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（仮称）空港大橋

（仮称）空港大橋は、山陽自動車道の河内ＩＣから、広島空港を経由し中国横断自動車道尾

道松江線を結ぶ、自動車専用の地域高規格道路「広島中央フライロード」の起点側に位置する

沼田川峡谷を誇ぐ橋長800ｍ、アーチ支間長380ｍで平成22年度末完成共用を予定しており、ア

ーチ橋では日本で一番長い橋梁となります。 広島県三原市
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第28回全国消防殉職者慰霊祭 
   　　　　　　　  財団法人　日本消防協会 

日本消防協会　片山虎之助会長の挨拶

麻生内閣総理大臣の追悼のことば

平成21年９月10日、第28回消防殉職者慰霊祭が日消ホールで行われました。

（詳細は次号に掲載）



平成21年８月９日（日）中国、四国地方を襲った台風第９号に伴う大雨により多数の死

者と行方不明者が発生し、消防団員等による大規模な災害活動が実施されました。日本消

防協会では、この災害に従事している消防団員を支援するため、兵庫県消防協会を通じ、

災害支援金を交付しました。

（財）消防育英会では、奨学生の健全な育成と奨学生間の交流のため、平成21年度奨学生

懇談会を開催しました。（北海道・東北・関東・中部地区）

（財）兵庫県消防協会に 
災害支援対策金を交付 

平成21年度消防育英会奨学生懇談会 
（平成21年７月30日（木）～31日（金）　（財）消防育英会） 

場所：東京ディズニーシー

場所：兵庫県災害対策センター
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北海道は、日本の国土の22％を占める

83,456平方キロメートルを有しています

が、人口は、全国比僅か4.4％の562万7737

人（平成17年国勢調査）で、広い地域に集

落が点在しており、消防防災活動は、住民

は少ないものの守備範囲は広い、という効

率性の低い地域です。

そして、風雪大雨災害をはじめ、地震や

火山噴火といった自然災害に度々見舞わ

れ、大きな被害を受けてきました。

地震は、全道各地を震源として発生して

いますが、特に、太平洋プレートの沈み込

みによる十勝沖を震源とする地震は、戦後

だけでも昭和27年・昭和43年・平成15年・

平成20年と、４回も発生しています。

記憶に新しい平成15年９月26日に発生し

た地震では、苫小牧出光製油所でタンク火

災が発生し、消火に延べ３日を要しただけ

でなく、屋根が落ちたタンクの火災発生防

止活動に追われ、更に21日間に渡るタンク

火災に備えた消防部隊の配備を行うことと

なりました。

また、何時噴火しても不思議ではない、

という山は道内に５つ有り（駒ケ岳・有珠

山・樽前山・十勝岳・雌阿寒岳）、このう

ち有珠山は、ほぼ30年おきに噴火を繰り返

し、平成12年３月31日の噴火では、洞爺湖

温泉街の全町民が長期に渡って避難するこ

とになりました。

このとき、避難を渋る住民の説得にあた

り、１人の死傷者も出さずに噴火を乗り切

った陰には、地域に住み、地域を熟知して

いる消防団員の力が大きかったと言われて

います。

このような例は、全国各地で日常的に見

られることですが、災害に対峙し、地域の

防災力の要となることが期待されている消

防団員は年々減少の一途をたどり、平成21

年には、全国で90万人を切る事態になって

います。

北海道においてもこの傾向は同様で、人

口の過疎化、少子高齢化の進行、産業・就

業構造の変化などに伴い、昭和60年代初め

までは３万人を超えていた消防団員が、現

在では約２万６千人になっています。

消防団は、地域防災の中核的存在として、

地域密着性・要員動員力・即時対応力を生

かし、消火活動をはじめ、避難誘導や災害

防ぎょなどを行うほか、平常時においても、

住民の防災意識の普及啓発や地域コミュニ

ティの維持・振興にも大きな役割を果たし

ています。

特に北海道は、広い地域に集落が点在し、

常備消防の対応が手薄になることや、限界

集落と言われる65歳以上の人が50％を超え

る地域が確実に増加していることなどか

巻 頭 言 

「一陣の風」 「一陣の風」 
財団法人　北海道消防協会　会長　高木　繁光 
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ら、消防団の充実強化は喫緊の課題となっ

ています。

このため、総務省消防庁や日本消防協会

が推進している、消防団員の処遇改善、女

性・学生への消防団への加入促進、機能別

消防団・分団などの消防団組織の多様化、

表示制度など事業所への理解と協力の働き

かけ、といった様々な方策に確実に取り組

み、消防団の活性化に繋げていかなければ

ならない、と考えています。

北海道では、男性団員が減少するなか、

女性団員の入団に積極的に取り組んできて

おり、平成20年10月１日現在で、全消防団

員26,531人中、女性消防団員は1,780人で、

6.7％を占めています。女性消防団員は、

女性ならではの視点を生かしたソフトな対

応で、有事の際に援護が必要となる家庭の

訪問や救急指導・防火指導などの優れた活

動を行い、高い評価を得ています。また、

地域住民や男性団員の応援を得て、今まで

男性団員の分野と考えられていたポンプ操

法・水防訓練・放水訓練にも取り組むな

ど、徐々に活動の範囲を広げています。

昨年６月に全国から多数の皆様にご参加

をいただいた、第14回全国女性消防団員活

性化北海道大会の開催に際しても、企画立

案・受付案内などに多くの女性消防団員の

活躍がありました。

また、道内には、大学の山岳部員が入団

して山岳救助隊を結成している消防団があ

ります。山岳部員は、卒業と同時に就職・

退団となるのですが、後輩が入団しますの

で、活動が途切れることはありません。卒

業した団員は、他地域で就職しますが、就

職にあたっても消防団での活動を評価され

たり、就職先の地で入団することにも繋が

っています。

他にも、大災害時や救助現場で活動する

ことがある重機と重機オペレーターを集団

で確保する目的で、重機を使って仕事をし

ている自営業の団員さんや重機会社に勤務

されている団員さんに部隊を編成してもら

い、要請により出動してもらう機動重機隊

の編成や、多数傷病者発生事故や災害現場

で医療チームが必要になった時に出動し、

傷病者の応急手当や応急救護所での活動支

援を行う部隊として、医師・看護師・ホー

ムヘルパー・事務担当者で構成されたメデ

ィカルサポート隊（救急医療援助隊）の編

成など、機能別の消防団員が誕生していま

す。

さらに、管内に温泉地を抱えている消防

団が集まって、観光客や宿泊客の安全を災

害からどう守るかを協議する、温泉サミッ

トの開催など、従前の組織体系や枠組みを

超え、住民に分かりやすく親しみやすい、

住民密着型の防災対応を目指す動きが出て

きています。

このような新しい芽を育て、これからの

時代に適応する消防団づくりをすることが

今後とも益々重要になってくるだろうと思

います。

地球温暖化による環境の変化で、どこで

どのような災害が発生するか予測のつかな

い時代になりつつありますが、いつの時代

でも、地域防災力の要となる消防団は、地

域における「一陣の風」であり続けたい、

と思っています。
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財団法人日本消防協会及び全日本消防人共済会の理事会が平成21年９月10日（木）日本

消防会館において開催されました。

財団法人日本消防協会理事会

名誉会員および顧問の推薦についての議案が原案のとおり承認されました。

提出議案等

○議案第１号　　名誉会員の推薦について（寄付行為第７条）

徳島県　川人　泰博　氏　（前徳島県消防協会会長）

香川県　小野　正義　氏　（元香川県消防協会会長）

○議案第２号　　顧問の推薦について（寄付行為第21条）

森　 民 夫　氏（全国市長会会長）（新潟県長岡市長）

○諸般の報告　　

（１）青少年消防オリンピックへの参加結果について

（２）韓国消防安全協会との交流について

（３）第19回全国女性消防操法大会の運営について

（４）第15回及び第16回全国女性消防団員活性化大会の開催について

（５）全国消防操法大会における開催県の出場枠の特例について

（６）消防互助年金制度の加入促進キャンペーンについて

（７）公益法人改革について　　　　

財団法人日本消防協会及び
全日本消防人共済会の理事会の開催

財団法人　日本消防協会
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引き続き全日本消防人共済会の理事会が行われました。

全日本消防人共済会理事会

全日本消防人共済会役職員の給与規程の一部改正についての議案が原案のとおり承認さ

れました。

提出議案

○議案第１号　　全日本消防人共済会役職員の給与規程の一部改正について

○報 告 事 項　 「定款」及び「事業規約」の厚生労働大臣認可について

平成21年度中間事業報告

○そ　の　他　　火災共済特別加入促進キャンペーンについて

これからの全日本消防人共済会の運営に当たっての基本方針

（日本消防協会　理事会）

（全日本消防人共済会　理事会）



○開催日時　平成21年10月22日（木）午前９時00分（雨天決行）

○開催会場　横浜市消防訓練センター・日本消防協会中央消防訓練場

◎会場アクセス　

「ＪＲ戸塚駅」からは、

西口戸塚バスターミナルから神奈川中央交通バス（立場バスターミナル行き）を利用し、バ

ス停「二軒家」で下車、徒歩10分です。「ＪＲ戸塚駅」からの所要時間は、35分程度です。

「市営地下鉄立場駅」からは、

バスターミナルから神奈川中央交通バス（戸塚バスセンター行き）を利用し、バス停「二軒

家」で下車、徒歩10分です。「市営地下鉄立場駅」からの所要時間は、25分程度です。

「ＪＲ大船駅」からは、

西口バス停から神奈川中央交通バス（ドリームランド行き）を利用し、バス停「三叉路」で

下車、徒歩15分です。「ＪＲ大船駅」からの所要時間は、45分程度です。

5

第19回全国女性消防操法大会
出場消防隊・順位が決定しました！

財団法人　日本消防協会
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富山県

群馬県

神奈川県

岡山県

大阪府

島根県

大分県

福井県

佐賀県

愛媛県

宮崎県

福岡県

高知県

奈良県

愛知県

山梨県

石川県

千葉県

三重県

山口県

長野県

長崎県

鹿児島県

栃木県

1 コ　ー　ス出場順 2 コ　ー　ス
うおづしじょせいしょうぼうたい

魚津市女性消防隊
ふじおかしじょせいしょうぼうたい

藤岡市女性消防隊
かいせいまちしもじまじょせいしょうぼうたい

開成町下島女性消防隊
あかいわしじょせいしょうぼうたい

赤磐市女性消防隊
ねやがわしじょせいしょうぼうたい

寝屋川市女性消防隊
つわのちょうじょせいしょうぼうたい

津和野町女性消防隊
おおいたしじょせいしょうぼうたい

大分市女性消防隊
あどそじとうほうじょせいしょうぼうたい

阿難祖地頭方女性消防隊
ありたちょうじょせいしょうぼうたい

有田町女性消防隊
にいはましじょせいしょうぼうたい

新居浜市女性消防隊
みやこのじょうしじょせいしょうぼうたい

都城市女性消防隊
ちくごしじょせいしょうぼうたい

筑後市女性消防隊
いのちょうじょせいしょうぼうたい

いの町女性消防隊
かしはらしじょせいしょうぼうたい

橿原市女性消防隊
ながくてちょうじょせいしょうぼうたい

長久手町女性消防隊
ふえふきしじょせいしょうぼうたい

笛吹市女性消防隊
つばたまちひがしあらやじょせいしょうぼうたい

津幡町東荒屋女性消防隊
うらやすしじょせいしょうぼうたい

浦安市女性消防隊
よっかいちしじょせいしょうぼうたい

四日市市女性消防隊
しものせきしじょせいしょうぼうたい

下関市女性消防隊
のざわおんせんむらじょせいしょうぼうたい

野沢温泉村女性消防隊
しまばらしじょせいしょうぼうたい

島原市女性消防隊
なかたねちょうじょせいしょうぼうたい

中種子町女性消防隊
なすしおばらしにしなすのじょせいしょうぼうたい

那須塩原市西那須野女性消防隊

ほんごうじょせいしょうぼうたい

本郷女性消防隊
たかしましじょせいしょうぼうたい

高島市女性消防隊
ことうらちょういでかみちくじょせいしょうぼうたい

琴浦町出上地区女性消防隊
はしましじょせいしょうぼうたい

羽島市女性消防隊
こおりやましじょせいしょうぼうたい

郡山市女性消防隊
かいようちょうじょせいしょうぼうたい

海陽町女性消防隊
くれしじょせいしょうぼうたい

呉市女性消防隊
さどしみなみさどじょせいしょうぼうたい

佐渡市南佐渡女性消防隊
こしがやしじょせいしょうぼうたい

越谷市女性消防隊
ひたちおおみやしじょせいしょうぼうたい

常陸大宮市女性消防隊
いしがきしじょせいしょうぼうたい

石垣市女性消防隊
ぜんつうじしじょせい しょうぼうたい

善通寺市女性消防隊
やまもとちょうじょせいしょうぼうたい

山元町女性消防隊
いちのせきしじょせいしょうぼうたい

一関市女性消防隊
ひろさきしじょせいしょうぼうたい

弘前市女性消防隊
あきたしじょせいしょうぼうたい

秋田市女性消防隊
もがみまちじょせいしょうぼうたい

最上町女性消防隊
すそのしじょせいしょうぼうたい

裾野市女性消防隊
うじしあさぎりしょうぼうたい

宇治市あさぎり消防隊
あさひかわしじょせいしょうぼうたい

旭川市女性消防隊
あこうしじょせいしょうぼうたい

赤穂市女性消防隊
みさとまちじょせいしょうぼうたい

美里町女性消防隊
しらはまちょうじょせいしょうぼうたい

白浜町女性消防隊

東京都

滋賀県

鳥取県

岐阜県

福島県

徳島県

広島県

新潟県

埼玉県

茨城県

沖縄県

香川県

宮城県

岩手県

青森県

秋田県

山形県

静岡県

京都府

北海道

兵庫県

熊本県

和歌山県

第18回全国女性消防操法大会の様子
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第19回全国女性消防操法大会が開催されることを記念して、記念Ｔシャツを作成いたし
ました。バックプリントには、操法大会が開催される横浜をイメージしたデザインになっ
ております。
また、左胸には消防のイメージキャラクター「消太（女性）」を、左袖には操法大会のシ

