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第25回日中消防協会定期協議会を開催 
平成21年11月11日（水）　於　ホテルオークラ東京 

韓国消防安全協会と友好協定を締結 
平成21年11月11日（水）　於　ホテルオークラ東京 



日中韓消防安全協会協議会を開催 
平成21年11月11日（水）　於　ホテルオークラ東京 

第５回消防団幹部国民保護法制研修 
平成21年11月19日（木）、20日（金）　於　日本消防会館 
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本年、私の住む東海地方では伊勢湾台風

から50年の節目の年を迎えました。その記

念事業として、伊勢湾台風の悲惨さを現代

の人々に伝え、またこの未曾有の大災害を

風化させないためのイベントが各地で実施

され、多くの方が参加をされました。私自

身も消防団歴が今年で51年目を迎え、現役

の消防団員として伊勢湾台風時の活動を経

験した数少ない内の一人であります。当時

のことは今でもはっきりと覚えています。

この台風において東海３県を中心に5000人

余りの死者を出しました。私の住む三重県

津市では家屋への浸水等はかなりの被害が

あったものの、幸いなことに人的被害は少

なく、台風発生から約１週間前後に東海地

方で最も被害がもたらされた愛知県の木曽

川一帯の支援活動へとおもむきました。当

事は現在のように道路も整備されておら

ず、また流された流木等が散乱しており道

なき道を突き進んで行きました。津市から

北上するにつれ被害の状況が悪化してい

き、どこを見渡しても水浸しでどこからど

こまでが川や海なのかわからない状況でし

た。現場において私たちが実施した作業は

道路を寸断した流木等の除去作業でした

が、その作業中に匂ってきた家畜等の死骸

から出る強烈な腐敗臭が今でも強烈な思い

出として残っています。

私の回想録がずいぶんと長くなってしま

いましたが、当時は常備消防も発足して間

もない時代でしたので、あらゆる災害にお

いて非常備消防の活躍が必至でありまし

た。時代が進み現在では日本のほとんどの

地域において常備消防が配備され、また合

併も進み災害における初動体制が整い、非

常備である消防団の存在価値が薄くなって

いったように思います。しかし、どれだけ

常備消防が整備されたからといっても平成

７年１月に発生した阪神淡路大震災の特に

都市部での被災状況を見ればわかるよう

に、常備消防だけではとてもではありませ

んが太刀打ちできません。大規模災害にお

いて消防団の果たす役割は言うまでもあり

ません。例としてこの地震災害において最

も効果的な活動をしたとして脚光を浴びた

のが淡路島にある北淡町の消防団でした。

この地域では普段から消防団員と地域の住

民が密接に繋がっていた結果、圧倒的なス

ピードで救助活動が実施され多くの人々を

救うとともに、情報の収集や伝達が実施さ

れたと聞いております。まさに消防団の根

源を示す事例だと思います。消防団は地域

社会に根ざし、その地域の人々の安心と安

全を守るとういことが目的であります。そ

して被害の軽減においては「自助・共助・

公助」の３つの力が連携することが重要で

あり、消防団はその中核です。消防団員は

ボランティア集団とはいえ、一般的には特

「次代の消防団をめざし」 「次代の消防団をめざし」 

巻 頭 言 

『時代に適応する消防団へ』 『時代に適応する消防団へ』 
三重県消防協会　会長　谷口　繁喜 
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別地方公務員という立場であり、自主防災

