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●　第19回全国女性消防操法大会の開催
●　防火ポスター最優秀賞に石井さんの作品が選ばれました！
●　劇団ふるさときゃらばん　
ミュージカル「地震カミナリ火事オヤジ」400回公演達成！

11
2009



日本消防 CONTENTS 11
Vol.62  No.11

紫雲出山山頂からの夕景

浦島伝説にちなんだ地名や遺跡が数多く残されている三豊市詫間町にある紫雲出山は、太郎が

玉手箱を開けた時、立ち昇った白煙が紫の雲となってこの山にたなびいたので付いた名前です。

遥か昔、浦島太郎が夢の国・竜宮の姫に想いを抱き瀬戸の夕景を見ていたのかもしれません。

香川県 三豊市
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第19回全国女性消防操法大会 
（平成21年10月22日　　於 横浜市消防訓練センター） 

〈日本消防協会中央消防訓練場〉 



第15回全国女性消防団員活性化 
岡山大会開催 

～大会テーマ～

『晴れの国おかやまから　安全・安心への架け橋　キラリ　輝け女性消防団員』

（詳細は、次号に掲載）

（於　岡山市・桃太郎アリーナ）
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島根県は日本海に面し、東西に230袰と

長い。残念ながら人口の減少県で、高齢化

率は全国１位です。

神話にその創建が語られている出雲大社

はあまりにも有名であり、県都は松江市で

堀尾吉晴公が松江城を築城し400年になり、

｢開府400年まつり｣が盛大に行なわれてい

ます。

平成の大合併により、県内の市町村数は

59から21に収斂し、これに伴い合併した市

町村において消防団組織の再編成が行なわ

れ、経過を経て順次統合され21消防団とな

りました。

さらに、市町村においては国民保護計画

が策定され、この計画に新たに消防団の活

動能力に応じた役割を担うことが盛り込ま

れるなど、大きく変容しています。こうし

た中でわれわれ消防団は、地域防災体制の

中核的な存在として、地域の安心・安全を

守るため、強い気概と崇高な使命感を持っ

て、機能的な活動を行なっています。

全国では女性消防団員確保を、10万人以

上を目標に進めており、現在17,224名と

徐々に増加しているようです。

島根県は、前年よりやや増加傾向ではあ

るが、採用しているのは、13消防団245名

とまだまだ少なく、今後も県下の全団が女

性消防団員を採用するように大いに働きか

けをする必要があります。

女性消防団員の活動を紹介しますと、女

性ならではのやさしさ・思いやり・きめ細

かさを生かし、平常時には、防火・広報活

動として高齢者や独居老人宅の防火診断、

応急救護の普及指導、防火教室、火災予防

運動期間中の広報車での呼びかけ、幼稚園

児・小学生を対象とした防火紙芝居等を行

なっています。

種々の活動を通して“地域の中で連携し

ていく喜びと、確かな手ごたえを感じてい

る”と女性団員のことばです。

非常時には、情報収集や被災者への救

護・ケア活動等の後方支援を行ないます。

今年も、島根県女性消防団活性化大会に

300名が集い、盛大に開催しました。

この大会は、女性消防団員がこれまで培

った経験や、互助の精神を伝え合い、一層

の研さんと、本県女性消防団員の、加入促

進の起爆剤となるよう願いを込めていま

す。

毎年開催しています島根県消防操法大会

は、回を重ねること第53回です。県下消防

団員の消防技術の向上を図り、消防活動の

進歩充実に寄与することを目的に開催して

います。大会は県民に、地域防災の担い手

である消防団の存在を強くアピールする場

であり、また消防団活動の周知の機会とし

「次代の消防団をめざし」 「次代の消防団をめざし」 

巻 頭 言 

地域の安心・安全を守るわれら消防団 地域の安心・安全を守るわれら消防団 
財団法人　島根県消防協会　副会長　三成　重徳 
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て、報道機関や各種の啓発活動を通して、

県民への理解がさらに深まるように努めて

います。

私の所属する出雲市消防団は、３年前の

第20回全国消防操法大会で、小型ポンプの

部で見事優勝しました。記憶に残っている

方も、おありかと思います。もちろん県下

では初めての快挙でした。島根県はポンプ

操法について熱心であり、過去にも準優勝

や５位までの入賞が数回あり、かなりの強

豪県です。

練習は選手を中心に全分団員が一致協力

して行ないます。ホース巻きや延長、ポン

プの操作等、一連の動作を繰り返し行なう

ことで、選手でなくても覚えてしまう技術

習得の場でもあります。

団員が一丸となって操法に取り組むこと

で、団結がさらに強まり、士気が高まり、

消防技術も向上する。成績も大切ですが、

その過程こそ消防力の強化に大きくつなが

ると、確信するものです。

地震や水害などの災害時に大きな役割を

果たす、自主防災組織は、全国の自主防災

組織率71.7％に対し、島根県は43.4％と低

く、消防庁のまとめで全国ワースト５位と

のことです。

非常時に自主的な防災活動が効果的に行

なわれるためには、平素から地域において、

防災活動はもちろん福祉や町づくりといっ

た、コミュニティ活動が積極的に行なわれ

ていることが大切であると思います。

県内各地に地域コミュニティがあります

が、自主防災組織を結成しようという機運

の盛り上がりに今一つ欠けています。この

背景として、近年大きな災害を経験してい

ないことが危機感に欠け、住民の防災意識

を低くしていると考えられます。

地域の防火・防災意識の高揚を図るに

は、自主防災組織の結成を促し、活動内容

をさらに充実させていく努力が必要であ

り、女性・少年防火クラブ等の育成が大切

と思います。

災害時には、自主防災組織と連携が図れ

ることが重要であり、平素から地域住民と

消防団員のつながりを深めることが、防災

力を向上するうえで何よりも必要と考えま

す。

人口減少や高齢化がますます進む社会に

おいて、消防団員のなり手がいないことに

頭を悩ませますが、国から機能別団員制度

が示され、全国で採用されつつあります。

本県では、採用している消防団はまだあり

ませんが、今後検討を進めるところもある

ようです。OB団員の活用や地域をよく知

り網羅しているJA職員などは、即戦力と

して活用できると思います。大災害時には

不足となる団員を、後方支援・補完する機

能別団員制度を考える時期が来たようで

す。

消防団としても行政、地域住民、事業所

などと一体となり、創意・工夫しながら地

域防災力を強化し、地域の安心と安全を守

る消防団が、防災の中核であることに思い

をいたし、誇りと自信をもってさらに前進

を続けてまいりたい所存であります。



始まり、今回で19回を数えます。（平成９

年までは毎年、それ以降隔年で開催）

大会は、澄み渡る秋晴れの下、各都道府

県を代表する47チームが総括指揮者秋田県

秋田市女性消防隊　小沼隊長を先頭に横浜

市消防音楽隊の演奏にあわせた威風堂々と

した入場行進にはじまりました。
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平成21年10月22日（木）、神奈川県横浜

市の横浜市消防訓練センター（日本消防

協会中央消防訓練場）において、全国女

性消防操法大会が開催されました。この

大会は、「女性消防隊の消防技術の向上と

士気高揚を図り、地域消防活動の充実に

寄与する」ことを目的に、昭和60年から

第19回全国女性消防操法大会開催
財団法人　日本消防協会

大会会長挨拶　（財）日本消防協会片山虎之助会長 来賓祝辞　小川総務大臣政務官（内閣総理大臣代理）

開会式は、埼玉県婦人防火クラブ連絡協

議会新井会長の開会宣言の後、国旗掲揚、

前回優勝の恵那市女性消防隊による優勝旗

返還と続き、片山大会会長（日本消防協会

会長）から、日頃の幅広い防火防災活動へ

のお礼の挨拶がありました。

次に、小川総務大臣政務官（内閣総理大

臣代理）河野消防庁長官、新井全国消防長

会会長からご祝辞を賜り、続いて金田横浜

副市長（横浜市長代理）から歓迎のご挨拶

がありました。
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来賓祝辞　河野消防庁長官 来賓祝辞　新井全国消防長会会長

選手宣誓　
岐阜県　羽島市女性消防隊
渡辺五月隊長

選手宣誓は、岐阜県羽島市女性消防隊

渡辺隊長による力強い決意が会場に響き、

続いて、滋賀県女性防火クラブ連絡協議会

藤原会長から片山大会会長に操法開始宣言

がされ熱戦の火蓋がきられました。

各チームの応援コールの中、いずれの隊

も規律厳正で力みなぎる操法が展示され、

パノラマビジョンに競技結果が映し出され

ると、さらに大きな拍手と歓声に包まれま

した。
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操法競技は、10時00分より開始し熱い戦いが繰り広げられました。

会場内激励 消防応援団　平野啓子さん　黒江透修さん

休憩時には、横浜市消防音楽隊とポートエンジェルス119のステージドリルを披露
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表彰式では、再び緊張に包まれ期待が渦

巻く中、審査長の岡本消防大学校長から審

査結果が発表されました。

優勝の岐阜県羽島市女性消防隊には、内

閣総理大臣から賞状と優勝旗が、日本消防

協会会長から賞状と優勝旗ならびに金メダ

ルがそれぞれ授与されました。

準優勝の静岡県裾野市女性消防隊ならび

に熊本県美里町女性消防隊には消防庁長官

から賞状と盾が、日本消防協会会長から賞

状、楯ならびに銀メダルが授与されました。

さらに優秀賞３隊には賞状、楯、銅メダ

ルが、優良賞６隊には賞状と盾がそれぞれ

日本消防協会会長から授与されました。

また、優秀な各隊員10名に授与される優

秀選手賞は、賞状と盾がそれぞれ日本消防

協会会長から授与されました。

表彰式終了後、引き続き閉会式が行われ、

鹿児島県婦人防火クラブ連絡協議会林会長

の閉会宣言により、第19回全国女性消防操

法大会の全日程を終了しました。

八王子市消防団　小型ポンプによる消火訓練

津市津消防団　救助機材を用いた救出救助訓練

熱戦も幕を閉じ、審査結果を待つ間、

（財）日本消防協会が平成19年度から交付

しています消防団多機能車両を活用した訓

練を東京都八王子市、三重県津市津消防団

が、消火、救出救助訓練を展開し、多機能

車両の威力を披露しました。
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優勝　岐阜県羽島市女性消防隊

準優勝　静岡県裾野市・熊本県美里町女性消防隊 優秀選手賞

おわりに、この大会を目標に家事や仕

事を兼ねながら訓練に励んでこられた姿

に敬意を表するとともに、また、本日ま

で支えてこられました消防関係者、ご家

族ならびに職場のご努力、ご理解に感謝

申しあげます。

なお、本大会の開催に際し、神奈川県、

横浜市安全管理局、神奈川県消防協会お

よび横浜市消防団の皆様方のご協力に対

しまして、衷心より御礼申しあげます。

都道府県消防操法大会は
競輪補助事業として
実施しています
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指揮者
1 千葉県 浦安市女性消防隊 大塚真理子

2 岩手県 一関市女性消防隊 阿部美智子

１番員
1 三重県 四日市市女性消防隊 川原　貴子

2 埼玉県 越谷市女性消防隊 飯森　久乃

２番員
1 佐賀県 有田町女性消防隊 松木　美保

2 静岡県 裾野市女性消防隊 杉山　　愛

３番員
1 福岡県 筑後市女性消防隊 田村　由美

2 熊本県 美里町女性消防隊 藤岡久美子

４番員
1 鹿児島県 中種子町女性消防隊 長深田美智子

2 熊本県 美里町女性消防隊 赤星　紀子

選手名

第19回全国女性消防操法大会優良選手

コース 消　防　隊　名都道府県

優　勝 岐阜県 羽島市女性消防隊 91 51.62   

準優勝 静岡県 裾野市女性消防隊 88.5 53.13   

準優勝 熊本県 美里町女性消防隊 88 51.29   

優秀賞 埼玉県 越谷市女性消防隊 84 55.20

優秀賞 鹿児島県 中種子町女性消防隊 84 55.21   

優秀賞 奈良県 橿原市女性消防隊 83 54.57   

優良賞 宮城県 山元町女性消防隊 82 58.61   

優良賞 長崎県 島原市女性消防隊 81 54.42   

優良賞 千葉県 浦安市女性消防隊 80 55.03   

優良賞 愛知県 長久手町女性消防隊 80 55.36   

優良賞 佐賀県 有田町女性消防隊 80 56.15   

優良賞 香川県 善通寺市女性消防隊 79.5 55.87 

順位 都道府県 消　防　隊　名 タイム（秒）

第19回全国女性消防操法大会成績順位表

総合得点
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全日本消防人共済会（片山虎之助会長）では、平成21年度防火ポスターコンクールを実

施し、岐阜県大垣市立西部中学校３年石井清美さんの作品を最優秀賞に選出しました。

防火ポスター最優秀賞に 
岐阜県大垣市立西部中学校　石井清美さん 

の作品が選ばれました！ 

防火ポスター最優秀賞に 
岐阜県大垣市立西部中学校　石井清美さん 

の作品が選ばれました！ 
生活協同組合　全日本消防人共済会 

防火ポスター最優秀賞に 
岐阜県大垣市立西部中学校　石井清美さん 

の作品が選ばれました！ 

第19回全国女性消防操法大会 
記念Ｔシャツを限定販売 



この防火ポスターコンクールは、昭和60年度から全国の小中学生を対象に毎年行われて

おり、今年度も各都道府県からの推薦を受け、全国から寄せられた111点の中から、審査の

結果、岐阜県の石井さんの作品が最優秀賞に選ばれました。

最優秀賞作品に平成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」を記載し、防火ポスターとして全国に配付し、秋季火災予防運動に活用されました。