ンボルマークを入れ全体的にシンプルなデザインに仕上げました。今回しか手に入らない
限定品となっておりますので、是非記念としてお買い求めください。なお、数量限定です
ので品切れの場合はご了承下さい。（詳しくは、（財）日本消防協会のホームページをご覧
下さい。）

第19回全国女性消防操法大会 
記念Ｔシャツを限定販売 

第19回全国女性消防操法大会 
記念Ｔシャツを限定販売 

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 

財団法人　日本消防協会 

〈生地〉綿100％

【ネイビー】サイズ　Ｍ・Ｌ・ＬＬ　　1,500円（税込み）

http://www.nissho.or.jp

【オレンジ】サイズ　Ｍ・Ｌ・ＬＬ　　1,500円（税込み）

〈生地〉綿100％

左袖図拡大
（白文字）

左袖図拡大
（白文字）
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（２）特色

ブッシュ・ド・ローヌ県はフランスの

県番号13番である。

フランス国内で最も主要な港があるほ

か、空港がマルセイユの近くにあり、年

間約600万人の人々の輸送が行われ、フ

ランスの新幹線TGVも含め28の国鉄駅、

140本のバスの移動ラインがある。ヨー

ロッパ圏内でも、この地域はイタリアと

スペインの交差する地域となるので、陸、

海、空の交通が行き交う交差点でもある。

建物のリスクに関して、一つの建物内に

1,500人以上集まる可能性のある建物が

約100件あり、それらの建物に関しては

日本と同様査察等予防に関する制度 が

ある。

（３）職員

消防士の数は5,000人、その内職業消

防士1,200人、義勇消防士3,800人。

そのほか、400人が消防機関に勤務し

１　調査の概要

日本消防協会は、全国の消防団幹部

等消防関係者が、海外の消防制度、消

防活　動の実態を調査するとともに、

各国消防と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聞

を広め、わが国の消防の発展に寄与す

ることを目的として、毎年調査団を派

遣している。

今年は、フランス共和国、イタリア

共和国、チェコ共和国を、特にチェコ

では、日本から初めて少年少女を派遣

した青少年消防オリンピックの状況を

調査した。

調査期間は、平成21年７月18日（土）

から26日（日）までの９日間であったが、

参加された方々のご協力により早朝から

のバス移動などかなりな強行日程のも

と、充実した調査を行うことができた。

2 フランスの調査概要

【ブッシュ・ド・ローヌ県消防局】

（７月19日）

（１）管轄面積及び人口

管轄面積：5,000平方キロメートル

（うち森林35万ha）

人　　口：180万人（うちマルセイユ

市8 0万人、ブッシュ・

ド・ローヌ県消防局の管

轄人口はマルセイユ市民

を除く100万人である。）

財団法人　日本消防協会 

平成２１年度 
消防団幹部等海外消防事情調査について 

会議室にて説明を受ける様子
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て様々な活動を支えている。

（４）義勇消防士と職業消防士

フランス国内には、職業消防士の人数

は、軍人も含め約５万人に対し、義勇消

防士は25万人。ボランティアで消防に係

わるのは、フランスの伝統であり、フラ

ンス大革命以来、消防、救助は義勇消防

の人々のボランティア精神でまかなわれ

ている。

フランスのシステムでは、職業消防士

と義勇消防士の活動内容の差はなく、階

級制度も同じ、一般市民の目から見ても

全く区別がつかなくなっている。義勇消

防士も、火事に対する活動、防災活動の

みならず、人命救助など全ての消防活動

に携わるが、どのような活動に携わるか

は、各義勇消防士の受けた教育により、

研修毎に資格が与えられるため、その資

格に従って活動に携わることになる。フ

ランス職業消防士の多くは、職業消防士

になる以前には義勇消防士であったこ

とが特徴的である。

（５）消防学校

フランスの消防協会長が消防学校を統

括し、ブッシュ・ド・ローヌ県には、消

防学校が１つ、その分校が66校ある。

（ブッシュ・ド・ローヌ県には66箇所の

消防署があり、その消防署毎に教室が設

けられているため、このように分校が多

く存在している。また、ブッシュ・ド・

ローヌ県の消防学校とは別に、マルセイ

ユ市にはマルセイユ市独自の消防学校が

1校あると聞いている。）

消防学校では、将来的に、消防士とし

て戦力になる子供達を育成することを目

的として教育を行っており、実際に、ブ

ッシュ・ド・ローヌ県の消防署で主催し

いる消防学校に来る子供達の

うちの約８割が卒業後に義勇

消防士として活動している。

消防学校の教育は、基本的

に4年間、13歳から18歳の子

供達を対象に行われ、授業は、

一般の学校がバカンスの時期

及び土曜日を利用して行われ

ている。（４年間のカリキュラムのうち

一部は県下に１箇所ある消防学校で行

い、他のカリキュラムは66校の各分校の

教室で行うとのことである。）

これら４年間のバカンス時期と土曜日

を利用した授業課程を経た後、卒業試

験をパスすると卒業証明書が与えら

れ、当該卒業証明書をもって、18歳に

達すれば実際の消防活動に携わること

が可能になると説明を受けた。

なお、これらはフランス国内共通のプ

ログラムで、火災、防災、人命救助など、

消防士になるために必要な実戦活動に関

する教育を、当該プログラムに沿って行

っているとのことであった。

（６）ブッシュ・ド・ローヌ県消防局と軍

隊消防組織との関係

ブッシュ・ド・ローヌ県消防局は、マ

ルセイユ市を除く県下の地域を管轄して

おり、マルセイユ市は海軍が管轄してい

る。また、パリ市は陸軍が消防活動を行

会議室にてディスカッションの様子
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っている。パリはナポレオン統治時代に

ナポレオンの命により陸軍が管理してい

る。

また、マルセイユは、フランス国内最

大の港があるため、第二次世界大戦の

直前の1938年、海軍が管理すること

とされ、第二次世界大戦後もそのままと

されている。

このようにブッシュ・ド・ローヌ県消

防局とマルセイユ海軍消防隊は別々の

組織であるが、ともに活動をする場合

もある。

軍隊の中に義勇消防士は存在せず、マ

ルセイユ市内には義勇消防士がいない。

マルセイユ市に大規模災害が発生した

時は、マルセイユ市海軍消防隊のみでは

対応できず、ブッシュ・ド・ローヌ県消

防局もマルセイユ市に出動することにな

るとの回答があった。

（７）女性消防士

女性消防隊員に関して、フランスの場

合は、男性消防隊員と全く同じ活動をし

ており、それに関して特段の問題はない

とされているが、女性だけで火災に出動

することはしていない。今後、女性を増

員する方向である。

なお、訓練は、基本的には男女同一で

あるが、時間、訓練レベルは女性に合わ

せて行われると説明を受けた。

3 イタリアの調査概要

【ミラノ消防局】（７月21日）

ミラノ消防局は、ロンバルディア州の

ミラノ市内に位置し、ミラノ市をはじめ

とする４つの市を含んだミラノ県を統括

ブッシュ・ド・ローヌ県消防局

ミラノ消防局の正門

ミラノ消防局通信指令室

リアルタイムで地下鉄ホームの状況を映す防災モニター
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し、その管轄内の人口は400万人である。

ミラノ県には、10署の常備消防と10署の

義勇消防がある。また、消防職員は800

人（うち女性職員１人）、ボランティア

消防士300人（うち女性職員５人）であ

る。

（１）通信指令室

会議室で説明を受けた後、通信指令室

に案内された。通信指令室は、24時間専

属の消防職員により交代制で運営されて

いる。

緊急通報番号は「115」で、年間の出

場件数は約３万件である。救急について

は、前述のとおり、厚生省の業務でその

番号は「118」である。

管轄する地下鉄のホーム等には、数カ

所に防災モニターを設置し、災害や事故

等の状況がリアルタイムに映し出せる。

（２）消防車両等

次に、屋外で車両等の説明を受けた。

当日は、４月６日にラクイラ地方で発

生したマグニチュード6.3の地震による

災害復旧の応援に車両も含め出動してい

たが、ざっと50台の車両は保有している。

案内された敷地には、ＮＢＣＲ専用

（ＮＢＣ災害・救助専用）の車両が展示

されていた。装備は、日本のものとほ

とんど変わらない。水陸両用車両など

様々な特殊車両が目に付いた。

（３）ミラノ消防博物館

別館の地下室には、19世紀からの消防

機器、車両、資料など貴重な品々が並ん

でいた。これは、歴代の退職者がこれら

を収集、寄贈し、現在の博物館を開設し

敷地内に並ぶ車両

ＮＢＣＲ専用車両
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た。一般にも開放している。

（４）その他質疑応答

Ｑ：退職後の年金、報酬等はどのくらい

か。

Ａ：常備もボランティアも同じで、300

～500ユーロくらいである。報酬に

ついては、常備は月額1,000ユーロ

くらいである。

Ｑ：ボランティアと民間企業の協力体制

は？

Ａ：特にないが、消防団員であることを

理由に解雇することはできない。し

かし、勤務評定不振の理由で解雇

はされる。したがって、業務に支障

のない範囲で、各団員は消防活動に

携わる。

ミラノ消防局中庭で

Ｑ：人員、車両などは十分か。

Ａ：人員も、はしご車やポンプ車などの

車両も不足である。

Ｑ：要望等しないのか。

Ａ：要望するが、国はなかなか実現して

くれない。

Ｑ：県議会等は消防に関与してないの

か。

Ａ：特にないが、先年ロンバルディア州

が車両を１台買ってくれた。

Ｑ：女性の消防職員が少ないが、増やす

予定はないのか。

Ａ：我々は願っているが、志願する人が

いない。

Ｑ：少年消防クラブはないのか。

Ａ：人員、予算面でむずかしく、今はな

い。
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4  チェコの調査概要

【青少年消防オリンピック開会式の視察】

（７月22日　19：00～）

７月22日イタリアのミラノから飛行機

でチェコのプラハに移動、さらに、プラ

ハから400袰以上離れた西の端のオスト

ラバまでバスで移動して、青少年消防オ

リンピック開会式に出席しました。

開会式では、各国の大人の部の参加チ

ームが入場行進し、会場に整列。その後、

青少年の部の参加チームが、各国のプラ

カード、国旗を先頭に入場して開会式が

開始された。

翌日は、競技会が行われ、調査団はそ

の状況を視察し応援したが、これらにつ

いの報告は日本消防８月号に掲載されて

いるので、ここでの報告は省略する。

【CTIF総会視察】

（７月23日　9：00～　　ホテルアトム）

７月23日午前中、秋本理事長及び飯島

防災課長は、CTIF総会に出席し、秋本

理事長は、会議の冒頭に、「日本はCTIF

に正式加盟していないにもかかわらず今

回、CTIF主催のヨーロッパ青少年消防

折オリンピックへの特別参加をお認め頂

いて感謝している。参加した日本の少年

消防クラブのメンバーにとって、この体

験は一生忘れられない思い出となるであ

ろう。日本としては、この大会参加の経

験など、CTIF加盟国との交流をこれか

らの日本消防の発展にいかしていきた

い」などのあいさつを行った。

日本チームの入場

秋本理事長の挨拶

総会に出席の秋本理事長、飯島防災課長
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【プジビスラフ義勇消防博物館視察】

