
の観光スポットを有しています。
小豆島町の産業は、醤油、佃煮、素麺な

どの食品産業が中心です。電照菊やスモモ
などの農業、大坂城築城からの歴史を有す
る石材業、豊かな観光資源を生かした観光
関連産業やオリーブ製品の製造業も盛んで
す。

小豆島町消防団の沿革
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

本町消防団は、平成18年３月21日の旧2
町（内海町・池田町）合併に伴い『小豆島
町消防団』を発足し、新たな一歩を踏み出
しました。
現在1団、２方面隊、11分団で組織され

ており、人員は条例定数360名、実員数356
名となっております。
保有車両は、３台のポンプ車と14台の小

型動力ポンプ付積載車、７台の軽四輪積載
車を配備し、町民の生命、身体、財産を災
害から守っています。

小豆島町消防団の年間行事
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

４月　辞令交付式
５月　オリーブマラソン警備

特別表彰「まとい」を受章して 

小豆島町消防団　団長　西口　岩市 

自らの町は自らで守る 自らの町は自らで守る 自らの町は自らで守る 



６月　小豆島町防災会議
７月　小豆島町防災訓練
８月　小豆島まつり警備
11月　秋季防火パレード
12月　年末夜警
１月　小豆島町消防出初式
３月　春季防火パレード

主な表彰歴
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

〈内閣総理大臣〉
昭和51年度　旧内海町消防団表彰状

〈消防庁長官〉
昭和32年度　旧内海町消防団表彰旗
昭和44年度　旧池田町消防団表彰状
昭和49年度　旧内海町消防団竿頭綬
昭和50年度　旧内海町消防団表彰状
昭和51年度　旧池田町消防団竿頭綬
昭和53年度　旧池田町消防団表彰状
昭和57年度　旧池田町消防団表彰旗

〈日本消防協会長〉
昭和33年度　旧池田町消防団竿頭綬
昭和49年度　旧内海町消防団竿頭綬
昭和52年度　旧池田町消防団表彰旗
平成元年度　旧池田町消防団竿頭綬
平成８年度　旧内海町消防団表彰旗
平成10年度　旧内海町消防団竿頭綬
平成11年度　旧池田町消防団竿頭綬

小豆島町消防団の活動内容
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

幸いにも合併後には大きな災害には見舞
われておりませんが昭和49年、51年と二度
にわたり記録的な集中豪雨に見舞われ57名
もの尊い命が奪われる大災害を経験しまし

た。その教訓を忘れることなく７月の防災
訓練では土砂災害避難訓練などを行ってい
ます。
消防団として各種訓練はもちろんのこ

と、地域の皆さんに対する訓練指導や災害
危険箇所の把握、災害に強い環境づくり、
年末警戒や防火パトロールなど、いろいろ
な活動を実施しており、祭りやマラソンの
警備など地域の色々な催しなどにも積極的
に参加しています。
また、東南海地震等の大地震の発生が危

惧されるなか、各分団に救助用携帯資機材
を配備し、いざというときには迅速確実な
行動ができるよう訓練に力を入れていると
ころであります。

おわりに
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

平成18年に小豆島町消防団が発足して４
年目を迎えました。今後も、あらゆる災害
から町民を守るべく精進して参る所存であ
ります。
この度の『まとい』の受章により気を緩

めることなく「自らの町は自らで守る」と
いう消防精神の基本に立ち返り、消火・防
災活動はもとより、平常時の啓発活動など
幅広い分野で地域防災の要として重要な役
割を果たしていければと思っております。
最後になりましたが、この栄誉ある受章

にあたり格別のご高配を賜りました日本消
防協会、香川県消防協会をはじめとする関
係者の方々に感謝申し上げますとともに、
今後ますますの消防関係各位のご健勝とご
発展をご祈念申し上げまして、受章のご挨
拶とさせて頂きます。
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宮古島市の紹介
宮古島市は平良市、城辺町、下地町、伊

