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九重“夢”大吊橋

九重“夢”大吊橋は九酔渓の標高777ｍに架かる長さ390ｍ高さ173ｍ

という人が渡る吊り橋としては日本一の吊り橋です。

大吊橋からは「日本の滝百選」にも選ばれ九州でも有数の大きさを

誇る「雄滝」と「雌滝」からなる震動の滝を望むことができます。

大分県玖珠郡九重町
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表紙写真説明

す み た まち



日本消防協会　理事会・代議員会 
（平成21年５月21日　　於　日本消防協会） 

ヨーロッパ青少年消防オリンピック派遣事業 
派遣選手団の結団式・事前研修を開催！ 
（平成21年６月13日　　於　虎ノ門パストラル） 



（財）岡山県及び兵庫県消防協会に 
災害対策支援金を交付 

平成21年５月14日（木）14時39分岡山県備前市、４月11日（土）23時15分発生の兵庫

県加古川市で発生した大規模な林野火災は、鎮火まで約50ヘクタールの林野をそれぞれ焼

失しました。火災には、多くの消防団員が、消火、警戒活動に従事しましたが、火災によ

る人的被害は、幸いにして発生しませんでした。

（財）日本消防協会では、この林野火災に従事した消防団員を支援するため、備前市消防

団長および（財）兵庫県消防協会長に災害対策支援金を交付しました。

支援金の贈呈（岡山県消防学校）
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1894年（明治27年）に勃発した日清戦争

の総指揮を執るため、広島城内に大本営が

置かれ、明治天皇もご滞在されました。さ

らに伊藤博文首相ほか政府高官も広島に移

り、臨時の帝国議会が広島（現広島県庁付

近）で開催されました。これは明治維新以

来首都の機能が一時的（約７か月間）では

ありますが、東京を離れた唯一の事例です。

その後も呉の海軍鎮守府をはじめ、各所に

軍の主要拠点が配置され、それに伴い多く

の軍需産業が発展し、戦時中の広島はまさ

に「軍都広島」として軍とともに栄えてき

ました。

終戦後はこの軍需産業で培った技術を活

かし、重工産業である造船・自動車・鉄鋼

を中心に、瀬戸内海工業地帯の中核として

栄えてまいりました。また、人類初の被爆

地となったことから「核兵器廃絶」を世界

に発信する平和都市広島として生まれ変わ

り、その象徴である原爆ドームや、海上に

浮かぶ神殿、宮島の厳島神社は世界遺産に

認定され、年間を通して国内外から観光客

で賑わっています。

県南部は大小様々な島が点在する風光明

媚な瀬戸内海に面し、また北部はなだらか

な中国山地を抱いて、豊かな自然と四季の

変化に富んだ気候に恵まれています。この

豊かな自然の中では、夏の海水浴から冬の

スキーまで四季折々に様々なレジャーが楽

しめ、さらに海の幸カキをはじめ、山の幸

マツタケやミカン、りんごとバラエティに

富んだ産物が味わえる味覚の宝庫でもあり

ます。

広島県の人口は47都道府県中12番目とな

る286万人余で、面積は8,479裄という現勢

でありますが、平成の大合併により県内の

市町村数は5年前の61から23（14市９町）

に、消防団数も68団（23,109人）から30団

（22,756人）に減少しており、全国平均で

も見られるように、団員数は減少している

ものの、その減少傾向は緩やかになってい

ます。

しかしながら、県内の消防団でも団員の

高齢化が懸念されるため、やむなく定年制

を決定・施行するとともに、分団長自らが

自治会の会合時に赴き団員募集のＰＲを行

ったり、団員による知人勧誘などにより若

い団員の確保に努めているところもありま

す。

私の若いころは地域で選ばれた者のみが

消防団員として任命され、それが一人前の

大人としての証でもあり、誇りとするとこ

ろでした。しかし、現在は都市形態も大き

く変わり、核家族化、高齢化、団員の被雇

用者の増加により、自ら入団を希望する者

は少なくなってきました。そのため、消防

巻 頭 言 

愛する故郷とともに 愛する故郷とともに 
財団法人　広島県消防協会　会長　大段　忠彦 
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団の活動内容や地域での消防団の必要性を

ＰＲし、理解してもらわなければなりませ

ん。

我が呉市消防団では、大正時代に行われ

ていた「はしご乗り」を平成10年に復活さ

せ、消防出初式をはじめ地域の行事に積極

的に参加し、演技を披露しています。さら

に、本部付きの女性消防隊を発足させ、応

急手当の普及活動や住宅防火指導等女性ら

しさを活かしたきめ細やかな活動を行い、

地域住民の更なるご理解をいただいている

ところであります。また、近年の大きな災

害活動としては、平成11年６月29日の集中

豪雨や平成13年３月24日の芸予地震により

県内各所でがけ崩れが発生し、死傷者が出

るなど甚大な被害を受けました。そのよう

な中で消防団員による救助活動や災害復旧

のため、多くの団員が連日、連夜活動して

多大な成果を挙げ、地域住民から更なる信

頼を得た事は、いまだ私の記憶に新しく、

消防団として誇りとするところです。

さらに、安芸太田町消防団は昨年2月、

県北にある「国設恐
おそ

羅漢
らか ん

スキー場」でスノ

ーボーダー遭難事故が発生し、極寒の厳し

い気象条件の中、団員による懸命な捜索を

行い、四十数時間ぶりに遭難者７名全員を

発見・無事救出することができたのです。

これは、林業に従事し付近の山々を熟知す

る地元消防団員の機転によるもので、全国

ニュースでも大きく報じられました。この

ことは、地域を良く知る消防団員ならでは

の成果であり、その重要性が改めて評価さ

れ、全国の消防団員に大きな励みと自信を

与えたのです。

消防団は、「自分たちの地域は自分たち

で守る」という郷土愛護精神に基づき、地

域防災のリーダーとなり、地域の安全と安

心を守るために活躍しています。災害活動

のみならず、日ごろから様々な訓練を行っ

たり、応急手当の普及指導や火災警戒、予

防広報活動などに取り組み、地域における

消防力・防災力の向上に重要な役割を担っ

ているのです。

私は消防団員として昭和33年に任命さ

れ、早いもので半世紀が過ぎました。現在

地元では消防団長である傍ら、地域の自治

会長でもあります。残念ながら全国的な風

潮でもありますが、地域住民の連帯意識の

希薄化が憂慮されており、消防団員だけで

なく、地域住民自らが郷土愛護の精神をも

って主体的に「安全・安心なまちづくり」

に取り組む必要があると思うのです。「安

全・安心なまちづくり」は常備消防力と消

防団などの防災機関のみだけでは達成が困

難であり、平素からの地域との連帯が極め

て重要であることは、消防団と自治会に携

わってきた私の痛感するところでありま

す。

街の趣やその形態が変わっても、これか

らも変わらず受け継いでいかなければなら

ないものは、「愛する家族を守る、愛する

我が故郷を守る」という郷土愛護の精神な

のです。

県消防協会としても「まちを愛し、まち

から愛される」地域と一体となった消防団

活動の推進に向け、努力してまいりたいと

思います。
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平成21年５月21日（木）、財団法人日本消防協会及び全日本消防人共済会の役員会議が日

本消防会館において開催されました。

また、全日本消防人共済会理事会においては、代表理事の選定を議題とし、片山会長と

秋本理事長の二人が代表理事に選出されました。

理事会　片山会長挨拶

皆さん、おはようございます。

理事会へのご出席ありがとうございます。

本日は議員の皆さん、全国各地からご多忙の中お集まり頂きましてありがとうござい

ます。また、日頃から日本消防協会の諸活動に対しまして、格別のご支援、ご協力を賜

りまして、重ねてお礼申し上げます。

今日は、大変重要なことを含めてご決定賜りますので、どうかしっかりご審議のうえ

適切なご結論をお出しいただくようによろしくお願いいたします。ありがとうございま

した。

財団法人日本消防協会役員会議

財団法人　日本消防協会
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財団法人日本消防協会役員会議

理事会、代議員会（議長　片山会長）

平成20年度事業報告、平成20年度決算認定、その他各議案の説明が行われ、原案のとお

り承認、決定及び認定されました。

代議員会では、岡本消防庁長官に代わって株丹次長によるご挨拶がありました。

代議員会　株丹消防庁次長挨拶

皆様おはようございます。

ただ今ご紹介いただきました消防庁次長の株丹でございます。本日は、代議員会にお招

きいただきましてありがとうございます。

また、日本消防協会の代議員の皆様方には、日ごろから、私どもの消防防災行政の推進

につきまして格別のご理解ご協力いただいておりますことを、この席をお借りいたしまし

て厚く御礼申し上げます。

消防庁としまして、３点ほどお願いを含めまして、ご紹介したいと思います。

１つめは、消防団員の人員確保でございます。

全国の消防団員数については、全国の市町村の約３分の１は、むしろ増えてきてはいる

訳ですが、全体としては減少傾向にあります。その点については、従来から消防庁と日本

消防協会でタイアップをしながら、団員数100万人を確保したいと考えており、そのうち女

性消防団員については、10万人の目標を掲げている訳でございます。

特に、女性消防団員については、全体としてはまだまだ少ない状況ではございますが、

着実に増えてきている状況です。ただ、女性の消防団員を採用している市町村は、全体の

半分ぐらいでございます。この点、もっと積極的にお取組みをして頂き、普及すれば全体

的にも増えてくるのではないかと期待しております。

具体的には、女性消防団員を採用するための消防庁のアドバイザー制度を活用するなど、

是非積極的にお取組みをお願いしたいと思います。

２つめは、21年度消防庁補正予算（消防団員救助資機材搭載型車両の配備）の有効活用

でございます。

これは、消防団の車両に救助資機材を搭載しまして、様々な活用、例えば目前の事故、

広域的な災害、大震災等で身近な消防団の皆様が活用できるようにするものでございます。

昨年の補正に引き続き、今回の補正予算はさらに、車両及び既存の車両にも救助資機材一

式をそろえる規模のものです。

この点考慮して頂き、市町村を通じまして、是非ご要望して頂きたいと存じます。

最後に３つめの住宅用火災警報器については、従来から設置・普及促進をお願いしてい

る訳ですが、着実に現実のものとするため、更なるご協力をお願い申し上げます。

いずれにしましても、地域における防災の要は、消防団でございます。ここにお集まり

の皆様方が、以上３つの点につきまして、全力を挙げて頂きますようお願い申し上げます。
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消防庁においても、期待に添えるよう努力したいと考えております。

結びに日本消防協会のますますのご発展と、本日ご出席の皆様方のご健勝ご活躍をご祈

念申し上げまして、簡単でございますが、ご挨拶とさせていただきます。

本日は大変ありがとうございました。

○提出議案等　　

（理事会及び代議員会）

第１号議案　　平成20年度事業報告について

第２号議案　　平成20年度決算認定について

監査報告

第３号議案　　平成21年度JKA補助事業の補助金交付申請書の提出について

（理事会のみ）

第４号議案　　名誉会員の推薦について（理事会のみ）

新たに推薦された名誉会員

福島県　平田　　昇 氏　（前福島県消防協会会長）

高知県　加田　繁喜 氏　（前高知県消防協会副会長）

佐賀県　前田　一郎 氏　（前佐賀県消防協会会長）

長野県　中澤　　學 氏　（元長野県消防協会会長）

長崎県　濱　　貞男 氏　（元長崎県消防協会会長代行）
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全日本消防人共済会理事会、総代会

（議長　谷口総代　三重県消防協会会長）

平成20年度事業報告及び決算の認定、平成20年度剰余金処分案等の各議案の説明が行わ

れ、原案のとおり承認、決定及び認定されました。

○提出議案等

（理事会及び総代会）

第１号議案　　平成20年度事業報告及び決算の認定について

第２号議案　　平成20年度剰余金処分案について

第３号議案　　役員の補充について

第４号議案　　定款の改正について

第５号議案　　事業規約の改正について

第６号議案　　実施規則等の改正等について

報告事項　　　総代の変更について

続いて開かれた理事会において、代表理事の選定を議題とし、片山会長と秋本理事長の

二人が代表理事に選出されました。
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本年７月にチェコ共和国で行われる、ヨーロッパ青少年消防オリンピックに派遣する

