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全国かかし祭

秋晴れの空のもと上山市月岡公園を舞台に全国かかし祭が開催されます。1971年から毎年開

かれ全国各地から多彩な案山子が参加してギャラリーの目を楽しませてくれます。毎年どんな

案山子が見られるか楽しみです。その年の世相を反映するのが特徴です。今では上山の秋を代

表する祭りです。 山形県上山市
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第24回 日中消防友好調査団調査の実施 
（平成21年８月21日（金）～28日（金）  
北京、ハルビン、長春、大連市 ） 

大連市消防視察

ハルビン市消防事情調査

長春市消防視察



ラジオ番組 
「おはよう！ニッポン全国消防団」 

好評放送中！ 
（財）財団法人　日本消防協会 

～５月放送～
ゲストパーソナリティの
平野啓子さん（左）
山本元気ニッポン放送
アナウンサー（右）

～７月放送～
ゲストパーソナリティの
水前寺清子さん（左）
山本元気ニッポン放送
アナウンサー（右）

～６月放送～
ゲストパーソナリティの
三浦雄一郎さん（左）
山本元気ニッポン放送
アナウンサー（右）
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長野県は、本州の中部に位置し、周囲８

県に隣接する東西約128袰、南北約220袰、

面積13,560.55裄、東西に短く南北に長い地

形で面積は、北海道を除く46都府県のうち、

岩手県、福島県に次ぐ面積を持ち、日本で

最も多くの都道府県と隣接する県でもあり

ます。又、自然が豊富で、地域医療への関

心も高いことから平均寿命も長く、世界一

の長寿国日本の都道府県で一番の長寿を誇

っています。人口も2009年８月１日現在で

2,162,264人を数え、最大人口は長野市の

383,316人、最大面積は松本市の919.35裄、

最大人口密度は岡谷市の640.76人/裄とな

っています。

さて、長野県の消防団は県を東信、北信、

中信、南信の４ブロック、13の地区協会に

分け、理事13名、副会長４名、会長、事務

局３名で運営し、現在80団、団員数36,929

名が消防団活動に携わっています。

長野県消防協会の歴史は古く、昭和22年

消防諸施設の改善充実、消防知識技能の向

上、消防力の強化、防火思想の普及などを

図り、県民の生命・身体及び財産を災害か

ら守ることを目的に発足し、財政基盤の安

定確保を図り、新時代に対応した事業を実

施するため、昭和53年12月、財団法人とな

り現在に至っています。

団数、団員数も昭和27年の23 8団、

94,217名をピークに減少し、消防団員確保

にも苦労しているのが現実です。

ここで長野県消防協会の年間の行事の一

部を紹介したいと思います。

毎年夏にポンプ操法、ラッパ吹奏の県大

会を開催しておりますが、県大会に出場す

るには、市町村大会と地区大会を勝ち抜か

ねばならず、大変ハードルの高い、そして

ハイレベルな大会となっています。

そのためかポンプ操法の全国大会では常

に上位入賞と好成績を収めています。

ラッパ吹奏大会も毎回僅差で優勝が決ま

る接戦が展開されており、自治体消防60周

年記念大会の時には長野県の消防ラッパ隊

がアトラクションに参加し吹奏技術の高さ

を全国にアピール出来たと自負していると

ころです。

昨年の全国消防ポンプ操法大会前日の地

域総合防災力展においてもオープニングで

ラッパ吹奏を披露し高い評価をいただきま

した。

また、今年８月２日に開催したポンプ操

法等県大会に合わせて群馬県中之条町消防

団ラッパ隊、富山県南砺市消防団音楽隊、

愛知県新城市消防団ラッパ分団、長野県須

坂市消防団ラッパ隊の参加をいただき、初

の試みとなる「消防団ラッパ隊広域交流大

会」を開催いたしました。将来の「ラッパ

巻 頭 言 

頑張れ消防団 頑張れ消防団 
財団法人　長野県消防協会　会長　倉坂　正道 
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吹奏全国大会」の礎となるよう長野県より

発信していきたいと思います。

この他、２年に１度県内の消防団長・事

務担当者約170名が一堂に会する研修大会

を開催しています。昨年開催した大会では、

各団の現状等を話し合うとともに、研修後

の交流会で親交を深め、これからの消防団

のありかた等について意見交換するなどお

おいに盛り上がりました。

今年10月４日には第４回長野県女性消防

団員意見発表会、第５回長野県消防団音楽

隊交流演奏会を上田市民会館において開催

しました。女性消防団員の意見発表会は県

下51団約740名の代表８名がそれぞれの立

場から意見を述べ、活動の状況、地域の抱

える問題等についての情報交換を行い、女

性消防団員の士気高揚を図るとともに、女

性消防団員の増加を目的として行いまし

た。消防団音楽隊交流演奏会は、県下に17

団ある消防団音楽隊の日頃の練習成果発表

の場として、また交流の場として２年に１

度、300名を超える音楽隊員の参加を得て

行いました。

ここでタイトルにある頑張れ消防団です

が団員確保等難しい状況下では消防応援団

が必要ではないでしょうか。長野県では全

国に先駆けて消防団活動協力事業所へ消防

団活動協力事業所応援減税制度を設け団員

確保に力強いバックアップをしてくれてい

ます。またポンプ操法、ラッパ吹奏県大会

優勝団の選手を知事が知事室に招待してく

れ、知事・副知事が揃って懇談、選手には

優勝記念バッチが贈られるなど消防団員の

やる気をおおいに盛り立ててくれており感

謝しているところです。このように県、市

町村、事業所がそれぞれの立場で消防団応

援団になって消防団活動を応援してくれる

ことがこれから先大変重要になってくると

思います。

いろいろ書いてきましたが県下80団、３

万６千９百余名の団員が地域住民の生命、

身体、財産を火災、水害から守るという崇

高な使命のもと消防団に入り活動し、また

ポンプ操法、消防ラッパの練習など訓練に

も積極的に参加し頑張っています。最近は

行方不明者の捜索も増え年間の出動は火災

現場より多くなっているのが現状のようで

す。このような中、消防団員の皆様に心か

ら「頑張れ消防団！！」とエールを送りた

いと思います。

最後にこれから先私自身も消防団の応援

団として精一杯応援し続けて行きたいと考

えています。

消防団ラッパ隊広域交流大会　 H21. 8 . 2



慰霊祭は、御霊の奉納、黙とうの後、片

山虎之助会長の式辞に続いて、内閣総理大

臣、総務大臣から追悼のおことばをいただ

きました。

続いて遺族を代表して滋賀県彦根市の杉

本泰章氏が追悼の言葉を述べた後、参列者

による献花、（社）江戸消防記念会による

鎮魂の歌（木やり）が行われ、片山会長の

お礼のあいさつで、式典は終了しました。
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第28回全国消防殉職者慰霊祭が９月10

日（木）、東京都港区のニッショーホール

において関係者約500名が参加して執り行

われました。

今回新たに合祀された御霊は９柱で、

総合祀数は5,405柱となりました。

また、特別来賓として麻生太郎内閣総

理大臣、江田五月参議院議長、佐藤勉総

務大臣が出席されました。

第28回全国消防殉職者慰霊祭

財団法人　日本消防協会



片山会長式辞

本日、ご遺族をお迎えし、麻生内閣総理

大臣をはじめとするご来賓各位並びに全国

消防関係者多数のご参列のもと、第二十八

回全国消防殉職者慰霊祭を執り行うにあた

り、消防の使命に殉じられた数多くの御霊

に対し、謹んで哀悼の誠をささげます。

今回、新たに合祀された九柱を含む五千

四百五柱の御霊は、国民の生命、身体、財

産を護るという崇高な消防の任務に従事さ

れ、旺盛な使命感と郷土愛護の精神のもと、

火災や自然災害の現場において尊くもその

職に殉じられた方々であります。

そのご功績に対し深く敬意を表しますと

ともに、ご遺族の胸中を思いあらためて、

深い悲しみを覚えるものであります。

今ここに、我々一同は御霊のご遺訓を体

し、心を新たにさらに団結を強め、強靭な

消防精神をもって、事故防止に万全を期し

つつ郷土防災に力を尽くし、安全で安心な

社会を実現するため、精進邁進することを

お誓い申し上げます。

4

追悼の言葉　内閣総理大臣　麻生太郎

第二十八回全国消防殉職者慰霊祭に当た

り、謹んで追悼の言葉を申し上げます。

新たに祀られた九柱の御霊は、消火活動

中や災害出動中などに、住民の方々を守る

ため、命を捧げられました。

地域の暮らしの安全を守るという強い使

命感と勇気を持った消防職員、消防団員、

消防協力者の方々でした。

昨年十一月の滋賀県彦根市における、登
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山遭難者の捜索中に起きた滑落や、本年六

月の、兵庫県神戸市の工場火災における、

消火活動中の消防職員の殉職など、今なお

私たちの記憶に刻まれています。

こうした勇敢な方々を失ったことは、ご

遺族はもちろん、社会にとっても誠に大き

な痛手です。心よりお悔やみ申しあげます。

私たちは、御霊の尊い犠牲を無にするこ

となく、その御遺志にこたえるため、災害

に強い、安全で安心な国づくりに全力を尽

してまいります。

ここに改めて、御霊の御冥福と、御遺族

の皆様の御健勝を祈念いたします。

追悼の言葉　　総務大臣　佐藤　勉

第二十八回全国消防殉職者慰霊祭に当た

り、謹んで追悼の言葉をささげます。

火災や地震、台風、集中豪雨などの災害

から国民の命と財産を守る消防の活動に

は、多くの危機と困難がとなりあわせです。

本日、奉られた方々は、わが身の危険を顧

みることなく、地域住民を守るという強い

使命感のもと、その責務を全うしようとし、

尊い命を殉じられました。

その身をもって示された崇高なる強い責

任感、行動は、私どもが常に銘記しておく

べき消防精神の発露であり、永く後世に受

け継いでゆかなければなりません。

私どもは、このような不幸な事故が二度と

起こらないよう、殉職された方々の御遺志

にこたえ、今後とも消防力の充実と防災体

制の整備に取り組み、国民の安心・安全を

守るべく邁進してまいります。

ここにあらためて、御霊のご冥福と御遺

族の皆様方の心穏やかな日々をお祈り申し

あげまして、追悼の言葉といたします。

遺族代表追悼の言葉　

滋賀県彦根市　杉本 泰章

本日、第二十八回全国消防殉職者慰霊祭

が執り行われるにあたり、全国の消防殉職

者の遺族を代表して、ひと言申しあげます。

全く思いもかけなかった形で、あなた方

が私たち家族のもとから奪い去られてしま

ったあの日の悲しみを、私たちは月日が経

過しても決して忘れたことはありません。

折に触れて写真の中の在りし日の姿に、そ

っと涙することもありますが、優しく明る



い笑顔に励まされ、勇気づけられています。

あなた方が地域の安全を守るため生命を

ささげられたことを誇りに思い、家族が助

けあいながら、心をひとつにして苦難を乗

り越えてまいりますので、天国から温かく

見守っていてください。
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本日は、日本消防協会　片山会長をはじ