組織のリーダーとしての役割を果たす、つ

まりは「地域防災の要」とならなければな

りません。

しかしながら、消防団を取り巻く状況は

悪化の一途をたどっています。まずは消防

団員のサラリーマン化です。消防団を構成

する団員のサラリーマン化は昼間の有事の

際の出動に支障きたします。現在の深刻な

経済状況の中ではありますが、企業にも理

解を示してもらい「災害活動最優先」とい

う意識が浸透することを心から望みます。

そして最も重大な問題は消防団員の減少で

あります。消防団員数は年々減少の一途を

たどっています。昭和40年には133万人い

た団員が平成21年４月現在において88万５

千人と当時の67パーセント余りにまで減少

しました。団員減少の要因は様々でありま

すが、私は生活様式の変化もその一つの要

因であると考えます。核家族化の進行、ま

たマンション購入者の増加などプライバシ

ーを重視するようになり、他人との関わり

を持たなくても住める環境が多くなってい

ます。そのため消防団の精神である「他人

ため、地域のため」という奉仕の精神が培

われにくい状況が進んでいます。このよう

な現状を変えることは難しいと思います。

しかし消防団員を確保することは決して不

可能ではありません。その一例として最近

注目されているのが機能別消防団員です。

機能別消防団員とは全ての活動に参加する

一般的な消防団員とは異なり、特定の活動

や役割においてのみ参加する団員で現在日

本の各地でその数が増えています。例えば、

重機の免許を取得している人たちで構成

し、大規模災害時に重機を用いて救助活動

の支援を実施したり、二輪免許を取得して

いる人たちはバイク隊を結成し、災害時の

様々な障害を突破し情報の収集や伝達を行

なうなどその用途は様々です。また、退

職・退団した消防職員・団員の人で構成し

災害時にノウハウを現場で生かすというエ

キスパート隊というものもあります。これ

らの機能別消防団員は先ほども述べたよう

に災害発生時にのみ構成されるため、報酬

の対象とはなりません。この制度を上手く

活用し、ある消防団では基本消防団員の定

数220人のところ、組織を再編し定数245人

（基本団員153名、機能別消防団員92人）の

消防団を確立しました。この方法により、

活動には参加せず名前だけが在籍となって

いる団員を排除するとともに、消防団員定

数を増加させ、また消防団に係る経費の削

減を達成したということを聞きました。団

員数が減少、自治体の財政が切迫する中、

このような改革を成し遂げた消防団がある

というのは革新的ですばらしいことだと思

います。

地域において消防団を取り巻く環境は

様々であり、どのような方法がそれぞれの

地域に適合するかはわかりません。しかし、

現状のままではプラスの方向へは転じてい

かないと思います。全国には模範となる消

防団が多数あります。このような消防団を

参考としてできることから始め、できるだ

け早期に実行し、消防団を充実させ自分の

町を災害に強い町に推し進めていくことが

急務であります。日本は地震大国であると

ともに、台風の通り道でもあります。大規

模災害はいつどのようなタイミングで発生

するかはわかりません。「備えあれば憂い

なし」この言葉を教訓として今後とも防災

強化を担っていくことが大切であると考え

ます。



１　大会名称　

第15回全国女性消防団員活性化岡山大

会

２　開催日時及び場所

（１）大会　

平成21年11月５日（木）10時30分か

ら16時30分　桃太郎アリーナ

（２）情報交流会　

平成21年11月５日（木）17時30分か

ら19時00分　ホテルグランヴィア岡

山

３　主催

財団法人　日本消防協会

財団法人　岡山県消防協会

第15回全国女性消防団員活性化岡山

大会実行委員会

４　共催　　岡山県、岡山市

５　後援　　総務省消防庁
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全国の女性消防団員が一堂に集い、よ

りよい消防活動の向上を目指して、互い

に伝え合い、高め合って15年。これまで

培われた『輪』を更に広め地域防災の新

たな担い手として、地域の「安全」「安心」

に貢献することを目的とし、去る11月５

日（木）、岡山県岡山市（桃太郎アリーナ）

において第15回全国女性消防団員活性化

岡山大会が盛大に開催されました。

全国の消防団員が減少する一方で、女

性消防団員は年々増加傾向にあり、平成

21年４月１日現在での女性団員数は17,881

人、女性消防団員を採用している消防団

は1,104団と全都道府県に及び、女性の消

防団への参加意欲は年々高まっています。

活動分野でも、予防広報活動や普通救

命講習、独居老人宅や一般家庭への防火

訪問など女性のやさしさときめ細やかさ

を活かした活動のほかに、男性団員と同

様に現場活動を行うなど、広範にわたり

全国各地で活躍しています。

そのような中、今大会では全国各地か

ら約2,700人の女性消防団員等の関係者が

参加し、地域の垣根を越えて、お互いの

活動について情報交流を行い、女性のパ

ワーを前面に押し出した活気ある大会と

なりました。

この大会の概要は次のとおりとなりま

す。

第15回全国女性消防団員活性化岡山大会を開催
～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』

財団法人　日本消防協会

大会スケジュール
◎大会（桃太郎アリーナ）

10:30～11:00 開会式

11:00～12:00 活動事例発表（４名）

12:00～12:20 アトラクション「備中神楽総社

社中」

13:00～14:00 記念講演（ダニエル・カール氏）

14:00～15:00 火災予防啓発劇（３団体）

15:00～16:00 パネルディスカッション

16:00～16:30 閉会式

◎情報交流会（ホテルグランヴィア）

17:30～19:00
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日本消防協会会長　片山虎之助 大会実行委員長（岡山県消防協会会長） 石井正弘