選手団の結団式、事前研修及び激励会を６月13日、14日に東京にて行いましたので、そ

の模様をお伝えします。

事前研修では、実際の消防競技を想定した訓練と現地で披露する阿波踊りの練習など

を真剣に行いました。

財団法人　日本消防協会 

ヨーロッパ青少年消防オリンピック派遣事業 
派遣選手団結団式及び国内事前研修を実施しました 

練　習　内　容　等　　　　 場　　　　所

６月13日（土）

13：00～17：30 結団式 東京消防庁消防学校

消防競技及び阿波踊りの練習 （体育館）

18：00～19：30 青少年消防オリンピック 虎ノ門パストラル

日本代表団激励会 （新館４階　アイリスガーデン）

６月14日（日）

９：00～12：00 消防競技等の練習 東京消防庁消防学校

（グラウンド及び体育館）

日　程

選手激励会では、総務省消防庁　株丹次長（前列左から３人目）、
東京消防庁　小林総監（前列右から３番目）よりごあいさつをいただきました。
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結団式で秋元理事長は、選手団へ
今回の派遣に多くの人の協力があ
ることや日本代表として元気いっ
ぱいにチェコで競技の参加して欲
しいことを伝えました。

総務省消防庁より飯島防災課長
（前列右）

東京消防庁より新井次長
（前列右２番目）

選手団に激励のメッセージをいただきました。

派遣団を代表して、土屋優磨さん
（小岩消防少年団）からあいさつ。

訓練礼式とロープ結策の練習

交流会で披露する、阿波踊りを徳島県「のんき連」の
南條亨さんと鈴江あゆみさんが手取足取りで指導。
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日本消防設備安全センターの木村審議役
を講師として、折り紙講座を開きました。
各国の青少年にもぜひ伝えたい、日本の

文化です。

及川はるかさん（札幌市　富丘少年消防クラブ） 平畠佑樹さん（阿波市　土成中学校少年少女消防隊）

江口　大地さん（壱岐市　山崎少年消防クラブ） 土屋優磨さん（江戸川区　小岩消防少年団）

研修は２日間かけて、東京消防庁消防学校で行われました。
今後選手は、地元で練習を積んで、

いよいよ７月18日にチェコ共和国に遠征します。

結団式での派遣選手からのあいさつ



10

1．はじめに

消防団員・吏員は、国民の生命、身体及び財産を火災等の災害から防御するとともに、

社会公共の福祉の増進への寄与により、従来より叙勲の対象となっているところです。

この度、市町村合併に伴う消防団の合併により消防団長が合併後副団長となった場合及

び消防団に方面隊長制度を設けている場合の叙勲上の取扱いについて検討を行い、現状に

則するよう取扱いを変更しましたので本稿において解説します。

2．市町村合併に伴う消防団の合併により、団長が副団長となった場合の取扱い

近年の市町村合併の進展に伴い、消防団についても合併が進められたところが多くあり

ます。これにより消防団長の階級にあった方が、実質的に仕事が大きく変わらないにも関

わらず、消防団の合併という本人の責によらない理由で形式的に副団長に降格となった場

合には、叙勲における経歴評価上、所要の措置を講じるべきとの意見がありました。

そこで、市町村合併に伴い消防団が合併した場合に限り、消防団の合併前に５年以上消

防団長の階級にあり、合併後副団長となった方については、平成20年秋の叙勲から、合併

後の副団長歴をそのまま団長歴とみなして経歴を評価することとしました。

3．合併によって旧消防団の区域に設けた方面隊や一定規模以上の団に設けた

方面隊の隊長の取扱い

市町村合併後も消防団を続けていく人への配慮も必要であることなどから、市町村合併

に伴う消防団の合併によって、合併前の消防団の区域に設けた方面隊や支団などの組織

（以下「方面隊等」）や、一定規模以上の団に設けた方面隊等の責任者については、叙勲に

おける経歴評価上、一定の要件のもと、団長並みの取扱いとするなど、所要の措置を講じ

るべきとの意見もありました。

そこで、消防団の組織における方面隊等について、「消防団の組織の取扱いについて」

（平成21年４月24日付消防災第116号消防庁国民保護・防災部防災課長通知）により、その

取扱いが示されたことを踏まえ、平成21年秋の叙勲から方面隊等の責任者については、叙

勲における経歴評価上、新たに以下のとおり取り扱うこととしました。

市町村合併に伴い合併した消防団の元団長及び
消防団における方面隊長に対する叙勲上の取扱いについて

総務省消防庁　総務課
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（１）叙勲評価上の方面隊及び方面隊長の定義

叙勲評価上、消防団の中に設置している以下の要件①～④を満たす組織を「方面隊」と

するとともに、方面隊の責任者を「方面隊長」とする。ただし、平成12年４月１日～平成

22年３月31日に行われた市町村合併に伴い合併した消防団（以下「合併消防団」という。）

の中に設置している組織のうち、合併前の消防団の管轄区域以上の区域を管轄している組

織については、平成32年３月31日までの間に限り、要件③及び④を満たせば「方面隊」と

みなす。

〔要件〕

①　組織の指揮下に属する団員の実員数（４月１日現在）が200名以上であること

②　２以上の分団を統轄する組織であること

③　組織の責任者の階級が副団長以上であること

④　条例または規則により、当該組織の名称、管轄区域及び権限並びに当該組織の責任者

の事務範囲及び責任等が明確に定められていること

（２）叙勲評価上、方面隊長歴を団長歴に加算できる要件

叙勲評価上、以下の要件①若しくは②を満たす消防団の方面隊長については、方面隊長

歴を団長歴に加算することができる。ただし、消防団の中に方面隊が１隊しか設置されて

おらず、かつその方面隊の管轄区域が消防団の管轄区域と同一の場合は加算することがで

きない。

〔要件〕

①　消防団の実員数（４月１日現在）が400人以上の消防団にある方面隊の隊長

②　消防団の実員数（４月１日現在）が400人未満の合併消防団にある方面隊のうち、合併

前の消防団の管轄区域以上の区域を管轄している方面隊の隊長（平成32年３月31日ま

での方面隊長歴に限る。）

4．おわりに

消防団員の叙勲につきましては、消防業務に多年従事され功労のあった方に報いるもの

であるとともに、消防団員の士気をより一層高めるものであると考えます。

消防庁としましては、今後とも叙勲の受章要件の改善等について、協議を進めて参りた

いと考えます。
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者を迎えることができました。

来場者アンケートの結果によると、年

齢別内訳としては、20歳代（26％）、30歳

代（20％）、50歳代（20％）、40歳代

（18％）、60歳代（11％）、その他・無回答

（５％）となり、幅広い年齢層の方に見学

いただいたことがわかりました（図１）。

また、来場者の職業別内訳としては、会

社員（消防防災関連企業を除く）が33％

と最も多く、続いて消防防災関連企業の

毎年、発明の日（４月18日）を含む月曜

から日曜までの１週間を科学技術週間とし

て定め、「科学技術について広く一般の

方々に理解と関心を深めていただき、日本

の科学技術の振興を図ること」を目的とし

た様々な催しが全国的に行われています。

消防研究センターにおいても、４月17日

（金）に一般公開（オープンキャンパス）

を実施しました。今年度も昨年度と同様に、

隣接する日本消防検定協会及び財団法人消

防科学総合センターと共同で開催し、いわ

ゆる三鷹キャンパスを挙げての一般公開と

なりました。

今年度の一般公開では、日ごろの研究成

果の報告や毎日の防火安全につながる体験

コーナーなど全24項目にわたる展示・実演

を行い、昨年度を上回る700人近くの来訪

平成21年度消防研究センターの一般公開

消防大学校　消防研究センター

図１　来場者の年代別内訳（来場者アンケートによる）

図２　来場者の職業別内訳（来場者アンケートによる）

写真１　泡消火剤による小規模タンク火災の消火実験

写真２　２流体ノズルを用いた可燃性液体の消火実演



13

会社員（27％）、消防職員（19％）となり

ました（図２）。今年度も昨年同様、企業

の新人研修を兼ねた若い技術者の来訪が多

く、主婦の方も参加者の11％を占めており、

消防防災に関する普及啓発活動に貢献でき

たと思っております。

●可燃性液体火災の消火実験等

消防研究センターでは、平成15年９月の

十勝沖地震の２日後に発生した石油タンク

全面火災を踏まえ、石油タンク火災に適し

た泡消火剤に関する研究を行ってきまし

た。今回の一般公開で、泡消火のメカニズ

ムについて紹介するために行った小規模石

油タンク模型を用いた消火実験（写真１）

は、特に人気を集め、多くの方に見学いた

だきました。

また、２流体ノズルを用いて可燃性液体

火災を消火する実験及び体験（写真２、写

真３）につきましても、多くの方に関心を

持っていただけたようです。

●消防防災ロボットに関する研究開発

原子力施設における事故やテロによる災

写真３　
２流体ノズルを用いた消火体験の様子

図３　来場者アンケート結果
（Ｑ５a 全体として興味の持てる公開内容でしたか。）

写真４
ＦＲＩＧＯ－Ｍの実演

写真５
原因調査室の業務紹介

害などでは、消防活動を行う消防隊員自身

が危険にさらされる場合があります。この

ような危険な状況において、ロボットが消

防隊員の代わりを務めることで、消防隊員

の安全を確保するとともに、消防隊員の負

担を軽減することができます。今回の一般

公開では、情報収集ロボットＦＲＩＧＯ－

Ｍの実演（写真４）や展示等を行い、多く

の方に見学いただきました。

●様々な機関との連携を目指して

消防の科学技術は消防活動の現場で活か

されることが重要であり、消防機関をはじ

めとした、様々な機関との連携強化が求め

られています。消防研究センターの原因調

査室は消防本部の調査業務を支援する役割

も担っており、その業務紹介展示（写真５）

では、消防機関の方々が熱心に質問をされ

ていました。

●今後の抱負

来場者アンケートの回答によれば、参加

者の79％もの方から一般公開の内容に興味

が持てたとの回答をいただいております

（図３）。このことは、我々消防研究センタ

ーにとって、なによりの励みになることで

す。

消防研究センターは、今後も、国民の安

全を守る身近な研究機関として、また、消

防防災を専門に研究する唯一の国立研究機

関として、より一層、消防防災科学技術の

向上に努めていきます。
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はじめに
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

平成21年２月13日、日本消防会館「ニッ
ショーホール」において、第61回日本消防
協会定例表彰式が厳粛かつ盛大に挙行さ
れ、片山虎之助日本消防協会会長より永年
の念願でありました消防団最高の栄誉であ
る特別表彰「まとい」を拝受いたしました。
全国2,400有余の消防団の中からこの栄

誉ある表彰を受章できましたことは、我々
消防団員はもとより、七飯町民、本消防関
係者にとりましてもこの上ない喜びであり
誇りとするところであります。
これもひとえに町民の皆様の消防団に対
する御理解と御協力、更に日本消防協会、
北海道消防協会並びに消防関係者各位の皆
様の温かい御支援の賜物と深く感謝申し上
げます。
また、七飯町の歴史と伝統の中で日夜努
力を惜しまず精進を重ねてこられた先輩諸
兄に感謝申し上げますとともに、消防団活
動を陰から支えてこられた団員各位のご家
族の皆様に対しましても心より厚く御礼申
し上げます。
今回の受章の栄誉を契機に団員相互の連
携をより強化し、消防団組織の結束を図り、
地域の安心・安全・信頼のため一層精進を
重ねていく決意でございます。