め、全国の消防関係の皆様方のご厚情によ

り、このように厳粛な慰霊祭が執り行われ、

麻生内閣総理大臣をはじめ多くの方々にお

いでいただき、私たち遺族に対して、あた

たかいお言葉を賜りました。

皆様からいただきましたあたたかい励ま

しとご支援に心から感謝申しあげますとと

もに頂きましたお言葉を心にきざみ、これ

からも日々力強く生きていくことを固くお

誓いいたします。

終わりに、御霊の安らかなるご冥福をお

祈りいたしますとともに、本日ご参列の皆

様方のご健勝を心からお祈り申し上げま

す。
江田五月参議院議長　献花
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をきっかけに、各地の消防局で発足したと

のことですが、四川大地震後、更なるレベ

ルアップが課題になっているように見受け

られました。

各庁舎内には、歴史、装備、体制といっ

た各消防局概要の紹介をはじめ、実際の活

動での成功例、訓練風景等が豊富な写真も

交えて展示されている立派な部屋（消防歴

史館）があり、先輩たちの功績や経験等を

後世に伝えるとともに、隊員の士気向上が

図られていました。隊員たちの活動中の

生々しい写真が印象的でした。

日本消防協会が、毎年度中国に派遣し

ている友好調査団では、今年度は、北京

の中国消防協会を訪問した後、東北地方

のハルビン・長春・大連の３都市を訪問

しました。各市では、消防局、消防特勤

部隊（特別救助隊）や総合訓練場を視察

しました。

中国の消防隊員は、交替勤務制ではな

く、常時敷地内の宿舎で寝泊まりし、24

時間体制で待機しているとのことで、勤

務の厳しさを感じました。

また、特勤部隊は、日本のサリン事件

財団法人　日本消防協会 

第24回日中消防友好調査「北京・ハルビン・長春・大連」 
平成21年8月21日（金）～8月28日（金） 

大連市消防局特勤中隊隊員との記念写真
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特勤中隊の庁舎

庁舎内説明

総合訓練場

隊員の訓練風景

52ｍの梯子車

会議風景

調査団メンバーが総合訓練場で「鉄軍訓練」という
体力訓練を体験、地元隊員と競争する風景

ハルビン市消防局視察
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特別勤務大隊及び車両

消防歴史館・以前に使用の防火衣と潜水服

隊員の訓練と見学する調査団

消防歴史館を視察

長春市消防局視察
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大連市消防隊及び車両

移動通信車

資料館

通信指令室 車両積載資機材

会議風景

大連市消防局視察
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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21年５月放送分に
出演の消防応援団　
平野啓子さん

5月9日又は5月10日放送

青森県　むつ市大畑消防団　
副分団長

濱田勇一郎さん

この度は、ラジオ番組「おはよ
う！ニッポン全国消防団」に出演さ
せていただきありがとうございまし
た。
平野さんとお話できるということ

で、緊張しましたが、平野さんの優
しい声はとても話しやすく、楽しい
時間が過ごせました。
今後とも、「地域住民が安全で安

心して暮らせる街づくり」を目指し
て、頑張りたいと思います。
最後に、このような素晴らしい体

験の機会を下さった関係者の皆様に
感謝をいたします。
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5月23日又は5月24日放送

福井県　永平寺町消防団　班長
清水明子さん

ラジオ番組出演は、初めての経
験でとても緊張しましたが、スタ
ッフの方々やゲスト応援団の平野
さん及びアナウンサーの山本さん
のお陰で、和やかな雰囲気で収録
できて嬉しかったです。この放送
を聴いていただいたリスナーの中
で、多くの方が消防団に入団して
くれる事を期待しています。

5月16日又は5月17日放送

千葉県　御宿町消防団　団長
小川征さん

ラジオ番組出演は初めての経験
でとても戸惑いました。
ゲスト応援団の平野さんとの息

も合い無事に御宿町消防団の活動
内容が報告できたと思います。消
防団員は様々な地域活動のリーダ
ーであることを肝に銘じ、歴史あ
る地域消防を日本の未来のために
次世代へ引継いでいくことが我々
の重要な使命であると考えていま
す。

5月30日又は5月31日放送

徳島県　阿南市消防団　分団長
谷知己さん

これから梅雨のシーズンに入り
ますが、もう、全国各地から水難
事故のニュースがときどき聞こえ
てきます。痛ましいことですが、
少しの注意で防げることですの
で、全国の消防団員の方々は、注
意し、呼びかけて、未然に水難事
故が防げるように一緒に頑張りま
しょう。



平成21年６月放送分に出演の
消防応援団　三浦雄一郎さん

6月6日又は6月7日放送

北海道　名寄消防団　団長　
長谷川米茂さん

昨年の北海道消防大会で三浦さ
んの記念講演があり、今なお挑戦
する姿勢に感銘しておりました。
今回、直接お話ができ、良い思

い出になりました。私も、もう少
し頑張りたいと思います。
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長野県　御代田町消防団　副団長
塩川博道さん

今回、御代田町消防団のＰＲ等、
貴重な体験をさせていただき、あ
りがとうございました。
団員の確保等、消防団の抱えて

いる課題はいろいろありますが、
「自分たちの町は自分たちで守る」
という考えを胸に、これからも町
民の安全・安心のために頑張りた
いと思います。

6月13日又は6月14日放送
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平成21年７月放送分に出演の
消防応援団　水前寺清子さん

6月27日又は6月28日放送

山口県　阿武町消防団　副分団長
茂刈達美さん

6月20日又は6月21日放送

三重県　桑名市消防団　分団長
後藤晶子さん

この度は、「おはよう！ニッポン全
国消防団」で三浦雄一郎さんと対談
させて頂きありがとうございました。
私たちの進めている乾パンをちょ

っと工夫してあげて作るおやつや、
バスタオルで作る防災頭巾に大変興
味を持っていただき、桑名市女性消
防団の「女性ならではの活動」のお
話ができ大変うれしく思います。
これからも団員一同アイデアを出

し合い、住民の方に親しみをもて頂
くける消防団活動を行なっていきた
いと思います。

三浦雄一郎さんは、私にとって
は35年前くらいからファンでとに
かく元気な人の代表です。この前
のサウスコル（エベレスト）での
映像は感動ものでした。今回の電
話は”元気な人と話すと元気にな
れる”私は、まだ 6 0 歳なん
だ・・・。それが私の実感です。
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7月4日又は7月5日放送

宮城県　塩竈市浦戸消防団　団員
遠藤勝さん

7月11日又は7月12日放送

茨城県　常陸大宮市消防団　団長
小田倉和男さん

近い将来確実に起こるといわれ
ている宮城県沖地震に対しての訓
練、さらには、離島という地形か
ら津波に対しての、行動がとても
重要と考えております。
今後も私たちのすばらしい「浦

戸諸島」という地域を守るため、
団員一丸となって訓練等に励みた
いと思っております。

今回、「おはよう！全国消防団」
で水前寺清子さんと対談するとい
う知らせを受けた夜、平成１８年
１０月に兵庫県神戸市で行われた
「第２０回全国消防操法大会」の
前夜祭「激励交流会」で「消防応
援団」の応援ゲストとして参加し
ておりました水前寺さんと親しく
交流させて頂きましたが、その時
の様子を夢で見ました。 対談する
前は少し不安がありましたが、以
前とお変わりなくとても若々しい
水前寺さんのお声を拝聴して気持
ちが落ち着きました。
今回紹介させて頂きました「お

おみや消防広場」を礎に、消防の
輪を広げるためにも意見交換の場
を設けたいと存じますので、よろ
しくお願いします。 わが地域の消
防の活性化を図るため、水前寺さ
んのご来訪をお待ちしておりま
す。
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7月18日又は7月19日放送

滋賀県　野洲市消防団　副団長
山本きぬ江さん

7月25日又は7月26日放送

熊本県　氷川町消防団　分団長
谷口武浩さん

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

この度は出演させて頂き、本当
にありがとうございました。
私の目標は女性消防団員を増や

していき、住民のみなさんとのコ
ミュニケーションを図ることで、
火災を軽減することであり、今回
ラジオ番組を通じてお話しをさせ
て頂いたことで、多くの女性の方
に消防団に興味を持って頂けたら
幸いです。
これからもこの目標を胸に消防

団活動に取り組んでいきたいと思
いますので、宜しくお願いします。

貴重な体験ありがとうございま
した。これからも、消防活動に力
を注ぎながら自分達の地域を守
り、創っていきたいと思います。
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●　評議員会

財団法人消防育英会は、９月17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。

議題（議長　中川評議員）

第１号議案　理事の選任について

第２号議案　財団法人消防育英会奨学規

程の一部改正について

第３号議案　専修学校在学生給付基準の

全部改正について

●　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22年度（財）ＪＫＡ補

助金の要望について

第２号議案　選考委員会委員の選出につ

いて

第３号議案　財団法人消防育英会奨学規

程の一部改正について

第４号議案　専修学校在学生給付基準の

全部改正について

そ　の　他　評議員の選任について（報告）

※ 消防育英会奨学規程の一部及び専修学校在学生給付基準の全部改正について

奨学金給付対象者の基準については、学校教育法に定める学校に在学している者となっ

ていましたが、他の法律に基づく教育研修機関等についても、教育研修内容、期間等が学

校教育法に規定する専修学校と比較して同等以上であると認められた場合は、奨学金等の

支給対象となるよう改正されました。

「消防育英会評議員会・理事会」を開催
財団法人　消防育英会
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1 改正の経緯