最優秀賞（１名）

岐阜県大垣市立西部中学校　　　　　　　　　　３年　石　井　清　美（女）

優 秀 賞（２名）

京都府宇治田原町立宇治田原小学校　　　　　　５年　谷　出　雅　治（男）

熊本県天草市立本渡中学校　　　　　　　　　　３年　安　原　翔　子（女）

佳　　作（10名）

埼玉県所沢市立北秋津小学校　　　　　　　　　５年　久保田　智　巳（男）

新潟県長岡市立江陽中学校　　　　　　　　　　２年　戸　叶　莉　絵（女）

岐阜県大垣市立西部中学校　　　　　　　　　　３年　及　川　礼　奈（女）

岐阜県大垣市立星和中学校　　　　　　　　　　２年　長谷川　佳　代（女）

京都府宇治田原町立維孝館中学校　　　　　　　２年　西　野　　聖　（男）

京都府宇治田原町立田原小学校　　　　　　　　６年　守　山　航　平（男）

広島県福山市立神辺東中学校　　　　　　　　　２年　土　田　香菜美（女）

広島県大崎上島町立大崎上島中学校　　　　　　３年　行　武　明　奈（女）

香川県綾川町立綾上中学校　　　　　　　　　　１年　三　好　勝　之（男）

佐賀県伊万里市立伊万里中学校　　　　　　　　３年　沼　田　佳　輝（男）
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優秀作品　谷出雅治さん 優秀作品　安原翔子さん

平成21年度 防火ポスター審査結果一覧



Ｈ21 岐阜県 大垣市立西部中学校 ３年 石井　 清美

20 広島県 福山市立城南中学校 ３年 小畠 弓佳

19 福岡県 大野城市立平野中学校 ３年 浅井 祐香

18 和歌山県 和歌山市立河北中学校 ２年 津本 夏希

17 宮城県 石巻市立鹿妻小学校 ６年 三浦 綾

16 北海道 長沼町立中央長沼中学校 ２年 横沢 佳奈

15 新潟県 栃尾市立刈谷田中学校 ３年 福王子 崇平

14 福岡県 柳川市立昭代中学校 ２年 古賀 麻巳子

13 新潟県 寺泊町立寺泊中学校 ３年 藤井 雅美

12 岐阜県 恵那市立北中学校 ３年 安井　 充世

11 群馬県 渋川市立古巻小学校 ３年 今井 祥子

10 岩手県 釜石市立小佐野中学校 ３年 長谷川三希子

９ 群馬県 松井田町立松井田南中学校 ３年 鳥越　 美加

８ 佐賀県 伊万里市立黒川中学校 １年 山口 えりか

７ 富山県 富山市立広田小学校 ６年 坂本　 夏雅

６ 新潟県 三条市立第四中学校 １年 五十嵐 啓子

５ 岐阜県 可児市立中部中学校 ３年 平光 恵子

４ 熊本県 山鹿市平小城小学校 １年 倉原 小百合

３ 新潟県 栄町立栄中学校 １年 坂井 可澄

２ 滋賀県 秦荘町秦荘中学校 ２年 小林　 亜記

１ 大阪府 東大阪市立牧岡中学校 １年 石 橋　　緒

Ｓ63 千葉県 松戸市立新松戸北中学校 ３年 前田　 知絵

62 宮崎県 延岡市立熊野江中学校 １年 安 藤　　進

61 滋賀県 大津市立大洲小学校 ６年 神原 由貴子

60 山口県 山口市立大内中学校 １年 国村 佳一

年　度 都道府県 学　校　名　・　学　年 受　賞　者

11

防火ポスターコンクール歴代最優秀賞　受賞者一覧
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消防団員の減少に歯止めをかけるため、平成18年度
から毎年「消防団員確保の更なる推進について」を発
出し、消防団員確保のための全国的な運動を展開して
きました。しかしながら、人口の過疎化、少子高齢化
の進行、産業・就業構造の変化等に伴い、消防団員数
は依然として減少し続け、かつて200万人いた消防団
員は平成21年４月１日現在の速報値では89万人を割る
という厳しい状況が続いており、地域防災力の低下が
懸念されています。
一方で、全市町村の約３割にあたる581市町村では

前年度に比べ消防団員が増加しており、特に、女性消
防団員は全国で約1,200人増加するなど、各地域にお
いて地域防災の要である消防団員の確保のため、積極
的な取組が展開されています。
地域の実情に精通した消防団は、地域密着性、要員

動員力及び即時対応力の面で優れた組織であり、大規
模災害時の対応や身近な災害への取組等地域の安心・
安全の確保のうえで不可欠な組織です。
また、近年の災害の大規模化や広域化に伴って、地

域の総合的な防災力を向上させる必要性が増してきて
いることから、消防団は救助対応力の向上を図るほか、
自主防災組織などの地域住民に防災の知識を教えるな
ど、新たな役割を担うことが期待されています。
そのため、消防団の重要性を改めて認識し、地域の

防災力の向上を優先課題として取り組んでいただくよ
う各都道府県知事及び各市町村長（指定都市市長を除
く市町村長へは都道府県知事を経由）に対し、消防庁
長官から改めて「消防団員確保の更なる推進について
（通知）」を発出しました。
以下、通知の内容について、平成21年４月１日現在

の消防団員数（速報値）を交えながら解説します。
①　消防団員確保のための市町村長の基本方針につい
て
平成21年４月１日現在の速報値では、実員数は88万

5,408人となっており、前年度よりも3,492人減少しま
した。平成17年をピークに、対前年減少人数は年々小
さくなっていることから、消防団員確保のための取組
の成果が見られますが、消防団員を増加に転じさせ、
「消防団員数100万人」の目標を達成するためには、よ
り一層の取組が必要です。
条例定数と実員数に乖離がある消防団にあっては、

地域の防災力を向上させる観点から、その差を早急に
埋める等、消防団員の確保に積極的に努めていただく
とともに、地域の防災力を維持・向上させるため、現
行の消防団員の条例定数を確保・拡充する方向で十分
な検討・考慮を行っていただくようお願いします。

基本団員の確保が困難な場合、ある特定の活動や大
規模災害等に限定して参加する消防団員（以下、「機
能別団員」という。）あるいは分団（以下、「機能別分
団」という。）の制度を積極的に導入・活用していた
だくようお願いします。
また、消防団員の確保にあたっては、自治会や自主

防災組織などとともに地域ぐるみの取組を進めていた
だくとともに、消防団員がやむを得ない理由により退
団する場合にあっては、代わりの消防団員を確保する
ことにより、少なくとも現在の消防団員数を是非とも
維持していただくようお願いします。

②　事業所との協力体制の推進等
消防団員の就業形態は大きく変化してきており、消

防団員全体に占める被雇用者の割合は平成21年４月１
日現在の速報値では69.1％となっています。
各市町村長において、より一層事業所等との連携強

化を図り、消防団活動への理解及び協力を得て、従業
員の入団促進を図るとともに、勤務時間中の消防団活
動への便宜等活動環境の整備・促進を図っていただく
ようお願いします。
このような事業所の社会貢献を促進するため、消防

庁として「消防団協力事業所表示制度」を導入してい
ますが、平成21年４月１日現在では、本制度を導入し
ている市町村は、全市町村の約３割、565市町村にと
どまっていることから、未導入の市町村にあっては、
本制度の趣旨を十分理解し、早急に導入していただく
ようお願いします。
消防団協力事業所に対して、税制上の特例措置や建

設工事等の入札参加資格に係る特例措置を設ける地方
公共団体も見られることから、各都道府県知事や各市
町村長において、消防団と事業所との一層の連携強化
を図るための措置を検討していただくようお願いしま
す。
なお、自衛消防組織を有する事業所に対しては、日

頃から地域の消防団と訓練を実施するなど消防団との

消防団員確保の更なる推進
総務省消防庁　防災課
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連携強化を図り、消防団の制度について十分な理解を
得たうえで、自衛消防組織構成員又は経験者の消防団
への加入促進等に努めていただくようお願いします。

また、昼間の地域防災力を居住者で確保することが
難しい市町村などにおいては、勤務者も消防団員とし
て任用できるよう条例を整備していただきますようお
願いします。
③　女性の入団促進
平成21年４月１日現在の速報値では、全国の女性消

防団員は１万7,881人と前年度に比べ約1,200人増えて
おりますが、全体の2.0％にとどまっています。また、
女性消防団員を採用している消防団は1,155団で全体
の49.4％にとどまっていることから、積極的な入団に
向けた取組がさらに求められます。
地域の安心・安全の確保に対する住民の関心の高ま

りなどの要因により、消防団活動も多様化し、住宅用
火災警報器の普及促進、一人暮らしの高齢者宅の防火
訪問、住民に対する防災教育及び応急手当の普及指導
等においては、特に女性消防団員の活躍が期待されて
います。
このため、女性の入団を認めていない消防団にあっ

ては早急に入団を認めるようにするとともに、女性職
員の多い事業所等を通じて入団促進の働きかけを積極
的に実施する等、女性の入団促進を積極的に図ってい
ただくようお願いします。

④　若者や大学生の入団促進
若い力を基本団員又は機能別団員・分団として発揮

することは大変有意義でかつ効果的であることから、
若者や大学生（専門学校生を含む）の入団が強く期待
されています。平成21年４月１日現在の速報値では、
大学生の消防団員数は、1,416人となっており、引き
続き入団促進に向けた積極的な取組が必要です。
このため、日頃から青年会議所、商工会議所、大

学・短大・専門学校等と連携強化を図り、消防団に係
る情報提供やＰＲを積極的に行い、消防団を十分に理
解していただき、消防団員募集のポスター等の掲示を

依頼する際や、消防訓練や救命講習等の機会を捉え、
積極的に若者や大学生の入団をお願いするなどして、
消防団員の確保に努めていただくようお願いします。
⑤　公務員の入団促進
これまでも地方公務員や公立学校教職員の消防団へ

の入団の促進について通知を発出し、公務員の入団促
進を図ってきたところですが、引き続き、地域の防災
力向上のため、職員の消防団への入団に積極的に取り
組んでいただくようお願いします。

⑥　消防団員入団促進キャンペーンの全国展開
消防団員確保のため、本年度においても１月から３

月までの間、「消防団員入団促進キャンペーン」を実
施します。本キャンペーンを全国的な取組とし、特に、
被雇用者、女性及び大学生等を対象とした取組を推進
するため、各都道府県及び市町村において、上記期間
中はもとより平素からも効果的な広報を推進していた
だくようお願いします。
⑦　その他
（１）消防団員の確保に効果をあげた市町村の主な取

組事例
団員確保に積極的に取り組んだ結果、消防団員が前

年度よりも増加した市町村数は581であり、その増加
団員数は4,203人でした。これらの市町村のうち主な
増員への取組事例として全国の消防団の参考となる９
市町村の取組内容を紹介します。
具体的には、入団促進キャンペーンイベントの実施

（北海道札幌市、東京都特別区、愛知県名古屋市）、入
団要件の緩和（青森県青森市）、機能別団員の導入
（栃木県那須塩原市）、分団管轄区域の見直しによる条
例定数の増加（福井県福井市）、女性消防団員の新規
採用（奈良県奈良市、福岡県八女市）、分団定数の増
加（岡山県倉敷市）など多岐に渡ります。今後とも、
市町村の実際の取組事例の中から効果的な消防団員確
保の方策を紹介していきたいと考えています。
（２）消防団員確保アドバイザー派遣制度の積極的活

用
消防団員確保のため、消防庁では「消防団員確保ア

ドバイザー派遣制度」を実施し、平成21年２月からは
女性のアドバイザーも委嘱しています。増加傾向にあ
る女性消防団員の入団をさらに促進するなど消防団員
の拡充・確保を図るため、本アドバイザー制度を積極
的に活用していただくようお願いいたします。

消防団では一人でも多くの人の力を必要としていま
す。消防団への入団方法については、居住地又は勤務
地の最寄りの消防署あるいは市町村役場までお問い合
わせください。
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入団促進キャンペーンの実施
・テレビ、新聞、広報誌、大型ビジョン、市役所ロビーのパ
ネル展示等により消防団員募集の広報活動を実施した。
・青年会議所や商工会議所、スポーツ振興財団等に入団促進
の働きかけを行った。
・街頭において、入団促進のPR活動を実施した。
・消防署と消防団が協力して、消防団員募集活動を行った。

入団要件の緩和
・定年年齢を引き上げ、また、市内居住者に加え勤務者の入
団も認めるよう、入団要件を緩和した。

機能別団員の導入
・日中の防災力を補完するため、日中の火災・災害のみに対
応する支援団員として消防職団員OBにより構成する機能別
団員を導入し、48名を採用した。

入団促進キャンペーンの実施
・平成19年10月１日から平成20年４月30日まで入団促進キャ
ンペーンを実施するとともに、１月期、４月期、９月期を消
防団員募集強化月間として活動した。
「Ｔｏｋｙｏ消防団の日」の制定
・１月15日を「Ｔｏｋｙｏ消防団の日」として街頭募集活動
を都内全域で開催した。

分団管轄区域の見直しによる条例定数の増加
・地域防災力の向上を目的として、分団の管轄区域を小学校
区単位に見直したことにより分団数が増加したため、条例定
数を914人から1,011人に改正し、地域との連携を強化しなが
ら消防団員の増員を図っている。

消防団員募集キャンペーンの実施
・駅前で消防音楽隊によるPRなど、キックオフイベントを
実施し、行政区ごとの消防団連合会においても入団促進イベ
ントを実施した。
消防団の新設
・人口急増地区の防災力の向上を図るため、吉根消防団を新
設した。

女性消防団員の採用
・カラーガード隊としての広報活動、応急手当普及指導、紙
芝居や劇による予防活動などを行う広報指導分団を発足する
ため、条例定数を960名から1000名に改正し、女性消防団員
を39名を採用した。

分団定数の増加及び分団の新設
・有識者、消防職団員、婦人防火クラブなどにより構成する
「倉敷市消防団員数等適正配置検討専門委員会」を設置し、
適正な消防団員数等について検討。
・平成20年４月１日に都市部の分団については定数を20人か
ら25人に増加させ、条例定数を1,968人から2,059人に改正す
るとともに、５分団を新設し、消防団員の増員を図った。

女性消防団員の採用
・市内の２消防団の統合・再編にあたり、「消防団再編・活
性化計画」を策定し、更なる魅力ある消防団づくりを積極推
進するため、応急手当の普及指導及び予防活動を主体とする
女性消防団員を39人採用した。