良部町、上野村の１市３町１村の５市町村

が2005年（平成17年10月１日）に合併し誕

生し４年目を迎えております。

当市は、沖縄本島の南西約290ｋmに位

置しており総面積は204.50k㎡で、大小６

つの島々（宮古島、池間島、大神島、伊良

部島、下地島、来間島）より構成されてお

り、その中でも宮古島が最も大きく、総面

積の約78％を占めております。

島々は全体的におおむね平坦で最も高い

地点でも113mの低い台地状を呈していま

す。大きな河川や湖沼もなく生活用水はほ

とんど地下水に頼っています。

当市の中心産業はさとうきびを主幹とし

た農業、水産業ですが近年はさとうきびか

ら出るバイオマスのＥ3燃料にも力を入れ

ています。

当市北海域にある国内最大のサンゴ礁

「八重干瀬（やびし）」（旧暦３月３日前後

の大潮の低低潮時に海面上にうかぶ大陸）

は、ダイビング・シュノーケリングポイン

トとして有名です。その様な自然環境を生

かした八重干瀬（やびし）まつり、１月の

100kmワイドーマラソン大会、２月のプロ

野球球団のキャンプ、４月には全日本トラ

イアスロン宮古島大会では、外国人選手を

含む県内外から1,500人のアスリートが過

酷な競技に挑戦し、自然豊かな魅力あふれ

るコースには5,000人を超える地元のボラ

ンティアと宮古島が一つとなって選手の皆

さんを応援します。また、当市はスポーツ

アイランド宮古島として全国的に知られる

ようになり観光産業もより活発になりまし

た。宮古島市はこころをつなぐ結
ゆい

（相互扶

助の意）の島、宮古みんなでつくる元気で

夢のある島づくりを目指してとりくんでお

ります。

宮古島市消防団の紹介
宮古島市消防団は、平成17年10月１日の

市町村合併（平良市、城辺町、下地町、伊

良部町、上野村）に伴い、宮古広域消防団

と伊良部町消防団の統合により新たに発足

しました。消防団組織は５分団14部で構成

され、平成20年４年１日現在では女性消防

団員６名を含む168名（定数170名）で活動

をしております。

消防車両等の装備については司令車１

台、水槽付消防ポンプ自動車３台、可搬式

小型ポンプ３台、緊急消防自動二輪車３台

を配備し、防災活動や消火活動に従事して

おります。

「ワイドー精神」で

地域を守る消防団

宮古島消防団　団長　前川　尚誼

沖　縄 
※ワイドーとは宮古島の方言で「あなたと一緒に
私も力を込めて頑張るよ」との意味です。（ちな
みに沖縄本島の「チバリヨー」と同意語です。）



消防団の活動
本市はかねてより台風銀座と呼ばれ、毎

年数多くの台風が襲来し被害がでますが過

去には大型台風（サラ、コラ、デラ）に見

舞われ昭和41年９月のコラ台風襲来は気象

庁観測史上にのこる最大瞬間風速85.3m/s

を記録しました。近年では平成15年９月に

島々を直撃した台風14号（マエミー・瞬間

最大風速74.1m/s）により、死者１名、電

柱約900本、街路樹等が倒壊し人的物的と

もに甚大な災害となりました。その際には

多くの団員が参加し様々な活動を展開して

おります。今後も予測される台風、地震等

の大規模災害に際して市民の生命、身体、

財産を守るため消防と連携し地域

ぐるみで防災意識の高揚を行いま

す。また、不発弾処理作業の際に

は市民の避難誘導等の活動を行っ

ております。

その他の活動についてですが、

各種災害警報発令時における広報

活動や消防出初式への参加及び市

の総合防災訓練における初期消火

訓練及び避難誘導訓練等の実施、

分団や個々の技術及び体力の向上

を目指してのポンプ操法大

会、体力錬成大会への参加で、

日頃の訓練の成果を競い合

い、災害事案発生時に的確な

活動が行えるよう努めており

ます。

また、各分団ごとにＡＥＤ

を使用した普通救命講習会等

も積極的に開催し、団員によ

る救命率の向上を目指すと共

に啓蒙活動にも取り組み、消

防本部と連携しながら、地域に密着した活

動を展開しております。

おわりに
市民の生命、身体、財産を守り地域の安

全、安心を守るために、団員の訓練、組織

の強化、消防本部、行政と連携しながら地

域に密着した活動を行い、地域に誇れる安

全、安心な街、市民から信頼できる消防団

員を目指してなお一層新たな気持ちで活動

に邁進してまいりたいと思います。
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1 旭川市の紹介
旭川市は、北海道のほぼ中心部に位置し、

雄大な大雪山連峰に抱かれ、面積747,60

k㎡、人口約35万５千人の北海道第二の都

市です。

自然豊かな本市は、農業をはじめ、食料

品や家具、紙、パルプなどの製造業や卸・

小売業など多様な産業を有し、日本を代表

する作家、三浦綾子氏や井上靖氏の記念館

が在るなど、自然と産業と文化が調和した

まちとして発展を遂げ、近年は、ユニーク

な展示方法で大きな注目を集めている「旭

山動物園」の効果によって、観光都市とし

ても着実に発展を遂げています。

2 旭川市消防団の沿革及び組織
本市消防団は、昭和22年７月、警防団の

廃止に伴い、団長以下500人の定数で発足

し、昭和53年４月水防団を統合、昭和57年

に定数を750人としました。平成３年４月

には消防団女性部を発足、平成８年４月に

女性分団に昇格、１本部34個分団の組織と

して現在に至っています。

3 旭川市総合防災センターの活用
本市総合防災センターは、阪神・淡路大

震災を教訓として「人」「もの」「情報」の

一元化を図り、大規模な災害等に迅速的確

に対応することが可能な施設をとのコンセ

プトに基づき、中核施設、訓練施設及び支

援物資集配センターの三施設で構成し、こ

のたび、中核施設が平成20年10月１日に開

所いたしました。

この施設は、敷地面積約32,300㎡（国の

河川防災ステーションを含む）の中に、地

下１階・地上４階の鉄筋コンクリート造り

で、延べ面積4,959㎡の耐震安全性第一類

の構造を有し、緊急消防援助隊の受け入れ

施設、高機能指令システムを導入した消防

防災情報センター室、災害対策室、消防団

水防倉庫、消防団員の待機室を兼ねた会議

室、防災関係機関サテライト室などのほか、

国の河川防災ステーションも併設されるな

ど、地震をはじめとする大規模な災害等か

ら、市民の生命、身体及び財産を守るため

「安全、安心のために」

北海道旭川市消防団　団長　佐藤　任夫
北海道 
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の各種機能を有し、市民や消防職・団員の

防災活動拠点施設として整備されていま

す。

このことから、平常時には研修、訓練の

場として、実戦的な総合訓練の実施や団員

教育を積極的に行う施設として有効に活用

し、災害対応力の強化と団員の知識・技術

の向上を図ってまいりたいと考えていま

す。

4 旭川市消防団の役割
本市消防団は、地域防火防災の中核的な

存在として、災害対応はもちろんのこと自

主防災組織への訓練指導、地域住民への防

火・防災意識の普及活動、地域イベントへ

の参加など地域の様々な団体との連携を深

め、地域防災力の強化に努めています。

また、在宅高齢者等を対象に、防火点検や

防火相談等を行うとともに、災害支援情報

を収集し現場活動に活用するなど、災害時

要援護者に対する安全・安心の確保につい

ても積極的に取り組んでいます。

5 おわりに
現在、全国的に消防団員の減少が著しい

状況の中、本市の現況は団員の充足率が約

97％を維持していますが、定数を満たすた

めにも、より一層災害に強いまちづくりの

地域リーダーとしての自覚を持つとともに

施設や装備の充実を図り、魅力あるそして

信頼される消防団をめざして、団員が一丸

となって不断の努力を続けてまいりたいと

考えています。



私の住む鹿角市は秋田県の北東端、北奥
羽三県のほぼ中央に位置し、南は八幡平、
北には国立公園の十和田湖がひかえる自然
豊かなところです。鹿角市消防団は17分団
38部で構成され、平成19年春に女性消防団
員が誕生しました。最初はたった１人から
始まりましたが、現在は、本部所属と各分
団所属の人数を合わせると18人になりまし
た。女性団員数は順調に増えてきています。
女性消防団員の主な活動は、出初め式、

消防訓練大会での司会進行や受付業務、市
内で行われる各種イベントでの火災予防広
報等です。また、県内初の女性ポンプ車機
関員となった団員もいて幅広く活動してい
ます。
私は平成19年の12月に入団したので、昨
年1年間は何もかも初めてながらも、一生
懸命に駆け抜けた１年となりました。特に、
7月は大きな行事である第61回秋田県消防
大会と第60回鹿角支部消防訓練大会に立て
続けに参加することになり、６月に結婚し
た私は新婚旅行から帰ってくると新婚生活
云々よりも、先ずは両大会の準備に没頭す
る日々となりました。
７月４日開催された第61回秋田県消防大
会では、消防団員意見発表会に鹿角支部代
表として発表させていただくことになりま
した。県内初の女性発表者という立場を任
され、男性団員とは違った女性ならではの
発表内容を求められていると思うと非常に
緊張しました。原稿を書いては推敲を重ね、
消防団に入ろうと思ったきっかけ、先輩団
員に「女は役に立たない。」と皮肉を言わ