消防組織法（昭和22年法律第226号）第15

条第１項により、消防長は市町村長が任命す

ることとされ、同条第２項の規定に基づき、

市町村長が消防長を任命するために必要な資

格等を定める「市町村の消防長及び消防署長

の任命資格を定める政令（昭和34年政令第

201号）」（以下、「任命資格政令」という。）

が定められています。

消防長は、住民の生命、身体及び財産を保

護することを任務とする消防本部の事務を統

括し、消防職員を指揮監督するなど市町村消

防の運営上重要な地位にあり、消防長には、

十分な経験に裏打ちされた判断力、統率力、

管理能力等が必要であることから、昭和34年

に消防事務従事経験者を中心として消防長の

任命資格が政令で定められることとなりまし

た。

任命資格政令は、昭和34年の制定以降、数

次の改正を経ていますが、このたび、近年に

おける市町村の消防事務の体制整備の進展等

を踏まえ、市町村長が消防長を任命するため

に必要な資格要件を拡大するための改正が行

われました。改正政令は、平成21年政令第

204号として本年８月14日に公布され、同日

から施行されました（平成21年８月14日付け

消防消第225号消防庁長官通知「市町村の消

防長及び消防署長の任命資格を定める政令の

一部を改正する政令の施行について（通

知）」）。

2 改正の概要

（１）現行の資格要件の拡大（第１条関係）

任命資格政令第１条各号に掲げる任命資格

のうち、次の号について、それぞれの号に規

定する職にあったことを必要とする期間を短

縮しました。

①　第１号【消防署長の職又は消防署長と

同等以上の職にあったもの】

２年以上→１年以上

②　旧第２号（第３号）【消防団長の職に

あったもの】

４年以上→２年以上

③　旧第７号（第９号）【市町村の行政事

務に従事した者で、部長の職その他部長と

同等以上の職にあったもの（課制をとって

いる市町村の場合は、課長の職その他課長

と同等以上の職にあったもの）】

４年以上→２年以上

これは、消防技術の発展、災害対応事例の

蓄積、危機管理業務への対応等により、消防

長として必要な知識及び経験を短期間で錬成

できるようになっていることに伴い、上記各

号に規定する職にあったことを必要とする期

間を短縮することとしたものです。

（２）任命資格の追加（第１条関係）

消防長の任命資格として、以下のものを追

加しました。

①　第２号

消防職員として消防事務に従事した者で、

前号に規定する職を補佐する職その他消防本

部、消防署、消防学校又は消防職員及び消防

団員の訓練機関におけるこれと同等以上とみ

なされる職のうち、条例で定める期間（１年

を超え２年以下の期間に限る。）以上在職す

ることにより消防長として必要な知識及び経

市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定
める政令の一部を改正する政令の概要

総務省消防庁　消防・救急課
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験を有することとなる

と認められるものとし

て条例で定める職にあ

ったもの（前号に該当

する者を除く。）

その職にあった期
間条例で定める期間
（１年を超え２年以下

の期間）以上

②　第４号

消防団員として消防

事務に従事した者で、

消防団の常備部の長の

職又は消防団の副団長

の職その他消防団にお

けるこれと同等以上と

みなされる職にあった

もの（第３号に該当す

る者を除く。）

その職にあった期
間４年以上

③　第10号

市町村の行政事務に従事した者で、前号に

規定する職を補佐する職その他市町村におけ

るこれと同等以上とみなされる職のうち、条

例で定める期間（２年を超え４年以下の期間

に限る。）以上在職することにより消防長と

して必要な知識及び経験を有することとなる

と認められるものとして条例で定める職にあ

ったもの（前号に該当する者を除く。）

その職にあった期間条例で定める期間
（２年を超え４年以下の期間）以上

これは、国民保護業務や危機管理対応等に

見られる市町村の行政分野の拡大等により、

第１号、第３号、第９号それぞれに規定する

職を補佐する職にあるときから、段階的に消

防長として必要な知識及び経験を錬成できる

ようになっていることから、任命資格を追加

することとしたものです。

第２号及び第10号の「前号に規定する職を補

佐する職」を条例で定めることとしているのは、

市町村によりこれらの職の名称、位置付け等は

様々であるため、政令で一律に規定するのでは

なく、各市町村で組織編成の状況に応じて定め

ることが適当であるとの考えによるものです。

また、第２号の「条例で定める期間」は１年を

超え２年以下の範囲で、第10号の「条例で定め

る期間」は、２年を超え４年以下の範囲で、そ

れぞれ当該「条例で定める職」の位置付けに応

じて適切な期間を設定する必要があります。

第２号及び第10号に基づく条例を定めるに

当たっては、消防長として必要な知識及び経

験を有することとなるかという観点から第１

条各号の任命資格との権衡に配慮しつつ、職

及び期間を適切に設定する必要があります。

なお、この第２号及び第10号に基づく条例は、

任命資格を追加する必要性がない市町村にお

いては、定めることを要しないものです
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はじめに
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

平成21年２月13日、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

防団の長年の悲願であった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。

諸先輩方が築いてきた礎のもと、全国の数ある

消防団の中から、白河市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、この上ない喜

びと誇りであります。

この受章は、市民のために昼夜を分かたず日々

努力を積み重ね、今日まで消防団としての使命を

果たしております団員各位とその家族の皆様のご

理解とご協力の賜物であり、団員の士気高揚に大

きく寄与するものと期待しております。

白河市の紹介
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

白河市は、福島県の南端に位置し、面積は

305.3平方袰余り、那須連峰の懐に開けた市です。

周辺部を緑の山々に囲まれ、夏涼しく冬は比較的

暖かい自然環境に恵まれており、みちのくの玄関

口として古くから交通の要として栄えてきまし

た。

江戸時代、寛永年間に初代白河藩主丹羽長重に

よって、小峰城の大改修や武家屋敷の創設ととも

に町割りが行われ、小峰城を中心として栄えてき

ました。

その後、幕府老中首座として寛政の改革を断行

したことで有名な松平定信が白河藩主となり、白

河藩政においても藩校「立教館」の設立や庶民の

教育機関「敷教舎」を設置し教育に力を注ぐとと

もに、間引きを防止するなどの農村の復興、陶器

や織物などの殖産興業を行っております。

定信はまた、日本最古の人造公園「南湖」を築

造、不明であった「白河関」の跡地を断定、歴史

を検証し結城宗広父子を顕彰した「感忠銘碑」を

刻むなど、多くの歴史遺産を今に遺しております。

明治期には、戊辰戦争白河口の戦いにおいて小

峰城（白河城）は焼失、新政府軍が白河を占領し、

明治維新に至っています。版籍奉還に伴い明治２

年に白河県が置かれ、同４年には二本松県、引き

続き福島県に含まれました。明治12年に西白河郡

に郡役所が置かれ、同22年には町制を敷き白河町

となりました。

昭和24年には、白河町と大沼村が合併し白河市

制を施行し、同29年には白坂村、小田川村、同30

年に五箇村と合併し、同年表郷村の一部（旗宿・

関辺地区）を編入しました。

この後、約半世紀が経過し、「平成の大合併」に

より平成17年11月７日、白河市、表郷村、大信村、

東村が合併し、新生「白河市」が誕生しました。

現在人口は、約６万５千人となり、福島県県南

の中心的な役割を果たしております。

また、白河市には、「白河だるま」や日本三大

提灯まつりの１つと称されることもある「白河提

灯まつり」のように長い歴史を持つ文化や伝統が

数多くあり、県内外を問わず多くの方に親しまれ

特別表彰「まとい」を受章して 

福島県白河市消防団　団長　辺見　友雄 

「市民の安心・安全のために」 「市民の安心・安全のために」 「市民の安心・安全のために」 

しょうがわ 



ております。

白河市消防団の紹介
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

平成の大合併により合併した４市村の消防団を

平成20年４月に１つに統合し、団員定数は1,294

人、16分団（内１分団は音楽隊）となり、福島県

内でも有数の大規模な消防団となりました。

本消防団は多くの行事を実施しておりますが、

中でもポンプ操法大会は毎年実施し、地区の大会

では常に上位に、昨年は県大会でも２位になるな

ど健闘しております。

また、春秋には地域住民や常備消防と合同で実

際の火災を想定した火災想定防御訓練を市内４地

域で実施し、火災の際に実際にどのように行動す

るのかという問題解決能力を養うとともに消防技

術の向上に役立てています。

この他にも、団員の意識を高めるために検閲や

出初式などの式典や年間を通した夜警活動など予

防消防にも努めております。

全国的に消防団員が減少している中で本消防団

では、団員の充足率が96％に達しており、全国の

平均に比べると危機的状況とはなっておりません

が、地域によっては新入団員の確保が困難となっ

ている地域もありますので、積極的に入団促進を

ＰＲし、団員のいる事業所へも消防団活動への協

力をお願いに訪問するなど団員の確保・活動しや

すい環境づくりに努めております。

また、住宅用火

災警報器の設置が

期限も間近に迫っ

ておりますので、

消防団としても地

域住民に積極的に

ＰＲしてまいりた

いと考えておりま

す。

平成10年８月末豪雨災害
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

本市では、数々の大火や災害がありましたが、

何といっても平成10年８月末の豪雨災害が記憶に

新しいものであります。

当時、８月26日午後から降り始めた雨は、停滞

した前線の影響により断続的に降り続け、31日ま

での総雨量が本市において655ミリを記録する豪

雨に見舞われました。この豪雨により、堤防の決

壊や河川の氾濫が相次ぎ、各地で家屋や公共施設、

農作物などに甚大な被害を受けました。また、山

沿いでは、がけ崩れも続発し、家屋倒壊などの被

害も発生し、多くの死傷者がでるなど未曾有の大

水害となりました。

このような状況の中、団員は、住家の個別訪問

等により避難の周知と誘導を迅速に行ない、人命

の安全確保を図ることに加え、出動要請した自衛

隊及び消防署、警察と合同でボートなどでの救助

を行ない、幾人もの住民を救出しました。

また、堤防の決壊現場においては、被害の拡大

防止のため、土のう積等の応急対策を行いました。

この他、連日連夜に渡り、市内一円で河川堤防

での土のう積みや木流し工法の実施、地すべり等

の危険箇所の巡視警戒及び土砂の撤去作業、さら

には避難勧告を発令した地区住民への避難の伝達

及び避難所への誘導など、不眠不休の身を挺した

現場活動に取り組み、計７日間に渡り延べ3,675

人が出動し、被害を最小限に留めました。

そして、雨が去った後も決壊した河川の仮設の

築堤工事に団員約400人が結集、大型重機との連

携による懸命な手作業で高さ３メートル、長さ

200メートルの仮設堤防を完成させました。

その後、９月15日には、被災者の不安な生活に追

い打ちをかけるように台風５号が当地方に襲来し河

川が増水しましたが、この仮設堤防の完成によって、

二度にわたり甚大な被害を受けた地区の浸水の危険

を回避、地域住民

の安全が確保でき

ました。

現在は、これら

を教訓とし、日々、

水防訓練や消防訓

練に取り組んでお

ります。

おわりに
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

消防団は地域防災の要であり、市民の安心・安

全を守るために、あるいは地域コミュニティの中

核として、なくてはならない大変重要な存在であ

ります。今回の特別表彰まとい受章パレードの際、

沿道に多くの市民が集まり、温かいご声援をいた

だき、私自信そのことを改めて自覚し、今後一層

の精進を決意いたしました。

団員各位にもその自覚と誇りを持って、今後の

消防団活動に臨んでいただくことを願うものであ

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消防関係各位に深く

感謝申し上げまして受章のご挨拶とさせていただ

きます。

21
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1.  中山町の紹介
中山町は、山形県の中央、山系に囲まれ