七飯町の紹介
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

明治35年に「七飯村」が誕生して以来、
戦後における発展は目覚ましく、昭和32年
１月１日に「七飯町」に町制が施行され、
当時の人口は18,000人余りでしたが、現在
では29,000人までになり、過疎化や少子高
齢化が進んでいる中で北海道内圏域の中核

になるまで発展し今日に至っております。
七飯町は北海道渡島半島の南部に位置

し、北海道の表玄関函館市に隣接しており、
活火山である「秀峰北海道駒ケ岳」や新日
本三景に数えられている景勝地で年間約
300万人が訪れる「大沼国定公園」、日本の
道百選の一つで歴史国道である「赤松街道」
などの観光地として開発の一途を辿ってお
ります。
また、降水量は比較的少なく、道内では

温暖な気候に恵まれ、四季の区別がはっき
りと感じられる良好で豊かな自然環境のも
と、名曲「千の風になって」誕生の地であ
り、訪れる人々に潤いと豊かさを与えてお
ります。

七飯消防団の現況
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

七飯消防団の組織概要は、１団本部、９
個分団、条例定数175名（平成21年４月１
日現在実員162名、本年10月からは機能別
分団を新設し、定数まで増員する様消防団
規則の改定を検討中）で、装備は水槽付消
防ポンプ自動車１台、小型動力ポンプ付積
載車８台を保有しております。
団員は三十代から四十代が中心で農家や

自営業者が多く、地域防災のリーダーとし
て幅広い活動を行っております。

七飯消防団の活動内容
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

七飯町は国指定の特別観測火山になって
いる「北海道駒ケ岳」があり、最近は沈静
化しているものの、過去の噴火では多数の
犠牲者が出るなど災害時には迅速な対応が
求められます。
そのため、毎年防災の日に実施している

特別表彰「まとい」を受章して 

北海道南渡島消防事務組合　　　　　　 
七飯消防団　団長　小林　敏夫 

地域防災への新たな決意 地域防災への新たな決意 地域防災への新たな決意 



全団員対象の召集訓練時には団員の結束を
確認し、即時対応戦力となるよう各種訓練
を年間を通して行っております。
さらに、重機を所有している酪農家など
を対象に、機能別分団を構成し、他の大規
模災害にも対応できるよう準備を進めてい
るところです。
また、地域住民の防災意識の喚起も重要
な任務であることから、消防フェアの開催
や女性団員による高齢者世帯の訪問、昼夜
を問わない広報活動を精力的に行い災害予
防の啓発に日夜邁進しております。
他にも、七飯町は高齢者人口が多いため、
急病人や怪我人に応急処置ができるよう全
団員を対象にＡＥＤを含めた救急講習を受
講させるなど救命訓練にも力を入れており
ます。

主要行事予定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

４月　消防団定例幹部会議
春の火災予防運動
女性消防団独り暮らし高齢者世帯訪　
問

５月　小型ポンプ操法訓練
６月　小型ポンプ操法訓練

班長以上訓練
７月　渡島地方消防総合訓練大会

北海道消防操法訓練大会
消防団定例幹部会議

８月　消防団夏季訓練
９月　防災召集訓練

消防団現地教育訓練
10月　消防フェア開催

秋の火災予防運動
消防団定例会議

11月　消防団一般家庭査察
消防団指導員研修受講
消防団幹部教育入校

12月　消防団定例幹部会議
歳末特別警戒

１月　七飯消防出初式
文化財防火デー消防訓練

２月　新団員教育訓練
女性消防団員基礎教育入校

３月　消防団ＡＥＤ救急講習

おわりに
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

近年の災害は社会環境の変化に伴い、そ
の様態が多様化、また大規模化の傾向を示
しており、地域住民の消防に対する期待は
ますます高まっております。
しかし、消防団員の高齢化や団員確保が

厳しい現状では、災害への対応が困難にな
っていくことが想像され、この苦難を乗り
越えるためには、団員個々の能力の向上は
もちろんですが、地域住民の消防活動への
御理解と防災意識の高揚が必要不可欠とな
ってまいります。
我が消防団は今回の「まとい」受章を、

更なる飛躍の契機として先輩諸兄が築いて
こられた歴史と伝統を守りながら、地域密
着型の活動により、災害に強い街づくりの
ため鋭意努力してまいる所存です。
結びに、「まとい」の受章にあたり、格

別の御支援、御協力を頂きました日本消防
協会をはじめ、北海道消防協会、消防関係
機関の皆様に改めて深甚なる敬意を表する
とともに、全国消防関係各位の今後ますま
すのご健勝、ご活躍をご祈念申し上げまし
て、受章のご挨拶とさせていただきます。

15

女性団員ボランティアゴミ拾い 女性団員高齢者世帯訪問

全国消防操法訓練大会出場 消防団放水訓練
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1．国東市の概要
国東市は、大分県の北東部に位置する国

東半島のおおむね東半分を占め、人口は約

33,500人、面積は317.80裄の北は周防灘、

東は伊予灘に面し、西は両子山を境として

豊後高田市、南は杵築市に接しています。

平成18年３月31日に旧４町（国見町、国

東町、武蔵町、安岐町）が合併して新「国

東市」が誕生しました。

歴史的に見ると、本市には、安国寺遺跡、

鬼塚古墳、塚山古墳等の遺跡が至る所に散

見され、古くから弥生式文化の地域社会が

形成されていました。

また、古くから瀬戸内海ルートを中心に

中央との結びつきが強かったことから、奈

良時代末頃より、宇佐神宮の勢力とのかか

わりの中で、国東半島に次々と寺院が建立

されていきました。そして、これらの寺院

は、平安時代には天台宗系山岳寺院として

整備され、いわゆる六郷満山寺院として全

盛期を迎え、今日の国東市の観光資源のひ

とつとして全国的に知られているところで

す。

2．合併後の消防団の現状と課題
平成21年４月現在、本市の消防体制は、

常備消防としての消防本部・消防署を設置

しているほか、非常備消防として、17分団、

40部、1,017名（定数1,091名）で構成され

る消防団が組織されており、互いに連携し

ながら防火・防災に努めています。

旧４町の消防団が統合されるにあたって

は、それまで各町の団員を削減す

ることなく1,091名を定数としまし

た。また、１消防団として広域化

されるため、旧町単位で方面隊を

組織しています。合併以前の旧町

では、自治会（区）ごとに班を編

成していましたが、国が定めた消

防力の整備指針の大幅な改正や団

員確保の問題、高性能の消防ポン

プ自動車や積載車が整備され機動

力が向上されたこと等により、班

「消防団の再編と育成」

国東市消防団　団長　池田　一彌

大　分 
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を統合した部制とする消防団の再編を平成

21年度までに行うこととしました。再編に

あたっては、団員の拠点となる機庫・詰所

の整備問題やそれぞれ自治会の消防団に対

する考え等に対する温度差があり、思うよ

うに計画は進まないのが現状です。また、

永年にわたって旧町消防団が培ってきた伝

統や習慣等が微妙に相違し、市の消防団と

して組織・運営されるべき調整は喫緊の課

題であると痛感するところです。

3．消防・防災活動の活性化
本市における高齢化率は35.0％で大分県

の平均25.3％と比較してもかなり高く、県

下で３番目、ちなみに大分県の高齢化率は

全国で10番目ということなので、いかに本

市の高齢化が進んでいるかが伺えます。し

たがって、街部を除く昼間時の集落では消

防団員がひとりもいないという地域もあ

り、消防・防災活動においての機能低下は

深刻な問題ともいえます。

しかしながら、こうした地域にいる男性

の高齢者は、ほとんどの人が消防団員を経

験した人たちで、消防・防災に対する認識

や理解は十分に持ち合わせており、この問

題を解決するためには、こういった方々が

消防・防災活動をしやすい環境を整備する

ことが重要になってきます。いわゆる消防

団員が機能できない部分をカバーする組織

を編成し、育成していくことが、これから

ますます必要になってきます。とかく高齢

化は、悪い方の言い方をされますが、３人

に１人が65歳以上という本市においては、

この年齢層をいかに活性化し、また、いか

に消防団との連携を持たせるかが今後の地

域消防・防災に、ひいては広く地域の活性

化につながるか、崇高な消防理念を通じて

真剣に考える時が来ていると考えます。

4．おわりに
それぞれ少子高齢化の問題を抱えていた

町が合併した訳で、何らこの問題の解決に

は至っていないのが現実です。前述したよ

うに、本市の高齢化率は全国トップクラス

で、いわゆる災害弱者といわれる方々が多

く心配されるところです。ただ年齢だけで

判断されることに少し不満を覚えますが、

災害に強い地域・街づくりとは、災害を未

然に防ぐことと、もし発生したときには最

小限に止めることにあります。年齢は、経

験という年輪です。本市にはそういった年

輪を重ねた方々が多く居るわけで、災害に

対する理解や協力は惜しまないものと確信

し、新「国東市消防団」の発展と育成に努

力して参ります。



れました。氷山を思わす石灰岩の岬、岩門

を思わす立
たて

巌
ご

など、その美しさは水仙とハ

マユウの香りただようダイナミックかつロ

マンチックな景観です。

「開
かい

山
さん

」として親しまれている興国寺は、

鎌倉３代将軍源実朝の菩提を弔うために家

臣が建立、のちに宋（中国）から帰朝した

法
ほっ

燈
と

国
こく

師
し

に寄進したもので、臨済宗法燈派

の本山となりました。また、法燈国師が中

国から習得し伝えたのが径
きん

（金）山
ざん

寺
じ

味
み

噌
そ

・醤油で、普
ふ

化
け

尺八
はち

の本寺として有名で

す。

春は桜で山が桃色に染まり、夏は緑深く、

秋は紅葉に彩られ、いつ

の季節も静かなたたずま

いを見せる興国寺では、

年に一度８月に「火まつ

り」で名高い和歌山県の

無形民俗文化財にも指定

されている「燈籠焼」が

行われ、熱く燃え上がり

たいまつ踊りや切子燈籠

が焼かれる様は荘厳です。

また、興国寺が何回もの

火災にあって復興に困っ

ていたところ、赤城山の

天狗が一夜に七堂伽藍を

1、由良町の概要
由良町は、和歌山県のほぼ中央に位置し、

西は紀伊水道に面して遠くに四国、徳島県

を望み、東は白馬山脈の連峰を境とし、東

西10.9㎞、南北に6.6㎞、面積30.74裄の海

と山に囲まれた風光明媚な人口7,074人の

町です。

海岸線にある白崎海岸県立自然公園には

氷山のような真っ白い岬が突出し、石灰岩

の奇岩が点在するその美観は、古く万葉集

にも詠まれています。また、「日本の渚百

選」、「瀬戸内夢五十景」、「日本の夕陽百選」

に選ばれ、最近では「平成百景」にも選ば

18

地域に密着した

消防団を目指して！！

由良町消防団　団長　田中　篤美

和歌山 

白崎海岸

燈籠焼 天狗祭

水仙

しゃく



建立してくれたという伝説があり、毎年成

人の日には天狗祭が行われます。

2、消防団の組織
由良町消防団は、昭和30年に由良町、白

崎村、衣奈村の合併により現在の消防団が

発足しました。

旧町村単位で分団を設置し、現在、本部

及び３分団16班体制、団員数152名（定数

155名）で活動を行っています。

消防ポンプ自動車４台、消防ポンプ付き

積載車12台を有し、地域住民の生命及び財

産を守るために懸命に活動をしています。

3、消防団の活動
消防団の活動は、班長以上で構成する幹

部会議において年間計画を決定し、この計

画に基づいて活動しています。

主な行事としては、７月の県下一斉津波

避難訓練、８月には一斉非常招集訓練、11

月に秋季火災予防運動に伴う防火パレード

等の実施、12月に年末警戒、１月に出初式、

文化財防火デーに興国寺で広域消防事務組

合及び興国寺自衛消防団との総合消防演

習、３月に春季火災予防運動に伴う防火パ

レード等の実施など様々な行事を行ってい

ます。

火災予防活動については、秋と春の火災

予防運動週間時に住民の防火意識の高揚を

図ることを目的に、婦人防火クラブと連携

して啓発物資の全戸配布、幼年消防隊の防

火パレードの協力等、地域に密着した活動

を行っています。

4、大規模災害に備えて
近い将来必ず発生すると言われる東南

海・南海地震に備え、由良町消防団では、

年間を通し地域の自主防災組織、住民等と

防災訓練を行っています。

また、毎年行われる県下一斉津波避難訓

練では、各自主防災組織や各関係機関と連

携し情報伝達、避難誘導等の訓練を行い、

地域の防火防災意識の向上を図っていま

す。今年度については、地震による家具等

の転倒で下敷きになるのを防ぎ、避難誘導

を円滑にするため、65歳以上一人暮らしの

方に対して、消防団員で家具の固定を行い

ます。

5、おわりに
消防団を取り巻く現状として、消防団員

数の減少・被雇用者団員の増加など諸問題

が叫ばれて久しいですが、由良町も例外で

はありません。しかし、東南海・南海地震

の発生が危惧される中、地域住民の消防団

に対する期待は益々大きくなっています。

消防技術の向上を図る

ことは勿論のこと、自

主防災組織等の各関係

機関と協力しながら、

先頭に立って、安全で

住みやすいまちを目指

し、活動してまいりた

いと考えております。

19

興国寺での総合消防演習 幼年消防隊防火パレード
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1．住田町の紹介
住田町は、岩手県の南東部にあり、肥沃