（７月24日）

７月24日朝７時半オストラバのホテル

を出発して５時間近いバス移動により、

チェコの中央部農村地域にあるプジビス

ラフという町に到着。ここでチェコの義

勇消防のシンボル的施設である消防博物

館を視察。この施設は、一部国の助成は

あったもののもっぱら1976年から1980年

までのチェコ義勇消防隊員延20万時間の

労働奉仕によって建設されており、チェ

コ消防の歴史を物語る各種の装備や記録

の展示のほか、消防隊員に対する勲章の

授与式や結婚式も行われるという立派な

会議室も併設されている。さらに施設の

維持費は、入館料のほかもっぱら全国の

義勇消防隊員の寄付によってまかなわれ

ているとのことであった。チェコの義勇

消防博物館の中庭で

会議場（消防士の勲章授与式にも使用）

消防隊員の心意気がにじみ出る施設であ

った。

【プラハ市ドルニー・メホロゥピ義勇消防

署視察】（７月24日）

プラハ市郊外のドルニー・メホロゥピ

消防署を訪問。ボランティアのみで運営

している義勇消防署である。現在18～60

歳の58人（内女性２名）の消防隊員と４

～16歳の青少年消防隊員30人が在籍して

いる。また、ＯＢ消防隊員も記録要員と

して活躍している。災害出動は、プラハ

市内全域が管轄で指令センターの指令

（携帯メール）を受けて 消防署に集まり

出動している。消防車は４台あり、3.5

トンタンク付のポンプ車に隊員６人、９

トンタンク車に隊員２～４人で出動して

いる。消防車の１台はオストラバのオリ

ンピックに参加中であった。出動件数は、
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Ａ：一部プラハ市からあるが、ほとんど地

域の寄付で維持している。

Ｑ：普段の活動はオストラバのオリンピッ

クの競技で実施しているようなことを

するのか。

Ａ：競技でやっていたことをする。子供達

もそうだ。

年間に火災・事故等に50～80回、毎週１

回の訓練を行っている。

消防署の建物は、2002年のヴルタヴァ

川の氾濫で地下鉄が浸水した時、この署

の隊員が10日間排水作業を行ったご褒美

として特にプラハ市が建設してくれたと

のことであった。青少年消防隊の育成に

も熱心に取り組んでいた。そのメンバー

は４才から16才までであった。

【質疑応答】

Ｑ：消防隊員は58人おられるが常時誰かが

勤務しているか。

Ａ：常時勤務はいない。指令（携帯メール）

を受けて集まり出動している。

Ｑ：年間の報酬、出動手当等はあるか。

Ａ：ない。誇りが我々の褒美である。

Ｑ：年金は有りますか。

Ａ：ない。

Ｑ：義勇消防隊への入隊希望者はあるか。

Ａ：沢山いる。

Ｑ：入隊条件がありますか。

Ａ：消防学校で一定の教育を受ける。

Ｑ：子供達の指導は誰が行うのか。

Ａ：私達消防隊員が指導している。

Ｑ：施設の維持費は誰が負担しているか。

車庫内での質疑

車庫内での質疑

義勇消防署前にて

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９月９日（水）11時から、日本消防会館５階第２会議室で「全国消防殉職者遺

族会理事会が開催されました。

◇平成21年度第１回理事会

議　事

（１）報告事項

平成20年度事業報告及び収支決算並びに監査報告

（２）第28回全国消防殉職者慰霊祭の開催要領

（３）その他

新理事のご出席のもとに議事について説明があり、了承されました。

また、理事会の閉会後、屋上の全国消防殉職者慰霊碑を参拝しました。

「全国消防殉職者遺族会理事会」を開催
財団法人　消防育英会
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東京ディズニーシーにて

参拝後、バスに乗り、「東京都葛西臨海

水族園」へ向かいました。「葛西臨海水族

園」は、水族館としては、東日本で一番人

気と言われており、夏休みということもあ

って、来園者で賑わい、まるで、東京湾に

浮かんでいるようなガラスドームを入る

と、正面奥の「大洋の航海者」の2,200ト

ンのドーナツ型水槽で郡泳するマグロ達

に、皆さんは圧倒された様子でした。また、

世界の海・渚の生物・海藻の林・東京湾の

生物等をながめたり、実際に海の生物にさ

われる場所やペンギンたち海鳥を間近に見

ることができ、見学者一同は驚きと感動の

連続でした。

７月30日（木）、７月31日（金）の２日

間にわたり、北海道・東北・関東・中部地

区の小学校２年生から中学校３年生までの

奨学生13名、保護者10名、県の消防協会等

と事務局からの参加者併せて総勢36名が東

京都内において、『平成21年度消防育英会

奨学生懇談会』が開催されました。

初日は、日本消防協会に集合し、日本

消防会館にある屋上の全国消防殉職者慰

霊碑に参拝しました。

『平成21年度消防育英会奨学生懇談会』を
開催しました

財団法人　消防育英会
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そして、舞浜の宿泊ホテルへ移動し、夕

方六時から、そのホテルの会場で奨学生懇

談会を行いました。

岩田常任参事の挨拶に始まり、今年３月

の春休みに開催されたＢ＆Ｇ（ブルーシー

アンドグリーンランド）財団の『海洋教育

事業・体験クルーズ小笠原』のＤＶＤを鑑

賞しながら（この海洋クルーズに参加した

子供たち数名もこの懇談会に出席していま

す。）、子供たち・保護者の方々といろいろ

と情報交換し、最後にビンゴゲームなどを

行い、楽しく和やかな雰囲気のもと、盛会

のうちに無事終了しました。

葛西臨海水族園にて

情報交換会の様子 ビンゴゲーム大会の様子

第２日目は「東京ディズニーシー」での

課外研修でした。夏休みということもあっ

て、たくさんの人出でしたし、あいにくの

小雨交じりの天候でしたが、何とか地球儀

を背景に、記念撮影をしました。夏とは思

えぬ天気に合羽を羽織ったり、傘をさして

の園内巡りでしたが、美しい町並みに歓声

をあげ、いろいろなアトラクションや船遊

びに喜び、一日中楽しく過ごしました。ま

た、お昼過ぎから、陽が差して気温もあが

り、雨・曇り・晴れを一日で体験できた面

白い課外研修だったと思います。

おかげさまで無事に終了し、参加された

皆様から、今回の感想を綴った手紙などが

届いています。
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平成21年安全功労者内閣総理大臣表彰式
去る７月１日（水）内閣総理大臣官邸において、麻生太

郎内閣総理大臣、中村博彦総務大臣政務官、岡本保消防庁
長官などご臨席のもと、盛大に挙行されました。
安全功労者内閣総理大臣表彰は、毎年７月１日を「国民

安全の日」とし、「国民一人ひとりがその生活のあらゆる面
において、施設や行動の安全について反省を加え、その安
全確保に留意し、これを習慣化する気運を高め、産業災害、
交通事故、火災等国民の日常生活を脅かす災害の発生の防
止を図る」という趣旨に基づき、行われているものです。

平成21年度安全功労者・消防功労者総務大臣表彰式
去る７月６日（月）ホテルルポール麹町「マーブル」にお
いて、佐藤勉総務大臣、岡本保消防庁長官、片山虎之助日本
消防協会・日本防火協会会長、長澤純一日本消防設備安全セ
ンター理事長などご臨席のもと、盛大に挙行されました。
安全功労者総務大臣表彰は、国民安全の日の趣旨により、

消防職団員以外の個人・団体を受賞対象としています。昨
年までは、消防庁長官表彰として行われてきましたが、民
間における安心・安全への取組を更に推進するため、本年
度より総務大臣表彰として行われることになりました。
消防功労者総務大臣表彰は、「国民の生命、身体、財産を

災害から防護するため、郷土愛護の精神に基づき、消防活
動、火災予防思想の普及等に献身的に尽力している消防団
員及び婦人（女性）防火クラブ員の士気高揚を図る」こと
を目的として、昭和63年から行われているものです。

（※役職は７月６日現在のものです。）

安全功労者・消防功労者表彰式の開催
総務省消防庁　総務課

安全功労者内閣総理大臣表彰受賞者（消防関係）

消防功労者総務大臣表彰受賞者（消防団員）

消防功労者総務大臣表彰受賞者（婦人（女性）防火クラブ員）

安全功労者総務大臣表彰受賞者（団体）安全功労者総務大臣表彰受賞者（個人）

平成21年安全功労者内閣総理大臣表彰受賞者（消防関係）
個人３名、団体３団体

平成21年度安全功労者総務大臣表彰受賞者
個人22名、団体18団体

平成21年度消防功労者総務大臣表彰受賞者
消防団員７名、婦人（女性）防火クラブ員８名
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1.総出火件数は1万4,127件、前年同期比1,857件
の減少
平成21年（１月～３月）における総出火件数は

１万4,127件で、前年同期と比較しますと、1,857
件（11.6％）の減少となっています。
これは、おおよそ１日あたり157件、９分に１

件の火災が発生したことになります。
これを、火災種別ごとにみますと次表のとおり

です。

2.火災による死者は101人の減少、負傷者は326
人の減少
火災による死者は699人で、前年同期と比較し

ますと101人（12.6％）の減少となっています。
また、火災による負傷者は2,323人であり、前

年同期と比較しますと326人（12.3％）の減少と
なっています。

3.住宅火災による死者（放火自殺者等を除く）は
433人で、60人の減少
建物火災における死者539人のうち住宅（一般

住宅、共同住宅及び併用住宅）火災における死者
は484人であり、さらにそこから放火自殺者等を
除くと433人で、前年同期と比較しますと60人
（12.2％）の減少となっています。
また、建物火災の死者に占める住宅火災の死者

の割合は89.8％で、出火件数の割合60.0％と比較
して非常に高いものとなっています。

4.住宅火災による死者（放火自殺者等を除く）の
6割以上は高齢者
住宅火災による死者（放火自殺者等を除く）

433人のうち、273人（63.0％）が65歳以上の高齢
者であり、前年同期と比較しますと48人（15.0％）
の減少となっています。
また、住宅火災における死者の発生した経過別

死者数を、前年同期と比較しますと、逃げ遅れ
268人（43人（13.8％）の減）、着衣着火28人（２
人（7.7％）の増）、出火後再進入10人（３人
（42.9％）の増）、その他127人（22人（14.8％）の
減）となっています。

5.出火原因の第1位は「放火」、続いて「たばこ」
全火災１万4,127件を出

火原因別にみると、「放火」
1,820件（12.9％）、「たばこ」
1,481件（10.5％）、「こんろ」
1,304件（9.2％）、「放火の
疑い」1,283件（ 9 . 1 ％ ）、
「ストーブ」808件（5.7％）
の順となっています。
また、「放火」及び「放

火の疑い」を合わせると、
3,103件（22.0％）となって
います。

6.住宅防火対策への取組
平成16年６月には、すべ
ての住宅に住宅用火災警報
器等の設置及び維持を義務※第１期（１月～３月）、第２期（４月～６月）、第３期（７月～９月）、第４期（10月～12月）

平成21年（1月～3月）における
火災の概要（概数）

総務省消防庁　防災情報室



21

付ける旨の消防法の改正が行われました。新築住
宅については平成18年６月１日から、既存住宅に
ついては市町村条例で定める日からそれぞれ義務
化が適用開始となります。既存住宅について既に
義務化されている地域もありますが、平成23年６
月までには全国で義務化されることになります。
しかし、住宅火災による死者数を低減させるため
には、住宅用火災警報器等の設置・維持義務が適
用開始されることを待つことなく、できるだけ早
い時期に設置することが重要です。
また、平成20年12月には「住宅用火災警報器設

置推進会議」を開催し、同会議において、あらゆ
る主体が総力を結集して、住宅用火災警報器の設
置推進を国民運動的に取り組むべきであることを
示した「住宅用火災警報器設置推進基本方針」及
び「住宅火災死者の半減を目指して緊急アピール」
が決定され、今後は、基本方針に基づいた早期普
及に係る取組を強力に推進することとしています。
これらのほか、平成20年度は、広報、普及・啓

発活動の積極的な推進に資する住宅防火対策推進
シンポジウムを全国11か所で開催したほか、政府
広報によるテレビでの広報活動、秋・春の全国火
災予防運動等の機会をとらえ報道機関や消防機関