日本消防協会会長　片山虎之助 大会実行委員長（岡山県消防協会会長） 石井正弘

１．【開会式】

大会旗入場（岡山市消防団　大矢野総子　渡部妙子　青江亜由美）

開会宣言（新見市消防団　逸見真由美）

主催者挨拶
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岡山市長　高谷茂男 総務省消防庁長官　河野　栄

開催地挨拶（岡山市長　高谷茂男） 来賓祝辞

感謝状贈呈

元静岡県沼津市消防団長 田上博団長に

は、女性消防団員の重要性をいち早く着

目し、「女性消防団員の役割」を基本テー

マとする第１回全国女性消防団員活性化

シンポジウムを沼津市での開催を主導さ

れ、今日の第15回大会への基礎と発展に

尽くされた功績に対し感謝状が贈呈され

ました。

２．【活動事例発表】

活動例発表では、全国から多数の応募

の中から選ばれた４名の団員が自らの消

防団活動を通じての体験談を紹介し、日

頃の熱心な活動に会場の参加者は関心を

よせていました。

兵庫県小野市消防団

女性分団　団員　山田奈代美さん

『女性消防団の更なる飛躍と改革』
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３．【アトラクション】

午前の部の最後は、国指定重要無形民

族文化財で、備中神楽の中心となる神話

劇３部のうち八俣の大蛇退治が演じられ

ました。演じられた「備中神楽・総社社

中」は、昭和47年に設立され、北は北海

道から南は沖縄に至るまで全国各地で、

さらにドイツ・アメリカ・モンゴルなど

海外公演の実績もあり、社中にも現役の

消防団、ＯＢが活躍されています。

愛媛県今治市消防団

班　長　龍田三津子さん

『団結おにぎり６千個』

埼玉県川越市消防団

団本部　団　員　岸野佳代子さん

『絆～全国女性消防操法大会を経て』

長崎県対馬市消防団

団　員　中島美香さん

『救急のドレミ　対馬から全国へ』
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４．【記念講演】

演題「ガンバッテ! オラの大好きなニッ

ポン」

ドラマ、司会、コメンテーターなど何

でもこなすマルチタレント、また山形弁

研究家で、現在、消防応援団でもあるダ

ニエル・カール氏のユーモア溢れる楽し

い講演。過去のエピソードなどを面白お

かしく紹介しながら３年間の山形での生

活で鍛えた山形弁での語りに会場は引き

込まれました。

５．【火災予防啓発劇】

午後からは、火災予防啓発劇が発表さ

れました。笑いあり、感動ありの趣向を

凝らした内容に会場から大きな拍手を受

けていました。

消防団PRコーナーでは、昼の休憩時間

等を活用して、全国各地の消防団活動事

例について語りあう交歓の輪ができてい

ました。
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三重県名張市消防団　本団女性部

代表者　部長　福永かほる

『１１９団　アンシンダーＬ』

岡山県岡山市消防団

代表者　大矢野総子

Hello、Hello、Are you OK？

『なんじゃ、そりゃー！？』の

救急講習

６．【パネルディスカッション】

テーマ「これからの女性消防団員の活

躍・在り方について」

パネルディスカッションでは、コーデ

ィネーターの秋本理事長から問題提起が

行われ、アドバイザーを務めた元東京消

防庁丸の内消防署長の谷口由美子さんや、

パネリストの５名と会場の参加者が、双

方向・対話型による自由に意見を交換す

る形で行われました。

会場内からの活発な発言が相次ぎ、そ

れぞれの自己研鑽やこれからの女性消防

団の展望について考える有意義な時間と

なりました。

高知県高知市介良・大津分団

代表者　班長　竹田恵子

消防団のお仕事

『南海地震に備えてね』
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コーディネーター（財）日本消防協会理事長　秋本敏文

左から　滋賀県野洲市消防団　副団長　山本きぬ江　　　
鳥取県岩美町消防団　部長　井上美千代

左から　京都府京都市上京区消防団　団員　杉本明子
三重県津市消防団　分団長　櫻川政子
岡山県岡山市消防団　団長　妹尾弘行

アドバイザー　元東京消防庁丸の内消防署長　谷口由美子

７．【閉会式】

大会宣言（笠岡市消防団　松田津多子） お礼のことば（総社市消防団　吉川智子）

パネリスト
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大会旗引継ぎ

大会旗は、岡山大会実行委員 副委員長

から日本消防協会片山会長を経て、次期

次期開催地代表挨拶（奈良県消防協会会長　芳野　茂）

閉会宣言（高梁市消防団　池田博江）

開催地の奈良県消防協会芳野会長に引き

継がれました。

（平成22年７月29日（木）奈良大会開催）
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会場内には、物産コーナーや日消グッ