な北上高地の南端に位置し、人口6,478

人・2,169世帯の町です。東に県立自然公

園「五葉山」、西に宮沢賢治の童話・風の

又三郎の舞台となった「種山ヶ原」を望み、

町の中央には、アユやヤマメなど淡水魚の

宝庫として知られる清流「気仙川」が流れ

るなど豊かな水と緑に囲まれた農山村地域

です。

面積は334.83裄、その９割が森林の住田

町。平安時代は金山として、江戸時代は火

縄産出日本一、そして現在は「気仙杉」の

生産地として「気仙大工」による「気仙杉

の家」を供給しています。またその豊富な

資源を背景に林業循環型システムの構築を

はじめ、森林科学館構想の推進や、木質バ

イオマスエネルギーの普及、ＦＳＣ森林管

理認証の取得、森林環境教育の実践など、

オリジナリティーに富む「森林・林業日本

一の町づくり」が着々と進行中です。

2．住田町消防団の紹介
住田町消防団は、昭和30年４月１日、１

町（世田米町）２村（上有住村・下有住村）

の合併により発足し、23分団、団員749人

で構成され、自動車ポンプ４台、可搬式ポ

ンプ17台、腕用ポンプ19台を配備しており

ました。

現在は、１本部・６分団19ヶ部、定数

465名、実員411名（内、女性団員10名・機

能別団員38名）で構成され、装備はポンプ

自動車５台、小型ポンプ積載車15台を配備

しています。

3．住田町消防団の活動
◎主な活動

４月の辞令交付式に始まり、地域住民の

防火思想の高揚を図ることを目的に、防災

訓練（隔年実施）、消防演習、消防出初め

式を実施しています。とくに防災訓練は、

町の防災機関が一体となり、地域住民の参

加協力のもとに総合かつ実践的な総合防災

訓練を実施しています。

◎ 予防活動

春・秋の火災予防運動期間中に各家庭を

訪問し、防火点検・指導を行うとともに、

消防団で発行する「住田（すみた）い町の

消防だより」を配布し、注意喚起を行って

います。そして、車両による防火パレード、

女性団員による火災予防広報も実施してい

ます。山火事予防運動期間中には車両によ

る広報、更にお盆期間中・年末年始・火災

多発期（２・３月）には特別警戒を実施し、

「住田
す み た

い町
まち

」の消防団

住田町消防団　団長　水野　覺

岩　手 
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無火災の町の実現に向け予防消防に力を注

いでいます。

◎ 団員の教養

団員の資質向上を図るため消防団幹部教

養・庶務担当者教養、部長・班長教養、初

任団員現地教養を実施。更に器具愛護を目

的に機械器具の点検・整備、機関員教養を

実施しています。

◎ ラッパ隊の活動

ラッパ隊員は20名で構成され、式典を盛

り上げ、団員の士気を高めるために、主に

消防出初め式・消防演習でラッパ吹奏をし

ています。その他、通年のラッパ訓練・研

修視察・気仙地区２市１町による交流会へ

の参加等、様々な活動を行っています。

◎ 女性団員　　

当消防団の女性団員は10名在籍し、団本

部に所属しております。平常時は予防担

当・非常時は補給班を担当しています。火

災予防運動期間中の火災予防広報、高齢者

宅への防火指導など、女性の細やかな配慮

を活かして活動しています。

◎ 機能別消防団員　　

消防団は、火災防ぎょ・自然災害対応は

もちろんのこと、大規模災害時における防

災体制には欠かせない存在であります。し

かし、全国的に消防団員数の減少が続いて

います。当町においても、人口の減少・少

子高齢化により、団員確保に苦慮している

ところであります。また、現団員の町外勤

務者が多く、平日日中の防災体制が手薄と

なっています。そこで当消防団では、消防

団ＯＢの協力のもと、平成20年度より機能

別消防団員の運用を開始しました。

4．関係機関との協力
婦人消防協力隊や自主防災組織等は、住

田町の防災組織として欠かすことのできな

い存在です。特に婦人消防協力隊は、平成

20年度の重点目標として住宅用火災警報器

設置促進を掲げ活動し、設置率77.8％とい

う成果を上げました。当消防団も協力依頼

を受け、高齢者宅等への住宅用火災警報器

取付作業を行ったところです。

5．おわりに
昨年県内では、岩手・宮城内陸地震、更

に岩手県沿岸北部地震と、震度５を超える

地震が立て続けに発生しました。また、宮

城県沖地震も30年以内の発生確率が99％と

いつ発生してもおかしくない現状です。い

ずれ発生するであろう未曾有の災害に立ち

向かうために、｢自分たちの町は自分たち

で守る｣を基本理念とし、婦人消防協力隊

や自主防災組織等、関係機関との連携を密

にしながら、団員個々の資質向上と組織の

充実に努めてま

いりたいと考え

ています。住田

（すみた）い町、

災害のない無火

災の町「住田町」

を築くために

…。



1．浅草消防団の紹介
浅草消防団は、戦後の焼け野原に上野の

山・駅・浅草寺が一望に見えた時代の、昭

和22年11月浅草地域の消防体制の充実強化

を図るため結成され、昭和32年11月の日本

堤消防団分離独立に伴う管轄区域変更を経

て今日を迎えています。受け持ち地域は、

数多くの年中行事が行われる浅草・鳥越地

区や玩具を中心とする蔵前の商業地域等を

抱えており、火災をはじめとするあらゆる

災害活動や消防特別警戒など地域の安全に

大いに寄与しております。

2．浅草消防団の活動
日頃の署隊との連携訓練を生かした火災

等の災害活動のほ

か、隅田川花火大

会や祭礼等の各種

特別警戒が多い地

域であります。

ここで、年間に

出動する主だった

警戒を紹介しま

す。警戒を通して

管内の行事も知っ

ていただけると思

います。
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「下町に60年」

台東区浅草消防団　団長　滝霖 晶宏

東　京 

3．応急救護
浅草消防団では、殆どの団員が上級救

命講習を取得し、応急手当普及員が「資

格は取ったものの、普段練習していない

ので指導に自信がないのです。」と言う意

見を受け入れ、応急手当普及員による自

主的な勉強会を実施しています。

勉強会ではお互いに意見交換をしなが

ら教えあい、判断に困った時には署員の

方に協力していただきながら訓練してい

ます。

Ｕターン地点の浅草雷門を通過する選手。
午前中から夕方迄と長時間にわたる警戒です。

３月　東京マラソン警戒

浅草消防署と本社神輿です。

５月　浅草三社祭警戒

１月　とんど焼警戒

２月　節分祭警戒



平成16年５月、東京消防庁は住民への

応急手当普及の為、救命講習等の指導を

希望する応急手当普及員の資格者で、消

防団長の推薦を受けた者に、消防署長が

「団普及員」として委嘱状を交付して指導

を委嘱する制度が発足しました。いち早

くこの団普及員制度を運用し、企業、町

会、サークル、個人参加者等に対する普

通救命講習に、指導員又は指導補助者と

して出動しています。そして、指導補助

者を経験した団員が、反省を含めて勉強

会に持ち帰り、応急手当普及員の技術向

上に平素から努めています。

4．おわりに
浅草消防団では団員確保100%を達成し

ており減少させない為に、各町会に対し

団員が役員会等で要請したり、企業への

団員募集活動をしています。そして、防

災訓練や救命講習の終了挨拶では必ず

「浅草消防団では団員を募集しています！

我々と一緒に活動しませんか？若い力を

必要としていますので、興味のある方は、

身近に居る消防団員か消防署に問い合わ

せてください。」と、話をするようにして

います。

団員になってからの面倒見も大切だと

思います。団員になってくれたからもう

良いではなく、その人の特技を生かした

活動の場所を提供すべきですね。

近年、若い女性団員も増えています。

活動の場も、男性団員に混じってポンプ

操法大会に出場したり、各種講習会では

見事な話術を披露して消防団をアピール

しています。

台東区「にぎやかいきいきしたまち浅草」

「わが町は、わが手で守る」をモットー

に、団員一人ひとりが防災リーダーとし

ての意識を持ち、より一層浅草消防団の

活動能力の向上に努め、総合的な防災対

策を署隊と連携し地域と密着した消防団

活動を展開している浅草消防団です。
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11月　時代祭り

本社の千貫神輿（とにかく大きいのです）

６月　鳥越神社例大祭警戒

７月　隅田川花火大会警戒

狭い街なかでの大会ですので、水
タンク（ジェットシューター）を
背中に花火の燃えかすを完全消火
し、火災発生時の初期消火体制を
確保しています。
その他七夕祭り、浅草サンバカー
ニバルや11月の時代祭り、年末警
戒等々に出動しています。



袖ケ浦市は、東京湾沿いの千葉県のほぼ

中央に位置し、面積94.92裄、人口は約

61,000人で、東京湾アクアラインに隣接し、

海沿いには京葉工業地帯が形成され、ここ

から電気、ガス、石油などの膨大なエネル

ギーが首都圏へと送られています。

袖ケ浦の地名は、ヤマトタケルの伝説に

由来します。

「古事記」によれば、大和朝廷の日本武

尊（ヤマトタケルノミコト）が相模国から

東征の折り、走水（東京湾）を渡る際、大

時化にあい、そのとき妃の弟橘媛（オトタ

チバナヒメ）が海中に身を投じ、海神の怒

りを鎮め尊の渡海を助

けました。その妃の袖

が当地方の海岸に流れ

ついたという伝説から、

「袖ケ浦」という由緒あ

る名が付けられたと伝

えられています。

袖ケ浦市の消防団は、

団本部・ＯＢ団員・女

性団員及び19個分団で

組織され、団員は438名、

そのうち女性団員は20

名で平均年齢は37.5歳

です。

女性消防団員は、男性には出来ないソフ

ト面を重視した活動と消防団のイメージア

ップを図るため、平成12年11月１日に７名

で発足し、現在は20名で活動しています。

私は、平成13年に入団し、女性団員とし

て７年が過ぎ、現在は部長として頑張って

います。

入団２年目の平成15年には全国女性消防

操法大会に出場しました。

大会では良い結果は出せませんでした

が、終了後には、悔しさや操法訓練の厳し

さ、また、やり遂げられたことの達成感で

胸がいっぱいになり、私だけでなく、みん
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袖ケ浦市消防団　部長