等と連携した普及啓発活動を行うなど、住宅用火
災警報器等の早期設置促進活動を行いました。

7.放火火災防止対策への取組
放火及び放火の疑いによる火災は3,103件で総

出火件数の22.0％を占めています。
消防庁では、ソフト対策としては、春・秋の全

国火災予防運動において放火防止対策に積極的に
取り組むよう消防機関に通知し、全国で放火火災
防止対策戦略プランに基づきチェックリストを活
用した自己評価による「放火されない環境づくり」
を目指した取組が進められています。
また、ハード対策としては、放火行為の抑制に

効果が期待される放火監視機器の開発・普及を促
進するため、「放火監視センサーを用いた放火監
視機器に係る技術上のガイドライン」の策定を行
うとともに、現在、全国５地域に放火監視機器を
設置し、効果の検証を行っています。

8.林野火災への取組
林野火災の件数は528件で、前年同期と比較し

ますと292件（35.6％）の減少となりますが、延
べ焼損面積は272haで、前年同期と比較しますと4

8 ha（21.3％）の増加
となっています。
本年に全国各地で大
規模な林野火災が続発
したことから、「林野
火災に対する警戒強化
及び空中消火の積極的
な活用について（平成
21年４月15日付消防特
第69号、消防応第138
号）」を発出し、入山
者や林業関係者等に対
する火気の使用に関す
る積極的な注意喚起及
び警戒強化、ヘリコプ
ターによる空中消火の
積極的な活用について
通知しました。
また、林野庁と共同
で林野火災が多発、増
加する３月１日から７
日までを全国山火事予
防運動の統一実施期間
とし、平成21年は「見
直そう森の恵みと火の
始末」という統一標語
のもと、様々な広報活
動を通じて山火事の予
防を呼びかけました。
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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」において開催された第61回

日本消防協会定例表彰が盛大に挙行され、

日本消防協会片山虎之助会長より永年の念

願でありました特別表彰「まとい」を受章

しました。

この栄誉ある章を全国の消防団の中から

受章できましたことは、我々消防団はもと

より、本市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。

この度の、栄えある受章もひとえに、市

民の皆様の消防団に対するご理解とご協

力、また日本消防協会、岐阜県消防協会並

びに消防関係者各位のご支援、そして美濃

加茂市消防団の長い歴史と輝かしい伝統の

中で、日夜努力を重ねてこられた先輩諸兄

の功績の賜物と感謝しております。

また、消防の使命達成に精励した消防団

員を支えてこられたご家族のご理解・ご協

力に心よりお礼申し上げます。

この、特別表彰「まとい」受章を記念し

て、平成21年２月22日に県消防協会関係者

をはじめ、歴代消防団幹部、消防関係職員

の皆様など150名余のご臨席を賜り、特別

表彰「まとい」受章祝賀会を開催し受章の

喜びを分かち合いました。

今後は、この「まとい」受章の栄誉を誇

りとして、消防団員が一丸となって安全で

安心して住めるまちを目指し、より一層消

防団活動に誠心誠意努め、決意を新たに精

進を重ねてまいります。

美濃加茂市の紹介
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

美濃加茂市は、岐阜県の中南部に位置し、

面積74.81平方キロメートル、人口は５万

５千人余りで、木曽川と飛騨川が合流する

ところにあります。飛騨木曽川国定公園の

景勝地としても知られ、奇岩怪石が作り出

す渓谷美と８ヶ所の早瀬を通り抜けるスリ

リングで爽快な気分になれる約13キロメー

トルの日本ライン下りと、昭和30年代前半

の山里を再現した体験型テーマパーク（日

本昭和村）が知られています。また古くは

中山道太田宿として栄えてきました。

現在は、東海環状自動車道や国道21号、

41号、248号、418号線などの幹線道路網や

特別表彰「まとい」を受章して 

岐阜県美濃加茂市消防団　団長　尾石　文雄 

「安全で安心して住めるまち  
美濃加茂市」を目指して 

「安全で安心して住めるまち  
美濃加茂市」を目指して 

「安全で安心して住めるまち  
美濃加茂市」を目指して 

しょうがわ 



ＪＲ高山線、太多線、長良川鉄道の鉄道網

により、交通の要として中濃地域の中核と

なる都市を形成しています。

美濃加茂市消防団の現況
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

美濃加茂市消防団は、昭和31年に結成さ

れ50周年を迎えました。現在、１本部８分

団と消防音楽隊の293名（条例定数293名）

で構成され活動しています。

また、消防資機材としては、司令車１

台・消防ポンプ自動車８台・小型動力ポン

プ付積載車17台を配備しております。

美濃加茂市消防団の活動
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

消防団の活動は、毎年４月１日の幹部会

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、４月の幹部教養訓

練・団員の教養訓練、６月には消防操法大

会・消防団競練会、８月に岐阜県操法大会、

年末夜警、消防出初式、その他各種行事の

警備にあたっています。

特に当消防団は、消防の基本である操法

訓練に力を注ぎ、県消防操法大会では常に

優秀な成績を残しており、全国大会への出

場を果たしております。

また、消防団競練会ではグラウンド全体

を災害現場と想定して障害物や倒壊家屋な

どを設置し、救助・消火活動を行う実践的

な操法を行っており、消防技術の向上を図

っています。

そのほか、年間を通し地域の自主防災組

織などの防災訓練を行い、地域の防火防災

意識の向上を図るとともに、春秋の火災予

防運動を展開し、「安全で安心して住める

まち」を目指して活動しております。

おわりに
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

美濃加茂市では、団員確保が深刻な問題

となっております。定数割れとはならない

までも、団員のサラリーマン化や市外勤務

の団員が増え、昼間の出動可能率も年々減

少しております。しかし、東南海・南海地

震が危惧される中、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、防災

を含め災害防除に努めることが重要と考え

ております。地域防災の要として、消防・

防災活動に精励することで、地域の期待に

応えたいと考えております。

最後に、この栄誉ある受章にあたり、格

段のご高配とご尽力を賜りました日本消防

協会をはじめ、岐阜県消防協会、消防関係

各位の皆様に衷心よりお礼申し上げますと

ともに、今後益々のご発展とご健勝を祈念

し、特別表彰「まとい」受章にあたりまし

ての挨拶とさせていただきます。

23
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1.  東広島市の紹介
東広島市は、広島県のほぼ中央に位置し、

人口18.2万人、東西29.5袰、南北41.5袰、
面積635.32裄で、広島県の約7.5％を占めて
います。
地勢は、標高は北に高く、南に低い地域
のため、冬季の気温、積雪量に差は見られ
ますが、全体としては比較的温和な気候で
す。
市の中心部と県内の主要都市とは、直線
距離で概ね60袰以内の距離にあり、県内各
方面からのアクセスが良好な立地条件にあ
ります。広島空港へも近く、新幹線や高速
道路等の高速交通網も充実しています。
広島大学の統合移転を機に学園都市建設
が進められており、広島中央テクノポリス
の建設と併せて官民の学術研究機関の集積
や企業立地も進むことで都市として大きく
成長を遂げました。
また、冷涼な気候と名水に恵まれ、日本
三大名醸地の一つである酒造りの町として
栄えた歴史を持ち、西条駅前の酒蔵通りに
は白壁やなまこ壁の酒蔵が軒を連ねる風情
ある町並みが続きます。毎年10月上旬に開
催される「酒まつり」には、全国約900銘
柄の日本酒
が 集 め ら
れ、昨年は
県内外から
22万人の観
光客が訪れ
ました。

2.  東広島市消防団の組織体制
平成17年の市町村合併を機に、それまで

の１市５町の消防団が統合され、新たな東
広島市消防団が発足しました。団組織とし
ては１消防団本部、10方面隊、46分団で編
成しており、消防団本部は団長及び各方面
隊を統括する副団長４名で構成していま
す。団員数は、平成21年４月１日現在、定
数1,637人に対し1,618人で充足率98.8％と
なっています。
また、分団ごとに格納庫を設置しており、

ポンプ車９台、可搬ポンプ積載車77台を配
備しています。

3.  消防団の活動
災害時の活動としては、常備消防と連携

した消火活動や要員動員力を生かした行方
不明者探索はもちろん、高潮等の風水害を
はじめとする自然災害への対応に従事して
います。台風や集中豪雨による災害は近年
増加しており、市民の消防団への期待はこ
れまで以上に高まっています。
通常時の活動としては、各方面隊、各分

団を単位としての規律訓練や放水訓練等の
各種訓練、機械器具の点検及び操作訓練、
それぞれの管轄地域の消防水利の確認、地
域のパトロールなどを実施するとともに、
実践応急操法大会の開催や、東広島市総合
防災訓練においては常備消防はもとより警
察機関、自衛隊、自主防災組織などと協力
した災害防除訓練を実施し、本市が広島空
港に近接することから広島空港周辺都市航

広　島 

『ふるさとの安全

～安心できる

暮らしのために～』
東広島市消防団　団長　闍木　昭夫
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空機災害消防相互応援協定に基づき航空機
事故消火救難総合訓練に参加し、周辺消防
機関と連携した災害対応の技術・知識の修
得に努めています。安全管理の面でも消防
団員安全管理セミナーやＳ-ＫＹＴ研修を
通して団員それぞれの安全に対する意識の
向上を図っています。
また、地域の祭における警戒や他にも地
域活動に消防団として積極的に参加してい
ます。このことで、価値観の多様化などに
よって連帯感が希薄化しているといわれる
中、地域コミュニティの活性化の大きな柱
となっているのではないかと思います。

4.  女性消防団員の体制
平成21年４月現在、70人の女性消防団員
が在団しています。合併時に条例定数を増
員して災害弱者のケア等を視野にいれた機
能的な女性分団を創設し、その活動に対し
て、消防庁長官から地域特別表彰を受けま
した。この女性分団は、平成17年度の全国
女性消防操法大会において、広島県を代表
して出場した際は良好な成績を収めており
ます。本市消防団では、女性消防団員も男
性消防団員に混じって訓練・活動を行って
おり、本市消防団の活性化の起爆剤となっ
ています。女性消防団員はきめ細かい配慮
ややわらかい対応などに優れており、今後
もその能力を最大限に活かして住民の期待
に応えるよう、積極的な活動を展開してい
きたいと考えております。

5.  平成21年7月中国・
九州北部豪雨災害

平成21年７月に発生した中国・九州北部
豪雨では中国地方を中心として広い範囲で
降雨による災害が発生しました。広島地方
気象台によると、７月25日午前11時50分ま
での24時間雨量は215.5㎜に達し、本市観
測史上最大の降水量を記録しています。本
市志和町では、未明に土砂崩れにより建物
が押し流されている旨の通報があり、消防
団は県警、常備消防と連携して救助活動に

あたった結果、残念ながら１名の犠牲者が
出てしまいましたが、２名の被災者のうち
１名を救出することが出来ました。豪雨災
害のおそろしさを改めて痛感した次第であ
ります。

6.  おわりに
東広島市消防団はこれまで様々な課題を

解決しながら歩みを進めてきました。その
推進力の源泉となったのは、「自分たちの
地域を自分たちで守る」という消防団員の
「郷土愛護」の精神であり、各消防団員は、
それぞれの地域に密着した安心・安全の担
い手として、市民から大きな信頼を得てき
ました。
昨今、全国の多くの消防団と同様に、本

市消防団においても農村部における昼間の
団員の確保など、社会情勢の変化等に伴う
課題への対応が求められていますが、地域
の幅広い層の住民が、消防団に入団しやす
く活動しやすい環境づくりを推し進めるこ
とで、消防団の更なる充実強化・地域防災
力の充実につなげ、「郷土愛護」の精神を
堅持していきたいと考えています。
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1.  新上五島町の紹介
新上五島町は、長崎市の西方約80袰、五島

列島の北部に位置し、コバルトブルーの美し
い海に囲まれ、７つの有人島と60にも及ぶ無
人島から構成された人口約24,000人の町です。
本町は、平成16年８月１日に、若松町、上

五島町、新魚目町、有川町、奈良尾町の５町
が合併し誕生しました。
南北に細長い島となっており、白砂をたた

えた多くの自然海浜が存在し、海蝕崖など、
複雑で変化に富んだ地形が特色になってお
り、東海岸断崖の男性的な眺望と、西海岸に
広がる若松瀬戸の景観は非常に美しく、海と
山の豊な自然を擁する本町はその大部分が西
海国立公園に指定されており、～つばき香り
豊な海と歴史文化を育み自立するしま～を合
言葉に、魅力あふれるまちづくりを目指して
います。
本町には、遣唐使、倭寇、キリシタンなど