た山形盆地の東南部に位置し、県都山形市

に隣接した人口12,435人（平成21年８月末

現在）、総面積31.23裄で平坦部の多い町で

す。

東に蔵王国定公園のある奥羽山系、西に

霊峰月山を望み、北部には日本３大急流の

一つ最上川、南東部には須川が流れる四季

の移り変わりを実感できるところです。

肥沃な農地が広がり、米の生産では単位

収穫量が県内トップクラスであり、東北一

の生産量を誇るプラム（スモモ）のほか、

さくらんぼ、りんご、ラ・フランスと、古

くから果物の栽培が盛んに行われておりま

す。

2.  中山町と最上川
中山町の住民と切り離せない存在である

のが最上川です。江戸時代は港町酒田と山

形、米沢方面を結ぶ舟運の船着き場として

栄え、また、東北の秋の風物詩ともいえる

芋煮会も、当町が発祥の地と言われており

ます。

現在は、最上川沿いに町営温泉「ゆ・

ら・ら」、総合体育館、グラウンド等を一

箇所に配置し、町民の健康回復、増進を目

的とした「元気のさと」として形成し、多

くの人たちに親しまれております。

しかし、災害の少ない中山町においても、

昭和42年８月の羽越水害ほか数回、集中豪

雨により、濁流が堤防を越えて周辺住宅に

流れ込みました。

現在は、堤防や排水機場も整備され、洪

水に対する不安も解消されてきておりま

す。しかし、最近の気象の変化等もあり、

いつ災害が起こりうるかも知れません。

これまで体験してきた災害を、地域で語

り継ぎ、自然と向き合うと共に、いざ災害

が起こった際には、団をあげて対処し、被

害を最小限に抑えていかなければなりませ

ん。

3.  中山町消防団の概要
中山町消防団は昭和29年10月に旧長崎町

山　形 

「地域に密着した

消防団を目指して」

中山町消防団　団長　秋葉　憲太郎
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と旧豊田村が合併し、中山町が誕生すると

共に両町村の消防団を引き継ぐ形で結成し

ました。

平成21年９月１日現在の団員数は定数

360名に対し344名、ポンプ車３台、可搬ポ

ンプ積載車９台で活動しております。

中山町消防団の活動は、５月１日の辞令

交付式に始まり、６月上旬に新入団員・班

長以上の講習会を開催し、規律や器具の扱

い方を学んでおります。また、各部ごと月

２回機関点検と巡回広報を行って技術を学

んでおります。

７月の町操法大会では、各部とも厳しい

訓練を行い、団員同士の団結と消防技術の

向上を目指します。８月に開催される東南

村山地区の操法大会には、全12部隊の中の

代表が出場し、平成21年度には小型ポンプ

の部で代表の第１分団第２部が優勝しまし

た。

10月には地震災害等を想定した防災訓練

を実施しております。毎年、対象地区を設

定し、自主防災組織と共に避難訓練から初

期消火訓練など、団員が自主防災会の指導

にあたります。

１月には出初式、４月には春季消防演習

を開催し、１年間の成果を披露するととも

に、功績者を表彰して１年を終えます。

現在、女性消防隊は９名で組織し、火災

予防広報のほか、ＡＥＤ等救急講習や、独

居老人宅訪問など、地域に密着した活動を

行っております。

4.  おわりに
全国的に消防団員数が減少しています

が、当町においても人口の減少・少子高齢

化等により団員確保に苦慮しております。

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になっており、消防

団ＯBの役場職員による役場消防隊や、火

気の使用機会が増える冬期間には消防団員

の中から冬期日中常備消防隊を結成し、災

害予防に努めております。

日頃から、地域との連携、特に、自主防

災組織との関係が重要と考えております。

自主防災会が行う防災訓練への積極的な参

加により、消防団への理解と協力が更に得

られ、ひいては団員確保にも繋がることを

期待しております。

今後とも消防技術の向上を図ると共に各

種団体と協力しながら、安全安心で皆が住

みたいと言える町を目指し、活動してまい

りたいと考えております。

町消防操法訓練大会 ＡＥＤ等救急講習
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1．島田市の紹介
島田市は、静岡県の中央を流れる大井川

の中流域に位置しており、人口約11万人の

市です。

2005年の島田・金谷の合併に続き、2008

年４月に川根町が合併し、東西約23袰、

南北約31袰、総面積315.88裄を占め、県下

でも４番目の面積となる大井川流域の中核

都市が誕生しました。

古くは、東海道随一の難所として知られ

た大井川流域には、宿場で育まれた文化の

香り、往時を偲ぶ石畳や遺跡、ギネスにも

認定された世界一長い木造歩道橋など、注

目スポットが目白押しです。

また、日本一の茶どころ静岡県の中でも、

有数な茶産地であり、島田茶・金谷茶・川

根茶それぞれの味わいと、輝く茶畑の風景

がご堪能いただけるものと思います。

2009年には待望の富士山静岡空港が島田

市と隣接する牧之原市境に開港し、さらに

数年後には新東名高速道路の開通も控え、

県内はもとより全国・海外も視野に入れた

発展が期待されています。

「さらなる発展を

目指して」

島田市消防団　団長　大石　和己

静　岡 
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2．島田市消防団の概要
島田市消防団は、２度の市町合併により、

現在では４方面隊、16分団39部で構成され、

定数955名、実員889名（うち女性消防団

員15名）で組織しています。

資機材は、消防ポンプ自動車34台、積載

車10台、本部車両４台、可搬ポンプ66台を

配備しています。

3．島田市消防団の活動
島田市消防団は、１月の出初式から始ま

り、４月の入退団式、６月の一斉詰所・ポ

ンプ点検、非常招集訓練、水防訓練、年末

年始の夜警など、火災対応・火災予防はも

とより風水害・土砂災害対応、地震対応な

ど幅広い活動を地域の自主防災会とも連携

しながら実施しております。

また、市が主催するマラソン大会などの

イベント等にも積極的に協力しています。

◎　訓練・研修

団全体で実施する研修としては、新入団

員研修、役員教養訓練、非常招集訓練をそ

れぞれ年２回、また県外視察研修を年１回

実施しています。

各分団・部単位で、訓練や資機材の点検

を実施しており、さらには、方面隊編成と

したことから、方面隊単位での訓練や隣接

方面隊相互の連携を図る訓練などを実施し

ています。

◎　女性消防団員

平成19年度に始めて女性団員が入団して

以来、現在15名の女性団員が団本部に所属

しており、火災予防運動期間中の広報活動、

高齢者訪問、救急救命講習の受講による地

域住民への救急法の指導、コミュニティＦ

Ｍでの広報などを行っています。

◎　ラッパ隊

39名のラッパ隊員で構成され、原則とし

て毎週水曜日の練習を積み重ね、出初式や

操法大会などの式典で吹奏しています。

◎　福利厚生

毎年、500名以上の団員が参加し、消防

署との親善スポーツ大会（グラウンドゴル

フ）を開催し、署員や団員相互の懇親を深

めております。

4．おわりに
市域の拡大に伴い、消防団の管轄区域が

大幅に拡大したことから、北部の山間地で

の火災対応や今年６月に開港した「富士山

静岡空港」や空港周辺での災害対応が新た

に対応しなくてはならない課題となってお

り、また、昼間の消防団員の不在地区の対

応などといった課題や団員確保においても

課題を抱えております。

このため、団員の確保はもとより、現在

活動している団員の技能向上について引き

続き取組んでいく必要があると考えていま

す。
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場台地（うわばだいち）」と呼ばれる玄武

岩特有の丘陵性台地がもたらす豊穣な農産

物が自慢です。

2.  玄海町消防団の概要
玄海町の消防団組織は、公設消防組より

昭和14年警防団令施行に伴い警防団を編

成、昭和16年に戦時体制強化と共に防空警

防の任務を併せて行っていました。

その後、昭和31年の合併で、消防組織の

面において改正を要する面があり、地理的

特殊条件を考慮し、値賀地区と旧切木村の

一部を含む有浦地区との２分団制を採用

し、玄海町消防団は発足しました。その後

昭和36年に４分団制をとり、現在は団長１

名、副団長２名、分団長４名、副分団長４

名、指導員３名で定員を400名とし、現在

の消防組織に至っています。

消防施設の面においては、町内全地区に

積載車を配置し、消防団の機動性は著しく

向上し、一刻をあらそう消火活動に多大な

効果をあげています。さらに、平成10年の

本町防災行政無線通信施設の更新事業に伴

い消防自動車及び消防積載車28台に、移動

系の車載無線機を配備し、円滑な相互情報

連絡体制が確立され、その機動性に確実性

が増し、早期消火に効力を発揮しています。

1.  玄海町の紹介
玄海町は九州北西部佐賀県の東松浦半島

の中央に位置します。

西部は玄界灘に面し、遠くは壱岐対馬を

望むことができ、北・東・南を唐津市に接

し、リアス式の美しい海岸線は、玄海国定

公園の一部を成し、対馬海流の恵みを受け

海の幸が豊富で、釣りのメッカにもなって

います。

昭和31年、旧値賀村、旧有浦村の合併に

よって玄海町が誕生、翌年、旧切木村の一

部を編入し、現在の行政区となり、面積36

裄、うち山林面積は10裄となっています。

昭和31年町村合併当時は、炭鉱労働者も

多かったのですが、石炭から石油へとエネ

ルギーの転換が進むにつれ、昭和40年春、

町勢発展を願って原子力発電所の誘致が持

ち上がり、昭和46年から発電所の建設が始

まり、それまで減少していた人口は定着し

てきました。

また、電源三法交付金事業などにより、

道路をはじめ各施設の整備が進み、経済的

波及効果は大きいものがあります。

町名に由来する「玄界灘」は、全国でも

有数の漁場として知られ、町内の外津（ほ

かわず）と仮屋の港で水揚げされる豊富な

海の幸と、低い山が波状的に起伏する「上

佐　賀 

エネルギー基地の街

を守る消防団

玄海町消防団　団長　山口　定
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3.  玄海町消防団の活動
主な年間行事としては、２月の消防出初