れてその人を見返したいと思ったこと、女
性団員として取り組んでいきたいことの３
つの要素で構成した原稿を提出しました。
たとえ原稿が仕上がったとしても、発表時
の声や適切な時間配分が出来ないと発表者
は務まりません。仕事から帰ると、抑揚の
ついた読み方で発表時間５分以内に収まる
ように読む練習をしました。そして迎えた
本番では、先に発表する他地区の先輩団員
の堂々とした姿と大きな声に圧倒され、ま
すます緊張してしまい、自分の順番になっ
て読み始めたときに、入団のきっかけであ
る「応急手当普及員講習会で知り合った方
に消防団を教えてもらった。」という内容
を読み飛ばしてしまいました。一度失敗し
て正気に戻ったのか、手足は緊張で震えた
ままでも、言葉をはっきり発音することを
心がけ、原稿ばかりを見ないで客席にも目
を配りながら、最後まで読むことができま
した。発表を終え座席に戻ると、「よく頑
張ったね。」「上手だったよ。」と労いの言
葉をかけていただき、ようやく緊張が解け
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秋田県　鹿角市消防団　消防団本部　団員

安保　千夏

シンフォニー（秋田県）

「挑戦の1年」



ました。
次の日、発表
を聞いた人か
ら、女性消防団
員の活動につい
ての問い合わせ
が消防本部にあ
ったことを教え
て い た だ き 、
「私の発表で、
消防団に感心を
持ってくれたの
かな。」と思い、
とても嬉しくな
りました。
ホッとしたの
も束の間、２日
後の７月６日に
第60回鹿角支部消防訓練大会が開催されま
した。大会では、女性消防団員で結成され
たカラーガード隊が入場行進で初演技を披
露しました。練習期間は１カ月半くらいで、
カラーガード経験者は誰一人いません。フ
ラッグの持ち方、歩き方、基本から講師の
先生に指導していただきました。カラーガ
ードのフラッグ操作も、訓練礼式と同じよ
うに、頭から指先まで気を抜かずに決めら
れたポジションへ速やかに動かすことが重
要です。一つ一つが決まらないと、演技全
体が気の抜けた印象になってしまいます。
上手に演技するにはどうすればよいか考え
るよりも、反復練習で体に覚えさせること
が一番必要でした。それぞれ仕事があるの
で、練習に全員が揃わない日もありました
が、練習の無い日も、都合がつくメンバー
で自主的に集まり演技の確認を行うなど、
集中して取り組みました。練習期間はあっ
という間に過ぎ、いよいよ本番の入場行進
です。リーダーの笛を合図に演技に入りま
す。タイミングが合わないところもありま
したが、みんなで努力して一つの演技をや
り遂げたという充実感がありました。入場
行進の後は、大会運営のサポートが私達の
役目です。アナウンスや賞状・記念品贈呈

のアシスタントを務めました。炎天下で一
日中外にいるのは大変でしたが、各分団が
懸命に練習してきた規律訓練や小型ポンプ
操法、ポンプ車操法を競っている姿に感動
しました。
このように、昨年の７月は、数日の間に

大きな行事を２つ経験することができて、
何よりも準備と練習が大切だと学びまし
た。準備と練習が大切だというのは、火災
などの災害に備える消防団活動そのものか
もしれません。
また、結婚後１ヶ月も経たないうちに、

意見発表とカラーガードの練習に明け暮れ
た私を応援してくれた夫に感謝していま
す。
今後の女性消防団員の活動としては、救

命講習の普及、ひとり暮らしの高齢者宅に
訪問しての防火指導に取り組みたいと思い
ます。また、火災現場での活動では女性消
防団員の役割も肝心です。現場での広報や
情報伝達に携わり、消火に当たる消防関係
者、火災に不安を感じる市民の役に立てる
よう正確で分かりやすい広報を行いたいと
思います。
これからが女性消防団員の成長期です。

みなさん応援よろしくお願いいたします。
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1 はじめに

（１）笛吹市の概要

笛吹市は、山梨県甲府盆地のほぼ

中央部に位置しており、盆地の北部

や東部、南部の山岳丘陵地帯から流

出する水系を集め、盆地中央部を西

に向かって笛吹川が流れています。

平成16年10月12日に石和町、御坂町、

一宮町、八代町、境川村、春日居町

が合併し、さらに平成18年８月１日

に芦川村と合併し現在の笛吹市とな

りました。

本市の面積は、201.92平方ｋｍに

及び、そのうち59％が林野を占める

自然豊かな「桃とぶどうの生産量が

日本一」の果実と観光都市です。

（２）消防団の組織

笛吹市消防団

は、町村合併に

併せて各消防団

も体制を維持し

ながら統合し、

現在は７分団99

部 、 団 員 定 数

1,804名から構成

されております。

本団は団長、副

団長で構成され、

分団は分団長、

副分団長、部長、団員から構成され、

全団統一の事業や分団独自の事業に

取り組んでいます。

2 二度にわたる大蔵経寺山林野火災

平成20年は、大規模な林野火災に悩まさ

れた一年でありました。一年に二度も同じ

山が火災を起こすなど、私の消防人生のみ

ならず笛吹市の前身である旧町村時代から

の記録にもない、未曾有の火災でありまし

た。

本市と甲府市にまたがる大蔵経寺山は、

本市の西方に位置し、市内のいたるところ

からも眺めることができ「山梨の百名山」

に登録される名山です。石和温泉駅からも

近く、ハイキングコースも整備されていて、

誰でも手軽に山歩きを楽しめる標高716ｍ
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の山です。誰でも楽しめる手軽な山である