ズコーナーが設けられ、お土産を買い求

める多くの方で賑わっていました。

８．【情報交流会】

大会終了後の情報交流会では、約1,500

人の方々が参加し、アトラクションで、

津山市二宮龍神太鼓、うらじゃ踊り連

「鬼羅」が披露されたのを機に、会場内の

随所で、地域を越えた情報交流が行われ、

大いに盛り上がりました。
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平成21年11月11日（水）東京都港区のホテ
ルオークラ東京において、日本消防協会から
片山会長以下
９名、中国消
防協会から李
副会長以下10
名が出席し、
第25回日中消
防協会定期協
議会が開催さ
れました。
はじめに、片山会長から中国消防協会代表

団来日の歓迎の挨拶のなかで、中国で昨年５
月に発生した四川大地震に触れ、亡くなられ
た方々、被災された方々へのお悔やみとお見
舞いを申しあげました。そして、日中消防友
好のための尽力に対し敬意を表し、今後も引
き続き両国が友
好的な協力関係
を築くことが、
両国消防の発
展、更にはアジ
ア、世界の消防
の発展に繋がる
旨を述べまし
た。
中国消防協会からは、李副会長より、日中

消防協会友好協定締結から25年間にわたり多
くの友好交流及び研修生の受け入れなどの技
術交流を続けて来たことへの感謝の意が述べ
られ、日本消防協会からの支援・協力に対し
お礼の挨拶がありました。
定期協議会

は、開催国であ
る日本消防協会
の片山会長を議
長に選出して行
われ、提出議題
５件について議
事が進められ議

題は全て両国にて合意されました。協議結果
は以下のとおりです。

１ 第26回日中消防協会定期協議会の開催及
び第25回日中友好調査団の派遣について
（日本提出）
（１）開催日程　2010年６月下旬を予定
（２）開催場所　北京（中国）
（３）調 査 先　北京市を含め中国消防協

会の推薦に基づき協議

２　中国消防研修について（日本提出）
（１）研修期間　

2010年度においても、中級幹部以上
を対象に２～３週間として実施、
（2009年度は12月に実施予定）

（２）研修人数　
５名（中級幹部クラス以上の消防関
係者及びそれに相当する技術者）

３ 中国消防教育視察団の訪日について（中
国提出）
中国側より研修生派遣を２回行いたい旨

要望があり、来年度の実施時期とともに事
務レベルで調整することとした。

４ 2010年10月に中国消防協会が北京で主催
する第14回国際消防設備技術交流展覧会に
片山会長等の参加について（中国提出）
中国側から日本消防協会片山会長への出

席要請があり、日本側で検討することとな
った。

５　その他
日本側より日本消防協会と韓国消防安全

協会との交流、日中韓三国による消防協会
協議について説明した。
（日韓消防協会協議、日中韓消防協会協議
に ついては、別紙面でお伝えいたします。）

第25回日中消防協会定期協議会を
開催しました
財団法人　日本消防協会
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日本消防協会と韓国消防安全協会はこの

度、友好協定を締結しました。

先般より、日韓両国の協会間で友好交流を

一層推進するように協議をしてきましたが、

今後の交流の展開について基本的な事項を協

議し、これを両国間の協定として定めること

が望ましいという点から両国協会の意向が合

致し、今回の締結となりました。

協定締結は、平成21年11月11日（水）に韓

国消防安全協会より金漢龍（キ厶ハンリョン）

会長以下４名が来日し、ホテルオークラ東京

において行いました。

日韓消防協会協議では、片山会長から隣国

でありきわめて深い関係にある日本、韓国両

国の消防協会が協議の場を持つことの意義を

述べました。

今後の具体的にどのように交流を進めてい

くかについては、日韓両国に共通する課題な

どについて情報交換などを行うことが考えら

れますが、事務レベルで引き続き両国の意向

をふまえて進めていくこととなりました。

韓国消防安全協会と友好協定を
締結しました

財団法人　日本消防協会

日本消防協会・韓国消防安全協会の友好交流に関する協定

日本消防協会と韓国消防安全協会（以下「両協会」という。）は、日韓両国消防の友好協力

を幅広く、かつ、より深く促進させるために友好交流を行うことを決定し、以下の点で合意

に達した。

第一条 両協会は、相互の理解と親密な関係を深め、両協会間の友好交流と協力を推進し、

両国の消防の発展を促進する。

第二条 両協会は、消防に関する各分野において、情報交換や相互訪問など多様な方法で

広範囲な交流と協力を行う。

第三条 両協会は、互いに共通する事柄について討議を行うとともに、交流と協力の具体

的な実施について、その都度協議を行う。

第四条 この協定は2009年11月11日に調印し、その日から発効する。

協定書は二部とし、日本文及び韓国文で作成し、いずれも同等の効力を有する。
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日中韓消防安全協会協議について
財団法人　日本消防協会