注）平成21年4月1日現在の数値は速報値である。

（単位：人）
主な増員への取組事例

県名 市町村名 Ｈ21 Ｈ20 増加数 主　な　活　動　内　容

北海道 札幌市 1,976 1,914 62

青森県 青森市 1,843 1,771 72

栃木県 那須烏山市 659 611 48

東京都 特別区 14,804 14,492 312

福井県 福井市 896 863 33

愛知県 名古屋市 6,106 5,987 119

奈良県 奈良市 994 953 41

岡山県 倉敷市 1,969 1,884 85

福岡県 八女市 654 608 46



平成21年防災功労者内閣総理大臣表彰式が去る９
月２日（水）内閣総理大臣官邸において、麻生太郎
内閣総理大臣（９月２日現在）、佐藤勉総務大臣
（９月２日現在）などご臨席のもと、盛大に挙行さ
れました。
防災功労者内閣総理大臣表彰は、毎年９月１日を

｢防災の日｣とし、｢政府、地方公共団体等関係諸機
関を始め、広く国民が、台風、豪雨、豪雪、洪水、
高潮、地震、津波等の災害についての認識を深める
とともに、これに対する備えを充実強化することに
より、災害の未然防止と被害の軽減に資する｣とい
う趣旨に基づき、行われているものです。
今回は、消防関係として、災害時における人命救

助や被害の拡大防止等の防災活動の実施、平時にお
ける防災思想の普及又は防災整備の面で貢献し、特
にその功績が顕著であると認められる１個人及び７
団体が受賞し、内閣総理大臣から表彰状が授与され
ました。
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防災功労者内閣総理大臣表彰式の開催
総務省消防庁　総務課

平成21年防災功労者
内閣総理大臣表彰受賞者（消防関係）

○個人（１名）
〔防災体制の整備〕
・医師　島崎修次（東京都）
○団体（７団体）
〔災害現場での顕著な防災活動〕
『平成20年岩手・宮城内陸地震における
消防団の災害出場』
・奥州市衣川区消防団（岩手県）
・一関市消防団（岩手県）
・栗原市消防団（宮城県）
〔防災体制の整備〕
・泉町三丁目地区連合自治防災会（東京都）
・株式会社静岡第一テレビ（静岡県）
・たかしま災害支援ボランティアネットワーク

「なまず」（滋賀県）
・水俣市第３区自治会防災防犯委員会（熊本県）

防災功労者内閣総理大臣表彰受賞者（全省庁）

防災功労者内閣総理大臣表彰受賞者（消防関係） 代表受領される
泉町三丁目地区連合自治防災会会長　野口誠一氏

代表受領される奥州市衣川区消防団団長　菅原明氏
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１救急業務の実務状況

救急出場件数、搬送人員ともに減少

平成20年中の総救急出場件数は、前年

に比べて19万4,512件（△3.7％）減少し、

509万8,891件でした。

また、搬送人員については、前年に比

べて22万5,549人（△4.6％）減少の468万36

人となりました（図１参照）。

救急自動車による搬送人員を事故種別

ごとにみると、交通事故による搬送人員

は５万7,540人減少し、急病による搬送人

員は13万3,703人減少しています（表１参

照）。

救急自動車による出場は、約6.2秒（前

年6.0秒）に１回の割合であり、国民の約

27人（前年26人）に１人が搬送されたこ

とになります。

現場到着までの時間は全国平均で7.7分※

（前年7.0分）であり、病院収容までの時間

は全国平均で35.1分※※（前年33.4分）とな

っています（図２）。
※、※※：平成20年分の救急出場事案から現場到

着時間等を計測する際の開始時刻につ

いて、救急隊への出場指令時刻から

１１９番通報入電時刻に変更する等の

調整を行っている本部があるため、見

かけ上の時間が延びており、この影響

を除くと現場到着時間は7.2分、病院

収容時間は34.5分となります。

平成20年救急・救助の概要（速報）
総務省消防庁　救急企画室・応急対策室・参事官

救急体制の充実と救急業務の高度化は着実に進展

平成21年４月現在、救急隊数は4,920隊

と5,000隊に迫り、救急救命士の資格を有

する消防職員は２万3,365人（対前年比



1,525人、7.0％増）となりました。

また、救急救命士運用隊は全救急隊の

91.1％にあたり、目標である「全ての救急

隊に救急救命士が１人以上配置される体

制」に着実に近づくとともに、救急救命士

が行う器具による気道確保、除細動、静脈

路確保及び平成18年４月より実施可能とな

った薬剤投与といった特定行為の処置件数

は、合計で９万2,608件にのぼり、対前年

比9.8％増となっています。

市民による応急手当件数の割合は過去最高

消防機関の実施する応急手当普及講習の

修了者数は年々増加し、平成20年中は161

万9,119人となり、実際に救急搬送の対象

となった心肺機能停止症例の40.7％におい

て、市民により応急手当（胸骨圧迫（心臓

マッサージ）・人工呼吸・ＡＥＤ（自動体

外式除細動器）による除細動）が実施され

ています（図３参照）。

一般市民によりＡＥＤによる

除細動が実施された件数が過去最高

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）が公共施

設や事業所等さまざまな個所に配備されて
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きていることから、一般市民による除細動

の実施件数は、着実に増加しています（図

４）。

2 救助業務の実施状況

救助出場件数は、交通事故による件数が第１位
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平成20年中の救助出場件数（救助隊が

出場した件数）は、全体で８万1,554件で

あり、交通事故によるものが２万8,194件

（全体の34.6％）で昭和55年以降、第１位

の出場原因となっています。

一方、救助活動件数（救助隊が実際に

活動した件数）は、全体で５万3,295件で

あり、建物等による事故が１万8,065件

（全体の33.9％）で、第１位の活動種別と

なっています（表２参照）。

3 消防防災ヘリコプターの活動状況

消防防災ヘリコプターによる

救急出場件数が過去最高を記録

消防防災ヘリコプターによる救急出場件

数は年々増加し、平成20年中は過去最多の

3,276件（前年比109件増）となりました。

平成20年中の消防防災ヘリコプターによ

る全出場件数は6,496件であり、そのうち

救急による出場件数が占める割合は、

50.4％と過去最高を記録しました（図５参

照）。
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はじめに
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

平成21年２月13日、日本消防会館において「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、常総市石下消防団は最高栄誉賞「特別

表彰まとい」を片山虎之助会長より拝受いたしま

した。

受章に当たっては、今日まで幾多の苦難を乗り

越え、輝かしい経歴を積み重ね、昭和43年には日

本消防協会長表彰「表彰旗」を受賞する等、我が

消防団に燦燦たる歴史と伝統を築き上げられた諸

先輩方の不断の努力に敬意を表するとともに、消

防団活動を深く理解し、あたたかく支え続けてこ

られた団員家族の協力なくしては為しえなかった

ことであり、深甚なる感謝の気持ちを申し上げる

ものでございます。

常総市石下地区の紹介
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

当地域は関東平野のほぼ中央、首都55袰圏内の

県西南部に位置し、中央に鬼怒川、西に飯沼川、

東に筑波山を望み小貝川を挟んで筑波研究学園都

市に隣接しています。

古くから、水と緑に恵まれた風土を生かし、農

耕、牧畜、織物の業が盛んであり町の特産品の一

つ、「いしげ結城紬」は広く知られています。

また、平将門に代表される歴史遺産を生かした

地域交流センターは観光の拠点として注目を集め

ています。

常総市石下消防団の紹介
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

明治17年に戸長指揮の消防組が組織され昭和22

年の消防団令発布により消防団となりました。以

下、概略。

・昭和29年、石下町・豊田・玉・岡田飯沼村の５

ケ町村合併に伴い、５支団、33個分団、団員数

1,607名。

・昭和34年、支団制を廃止し機構改革を行い、33

個分団、団員数1,120名。

・昭和39年、７個分団25部制、団員数385名。

・昭和57年、組織・機構の近代化がなされ、５分

団12ケ部制、団員数190名。

・平成元年、定数条例を改正。本部員分団長２名

増員し、192名。

内訳は、団長１名・副団長３名・指導員兼任の

本部員分団長３名の１本部、分団長５名及び５分

団12ケ部編成（１ケ部あたり副分団長又は部長１

名、班長２名、団員12名の合計15名）で構成され

ています。

現団員192名は100％の充足率を誇ります。

機械器具に関しては、指令車1台、タンク車10

台、ポンプ車２台の13台体制で有事に備えます。

「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 

特別表彰「まとい」を受章して 

茨城県常総市石下消防団　団長　沼尻　隆志 

「日本一の安全なまち」づくりを 
目指して！ 

「日本一の安全なまち」づくりを 
目指して！ 

「日本一の安全なまち」づくりを 
目指して！ 



ポンプ操法の主な戦績
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

・平成４年、第43回県西南地区大会優勝７連覇達

成。

・平成14年、第18回全国操法大会出場。

・平成15年、自治体消防55周年記念県ポンプ操法

中央大会出場。優勝。

・平成18年、第20回全国消防操法大会出場、全国

第２位。

・平成20年、第59回県消防ポンプ操法県西地区大

会優勝。10連覇達成。

・平成20年、自治体消防60周年記念県消防ポンプ

操法中央大会２連覇達成。

主要年間行事
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

１月　消防出始式・文化財防火デー訓練

３月　置場点検・幼年消防クラブ防火指導

４月　幹部歓送迎会・分団訓練

５月　幹部研修

飯沼反町水除堤水害予防組合水防訓練　

７月　鬼怒・小貝水防連合体水防訓練

８月　常総市防災訓練（夏期訓練含む）

消防ポンプ一斉点検・団員健康診断

９月　分団訓練

10月　県消防ポンプ操法競技大会県西地区大会

11月　石下ふるさと祭り消防コーナー　　　

ひとり暮らし老人世帯防火訪問

集合点検及び防火パレード

12月　冬期訓練

主な受章歴
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

消防庁長官表彰

・昭和53年３月表章旗を授与される。

日本消防協会会長表彰

・昭和43年３月表彰旗を授与される。

・平成14年２月竿頭綬を授与される。

・平成21年２月「特別表彰まとい」受章

国土交通大臣表彰

・平成20年11月災害功労団体受賞

内閣総理大臣表彰

・平成21年９月防災功労団体受賞

近年の主な災害活動
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

昭和61年８月４日～５日、台風10号により２日

間で総雨量316袢の大雨を記録しました。このた

め、国道が通行止めとなり各地区では住宅への浸

水が発生し、鬼怒川・小貝川が急激に増水しまし

た。

６日午前９時57分、小貝川本豊田地先が決壊し

て、ライフライン、農地等に甚大な被害をもたら

したが、全団員一丸となった水防活動により、破

堤迄の時間を稼ぎ、同時に、迅速で的確な避難誘

導により一人の人的被害も出しませんでした。

平成20年８月末豪雨では、４日間に亘り延べ

768名が出動し、降り続く集中豪雨という極めて

危険な状況の下、昼夜に亘る水防活動を行い、２

本の中小河川の破堤を防ぎ、また、住民の避難誘

導、水没車両からの多数の人命救助を行い、これ

また一人の人的被害も出しませんでした。

終わりに
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

このたびの「まとい」受章の栄に浴し、私ども

石下消防団一同はこの感激を胸に、思いを新たに

して、関係機関との連携を図りながら、消防防災

技術の研鑽練磨に励み、「郷土愛の精神」で地域

住民の信頼と期待にこたえられるよう、更なる精

進を重ねていく所存でございます。

結びに、今回の受章に当たりまして特段のご支

援、ご協力を賜りました日本消防協会、茨城県消

防協会、関係機関、石下消防団関係者の皆様にあ

らためて深く感謝の意を表し、更なるご発展とご

活躍を心よりご祈念申し上げ、受章のご挨拶とさ

せていただきます。
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1.  三豊市の紹介
三豊市は香川県の西部に位置し北は瀬戸

内海、南は徳島県に接し、気候は、瀬戸内

式気候に属し、降水量は概ね1,200袢前後、

平均気温は摂氏15～17度となり、人口約７

万人、市域の総面積は222.66裄で、香川県

の面積の12％を占め、県内で２番目の面積

規模となっています。

2.  消防団の現況
三豊市消防団は平成18年１月１日に、旧

7町（高瀬町、山本町、三野町、豊中町、

詫間町、仁尾町、財田町）の合併により誕

生した三豊市において消防組織も編成さ

れ、合併前の７町ごとに方面隊を設置し、

44分団、団員1,075名（定数1,091名）から

なり、消防ポンプ車20台、小型動力ポンプ

付き積載車61台を保有しています。

3.  三豊市消防団の活動
消防団の主な全体行事としては、１月の

出初式、３月の火災予防運動期間中に県防

災航空ヘリ、オリーブと合同で山林火災防

御訓練を実施し、５月には県消防学校での

新入団員基礎訓練、各地域の夏祭り等の警

備、全団員を対象とした基礎訓練、普通救

命講習への参

加、消防操法大

会、防火パレー

ド、年末特別警

戒等を実施し、

地域住民に愛さ

れる消防団とし

ての活動を展開

しています。

なかでも三豊

市では、消防操

法に積極的に取

組み、毎年実施

される香川県消

香　川 

『地域住民に愛される

消防団』を目指して

三豊市消防団　団長　藤原　俊治

山林火災防御訓練
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防操法大会での優勝を目指し、各方面隊が

輪番制により出場しています。過去県大会

において幾度となく優勝、準優勝を勝ち取

りました。これも常備消防の三観広域北消

防署の教官による熱い指導により、先輩達

が築いた伝統であります。今後も地域住民

の安心安全のため自主防災組織との連携強

化や消防力向上を目指し、各種訓練に取組

みました。

4.  おわりに
三豊市消防団も、団員の高齢化、サラリ

ーマン団員の増加により、日中での災害及

び火災への消防

団活動への出動

人員が減少して

います。しかし、

香川県最強、最

大規模を誇る消

防団として今後

発生が予測され

る東南海・南海

地震に対し、地

域住民に最も身

近で活動する消

防団への期待に

応えるべく、各

方面隊の連携を強化し市民の生命・財産を

守るとの心意気で頑張りたいと考えていま

す。

山林火災防御訓練
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1．さくら市の紹介
さくら市は、県都宇都宮市の北東で、栃