はずの大蔵経寺山が、まさか我々市民を苦

しめるとは・・・・。

平成20年２月24日午後１時、大蔵経寺山

山頂付近で白煙と火らしきものが見えると

の通報を受け、午後１時１分、笛吹市消防

本部から出火報が発令されました。折しも

この日は、山梨県内全域に強風・乾燥注意

報が発令されており、本市においても管内

に火災警報を発令し、警戒を強めていたと

ころでした。

直ちに、消防本部、消防団石和分団・春

日居分団が出動し、石和町松本地内の店舗

駐車場に現場指揮本部を設置するととも

に、午後２時には消防本部会議室に「大蔵

経寺山林野火災対策本部」が設置されまし

た。その日は消防団員等530名の地上消火

活動に併せて、いち早く山梨県消防防災ヘ

リ「あかふじ」が日没まで空中消火にあた

ってくれました。

翌25日には、火災が春日居町方面に拡大

しましたので、現場指揮本部も見通しのよ

い春日居中学校校庭に移動しました。防災

ヘリも埼玉、群馬、長野と４機体制を組む

ため、臨時離着陸場を春日居スポーツ広場

及び石和清流公園に設置し、さらに午後か

らは自衛隊ヘリの増援も受け、地上と空か

らの消火活動を展開しました。

この林野火災は、林野12.58haを焼失し、

９関係機関延1,703名の消火協力活動によ

り２月26日午後12時25分に鎮火しました。

さらに、暮れも差し迫る12月28日午後３

時42分、同じく大蔵経寺山山頂付近で白煙

が上がっているのが確認され、再び、消防

本部、消防団員に召集がかかりました。現

地対策本部は本市・甲府市の合同で石和町

松本地内の店舗駐車場に設置。山梨県消防

防災ヘリ「あかふじ」による空中消火も日

没まで行われました。しかし今回も山梨県

峡東地域には強風・乾燥注意報が発令中で

あり（笛吹市管内には火災警報が発令）、

火は本市と甲府市方面に延焼拡大してい

き、冬季の日没は早く、本市・甲府市の近

隣住民は不安な夜を迎えました。

29



翌29日は、早朝から甲府市横根町の業者

駐車場に現地対策本部を移し、消火活動が

再開されました。大蔵経寺山東側からは本

市消防団、西側からは甲府市消防団が連携

を取りながら懸命な消火作業を行い、併せ

て防災ヘリ群馬県「はるな」埼玉県「あら

かわ１・２号機」長野県「アルプス」の応

援や自衛隊機による空中消火も行われまし

た。

大晦日の甲府盆地には、消防車輌の列が

でき、消火ヘリのローター音が響き、本市

と甲府市の住民には、不安な年の瀬となっ

てしまいました。消火活動は年明けの元日

も行われ「鎮火宣言」が出

されましたのは、１月９日

になってからでした。

この林野火災では、自衛

隊機の散水は延90回63万リ

ットルにも及び、焼失面積

は55.2ha（笛吹市側5.6ha）、

本市消火関係者数は、消防

団員以下1,135名に及びまし

た。

3 おわりに

度重なる大蔵経寺山林野

火災に際しましては、日本

消防協会からの災害対策支

援金をはじめ多くの皆様方

から心温まるご支援をいた

だき厚く御礼申し上げます。

人命・家屋等に被害はな

かったものの、本市だけで

も延3,000名に及ぶ関係者が

出動し、改めて林野火災の

恐ろしさを実感したところです。特に暮れ

の12月28日からの火災出動は、出動者のみ

ならずご家族の献身的なバックアップがあ

ってこそ成しえたことであります。また、

二度の林野火災では、日赤奉仕団の皆様に

よる献身的な炊き出しにより温かな食事が

とれたことに、消防団員を代表して感謝を

申し上げるところであります。

郷土愛とその消防精神に基づき、笛吹市

消防団員であることに誇りを持ち、これか

らも安全安心な地域づくりのため、努力し

てまいりたいと思います。
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1 はじめに

（１）甲府市の概要

甲府市は、甲府盆地の中央部に位

置し、県域を南北に縦断するかのよ

うに細長く、南に霊峰富士、北に八

ヶ岳と金峰山、西には南アルプス連

峰を仰ぎ見る風光明媚な土地柄と渓

谷美日本一の昇仙峡を代表に、自然

環境と都市的景観の織りなす風景か

ら、「山の都」と形容されています。

また、歴史性も豊かで、武田信玄の

父信虎が新たな甲斐の府中として、

永正16年（1519年）に京都を模倣し

た大規模な城下町「甲府」の建設に

着手したことが知られ、山梨県の県

都として政治、経済、交通、文化の

中心として発展してきました。

（２）消防団の組織

甲府の消防組織は、万治３年

（1660年）に総町火消人足600人をも

って火消組合が編成されたことに始

まり、以来甲府町火消、甲府市消防

組、甲府市警察団を経て、昭和23年

に現在の甲府市消防団が組織されま

した。甲府市消防団発足当時は１団

14分団、1,702名で編成されていまし

たが、その後数回の市町村合併があ

り、平成20年４月１日に１団32分団、

条例定数1,333名、実員1,233名の組織

となりました。

2 火災現場（大蔵経寺山）について

奥秩父山系主脈の尾根の最南端に位置す

る大蔵経寺山（標高716ｍ）は甲府市と東

隣の笛吹市との境界にあり、山梨百名山の

一つに指定されていることから、県内外の

観光客が大勢訪れています。傾斜がゆるや

かな笛吹市側には遊歩道も整備されていま

すが、甲府市側は急峻な地形で岩場がおお

いため、森林の整備もなされておらず、道

は無く、山中は下草が繁茂しており、入山

には草や竹やぶを掻き分けながらとなり、

非常に労力を費やします。

3 林野火災防ぎょ活動

出火当日の平成20年12月28日（日）14時

40分には北北西の風（平均風速7.5m/s）、

実効湿度55.2％を観測しており、甲府地区

消防本部と笛吹市消防本部は火災警報を発

令し、火入れ等をしないよう広報活動を実

施するとともに、火災予防パトロールを実

施していました。

同日15時45分に甲府地区消防本部から甲

府市桜井町地内の大蔵経寺山で林野火災が

発生したとの連絡が入ったので、私は仕事

を途中で切り上げて火災現場へ出動しまし

た。出動途上に大蔵経寺山の山頂付近から

白煙の上昇を確認しました。
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現場指揮本部は笛吹市内の閉店パチンコ