協議終了後は、日中韓消防交流パーティを開催し、
友好的な雰囲気の中で歓談しました。

日中韓の消防協会関係者が一同に会す

るこの機会をとらえて、三カ国の消防協

会による協議を開催いたしました。

各国協会代表者からは、日中韓三カ国

消防協会の交流が一層推進することの意

義が述べられ、基本的な考え方について、

以下のとおり合意しました。

日本消防協会・中国消防協会・韓国消防安全協会の消防交流推進について

近年、世界各地において、様々な火災のほか、暴風雨、大洪水、地震など大規模な

自然災害が相次いでいる。また、地球温暖化等による影響も懸念される。

このため、日本消防協会、中国消防協会及び韓国消防安全協会の三協会は、これま

でのそれぞれの協力関係をいかしつつ、今後の三か国の消防発展のために、消防にお

ける各分野において、より緊密に情報交換等を行うことにより、消防交流を一層推進

することとする。

2009年11月11日



日本消防協会は11月19日（木）、20日

（金）の２日間、日本消防会館に於いて消

防団の幹部を対象とした第５回国民保護法

制研修を開催しました。

全国から、消防団長、副団長の46名が受

講され、開講式では秋本理事長、続いて総

務省消防庁の松元国民保護室長（武居国民

保護・防災部長代理）よりあいさつがあり

ました。

15

第5回消防団幹部国民保護法制研修開催
財団法人　日本消防協会

この研修は、国民保護における消防団の

役割を全国の消防団員に周知を図ることを

目的とし日本消防協会が主催しました。講

師には総務省消防庁国民保護室、国民保護

運用室から２名、（財）未来工学研究所舟

橋信参与、および（株）独立総合研究所青

山繁晴代表取締役社長を講師に招き、国民

保護法制についてと、事例研究を取り入れ

た研修を行いました。

日本消防協会　秋本理事長あいさつ 総務省消防庁　松元国民保護室長あいさつ
（武居国民保護・防災部長代理）



研修終了後には、受講者に修了証が交付

され、二日間にわたる第５回消防団幹部国

民保護法制研修は終了しました。

受講された皆様、ご苦労さまでした、こ

れからのご活躍をご期待しております。
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第５回消防団幹部国民保護法制研修　受講者名簿