幾多の歴史、文化遺産が数多く残っており、
町内には29もの教会があります。その中でも
国指定重要文化財に指定されている「頭ヶ島
天主堂」、「青砂ヶ浦天主堂」を含む「長崎の
教会群とキリスト教関連遺産」は、ユネスコ
の世界遺産暫定一覧表に登録されております。
さらに、昨年は地元さつまいもを100％使用

した五島列島初本格芋焼酎「五島灘」が完成
し、休耕農地
の解消、雇用
創出、新特産
品の開発など
多方面に効果
が期待できる
焼酎の完成を
喜びました。

その他にも、こだわりの製法により作られ
る絶品「五島うどん」、豊な海に育まれた新
鮮な海産物を原料に製造されている「水産加
工品」、芳しい香りと高い品質で人気を呼ん

でいる「椿油製品」、遠く
郷里をはなれても、食べ
るたびにふるさとが思い
出される「かんころもち」、
五島の透き通る海をその
まま結晶にした「自然海
塩」、捕鯨の歴史を今に伝
える「鯨肉料理」などの
特産品があります。

2.  新上五島町消防団の紹介
我が消防団は、平成16年８月１日の市町村

合併に伴い、若松・上五島・新魚目・有川・
奈良尾の５カ町の消防団がひとつになり、
「新上五島町消防団」として新たに発足しま
した。
団員数は女性団員４名を含む965名（平成

21年４月１日現在）、旧５カ町の消防団を地
区隊として位置づけ、１本部、５地区隊、57
分団で活動しております。
また、災害現場での消防活動を迅速かつ効

果的に行うため、５つの地区隊に地区隊長職
を設けており、それぞれの地区を隊長が指揮
し、新上五島町消防団全体を消防団長が統括
しています。
本町は、世界で最初の洋上タンク方式を採

用した原油備蓄基地である「上五島国家石油
備蓄基地」を保有しており、日本国内で消費
される石油７日分に相当する約440万 を貯蔵
する能力を持っております。
関係機関と連携を取り、安全対策には最善

「地域に根ざす

消防団づくり」

新上五島町消防団　団長　本村　吉郷

長　崎 

新上五島町風景

本格芋焼酎「五島灘」
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を尽くしてい
るところです
が、大量の原
油を蓄えてい
る備蓄基地に
とって、小さ
なトラブルで
も大規模災害
につながる恐
れがあるため、万が一の事故に備えるために
も我が消防団は消防施設などを積極的に整備
しており、消防車両については、消防広報車
１台、消防緊急指令車５台、照明車１台、水
槽付消防ポンプ自動車２台、消防ポンプ自動
車10台、小型ポンプ付積載車55台、軽ポンプ
付積載車１台を配備しています。
消防団員は、自営業、漁業、建設業など多

岐にわたる職業に従事しながら、いざ火災な
どの災害が発生したとき「自分たちの町は自
分たちで守る」という郷土愛護の精神で、防
ぎょ活動に従事し、町民の生命、身体、財産
を守っております。
このため、訓練、研修会、会議などの消防

団活動を精力的に実施し、団員の技術力精神
力などを向上させながら災害に備えており、
活力に満ちた魅力ある消防団と自負しており
ます。

3.  新上五島町消防団の活動
我が消防団は、火災や風水害での出動はも

とより、行方不明者の捜索や花火大会などの
イベント警戒、年末警戒などそれぞれ地域に
根ざした町の防火防災の要として重要な役割
を担っております。
また、長崎県消防学校へ団員を派遣するな

ど他市町消防団との交流や消防団員の資質の
向上に努めているとともに、離島の特性とし
て頻繁に本土へ団員を派遣することが叶わな
い事から、年に５回、長崎県消防学校教官２
名に泊り込みで来町していただき「現地訓練」
と称して団員を招集し訓練指導を実施してい
ただいております
また、春・秋の火災予防運動期間中は、機

械器具点検・カマド点検・消火栓取扱説明
会・防火パレードなど、火災予防啓発活動を
実施し、地域住民の火災予防意識の向上に努
めています。

年初めには
恒例の消防出
初式を挙行し
ております。
出初式は、

各５地区の持
ち回り方式で
場所を決定し
ており、今年
で新団発足後５地区一巡を終えております。
式典の中で各種表彰を行うほか、機械器具点
検、分列行進を実施し、最後に港岸壁での勇
壮な放水演習で幕を閉じます。
今後も、この美しい自然に囲まれた地域と

そこに住む人々を守るため、関係機関と連携
しながら、組織力の強化と団員一人ひとりの
スキルアップに努めてまいりたいと思いま
す。

4.  おわりに
新上五島町消防団は、消防団長・地区隊長

の指揮のもと、全分団が連携を密にして、火
災・風水害・地震に対する防火防災活動を展
開し、被害を最小限に抑えるため、昼夜を問
わず日々さまざまな活動に取り組んでいま
す。
火災はもとより、風水害や地震などの自然

災害の際には、消防団の存在が必要不可欠で
あり、消防団活動の担う責務は非常に大きい
ものです。
町民の生命と財産を守り、「安心安全なま

ちづくり」を目指し、町民の信頼を得る存在
であり続けるために、今後より一層、平常時
から規律を重んじ、鍛錬を怠ることなく、不
断の努力を重ねて参ります。

上五島国家石油備蓄基地全景

消防出初式　「式典」

消防出初式　「放水演習」
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の終焉の地となった「鮫ヶ尾城跡」など歴

史の宝庫で、新井南部地域には、自慢の棚

田風景が広がり、自然体験が満喫できます。

また、妙高地区では、採りたての新鮮な高

原野菜を楽しむことができます。そして、

観光・温泉といえば妙高高原地区。妙高市

には、さまざまな魅力がいっぱいです。

2.  妙高市消防団の概要
妙高市消防団は、合併により旧３市町村

の消防団が統合して発足し、旧市町村単位

での方面隊に編成し、現在、１本部・３方

面隊36分団51部１班・３女性部・２ラッパ

隊体制、定数1,120名、実員1,046人（うち

女性団員17名）で構成され、装備はポンプ

自動車13台、小型ポンプ積載車46台、本部

車２台、指令車３台を配備しています。

各方面隊には方面隊長・副方面隊長を１

名選任し、また、分団長を本部付けとして、

訓練部・技術部・予防部に振り分け、各部

の担当副団長には方面隊長、補佐に副方面

隊長を、各部長・副部長は分団長の中から

互選し、団運営を行っています。

3.  妙高市消防団の活動
消防団の活動は、毎年４月の第１土曜日

に開催する分団長会議において、年間計画

1.  妙高市の概要
妙高市は、平成17年４月１日に、古くか

ら自然・歴史・文化・産業などでつながり

の深い「新井市」「妙高高原町」「妙高村」

の１市１町１村が合併し、誕生しました。

人口は約36,900人、面積は445.52裄で、新

潟県の南西部に位置し、北は上越、西は糸

魚川、南は県境として長野県に接していま

す。

地域全体の約８割が森林で、西部には、

越後富士と称される秀峰「妙高山」に代表

される標高2,000～2,500ｍの山岳が峰を連

ね、山麓一帯は上信越高原国立公園に指定

され、雄大な自然の景観と四季折々の変化

に富み、湧出量豊富な温泉やたくさんのス

キー場など観光地を抱えています。

新井北部地域は、斐太遺跡をはじめとし

て、万五郎古墳や大河ドラマ「天地人」ゆ

かりの地で上杉三郎景虎が自刃し御館の乱

地域の信頼と

負託に応えられる

消防人を目指して
妙高市消防団　団長　渡邉　晃

新　潟 
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を決定し、この計画に基づいて活動します。

年間で６回（新井方面隊３回、妙高高原

方面隊１回、妙高方面隊２回）実施する駆

付訓練は、地域の自主防災組織と連携を図

りながら、住民の緊急伝達訓練や避難訓練、

初期消火訓練も併せて実施しています。

６月下旬に実施する市操法大会は、県消

防大会ポンプ操法競技会への出場チームを

決定するため、各方面隊の操法予選会で優

勝したチームにより争われ、正確で俊敏な

操法競技を繰り広げています。

７月上旬に実施する山岳遭難救助訓練

は、山岳地帯を抱えている地域特性により、

春や秋の山菜シーズンにおいて、遭難者が

特に多く発生していることから、警察・消

防本部等との連携の強化を図っています。

火災予防活動では、春と秋の予防運動期

間中、防火啓発チラシを団員により全戸配

布するとともに、今年は一般家庭における

住宅用火災警報器の設置状況の確認を行

い、早期設置を促進する普及・啓発活動を

展開しています。

その他では、日頃の訓練成果の披露と団

員の士気高揚を図る消防団総合演習、林野

火災や遠距離送水を想定した直結中継放水

訓練など、様々な活動を行っています。

女性部（女性団員）では、駆付訓練時に

併せて心肺蘇生訓練を実施しており、寸劇

を取り入れた説明は、住民や消防署員から

も好評を得ています。

また、応急手当普及員の有資格者が消防

職員の助手となり、市民を対象とした普通

救命講習会で指導するとともに、市総合防

災訓練時には消火器による初期消火訓練の

指導も行っています。

4.  おわりに
近年、災害の複雑化や大規模化が進み、

予測しがたい被害が発生するなど、地域か

らの消防に寄せる期待は、大きなものとな

っております。

当消防団におきましても、社会環境の変

化や一部山間地の過疎化の影響等により、

例外なく団員の確保が難しくなってきてい

るのが実情です。

このため、３年毎に分団・部の統廃合を

含めた組織の見直しを行い、消防団に求め

られている「組織力」や「機動力」の確

保・維持に努めています。

今後も、消防人としてこれまで以上に団

結を固め、地域の信頼と負託に応えられる

よう、更なる努力・精進を重ねて、地域の

防災力向上に邁進していきたいと考えてい

ます。
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1.  室戸市の概要
四国の中でも雄大な太平洋に面し、バナ

ナの形をしている高知県、その東端で太平

洋に向かって鋭く突き出した逆三角形の地

が我が室戸市で、東西18.6袰、南北27袰、

三角形の両線53.3袰は国道55号線が海岸線

沿いに続いています。

室戸市は昭和34年、佐喜浜町、室戸岬町、

室戸町、吉良川町、羽根村の旧５ヶ町村が

合併して発足し、総面積248.30裄市内に大

きな川はなく山地がほとんどを占め、その

利用状況は農地1,120ha（4.5％）、森林

21,545ha（86.7％）となっています。

そして産業は海との関わりが深く、古く

は土佐古式捕鯨発祥の地として栄えました

が、やがて明治後半になると、鯨が近海か

ら姿を消したため、漁場は南氷捕鯨へと移

り変わり、泉井守一氏（大洋漁業取締役砲

手）など、世界的にも有名で優れた多くの

砲手を輩出してきました。

この後、漁業は捕鯨からカツオ漁業、鮪

漁業と続き、昭和48年には大型鮪船131隻

が出漁し、261億円を釣り上げましたが、

第一、第二石油ショック、ならびに200カ

イリ問題が原因で、平成20年には隻数19隻

40億円と隻数･漁獲高とも減少し、室戸市

の基幹産業は大きな打撃を受けました。

合併当初30,500人（昭和34年）だった人

口も17,000人（平成21年）となり、それに

比例して消防団員も不足してまいりまし

た。

2.  消防団の紹介
室戸市消防団は、昭和34年３月室戸市発

足にともない旧５ヶ町村の10ヶ分団を以て

室戸市消防団を結成し、団員数294名で、

消防自動車10台、小型ポンプ付積載車３台、

防災用積載車10台、小型ポンプ24台を保有

しています。

昭和62年２月には特別表彰「まとい」を

受賞いたしました。

3.  災害への対応
室戸は自然災害に晒され台風銀座として

も有名です。

〈昭和の三大台風〉

昭和９年･室戸台風 911.6hpq 風速45m

昭和20年･枕崎台風 916.3hpq 風速75.5m

昭和34年･伊勢湾台風 961hpq 風速27.7m

（室戸岬観測数値）

高　知 

室戸市消防団　団長　太田　博久

｢時代で変わる自然災害｣
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両13台、救急隊８名と車両３台、６分団