店の駐車場に設置されていたため、甲府市

消防団もその現場指揮本部へ集結するよ

う、現場に近い甲運、里垣、玉諸の３分団

に出動を指示しました。

現場指揮本部へ集結すると、笛吹消防の

職団員は遊歩道を伝って火災現場に入り、

小型動力ポンプやジェットシューターを使

用して消火活動を開始していました。しか

し、甲府市側は地形が急峻なうえ岩場が多

く、林道が整備されていなかったため、火

災現場の山頂付近へ近づくことができず、

入山の準備をした状態で待機していまし

た。

上空からは山梨県消防防災ヘリコプター

「あかふじ」による散水消火が行われてい

ましたが、鎮火には至らず日没となったた

め、夜間の消火活動の危険性を考慮して、

28日の消火活動は終了となりました。

その日の夜には笛吹市消防本部におい

て、関係機関合同の対策会議を開きました。

その結果、笛吹市から甲府市側へと延焼範

囲が拡大している現状を考慮して、29日以

降の指揮は甲府地区消防本部が執ることと

なり、指揮本部も甲府市内の火災現場に近

いセレモニーホール駐車場に設置されるこ

ととなったので、甲府市消防団は現場に直

近の12分団に対し、翌朝日の出と共に活動

開始を指示しました。

12月29日（月）は、甲府市消防団12分団

総勢161名は、指示のとおり早朝から水利

を確保するための中継送水体制の準備に取

り掛かり、消防ポンプ車12台及び小型動力

ポンプ２台を配置して延焼拡大箇所までホ

ースを延長し、消火活動を行いました。ホ

ースの届かない場所へは各分団が保有する

ジェットシューターや山林火災用具で消火

活動を行いました。また、上空からは山梨

県消防防災ヘリコプターのほか埼玉、長野、

群馬各県の消防防災ヘリコプターによる散

水消火が行われました。

懸命な消火活動にも関らず、時間の経過

と共に延焼範囲は南下し拡大していったた

め、同日８時15分に甲府市消防団全分団に

出動を指示し、人海戦術による消火活動を

継続しました。同日の午後からは陸上自衛

隊の大型ヘリコプターによる散水消火活動

が開始されましたが、真冬で日照時間が短

いこともあり、日没までに火勢鎮圧に至ら

ず、消火活動は翌日早朝から再開すること

となりました。また、30日（火）は29日と

同様の活動を行いました。

12月31日（水）は風向きが南東の風に変

わり、８世帯12名が居住する集落へ飛び火

する危険が出てきたため、住民は近くの公

民館へ自主避難する事態となりました。甲

府市消防団は民家への延焼を阻止するため

に警戒にあたると共に、さらに待機してい

た消防ポンプ車や小型動力ポンプを配置

し、民家付近の林野へ予め散水し延焼阻止

を図りました。上空からは引き続き陸上自

衛隊の散水消火活動が実施されましたが、

この日も火勢鎮圧に至らないまま日没とな
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りました。

年を越して１月１日には

吹き荒れていた風もおさま

り、地上部隊と上空からの

自衛隊ヘリによる消火活動

によって、ようやく火勢を

鎮圧することができ、１月

１日・17時に火勢鎮圧の宣

言が出されました。

その後も再燃を警戒して

監視とパトロールが続けら

れ、出火から12日後の１月

９日正午にようやく鎮火宣言が出されまし

た。

この火災による焼損面積は55.2ha（甲府

市側49.6ha、笛吹市側5.6ha）に及び、甲

府市消防団は延べ205隊、1,471名の団員が

消火活動に従事しました。

４　おわりに

このたびの林野火災に際しまして、財団

法人日本消防協会をはじめ多くの皆様方か

ら心温まるご支援、ご協力をいただき厚く

お礼申し上げます。

関係機関の懸命な消火活動にも関わら

ず、一旦鎮圧状態にした部分は夜間の強風

によって再燃し、翌朝までに延焼範囲が拡

大するという悪循環が繰り返されたため、

鎮圧までに５日間を要し、焼損面積約

55ha、被害総額約４千３百万円と非常に

大規模な火災になってしまいました。しか

しながら、懸命な消火活動により民家への

延焼を阻止できたことは何にも変えがたい

ものであります。

また、団員には年末年始の出動であった

ため、正月の準備などは一切できずに新年

を迎え、あわただしい中で正月を過ごすこ

ととなり、団長としては心苦しい限りであ

ります。

当消防団は年間を通じていろいろな訓練

を実施しておりますが、今回の林野火災現

場は平成19年11月に地元の６分団による林

野火災を想定した中継送水訓練を実施した

場所であり、その訓練どおりに消防ポンプ

車等を配置することができました。また、

その時の教訓を活かして要所には簡易水槽

を設置することで中継送水をスムーズに行

うことができ、日頃の訓練の大切さを改め

て痛感いたしました。

今後も郷土愛護の精神の下、地域住民の

安心・安全を守るために日々献身的に活動

を続けていく所存であります。
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（２）災害現場における応急救護所活動

の支援

（３）消防団員の応急手当等に関する技

術、知識向上のための各種研修、

訓練

（４）救急隊、消防隊等との各種連携訓　

練

2 メディカルサポート隊構成員
（7名）

隊長　鈴木　研一（医師）

「医療法人社団 醫王会 緑の街診療所」

豊平区豊平７条13丁目

隊員　看護師等６名（すべて上記診療

所に勤務）

※　平成21年１月１日をもって豊平消

防団に入団。

3 活動の際には、原則として下図
のベストを着用するものとして
います。

「豊平消防団メディカルサポート隊（救

急医療援助隊）」は医療に関する資格及び

専門的知識を有する消防団員をもって組織

し、豊平区内の多数傷病者事故をはじめと

する各種災害現場で、救急隊、消防隊等と

連携し、傷病者の応急手当や応急救護所で

の活動支援等を行うことを目的として発足

するものです。

豊平消防団では、すでに応急手当の普及

啓発等を主な業務とした「レディースサポ

ート隊」や大規模災害時の情報収集、伝達

等を担当する「無線通信隊」という専門の

隊を編成していますが、このような災害現

場で応急救護活動を実施する消防団の隊組

織は、全国的にも珍しい取り組みとなりま

す。

1 主な活動内容
（１）災害現場における傷病者の応急手　

当等

豊平消防団メディカルサポート隊
（救急医療援助隊）発足

札幌市豊平消防団

災害現場活動用
ベスト
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札幌市豊平消防団では、豊平区内の多数

傷病者事故をはじめとする各種災害現場

で、救急隊、消防隊等と連携し、傷病者の

応急手当や応急救護所での活動支援等を行

うことを目的に、医療に関する資格及び専

門的知識を有する消防団員をもって「豊平

消防団メディカルサポート隊（救急医療援

助隊）」を組織し、平成21年２月13日から

活動することとなりました。

隊長より決意表明 メディカルサポート隊員と消防局長、消防団長等

豊平消防団長より任命証交付

～豊平消防団メディカルサポート隊発隊式～
（平成21年２月13日：豊平消防署にて）
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島根県松江市では、平成12年から消防出