都道府県 消防団名 階級 氏名 都道府県 消防団名 階級 氏名

北海道 北斗消防団 団長 溝井　矢一 京都府 京都市西京消防団 団長 土肥　正義

青森県 鶴田町消防団 団長 下山　正彦 大阪府 和泉市消防団 団長 川端　正一

岩手県 花巻市消防団 団長 藤原　志功 兵庫県 相生市消防団 団長 河合　　勝

宮城県 角田市消防団 団長 闍橋　博儀 奈良県 御所市消防団 団長 西口　茂敏

秋田県 鹿角市消防団 団長 黒澤　文男 滋賀県 甲賀市消防団 団長 植田　和生

山形県 寒河江市消防団 副団長 佐竹　良一 和歌山県 有田市消防団 団長 嶋田　浩平

福島県 須賀川市消防団 団長 佐藤　　茂 鳥取県 湯梨浜町消防団 団長 千熊　徹夫

新潟県 糸魚川市消防団 団長 池亀　六男 島根県 松江市消防団 団長 松浦　嘉昭

東京都 赤羽消防団 団長 玉川　建一 岡山県 津山市消防団 団長 土肥　祥嗣

神奈川県 箱根町消防団 団長 野崎　茂則 広島県 神石高原町消防団 団長 内藤　　栄

埼玉県 上里町消防団 団長 高橋　光晴 山口県 周南市消防団 団長 河井日出夫

群馬県 太田市消防団 副団長 宮田　次男 徳島県 小松島市消防団 団長 荒木　敏雄

茨城県 日立市消防団 団長 今橋　松男 香川県 坂出市消防団 副団長 大越　忠則

栃木県 那須塩原市黒磯消防団 団長 佐藤　一則 愛媛県 八幡浜市消防団 団長 門田　完司

山梨県 上野原市消防団 団長 古川　英一 高知県 香美市香北消防団 団長 三谷　賢一

長野県 大町市消防団 副団長 福島佐智夫 長崎県 西海市消防団 団長 井田　　彦

福井県 福井市消防団 団長 北島　正輝 福岡県 那珂川町消防団 団長 内野　豊治

石川県 輪島市消防団 副団長 山闢 文夫 大分県 国東市消防団 副団長 矢野　千里

富山県 氷見市消防団 副団長 西川　三郎 佐賀県 小城市消防団 団長 中尾　隆尚

三重県 伊賀市消防団 団長 今岡　久人 熊本県 城南町消防団 副団長 中口　　優

愛知県 岡崎市六名消防団 団長 淺井　澄夫 宮崎県 日南市消防団 団長 久島　祥敬

静岡県 磐田市消防団 団長 小池　和広 鹿児島県 阿久根市消防団 団長 新留　秀雄

岐阜県 飛騨市消防団 副団長 垣内　文明 沖縄県 石垣市消防団 団長 新垣　能一
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生活協同組合全日本消防人共済会（片

山虎之助会長）は、第９回全国中学生防

火防災に関する作文コンクールを実施し

ました。

今年度は全国の中学生のみなさんから

寄せられた134点の作品の中から、最優秀

賞には、（香川県）国立大学法人香川大学

教育学部附属高松中学校２年、西川倫弘

さんの作品が選ばれました。

最優秀賞をはじめとした次の入選作品

は、作文コンクール作品集として文集を

作成し、各都道府県の消防協会等へ配付

いたします。

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！ 

第9回全国中学生作文コンクール 
（防火防災に関する作文）審査結果の発表 
第9回全国中学生作文コンクール 

（防火防災に関する作文）審査結果の発表 
生活協同組合全日本消防人共済会 

最優秀賞（１名）

香川県　国立大学法人香川大学教育学部附属高松中学校　　

２年　西　川　倫　弘（男）

優秀賞（３名）

三重県　　　名張市立北中学校　　　　　　　　　　３年　森　　　暁　登（男）

和歌山県　　田辺市立高雄中学校　　　　　　　　　１年　前　田　有　理（女）

兵庫県　　　赤穂市立坂越中学校　　　　　　　　　２年　三　輪　朋　未（女）

佳　作（６名）

茨城県　　　美浦村立美浦中学校　　　　　　　　　３年　葉　梨　千　遥（女）

和歌山県　　和歌山市立伏虎中学校　　　　　　　　２年　川　闢 朋　哉（男）

和歌山県　　近畿大学附属和歌山中学校　　　　　　１年　櫛　本　泰　史（男）

広島県　　　大竹市立大竹中学校　　　　　　　　　１年　小　田　　　航（男）

福岡県　　　岡垣町立岡垣中学校　　　　　　　　　１年　西　　　彩　花（女）

鹿児島県　　薩摩川内市立川内南中学校　　　　　　３年　重　村　芙実香（女）
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平成二十一年七月二十一日、西日本を