式に始まり、近隣４消防団合同での新入団

員及び中級幹部訓練、夏季訓練、消防署と

合同での消防防災訓練、秋の非常火災訓練、

年末警戒などを実施し、各種消防学校入校、

部長研修、幹部研修などの教養研修、原子

力防災関連で、消防団講座、原子力防災訓

練参加など、現代の多様な災害に対応すべ

く消防防災活動に取り組んでいます。

本年度は８月に開催された第30回佐賀県

消防繰法大会小型ポンプ繰法の部に出場し

優勝を果たし、来年の全国消防繰法大会の

出場権を得ました。10名の出場選手を選抜

し、３月から週３回夜間訓練、７月に入る

とほぼ毎日訓練を行いました。訓練には選

手だけではなく、幹部はもちろんのこと、

各分団ローテーションで訓練補助として団

員も参加し、玄海町消防団一丸となって大

会に臨み優勝という輝かしい成績を収めま

した。

4.  おわりに
「自らの地域は自らで守る」という消防

団精神を持ち、安心で安全なまちづくりの

最前線に立ち活動を行い、郷土愛の心を胸

に地域コミュニケーションツールの一端を

担い、地域のリーダーとして、町民の信頼

と期待に応えられるように日々努力を重ね

てまいります。

同上操法競技中
第30回佐賀県消防操法大会　

小型ポンプの部優勝　Ｈ21・８・２

同上一斉放水玄海町消防出初式　Ｈ21・２・15
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1.  習志野市の紹介
習志野市は、東京湾に面した千葉県の北西

部に位置し、人口約16万人、総面積20.99平方

キロと千葉県で３番目に面積が小さな町で

す。習志野市は、昭和29年８月１日、千葉県

下16番目、全国では415番目の市として誕生

しました。習志野という地名の由来は、明治

６年に陸軍大演習が「下総国大和田原」（現

在の習志野市北部地域）で行われた際に、明

治天皇がこの地を「習志野原」と命名したこ

とからきていると言われています。習志野市

は、大正７年に日本で初めてソーセージの作

り方がドイツ人により伝授され作られた町で

あるほか、昭和９年、野球の全米オールスタ

ーチームと全日本チームが対戦した場所であ

り、このときの全日本チームが日本初のプロ

野球チーム「大日本東京野球倶楽部」（現在

の読売巨人軍）として発足したことから、巨

人軍発祥の地となっています。

習志野市は、現在、文教都市習志野として

教育、文化、スポーツに熱心に取組む一方、

都市と自然との共生を図り、平成５年にはラ

ムサール条約登録湿地に市内の「谷津干潟」

が登録されるなど首都圏の中核都市として発

展を続けています。

2.  消防団の組織
本市消防団は、明治36年に５ヶ村が合併し

「津田沼町」となったことから、それまでの

各村の消防組から「津田沼町消防組」が誕生

したことに始まります。その後、昭和29年８

月１日に市制習志野市誕生と同時に「習志野

市消防団」が誕生しました。本市の消防団の

組織は、市内を８つの区域に分け８分団を設

置し、定数は192名（実員174名）、ポンプ車

８台を配備し、市民の安心安全のため日夜活

動しています。

3.  消防団の活動と特色
本市は、面積が狭いため消防団詰所から災

害現場まで凡そ５分で到着できます。また、

地元住民と密着した活動ができ消防団に対す

る理解や協力も十分得ることが出来ます。地

千　葉 

習志野市消防団　団長　三代川　磐

「火消しの心意気を今に！」

消防出初式の様子

市民と火の用心
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5.  時代のニーズに適した活動を目指し
本市では、時代のニーズに合わせた消防団

活動を目指し、年間の訓練計画の中で実行し

ています。例えば、平成20年度春の全体訓練

では、消火器の取扱い指導要領、住宅用火災

警報器の設置基準・維持管理要領について研

修を行いました。また、全団員が普通救命講

習を受講し、応急手当についての知識を身に

つけるほか、団員の中から希望者を募り、応

急手当指導員を育成しています。

これからの時代、災害現場での活動はもと

より、火災予防、救急の分野でも消防団員が活

躍する場を広げ、より一層住民に近い立場で地

域防災の中核を担っていくことを目指します。

6.  歴史と伝統を大切に
習志野市では、歴史や古いものを大切にし、

消防の原点を知ることで先人たちの苦労と消

防人としての心意気を守り伝え、消防に対す

る篤い思いで市民のために活動を行うことを

目指しています。

習志野市では、平成21年７月、江戸時代か

ら明治時代にかけて活躍した木製の手押しポ

ンプ「雲龍水」を復元・製作しました。製作

のきっかけとなったのは、数年前から交流を

深めている京都府京田辺市消防団が、雲龍水

を大切に保管し、現在も放水演技などを披露

することで消防の士気高揚、消防のPRに多い

に役立てています。そして、現在習志野市防

災協会会長を務める前習志野市消防団長石井

友治氏が、習志野市防災協会の発足50周年記

念事業の一環として雲龍水を製作し、主に消

防団で運用することになりました。今後は、

各種イベントや出初式など、消防と市民の触

れ合いの場で活

用し、火災予防

の普及啓発活動

や、消防のPR

活動に役立て行

きたいと考えて

おります。

域の祭りなどのイベントにも積極的に参加

し、常に中心的な役割を担うほか、自主防災

訓練指導や子供会の花火大会警備、町会との

合同夜回り警戒の実施などや、地域ごとに行

われる「町づくり会議」に参加し、住民との

意見交換や火災予防の普及活動など様々な形

で活動を行っています。

4.  女性消防団員の起用
近年、消防団を取り巻く環境は、社会情勢

の変化（消防団員のサラリーマン化）や、少

子高齢化の進行などにより、全国的に消防団

員が減少する傾向にあり、これらは当市にお

いても例外ではありません。

そのような中、女性消防団員の進出は、地

域防災の活性化に大きな成果をあげておりま

す。そこで本市においても平成15年９月１日

に女性消防団員の採用を行いました。現在、

本市では８名の女性消防団員が、広報活動や

火災予防活動、普通救命講習の指導など、幅

広い分野で活動を行っています。

習志野市初の女性消防団員

研修の様子 復元製作された雲龍水



熊本市といえば「熊本城」加藤清正によ

って築かれた日本三名城の一つです。全国

のお城入場者数でも１位になりました。そ

して平成24年４月１日の政令都市実現にむ

け、九州新幹線の全線開業など、熊本は熱

く燃えています。

そんな素晴らしい熊本市には、現在

3,528名の消防団員がいます。そのうち64

名が女性団員です。熊本市は原則１小学校

区に１分団を設置していますが、私の所属

する68分団は、平成14年４月に発足した全

国的にも珍しい女性のみの分団です。鳥井

分団長他26名の仲間と楽しく活動していま

す。

主な活動は、予防広報活動・防災の翔
しょう

華
か

太鼓・住宅用火災警報器の設置推進等・規

律訓練・地元への救急講習等・研修などで

す。私たちに憧れて入団を希望してくれた

団員もいます。資質の向上をめざし、地域

防災リーダーとして活躍できるよう日々協

力しています。

特に力を入れているのが、地元での住宅

用火災警報器の共同購入広報啓発です。３

年前、消防局より火災警報器の研修を受け

ましたが、最初は広報のやり方がわからず、

地元の集会でチラシを説明し火災警報器を

鳴らしてブザー音を聞いてもらい、言い足

りない所を他の女性消防団が補足するなど

みなで協力しながら試行錯誤で活動しまし

た。後日集まっては知恵を出し合い「こう

したらわかりやすいと思われる。」など協

議しました。（業者との値段交渉・注文書

の配布や回収・物品の受け渡しと集金方

法・皆で相談してよりよい方法を話し合

う。）自治会長にも回覧板で協力していた

だき、苦労した地道な活動が今、実を結び

30

熊本市消防団　第68分団　副分団長

永田　惠子

シンフォニー（熊本県）
「命を守る警報器と

私たちをつなぐ絆」



つつあります。

現在も、広報用のチラシと火災警報器を

持って各地域の集会で説明に飛び回ってい

ます。イベント時には拡大した見本で説明

したり、老若男女に一目でわかりやすい説

明を心がけています。色々な事例をあげ、

住宅火災による死者の原因の７割が「逃げ

遅れ」である事を知っていただき、『煙』

をいち早く感知してくれる警報器の必要性

に気付いてもらっています。実際に高齢者

が料理中、他のことに夢中になり鍋を焦が

してしまいました。「火事です！火事で

す！」と警報音声で危うく火事にならずに

すみ「火災警報器ば付けとってよかった～」

と感謝されたことも。

また68分団で頑張っているのが和太鼓

「翔
しょう

華
か

隊
たい

」です。毎年、熊本市出初式・夏

祭り・デイケア慰問・市民の集いなどで披

露しています。特に敬老の日、デイケア慰

問のクリスマス会などでは、夜なべして裁

縫した手作りの衣装で踊りや相撲の練習を

何度もして本番に向け披露し、病院の高齢

者が涙流して喜ばれ「ぜひまた来て」と握

手され感謝されています。もちろん火災警

報の啓発もしています。いろんな活動を通

し私たち女性消防団の心の絆は、団結して

いると言っても過言ではありません。

31

防災は予防と対策が重要です。自分自身

や家族の大切な命、財産を守るためにも、

平成23年６月１日に義務化される住宅用火

災警報器の普及啓発にむけ、68分団女性消

防団はこれからも頑張っていきたいと思い

ます。また、減少傾向にある男性消防団員

を女性パワーで少しでもカバーできればと

思っています。火の国・水の国・森の国

魅力あふれる我が郷土、熊本を守りたい。

私たち女性消防団員は常にアンテナを高く

して、女性ならではの細やかなサポートで、

皆が安心して生活できる安全な町づくりを

目指していきたいと思います。



私の住む福井市は、九頭竜、足羽、日野

の三大河川の扇状地である福井平野に発達

してきました。

現在の市の中心部は、室町時代のころに

は北ノ庄と呼ばれ、街づくりは柴田勝家の

北ノ庄城築城が始まりといわれています。

幕末の藩主は、名君の誉れ高い松平慶永

（春嶽）で、その時代には、橋本左内、由

利公正、橘曙覧、笠原白翁ら多くの優れた

人材を輩出し、さまざまな分野で活躍しま

した。

明治22年に市制が施行され、福井市が誕

生しましたが、その間、昭和20年の空襲、

昭和23年の福井大震災と壊滅的な打撃を受

け、さらに風水害と幾多の災害に見舞われ

ましたが、市民の不屈の精神によってよみ

がえり、今日の『不死鳥のまち福井』を築

きあげました。

私の所属する福井市消防団の女性団員は、

マーチングを行っているカラーガード隊

「ファイヤーエンジェルス」という独身女性

13名によるグループが前進となっています。

この団体は、福井市消防音楽隊とともに消

防広報の一役を担うため昭和59年に発足し

ました。以来、平成元年に福井市消防団の

女性団員として任命され、今年で活動25周

年目を迎えることとなったものです。

主な活動内容は、消防関係及び自治体主

催の公式行事、並びに区民体育祭など地域

の各種のイベントに幅広く出演し、年間30

回以上の演奏活動をとおして、火災が１件

でも減ることを願い、消防のＰＲを行うこ

とが役目なのです。

特に、小学校のＰＴＡ又は育成行事によ

る防火演奏会は市民と消防が一つになれる

32

福井市消防団本部分団　班長

西村　美幸

シンフォニー（福井県）

地域を結ぶ音の架け橋として
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瞬間で、私たちが行う消防ＰＲ活動の中で、