木県の中央部やや北寄りに位置し、県北西

から南東に貫流する１級河川鬼怒川の左岸

（東側）地域で、関東平野北端部と高原山

南面からのびる丘陵部をその範囲としてい

ます。人口は約４万３千人、総面積125.46

裄で、交通網は国道４号線、国道293号線

が交差し、ＪＲ東北本線・東北新幹線・東

北縦貫自動車道が通過しています。

本市は、平成17年３月28日に旧氏家町・

旧喜連川町の２町合併により誕生し、合併

以後は毎年人口が増加しており、多くの企

業等の誘致により、益々の発展を目指して

いるところです。

2．消防団の概要
平成17年３月28日の合併と同時に、さく

ら市消防団として新たに発足しました。市

合併による旧両町消防団の早期融合を図る

ため、１消防団、18分団、定員435名の組

織としました。

また、各分団を統括するため、正副団長

直轄の本部（本部長１名、副本部長２名、

本部次長10名、本部部員14名）役員を配置

し、災害現場や各種訓練におけるスムーズ

な団活動ができる体制としています。

さらに、本年度より初の女性消防団員４

名を採用し（本部付け）、防火防災活動の

普及啓発活動等に従事しています。

装備については、指令車２台、照明車１

台、消防ポンプ自動車17台、

小型動力ポンプ積載車７台

を配備し、有事の際の出動

に備えています。

3．消防団の活動
消防団の活動は、４月１

日の辞令交付式及び定期総

会において年間行事を策定

し、この計画に基づき各種

事業を実施していきます。

主な事業は、会議（執行部

「市民の生命・

財産を守る」

さくら市消防団　団長　渋井　康男

栃　木 
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会議：年４回、分団長会議：年４回、本部

会議：随時）開催、訓練（規律訓練・火災

防御訓練）実施、点検（夏季点検・通常点

検）開催や団員の消防技術力向上のため消

防ポンプ操法競技会の開催をはじめ、火災

等予防活動にも積極的に実施しています。

なかでも、消防ポンプ操法競技会において

は、県大会や全国大会出場を目指し、各操

作員とも日々資質向上に努めているところ

です。また、災害対策活動にも積極的に出

動し、本年度は、８月10日台風９号による

荒川の堤防決壊が危惧され、避難準備体制

となる事態の中で、月の輪工法により、破

堤を防ぎ被害を最小限

に食い止めました。今

後も、団員の団結及び

待遇改善のための福利

厚生事業も充実させ、

益々魅力ある消防団を

目指しています。

4．消防団員の確保
本市においても、社

会環境の変化により団

員確保が難しくなって

きており、団員の平均年齢が31歳と比較的

若いものの、サラリーマン団員は８割を超

え、日中における出動団員数は減少傾向に

あります。これらの課題に対処するため、

本市消防団として、女性や学生の勧誘を積

極的に行っており、今年度は女性消防団員

４名・学生消防団員２名を採用したところ

です。また、公務員（市職員・県職員）の

採用は合併前より推進しており、毎年分団

長・副分団長の内、数名は市職員又は県職

員である状況です。

消防ポンプ操法大会 普通救命講習会

災害復旧活動
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横山村の１町７村の町村合併に伴い消防団も

同時合併し、団名を「入善町消防団」とし旧

町村名をもって分団名とされました。

昭和34年１月１日には、旧舟見町、野中村

の入善町への合併により、現行の１消防団10

分団の新制入善町消防団が誕生しました。

現在ＣＤ－１消防ポンプ自動車が13台、小

型動力ポンプ17台、山間地区分団に小型除雪

機４台が配備され、平成17年７月には女性消

防団員６名が誕生し、定数375名で組織され、

ソフト・ハード面でも年々強化を図っていま

す。

3.  入善町消防団の活動
入善町消防団は、「郷土愛護」の精神と、

団員の一致団結を目指した「消防一家」を掲

げ、町民の財産、生命をあらゆる災害から守

るという崇高な使命感をもって活動していま

す。

年間行事としては、昭和31年、更なる消防

団の心意気を示すため、耐寒放水を含む出初

式を挙行し、当時富山県でも珍しい「裸放水」

1.  入善町の紹介
入善町は、富山県北東部の日本海に面して

本州の中ほどに位置し、立山と後立山との間

を一直線に奔流する一級河川黒部川が形成し

た日本でも最も代表的な黒部川扇状地の中央

に位置しています。

この扇状地は、往古はこのあたり一帯を黒

部四十八カ瀬と称され、洪水ごとに氾濫・移

動を繰り返すことから、親不知とともに北国

往還最大の難所として知られていました。

標高約100ｍを扇頂として、海岸線にまで

きれいに広がっており、その背後は町最高点

の負釣山（標高959.3ｍ）に連なる丘陵となっ

ています。この豊かに恵まれた自然と共に町

に住む人が生き生きと生活できるよう入善町

では、「町いきいきキラキラ入善町」をキャ

ッチフレーズとしてまちづくりを進めていま

す。

2.  入善町消防団の概要
昭和22年７月１日に入善町消防団が設置さ

れ、昭和28年10月１日には旧入善町、上原村、

青木村、飯野村、小摺戸村、新屋村、椚山村、

富　山 

入善町消防団　団長　元島　正隆

消防一家の精神を未来に
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が始まりした。

現在にもその精神は継がれ、町民にその勇

姿を披露している消防団出初式を始め、全国

的にも少ない夜間における団員の出場体制の

確立を目的とした夜間非常召集訓練、春季、

実践操法を主眼として秋季訓練、年末特別警

戒等を実施しております。

4.  自然災害からの教訓
平成20年２月24日４時10分に富山県沿岸部

全域に波浪警報が発令され、５時10分に入善

町北西端に位置する漁村の芦崎地区民から浸

水の報が入ってから、満潮時に重なって、時

折防波堤を超える高い波が押し寄せていまし

た。その中、高さが８ｍを超える高波が押し

寄せ、防波堤を超えて津波の如く大量の海水

と土砂が同地区に流入し密集地を駆け巡りま

した。これが、いわゆる富山湾特有の「寄回

り波」による高波災害であり、同地区では昭

和45年１月に被害をもたらして以来38年ぶり

の被災となりました。

災害発生から、入善町消防団は、災害対策

本部と一体となって、地区住民の避難誘導、

家屋への土砂流入防止のための積み土のう、

けが人の搬送などに奔走し、被害の軽減に努

力しました。この高波災害では、同地区に大

きな爪痕を残し、死者１名、負傷者15名（消

防団員１名含む）の人的被害と共に、住宅被

害全・半壊等の被害は200棟を超え、護岸堤

を含めた被害総額は33億6,600万円にも上り、

過去最高の被害となりました。国からも災害

救助法が適用されるなど、県内でも稀に見る

災害に位置づけられています。

この災害における消防団の活動が評価さ

れ、平成20年度消防庁防災功労者功績表彰、

平成21年度全国水防大会において、水防功労

者表彰が授与されました。

これも町民の消防団に対するご理解と関係

者のご協力はもとより、常日頃から消防団員

の一人ひとりが訓練に取り組む姿勢と、郷土

愛護の精神に基づく、入善町消防団が一致団

結した賜物と感じています。

5.  おわりに
過去の災害から学んだ消防団活動を通し

て、今後も、町民の皆様から信頼され、頼り

にされる消防団として期待にそえるよう、日

頃の訓練に真摯に取り組み、あらゆる諸行事

を通じて、地域の防災リーダーとして地域住

民とともに災害に対応すべく努力を重ね、消

防一家の精神を益々確固たるものとしていき

たいと思います。

読売新聞社提供



那智勝浦町は、和歌山県の南東部に位置

し、豊富な温泉と日本有数の生鮮マグロの

水揚げを誇り、日本一の那智の滝を核とす

る那智山はユネスコの世界遺産「紀伊山地

の霊場と参詣道」に指定された自然豊かな

町です。那智勝浦町消防団は１本部８個分

団で構成され、平成21年４月現在、280名

の団員で郷土の防災にあたり、昭和60年に

は日本消防協会特別表彰「まとい」を受賞

しています。

女性消防団員は平成２年10月に22名で発

足し、現在は29名が活動しています。主な

活動は火災等の現場活動における後方支

援、各種イベントでの火災予防広報ですが、

消防本部と連携した独居老人防火訪問にも

積極的に協力し、地域の事情をよく把握し、

線香やろうそくの火の取扱など、女性なら

ではのアドバイスが、高齢者の方々から好

評を得ています。
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那智勝浦町消防団　第３分団　団員

井原　未来

シンフォニー（和歌山県）

「今、自分たちの出来ること」

幼年消防クラブ防火パレード



私は地元のホテルに勤務しています。毎

日、大勢のお客さんと接する中で、以前か

らここで急病の方や、ケガ人が出たらどう

しようかと考えていたところですが、先日、

分団の定期演習で消防本部から救急救命士

の講師派遣を受けて普通救命講習を受講し

ました。

この講習を受講するまで、テレビでスポ

ーツイベントなどでの救急活動の報道でＡ

ＥＤは知っていても、身近にＡＥＤが設置

されていることも、まして使い方について

はまったく知りませんでした。心肺蘇生法

や応急手当の講習は本を読むだけでなく、

人形を使った人工呼吸の実技やＡＥＤを使

用する経験することにより、医療器械は人

が動かすものであること、呼びかけや脈拍

の確認など簡単そうに見えることでも、実

際に「やってみること」の大切さ、大きな

声を出して応援を要請することなど、自分

は分かっていても他人に伝えることのむず

かしさを実感するとともに、改めて命の大

切さを学びました。

女性消防団員は火災や水害での現場活動

はできないかも知れませんが、「その時」

は勇気を持って行動するとともに、日々研

修し知識を高め、応急手当の指導員となり、

啓発活動により救命の輪を広げていくべき

だと考えています。

また、今年度の女性消防団員の研修とし

て、日本消防協会「消防団員幹部中央研修」

（女性の部）を受講する機会を得ました。

全国の女性消防団員の方々と情報交換する

ことで知識や交流を広め、「自分たちの町

は自分たちで守っていく」という自主防災

意識の原点に戻り、自分たちの出来ること

を見つけ、消防団活動をしていきたいと思

っています。
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軽可搬ポンプ操法訓練

普通救命講習



私たちの住む町は、全国でも珍しい一戸

（いちのへ）から九戸（くのへ）と続く市

町村のひとつ青森県五戸町（ごのへまち）

です。

人口は約２万人の農業を中心とした小さ

な町で、東北新幹線「はやて」の終着駅が

ある八戸市の西側に位置しています。

五戸町消防団は29個分団、団員数532名、

うち女性団員11名で本部に属し、女性班と

して活動しています。ニックネームは、五

戸ＬＦＶ（レディース・ファイヤー・ボラ

ンティア）です。

平成15年２月に８名で結成し、何をする

のか解らず言われるままに活動して１年。

次の年には翌年の全国女性操法大会への出

場が決まり、ほぼ毎日の猛特訓に耐え、大

会では優秀賞銅メダルを頂きました。

その間に参加した山形、群馬などの全国

女性消防団員活性化大会では、他県の女性

消防団員の活躍を目の当たりにして、「私

たちもできる事はまだまだある！」と意欲

を燃やし、まずは応急手当普及員の資格を

取りました。

普及員としていろいろな救命講習会でイ

ンストラクターとして活動している中、八

戸市民マラソンの救護班への応援依頼があ

りました。

幸運にも、熊本の活性化大会では、その

時の様子を発表する事ができ、無線を使用

しての連絡体制を披露し、無線の重要性を

訴え、青森弁まるだしの発表で、会場は笑

いの渦になりました。操法大会の優秀賞受

賞と熊本活性化大会での発表という、大き

な経験は、その後の活動に大いに役立って

います。

今でも普及員の資格を得たことで年に数

回救命講習会のインストラクターとして活

動しています。対象は地域のボランティア

の会、自治会、会社、学校関係などですが、

女性の消防団と紹介されても特別びっくり

もされなくなりました。「かえって女性の

方が緊張しないでわかり易い」と言われた

ことも。慣れない指導役も少しはお役に立

っているのかなと、安堵感や充実感を感じ

たりしています。
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五戸町消防団　班長

川闢 由希子

シンフォニー（青森県）

無理せずに更に活動楽しく活動
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消防団の大きな行事は、やはり観閲式。