豪雨が襲い、山口県の特別養護老人ホー

ムが土砂災害にあい、入居していた六十

才から九十才までの十四名が亡くなると

いう悲惨な出来事が起きました。ぼくは、

この様子をテレビのニュースで見ていま

した。老人ホーム一階は全て泥に埋まり、

泥は二階までも及んでいます。その泥を

手作業でかき出し、救助活動をしている

自衛隊員と消防員と消防団員を見ました。

まだ降り続く雨の中、二次災害も予想さ

れる中での大変な救助活動です。「人を助

けたい」という強い気持ちがなければで

きないことだと思いました。

ぼくの父は、地区の消防団員をしてい

ます。ぼくが物心ついた時には、もう地

区の消防団員に入っていたので、どうし

て父が入ったのか聞くことすら思いませ

んでした。

父の仕事は、トラックのボディーを作

ったり、トラックを修理することです。

自宅近隣の工場で仕事をしています。し

かし、昼間、屯所のサイレンが鳴ると仕

事の手を離せる時は屯所に駆けつけ、状

況によってはポンプ車で出動します。夜

中寝ている時でも屯所のサイレンが鳴る

と、やはり駆けつけます。ぼくが寝てい

る間のことなので、翌朝父や母から聞い

て驚くことが多いです。

高松が平成十六年の台風災害で、多く

の家が床上浸水にあったことは、ぼくも

憶えています。あの時も父は、仕事を従

業員さんにお願いし、自分は丸々二日間、

消防団員として水に浸かった家の畳やテレ

ビなど家財道具をゴミ収集場まで運びまし

た。「水を吸った畳はものすごく重いぞ」

と父が言っていました。その後も昼間は自

分の仕事をし、夕方から消防団員で災害地

の片付けをしていた父のしんどさは、大変

なものだったと思います。

台風などで高松市に警報が出ると、父た

ち消防団員は屯所で待機します。そして浸

水の恐れのある家々に土のうを運び積んで

いきます。以前一度だけ父は危ない思いを

したそうです。雨水で道路と溝の区別がな

くなった所で土のうを積む作業をしている

時、誤って溝に落ち込んでしまったそうで

す。

ぼくは父に聞いてみました。なぜ消防団

に入ったのか。しんどい思いばかりなのに。

平成七年一月阪神淡路大震災の時、父は

初めてボランティアで現地へ行き、うどん

の炊き出しをしたそうです。災害地の神戸

は焼け焦げた臭いがし、一瞬で家を無くし

た人たちであふれていたそうです。父がう

どんを配ると、皆さんは笑顔で「ありがと

う」と言ってくれたそうです。人間は一人

では生きていけない、助け合って支え合っ

ていくものだと痛感したそうです。そして

父は、大きいことはできないが、今の自分

にできることとして地区の消防団に入った

そうです。

その話をする父が、とても大きく見えま

した。支え合うことの意味を少し分かった

気がします。ぼくの街の消防団員は立派な

人です。

ぼくの街の消防団員
香川県 国立大学法人香川大学教育学部附属高松中学校　

二年　　西川　倫弘　

最優秀賞
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中の出動への便宜や従業員の入団促進を図るな
ど事業所ぐるみで積極的な活動を行っている事
業所も多く、平成21年４月１日現在で「消防団
協力事業所」として3,410の事業所が認定されて
います。
○女性の入団促進
女性消防団員を採用しようとする動きが全国

的に広まっており、平成21年４月１日現在で約
１万8,000人の女性消防団員が、火災予防広報活
動、一般家庭や高齢者宅への防火訪問、応急手
当の普及啓発活動等、多岐にわたって活動して
います。また、大規模災害時には、住民の避難
誘導など更なる活躍も期待されています。
○大学生等の入団促進
消防団員の高齢化が進む中、若年層の消防団

員確保が課題となっています。大学生等の若い
力を、消防団活動で発揮していただくことは大
変有意義で、地域の防災力向上にも効果的です。
平成21年４月１日現在で約1,500人の大学生等
（専門学校生を含む。）が消防団で活躍していま
す。

消防団は、地域防災の中核的な存在であり、
地域の安心・安全を確保するために大変重要な
組織です。ぜひ、多くの皆様に消防団活動に対
する理解を深めていただき、消防団活動に参加
いただけることを期待しています。

消防団は、消防本部や消防署と同様に市町村
の消防機関の一つであり、消防団員は、本業を
持ちながらも「自らの地域は自らで守る」とい
う郷土愛護の精神に基づいて、地域の安心・安
全の確保のために活動する非常勤特別職の地方
公務員です。
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
員数は減少し続けており、かつて200万人いた
消防団員は89万人を割り、地域における防災力
の低下が懸念されています。
そのため、全国の消防防災機関では、消防団

員の確保に向けた様々な取組を展開していると
ころですが、３月末から４月にかけて消防団員
の退団が特に多くなる時期を迎えることから、
来年１月から３月までの間、全国的に「消防団
員入団促進キャンペーン」を実施します。
本キャンペーン期間中は、「消防団の新戦力

確保」に向けて、特に、被雇用者、女性及び大
学生等の入団促進に重点的に取り組むこととし
ています。
○事業所との協力体制の推進（被雇用者の入団
促進）
現在の消防団員の約７割が、会社員などの被

雇用者であり、消防団活動には、事業所の協力
が不可欠となっています。平成19年から消防団
協力事業所表示制度がスタートしており、勤務

消防団員の入団促進
総務省消防庁　防災課

街頭一斉募集活動（平成21年１月15日）
（写真提供：東京消防庁防災部消防団課）

第47回名護桜祭りパレード（平成21年２月１日）
（写真提供：名護市消防本部）

平成20年度「消防団入団促進キャンペーン」期間中の主な取組事例
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1 はじめに
「立入検査標準マニュアル」及び「違反処理