最も実効が得られる活動の一つとして自負

しています。その内容は、親子を対象に楽

器の紹介を行ったり私たちのフラッグ演技

を見せたりと、楽しみながら消防のお仕事

を学んでいただくものです。このときばか

りは親御さんたちも童心に帰り子供達と一

緒に楽しまれている様子が窺われ、まさし

く女性消防団ならではの「地域の皆様と消

防を結ぶ音の架け橋役」と言ったところで

はないでしょうか。

しかし、一言で消防のＰＲといってもこ

れが容易なことではありません。単に女性

ならではの「マスコット」的な存在だけで

は観客に何も訴えることはできません。し

かも、下手な演技では逆に消防のイメージ

ダウンにもつながりかねないからです。そ

ういったことからも日々の練習は欠かせま

せん。言うまでもなく団員の全員がボラン

ティアなので、それぞれの仕事を終えた夜

７時30分からカラーガードの練習は行われ

るのです。

昼間の仕事で疲れきった身体に鞭打っ

て、暑くて倒れそうでも、寒くて凍えそう

な夜でも、手のひらにできた肉刺の痛みに

も耐えながら、地域の皆様とのふれあいを

楽しみに、そして、消防の更なるイメージ

アップのために、夜中まで演技の技術向上

に励んでいるわけです。

さて、私たちが行っている消防ＰＲ活動

は、従来消防団員が行ってきた消火及び警

防活動又は防火指導といった内容と若干異

なるかもしれませんが、郷土愛護の精神と

消防を思う気持ちはいささかも変わらない

と自負しています。

これからの時代は、地域に密着した地域

コミュニュティの結びつきが大切であり、

このような観点からも、女性消防団員の存

在は必要不可欠ではないでしょうか。私た

ち女性にしかできない女性だからこそ効果

のある消防団業務を考えた場合、女性消防

団員の数が今以上に増えてほしいと願う次

第です。

これからも、皆様に愛され親しまれる女

性消防団員として、防火・防災の普及啓発

のため、演奏活動を通じ地域の消防を結ぶ

音の架け橋として一生懸命頑張って生きた

いと思います。
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をスローガンに、第38回全国消防救助技

術大会を、多くの来賓と市民の皆様を迎

えて盛大に挙行しました。

この大会は、救助技術の高度化に必要

な基本的要素の練磨を通じて、消防救助

活動に不可欠な体力、精神力、技術力を

培うとともに、全国の消防救助隊員が一

堂に会し、競い、学ぶことを通じて、他

の模範となる消防救助隊員を育成し、市

民の皆様の消防に寄せる期待に力強く応

えることを目的として毎年開催している

ものです。第35回大会からは市民の皆様

の目線に立って大会内容を研究し、皆様

財団法人全国消防協会では、去る８月20

日に神奈川県横浜市の横浜市消防訓練セン

ターにおいて、「ＰＲＩＤＥ　ＯＦ　ＯＲＡＮＧＥ」

「第38回全国消防救助技術大会」について
財団法人　全国消防協会

新井会長

イベント
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に消防の技術の高さ、力強さ、優しさをア

ピールするとともに、市民の皆様が参加で

きる大会を目指すなど、変革を遂げながら、

今大会で38回の開催を数えるに至っていま

す。

第38回大会の開催地となったのは神奈川

県横浜市。古くから我が国の情報受発信の

窓口として世界と結ばれ、日本の近代化を

進める国際港都として発展してきた横浜市

は、今年、一九五九年（安政六年）の開港

から一五〇周年を迎えました。横浜市では、

今春以降、未来への「出向」をテーマに開

国博Ｙ１５０と称した数々の記念事業が開

催されており、様々な市民向けイベントを

企画した本大会においても、その追い風を

受け、全国から多くの方に来場していただ

き、開放性に富んだ横浜市らしい大会とな

りました。

大会会場は、「横浜市消防訓練センター」。

今大会を主管する横浜市安全管理局では、

市街地から遠いという悪条件のなかで、い

かに市民の皆様が参加しやすい環境を整え

るかが当初の課題でありました。報道機関

の協力による事前広報や横浜市教育委員会

など他機関との共催によるイベントの開

催、ホームページによる動画配信など斬新

な企画を取り入れるとともに、シャトルバ

スと広大な駐車場を確保、運営要員を約

700名動員して、万全の態勢を整えること

ができました。

さて、大会当日は、今夏にめずらしく空

一面晴れ渡る好天。一般の方や消防関係者

など約17,000名で埋め尽くされた会場内

は、開会式を目前に熱気と興奮に包まれて

いました。

午前８時50分、横浜市消防音楽隊の軽快

な演奏に合わせ、国際消防救助隊、緊急消

防援助隊をはじめ、全国９地区支部から選

抜された967名の精鋭たちが堂々と入場し、

開催地消防長である上原横浜市安全管理局

長の開会宣言で大会の幕は開きました。

開会式では、消防使命達成のため殉職さ

れた消防職員の御霊に対して黙とうを捧げ

た後、国旗・大会旗を掲揚、その後大会会

長である新井財団法人全国消防協会会長、

開催地の金田横浜市副市長からあいさつが

ありました。続いて、河野消防庁長官、片

山財団法人日本消防協会会長、松沢神奈川

県知事（代理：羽田神奈川県副知事）から

ご祝辞を賜り、大会審判長の山家北九州市

消防局長が出場隊員に向け、審判長からの

指示を行いました。開会式の最後には、出

場隊員を代表して横浜市安全管理局の山崎

隊員が力強く隊員宣誓を行いました。

陸上の部 水上の部
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開会式終了後のオープニングセレモニー

では、ドラマ「ＲＥＳＣＵＥ～特別高度救

助隊」で徳永隊長役を演じられた俳優の石

黒賢氏に特別出場いただき、特別高度救助

部隊（ＳＲ）による訓練を行いました。

いよいよ訓練の幕開けです。全国から選

りすぐられた精鋭たちの眼差しは一段と鋭

くなり、出番に臨みます。救助のプロとし

て、また、消防本部の代表としての誇りを

背に燃えさかるような熱き魂を抱く隊員の

姿は、まさに「ＰＲＩＤＥ　ＯＦ　ＯＲＡＮＧＥ」

です。磨き抜かれた技を次々と披露する隊

員に、観覧席からは歓声と激励の拍手が鳴

り止みません。

訓練の後半は、技術訓練。水上の部では

大阪府合同隊（大阪市消防局、枚方寝屋川

消防組合消防本部、堺市消防局）と仙台市

消防局の２隊、陸上の部では福岡市消防局、

金沢市消防局、横浜市安全管理局の３隊が

先駆的な救助技術を披露しました。導入か

ら４年目となる技術訓練も「学び」の場と

して定着しており、訓練施設が限られてい

るとは言え、それぞれの創意と工夫のもと、

これまでと違った多彩な訓練想定と救助技

術が披露されました。

閉会式が始まるまでの間は、横浜市消防

音楽隊（ポートエンジェルス１１９）によ

る特別演技が披露されました。

閉会式では、各種目の入賞者を大会会長

である新井財団法人全国消防協会会長が表

彰し、「十分な安全管理の下、参加隊員に

怪我もなく無事に大会を終了することがで

きた。大会関係者の皆様にお礼申し上げた

い。本大会は、陸上の部、水上の部でそれ

ぞれ諸君は日頃鍛え抜いた気力、体力及び

救助技術を遺憾なく発揮されたことは大変

意義深いことと思う。本大会を一つの契機

とし、今後もより一層救助技術の錬磨、向

上に努め、地域住民の負託に応えられるよ

う希望する。」との講評を行いました。国

旗降納に続いて、大会旗が上原横浜市安全

管理局長から次期開催地の三浦京都市消防

局長に引き継がれ、三浦京都市消防局長が

次期開催地としてあいさつを行いました。

最後に、上原横浜市安全管理局長が閉会を

宣言し、第38回全国消防救助技術大会は幕

を下ろしました。

猛暑の中、多くの来賓と市民の皆様に来

場いただき、成功裏に大会を終えることが

できました。今後とも、変わらぬご支援と

ご協力を賜りますようお願い申し上げま

す。

技術訓練



37

1．篠栗町の概要

篠栗町は福岡地区東部、福岡市と筑豊地

区の中間地点に位置し、面積は38.90裄、

周囲に600ｍ級の山が連なる盆地で、町土

の約70％が山林になっています。町域のほ

ぼ中央を博多湾に注ぐ二級河川多々良川が

東西に流れ、この河川を中心に平野が開け

ています。人口は31,648人（平成21年８月

現在）であり、篠栗四国霊場八十八カ所で

も有名な町であります。

2．消防団の組織

全団員数260名、団長、副団長2名、10分

団　20班及び女性消防隊で組織しており、

団員平均年齢約30歳で比較的若い年齢層で

構成されています。火災出場、水防活動、

災害に対する予防、啓発、女性消防隊によ

るＡＥＤを活用した心肺蘇生法及び応急手

当の普及、啓蒙等の活動を実施しています。

3．災害に伴う消防団活動

①当日の気象状況

平成21年７月24日　金曜日　夕刻（17時

頃から）、南からの湿った暖かい空気（湿

舌）が、九州北部付近に停滞していた活発

な前線を刺激し、積乱雲が次々に出来る現

象「テーパリングクラウド（人参雲）」が

発生し、局地的な豪雨をもたらしました。

本町では時間最大雨量100.5ミリを観測し、

10年前の平成11年６月29日の梅雨前線豪雨

で観測した時間最大雨量100ミリを更新し

観測史上最大の雨量となりました。

②消防団活動

７月24日18時00分頃、役場消防係を通じ、

全団員に格納庫待機及び管轄内の区長指示

のもと活動するよう指示をしました。これ

に伴い管轄区域内での水防活動、冠水地域

の警戒及び避難者の誘導を実施しました。

特に山間部を管轄する第１分団においては

道路が寸断され孤立した民家が数軒であ

り、団員自身の自宅も被災するという不安

な夜を過ごしました。また、徹夜で警戒に

あたる団員もおりましたし、翌日に備え休

息をとった団員も「不安で寝られなかった」

ということを聞いております。

翌日25日未明、消防本部に山手地区の孤

立した世帯への救助要請が入り、消防本部

各隊が散在する被災箇所へ出場していた事

突然の豪雨「平成21年7月　
中国・九州北部豪雨」
福岡県篠栗町消防団　団長 村霖 敬太郎
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から隊員数が少ないことを察知し、団幹部