その観閲式では、閲兵、分列行進の後、寸

劇や操法を披露しています。今年は男性の

団員と同じ小型ポンプ操法を行いました

が、軽可搬ポンプとは違い重く、太いホー

スですが、女性だから、と甘んじられない

ように頑張りました。寸劇では、火災警報

器の普及に関したことや、ＡＥＤの使い方

に関したことを行っています。昨年からは

水揚げ訓練でもあります高さ９ｍにつるし

たボールをいち早く落とす競技、「玉落と

し」にも参加しています。玉落としの練習

では真上から落ちる川の水を目、鼻、口に

まともに受けながらも頑張りました。

また、五戸祭りには防火虎舞として参加

し、私たちは笛、太鼓、てびら鐘でお囃子

を担当し、消防職員には、虎になって練り

歩いてもらっています。その虎に頭を噛ん

でもらうと無病息災、縁起がいいとされて

おり、沿道の観客者は虎がくると我先にと

頭を差し出します。大勢の人が来るこのお

祭りに、「五戸町消防団」と｢防火虎舞｣の

のぼりを持ち、練り歩くことは消防団、防

火をアピールする最高の場です。更に私た

ちは沿道の方々に「五戸町消防団女性班」

と名前を入れた手作りマスコットを配り女

性団員の存在をアピールしています。ちな

みに今年は住宅用火災警報器のマスコット

を作りました。

他にも一般家庭訪問しながらの防火診

断、春秋の防火パレード、幼稚園防火教室

などの活動をしています。月１回の定例会

では応急処置の復習、ロープの結索訓練、

無線交信などの訓練を交えながら今後の活

動をより良くするアイディアを出し合って

います。今度は手作り紙芝居を作ろうと準

備しているところです。

最近はサラリーマンの団員が多くなり、

火事で出動の際は、女性男性関係なく出動

を求められるようになってきています。サ

イレンが鳴ったら屯所に駆けつけることは

団員として当然のこと。強制ではありませ

んが出動できる団員は屯所に向い、男性団

員の指示を仰ぐことにしています。怪我、

事故のない事を第一に考え、女性ならでは

の細やかな配慮をもちながら、地域の安心

のために役立てるよう、頑張っている私た

ち、五戸ＬＦＶです。
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1．はじめに

（１）防府市の概要

防府市は、山口県のほぼ中央部に位置し、

全長約56袰の一級河川佐波川の下流に開け

た、県内最大の平野を持つ、瀬戸内海の美

しい海岸に面した市です。また、市内の中

央部を流れる佐波川は母なる川として古く

から親しまれ、たくさんの鮎やうなぎが捕

れることから、多くの人々の憩いの場とな

っています。

しかしながら、昭和26年７月に台風に伴

う豪雨災害で佐波川流域において大洪水が

発生し、死者12名、負傷者311名、浸水家

屋2624戸、流失家屋101戸、倒壊家屋877戸

の甚大な災害が発生しました。

この災害で多くの人命や財産が失われた

経験から、定期的に、国土交通省と災害を

想定し防災意識を高めることを目的とし

て、山口県を始め、隣接する周南市、陸上

自衛隊・ 県警察本部・防災ボランティア

など、たくさんの方々が参加して佐波川水

防演習を実施しています。

（２）消防団組織

防府市消防団は、市内12分団と離島の野

島１分団の計13分団あり、団員定数408名

で構成されています。

常備消防は、防府市のほぼ中央部に本部

本署を置き、その東西にそれぞれ１出張所

を、さらに隣接の山口市徳地及び秋穂にそ

れぞれ１分署、１出張所を設置しています。

2．平成21年7月中国・九州北部豪雨に

よる大土石流発生に伴う救助活動

私は、消防団に入団して38年になります

が、今回の様な体験は初めてです。平成21

年７月21日午前11時50分頃、集中豪雨によ

る大土石流が発生したことにより、現場周

辺の住家が流され、防府市から山口市に通

ずる国道262号線も大量の土砂で通行不能

となりました。そのため、消防署に救助依

頼の電話が殺到し、消防車２台、救急車１

台が出動し救助活動を開始しようとしたと

ころ、突然、第二波の土石流が発生し、停

車中の乗用車やトラックのほか、消防車２

台と救急車１台、また、活動直前の消防職

員13名がこの土石流に巻き込まれ、行方不

明との緊急通報により消防団も出動しまし

た。

「地球温暖化が関係！？」
防府市で豪雨による大土石流災害が発生！

山口県防府市消防団　団長 原田　幸男
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た全団員を一箇所に集合させ、人員の確認

をした後、各分団毎に活動グループ分けを

行い、職員の罹災状況について、「救助出

動した消防職員13名が二次災害の土石流に

巻き込まれたが、すぐにそれぞれが自力で

避難した。ただ一人逃げ場が無く街路樹に

登って助かったが、手を骨折している。」

との説明をしました。

その後、「現場の詳細状況の確認をする

まで全員待機！」との指示をし、副団長と

２名で周囲に注意を払いながら、現場内の

確認作業中、ふと、木の根が盛り上がった

下に白い物が見えることに気付き、副団長

とともにその木の根を取り除くと、行方不

明であった女性の遺体を発見したため、本

部に連絡をしました。

そこで、「よし、危険を覚悟の上で行方

不明者の捜索をするの

も消防団員の仕事だ」

と心に決め、待機中の

団員に対し、「今１名

の女性を発見したが亡

くなられていた。これ

から危険を承知で捜索

を開始するが、団員の

安全管理の確保をする

ため、グループ毎に監

視員を一人付け、もし

土石流が発生した場合

はどこに逃げるか、避難する場所を十分確

認の上、捜索を開始せよ。」と指示を出し

ました。

さらに、別の災害現場となった特別養護

老人ホームでは、施設裏側の山で発生した

土石流により、入所中の方が７名死亡し、

４名が行方不明という状況であったため、

現場指揮本部に行き、現況確認後、現場

責任者に捜索方法等について尋ねたとこ

ろ、「分団員の指揮は全て団長にお任せい

たします。」との指示を受けました。

それを聞いて一瞬思った事は、二次災害

の後、さらに三次災害を起こしてはいけな

いと思いました。そこで、まず出動してき
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この現場に移動し、捜索を開始しました。

現場は、２階建ての建物でその建物の

１階のほぼ中央部の壁・建具を壊し、土

石流で流されてきた土砂が各室内の天井

近くまでに達し、天井との隙間がほぼ50

袍位しかなく、その中で団員同士がスコ

ップによるバケツリレーの方法で各部屋

毎10人のグループの交代により土砂の搬

出を行いました。

その日から、毎朝６時30分から夕暮れ

まで、約１週間に渡って行方不明者の捜

索を行い、全員を発見しました。

その後、麻生総理大臣（当時）や高村

外務大臣（当時）などが災害地視察に来

られ、現況報告をいたしました。

3．自主防災組織の必要性について

平成21年３月で定年を迎えた分団長と

部長が退団しましたが、特別養護老人ホ

ームの災害現場においては、この２人が

早速、現場に駆けつけて来て、２名の方

を救助しました。２人は、家が倒壊し流

され屋根の上で助けを求めて、タオルを

振っている老人男性を見つけ、土石流が

流れている濁流の中を渡りながら救助し

ました。

その際、この男性からまだ、建物の中

に妻がいるとの情報を得て、いつまた土

石流が発生するかも知れない状況下、危

険を覚悟で救助活動を開始しました。

屋根・壁を壊して進入し胸まで濁流に

つかり中を捜索すると、その男性の奥さ

んではなく、隣家の女性が押しつぶされ

た家屋の中で、首まで濁流に飲まれて動

けない状態でした。早速、周囲の柱等を

取り除き、やっとのことで救助しました。

また、この元団員は、仮設トイレの対

応・飲用水の補給・重機の手配等に尽力

してくれました。

結論的には、大規模災害が発生した場

合、やはり地元の方々の力が必要です。

消防団員の力だけでは限界があります。

最後に、この度の災害で大変な体験を

しましたが、『大規模災害が発生した場合

は、元消防団員もしっかりとそれぞれの

所属する自治会で指揮をとって、自主防

災組織を動かす！』これを実感しました。

私も、自分の地元で３地区自主防災組

織をつくり、顧問の役にいます。

皆さんの地区においても、『自分のまち

は、自分で守る』を信念に、自主防災の

育成強化に努めましょう。
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北海道南渡島消防事務組合七飯消防団

（小林敏夫団長）では10月１日、新たに導

入した機能別団員の発足式を北海道駒ヶ

岳の麓である東大沼地区で行いました。

地域の実情に精通した消防団は、地域

密着性、要員動員力及び即時対応力の面

でも優れた組織であり、大規模災害時の

対応や身近な災害への取組みなど、地域

の安全・安心の確保のうえで不可欠な組

織であります。しかし、基本団員の確保

は困難で高齢化が進んでいることから、

特殊な災害や大規模災害に限定して活動

する機能別消防団員制度を設け、活動し

やすい環境を整える必要性から今回の導

入となりました。

七飯町は活火山である駒ヶ岳を抱えて

おり、噴火時の地域防災力を向上させる

観点から、麓の大沼地区に在住、または

勤務する郷土愛護精神の強い10名を任命

しました。

任命された機能別団員は消防

団ＯＢや建設、農林業者らで構

成され、特殊重機やガス溶接、

高圧電気、水道技術資格を保有

しており、特殊災害や大規模災

害時での活躍が期待されていま

す。

小林団長から一人一人に辞令

とヘルメット、反射チョッキが

交付され、山崎正男機能別団員隊長は

「自分たちの街は自分たちが守るという消

防団精神に基づき、七飯町民の安全・安

心のために全力を尽くします。」と力強く

宣誓しました。

小林団長は「今後も更なる知識・技術

を錬磨し、地域住民の防災意識の高揚に

努めて欲しい。」と訓辞し、来賓の中宮安

一七飯町長、坂田邦彦七飯町議会議長も

祝辞を述べ、機能別団員の今後の活躍を

期待し閉式しました。

機能別消防団員を導入しました！
南渡島消防事務組合七飯消防団

宣誓する機能別団員隊長　山崎正男

発足式終了後に消防関係者らと記念写真撮影
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きゃらばんの皆様、公演実現にご尽力頂いた

地元関係者の皆様、本当にありがとうござい

ました。

財団法人日本消防協会では、９月９日、虎

ノ門パストラルにおいて、ふるさときゃらば

ん、各都道府県等の消防関係者のもと、感謝

と功績を称え400回公演記念パーティーを開

催しました。

ふるさときゃらばんの皆様には、これから

もお元気に、国民を励ます応援歌を創り続け

てほしいと願っております。

平成18年６月 愛知県津島市で全国初日の幕

を開けたミュージカル「地震カミナリ火事オ

ヤジ」は、消防団の応援歌と同時に、「助け

合う心を教わった！」「地域コミュニティの

大切さを再認識した」と全国各地で評判を博

し、988市町村で35万人以上の人々に観てい

ただきました。

そして、いよいよ今秋ファイナル公演とし

て、あしかけ４年、劇団最長ロングラン400

回公演を祝い、神戸市で千秋楽公演が盛大に

開催されました。

消防団員への関心を高めて頂いたふるさと

片山会長　あいさつ

片山会長からふるきゃら石塚氏へ
記念品の錦絵とメダルを贈呈

（右から） ふるきゃら水香氏　片山会長　
河野消防庁長官　ふるきゃら谷内氏　高木副会長　　　

ふるきゃら　最後の砦消防団　女性消防のうたを披露　　

400回公演記念パーティー・虎ノ門パストラルにて

ふるさときゃらばん　ミュージカル

400回公演を達成！
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「地震カミナリ火事オヤジ」400回公演の軌跡

99 2007. 2.14 福島県白河市 白河市民会館
100 2007. 2.16 東京都羽村市 羽村市生涯学習センター　ゆとろぎ　大ホール
101 2007. 2.18 埼玉県坂戸市 坂戸市文化会館（ふれあ）
102 2007. 2.19 東京都西東京市 西東京市保谷こもれびホール
103 2007. 2.21 東京都立川市 立川市市民会館（アミューたちかわ）大ホール
104 2007. 2.23 栃木県真岡市 真岡市民会館　大ホール
105 2007. 2.24 群馬県甘楽町 甘楽町文化会館　大ホール
106 2007. 2.25 群馬県松井田町 安中市松井田文化会館
107 2007. 2.26 群馬県高崎市 榛名体育館
108 2007. 2.28 東京都府中市 府中の森芸術劇場（ふるさとホール）
109 2007. 3. 3 青森県五戸町 倉石中学校体育館
110 2007. 3. 4 岩手県二戸市 二戸市民文化会館　大ホール
111 2007. 3. 5 岩手県北上市 北上市文化交流センター　さくらホール
112 2007. 3. 9 福岡県大牟田市 大牟田文化会館
113 2007. 3.10 佐賀県東与賀町 東与賀中学校体育館
114 2007. 3.12 佐賀県武雄市 武雄市文化会館　大ホール
115 2007. 3.13 福岡県福岡市 福岡市立少年科学文化会館ホール
116 2007. 3.14 福岡県宗像市 宗像ユリックスイベントホール
117 2007. 3.18 福岡県那珂川町 ミリカローデン那珂川
118 2007. 3.21 島根県雲南市 雲南市三刀屋文化体育館（アスパル）
119 2007. 3.23 広島県東広島市 東広島中央公民館　大ホール
120 2007. 3.24 広島県東広島市 東広島中央公民館　大ホール
121 2007. 3.27 福岡県北九州市 北九州芸術劇場　中劇場
122 2007. 3.28 福岡県北九州市 北九州芸術劇場　中劇場
123 2007. 3.30 鹿児島県鹿児島市 鹿児島市民文化ホール　第二ホール
124 2007. 4. 4 山形県遊佐町 遊佐町町民体育館アリーナ
125 2007. 4. 6 宮城県石巻市 石巻市民会館
126 2007. 4. 7 宮城県栗原市 栗原文化会館
127 2007. 4. 8 宮城県大崎市 大崎市民会館
128 2007. 4.10 青森県弘前市 弘前市民会館　大ホール
129 2007. 4.11 青森県青森市 青森文化会館
130 2007. 4.13 青森県五所川原市 オルテンシア（ふるさと交流圏民センター）
131 2007. 4.14 岩手県盛岡市 岩手県民会館　大ホール
132 2007. 4.17 青森県平川市 平川市文化センター
133 2007. 4.18 秋田県横手市 横手市民会館
134 2007. 4.20 福島県塙町 塙町中学校体育館
135 2007. 4.22 福島県南相馬市 南相馬市民文化会館（ゆめはっと）
136 2007. 4.24 福島県田村市 田村市文化センター
137 2007. 4.25 福島県二本松市 二本松文化センター
138 2007. 4.26 福島県猪苗代町 猪苗代町町民体育館
139 2007. 4.28 福島県伊達市 伊達市保原町体育館
140 2007. 4.29 福島県本宮市 しらさわカルチャーセンター
141 2007. 5. 1 群馬県伊勢崎市 伊勢崎市文化会館
142 2007. 5. 7 広島県広島市 広島県立文化芸術ホール（旧　広島郵便貯金ホール）
143 2007. 5. 8 広島県広島市 広島県立文化芸術ホール（旧　広島郵便貯金ホール）
144 2007. 5.10 石川県津幡町 津幡町文化会館「シグナス」
145 2007. 5.11 富山県黒部市 黒部市国際文化センター　コラーレ
146 2007. 5.13 富山県射水市 射水市新湊中央文化会館
147 2007. 5.16 富山県上市町 北アルプス文化センター
148 2007. 5.17 富山県富山市 富山市芸術文化ホールAUBADE HALL（オーバード　ホール）
149 2007. 5.18 富山県砺波市 砺波市文化会館　ホール
150 2007. 5.19 富山県高岡市 高岡市民会館
151 2007. 5.22 富山県氷見市 氷見市民会館
152 2007. 5.23 富山県立山町 立山町民会館
153 2007. 5.24 富山県滑川市 滑川市民会館
154 2007. 5.25 富山県朝日町 朝日町文化体育センター（愛称：サンリーナ）
155 2007. 5.28 群馬県藤岡市 みかぼみらい館　大ホール
156 2007. 5.30 東京都八王子市 八王子市民会館
157 2007. 6. 2 長野県上田市 上田市民会館
158 2007. 6. 4 神奈川県横浜市 神奈川県立青少年センター
159 2007. 6. 5 神奈川県横浜市 神奈川県立青少年センター
160 2007. 6. 6 神奈川県横浜市 神奈川県立青少年センター
161 2007. 6. 8 東京都東大和市 東大和市民会館（ハミングホール）
162 2007. 6. 9 埼玉県秩父市 秩父宮記念市民会館
163 2007. 6.14 愛知県名古屋市 愛知県厚生年金会館
164 2007. 6.15 愛知県名古屋市 愛知県厚生年金会館
165 2007. 6.15 愛知県名古屋市 愛知県厚生年金会館
166 2007. 6.19 長野県大町市 大町市文化会館
167 2007. 6.22 広島県広島市 アステールプラザ　大ホール
168 2007. 6.24 三重県亀山市 亀山市文化会館
169 2007. 6.26 長野県中野市 中野市市民会館
170 2007. 6.27 長野県飯山市 飯山市民会館
171 2007. 6.29 長野県茅野市 茅野市民館　マルチホール
172 2007. 6.30 長野県佐久市 佐久市コスモホール
173 2007. 7. 1 長野県小諸市 小諸市文化会館
174 2007. 7. 3 群馬県富岡市 かぶら文化ホール
175 2007. 7. 5 長野県松本市 長野県松本文化会館　大ホール
176 2007. 7. 6 長野県伊那市 長野県伊那文化会館　大ホール
177 2007. 7.11 奈良県奈良市 なら100年会館　大ホール
178 2007. 7.12 滋賀県草津市 しが県民芸術創造館
179 2007. 7.13 滋賀県守山市 守山市民ホール
180 2007. 7.16 大阪府池田市 池田市民文化会館（アゼリアホール）
181 2007. 7.18 大阪府枚方市 枚方市市民会館
182 2007. 7.20 兵庫県たつの市 赤とんぼ文化ホール（たつの市総合文化会）
183 2007. 7.25 和歌山県和歌山市 和歌山市民会館
184 2007. 7.26 奈良県桜井市 桜井市民会館
185 2007. 7.27 大阪府貝塚市 貝塚市民文化会館（コスモスシアター　大ホール）
186 2007. 8. 1 茨城県水戸市 水戸市民会館
187 2007. 8. 5 石川県輪島市 輪島市文化会館
188 2007. 8.11 大阪府豊中市 豊中市立市民会館
189 2007. 8.18 東京都渋谷区 渋谷C.C.Lemonホール（渋谷公会堂）
190 2007. 8.20 岩手県久慈市 アンバーホール　大ホール
191 2007. 8.21 青森県東北町 東北町コミュニティーセンター「未来館」
192 2007. 8.22 青森県むつ市 下北文化会館
193 2007. 8.24 宮城県岩沼市 岩沼市民会館
194 2007. 8.25 栃木県那須町 那須町文化センター　大ホール
195 2007. 8.27 福島県会津若松市 會津風雅堂
196 2007. 8.30 岩手県一関市 一関文化センター