130名が出動し、住民の避難誘導や救助に

努めました。

また、高波により車内や住宅内で逃げ遅

れた人の救出など、短時間のうちに広範囲

にわたり発生した被害には、対応しきれず

苦慮しました。

室戸岬町では、防潮堤が約30ｍにわたり

損壊し、その一部が集合住宅を直撃したた

め３名の死者を出しました。その他にも室

戸市では、負傷者４名をはじめ、甚大な被

害を受けました。

5.  おわりに
自然災害は住

民に災害に対す

る認識をもって

もらうことが最

も重要です。

近年、東南

海・南海地震の

発生が危惧され

ており、発生す

れば、揺れによる被害はもちろん、数分の

うちに襲来する津波も脅威となります。

室戸市では、自主防災組織を平成11年か

ら72組織立ち上げ、特に沿岸部は全域をカ

バーして備えております。

消防団に対する期待も大きく、関係機関

や団体との連携を強化し、団員一丸となっ

て消防、防災に努めていきたいと思います。

ならびに

昭和36年･第２室戸台風　930.4hpq

風速66.7m

昭和38年･台風９号　940hpq 風速60m

昭和45年･台風10号　955hpq 風速

64.3m

これらの台風には、いずれも室戸の名が

関係しております。

昔は家を建てる時は台風の事をまず第一

に考え、柱は太く屋根は漆喰で固め、台風

が来れば自主防衛に努める、これが住民の

防災（台風）意識でした。

最近は地球温暖化の影響で台風の通過コ

ースが変わり危機感が薄れる中、松くい虫

の被害で防風林が全滅したことで、海岸線

に作られた堤防に沿って道路が開通し、い

かにも安全な環境になった様に思われまし

た。

4.  特筆すべきは台風23号
平成16年10月20日、午後３時頃、台風23

号が室戸市を通過しました。

台風の接近に伴い、高波被害が出始め午

前10時には市内２ヶ所で高波により国道が

全面通行止めとなり、午前11時に市は、対

策本部を設置しました。

台風が最接近した午後２時頃には、記録

的な高波が各所で防潮堤を越波し、住宅、

船舶、道路に被害が発生。消防隊28名と車



杵築市は、別府湾に面した所に位置し、

山あり川あり海ありで、時間がゆっくり流

れている風光明媚な街です。近くには、温

泉で有名な別府や大分空港などがありま

す。人口は３万３千人ほどです。最近は

「九州豊後路の小京都」と呼ばれ、「ひいな

めぐり」「お城まつり」「祇園祭」「天神祭」

など、たくさんの行事があり、多くの観光

の方々でにぎわっています。江戸時代より

城下町として栄え、今でも多くの武家屋敷

や土塀、石畳の坂道が残されています。

私たち女性消防団は、平成13年に発団し、

当初は30代～40代の10名で構成されていま

したが、現在は９名で活動しています。

１月には出初式の参加がありますが、そ

の為の夏季訓練、秋季訓練

等、発団当初は何もわから

ず、ゼロからのスタートで

した。入団直後に県の消防

学校に行き、敬礼動作や号

令のかけ方、かけ足の仕方

等の訓練礼式をはじめ、煙

と暗闇の中での避難体験訓

練を受けました。日常生活

では味わえない貴重な体験

でした。消防学校で基本を

習ったあと、出初式参加の

訓練を地元の消防職員から受けました。

「気をつけ」「右へーならえ」などの号令は

聞き慣れていますが、「かしらー中」「整列

ー休め」などの言葉に慣れるのには苦労し

ました。訓練はとても厳しく、基本の姿勢

（気をつけ）の手の位置、指の方向、まわ

れ右のスムーズな動き等々、見る事聞く事、

不慣れでパニックになるのもしばしばでし

た。初めての出初式を迎えるまで何回か訓

練を受けましたが、「前に出て頭が真っ白

になったらどうしよう。」と不安でいっぱ

いでした。当日は何とか訓練どおりの動作

ができ、間違えることなくクリアできホッ

としましたが、今でも夏季訓練、秋季訓練

が始まる前は緊張の連続です。
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杵築市消防団　杵築方面隊女性部長

藤松　美潮

シンフォニー（大分県）
「ゼロからのスタート

～女性消防団員として」



女性消防団員独自の大きな任務の一つ

が、「ひとり暮らしの高齢者訪問」です。

消防職員のご指導のもと、毎年春と秋の火

災予防週間中に行政担当職員と私たち団員

２人１組で訪問させていただいています。

日頃ご自宅を訪問してくる人が少ない方

は、「待ってました」とばかりに話しはじ

め、単なる話し相手になってしまうことも

度々ですが、「ご苦労様、ありがとう。」の

一言で心が温まります。最近は、デイサー

ビスに通っている方が多く、訪問しても会

えずにチラシをポストに入れて帰る事もし

ばしばです。高齢者の方々の行動が確認で

きないので、地区の民生委員さんに協力を

いただき、一緒に回ってもらうようにでき

れば、たくさんの方とお会いできるのでは

と思っています。

全国女性消防団員活性化大会には毎年参

加させていただいています。九州管内の場

合は可能な限り全団員で、それ以外の遠方

の場合は２～３人で参加しています。各家

庭の子どもたちもこの８年の間に大きくな

り、全員が全国大会を経験できました。年

に一度開催される県下女性消防団の集いに

も毎年参加していますが、各市町村の団員

さんからの活動報告を受けると、とてもい

い刺激になります。自分たちでは考えつか

ない事や変わった活動などの話を聞き、参

考にさせてもらい後方支援の枠を広げたい

と思います。

私たちの今後の目標は、現在行っている

事を継続することはもちろんですが、救急

救命講習の連続受講や、幼稚園・保育園へ

の防火訪問を行い、「火の用心」の大切さ

を老若男女を問わず、地域住民に啓発して

いくことです。直接火災現場に出動し、ポ

ンプ操法を行うことは現在ありませんが、

地域の方々に密着し、今まで以上に後方支

援という立場で積極的な活動をしていきた

いと思います。

現在、女性団員は９名と多くありません

が、貴重で大切な仲間と消防を通じて出会

えた事に感謝しています。
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私達の住む登米市は、平成17年４月の市

町村合併により９町が合併して誕生し、人

口約87,000人を有します。地勢は西部が丘

陵地帯、東北部が山間地帯でその間は広大

で平坦肥沃な登米耕土を形成し、県内有数

の穀倉地帯となっており、宮城米「ササニ

シキ・ひとめぼれ」の主産地として有名な

地域です。

消防団については、合併時は現行（９町

消防団）のまま新市へ引継ぎ、協議を重ね、

平成19年４月『登米市消防団』として１団

９支団の組織が誕生しました。現在の団員

数は1,695名（条例定数2,053名）となって

います。

女性団員については、現在米山支団25名、

迫支団11名、東和支団３名、石越支団１名

の計40名で防火防災意識の普及啓発を目的

とした広報活動や災害時における情報収集

活動や後方支援活動を主業務としていま

す。

私が所属する登米市消防団米山支団女性

団員は平成17年になんでもやってみたい、

興味があるというパワーいっぱいの15名の

仲間で発足し、現在25名で活動しています。

発足当時からの活動である春と秋の火災予

防運動では、運動期間中の３日間地域内の

交差点に立ち、私達25名の他、消防団幹部

又は署員の方々に協力をいただき「火の用

心」の桃太郎旗を掲げ、ドライバーの方々

への防火意識高揚のため、街頭広報を行っ

ています。また、定期的な活動としては、

毎週日曜日に４名ずつ輪番で広報車に乗

り、女性ならではの美声（？）で防火防災

意識の啓発を行っています。

平成19年には24時間の応急手当普及員講

習を受講しました。25名全員が主婦であり、

日中は仕事を持っているため、数日間にお

ける講習はとても厳しいものがありました

が、指導いただいた署員の方々の根気強さ

と優しさ（？）のおかげで１名も欠けるこ

となく資格を取得することが出来ました。

資格を取得してからは署員と共に救命救急

講習時や自主防災組織訓練時における講師

として、また有事の際に即時対応ができる
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登米市消防団　班長

鈴木　すず江

シンフォニー（宮城県）

「おらほの女性団員」
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よう努力しております。

防災訓練時には軽可搬ポンプによる放水

を担当し、全員がポンプの操作やホースの

取扱いが出来るようにしています。市の消

防団演習時には小隊訓練を行いましたが、

簡単にはいかないもので、25名全員の動き

がなかなか合いません。お互いに「もっと

足を上げてゆっくり歩ったほうがいいんで

ねえの」とか「手の振りの高さを揃えた方

が見てきれいだよね

～」などと人の振り見

て我が振り直せの精神

での厳しい訓練でし

た。その結果、さすが

本番に強い米山の女性

団員、男性団員にも負

けぬ一糸違わぬ動きを

披露し、動作がビシっ

と揃った時は「おー

っ！」と歓声があがり、

指揮者を務めた私も爽

快でした。

今後、私達の住

む宮城県において

は、『宮城県沖地震』

が高い確率で発生

すると予想されて

おり、災害はいつ

発生するかわかり

ません。発生した

際には日ごろの訓

練を活かし少しで

も被害を減らすこ

とが出来ればいい

と思います。そし

て、義務感だけで

なく、初心を忘れず負担になりすぎないよ

うに気を配りながら、好奇心旺盛に明るく

元気に、地域に根ざした消防団員として活

動していきたいと思っています。

最後に全国の女性団員の皆様へ、これか

らも私達の活動を支援してくれる家族、地

域、信頼できる仲間に感謝しつつ共に頑張

りましょう！
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今年で５周年を迎える国内唯一の危機管理総合トレードショー。防災・防犯・リスク管理分野
に加え、特設ゾーンには、新たにＢＣＰ（事業継続計画）対策ゾーンを設置する。
また、新型インフルエンザ緊急対策ゾーンには、昨年の３倍以上の会社が集結。国・自治体か

ら企業担当者必見の内容だ。その他、有識者によるスペシャル・カンファレンスや関係機関協力
による併催イベントなど、多彩なプログラムが用意されている。特別併催企画として「テロ対策
特殊装備展」「アスベスト対策環境展」を開催、また、「国際光触媒展」も同時開催する。

会　　期 ： 2009年10月21日（水）～23日（金）
10：00～17：00

会　　場 ： 東京ビッグサイト西ホール 会議棟
主　　催 ： 株式会社 東京ビッグサイト
特別協力 ： 東京都
展示規模 ： 258社399小間（８月24日現在）
入 場 料 ： 2,000円（税込）

※招待券持参者・事前登録者は無料

最先端の危機管理マーケット。企業・自治体の課題を解決！

危機管理産業展 
（RISCON TOKYO）2009開催 

危機管理産業展 
（RISCON TOKYO）2009開催 
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（株）東京ビッグサイト 霞が関オフィス
RISCON  TOKYO事務局
〒100-6012
東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビル12階　アテックス（株）内
Tel：03-3503-7641
Fax：03-3503-7620
E-mail：ofc@kikikanri.biz   
URL：www.kikikanri.biz

問合せ先
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消防大学校は、全国の幹部消防職・団員に
対する国の唯一の教育訓練機関として、前身
の消防講習所の改組という形で昭和34年４月
に創設され、本年で50周年を迎えました。
創設当時の昭和34年度には163人にすぎな

かった入校生が、平成20年度では、その約９
倍に当たる1,461人とその規模が大きく拡大
し、これまでに４万6,000人を超える卒業生を
送り出しております。
また、教育訓練内容についても、創設当時、

本科（現幹部科）、火災予防科（現予防科）、
研修科（現上級幹部科）及び消防団長科の４
科であったものが、平成21年度では、幹部科、
上級幹部科、新任消防長・学校長科及び消防
団長科の４科の総合教育、警防科、救助科、
救急科、予防科、危険物科、火災調査科及び
新任教官科の７科の専科教育の計11科となっ
たほか、これに加え、実務講習として、緊急
消防援助隊教育科５コース、危機管理・防災
教育科４コースの計９コースを実施するな
ど、着実な歩みを続けております。
去る平成21年６月24日（水）には、消防大

学校講堂において、創設50周年を記念して、
「消防大学校創設50周年記念式典」を開催し
ました。
式典には、岡本保消防庁長官、佐藤直記全

国消防学校長会会長、大庭誠司消防庁消防・
救急課長、山口均財団法人消防科学総合セン
ター理事長に来賓としてご臨席いただいたほ
か、歴代校長、消防大学校学友会の役員、在
校生の幹部科第16期生、警防科第85期生及び
火災調査科第17期生及び教職員など約250名
が参加しました。