初式に併せてフォトコンテスト実施してお

り、本年の１月10日（土）にくにびきメッ

セ（島根県立産業交流会館）と松江城の内

堀を会場に開催した出初式にも、降りしき

る雪の中、多数の写真愛好家や一般市民の

方にご参加いただき、松江市及びその周辺

の市や町から74点の写真の応募がありまし

た。

フォトコンテストの表彰式は２月24日

（火）に松江市役所の市長室で行われ、市

長賞、市議会議長賞、消防賞の受賞者に対

し、松浦正敬市長、田中弘光議長、柳原知

朗消防長から賞状と副賞が授与されまし

た。

本年の出初式では、松江市消防団の団本

部女性班「カメリア隊」の発隊式及び行進

を行って、女性消防班結成を広く市民に対

してＰＲすることを目的の一つと考えてお

りましたが、マスコミにも大きく取り上げ

られ、フォトコンテストに参加したアマチ

ュアカメラマンにも好評で、消防団のイメ

ージアップとなるよい写真が多数集まりま

した。今後もホームページ等でこれらの作

品を活用し、団員確保を図りたいと考えて

おります。

フォトコンテストは、出初式への市民参

加に併せて消防に対する理解を得ること、

また、国際文化観光都市松江の観光の一翼

を担うことを目的としておりますので、城

下町松江のシンボルでもある松江城の内堀

での一斉放水には、ぜひ県外の方にも多数

ご来場いただき、併せてフォトコンテスト

へのご参加をお待ちしております。

消防出初式フォトコンテストと
松江市消防団　団本部女性班結成

島根県松江市消防団

市長賞受賞の永島ひろみさん 議長賞受賞の藤江松男さん

表彰式の模様



委員　川本貢功先生からも、「画面構成や

被写体の表情描写もよく、美しく、力強

い素晴らしい作品」との講評をいただき

ました。

その他のフォトコンテスト入賞作品に

ついては、次のとおりです。
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市長賞を受賞した永島ひろみさんの作

品は、松江市消防団に団本部女性班「カ

メリア隊」が発足し、屋内での発隊式を

終え、降りしきる雪の中で分列行進に備

えて互いに服装の点検を行なう女性消防

団員の様子を撮影したもので、審査に参

加していただいた二科会写真部本部審議

消防賞受賞の権田宏さん

市長賞に選ばれた「カメリア隊員」
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議長賞「出初式」
藤江松男さん（出雲市）

消防賞「行進」
権田宏さん（松江市）

入選「女性消防隊」
黒川政治さん（松江市）

入選「赤と白の旋律」
佐伯範夫さん（安来市）

入選「式典」
波積薫さん（東出雲）

入選「守り」
高木晃さん（松江市）

入選「雪の日」
田村武雄さん（松江市）
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※カメリア隊とは、松江市の市花、「椿」をイメージに命名されました。

松浦団長から辞令書の交付を受ける女性団員

カメリア隊の発隊式

伊藤班長の決意表明

平成20年11月１日の団本部女性班、辞令交付式の模様

松江市消防団では公募に

より女性消防団員30名を募

集し、平成20年11月に隊員

数21名の団本部女性班、カ

メリア隊が結成されました。

カメリア隊は平成21年１

月10日の出初式において、

発隊の式として松浦市長の

点検を受けました。

平成21年２月現在の隊員

数は25名となり、消防本部

で訓練や講習を受け、春の

火災予防運動初日のイベン

トへの参加等、活動を開始

しました。
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春の火災予防運動　初日のイベントに参加するカメリア隊員
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１　目　的
海外の消防に関する制度、消防活動の実態を調査するとともに、各国消防の相互理解　

と交流を深めることにより、海外の消防に関する見解を広め、消防の発展に寄与するこ　
とを目的とする。
２　調査期間
平成21年７月18日（土）～平成21年７月26日（日） ７泊９日
３　調査地
成 田 → パリ経由、 マルセイユ（１泊）→　ニース（１泊）→　ミラノ（２泊） →
オストラバ（２泊） → プラハ（１泊）→　成 田
フランス・イタリア・消防視察、会見等
欧米諸国消防幹部との交流
チェコの消防関連施設視察
消防オリンピック見学
ヨーロッパ青少年消防オリンピック見学（初出場の日本青少年消防チームの応援等）

４　調査経費
375,000円　（燃油サーチャージ等諸経費込）
※　シングルルームの追加料金　 80,000円
※　ビジネスクラス追加料金　　380,000円
※　海外旅行保険加入希望の方は取扱い旅行業者にご相談下さい。

５　参加者資格
各都道府県消防協会役職員、消防団幹部及び消防職員等（消防担当者を含む）の幹部等　
（退職者も可）及び消防関係団体役職員で健康な方。
６　申込み方法及び締め切り期限

別添「消防団長等幹部海外消防事情調査参加申込書」に必要事項を記入し、参加者の　
写真１枚（4.5㎝×3.5㎝）を参加申込書に貼付し、パスポートの写し（コピー）を参加申　
込書に添付して下さい。
参加申込書は、各都道府県消防協会で取りまとめ、平成21年６月２日（火）までに、

日本消防協会国際部宛に送付して下さい。参加者がいない場合でも文書、メールまたは　
電話にて回答をお願い致します。
７　経費の支払い

参加申込書が提出されますと、取扱旅行業者より請求書が送付されますので、指定さ
れた期日までに振り込んで下さい。
８　職務の取扱い

事情調査の性格上、各任命権者において出張扱いとされるよう、ご配意をお願い致し
ます。
９　宿泊・日本国内航空券の斡旋

平成21年度消防団長等幹部 
海外消防事情調査の実施について 
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成田前、後泊　一人部屋１泊8,500円（税、朝食、サービス料込み）
また、日本国内航空券、海外旅行保険などについては取扱旅行業者より連絡があります。
10 取扱旅行業者　

株式会社日本クリエイティブ　総合旅行業務取扱管理者 山口 多喜廣
TEL 03-3501-6311 FAX 03-3501-6301

11 問い合わせ先
財団法人　日本消防協会　国際部　担当　三宅・福地
TEL 03-3503-3054 FAX 03-3503-1480
Ｅ-mail：fukuchi@nissho.or.jp
※　申込書また行程における詳しい情報については、後日に日本消防協会のホームペ
ージ（http://www.nissho.jp）にて掲載予定です。

青少年消防オリンピック風景（前回）

一部の視察地のイメージ写真

青少年消防大会風景 青少年消防大会風景（国自慢）

マルセイユ旧港から見た
ノートル・ダム・
ド・ラ・ガルド寺院

ニースの海岸通り ミラノの大聖堂 カレル橋

青少年消防競技の風景 青少年展示ブース 青少年キャンプ活動 青少年国自慢の風景
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平成21年度消防団長等幹部海外消防事情調査　日程表

1

2

3

4

5

6

7

8

9

当日程は航空会社、現地事情等により変更になる場合がありますので予めご諒承の程お願いします。
ＡＦ:エール・フランス　CDG:シャルル･ド･ゴール空港　ＯＫ:チェコ航空