石井　幸子

シンフォニー（千葉県）

「人とのふれあい」

操法訓練



なの目には大粒の涙があふれ、おもわず要

員の一人ひとりと抱き合って泣いてしまい

ました。その時の事は今でも忘れることの

できない一生の思い出となりました。

この大会に出場してからは、市の操法大

会小型ポンプの部に出場し、男性団員と同

一条件の下、全国大会出場の経験とチーム

ワークで団結し、一つでも順位を上げるこ

とを目標に頑張っています。

春・秋の火災予防運動期間中には、市民

との交流を深める消防フェスタに参加して

の普及啓発活動、早朝ＪＲ各駅等にて広報

活動及び火災予防啓発物品の配布をし、子

供から大人まで、一人ひとりに火災予防を

呼びかけています。

その他にも、一人暮らしの高齢者

宅を訪問して、防火診断を実施し、

女性のソフト面を生かし、点検・ア

ドバイス等を行うなかで、色々な話

をしているうちに、わたしのおじい

さん・おばあさんのように思えてき

ました。

街で出会ったときなどは、おばあ

さんたちの方から話しかけてくれて、

人との出会いのうれしさ・つながり

の大切さを実感しています。

女性消防団員の研修として、千葉

県消防学校「女性消防団員科」に入

校し、県下女性消防団員とともに厳

しい訓練に耐え、また、日本消防協

会、「消防団幹部候補中央特別研修」

（女性の部）では、全国の女性消防団

員との意見交換や交流を深める中で、

「女性だから」という甘えから脱し、

心身ともに消防団員としての自覚が

できました。

これからも私たち女性消防団員は、優し

さや親しみやすさ等、「女性ならでは」の特

性を活かし、地域の安全のために市民の皆

さんと一緒に活動して行きたいと思います。
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消防フェスタに参加

駅での啓発物配付

救急講習



私の住む野洲市は、滋賀県の南部に位置

し、東は近江富士と呼ばれる三上山、西は

琵琶湖に面し、田園風景の広がる自然豊か

な町です。現在、人口は５万人あまりです

が、私がこの地に引っ越してきた30年前と

は異なり、京阪神のベッドタウンとして大

型マンションも増えてきました。野洲市消

防団は、１団本部、男性６分団と私たちや

すファイヤーレディース（Y.F.L.）分団で

構成されています。Y.F.L.分団は平成５年

４月に女性消防団として滋賀県では２番目

に結成されました。

私が産まれる前から父は鹿児島県で消防

団活動をしており、錦

江町消防団長として活

躍していた平成12年に

は“まとい”を受章し

ました。また、今年５

月に結婚した娘婿も消

防職員で、消防と深い

御縁を感じます。私は

Y.F.L.結成２年目の平

成６年に入団し、はじ

めは何をどうしたらよ

いか分かりませんでし

た。そんな私も入団か

ら15年。この間に、私

の住む地域以外の方々とも消防団での活動

を通じて知り合うことができ嬉しく思って

います。では、消防団員としてのこれまで

の活動、そして最近の取り組みを紹介させ

ていただきたいと思います。

はじめに、訪問活動を紹介します。幼稚

園や保育園への防火訪問を行い、紙芝居、

人形劇、ペープサートや腹話術など、自分

たちで作成し、火の用心を分かり易く呼び

かけています。今年度も新しい紙芝居を作

成中です。訪問時の子供たちのきらきらし

た目、素直なあいさつや返事が、新鮮な気

持ちにさせてくれます。また、ひとり暮ら
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野洲市消防団　Y.F.L.分団　副分団長

上田中　政子

シンフォニー（滋賀）

「女性消防団ここにあり」

小型ポンプ操法訓練
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国で２番目、滋賀では初め

ての女性副団長に昇任さ

れ、新聞各紙などで広く報

じられ、「女性消防団ここ

にあり」と、力強く先駆的

役割を担っていただき、気

を引き締め活動する時期だ

と思っております。

消防団活動を通して体得

した意気を合わせて動くす

ばらしさ、微力でも安心・

安全のお役にたてるという

ことの責任感、そして、た

くさんの方に出会える嬉しさを糧にし、こ

れからも地域に根ざす消防団活動を続けて

いきたいと思います。

しの高齢者宅訪問も行っています。手作り

のにおい袋やしおりなどを持参して、喜ん

でいただいております。

次に訓練について紹介します。昨年まで

の軽可搬ポンプ操法に替えて、現在は小型

ポンプ操法を猛練習中です。今度、男性団

員さんと一緒にポンプ操法を披露させてい

ただくこととなり、夜は週３日、家事を済

ませてから練習しています。はじめは重い

ホースにふらつき、軽可搬との違いにとま

どいながら、やり直しばかりの日々でした。

しかし、声も大きく出せるようになり、足

も揃い、水出しができるようになりました。

あとは度胸！！そして、この訓練を通して

学んだのが、訓練を重ねることで団結力が

うまれるということです。

さらに、全国女性消防団員活性化熊本大

会では、寸劇の部で滋賀県から初めての舞

台発表を行い、日頃の活動を「地味な活動」

として披露させていただきました。そのこ

とは、全国から注目を浴びて、私自身の人

生の糧にもなっております。

今年、山本きぬ江前Y.F.L.分団長が、全

訪問活動・紙芝居

救急講習

火災予防・街頭啓発運動



1 はじめに
（１）甲州市の概要

甲州市は甲府盆地の東部に位置し、北

東側には秩父多摩甲斐国立公園の大菩薩

連嶺をはじめとする秩父山系の山並みが

連なり、大菩薩峠から連なる柳沢峠を分

水嶺として、北は広大な山岳地帯、南は

重川、日川及びその支流によって形成さ

れた複合扇状地をつくり、なだらかな斜

面に広がるブドウやモモなどの果樹園は

個性豊かな景観を形成しており、この果

樹園景観は農村風景の中でも特筆すべき

ものとなっています。

平成17年11月１日に塩山市、勝沼町、

大和村が合併し現在の甲州市となり、総

面積は、264.0裄に及び、そのうち約８

割を森林が占めているため、清らかな水

の流れる渓谷、河川など、豊かな自然に

恵まれています。

（２）消防団の組織

甲州市消防団は、現在、11分団52部、

団員定数1,050名からなり、本団は団長、

副団長で、また、分団は分団長、副分団

長、部長、団員で構成され、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 火災現場（棚横手山）について
大菩薩山系の棚横手山（標高1,306.2ｍ）

は甲州市の南側に位置しており、「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。平ら

な尾根のツガの間からは奥秩父や八ケ岳を

眺め、静かな頂きの木々の間から富士山が

見えます。

山名の由来は、造林業が盛んなこの地域

に横手道と呼ばれる作業道が山腹に何本も

付けられたからだそうです。

3 度重なる林野火災
今回、火災が発生した棚横手山周辺の山

は、過去にも林野火災に悩まされた地域で

あります。

平成５年４月２日13時10分に発生した林

野火災は７日間で山林75haを焼失しまし

た。また、平成９年３月11日には、５日間

で、本県では戦後最大となる374haを焼失

し、陸上自衛隊や東京消防庁など多くの皆

様にご協力をいただきました。さらに平成

19年４月29日には３日間で山林19haの焼

失となる林野火災が発生しました。このた

め、これまでも幾度となく林野火災の予防

を入山者の皆さんにお願いしてまいりまし

た。
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甲州市勝沼町　
棚横手山　林野火災
山梨県甲州市消防団　団長 笠原　浩



平成21年４月11日12時11分、大滝不動尊

奥宮方面で白煙らしきものが見えるとの通

報があり、その後12時58分に棚横手山の登

山者から「山林火災である」旨の119番通

報を受け、13時５分、東山梨消防本部から

出火報が発令されました。覚知時刻の気象

状況は、西南西の風（平均風速2.6ｍ/ｓ）

湿度29.1％を観測しており、東山梨消防本

部では、乾燥注意報及び火災気象通報発令

中でした。

直ちに、棚横手山中腹に現場指揮本部を

設置し、消防本部、勝沼地域を中心とした

甲州市消防団合わせて359名が出動し、地

上からの消火活動を行い、空からは山梨県

消防防災航空隊、応援要請に基づき出動い

ただいた東京消防庁航空隊、横浜市安全管

理局航空隊が日没まで空中消火にあたって

くれました。しかし、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、本日の消火活動は終了となり、

延焼区域の拡大に伴い、自衛隊への災害派

遣要請を行ないました。また、19時には勝

沼防災センターに「棚横手山山林火災対策

本部」を設置し、延焼範囲の確認、消火活

動方法等の検討を行ないました。以後この

対策会議は、４月15日の対策本部解散まで、

計10回にわたり開催されました。

翌12日には、大滝不動尊展望台より東側

の山林が林道から上方約50ｍのところまで

燃え下がり等の延焼拡大が認められたた

め、防災ヘリも山梨、東京、横浜、埼玉の

各防災航空隊による４機体制を組み、臨時

離着陸場を勝沼中学校校庭に設置しまし

た。さらに自衛隊ヘリ及び自衛隊地上部隊

が到着したため、勝沼中学校に隣接する勝

沼中央公園に臨時離着陸場を設置し、地上

と空からの消火活動を展開しましたが、地

上部隊の活動は現場が急斜面であることや

林道の土砂崩れなどによる影響で消火活動

が難航し、延焼区域の拡大を防ぐことはで

きませんでした。

４月13日からは、地上と空との活動区域

を分け、東側を航空隊による散水、西側を

地上部隊として消火活動を展開しました。

こうした中、４月14日には、多忙な中に

もかかわらず日本消防協会の秋山業務部長

さんや県協会の役員の皆様が対策本部を訪

れ、日消の「災害対策支援金」を交付して

いただきました。

４月15日、山梨県防災航空隊のヘリコプ

ターが２回の上空偵察及び消防署職員の入

山による地上確認を行い、同日午後5時に

鎮火を確認し、第10回対策本部会議におい

て林野火災の終息宣言が発表され、対策本

部も解散となり、棚横手山山林火災は終息

しました。

この林野火災は、林野91.17haを焼損し、

ヘリによる散水は延べ320回、合計散水量
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2,379.5ｔ、関係機関延2,478名の消火活動

により、４月14日６時に延焼防止、同日

15時に火勢鎮圧、翌15日の17時に鎮火し

ました。

さらに、４月30日12時40分棚横手山の

南にある深沢地内で林野火災が発生し、

再び、消防本部、消防団に招集がかかり

ました。現場対策本部は火災現場が一望

できる市道脇に設置するとともに、勝沼

防災センターに「深沢山山林火災対策本

部」が設置されました。山梨県消防防災

航空隊が空中消火を行ない、併せて群馬

県消防防災航空隊、埼玉県防災航空隊の

応援や自衛隊ヘリによる空中消火も日没

まで行なわれ、17時20分に延焼防止とな

りましたが、日没後も自衛隊の地上部隊

による残火処理が行なわれました。

翌５月１日は、早朝

から消火活動が再開さ

れ、自衛隊の地上部隊

と塩山消防署、甲州市

消防団が連携を取りな

がら懸命な消火活動を

行い、11時に0.54haの

焼損で火勢鎮圧・鎮火

となりました。

4 おわりに
度重なる林野火災に

際しましては、財団法人日本消防協会から

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頂き厚くお礼申し上げ

ます。

また、山梨県をはじめ東京消防庁・埼

玉・群馬・横浜の各防災航空隊、陸上自衛

隊北富士駐屯地等の皆様には、長期間にわ

たる消火活動に深く感謝するとともに厚く

お礼申し上げます。

人命・家屋等に被害はなかったものの、

両林野火災では延３千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。特に年度の切替である３月

から５月初めにかけての火災出場は、出動

者のみならずご家族、事業所の献身的なバ

ックアップがあってこそ成しえたことであ

ります。

これから木々が芽吹き、新緑がより鮮や

かになり、ハイキングやトレッキングには

絶好の季節を迎えます。入山される皆様に

おかれましては、火気の取り扱いには細心

の注意を払っていただきますようお願いい

たします。

市民の生命・財産を守るという消防精神

に基づき、甲州市消防団であることに誇り

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。



1 市の概要

角田市は宮城県内で、最も南端に位置し、

西部には風光明媚な蔵王連峰を隔て隣県と

なる山形県、東部は南北に細長くそびえる

標高300メートル級の阿武隈山地をくだり、

平坦な山元町を望みながら太平洋へ、また、

南部には隣町の丸森町の山岳越しに福島県

となっています。

産業としては、市内総面積147.58裄を保

有し、人口32,560人で、米作り農業と誘致

企業であるアイリスオーヤマ株式会社を初

め、アルプス電気株式会社、株式会社ケー

ヒン角田工場などを中心産業とする、年間

平均気温11.7度と比較的温暖な気候の兼業

農家を主とした田園地帯であります。

2 消防団の組織

角田市消防団は、昭和29年10月に１町６

村の町村合併により角田町消防団を称し、

昭和33年10月の市政施行に伴い角田市消防

団と改組されました。

現在は７地区に７個分団を配置し、団員

定数は700名であります。

団の構成としましては、本団が団長、副
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初めて経験する、
大規模な山林火災
宮城県角田市消防団　団長 闍橋　博儀
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団長２名、部長、班長各１名で、分団は、