1 2006. 6. 8 愛知県津島市 津島市文化会館大ホール
2 2006. 6. 9 愛知県津島市 津島市文化会館大ホール
3 2006. 6.12 愛知県瀬戸市 瀬戸市文化センター
4 2006. 6.13 三重県津市 三重県文化会館中ホール
5 2006. 6.14 岐阜県恵那市 恵那文化センター大ホール
6 2006. 6.15 岐阜県岐阜市 長良川国際会議場メインホール
7 2006. 6.19 東京都多摩市 パルテノン多摩大ホール
8 2006. 6.20 東京都新宿区 日本青年館大ホール
9 2006. 6.23 神奈川県横浜市 神奈川県立青少年センター
10 2006. 6.26 群馬県前橋市 前橋市民文化会館大ホール
11 2006. 6.28 千葉県館山市 千葉県南総文化ホール大ホール
12 2006. 6.30 福井県鯖江市 鯖江市文化センター
13 2006. 7. 2 石川県小松市 石川県こまつ芸術劇場うらら
14 2006. 7. 4 新潟県新潟市 新潟市民芸術文化会館（りゅーとぴあ）
15 2006. 7. 5 新潟県新潟市 新潟市民芸術文化会館（りゅーとぴあ）
16 2006. 7. 6 新潟県長岡市 長岡市立劇場
17 2006. 7. 8 富山県富山市 富山県民会館
18 2006. 7.19 宮城県大河原町 仙南芸術文化センター（えずこホール）
19 2006. 7.21 山形県山形市 山形市民会館
20 2006. 7.23 福島県川俣町 川俣町中央公民館
21 2006. 7.24 福島県楢葉町 楢葉町コミュニティセンター
22 2006. 7.26 岩手県奥州市 奥州市文化会館（Zホール）
23 2006. 7.27 青森県南部町 南部町民体育館
24 2006. 8. 2 愛知県名古屋市 名鉄ホール
25 2006. 8. 3 愛知県名古屋市 名鉄ホール
26 2006. 8. 4 愛知県名古屋市 名鉄ホール
27 2006. 8. 5 愛知県名古屋市 名鉄ホール
28 2006. 8. 6 愛知県名古屋市 名鉄ホール
29 2006. 8. 8 愛知県名古屋市 名鉄ホール
30 2006. 8. 9 愛知県名古屋市 名鉄ホール
31 2006. 8.12 愛知県蒲郡市 蒲郡市民会館
32 2006. 8.20 滋賀県彦根市 ひこね市文化プラザグランドホール
33 2006. 8.23 和歌山県上富田町 上富田文化会館
34 2006. 8.25 京都府福知山市 福知山市厚生会館
35 2006. 8.26 兵庫県加西市 加西市民会館
36 2006. 9. 1 千葉県船橋市 船橋市民文化ホール
37 2006. 9. 3 栃木県鹿沼市 鹿沼市民文化センター 大ホール
38 2006. 9. 5 福島県郡山市 郡山市民文化センター　中ホール
39 2006. 9. 6 福島県郡山市 郡山市民文化センター　中ホール
40 2006. 9.12 大阪府大阪市 イオン化粧品 シアターBRAVA!
41 2006. 9.13 大阪府大阪市 イオン化粧品 シアターBRAVA!
42 2006. 9.15 大阪府大阪市 イオン化粧品 シアターBRAVA!
43 2006. 9.16 大阪府大阪市 イオン化粧品 シアターBRAVA!
44 2006. 9.17 大阪府大阪市 イオン化粧品 シアターBRAVA!
45 2006. 9.18 大阪府大阪市 イオン化粧品 シアターBRAVA!
46 2006. 9.18 大阪府大阪市 イオン化粧品 シアターBRAVA!
47 2006. 9.19 大阪府大阪市 イオン化粧品 シアターBRAVA!
48 2006. 9.20 大阪府大阪市 イオン化粧品 シアターBRAVA!
49 2006. 9.22 奈良県橿原市 奈良県橿原文化会館　大ホール
50 2006. 9.26 佐賀県嬉野市 嬉野体育館
51 2006. 9.27 佐賀県伊万里市 伊万里市民会館
52 2006. 9.28 長崎県長崎市 長崎ブリックホール　大ホール
53 2006. 9.29 長崎県佐世保市 アルカスSASEBO 大ホール
54 2006.10. 2 熊本県熊本市 熊本県立劇場
55 2006.10. 7 千葉県千葉市 千葉市民会館
56 2006.10. 8 千葉県千葉市 千葉市民会館
57 2006.10.13 北海道美幌町 美幌町民会館
58 2006.10.14 北海道芽室町 芽室町総合体育館
59 2006.10.16 北海道札幌市 かでる2.7
60 2006.10.17 北海道札幌市 札幌サンプラザホール
61 2006.10.18 北海道札幌市 札幌サンプラザホール
62 2006.10.19 北海道札幌市 かでる2.7
63 2006.10.20 北海道ニセコ町 ニセコ町総合体育館
64 2006.10.24 千葉県市川市 市川市民会館
65 2006.10.25 東京都北区 北とぴあ　さくらホール
66 2006.10.27 鳥取県鳥取市 鳥取市民会館
67 2006.10.30 香川県高松市 サンポートホール高松
68 2006.10.31 高知県高知市 高知市文化プラザ（かるぽーと） 大ホール
69 2006.11. 1 徳島県阿南市 阿南市市民会館　大ホール
70 2006.11. 2 徳島県徳島市 徳島市立文化センター　大ホール
71 2006.11. 5 福岡県八女市 八女筑後広域市町村圏事務組合市町村会館
72 2006.11. 7 大分県大分市 iichikoグランシアタ（オアシス広場21内）
73 2006.11. 9 岡山県岡山市 岡山市民会館
74 2006.11.11 滋賀県大津市 滋賀県立芸術劇場　びわ湖ホール　大ホール
75 2006.11.13 富山県魚津市 新川文化ホール（大ホール）
76 2006.11.14 富山県高岡市 高岡市民会館
77 2006.11.15 石川県七尾市 七尾サンライフプラザ
78 2006.11.17 石川県金沢市 金沢市文化ホール
79 2006.11.19 福井県福井市 フェニックスプラザ
80 2006.11.21 山梨県甲府市 山梨県立県民文化ホール　大ホール
81 2006.11.24 長野県須坂市 須坂市文化会館メセナホール
82 2006.11.26 埼玉県富士見市 富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ
83 2006.11.28 長野県飯田市 飯田文化会館ホール
84 2006.12. 6 東京都豊島区 東京芸術劇場　中ホール
85 2006.12. 7 東京都豊島区 東京芸術劇場　中ホール
86 2006.12. 8 東京都豊島区 東京芸術劇場　中ホール
87 2006.12. 9 東京都豊島区 東京芸術劇場　中ホール
88 2006.12. 9 東京都豊島区 東京芸術劇場　中ホール
89 2006.12.10 東京都豊島区 東京芸術劇場　中ホール
90 2006.12.12 東京都豊島区 東京芸術劇場　中ホール
91 2006.12.13 東京都豊島区 東京芸術劇場　中ホール
92 2006.12.14 東京都豊島区 東京芸術劇場　中ホール
93 2006.12.15 東京都豊島区 東京芸術劇場　中ホール
94 2006.12.16 東京都豊島区 東京芸術劇場　中ホール
95 2006.12.17 東京都豊島区 東京芸術劇場　中ホール
96 2006.12.20 宮城県仙台市 仙台国際センター 大ホール
97 2006.12.21 福島県いわき市 いわき市平市民会館
98 2006.12.22 福島県平田村 平田村労働者体育センター
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197 2007. 9. 1 埼玉県深谷市 深谷市民文化会館
198 2007. 9. 2 東京都武蔵村山市 武蔵村山市民会館　さくらホール
199 2007. 9. 9 静岡県裾野市 裾野市民文化センター　大ホール
200 2007. 9.12 福岡県大川市 大川市文化センター　大ホール
201 2007. 9.14 鹿児島県加治木町 加治木町文化会館「加音ホール」
202 2007. 9.15 鹿児島県鹿屋市 鹿屋市文化会館
203 2007. 9.17 鹿児島県南さつま市 南さつま市民会館
204 2007. 9.18 鹿児島県曽於市 曽於市大隈文化会館
205 2007. 9.21 大分県豊後高田市 豊後高田市真玉体育センター
206 2007. 9.22 大分県宇佐市 宇佐文化会館（ウサノピア）
207 2007. 9.23 大分県佐伯市 佐伯文化会館
208 2007. 9.26 宮崎県清武町 清武町文化会館
209 2007. 9.28 福岡県福岡市 福岡県立ももち文化センター（ももちパレス）
210 2007.10. 1 佐賀県唐津市 相知天徳の丘　運動公園社会体育館
211 2007.10. 2 佐賀県唐津市 唐津市肥前体育館
212 2007.10. 3 佐賀県唐津市 唐津市民会館
213 2007.10. 4 福岡県久留米市 久留米市民会館
214 2007.10. 6 愛媛県宇和島市 南予文化会館
215 2007.10. 8 三重県四日市市 四日市市文化会館
216 2007.10.11 愛知県豊橋市 愛知県豊橋勤労福祉会館（アイプラザ豊橋）
217 2007.10.12 愛知県豊川市 豊川市文化会館
218 2007.10.14 愛知県新城市 新城文化会館　大ホール
219 2007.10.15 愛知県名古屋市 名古屋市青少年文化センター　アートピアホール
220 2007.10.21 岐阜県中津川市 中津川文化会館
221 2007.10.25 長野県木曽町 木曽文化公園文化ホール
222 2007.10.27 兵庫県三田市 三田市総合文化センター　大ホール（愛称：郷の音ホール）
223 2007.10.29 奈良県大和郡山市 やまと郡山城ホール　大ホール
224 2007.10.30 兵庫県丹波市 丹波の森公苑ホール
225 2007.11. 1 島根県松江市 島根県民会館
226 2007.11.30 島根県吉賀町 吉賀町民柿木体育館
227 2007.11. 4 島根県浜田市 石央文化センター
228 2007.11. 5 島根県益田市 グラントワ　大ホール（島根県芸術文化センター）
229 2007.11. 7 鳥取県米子市 米子コンベンションセンター　ＢＩＧ　
230 2007.11. 9 岡山県岡山市 岡山市民会館
231 2007.11.10 岡山県津山市 津山文化センター
232 2007.11.11 岡山県高梁市 高梁総合文化会館
233 2007.11.14 群馬県太田市 太田市新田文化会館エアリスホール
234 2007.11.15 茨城県古河市 三和健康ふれあいスポーツセンター
235 2007.11.17 福島県福島市 福島市公会堂
236 2007.11.20 北海道岩内町 岩内地方文化センター
237 2007.11.21 北海道小樽市 小樽市民会館
238 2007.11.23 北海道紋別市 紋別市民会館
239 2007.11.25 北海道網走市 網走市民会館
240 2007.11.26 北海道別海町 別海町町民体育館
241 2007.11.27 北海道釧路市 釧路市民文化会館　大ホール
242 2007.11.29 北海道浦河町 浦河町総合文化会館
243 2007.12. 2 北海道東神楽町 東神楽町総合体育館
244 2007.12. 4 北海道函館市 函館市芸術ホール　大ホール
245 2007.12. 7 北海道旭川市 旭川市民文化会館　大ホール
246 2007.12. 8 北海道厚真町 厚真町中央小学校体育館
247 2007.12.12 東京都府中市 府中の森芸術劇場　ふるさとホール
248 2007.12.13 東京都府中市 府中の森芸術劇場　ふるさとホール
249 2007.12.14 千葉県佐倉市 佐倉市民音楽ホール
250 2007.12.16 群馬県中之条町 吾妻郡文化会館
251 2007.12.21 群馬県沼田市 利根沼田文化会館
252 2008. 1.16 福島県須賀川市 須賀川市文化センター　大ホール
253 2008. 1.20 鹿児島県日置市 日置市伊集院文化会館
254 2008. 1.22 鹿児島県志布志市 志布志市文化会館
255 2008. 1.23 鹿児島県薩摩川内市 薩摩川内市川内文化ホール
256 2008. 1.26 佐賀県小城市 小城市芦刈文化体育館
257 2008. 1.27 佐賀県佐賀市 佐賀市文化会館中ホール
258 2008. 1.29 鹿児島県大口市 大口文化会館
259 2008. 1.30 鹿児島県出水市 出水市文化会館
260 2008. 1.31 鹿児島県いちき串木野市 いちき串木野市市民文化センター
261 2008. 2. 2 福岡県田川市 田川文化センター　大ホール
262 2008. 2. 9 大阪府大東市 サーティホール（大東市立総合文化センター文化ホール）
263 2008. 2.10 滋賀県甲賀市 甲賀市あいこうか市民ホール
264 2008. 2.11 滋賀県東近江市 東近江市八日市文化芸術会館
265 2008. 2.13 京都府綾部市 京都府中丹文化会館
266 2008. 2.16 徳島県東みよし町 東みよし町農業者トレーニングセンター
267 2008. 2.19 千葉県松戸市 松戸市民会館
268 2008. 2.20 神奈川県横浜市 神奈川県立青少年センター
269 2008. 2.22 埼玉県朝霞市 朝霞市民会館
270 2008. 2.23 千葉県茂原市 茂原市民会館
271 2008. 2.26 東京都荒川区 サンパール荒川　大ホール
272 2008. 2.27 神奈川県厚木市 厚木市文化会館
273 2008. 2.29 千葉県銚子市 銚子市青少年文化会館
274 2008. 3. 2 東京都港区 日本消防会館（ニッショーホール）
275 2008. 3. 3 神奈川県相模原市 相模原市民会館ホール
276 2008. 3. 4 神奈川県平塚市 平塚市中央公民館
277 2008. 3. 7 千葉県柏市 柏市民文化会館　大ホール
278 2008. 3. 9 神奈川県川崎市 川崎市教育文化会館　大ホール
279 2008. 3.11 宮城県仙台市 仙台市民会館
280 2008. 3.12 宮城県仙台市 仙台市民会館
281 2008. 3.13 宮城県仙台市 仙台市民会館
282 2008. 3.14 宮城県仙台市 仙台市民会館
283 2008. 3.15 宮城県仙台市 仙台市民会館
284 2008. 3.17 神奈川県平塚市 平塚市中央公民館
285 2008. 3.29 広島県呉市 呉市文化ホール
286 2008. 4. 1 新潟県見附市 見附市文化ホール　アルカディア大ホール
287 2008. 4. 2 新潟県十日町市 十日町地域地場産業振興センター　クロス10
288 2008. 4. 3 新潟県新潟市 新潟テルサ
289 2008. 4. 9 新潟県加茂市 加茂文化会館
290 2008. 4.12 神奈川県南足柄市 南足柄市文化会館
291 2008. 4.14 新潟県新発田市 新発田市民文化会館
292 2008. 4.16 新潟県妙高市 妙高市文化ホール
293 2008. 4.17 長野県安曇野市 安曇野市穂高会館
294 2008. 4.18 長野県朝日村 朝日村農業者トレーニングセンター
295 2008. 4.20 新潟県五泉市 五泉市さくらんど会館
296 2008. 4.22 新潟県佐渡市 佐渡中央文化会館（アミューズメント佐渡）
297 2008. 4.23 新潟県佐渡市 両津文化会館
298 2008. 4.25 新潟県上越市 上越文化会館