平成21年
7月18日
（土）

7月19日
（日）

7月20日
（月）

7月21日
（火）

7月22日
（水）

7月23日
（木）

7月24日
（金）

7月25日
（土）

7月26日
（日）

月日
（曜日）

日
数 都市名 現地時間

交通
機関

摘要

成田発
パリ（CDG）着
パリ（CDG）発
マルセイユ着

マルセイユ

ニース

ニース発

モナコ

サンレモ

ジェノヴァ

ミラノ

ミラノ

ミラノ発
プラハ着
オストラバ着

オストラバ

オストラバ発

プラハ着

プラハ着
パリ（CDG）着
パリ（CDG）発
成田着

～
～

～
～

～
～

10：30
16：05
18：45
20：10

09：15
10：45
17：30（頃）
18：00

朝

午後

10：00
11：45
13：30
08：10

AF279

AF7668
専用車

専用車

専用車

専用車

専用車
OK719
専用車

専用車

専用車
AF1383
AF276

空路、パリ経由、マルセイユへ

空路、マルセイユへ
到着後、ホテルへ

〔マルセイユ泊〕
マルセイユ消防視察
マルセイユ市内視察
サン・ヴィクトル寺院、マルセイユのシンボル的な
存在ノートル・ダム・ドゥ・ラ・ギャルド寺院、カ
ンティーニ美術館など
視察後、ニースへ

〔ニース泊〕
ニース市内視察
ニース旧市街、サレヤ広場の花市、マセナ広場、ニ
ース港、プロムナード・デサングレなど
視察後、モナコ視察へ
モナコ旧市街、大公宮殿、モナコ大聖堂などその後、
絵葉書に出てくるようにすばらしい雰囲気の街サン
レモとイタリアン・リヴェイラと呼ばれる大リゾー
ト地のジェノヴァを経てミラノへ

〔ミラノ泊〕
ミラノ消防視察
ミラノのシンボルの大聖堂、王宮、ヴィットリオ・
エマヌエーレ2世のガッレリア、スカラ座、スフォ
ルツェスコ城の旧市街西部など

〔ミラノ泊〕
ホテルを出発し、空港へ
空路、プラハへ
到着後、オストラバへ

消防オリンピック開会式
〔オストラバ泊〕

青少年消防オリンピック日本チーム応援
消防オリンピックなど視察
現地消防との交流

〔オストラバ泊〕
プラハへ
（途中、チェコ消防施設視察）
プラハ市内視察
旧市街広場、カレル橋、プラハ新市街国民劇場、国
立オペラ劇場、プラハ城など

〔プラハ泊〕
空港へ
空路、フランクフルト経由、成田へ

空路、成田へ　　　　　　　　　　　　 〔機中泊〕
到着後、解散
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山