を現地に向かわせました。状況は河川洗堀

による道路寸断、また他方面からの接近は

道路が寸断され、全く近寄れない状況で、

２次災害の危険性も充分に考えられる事か

ら救助活動は断念しました。夜が明けてか

らの消防本部、警察による救助活動開始の

時点で、この世帯の家屋は土砂で倒壊して

おり、２名が行方不明とな

りました。

26日再び大雨・洪水警報

が発令され降雨開始、町内

数カ所で一時的な冠水が発

生し、団員が土嚢積み等の

災害対応に追われました。

また、行方不明者の救助活

動は降雨のため中止が決定

されました。

27日から８月５日まで、

行方不明者の救助活動のた

め、毎日、団員を30名ほど

現地へ派遣、消防本部・自

衛隊及び警察と共に救助活

動を実施しました。

24日からの災害に伴う活

動については団員が生業を

犠牲にし、救助活動等に参

加しました。町内で働く団

員は毎日のように活動に参

加し、会社等に勤務する団

員は、仕事を早々と片付け

午後から参加したり、休暇

を申し出たりして参加する

等、消防団員としての使命

を果たすために、最大限の

努力をしておりました。

今回の災害を通し、篠栗

町、粕屋南部消防本部、陸

上自衛隊及び福岡県警との

連携がとれ、特に粕屋南部
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消防本部とは、日頃、訓練や会議を通し連

絡等を密に行い、相互に協力できる体制を

とっていたことから、充分な意志疎通及び

連携がとれ、効率的な活動が実施できたと

思います。

4．おわりに

この度の災害に際し、財団法人日本消防

協会をはじめ各方面よりご支援、ご協力を

戴きましたことに対しまして、厚く御礼を

申し上げます。

今回の集中豪雨により町内の至る所で災

害が発生し、救出や復旧活動に従事しまし

たが、自然の猛威の前に無力を思い知らさ

れる事ばかりでした。特に山手地区の現場

では、膨大な量の土砂を目の当たりにし、

その計り知れない威力を感じずにはいられ

ませんでした。行方不明の方は、残念なが

ら２名とも土砂災害の犠牲となり亡くなら

れておりました。ご遺族の方々から消防団

に対し感謝の言葉を戴き、疲れは癒えまし

たが、「災害から人命を守る事が出来なか

った」という思いが今も心に残っておりま

す。

この災害を教訓とし、再び尊い人命を失

う事のないよう、防災活動をさらに充実さ

せ、精進して行く事こそが、地域に密着す

る消防団としての使命であると考えており

ます。

最後になりましたが、今回の豪雨災害に

より全国各地において犠牲になられた方々

のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
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有すると認める消防団員に対して、認定

証を交付するものです。

去る６月12日、初回の講習が、消防団

幹部約30名を対象に行われ、修了後に松

浦団長より「取付サポーター認定証」の

交付を行いました。

住宅火災による犠牲者を減らす目的とし

て、平成16年６月２日、消防法の一部改正

により、すべての住宅に「住宅用火災警報

器」の設置が義務付けとなり、設置の期限

が平成23年６月１日と迫ってきました。

このことから、松江市では、地域に密着

し、まさに地域防災の要である消防団員が、

住宅用火災警報器の取付が困難な高齢者等

から依頼があった場合に、ボランティアで

住宅用火災警報器の取付をし、設置の推進

を図ることを目的として、「住宅用火災警

報器取付サポーター」制度を始めました。

この制度は、消防本部予防課から、住宅

用火災警報器に係る講習を受けて、必要な

知識を習得した消防団員、若しくは消防団

長が講習等を受けるのと同等以上の知識を

住宅用火災警報器の普及に向けて、消防団による
「取付サポーター認定証」制度を開始

松江市消防団

講習会

認定証
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ー認定証の交付を受けた団員が取付を行

ないました。

先般、取付が困難な高齢者の方２名か

ら依頼がありましたので、取付サポータ

現在、９方面団中、４方面団で講習会

を開催し、約300名の団員が認定証の交付

を受けています。

また、年内において全団員に認定証の

交付を行う予定としており、松江市消防

団を挙げて、住宅用火災警報器の普及に

努めていきます。

取付風景

依頼者に説明をする松浦団長とサポーター認定者の小川方面副団長
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平成21年11月９日（月）から15日（日）ま

での７日間、平成21年秋季全国火災予防運動

が実施されます。

この運動は、火災が発生しやすい気候とな

る時期を迎えるに当たり、火災予防思想の一

層の普及を図り、火災による死傷者及び財産

の損失を防ぐことを目的として、毎年「１１

９番の日」である11月９日から１週間の日程

で実施されています。この期間に各地で住宅

防火診断、防火講演会、防災訓練など様々な

行事やイベントの開催を予定していますの

で、積極的に参加し、防火に対する正しい知

識・技能の習得に努めてください。

昨年、全国で５万2,394件の火災が発生し、

1,969人（うち住宅火災（放火自殺者等除く）

は1,123人）の方が亡くなっています。火災を

未然に防止するためには、一人ひとりが防火

の重要性を認識し、火災を起こさないよう日

常の生活において防火を実践していくことが

大切です。このため、今回は次の４点を重点

推進項目として設定し、積極的に火災予防対

策を推進します。

住宅火災による死者数が、平成15年から６

年連続で1,000人を超えていることや、住宅火

災による死者の６割が逃げ遅れにより亡くな

られていること、高齢化に伴い更なる死者数

の増加が懸念されていることなどから、住宅

用火災警報器の早期設置の促進を図ることを

目的とした「住宅防火対策の推進」。そして、

放火が平成９年以降12年連続の出火原因の第

１位となっていることから、より積極的に放

火火災を減少させるための「放火火災・連続

放火火災防止対策の推進」。また、グループ

ホーム火災等を踏まえた防火管理体制の充

実、違反是正指導等に着目した「特定防火対

象物等における防火安全対策の徹底」。さら

に、消費者の安心・安全の確保が強く求めら

れていることを踏まえ、電気用品、燃焼機器、

自動車等による火災対策としての「製品火災

の発生防止に向けた取組の推進」。

また、各地域

における防火安

全体制の充実、

震災時における

出火防止対策の

推進等につい

て、地域の実情

に応じて推進を

図ることとして

います。

平成21年秋季全国火災予防運動

総務省消防庁　予防課

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』

「平成21年秋の全国火災予防運動」
広報用ポスター

３つの
習慣

４つの
対策

● 寝たばこは、絶対やめる。
● ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
● ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

● 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
● 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
● 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
● お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント　
-３つの習慣・４つの対策-
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婦人（女性）防火クラブは、家庭での火災

予防の知識の習得や、防火意識の啓発などを

目的として、家庭の主婦などが中心となって

活動している組織です。

平成20年４月１日現在、全国各地で１万

1,586団体が組織され、約182万人のクラブ員

が活動していますが、近年、組織数、クラブ

員数とも減少傾向にあります。

婦人（女性）防火クラブは、地域の実情に応

じた様々な活動を行っています。家庭防火に役

立つ活動として、住宅用火災警報器の普及活動

や共同購入、各家庭の防火診断、初期消火訓練

などを行っているほか、地震時の家具の転倒を

防止するための対策、災害時の後方支援活動な

ど、地域の防火・防災のための幅広い実践活動

を行っているクラブもあります。

特に、住宅用火災警報器の普及促進は、婦

人（女性）防火クラブが積極的に取り組んで

いる活動の一つとなっています。

平成20年中、住宅火災における死者数（放

火自殺者等を除く）は1,123人で、そのうち、

逃げ遅れによる死者数は、667人となってい

ます。住宅火災で亡くなる方を一人でも減ら

すためには、住宅用火災警報器の普及をはじ

め、更なる住宅防火対

策の徹底が必要です。

平成16年に改正された

消防法により、住宅用

火災警報器の設置、維

持が義務付けられ、新

築住宅は新築時に、ま

た既存の住宅について

も市町村の条例で定め

る日まで（遅くとも平

成23年６月）に設置す

ることが定められています。

婦人（女性）防火クラブでは、消防団など

とも連携して、住宅用火災警報器の設置・維

持管理などの住宅防火対策の重要性や必要性

について積極的な啓発に取り組んでいます。

このように、婦人（女性）防火クラブは地

域の防火・防災のために貢献し、安全な地域

社会の実現に寄与しています。消防庁として

も、都道府県の連絡協議会の設立の支援（平

成21年８月現在42府県）などを通じて、これ

ら婦人（女性）防火クラブの育成強化に努め

ていきたいと考えています。

大規模災害時には、情報の錯綜や各種ライ

フラインの寸断により、様々な混乱が生じる

ことが予想されます。そのような状況の中で

地域の被害を最小限に抑えるためには、主婦

等の女性の方々の災害対応活動が非常に重要

となります。「自分たちの地域は自分たちで

守る」という信念と連帯意識の下に、火災や

災害に強い安全なまちづくりに向け、より多

くの女性の方々に、防火・防災の重要性を認

識していただき、婦人（女性）防火クラブ活

動へ積極的に参加していただきたいと考えて

います。

婦人（女性）防火クラブ活動の
理解と参加の呼びかけ

総務省消防庁　防災課

紙人形劇による防火意識の啓発活動
（写真提供：岡山県倉敷市倉敷市

女性防火クラブ協議会）

住宅用火災警報器設置についての実態調査
（写真提供：愛媛県伊予市
湊町婦人防火クラブ）
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福