【式典の概要】
１．記念式典（役職は式典当時のもの、敬称

略）
（１）開式の辞
（２）国歌斉唱
（３）式辞

消防大学校長　　　　　　生嶋　文昭
（４）来賓祝辞

消防庁長官　　　　　　　岡本　　保
全国消防学校長会会長　　佐藤　直記

（東京消防庁消防学校長）
（５）感謝状贈呈

消防大学校の教育訓
練に大きく貢献していた
だいた講師８名に対し
て、消防大学校長から感
謝状を贈呈しました。

（６）閉式の辞
２．記念講演
畑村洋太郎工学院大学教

授により「失敗学から危険
学へ」を演題に行われまし
た。

消防大学校は、複雑多様化
する災害に対応できる人材
の育成のために、これから
も努力していきます。
（※役職は６月24日現在のものです。）

消防大学校創設50周年記念式典の開催
総務省消防庁　消防大学校

生嶋文昭消防大学校長式辞

感謝状贈呈

岡本保消防庁長官祝辞

畑村洋太郎工学院大学教授による記念講演
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排気筒が正しく取り付けられ、正常な状態にあ
るか点検してください。

ガス漏れに気付いた時の注意点
ガス漏れなどの異常に気付いた時は、ガスの元

栓を閉め、窓を開けて空気の入れ換えをしてくだ
さい。また、その際、換気扇、電灯等のスイッチ
やコンセントプラグには触れないでください。火
花が発生し、爆発を起こす危険があります。

地震が発生した時の注意
①　ガス機器を使用中に地震が発生した場合に
は、あわてずに火を消し、ガスの元栓を閉めて
ください。使用中のガス機器に近付けないよう
な揺れの大きな地震の際には、まず身の安全を
図り、揺れがおさまった後で対処するようにし
てください。使用していたこんろ、湯沸器など
は、確実に火を消してください。

②　プロパンガスボンベを使用している場合は、
プロパンガスボンベは必ず屋外の風通しのよい
日陰に設置し、地震等で転倒しないよう鎖など
で固定をしてください。

安全装置付ガス機器の使用
①　ガス栓の不完全な閉止、炎の立ち消え、機器
の老朽化などによって起きるガス事故を防ぐた
め、ヒューズコック、マイコンメーター等の安
全装置やガス漏れ警報器を設置し、吹きこぼれ
による「立ち消え安全機能」、揚げ物等の調理中
に油の温度が上がりすぎる前に自動的にガスが
止まる「天ぷら油過熱防止機能」などの安全機
能が付いたガス機器を使用することが有効です。

②　安全暖房器具には、地震などの揺れを感じた
り、誤って倒した時に自動的に火が消える「対
震自動消火機能」のほかに、ファンヒーターの
消し忘れによる長時間運転時に自動的に火が消
える「消し忘れ自動消火機能」などが付いてい
るものもあります。ガスによる火災・事故を未
然に防ぐために、これらのガス機器を積極的に
使用すると有効です。

住宅用火災・複合型警報器の設置
ガス機器による火災及びガス事故を総合的に防

止するためには、ガス漏
れと一酸化炭素の発生を
検知する複合型警報器に、
熱または煙感知機能が加
わった住宅用火災・複合
型警報器を設置すること
が有効です。

都市ガスやプロパンガスは、便利で私たちの生
活になくてはならないものですが、取扱いを誤る
と火災や爆発などの大きな事故につながります。
また、不完全燃焼によって発生する一酸化炭素中
毒事故も恐ろしいものです。そこで、ガスを使う
時は次の点に注意し、ガスによる火災や事故を防
ぎましょう。

ガス機器の正しい取付け
①　ガスこんろやガスストーブを柱や壁に近付け
て使用すると、壁面等を熱に強い材料で覆って
いても、内部の木材が炭化して、低温でも発火
することがあります。柱や壁などから間隔をと
って使用してください。
②　ガス漏れを防ぐため、ゴムホー
ス等は器具との接続部分をホース
バンド等で締め付けるとともに、
適正な長さで取り付けて、ひび割
れ等の劣化がないか時々点検して
ください。

ガス機器の正しい取扱い
①　ガス機器を点火した時は、必ず火が付いたか
どうか確かめてください。
②　ガスこんろを使用し、揚げ物等をしている際
の火災が多く発生しています。揚げ物等をする
際には絶対にその場を離れず、また、どうして
も離れる場合は短時間であってもガスこんろの
火を必ず消してください。
③　煮炊き等をする際も、鍋を火にかけたら目を
離さないようにし、煮こぼれなどによる炎の立
ち消えや加熱のし過ぎによる空焚きがないよう
に注意してくだい。
④　こんろの周囲は、整理・整頓に努め、可燃物
等に火が燃え移らないように注意してください。
⑤　煮こぼれなどによるガスバーナーの目詰まり
は不完全燃焼を起こし、有毒な一酸化炭素を発
生させ、一酸化炭素中毒の原因にもなります。
日頃から適度な清掃に努めてください。

十分な換気
①　ガスが燃焼するためには、多量の新鮮な空気
を必要とします。空気が不足すると不完全燃焼
を起こし、有毒な一酸化炭素が発生するので大
変危険です。換気扇を回したり、窓を開けるな
どして換気を心がけましょう。
②　ガス風呂釜や大型湯沸器等の排気筒が外れて
いたり、鳥が巣を作るなど物が詰まった状態で
使用すると排気が不十分になり不完全燃焼が起
きることがあります。異常を感じたら、直ちに

ガス機器による火災及びガス事故の防止
総務省消防庁　予防課
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を見て、火山活動で危険な場所や、緊急時の避難
場所を確認しておきましょう。噴火警報や噴火警
戒レベルについても知っておいてください。
（２）噴火が始まったら
噴火警戒レベル５にあたる「避難」の噴火警報

が発表された場合や、市町村から避難勧告又は避
難指示が出された場合、また噴火の危険が察知さ
れる場合には、速やかに安全な場所に避難してく
ださい。避難の際に支援を要する災害時要援護者
は、避難行動に時間を要するため、噴火警戒レベ
ル４の「避難準備」で避難を開始することが望ま
れます。
火山活動は、火砕流、土石流、泥流や噴石、火

山灰、火山ガスなどの様々な現象を伴います。火
砕流や土石流が発生したら、流れに背を向けて逃
げるのではなく、流路から遠ざかる方向に避難し
ましょう。噴石が降ってきた場合には、丈夫な建
物や物陰に身を寄せましょう。
（３）噴火が落ち着いても
噴火活動が落ち着いたように見えても、有毒な

火山ガスなどが引き続き発生している可能性があ
ります。立入規制が行われている場所などに立ち
入らないようにしましょう。山腹に降り積もった
火山灰などが降雨によって流れ下ることがありま
すので、土砂災害にも注意してください。

火山の恵みと火山災害の恐ろしさ
我が国には、全世界の約７％にあたる108の活

火山が存在しています。火山は私たちに、温泉や
美しい景観などの恵みをもたらします。しかし、
その一方で、天明３年（1783年）の浅間山の大噴
火では1,000名以上の犠牲者が出たと伝えられる
など、火山の噴火によって甚大な被害をたびたび
受けてきました。
近年も、火砕流によって40名以上が犠牲となっ

た雲仙普賢岳の噴火（1991年）や、火山ガス等の
影響により三宅島の全島民が数年にわたって島外
に避難することとなった三宅島の噴火（2000年）
など、大きな被害や影響をもたらす噴火が発生し
ています。

火山防災の取組
国や地方公共団体では、避難施設や防災行政無

線の整備、火山情報の改善、火山ハザードマップ
の作成・周知、具体的で実践的な避難計画の策定
など、ソフト・ハード両面の取組を実施し、火山
防災体制の充実強化に努めています。
（１）噴火警報・噴火警戒レベル
気象庁では、全国の火山を対象に、重大な火山

災害が起こるおそれがある旨を警告する「噴火警
報」を発表する体制を整えています。特に、浅間
山、伊豆大島、富士山、阿蘇山、
桜島など25火山（平成21年７月
現在）では、噴火時に取るべき
行動を明確化した５段階の「噴
火警戒レベル」が導入されてお
り、地方公共団体の避難指示行
動や住民の避難行動を支援する
情報となっています。
（２）火山ハザードマップ
各火山の噴火活動の特徴や地理
的特徴を踏まえて、噴火による危
険が及ぶ範囲を地図に示した「ハ
ザードマップ」は、火山噴火によ
る被害の軽減に有効です。平成12
年の有珠山噴火災害では、ハザー
ドマップの配布を通して住民に避
難の必要性が理解されており、噴
火前の段階からの円滑な避難につ
ながりました。

火山災害に遭わないために
（１）日頃からの心構えと準備
火山災害に巻き込まれないた

めには、日頃からの心構えと準
備が重要です。ハザードマップ

火山に対する備え
総務省消防庁　防災課

噴火警戒レベル（気象庁パンフレットより）
危険な範囲や防災対応に応じて５つのレベルに分けられ、
取るべき防災行動がキーワードで示されています。
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消防庁では、災害から国民の生命、身体及
び財産を守るという万国共通の課題に対応す
るため、消防機関、外務省、独立行政法人国
際協力機構等と連携・協力の下、消防分野の
国際協力を次のとおり実施しています。
○　開発途上諸国への技術協力：研修員受入
れ（地方消防本部等との共同研修の実施）、
専門家派遣等
○　国際交流：国際消防フォーラム、日韓消
防行政セミナー、中国など海外の消防関係
者との交流、国際会議・国際消防組織への
参画等
○　国際緊急援助活動：国際消防救助隊によ
る援助活動
○　消防科学技術の研究：国際共同研究、外
国研究者の受入れ、国際研究会議への参画
このうち主なものは、次のとおりです。
海外からの研修生の受入れについては、本

年度は、消火技術研修、救急救助技術研修及
び火災予防技術研修の３コースの集団研修を、
それぞれ北九州消防局、大阪市消防局及び東
京消防庁を主研修機関として実施し、16か国
から合計21名の研修員を受け入れています。
これらの研修は、消火技術研修は昭和62年から、
救急救助技術研修は昭和63年から、火災予防技術
研修は平成２年から行われており、これまでの経
験、創意工夫や熱意により内容の濃い研修が毎年
実施されてきています。これまでこれら３コース
への研修参加者は、研修開始年からの累計で95か
国507名（平成21年４月１日現在）にのぼります。
このほか新たに、消防官の指導者であるベトナ

ム消防大学校教官を対象に、本年度から３年間に
わたって「消防活動指揮技術研修」を開講させま
した。本年度は４月から約１か月間、東京消防庁
及び横浜市安全管理局の指導を得て、救助技術の
研修が実施されました。
また、海外消防機関幹部を対象に我が国の消防

制度や技術の紹介を行う研修として、毎年「トッ

プマネージャーセミナー」を実施しており、本年
度は中国からの受入れを予定しています。
さらに、関係機関の協力の下、海外からの消

防・防災関係者の研修受入れや視察・表敬訪問の
要望にも随時対応し、平成20年度では15か国から
81人を受け入れています。
そして国際交流として、アジア諸国における消

防防災能力の向上や国際的なパートナーシップの
涵養を図るため、第３回目の国際消防フォーラム
をタイで開催するほか、今年度で８回目を迎える
韓国との日韓消防行政セミナーを開催して、今後
も国際交流の推進を図っていく予定です。
加えて、海外での大規模災害発生時における国

際緊急援助活動として、昨年５月に発生した中国
四川省における大地震災害の救援のため、中華人
民共和国へ当庁及び５つの消防本部から国際消防
救助隊員17名を派遣し、被災地において検索救助
活動を実施したことは、今なお記憶に新しいとこ
ろです。
このことを例に引くまでもなく、消防分野からの

国際協力は、人道主義、国際社会の相互依存関係、
環境保全といった国際協力の趣旨に合致するもので
あり、「顔の見える援助」、「参加型の協力」として
その重要性はますます大きくなってきています。
これら国際協力活動を積極的かつ継続的に実施

するためには、消防機関をはじめ、関係機関のよ
り一層の連携、理解が不可欠となっています。

消防の国際協力に対する理解の推進
参事官

平成20年度ＪＩＣＡ集団研修参加者
（救急救助技術コース及び火災予防技術コース）

写真上：平成20年度アジア国際消防フォーラム
（トルコ共和国）

写真左：平成20年度ＪＩＣＡ消火技術集団研修
（北九州市消防局）

平成20年度
ＪＩＣＡ救急救助技術集団研修

（大阪市消防局）

国際消防救助隊（ＩＲＴ）の
中国四川省への大地震災
害救援時における日本での
消防研修経験者との協働
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地震が発生したとき、被害を最小限におさえる
には、日頃からいざという時のための準備が大切
です。
そのためには、皆さんが地震についての関心を