分団長、副分団長、部長、班長、団員とい

った階級制を執っております。

3 火災の概要

平成21年４月10日16時58分に、仙南広域

消防本部指令室より島田地内で「建物火災」

との順次指令を入電し、いつも通り現場に

出場しました。

おりしもこの日は、全国的に空気が乾燥

しており、宮城県内でも数件の火災が発生

していました。

17時15分頃、火災現場を見分した時には、

すでに木造２階建て母屋及び隣接する作業

場は焼き崩れ、更には、火が北側の山林３

箇所に飛び火している状況が確認され、地

元の島田地区を管轄する第２分団８個班77

名や隣町である丸森町消防団52名の皆さん

が火元と山林で消火活動中でありました。

団長として、仙南広域消防本部と角田市

で現場指揮本部員となり、今後の消火方法

などを協議するや、日没の時間帯と重なり、

山林火災への本格的な消火活動は翌朝、日

の出からの開始との決断に至り、今回の火

災は長期に及ぶと踏まえ出動団員228名を

２班に分割し、一方に火災状況の監視と、

もう１班を地元公民館や小学校体育館での

休息待機を指示しました。

また、翌日の出動団員の確保を４地区の

分団長へ要請するとともに、残り３地区の

分団長へは、交代要員として、自宅での待

機を指示命令したところ、市役所内に山林

火災対策本部設置との報を受け、現場の延

焼状況等を対策本部と連絡を執りながら夜

間警戒を継続しました。

翌11日は、早朝５時28分から宮城県防災

ヘリ「みやぎ」をはじめ仙台市消防ヘリ

「けやき・仙台」、福島県消防ヘリ「ふくし

ま」並びに新潟県消防ヘリ「はくちょう」、

さらには自衛隊通常ヘリ６機での上空から

の懸命なる消火活動も甲斐なく、山頂を越

え、隣町の山元町へと延焼拡大してしまい

ました。

地上部隊である団員455名には、点在し

ている溜池３箇所に、それぞれ固定部隊と

して60名と消防車両７台での水利部署を命

じ、残りの団員は山元町へYの字に走る県

道角田山元線と市道石川口高瀬峠線、そし

て最も延焼拡大している通称「大森山」の

登山道路に方面隊を分け、背負式散水装置

やスコップ等での延焼拡大防止を指示しま

した。

また、11時27分には自衛隊の千葉県

木更津基地所属の大型ヘリ３機の増援

を受け、上空部隊と地上部隊で連携を

とりながら、日没まで消火活動を実施

しましたが、火勢は若干の衰えは呈し

たものの、鎮圧までには至らず、連夜

の夜間警戒となり、地元第２分団の待

機団員16名を従事させ非常時に対処し

ました。

翌日12日４時55分には、さらに、自



衛隊の大型ヘリ１機の増援を受け、これま

で自宅待機としていた団員243名に、前日

の消火作業と同様に、３方面隊での消火活

動の指揮命令を指示しながら、日没まで消

火活動を実施した結果、沈静化はしたもの

の、鎮火には至らず、この日も夜間監視と

なり、待機団員16名で非常時に備えました。

翌13日は、部下団員にも疲労度が感じら

れ、火災対策本部へ救急救護班の増員を要

請するとともに、火勢の方も鎮圧状態とな

ってきたので、団員を107名に減員し、７

時48分から徹底した残火処理をするよう指

示し、11時35分に上空部隊より鎮火状態と

の報せにより、12時18分地上活動部隊の団

員に下山命令を配信し

ました。

その後は、最終確認

のため、調査ヘリにて

災害対策本部長以下消

防関係者等が上空から

焼き状況を見分し、13

時46分に対策本部から

ようやく鎮火宣言が発

令されました。

今回の山林火災では、

消火ヘリの散水回数

延べ495回、散水量は

287,900リットルで、

角田市の消失面積は

80.83裄、出動延べ人

員2,476名、うち消防

団員は1,042名にも及

びました。

4 終わりに

今般の、大規模な

山林火災に際しましては、長時間にわたり

消防本部、自衛隊をはじめと致しまして、

近隣各県、そして全国の消防関係機関等に、

心温まる後方支援と励ましのお言葉を賜り

ましたことに、この誌面をお借りいたしま

して、心からの敬意と感謝を申し上げる次

第であります。

なお、今後におきましては、団員はもと

より、角田市、消防署、婦人防火クラブ等

の連携を、尚一層強化し、予防消防の徹底

に努めてまいる所存でありますので、これ

まで同様、ご支援を賜りますよう切にお願

い申し上げます。
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○　評議員会

財団法人消防育英会は、５月14日（木）午前11時から日本消防会館において消防育英会

評議員会を開催しました。

秋本理事長の挨拶後、議事に入り各議案の説明が行われ原案通り決定しました。

秋本理事長挨拶

本日は、皆様大変ご多忙なところ、御出席いただきまして誠にありがとうございまし

た。さて、平成20年度の育英会の決算等について、ご審議いただくわけでございますが、

この時期は、新年度で、皆さんが新しく活動をはじめる頃でございます。

「この３月に卒業し、就職することができました。今までありがとうございました」と

いう報告や「おかげさまで十数年学校生活を送り、卒業することができました」という

お礼の手紙を、保護者からいくつもいただきました。それを見ると、つくづく育英会の

重要性や役割を思い、より一生懸命運営しなければならないと痛感いたします。

前回の評議員会で、岩崎評議員から「せっかく税金の控除があるのだから、もっと宣

伝して寄附を募ってはどうか」というご意見をいただきました。私どもとしては、寄附

のお願いの方策として、業界団体への手紙等の送付、ホームページ上への掲載を行った

ものです。

毎年、補助金をいただいている（財）ＪＫＡから、売上げが落ちてきているところに、

毎回同じように補助金をだすのは難しいというお話がありました。今まで気をつけてい

るつもりでしたが、競輪からの補助事業で、この育英会の奨学金の給付がなされている

消防育英会評議員会・理事会開催

財団法人　消防育英会
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ことを、再度、宣伝等について考えてみようと思います。この育英会の事業が大事であ

ることは申すまでもありませんし、また、大変多くの方々のご支援でこの仕事をやらせ

ていただいておりますので、これまで以上にご支援・ご協力をお願い申しあげます。

本日は、平成20年度の決算等を中心にして、ご審議いただきますが、また役員につい

てもご相談させていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

議題（議長　中川評議員）

第１号議案　　平成20年度事業報告及び収支決算について

第２号議案　　理事の選任について

第３号議案　　消防育英会人事服務規程の一部改正について

そ　の　他　　平成21年度（財）ＪＫＡ補助金交付決定について

寄付の募集について

○　理事会

引き続き、午後１時30分から財団法人消防育英会理事会を開催しました。

議題（議長　秋本理事長）

第１号議案　　平成20年度事業報告及び収支決算について

第２号議案　　消防育英会人事服務規程の一部改正について

そ　の　他　　平成21年度（財）ＪＫＡ補助金交付決定について

寄付の募集について

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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平成21年度 
消防防災機器の開発等、 

消防防災科学論文及び原因調査事例 

平成21年度 
消防防災機器の開発等、 

消防防災科学論文及び原因調査事例の募集について 

平成21年度 
消防防災機器の開発等、 

消防防災科学論文及び原因調査事例の募集について 
総務省消防庁　消防大学校　消防研究センター



１. 趣旨
消防科学・技術の高度化と消防防災活動の活性化に寄与することを目的として、優秀
な消防防災機器の開発・改良、消防防災科学に関する論文及び原因調査に関する事例報
告を消防庁長官が表彰する制度です。

２. 主催
総務省消防庁

３. 募集の範囲
（１）消防防災機器の開発・改良

消防防災活動において活用するために創意工夫された機器等だけでなく、特許
・実用新案などの権利のある発明も含みます。

（２）消防防災科学に関する論文
消防防災活動における問題点を技術的な観点から解決あるいは考察した内容で、
消防防災分野で活用が期待できるものとします。

（３）原因調査に関する事例報告
消防機関において実施された原因調査で、消防防災科学技術の観点からみて、
優れた原因調査事例であり、今後の調査業務の高度化への寄与が期待できるもの
とします。なお、事例報告は一般に公開されますので、個人情報等に注意して下
さい。また、係争中の事例の応募はできません。

４. 応募者の区分
応募者の区分は次の通りです。
（１）消防吏員・職員もしくは消防団員、又はそれらのグループ（消防防災に係わる職

員を含む。）
（２）（１）以外の個人もしくはグループ

５. 応募作品
（１）「消防防災機器の開発・改良」の場合
・新規に開発・改良されたもの。（ただし、市販化しているものは、平成16年４月１日
以降のものに限る。）

（２）「消防防災科学に関する論文」の場合
・新規に著されたもの。（ただし、雑誌等に掲載されたものは、当該雑誌等の発行が平
成18年４月１日以降のものに限る。）

（３）「原因調査に関する事例報告」の場合
・平成16年４月１日以降に行われた調査事例。
・調査技術会議での発表と重複する事例は、一般に公開される事を考慮して新たに作
成すること。
なお、（１）（２）（３）ともに、過去に応募したものと同一の作品あるいは他機関の

表彰等への重複応募作品は対象外とします。また、応募作品は返却しません。

６. 応募の様式
所定の様式により、日本語で作成したものとします。
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７. 表彰及び賞
（１）表彰状及び副賞を授与します。
（２）表彰作品の点数は次のとおりです。
①優秀賞

消防防災機器の開発・改良　10点以内
消防防災科学に関する論文　10点以内
原因調査に関する事例報告　10点以内

②奨励賞
消防防災機器の開発・改良、消防防災科学に関する論文及び原因調査に関する

事例報告３点以内

８. 作品の評価のポイント
（１）消防防災機器の開発・改良及び消防防災科学に関する論文について
技術的、学術的な創意・工夫を有するもの、先見性を有するもの。
（２）原因調査に関する事例報告について
技術的な創意・工夫を有するもの、今後の原因調査業務の高度化への寄与が期待でき
るもの。

９. 表彰者の発表
平成21年10月中に表彰者を決定し、発表します。なお、表彰者には直接その旨を通知

します。
表彰作品は、第57回全国消防技術者会議（平成21年11月25日、26日開催）で発表して

いただきます。
また、消防研究センターの機関誌「消研輯報」及び消防研究センターホームページに

掲載します。

10. 応募の方法
下記あて先に郵送または電子メールにて送付のこととします。

11. 受付締切日
平成21年７月31日（金）（郵送の場合当日消印有効、電子メールの場合締切日内に到着

したもの）

12. あて先及び問い合わせ先
総務省消防庁消防大学校消防研究センター　研究企画室

〒182-8508 東京都調布市深大寺東町４丁目35番３号
電話　0422-44-8331（代表） FAX 0422-42-7719
消防研究センターホームページ　http://www.fri.go.jp/
メールアドレス　hyosho2009@fri.go.jp
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本年４月21日に開催された中央防災会議におい
て、「平成21年度総合防災訓練大綱」が決定されま
した。
大綱では、これまでの防災訓練の成果を踏まえ、