299 2008. 4.28 三重県松阪市 松阪市民文化会館
300 2008. 5. 2 長野県岡谷市 岡谷市文化会館（カノラホール）
301 2008. 5. 7 山口県長門市 ルネッサながと
302 2008. 5. 8 山口県周南市 周南市文化会館
303 2008. 5.11 高知県須崎市 須崎市立市民文化会館
304 2008. 5.12 高知県南国市 南国市立スポーツセンター
305 2008. 5.14 高知県宿毛市 宿毛市総合社会福祉センター
306 2008. 5.16 高知県土佐清水市 土佐清水市立市民文化会館　くろしおホール
307 2008. 5.17 高知県四万十市 西土佐ふれあいホール
308 2008. 5.25 福島県矢吹町 矢吹町文化センター
309 2008. 5.27 茨城県ひたちなか市 ひたちなか市文化会館　大ホール
310 2008. 5.28 福島県いわき市 いわき市勿来市民会館
311 2008. 5.30 群馬県桐生市 桐生市市民文化会館
312 2008. 6.16 兵庫県加古川市 加古川市民会館
313 2008. 6.18 兵庫県姫路市 姫路市文化センター
314 2008. 6.19 大阪府吹田市 吹田市文化会館　メイシアター
315 2008. 6.20 和歌山県田辺市 紀南文化会館
316 2008. 6.21 大阪府高石市 たかいし市民文化会館（アプラホール）
317 2008. 6.26 茨城県結城市 結城市文化センター　アクロス
318 2008. 6.27 埼玉県久喜市 久喜総合文化会館　大ホール
319 2008. 8.26 栃木県足利市 足利市民会館
320 2008. 8.27 栃木県那須塩原市 那須塩原市黒磯文化会館
321 2008. 8.28 宮城県仙台市 仙台市電力ホール
322 2008. 8.30 福島県玉川村 玉川文化体育館
323 2008. 9. 7 岐阜県関市 関市文化会館　大ホール
324 2008. 9. 9 福島県双葉町 双葉町体育館
325 2008. 9.11 新潟県関川村 関川村村民会館アリーナ
326 2008. 9.13 山形県長井市 長井市民文化会館
327 2008. 9.14 山形県新庄市 新庄市民文化会館
328 2008. 9.16 福島県喜多方市 喜多方市プラザ文化センター
329 2008. 9.18 秋田県男鹿市 男鹿市民文化会館
330 2008. 9.19 秋田県大館市 大館市民文化会館
331 2008. 9.23 千葉県君津市 君津市民文化ホール　大ホール
332 2008. 9.24 埼玉県所沢市 所沢市民文化センター　ミューズマーキーホール
333 2008. 9.27 埼玉県飯能市 飯能市市民文化会館　大ホール
334 2008. 9.29 千葉県市原市 市原市市民会館　大ホール
335 2008.10. 4 岐阜県白川町 白川町中央公民館
336 2008.10. 7 兵庫県小野市 小野市民会館
337 2008.10. 8 大阪府八尾市 八尾市文化会館
338 2008.10.12 群馬県館林市 館林市文化会館
339 2008.10.22 北海道稚内市 稚内総合文化センター
340 2008.10.24 北海道岩見沢市 岩見沢市民会館
341 2008.10.27 北海道帯広市 帯広市民文化ホール
342 2008.10.28 北海道長沼町 長沼町スポーツセンター
343 2008.10.29 北海道札幌市 札幌サンプラザホール
344 2008.10.30 北海道恵庭市 恵庭市民会館
345 2008.11. 3 北海道伊達市 伊達歴史の杜カルチャーセンター　大ホール
346 2008.11.11 京都府舞鶴市 舞鶴市総合文化会館　大ホール
347 2008.11.13 和歌山県那智勝浦町 那智勝浦町体育文化会館
348 2008.11.15 兵庫県西宮市 西宮市民会館　アミティホール
349 2008.11.22 愛知県豊田市 豊田市民文化会館
350 2008.11.23 愛知県豊田市 豊田市民文化会館
351 2008.11.25 福岡県飯塚市 イイヅカコスモスコモン　大ホール
352 2008.11.26 大分県玖珠町 くすまちメルサンホール
353 2008.11.28 宮崎県延岡市 延岡公会堂　野口記念館
354 2008.11.30 熊本県西原村 西原中学校体育館
355 2008.12. 3 山口県岩国市 岩国市民会館
356 2008.12. 4 山口県下関市 下関市民会館
357 2008.12. 7 愛媛県松山市 松山市総合コミュニティセンター　キャメリアホール
358 2008.12.11 大分県竹田市 竹田市文化会館　大ホール
359 2008.12.14 大分県日田市 パトリア日田
360 2008.12.16 宮崎県都城市 都城市総合文化ホール(ＭＪ)
361 2008.12.17 宮崎県日南市 日南市文化センター
362 2008.12.18 宮崎県宮崎市 宮崎市民文化ホール　大ホール
363 2008.12.20 宮崎県串間市 串間市文化会館　大ホール
364 2008.12.22 宮崎県綾町 綾町公民館　文化ホール
365 2009. 2.22 東京都港区 ニッショーホール
366 2009. 2.24 栃木県日光市 日光市今市文化会館　大ホール
367 2009. 2.26 栃木県那須烏山市 烏山体育館
368 2009. 2.28 静岡県焼津市 焼津市文化センター大ホール
369 2009. 3. 4 栃木県矢板市 矢板市文化会館
370 2009. 3.18 栃木県宇都宮市 栃木県総合文化センター
371 2009. 3.19 栃木県宇都宮市 栃木県総合文化センター
372 2009. 3.20 埼玉県加須市 パストラルかぞ大ホール
373 2009. 3.26 埼玉県三郷市 三郷市文化会館大ホール
374 2009. 4. 5 千葉県木更津市 木更津市民会館大ホール
375 2009. 4.10 埼玉県さいたま市 埼玉会館　大ホール
376 2009. 4.11 埼玉県本庄市 本庄市民文化会館
377 2009. 4.15 埼玉県川越市 川越市市民会館
378 2009. 4.23 東京都大田区 大田区民ﾎｰﾙ(アプリコ)
379 2009. 4.24 東京都三鷹市 三鷹市公会堂
380 2009. 5.18 長野県長野市 長野市民会館　大ホール
381 2009. 5.20 福井県越前市 越前市文化センター　大ホール
382 2009. 5.23 埼玉県小川町 小川町民会館(リリックおがわ)
383 2009. 5.26 山形県川西町 川西町フレンドリープラザ
384 2009. 5.28 岩手県山田町 山田中央公民館 大ホール
385 2009. 5.30 秋田県大仙市 大仙市大曲市民会館
386 2009. 5.31 山形県村山市 村山市民会館
387 2009. 6.28 愛知県武豊町 ゆめたろうプラザ 輝きホール
388 2009. 6.30 埼玉県鴻巣市 クレアこうのす大ホール
389 2009. 9.12 茨城県つくば市 市民ホールやたべ
390 2009. 9.13 茨城県小美玉市 小美玉市小川文化センター
391 2009. 9.15 埼玉県川口市 川口市民会館
392 2009. 9.17 栃木県益子町 益子町民会館
393 2009. 9.19 千葉県千葉市 青葉の森公園芸術文化ホール
394 2009. 9.21 滋賀県米原市 米原文化産業交流会館イベントホール
395 2009. 9.23 石川県能登町 柳田小学校(体育館)
396 2009. 9.24 岐阜県郡上市 やまと総合センター(体育館)
397 2009. 9.29 群馬県高崎市 高崎市文化会館
398 2009.10. 1 愛知県岡崎市 岡崎市民会館
399 2009.10. 3 茨城県取手市 取手市立市民会館
400 2009.10. 5 兵庫県神戸市 神戸文化ホール大ホール
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危険な製品の流通防止に向けて活用する

こととしています。

2．平成20年中の製品火災に関する調査結果

平成20年中（１月～12月）に発生した

電気用品、燃焼機器及び自動車等を発火

源とする火災のうち、「製品の不具合によ

り発生したと判断される火災」及び「原

因を特定できない火災」であるとして、

消防機関より報告があったものの製品情

報を集計したところ、「製品の不具合によ

り発生したと判断される火災」が169件、

「原因を特定できない火災」が780件とな

りました。

これら火災については、発火源となっ

た製品の種類ごとに火災件数を集計し、

製造事業者名、製

品名、型式などを

公表しました。ま

た、全国の消防機

関にも調査結果を

通知するととも

に、収集した情報

を消費者庁、経済

産業省及び国土交

通省と共有し、製

品火災対策に活用

しています。

消防庁の製品火

1．はじめに

昨今、火災の出火原因は極めて多様化し

ており、その中で電気こんろ、電気ストー

ブ、エアコンなどの電気用品や石油ストー

ブ・石油給湯器などの燃焼機器及び自動車

などといった国民の日常生活において身近

な製品が発火源となる火災が多発していま

す。

このような状況の中、消費者安全の確保

の観点から、各種製品事故（火災を含む）

に対する対策の徹底が求められていること

を踏まえ、消防庁としても、製品火災に係

る製造事業者等や製品名などの詳細な情報

の収集及び公表を行うとともに、当該情報

を関係機関と共有し、製造事業者等におけ

る自主回収等の対応の徹底や火災を起こす

平成20年中の製品火災に関する調査結果
総務省消防庁　消防技術政策室
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災調査は、火災を網羅的に把握する消防機

関の特性を活かし、国内で発生したすべて

の火災に対する調査であり、関係省庁との

連携により製品火災情報の収集に万全を期

することとしています。

3．今後の取組について

消防庁消防研究センターにおいては、消

防機関が行う火災原因調査について専門的

な技術支援を行っており、製品火災の調査

に対しても鑑識用の資機材等を整備するな

ど、製品に起因する火災に対する、消防庁

としての原因調査体制の充実・強化に努め

ています。

また、従来の製品火災情報の収集体制を

見直し、平成21年の製品火災からは四半期

ごとに製品火災情報の公表を行うこととす

るなど、製品火災対策に係る取組の迅速化

及び効率化を図ることとしています。

今後とも、消防庁では、製品火災に係る

情報収集・活用を積極的に推進し、関係機

関との連携を図りつつ、消費者の安心・安

全を確保し、製品に起因する火災事故の防

止を推進することとしています。
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冬になると日本列島は西高東低の気圧配置とな