井

県

粉雪舞い散る福井の街を、木遣りの謡に纏が揺れる。沿道の拍手の中を粋な半纏姿の若
衆がねり歩く。新春恒例の『福井市出初式』において、伝統の“はしご乗り”が始まるそ
の中で、ひと際大きな声を掛け、若衆に気合を入れるのは、福井市消防団旭分団の脇本進

分団長（62歳）である。今年で消防団員として30年目の節目を迎えた脇本分団長は、これまでに福井豪雨
をはじめ幾多の災害現場に出場しているが、「時代は変わっても、市民を災害から守
る“火消し”の魂は変わらない。」との信念で、常に「消防団員としての役割、“使命
感”を忘れてはいけない。」と、若い団員たちへの指導にも熱がこもる。
また、住宅用火災警報器の設置促進を図るため、消防職団員が連携して、市内全戸

を訪問し、指導にあたっているが、ＪＲ福井駅東側の住宅密集地を抱える旭分団では、
バイタリティ溢れる脇本分団長が先頭に立ち、分団員と一丸となって１日も早い設置
を呼びかけており、地区の住民や分団員に慕われ、愛されている分団長です。

福井市消防団　分団長

脇本　進

長

野

県

御代田町消防団は、総勢300名（定員300）から組織されています。平成17年度
より女性が入団し、消防団員として活躍しております。現在、当消防団には８名
の女性消防団員が在籍しておりますが、今回、特に消防活動等へ積極的に参加し
ている４名の元気な女性消防団員を紹介します。 …＜紹介者＞御代田町消防団
副団長　小松　美弦
私達４人は、御代田町で毎年７月に行なわれている、龍神祭りに参加しています。

女性ばかり21名で、全長21ｍある龍を持ち走り回る、とても体力のいるお祭りで
すが、終わった後の爽快感はたまりません。何を隠そう、そのお祭りを見ていた団
長からスカウトされたのが、消防団に入ったきっかけです。
これからも、消防団活動、そして、龍神祭りを通して、地域社会に貢献出来るよ

う頑張りたいと思います。

御代田町消防団　団員

布澤ゆかり・大井浩美・山口幸江・黒岩かおり

東

京

都

福祉タクシー経営の傍ら日々消防団活動をしています。
本業の合間をぬって趣味と実益を兼ねて車両に関する講習を

受け資格を習得して活用しています。イベントで昔なつかしい
ボンネットバスなどを年１～２回ボランティアで運転をしたり、旧型消防車・
バスの資料収集などもやっています。
当市消防団におきましては、現体制50周年の節目を迎え、四箇分団という少

数精鋭の中、団員一同一丸となって活動しています。

昭島市消防団　第一分団　班長

篠　秀樹

佐

賀

県

今から18年前、縁あってフィリッピンから武雄市に嫁ぎ、現在は３人のお子さんに恵ま
れ、御一家７人の大所帯を切り盛りされています。
慣れない日本での生活の中でも何事にも積極的で平成18年４月、消防団に入団、「先輩

たちの活躍を見て、私も地域の皆さんの役に立ちたいと思い入団しました。」と入団の動機を話されました。

武雄市消防団　団員

黒岩　へレン
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香

取

県

大塚分団長は、高校卒業後消防団員として入団以来、郷土愛護と公共奉仕の精神に徹し
28年の永きにわたり消防団員として活躍。また畳職人（３代目）として
家業に従事する傍ら、約300年の伝統を受け継ぐ国指定重要無形民俗文

化財「佐原の大祭」に欠かすことのできない、日本三大囃子「佐原囃子」の下座連として
も活躍。そして、この伝統文化を部下団員はもちろん地域の子供たち等に広く紹介しなが
ら指導にあたるなど、地域伝統芸能の継承者として、そして地域火災予防の防人として、
使命達成に向け努力する姿は地域住民等から深く信望を集め将来を期待されている。
●《佐原囃子の紹介》
情緒的なメロディーを主体とする独特の祭り囃子で、佐原ではお囃子を下座、囃子方

を下座連と呼び、楽器は、笛・大皮・小鼓・大太鼓・小太鼓・すり鉦で15人位で演奏される和楽器のオー
ケストラです。曲目は40曲以上あり山車が曳き廻される道の雰囲気に合わせて演奏されます。佐原囃子の
独特の響きと曲の多さは他の囃子に類例がありません。
「佐原よいとこ水の郷」へどうぞお立ち寄りください。

香取市消防団　佐原第1支団　第1分団　分団長

大塚　益弘

静

岡

県

私の住む「水産のまち」焼津市は、静岡県のほぼ中央にあり、日本一深い駿河湾に面し、
平成20年11月には隣接する旧大井川町と合併、新しい焼津市として生まれ変わりました。
市民の安心・安全の一翼を担う焼津市消防団は、消防団本部を核に、４つの方面隊のも

と18個の分団と女性消防隊で組織され、まさに漁師町のごとく、活気ある消防団員が一致団結し活動をし
ています。
さて、染物屋を営む私は、粋な漁師が愛用していた、夏場は、涼しく、肌に合う「魚河岸シャツ」に、

まとい、団マークなどを絵柄にした「消防団員オリジナル魚河岸シャツ」を平成20年より製作しています。
全国の消防団員の皆様、全国的にご好評をいただいている、「魚河岸シャツ」を身につけてみてはいかが

でしょうか。（カッコイイですよ！）消防団に入団し22年が経ちますが、ここまで頑
張ってこれたのは、なによりも家族の大きな支えがあったからであると日々感じて
います。これまで多くの災害に出動し、様々な光景を目の当りにしてきましたが、そ
の度に、我がまちは我らが守るという気持ちを大きくし、消防団の仲間と共に前を向
いて進んできました。
今後も、日々の訓練に励み、焼津市民のため、そして地域のために多くの仲間と

ともに邁進していきたいと思います。

焼津市消防団　本部分団長

高橋　浩之

熊本市消防団で中堅団員として活躍している水上さんを紹介します。
市営バスの運転手を務める傍ら、消防団員と赤十字飛行隊熊本支隊の副隊長を務める41
歳。幼い頃からの「飛行機に乗りたい」という目標から猛勉

強の末、飛行機・ヘリコプターの免許を取得した努力家。阪神淡路大震災、水
俣土石流の災害現場にも出動した経験もある。
また、防災に関連する多くの資格を取得するバイタリティに溢れ、興味が尽

きないと言う。人が好きで、人のためになる事がしたい・・・陸と空から住民
を守る水上さんの目標が、限りなく広がる空のよう続く事を願っている。

熊本市消防団　第66分団　団員

水上　国浩
熊

本

県

東

京

都

第五分団の澁谷班長は、自他ともに認める熱血消防団員です。日頃の消防団活動はもち
ろん、平成20年10月11・12日に東京ビッグサイトで開催された「地域防災力展（第21回全
国消防操法大会同時開催）」では、清瀬市消防団ブースを開設！

清瀬市の特産である「にんじん」を使った様々な商品を全国の皆さんにＰＲしま
した。また、平成18年度には、東京都北多摩地区（17市）の消防団員を代表し第
21回消防団員意見発表会に出場、見事「優秀賞」を獲得し、東京消防庁第八消防
方面本部長表彰を受けました。応急手当普及員でもある澁谷班長は、今日も消防
団員として清瀬市民の生命と財産を守るという使命感に燃えています。

清瀬市消防団　第五分団　班長

澁谷　桂司
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広場 

東京都 消
防
団
の 

武蔵村山市消防団
班長

金井　一三

消防団員意見発表会出場にあたり

第23回東京都消防協会消防団員意見発

表会に北多摩地区消防団を代表して出場

しました。武蔵村山市から出場するのは

17年目、私は班長の立場からみた災害出

場のあり方、現場活動での安全管理を中

心に、武蔵村山消防団の現状とこれから

の消防団の在りかたについて意見を述べ

ました。

発表会では、東京都特別区代表や島し

ょ地区代表の発表もあり、都市部での消

防団活動や島・海・山間部での消防団の

活動など、それぞれの地域の特性に応じ

た消防団活動を通じての体験や提言が発

表されました。

また、発表者は、団員や班長、部長な

ど様々な階級の団員であり、それぞれの

立場での考え方、行動のあり方などにつ

いて意見を聞くことができました。

この体験は、私の今後の消防団活動に

ついて大きな刺激となりました。また、

後輩への伝承しなければならないことだ

と認識させてくれました。

このような意見発表はもっと多くの団

員やその家族、地域の皆様にも聴講して

いただき、消防団員の活動を紹介し、消

防団に対する理解を深めてもらえるきっ

かけとなります。そして、将来、消防団

を背負って行く新たな人材教育の場にも

なるのではと思っています。



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」

11月の日本消防協会関係行事

11月５日（木）～６日（金） 第15回全国女性消防団員活性化岡山大会
（岡山市　桃太郎アリーナ）

11月11日（水） 第25回日中消防協会定期協議会（東京）
11月19日（水）～20日（金） 第５回消防団幹部国民保護法制研修（日本消防会館）
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編　集　後　記
朝、顔を洗う水も心なしかひんやりとして、暑がりの私自身、そんな小さな秋の気配も嬉しいこの
頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。
さて、今月号に掲載しております、全国消防殉職者慰霊祭も昨年初の内閣総理大臣のご参列とな

りましたが、今年も麻生内閣総理大臣をはじめとするご来賓、全国消防関係者のご参列のもと、厳
粛な中で無事に執り行われました。
今回新たに御霊９柱が合祀され、総合祀数は、5,405柱となり、消防の使命に殉じられた御霊の安

らかなご冥福をお祈りいたします。
また、今月号には７月に発生の九州・中国地方を襲った福岡県篠栗町の豪雨災害での消防団員の

昼夜を問わずの活動状況を掲載しております。山口県の防府市の活動状況については、来月号に掲
載いたします。
さらに島根県松江市消防団からのご寄稿では、住宅用火災警報器の普及に向けて、消防団員によ

る「取付サポーター認定証」制度の取り組み状況を掲載しておりますので、是非ともご覧いただき
たく思います。
みなさまの消防団でも、いろんな活動をされておられると思いますが、本誌にご寄稿いただき、

情報交換の場として是非ともご活用いただければと思います。
最後に消防団の充実強化と地域防災体制の強化目的のため、平成19年から消防団協力事業所制度

が導入されておりますが、当協会が斡旋しています同表示証もここ最近まで5,574枚の販売と順調に
普及しております。事業所に対し交付式を行っている関係から、発注につきましては、ＦＡＸ注文
から受け取りまで、年末年始等の大型連休を除き約２週間の時間を要しますので、お間違いのない
ようによろしくお願いします。詳しくは、日本消防協会ホームページをご覧下さい。 （M・S）
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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