引き続き実践的な防災訓練を実施する必要があると
の観点から、
① 訓練の準備段階から、各省庁において具体的
な災害応急活動計画を点検する。

② 政府災害対策本部と各省庁が連動した実践的　
訓練を実施する。

③　訓練の結果を評価し、実践的な応急対策の要領　
や災害ごとのアクションプラン等の整備に反映す
る。
という訓練サイクルを毎年繰り返すことにより、
政府組織全体として、防災組織体制の機能を確認し、
実効性を検証することとしています。
政府は、９月１日の「防災の日」に、内閣総理大

臣をはじめ全閣僚が参加して、首都直下地震を想定
し、関係地方公共団体及び指定公共機関等と連携し
て、首都直下地震応急対策活動要領等に基づき、災
害発生時の地震災害応急対策の実施体制の確保等を
図る訓練を実施することとしています。
なお、現地訓練として八都県市合同防災訓練と連

携し、消防、警察、海上保安庁及び自衛隊による大
規模な地震災害応急対策訓練を実施することとして
います。
また、８月には東海地震を想定した静岡県総合防

災訓練と連携した実動省庁等による地震防災応急対
策訓練・地震災害応急対策訓練を実施することとし
ており、さらに、直下型地震を想定した近畿府県合
同防災訓練と連携した地震災害応急対策訓練を実施
することとしています。
このほか、７月には東海地震による津波を想定し、
国土交通省が計画を作成し、関係地方公共団体等と
連携して、静岡県内の沿岸において、地震津波防災
応急対策・地震津波災害応急対策現地訓練を実施す
ることとしています。また、水害対処訓練として、
台風等により大河川堤防が決壊し、大規模な浸水被
害が発生したことを想定した図上訓練を官邸危機管
理センターにおいて政府としての対処を中心に関係
省庁が連携して実施することとしています。
10月には日本原子力発電株式会社東海第二発電所

における事故を想定して、経済産業省及び文部科学
省が共同で計画を作成し、地方公共団体等と関係閣
僚が参加して原子力防災訓練を実施することとして
います。

平成21年度総合防災訓練大綱の決定
総務省消防庁　応急対策室

平成21年度総合防災訓練大綱の骨子

１防災訓練の目的
・防災組織体制の機能確認と評価及び実効性の検証
・国民の防災意識の高揚と知識の向上
・防災担当者の研鑽・啓発
２防災訓練実施に当たっての基本方針
・実践的、効果的な訓練の推進と訓練の評価
・国の積極的訓練支援等
・災害被害を軽減する国民運動に寄与する防災訓
練の工夫・充実
・年度を通じた計画的訓練の推進
３政府における総合防災訓練等
・地震を想定した総合防災訓練

→ 「防災の日」政府本部運営訓練
首都直下地震を想定し、内閣総理大臣、全閣僚
が参加して行う政府本部運営訓練として
政府本部運営訓練
情報収集・伝達に関する訓練

→　政府総合図上訓練
東海地震を想定し、緊急災害対策本部の業務遂
行能力の向上及び関係地方公共団体との連携等
に係る検証を行う訓練として
緊急災害対策本部の体制の確立
被害状況に応じた関係地方公共団体との連携
及び災害応急対策の実施

→　現地訓練として
八都県市合同防災訓練と連携した訓練
地震災害応急対策訓練　広域医療搬送訓練
政府調査団の派遣
静岡県総合防災訓練と連携した訓練
地震防災応急対策訓練　地震災害応急対策訓
練　政府調査団の派遣
近畿府県合同防災訓練と連携した訓練
地震災害応急対策訓練　政府調査団の派遣

→　津波防災総合訓練
地震津波防災応急対策訓練　地震津波災害応急
対策現地訓練　政府調査団の派遣

・水害対処訓練
・原子力災害を想定した訓練
・その他各種災害を想定した訓練
４地方公共団体等における防災訓練等
・地域の実情に応じた訓練
・住民が防災を考える機会の提供
・地域住民等の連帯による自主的な防災訓練の普及推
進
・防災知識の普及と災害に強いまちづくりの推進
・ボランティア団体等との可能な連携
・災害時要援護者の避難支援訓練

さん
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台風による災害
台風が日本に近付くと、さまざまな災害につ

ながる可能性があります。大雨によって河川が
氾濫し、堤防が決壊するなどして大規模な洪水
被害が生じることがあるほか、短時間に降る強
い雨によって中小河川の水位が急激に上昇し被
害につながることがあります。強風による家屋
への被害や飛散物による物的・人的な被害、大
雨によって地盤が緩んだことで地すべりやがけ
崩れ、土石流などの土砂災害が発生したり、高
潮、高波や突風などによる被害が発生すること
もあるので注意が必要です。

台風に備える
台風による被害を最小限にとどめるため、家

庭においてはあらかじめ窓や雨戸の補強をす
る、非常用品を揃えておく、避難場所を確認す
るなどの準備をしておくほか、常に台風に関す
る情報に注意し、むやみな外出を控え、危険と
判断される際には早めに避難することが大切で
す。
また地域においては、普段から自治体や消防

機関などと一体となった地域ぐるみの防災体制
を整えておくことが災害被害の軽減につながり
ます。例えば、地域住民の参加のもと、避難誘
導や救出・救護など実践的な防災訓練を重ねる
ことにより、いざという時にその訓練の成果が
活かされるだけでなく、地域住民の防災意識の
喚起にもつながります。子どもたちに対する防
災意識の啓発や、災害時要援護者に対する支援
体制を整備することも重要です。

特に、大規模な災
害時には、防災関係
機関のみでの初動体
制が不十分となる場
合が想定されます。
地域の人々が「自分
たちの地域は自分た
ちで守る」という意
識に立ち、連帯感を
持ちながら自主的な
防災活動に取り組む
ことが重要です。

例年、夏ごろを中心に日本には台風が襲来し
ます。日本列島に台風が接近、上陸すると、台
風の周辺では大雨や強風による大きな被害がも
たらされます。
台風による被害は日本国内のどこでも起こる

可能性があります。台風による被害を軽減する
ためには、日ごろからその対策を準備しておく
ことが大切です。

台風とは
熱帯の海上で発生する低気圧を熱帯低気圧と

呼びますが、このうち北西太平洋や南シナ海に
存在し、中心付近の最大風速がおよそ17ｍ（風
力８：気象庁風力階級）以上のものを「台風」
と呼びます。
台風は、日本の南の暖かい海上で、水蒸気を

エネルギー源として発達します。台風の中心に
向かって反時計回りに風が吹き込み、中心に近
いほど風が強く吹きます。また、台風の進行方
向に向かって右側では、台風自身の風と台風を
移動させる風が同じ方向となっているため、特
に強い風が吹いています。
台風の眼のまわりを積乱雲が取り巻いている

ために、台風は広い範囲に長時間にわたって雨
を降らせます。また、台風に向かって暖かく湿
った空気が流れ込む影響で日本付近の前線活動
が刺激され、結果として台風から離れた場所で
も大きな被害を引き起こすことがあります。さ
らに、台風から変わった温帯低気圧が大雨など
の被害をもたらすこともあります。

台風に対する備え

総務省消防庁　防災課

平成19年９月　河川の氾濫により浸水した家屋
（写真提供：秋田県）

台風の月別発生数・接近数・上陸数
（平成11年～20年の平均。
気象庁ＨＰのデータより作成）
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我が国は、その位置、地形や気象などの自然
条件から、地震、台風、集中豪雨、洪水などに
よる自然災害が発生しやすい環境にあります。
平成20年度には、岩手・宮城内陸地震や８月

末の豪雨など、全国各地で大規模な自然災害に
よる被害が発生しました。
また、東海地震、東南海・南海地震、首都直

下地震については、いつ起こっても不思議では
ないと指摘されており、このような事態が発生
すると、地震の揺れや津波などによって甚大な
被害が広範囲に発生すると予測されています。
大規模災害時には被害が大きくなればなるほ

ど、行政機関による災害対応にはおのずと限界
が生じます。そこで大きな役割を果たすのが、
地域住民自らによる防災活動です。
地域住民による防災組織として、自主防災組

織があります。自主防災組織とは、「自分たち
の地域は自分たちで守る」という自覚、連帯感
に基づき、地域で住民が自主的に結成する組織
のことで、平成20年４月１日現在、全国市区町
村のうち1,649市区町村で13万3,344の自主防災
組織が設置されています。平成７年１月に発生
した阪神・淡路大震災を契機に、自主防災組織
の重要性が見直され、全国各地で自主防災組織
の育成に積極的に取り組まれるようになってき
ています。

連携による活動の活性化
今後、自主防災組織の活動がさらに活性化し、

大規模災害に対し効果的に対応するためには、
日ごろから地域の防災活動団体と連携すること
が望まれます。連携先には、他の自主防災組織
のほか、消防団、学校、企業などの地域の様々
な活動団体が考えられます。各団体が行う活動

と自主防災
組織の活動
を結びつけ、
お互いの得
意分野を活
かして補完
しあうこと
により、地
域の防災力

を高めることが可能になります。
連携により可能となることを、連携先ごとに

以下の表にまとめてみました。

いざという時に良きパートナーとして災害活
動をするためには、普段から地域の防災活動団
体と連携・協力関係を築き、地域における人的
ネットワーク（つながり、結びつき）を広げ、
地域コミュニティの強化を図っていくことが大
切です。
自主防災組織については、消防庁が作成した

「自主防災組織の手引」に詳しく記載していま
す。下記のＵＲＬからご覧になれますので、ぜ
ひ参考にして下さい。

住民自らによる災害への備え

総務省消防庁　防災課

http://www.fdma.go.jp/html/life/jisyubousai/hp/
pdf/tebiki_0703.pdf

住民による要救助者の搬送訓練
（写真提供：豊中市消防本部）
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電気器具は便利なものですが、使用者の取扱
いの不注意や誤った使用方法から火災となる場
合があります。（下図参照）

電気器具を使用する際には、次のことに注意
しましょう。

電気器具の点検の実施
扇風機や電気ストーブなどの季節的に使用す
る電気器具は、毎年使用する前に必ず点検をし
ましょう。また、使用中に普段と違った音や動
きに気付いたときは、すぐに使用を止め、コン
セントから差込プラグを抜いて、専門の業者に
点検をしてもらいましょう。

電気器具の正しい使用
電気器具を本来の用
途以外に使用した場合、
器具に負荷がかかり、
過熱し火災の原因にな
ることがあります。使
用に際しては、取扱説
明書をよく読み、その
機能を十分に理解し正しく使用しましょう。
また、アイロンやヘアードライヤーなどは、
スイッチを切り忘れたまま放置しておくと火災
の原因となります。使用しないときは、機器の
スイッチを切るだけでなく差込プラグをコンセ
ントから抜いておきましょう。

電気配線等からの
出火防止
家電製品やＯＡ機器
の普及により、数多く
の電気器具を使用する
ようになりました。
このため、使用する
電気器具に対しコンセントが不足し、たこ足配
線になりがちです。コンセントの電気の許容量
を超えて電気器具を使用するとコンセントが過
熱し、火災の原因となるので、たこ足配線は絶
対にやめましょう。

また、差込プラグに
ほこりなどが付着した
まま長い間コンセント
に差し込んだ状態にし
ておくことにより、差
込プラグの両刃間に電
気が流れ、ショートし
て火災になることがあ