持ち、地震発生時の安全確保や非常持出品につい
て、普段から家庭で準備しておくことが大切です。

● 地震はいつ起こるかわからないことから、時
間帯によって誰が在宅しているかなど、様々
なケースを想定し、話し合っておきましょう。

● 話し合いでは、想定したケースごとに分担を
決めるほか、高齢者や乳幼児など家族構成も
考慮し、次のようなことも相談しておきまし
ょう。
・家の中でどこが一番安全か
・避難場所、避難路はどこか
・非常持出袋はどこに置いてあるか

● 住所、氏名、連絡先や血液型などの自分の情
報を記載した避難カードを作成し、普段から
携帯しましょう。

● 家族が離ればなれで被災した場合、自分の身
の安全が確保できたら、次は家族の安否を確
認しましょう。

● 被災地では、連絡手段が限られていますので、
公衆電話等から利用できるＮＴＴの「災害伝
言ダイヤル１７１」や、携帯電話の「災害用

伝言板」などのサービスがあるので、活用方
法を知っておきましょう。

● 地震の時に、初期消火や救出救助活動を行う
には日頃からの訓練が欠かせません。家族全
員で防災訓練に参加しましょう。

● ９月１日は防災の日で、８月30日から９月５
日は防災週間となっており、各地で防災訓練
等が行われていますので、市町村役場などで
確認しましょう。

● 災害などが発生した場合を想定し、参加者で
被害状況や対応策について地図に書き込みイメ
ージする「災害図上訓練」も行われています。

● 地域の自主防災組織などの活動に参加し、普
段から地域で協力し合う体制を築いておきま
しょう。

● 目安として最低限３日間程度の水や食料品を
備蓄しましょう。

● 備蓄品は、家族構成、住居や地域の特性によ
って必要となるものは異なります。自分や家
族にとって本当に必要なものを考えて準備し
ましょう。

● 備蓄品は、家族、地域の状況や消費期限など
と照らし合わせて定期的にチェックし、必要
に応じて入れ替えましょう。

● 非常持出品は、備蓄品の中から、避難生活に
必要なものを選ぶのがよいでしょう。備蓄品
にない場合は、必要に応じて準備しましょう。

● 非常持出品は、玄関や寝室など
持ち出しやすいところに置いて
おき、すぐに持ち出せるように
しておきましょう。背負える袋
などにいれておけば、持ち出し
た時に両手が使えて便利です。

地震に対する日常の備え
総務省消防庁　防災課

1．家庭での防災会議
地震の時に家族が慌てず行動できるよう、日
頃から話し合い、情報を共有しておきましょう。

3．防災活動への参加
地震に備えるには、防災訓練などの地域の防
災活動に積極的に参加しましょう。

4．備蓄品・非常持出品を備える
地震が発生すると普段どおりの生活ができな
くなることも考えられます。数日間生活できる
だけの『備蓄品』を備えておきましょう。
地震の被害によっては、避難を余儀なくされ
ることもあります。避難する時に持ち出す『非
常持出品』を準備しておきましょう。

2．家族との連絡方法の確認
家族が離ればなれで被災した時を考えて、お
互いの安否の確認手段を考えておきましょう。
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長

崎

県

異国情緒溢れる町、長崎市の中心
部に位置する梅香崎地区は、空き缶
のプルタブを収集し、社会福祉施設

に車椅子の寄贈をするなど、消火活動だけではな
く、地域のボランティア活動にも積極的に参加し
ています。そんな梅香崎地区を統括する向井副団
長は、多趣味としても有名で、カメラ、水彩画、
絵葉書とマルチな才能を発揮しています。特にカ
メラの腕はまさにプロ並みで、市の展覧会をはじ
め、数多くのコンテストで入
賞の実績があります。
そんな向井副団長にこれか

らの目標を聞くと、「活気に
満ち溢れた消防団にしていき
たい」と頼もしい一言でした。

長崎市消防団　梅香崎地区本部　副団長

向井　進

鹿

児

島

県

皆さんの町にも○○レンジャー、
○○戦隊がいると思いますが、鹿児
島県の中心部姶良町にも炎のヒーロ

ー アイラ仮面がいます。今回紹介する及川団員
は、子供の通っていた保育園の盆踊りの余興がき
っかけで、ヒーローものに魅せられてしまった人
です。「子供のキラキラ輝く瞳は、病みつきにな
るのに充分だ！」と、結成６年目の三船アクショ
ンクラブ（通称ＭＡＣ）
の隊長として今日も頑張
っています。
詳しくは、アイラ仮面

ホームページを是非ご覧
ください＾＾；

姶良町消防団　団員

及川　幸晴

宮

城

県

加美町「中新田地区」では、約
650年前から、各時代の火消組や消
防団によって伝承・保存されてき

た祭典行事、『火伏せの虎舞』を、毎年４月に開
催しております。団員歴32年の佐々木さんは、そ
の保存会の事務局としての役割を担い、歴史的に
展開されてきた防火思想の普及に努めています。
また、当団における全ての活動において掌握、

上級幹部として常に模範となる行動に徹し、大変
ユニークな言動も発することから、一般団員から
は絶大な信頼を誇っている現状です。
さらには、警察所管である

山岳遭難救助隊員も併任して
活躍されるなど、住民への安
全安心に対する活動の、リー
ダー的存在として邁進し続け
ています。

加美町消防団　第１分団　副分団長

佐々木　英喜

北

海

道

佐野さんは年間170万人の観光客
が訪れる札幌の奥座敷・定山渓温泉
で分団長として災害時の陣頭指揮に

あたっています。
支笏洞爺国立公園内で温泉街を管轄する洞爺湖

消防団第二分団、登別温泉分団との３分団サミッ
トを立ち上げ、７月下旬の第１回目では座長を務
め、各分団の抱える共通の課題を引き出すなど、
持ち前の手腕を発揮しサミットの成果をあげ、成
功に導きました。
佐野さんは44年間一筋にホテルマンとして勤務

され、その姿勢や対応はいつも紳士的で分団員は
元より地域住民からの信望も厚く、地域防災の担
い手として精力的に活動しています。

札幌市南消防団　定山渓分団長

佐野　湧

大

分

県

大分県国東半島の南部に位置する杵
築市。消防団は、３方面隊14分団で構

成され、杵築城を中心とする武家屋敷群を含む市
街地を管轄しているのが杵築分団です。
その中の綾部副分団長は、明治33年創業という

老舗味噌醸造元の４代目。県産材料を使いおいし
い味噌作りをする傍ら小学校のＰＴＡ会長も務
め、少女バレーの監督としても活躍されています。
元気でバイタリティーあふれるその姿は、団員

はもとより、子ども、先生、地域の方々から絶大
な信頼を寄せられ、地域に活気を与えています。
トレードマークは「ひげ」。

杵築市消防団
杵築方面隊　杵築分団　副分団長

綾部　浩太郎

新

潟

県

市ポンプ操法大会の小型ポンプ操
法の部で２連覇を達成した新井方面

隊第10分団。３部体制で個性の強い分団員60人を
鼓舞し、まとめているのが当消防団の訓練部長も
兼ねている橋本分団長です。第10分団では小型ポ
ンプ操法は1部から３部の持ち回りとなっていま
すが、前年度優勝した分団員を中心に一丸となり
選手を指導・フォローしています。一見強面で私
服姿はまるで○○○。しかし、人情味あふれ、面
倒見のよい性格から、幹部からもより一層の活躍
を期待されています。

妙高市消防団
新井方面隊　第10分団　分団長

橋本　重男

市展入選作品「休日」
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広場 

鹿児島県 消
防
団
の 

薩
さつ

摩
ま

川
せん

内
だい

市
し

消防団
下甑大隊　大隊長

中川　三継

多機能型消防車両導入消防団の取り組みについて

薩摩川内市消防団は、平成16年10月に

１市４町４村の合併と同時に一つの消防

団になり、１団５大隊９方面隊32分団の

1,329人で構成されています。

東シナ海に面した変化に富む白砂青松

の海岸線、市街地を悠々と流れる一級河

川川
せん

内
だい

川
がわ

、ラムサール条約に登録された

藺
い

牟
む

田
た

池
いけ

、地形の変化の美しい甑
こしき

島
じま

列島

など、多種多様な自然環境を有する薩摩

川内市は、全国でも例の少ない海を隔て

た合併を実施しました。

私が所属する下甑大隊は、東シナ海に

浮かぶ下甑島を管轄し、１大隊１方面隊

３分団、194人で構成

されています。下甑島

は距離を隔てて７つの

集落が散在し、常備消

防の消防力が不足する

地域であり、我々消防

団が常備消防とともに

住民の安全･安心を担

っていると自負してい

ます。

このような地域環境

で、消防団活動を行っ

ている我が下甑大隊に昨年、財団法人日

本消防協会から多機能型消防車両が寄贈

され、下甑北分団に配備されました。今

まで、救助事案があると地元の建設業者

等の協力を得、重機の提供を受けながら

救助活動を行っていましたが、今後はこ

の多機能型消防車両に積載された救助資

機材、ＡＥＤ等を利用し、迅速・的確な

消防活動を実施していきたいと考えます。

本年の消防出初式では、救助資機材を駆

使した事故車両からの救助訓練を披露し、

参加住民から賛辞の言葉をいただいたと

ころです。

寄贈していただいた多機能型消防車両

を有効に活用するため、今後は大隊内に

消防団救助隊を編成したいと思っていま

す。そして年間を通じて資機材の取扱い

訓練を重ね、島内全域の救助活動に出場

し、住民の負託に応えていきたいと思い

ます。
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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」

10月の日本消防協会関係行事

10月 21日（水） 第19回全国女性消防操法大会　第２回審査委員会
10月 22日（木） 第19回全国女性消防操法大会 （日本消防協会　中央消防訓練場）
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編　集　後　記
今年の「梅雨明け宣言」は二転三転し、８月も天候不順が続き、東北地方も梅雨明けの日が特定

できないまま、早くも９月の声を聞き、残暑去りやらぬ日々が続いておりますが、いかがお過ごし
でしょうか。
平成18年６月８日、愛知県津島市でスタートしたふるさときゃらばんのミュージカル「地震カミ

ナリ火事オヤジ」の全国巡演が、今年の10月５日に開催されます兵庫県神戸市公演で400ステージ
を達成されます。３年余りの間に400ステージ、約35万人が鑑賞された事は、消防団員が減少する
中で大変意義深く、この公演を観られた全国各地の消防団員のみなさんも消防団としての誇りと自
覚を深めていただいたことと思います。
また、公演を観られた一般の方々の中にも消防団員への理解と確保対策にご協力していただいた

方も多くあったのではないかと思います。ふるさときゃらばん、そして地元公演の実現にご尽力頂
いた全国関係者のみなさま、ありがとうございました。
さて、日本消防協会も第28回全国殉職者慰霊祭を無事に終え、いよいよ来月22日には、昭和60年

から始まり今年で19回目となる全国女性消防操法大会が横浜市消防訓練センターで開催されます。
全国47都道府県から代表の女性隊員のみなさま、体調を万全に整えられ、規律正しく、安全確実

な操法を披露していただきたいと思います。また本誌でも紹介していますが、女性操法大会では、
初のオリジナル記念Ｔシャツを作成し限定販売しておりますので是非この機会にお買い求め下さい。
ただいま好評！販売中です。
消防団員のみなさんも７月、８月と記録的な集中豪雨や地震による災害活動と多忙な日々が続き、

また９月といえば台風のシーズンが本番を迎え、休む間がないと言ったところですが、暑さも峠を
越え、夏の疲れが出るころですので健康には充分にご留意され訓練、活動に従事していただきます
ようお願いします。 （M・S）



毎

月

一

回

十

日

発

行

平

成

二

十

一

年

九

月

十

日

発

行

日
　
本
　
消
　
防

第
六
十
二
巻
第
九
号

消防人の火災共済の補償が増額されます 
「1000倍補償を1500倍補償にＵＰ」 

生活協同組合 全日本消防人共済会 

C型火災共済 

火 災 共 済 金　2,000万円を3,000万円に増額します 
風水雪害等共済金（全損で）400万円を600万円に増額します 
※　風水雪害等共済金とは、これまで災害見舞金としてお支払いしていたものです 
※　加入にあたり、組合員となっていただくために出資金が必要になります。 

『加入口数は、最高200口』 

事務局　（財）日本消防協会内　　　支　部　都道府県消防協会 

B型火災共済 

10口の場合　掛金1000円で 
火 災 共 済 金　100万円を150万円に増額します 
風水雪害等共済金（全損で）20万円を30万円に増額します 
『掛金は、500円～2,500円（500円単位）で加入できます。』 

（加入口数は5口から25口まで） 

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