り、特に日本海側で多量の降雪がもたらされます。

雪は、豊かで美しい自然環境をもたらし、地域に

雪国固有の文化、伝統を根付かせていますが、一

方、積雪や雪崩などにより交通機関・農作物・構

築物へ被害をもたらすこともあります。このよう

な降雪による災害は総称して「雪害」と呼ばれ、

日常生活や社会経済活動に大きな影響を及ぼし、

生活の安定と産業の振興を妨げる大きな要因とな

るだけでなく、人命にも影響を及ぼすことがあり

ます。

平成20年11月から平成21年３月にかけての雪害

による人的被害、住家被害は、全国で死者・行方

不明者21人、負傷者252人、半壊１棟、一部破損

45棟、床下浸水５棟となっています。平成17年12

月から平成18年３月の「平成18年豪雪」では、積

雪を観測している全国339地点のうち、23地点で

観測開始以来の最深積雪記録を更新し、屋根の雪

下ろし作業中の転落事故、屋根雪の落下、倒壊し

た家屋の下敷き等により、戦後２番目の記録とな

る死者152名の被害が発生しました。その犠牲者

のうち約３分の２にあたる99人が65歳以上の高齢

者であり、高齢者を念頭に置いた雪害対策の整備

など、被害者の目線に立って「何ができていれば

犠牲が避けられたのか」という視点からきめ細や

かな取組を行い、対策の徹底を図る必要がありま

す。

雪害による事

故を防ぐための

対策としては、

例えば、雪下ろ

しの際には命綱

や滑り止めを着

用し、雪が溶け

出しにくい時間

帯の作業を心掛

けること、軒下での除雪作業時には屋根からの落

雪に注意すること、側溝や蓋のない防火水槽など

への転落を防ぐため危険箇所の表示を分かりやす

くしておくことなどが挙げられ、雪の性質を知り、

その性質に合わせた対応を行うことが重要です。

また、自主防災組織や消防団、近隣居住者が連

携・協力することで、除雪作業について高齢者が

無理なく除雪することができるような体制を整備

し、高齢者宅等の状況を巡回等により把握する必

要があります。

毎年12月１日から７日は「雪崩防災週間」です。

スキーやスノーボードなどの冬のレジャーが本格

化するこの時期に、雪崩に対する国民の理解と関

心を高め、雪崩災害防止に努めようとするもので

す。

豪雪地帯においては、雪崩の恐れのある危険箇

所の巡視・点検の実施、気象等に関する情報の収

集・伝達、警戒態勢の強化等に万全を期すととも

に、高齢者・障がい者等の災害時要援護者に十分

に配慮し、特に災害要援護者関連施設に対しては、

平常時、緊急時とも適切な情報提供を行い、警戒

避難態勢等の防災体制の整備に努める必要があり

ます。

今年もこれから本格的な雪のシーズンを迎えま

すが、警戒を怠らずに、住民一人ひとりが雪に対

する十分な理解と認識を持ち、雪害に強いまちづ

くりを進めていきましょう。

雪害に対する備え
総務省消防庁　防災課

平成18年新潟県中魚沼郡津南町（写真提供：津南町役場）
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地震が発生したときに起こる火災が地震そ

のものによる被害を何倍にも大きくすること

は過去の事例からも明らかです。平成７年１

月17日に発生した阪神・淡路大震災での出火

原因としては、電気ストーブなどの電気関係

や、ガスストーブやガスコンロなどのガス関

係、また石油ストーブなどが主なものとして

挙げられています。

初期消火

突然、大きな揺れに襲われたときは、まず

自分の身の安全を守ることが大切です。あわ

てて行動すると、転倒した家具や飛び散った

ガラスや陶器の破片で怪我をする恐れがあり

ます。丈夫な机の下などにもぐったり、家具

から離れるなどして揺れが収まったらすぐに

火の始末をしましょう。

また、無理をして火を消しに行くと、調理

器具が落ちてきてやけどをしたりするので、

揺れが収まるまで待ちましょう。

万が一、周りのものに火が付いてしまって

も、初期のうちは消火器などで十分に消すこ

とができますが、大声で隣近所に助けを求め

ることも大切です。

電気火災を防ぐ

地震では停電することがありますが、復旧

したときに転倒した電気器具が作動して出火

することがあり、通電火災に注意する必要が

あります。避難などで家を空けるときも、電

気のブレーカーを切り、電気器具はコンセン

トから抜いておきましょう。

また、ブレーカーを戻す際は、転倒したま

まの電気器具がないか、ガス漏れがないかな

ど安全を確認しましょう。

ガス漏れを防ぐ

最近、地震による大きな揺れを感知して自

動的にガスの供給を遮断するマイコンメータ

ーの設置が進んでいますが、念のため元栓を

閉めてガス漏れを防ぎましょう。

また、プロパンガスを使っているところで

は、ボンベをチェーンで固定するなど転倒の

防止対策を行い、普段からの備えに心掛けま

しょう。

石油ストーブの対処

最近の石油ストーブは対震自動消火装置が

付いているので危険性は少なくなりました

が、過信は禁物です。必ず火が消えたことを

確認しましょう。

また、石油ストーブの周りに燃えやすい物

を置くことは火災につながります。普段から

使用上の注意を守りましょう。

地震発生時の出火防止
総務省消防庁　防災課
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消防隊員は、一刻も早く火災などの災

害現場に急行し、被害を最小限とするた

め消防活動を行い、また、救急隊員は、

現場で応急処置を行い、急病人等を速や

かに医療機関へ搬送しなければなりませ

ん。

そのために使用する消防自動車や救急

自動車は、緊急時に迅速に通行するため、

道路交通法では「緊急自動車」として、

一般の車両よりも優先して走行すること

が認められています。

消防自動車等の円滑な緊急走行のため

に皆さん一人ひとりのご理解とご協力を

お願いします。

消防自動車等の緊急走行に対する
ご理解とご協力を！

総務省消防庁　消防・救急課

○ 消防自動車等がサイレンを吹鳴
すいめい

しながら、かつ、赤色の警光灯をつけて緊急走行し、接近

してきた場合、一般車両は周囲の状況に配慮のうえ、速やかに進路を譲るか、交差点を避

けて車両を道路の左側に寄せて一時停止してください。

○ 消防自動車等は、追越しをするときなどに道路の右側部分にはみ出して走行することがあ

りますので、反対車線の一般車両も道路の左側に寄せるなどして、走行を妨げないように

してください。

○ 消防自動車等が、高速道路などで本線車線に進入しようとしているときは、これを妨げな

いようにしてください。

○ 自転車に乗っている方や歩道のない道

路を歩いている方は、速やかに一時停

止し、進路を譲ってください。

○ 狭い道路などで停車をする場合は、消

防自動車等の通行に支障がないように

配慮してください。

○ 緊急走行時にサイレンを吹鳴すること

は、法令で義務付けられていますので、

夜間等のサイレン音に対し付近の皆さ

んのご理解をお願いします。

安全運転管理者の方々を中心に、運転者への交通安全教育の一環として「消防自動

車等の優先」について、ご指導をお願いします。

（写真提供：松戸市消防局）

交通事業者・安全運転管理者の皆様へ
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島

根

県

女性分団　愛称名「益田ひなげし（火無消）小町」
の一人。
平成６年に入団以来、各種訓練や研修会に積極的

に参加し、また出初式等ではプロ顔負けの放送を行
い、当消防団になくてはならない存在の一人です。
現在は、家業である明治22年創業の老舗料理店の

若女将として、さらに地方紙の情報を発信する記者
として奮闘中のバイタリティーあふれる彼女です。
これからも、女性団員のみならず地域活性化の旗手として、幅広い活躍が期待されてい

ます。

益田市消防団　女性分団　班長

中山　あづさ

平成17年７月、入善町消防団に新風を吹き込む６
名の女性消防団員が誕生しました。
女性としての柔らかさや、きめ細やかな活動を期

待し、この活動の趣旨を汲んでいただいた女性団員
の中でも、特に活発的な玉池さんを紹介します。
玉池さんは、本業を住職とし、寺の諸行事の合間

の時間を有効に使い、月１回の女性消防団員の定例
会、消防団の訓練や研修会に積極的に参加され、現在は、応急手当指導員の資格取得のた
めに猛勉強をしております。
今後は、予防活動としての独居老人宅への火災予防指導に加え、応急手当の重要性を町

民の方達に訴えていきます。

入善町消防団　本部　団員

玉池　弦

富

山

県

青

森

県

我が野辺地町消防団第４分団では、漁業を営む団
員が半数以上を占め、その中で、齋藤班長はホタテ
養殖業を営んでおり、消防団活動においては真摯に
取り組み、責任感が強く、団員からの信頼も厚く、
幹部からも親しまれ地域及び町民のために一生懸命
頑張っています。

また、長年にわたり交通指導隊にも所属し、日夜町民の安全を守り、上司及び同僚から
も信頼され、現在も交通指導隊員として活躍しています。

野辺地町消防団　第４分団　班長

齋藤　孝志
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我が国の公害問題の先駆者「田中正造」生誕の地で自動車
修理工場を営む同氏の趣味はゴルフ。月数回のコンペで着々
と腕を磨き、今ではシングルの腕前です。
そんな同氏も、体調はいたって良好ながら、痛風がちょっ

と心配な今日この頃。少しは恰幅の良い身体を気遣うかと思
いきや、「ビールの量さえ気をつければ…」となお、日本酒
を辞さないおおらかな人柄は、消防団員714名は勿論、多く
の人々から絶大な信頼を寄せられています。
去る５月16日には、「2009佐野　第58回利根川水系連合水

防演習」が本市で開催され、皇太子殿下も行啓される中、演
習参加人員777名の全体指揮を執り、演習を大成功に導きました。

佐野市消防団　副団長

岩澤　敏雄

栃

木

県

佐野市並木町で畜産業を営みな
がら、消防団班長として活躍して
いる茂木正明君を紹介します。
普段は、家で和牛約30頭を飼育

しながら、市場で成牛や子牛を仕
入れる一方、東京芝浦市場や千葉
の肉屋などへ牛肉を卸しています。
そして、消防団員として火災や

防災訓練で地域の安心・安全を守
るだけでなく、消防団入団と同時

に地元小学生のサッカーのコーチをボランティアで引き受け、頑張っています。
特技・自慢は、牛を触るだけで霜降りが肉にどの程度含まれるか見分けられるとのこと。
なお、只今独身で婚活中です。理想の女性を尋ねると、「誠実で牛と僕を好きな人」と

一言。

佐野市消防団第８分団　班長

茂木　正明

島

根

県

我が家は出雲市消防団では珍しい親子４世代の消
防団員家族です。
曾祖父は消防団結成前の今市消防組、祖父は今市

分団四部部長、父は出雲市消防団副団長に在籍して
いました。家中がごく当たり前に消防活動に携わっ
ています。
私は父の退団後に入団を勧められ、全国女性消防

操法大会の補充員として出場の経験もさせていただきました。
また、出雲市消防団記念誌「消防のあゆみ」発刊には、50周年誌は父が、この度の60周

年誌には親子でお手伝いをさせていただくことができ、とても感謝しております。
今後も地域の防火活動に努めていきたいと思います。

出雲市消防団　女性部　団員

横木　知恵子
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広場 

東京都 消
防
団
の 

東大和市消防団
副団長

青柳　和彦

「大災害への備え」

平成21年１月初旬の未明、当市におい

て未曾有の大火災が発生した。

消防団到着時には、消防隊により建物

の北・東・西側からの消火活動がなされ

ていた。しかし、炎はさらに建物南側へ

と延焼を拡大しており、団本部の命を受

けた各分団は南側への筒先を配備し消火

にあたった。

当市消防団は、日頃から各分団間はも

とより消防署隊と連携した「真火災を想

定した実戦的な訓練」を実施しており、

迅速かつ連携のとれた消火活動が行なえ

る活動体制をとっています。この時の火

災も、延焼熾烈な現場ではありましたが、

さらに延焼が拡大すること無く鎮火に至

りました。

また、当市消防団では大規模災害に対

応するため、各団員の持つ資格・技能・

知識や資機材を活用した①機動二輪隊、

②災害時ポンプ隊、③特別活動隊の３隊

からなる「災害時特別活動隊」を平成20

年に発足させて活動しています。

特に特別活動隊の中では、通称「やま

となでしこ」と呼ばれる女性団員が応急

救護などを担当しています。「やまとなで

しこ」は定期的な訓練を重ね技術の維持

向上に努めているところです。

我が街の消防団は、『街の宝』と言われ

続けられること。そして、一緒に活動を

続ける団員を誇りに思い、これからも安

全で安心な街づくりに努めてまいります。



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」

12月の日本消防協会関係行事

12月14日（月） 義士祭　　（日本消防会館）
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編　集　後　記

うすら寒い朝夕を迎える今日この頃ですが、カレンダーの枚数とともに、私自身３月まで
の東京生活も残り少なになって、複雑な心境で日々過ごしております。
今月号は10月22日に行われました「第19回全国女性消防操法大会」の記事を掲載してい

ます。大会は、澄み渡る秋晴れの下、各都道府県を代表する47チームが白熱する応援コール
の中、規律厳正で力みなぎる操法が展示されました。
また、本誌で紹介しています、愛知県津島市でスタートしたふるきゃらのミュージカル

「地震カミナリ火事オヤジ」の全国巡演が、兵庫県神戸市で10月５日開催されましたファィ
ナル公演でピッタリ400ステージを達成されました。あしかけ４年余りの間に400回、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、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。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。
今年も全国各地で、山火事、水害等が発生し大きな被害をもたらしましたが、その中で、

今回は山口県防府市を襲った集中豪雨での昼夜を問わず活動した消防団員の活動を紹介して
おりますので、是非ご覧頂ければと思います。
この好季節を楽しんでいたいものですが、早くも気候の変わり目へと向い、火災の多い時

期となりますが、まだ本格的な寒さには、体が充分に慣れていませんので消防団員のみなさ
ま、くれぐれもご用心のうえ、ご活動ください。 （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