ります（トラッキング火災）。外出時や就寝時
はもとより器具を使用しない時には、差込プラ
グを抜いたり、付着したほこりなどを取り除く
ようにしましょう。
さらに、傷ついたコードを使用したり、束ね
た状態や重い荷物が載った
状態であると、その部分
に負荷がかかり、断線し
て、出火する可能性があ
りますので、大変危険で
す。
傷ついたコードは早め
に交換し、重い物を載せ
たり、束ねた状態での使用はやめましょう。

電気器具の安全な取扱い

総務省消防庁　予防課

平成20年の火災件数は５万2,394件となっており、
そのうち電気火災の件数は6,965件で
全体の13.3％を占めています。

使用後はすぐにスイッチを
切る習慣をつけましょう。

傷ついたコードを
使用しないようにしましょう。

たこ足配線はやめましょう。

コードを束ねて使うのは
やめましょう。

【注意事項】

① 使用しないときには、コンセントを抜く。

② たこ足配線は、絶対にやらない。

③ 差込プラグに付着したほこりなどは取り除く。

④ 傷んだコードは使用しない。

⑤ コードは束ねた状態で使用しない。

平成20年における電気火災の出火原因内訳
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私が家業を継いだと同時に、となりの兄

貴から「消防団に入れ！」と誘われ、その

場で「お願いします。」と返事を致しまし

た（そんな時代がありました）。

私が所属する分団には、誇れる伝統文化

とその逸話があります。それは、昭和29年

当時の分団長であった大坪政長氏が、地域

の活性化と団員の士気を鼓舞するため、有

力者の紹介を得て、東京銀座の関東鳶職

「も組」の頭である竹本金太郎氏を訪ね、

門外不出とされていた江戸木遣り唄と、梯

子乗りの伝授をお願いしました。一度は断

られましたが、再三再四に渡る大坪氏の懇

願に心を打たれ、伝授に応じていただきま

した。

翌年、江戸消防記念会から江戸木遣りの

伝授記念として、江戸消防組幹部136名の

各自の纏と名前が彫られた欅造りの大額を

地元消防団が代参で、神岡町内にある洞雲

寺境内金毘羅宮に奉納するための記念行列

が行われました。このことは当時のわが町

の一大行事であり、神岡初金毘羅宵祭の起

源となりました。

例年２月中旬に行なわれるこの祭りでは

行列の先頭において、消防団ＯＢで組織す

る神岡江戸木遣り保存会が、この江戸木遣

り唄を唄って練り歩き、由緒ある伝統行事

の由来を引き継いでいます。

また、消防出初式においては、分列行進

の途中で、江戸木遣り唄とともに、われわ

れ消防団員が行う勇壮な梯子乗りを披露し

ております。この伝統行事は、地域住民と

の一体感を生み出し、われわれ消防団に対

する期待と信頼を得ていると自負しており

ます。

過疎化や少子高齢化等社会の構造変化に

伴って全国的に地域防災を担う消防団員の

高齢化や後継者不足が懸念されている中

で、私達の消防団も例外ではありません。

しかし、「自分たちの町は自分たちで守る。」

という崇高な使命と熱い郷土愛護の精神を

諸先輩方から学び、ふるさとの伝統文化を

継承することで、団員の団結と士気の高揚

を図っております。

地域住民の連帯意識の希薄化が進む中

で、伝統あるわが町の消防団は常に地域創

造のリーダーであると考えております。

広場 

岐阜県 消
防
団
の 

飛騨市消防団　神岡方面隊
副分団長

中林　俊司

分団の伝統
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岐

阜

県

岐阜市南消防団市橋分団で活躍しているガンバリ屋の女性団

員　高橋貴美子さんを紹介します。

彼女は、昨年４月、市橋分団に３人目の女性団員として入団

しました。普段は事務職員として働いておりますが、夜はラッ

パ隊１年生としてペンをラッパに持ち替え日夜訓練に励んでいます！

市橋分団には、岐阜市消防団発足以来、初の女性団員である堀江麻衣子さんがいます。堀

江さんの活躍も刺激となり、昼は仕事、夜は消防団活動とアクティブな毎日を過ごしている

彼女です。そんな彼女ですが、ただいま婚活中。理想の男性像を尋ねると

「誠実で情熱のある方が理想です。」

と一言。

岐阜市南消防団　市橋分団　団員

高橋　貴美子

今年、団員歴30年目を迎える千田さんは、数多くの災害現

場を経験しており、団活動のスペシャリストとして団員から

の信望も厚く、かつ、常に住民の生命・財産を守るという強

い使命感をもって活動されています。

また、地域活動にも力を入れており、ＮＰＯ北上川サポート協会理事として「Ｅボート

大会」の運営協力や、一関商工会議所川崎運営協議会副会長の要職に就き、東北地方でも

有名な「おらが自慢のでっかい花火大会」では総務部長として企画・立案を務めるなど、

団活動以外でも幅広く活動を行っており、より一層の活躍を期待されている本部長です。

一関市消防団　分団長（川崎地域本部長）

千田　堅司

岩

手

県

大

分

県

年間400万人の観光客が訪れ、行きたい温泉の上

位にいつもランクされる由布市湯布院町。この町

で方面隊長として陣頭指揮にあたる池邉氏は、大

分県特産のしいたけの栽培名人。市や県の品評会

での連続１等入賞はもちろんのこと、平成19年に

２回、平成20年に１回の林野庁長官賞（全国１位）

を受賞。常に良いものを生産するとともに加工品や料理にも工夫を凝らし、正月のグルメ

テレビ番組では奥様手作りのしいたけ創作五品で最優秀賞。日頃の訓練での熱血指導はも

とより、各方面で素晴らしい活躍をされておられる由布市副団長です。

由布市消防団　湯布院方面隊長（副団長）

池邉　稲生
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高

知

県

20年近く「ふぁーまー土居」の芸名で地元放送局のレポー

ターとして、土佐弁丸出しで各地域の情報を紹介する個性豊

かな人物である。平成19年の春、県議会議員に初当選。

長年培ってきた消防団員としての経験や知識をフル回転さ

せ、来るべき南海大地震に向けて行政面での体制作りに力を入れている。消防団活動に於

いては、赤バイ隊の隊長として災害現場で役立つトライアルテクニックを取り入れたり大

規模災害時における共助体制の確立を最重要課題と考え、地域で資機材を使用して実技訓

練を積極的に取り組み高知県の発展と平和を願い、努力の日々を送っている。

高知市消防団　三里分団長

土居　正治

大

分

県

由布市に明治初期より伝承された庄内神楽は、現在に至る

まで庄内町内10の神楽座に引き継がれてきました。勇壮でリ

ズミカルなその神楽は全国的にも高い評価を得ております。

長尾さんは子供の頃から神楽を始め、舞いにお囃子にと活躍

するとともに、子供神楽の座長として庄内神楽の伝承に努めており、多くの教え子が地域

に残り、消防団を始め、地域活性化の一翼を担っております。

由布市消防団　庄内方面隊　第５分団第２部　班長

長尾　郁

広

島

県

33才の若さである。団員で市会議員でもある。杉原団員は

東京Ｍ大卒業と同時に、今は亡き父の広島県会議員の秘書と

して活躍し、並行して三次市消防団へ入団。

行政の押し進める「安全・安心」の名のもと団員として、

地域住民の生命、身体、財産をお守りするため、出動率もほぼ100％、大きな声とキビキ

ビした行動とその決断力は、一級品であり、第一線で使命感に燃えて活動中。

また、ポンプ操法大会には連日連夜の猛特訓にも耐え選手として出場。出初式には、議

員として来賓席でなく、団服で出動し堂々の入場行進もする。我ら団員1,620人の誇りであ

り、お手本でもある。

団員として、議員として、人間的にも大きく成長し、羽ばたいて欲しいものである。

三次市消防団　十日市分団　団員

杉原　利明
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千

葉

県

千葉県習志野市消防団の三代川 磐

団長は、団歴36年のベテラン団員で、

永年にわたり消防団活動を行う傍ら、

郷土芸能や日本の伝統音楽にも精通し、20年以上にわたり地元の

菊田囃子のメンバーとして笛や太鼓の演奏を行うほか、民謡や津

軽三味線も手がけ、その腕前は師範級。市内の各種イベントや老

人ホームでの慰問演奏など、芸能を通じて積極的に地域の活性化

に力を注いでいます。

習志野市消防団　団長

三代川　磐

東

京

都

普段は陽気な文房具屋の叔母さんですが、消防団員の顔に

なると凄いんです。浅草消防団で初めて男性団員と一緒にポ

ンプ操法大会に出場した女性隊員です。そして、平成21年２

月25日開催の第23回消防団員意見発表会に台東区・荒川区・

足立区代表として出場し、見事最優秀賞を受賞しました。この経験は今後の団活動にも役

立ててくれると期待しています。

浅草消防団　第四分団　班長

佐藤　尚子

和

歌

山

県

由良町里地区で表具店を営む羽山団員は、消防団員として

災害や防災訓練で地域住民の安全を守るだけでなく、里地区

の区長と自主防災組織の会長を兼務し、自らが地域の防災リ

ーダとして力を注いでいます。

第15回、第20回県消防ポンプ操法大会に由良町消防団が日高郡代表として出場した際、

選手として活躍し、第20回大会では指揮者として活躍しました。また、地域に伝えられる

伝統文化を継承し、

貴重な文化財を次

代に残すため、当

町や近隣市町の祭

りで使用する獅子

頭を製作するなど

郷土のために頑張

っています。

由良町消防団　由良分団第８班　団員

羽山　幸一

プロフィール

昭和21年11月27日習志野市生まれ。

親の代からの酒屋を営む傍ら消防団員としても永年活動を続け、平

成21年４月1日第８代習志野市消防団長に任命される。郷土芸能や民

謡を愛し、笛や太鼓、三味線に歌と日本の伝統音楽に長年取組んで

いる。



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」

7月の日本消防協会関係行事
7 月18日（土）～ 7月26日（日） 平成21年度消防団長等幹部海外消防事情調査

（フランス、イタリア等）
7月18日（土）～ 7月28日（火） ヨーロッパ青少年消防オリンピック派遣事業

（チェコ・オストラバ）
7月30日（木）～ 7月31日（金） 消防育英会奨学生懇談会

（対象：北海道、東北、関東、中部地区）
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編　集　後　記
雨に降り込まれた、ここ東京の街もなぜか灰色にかすんで見える、うっとしい時期ですが、お変わりなく

お過ごしでしょうか。
この機関誌「日本消防」４月号に松江市消防団の消防出初式フォトコンテストを掲載しましたが、市長賞

に選ばれた永島ひろみさんの「カメリア隊員」という右下の写真が宮崎県消防学校の消防職員初任教育にお
いて、消防組織法の試験問題の１問として活用され、その内容は写真を見て「消防職員として考えること！
思うこと！を400字以内で述べよ。」という出題でした。
学校側は、初任科生が消防制度の根幹をなす基本法としての組織法を学ぶ中で、消防機関の一つである消

防団についての理解を深める事を意図とし、大雪の中という厳しい気象条件下においても真摯に活動に取り
組む女性消防団員の姿に啓発され、常備消防がプロとしての自覚と責任を強く意識し、今後の学校での教育
訓練に励む決意を醸成することを期待したもので、作文にも期待に応える声が多く、
大きい感動を与えたという事でした。
たった一枚の写真が、影響を与えるものは絶大であると実感し、私自身も消防職

員ですが、消防団員の姿勢など学ぶものも多く、また機関誌「日本消防」の担当と
しても編集冥利に尽きると喜んでおり、ご寄稿に深く感謝しております。
今後も本誌充実のため、消防団情報のご寄稿、ご意見をお待ちしております。
今年も、早くも半年が過ぎようとしていますが、梅雨明けにはまだ間があるよう

ですし、雨の日ならではの楽しみを見つけてこの時期を過ごしたいものです。
（Ｍ・Ｓ）

市長賞「カメリア隊員」
永島ひろみ　様
（東出雲町）
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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 