形

県

富

山

県

北

海

道

北海道三大あんどん祭りの１つとして数えられる「八雲山車

行列」は、毎年７月の第１金・土曜日に20数台の山車が町内

を練り歩き、２日間で道内外から約３万人の観光客が訪れる

八雲町の一大イベント

です。

高木班長は、八雲山車行列実行委員会の委員長を

務めており、多くの町民が主体的に参加できる体制

づくりを進めるなど、地域の活性化に貢献している

一方、消防団活動でも、災害や訓練、防火ＰＲ等で

は自ら先頭に立って活動するなど、地域の安全・安

心にも大きく貢献しています。

八雲町八雲消防団　西分団　班長

高木　一哉

丸山さんが所属する第５分団は、映画「蕨野行」のロケ地

に選ばれた自然豊かな地域です。山菜も豊富な地域のため、

町外からの入山者が多く、しばしば捜索事案も発生していま

す。そんな時に頼りになるのが、「マタギ」の顔を持つ丸山

さんです。入山位置から迷い込みやすい場所を的確に判断し、

何度も行方不明者の発見に貢献されています。

また、応急手当普及員として「心肺蘇生法」の普及啓発活動にも力を入れており、多方

面にわたりますます活躍が期待される存在の一人です。

飯豊町消防団　第５分団　分団長

丸山　茂

ガソリンスタンド経営の傍ら、市内の各種ボランティア活

動に積極的に参加し、笑顔で汗を流す名物消防団員が金子部

長です。

一昨年、小学校にビオトープが整備された際、ビオトープ

アドバイザーに就任し、子供たちといっしょになって淡水魚

の飼育や施設の維持に取り組んでいます。「地球環境の悪化が叫ばれる中、未来を担う子

供たちに、小さな時から自然にふれあい【環境保護】について考える人間になってもらえ

れば。」と抱負を語っています。

射水市消防団南部方面団 中・南太閤山分団部長

金子　芳治

だ し
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富

山

県

「イ　ヤサー！イヤサー！」勇ましいかけ声とからくり人形

で有名な「海老江加茂神社祭礼曳山車」（市指定文化財）、関

原分団長は、毎年秋分の日に行われる曳山

運行と、170年の伝統を持つ曳山車保存の

ため16年前から曳山協議会の会長として、また、板金業を自営する傍ら、

後継者を育成するため職業訓練学校の指導員として活躍しています。

一方祖父、父から消防団員を引継ぎ、昨年は４代目の息子さんも入団、

奥さんも同地区の婦人防火クラブ会長と、まさに消防一家として海老江

地区の防災活動に貢献している熱血分団長です。

射水市消防団　海老江分団　分団長

関原　茂

神

奈

川

県

相模川の河口と平塚港を守る第４分団、通称「港分団」は、

毎年相模川の河口で開催される湘南ひらつか花火大会で、会

場周辺の警戒活動に中心的な役割を担っています。

分団長の田中さんは、水上オー

トバイがまだ走行していなかった20年以上も前に、自動車整備

業の腕前を活かし、手製のホバークラフトを製作して相模川を

走行したこともあるそうです。

今では、かつての自分の姿と水上オートバイで疾走する若者

の姿を重ね合わせて、相模川の安全を見守る分団長です。

平塚市消防団　第４分団長

田中　正雄

沖

縄

県

風光明媚な西平安名崎の放牧場で、日本在来馬の中でも数

が少なく沖縄県の天然記念物に指

定されている「宮古馬」の増頭に

取り組んでいる島尻さん。現在10

頭の宮古馬を飼育し、「将来は馬と触れ合う機会がなくなって

しまった島の子どもたちにも乗馬体験してもらいながら、観光

牧場を開きたい」と夢を膨らませています。

宮古島市消防団　平良分団　狩俣部　班長

島尻　博之

神

奈

川

県

安田さんは13年前より天王町にて理髪店「1058（じゅうごや）」を経営さ

れている社長さんです。高い技術と低価格でご年配から子供まで幅広いリピ

ーターを持つ大人気店です。在住は大船なのですが、「天王町で地元の皆様

に支えられて商売をさせていただいています。人柄もよく人情にあふれ第２

の故郷とも思える天王町で何か自分が役立てることはないかと思い入団させ

ていただきました。」とのこと。安田さんは他にも、天王町の祭礼等の地域

活動にも積極的に参加をされています。今後ますますの活躍に期待大です。

保土ヶ谷消防団　第２分団４班

安田　峰雄
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全国的に消防団員の確保が課題になって

いますが南陽市消防団は条例定数どおり

891人の団員で活気ある活動を行っていま

す。市長の強いリーダーシップのもと中山

間地を含む全世帯が光ファイバによるブロ

ードバンドサービス対象地域となり携帯電

話不感地帯の解消も進んでいます。このよ

うな通信インフラの整備は消防団活動にと

っても有用なものです。中山間地を担当す

る第１分団を事例に災害に備えたＩＴの活

用事例を紹介します。

平成16年７月、南陽市北部を中心に大雨

が降り連続雨量は271袢に達しました。特

に吉野地区は床下浸水や土砂崩れなどの被

害が集中しました。第１分団は電話やＦＡ

Ｘ、インターネット、テレビなどの通信イ

ンフラが整った公民館を拠点に迅速に水防

活動をはじめました。現場に出向いた団員

からは写真付きメールで被害状況が分団へ

報告され、分団はその状況を電子メールと

ＦＡＸで刻々と市災害対策本部へ送信し正

確で迅速な被害情報の伝達に努めました。

この水害をきっかけに災害に備えた地域づ

くりやＩＴ活用の重要性が再認識されまし

た。地域のリーダと協議を重ね携帯電話不

感地帯解消を要望したり、地域の防災体制

構築、災害に備えたＩＴ活用に取り組んで

います。

●防災ポータルサイト開設
災害発生時は刻々と変化する気象情報を

把握することが重要です。地域防災に役立

つ情報に簡便にアクセスできるよう防災ポ

ータルサイトを開設し、気象情報や防災電

話帳のほか消防や地域の行事予定表など日

頃から使ってもらえるよう工夫していま

す。

●電子メール連絡網の活用
幹部全員へ一斉にメールが配信されるメ

ーリングリストを活用しています。火災や

災害情報だけでなく日常の連絡にも正確で

迅速な連絡網として使用されています。退

任・退団後もメンバーとして残り登録者は

年々増加しています。将来は地域の強力な

連絡網になっていくものと期待されていま

す。なお緊急時は電話連絡を優先にし、ま

た顔を合わせた幹部会や電話による意思疎

通など電子メールに偏らないコミュニケー

ションに努めています。現在では市消防本

部と各分団幹部の連絡にも電子メールが活

用されています。今後は、南陽市消防団全

体でより充実したものとしてまいりたいと

思っております。

広場 

山形県 消
防
団
の 

南陽市消防団
副団長

高橋　義昭

災害に備えた地域づくりとＩＴ活用

携帯防災ポータルサイト



寄稿のお願い

皆さまの消防団活動への取り組み、ご意見な

どをもとに、より充実した有意義なものにして

いきたいと考えておりますので、多数のご寄稿

をお待ちしています。

Ｅメールでも受付しています。

soumu@nissho.or.jp

平成21年度　全国統一防火標語

「消えるまで　ゆっくり火の元　にらめっ子」

5月の日本消防協会関係行事
5 月14日（木） 消防育英会役員会（評議員会、理事会）
5月21日（木） 日本消防協会役員会議

（正副会長会議、理事会、代議員会）
全日本消防人共済会役員会議（理事会、総代会）

5月22日（金）～5月29日（金） 消防互助年金海外消防事情調査（ヨーロッパ）
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編　集　後　記
駅頭や街中に真新しいスーツ姿の若者や黄色い帽子をかぶった新入生の列が、時折滞りながら続

いていくのを思わず見守ってしまう新年度に入り、新たな気持ちで仕事に励んでおられることと思
います。
日本消防協会研修生もメンバーが入れ替わり、3 月に帰任された方には東京で様々な経験と想い

出を胸に消防人として、さらなる飛躍をお祈りするとともに、4 月に着任された研修生のみなさん
とは力合わせ全国の消防団を盛り上げていきましょう。
という訳で、編集担当も前任のＹ・Ｅから古代湖（十万年以上存続の湖・なんと世界でも 3 番目

に古い）と言われる琵琶湖のほとりで、近江の特産「鮒ずし」を食し大きく育ちました私Ｍ・Ｓが
担当させていただくことになりました。
少し余談ですが、鮒ずしはニゴロ鮒と米、塩で発酵させた酸味とかなりの臭気がありますが、コ

レステロールの低減作用があるとも言われ、体が資本の消防関係の皆様にもメタボ対策として、是
非ご賞味いただければと思います。
これから 1 年間皆様にご愛読いただける日本消防の編集に取り組んでいきたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。
風邪に誘われ、足の向くままに散歩するにもいい季節になり、こののどかな日々を楽しまれます

ように。
（Ｍ・Ｓ）
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火災共済ご加入のおすすめ 
安い掛金・大きな補償（消防人の相互扶助） 

 
　 一口１００円の掛金で１０万円の補償 
 
　 台風・水災・雪害・土砂崩れ等 

B型火災共済 C型火災共済 

一年間で2,500円の定額契約 
2,500円の掛金で250万円 
の補償 

最高200口で2,000万円の共済金 

掛金2,500円 

（全員契約の場合掛金500円～2,500円で 
加入できます。） 

建物　20口　200万円 
動産　  5口　  50万円 ｛ 

掛金一口100円 
建物のみ　200口　2,000万円まで 
動産のみ　  50口　   500万円まで 
建物・動産 200口　2,000万円まで ｛ 

生活協同組合 全日本消防人共済会 
事務局　（財）日本消防協会内　　　支　部　都道府県消防協会 

問
合
せ
先

●各市町村の消防事務担当係
●都道府県消防協会

（日本消防協会ホームページ）

●（財）日本消防協会　年金共済部
●生活協同組合全日本消防人共済会
〒105-0001  東京都港区虎ノ門2-9-16
日本消防会館 TEL.(03)3503-1481～5
http://www.nissho.or.jp

加入申込みは消防事務担当へ

ひまわりしているか
ひのようじん 