標準マニュアル」については、新宿歌舞伎町

の小規模雑居ビル火災を踏まえた平成14年４

月26日の消防法改正を受けて、同年８月に作

成し、その後も必要に応じて改正を行ってき

たところですが、この度、平成21年６月１日

に施行された「消防法の一部を改正する法律」

（平成19年法律第93号）及び平成20年10月１

日に発生した大阪市の個室ビデオ店火災を踏

まえ、その一部を改正しましたので、その主

な改正概要を解説します。

2 改正の背景
１．位置付けの明確化

各消防本部における執務の参考資料として

消防庁において作成するものであるという位

置付けを明確にするため、題名を「立入検査

マニュアル」及び「違反処理マニュアル」か

ら、「立入検査標準マニュアル」及び「違反

処理標準マニュアル」に改正することとしま

した。

２．大阪市個室ビデオ店火災を踏まえた改正

大阪市の個室ビデオ店火災を踏まえ、「予

防行政のあり方に関する検討会」（座長：平

野敏右・千葉科学大学学長）では、個室型店

舗等は、立入検査及び違反是正を重点的に実

施することが必要であり、消防法令上の届出

により状況把握に努めるとともに、使用停止

命令を含め必要な権限行使を的確に行うこと

が重要であるとの中間報告がまとめられまし

た。

また、当該中間報告では、関係行政機関

（建築、保健衛生、警察等）との連携が重要

であり、特に防火安全に直接関係する事項

（建築基準法令違反等）については、所管当

局において速やかに是正等が図られるよう、

具体的に取組を進めることが必要であるとさ

れています。それらを踏まえ、関連する事項

について一部を改正しました。

３．自衛消防力の強化に係る消防法改正を踏

まえた改正

平成21年６月１日に施行された消防法の一

部を改正する法律（平成19年法律第93号）に

より、大規模な建築物その他の工作物におけ

る地震等の災害の防止を図るため、自衛消防

組織の設置及び地震等の災害による被害の軽

減のための管理体制の整備が義務付けられた

ことから、関連する事項について一部を改正

しました。

3 立入検査標準マニュアルの改正概要
１．個室型店舗等（消防法施行令別表第１

（２）項ニ）を立入検査の重点対象として

位置付け

個室型店舗等を立入検査の重点対象として

位置付け、違反事項を確実に把握し、速やか

に違反処理に移行できるよう、小規模雑居ビ

ルや量販店と同様に、個室型店舗等の立入検

査に係る留意事項を追加しました。

２．建築基準法上の防火の規定に関する検査

事項について、具体的記述を追加

大阪市の個室ビデオ店火災を踏まえ、建築

基準法の防火の規定に関する違反を確実に把

握し、速やかに違反処理に移行できるよう、

「立入検査標準マニュアル」及び
「違反処理標準マニュアル」の
改正概要（平成21年9月改正） 総務省消防庁　予防課
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非常用照明装置や排煙設備の維持管理状況の

確認等、建築基準法に基づく事項を立入検査

に係る着眼点として追加しました。

３．関係行政機関等との連携について、具体

的記述を追加

大阪市の個室ビデオ店火災を踏まえ、関係

行政機関との連携体制を強化するため、消防

法令以外の法令の違反を確認した際には、所

管行政庁に通知するとともに、当該法令の所

管行政庁と連携し違反是正に努める必要があ

る旨を追加しました。

4 違反処理標準マニュアルの改正概要
１．個室型店舗等（消防法施行令別表第１

（２）項ニ）を違反処理の重点対象として

位置付け

個室型店舗等を違反是正の重点対象として

位置付け、違反事項を確実に把握し、速やか

に措置命令の発動等、違反処理を実施できる

よう、個室ビデオ店等で、措置命令の発動を

必要とする事例を違反処理基準に追加しまし

た。

２．関係行政機関等との連携について、具体

的記述を追加

大阪市の個室ビデオ店火災を踏まえ、関係

行政機関との連携体制を強化するため、消防

法令以外の法令の違反

を確認した際には、所管行政庁に通知すると

ともに、当該法令の所管行政庁と連携して違

反是正に努める必要がある旨を追加しまし

た。

３．建築基準法令違反に対する措置命令を発

動する際の具体的事例を追加

建築基準法令違反により火災の予防に危険

であると認める場合等においては、速やかに

使用停止命令等を発動できるよう、消防法第

５条又は消防法第５条の２に基づく措置命令

を発動する場合の事例や適用要件に具体的記

述を追加しました。

４．自衛消防組織の設置及び防災管理の義務

付けに伴い、違反処理基準等を追加　

新たに自衛消防組織の設置及び防災管理体

制の整備が義務付けられたことに伴い、命令

要件、違反処理基準等を追加しました。
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はじめに
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

平成21年２月13日、日本消防会館ニッシ
ョーホールで行われた第61回日本消防協会
定例表彰式において、消防団最高の栄誉と
称される日本消防協会特別表彰「まとい」
を受章いたしました。
これまで、「まとい」という表彰がある

ことは知ってはいましたが、安芸太田町の
ような小さな町の消防団にとっては遥か雲
の上の存在で、受章が現実になるなど思っ
ても見ませんでした。
これもひとえに、これまでの輝かしい功
績を築き上げてこられた諸先輩方、昼夜を
分かたず消防団活動に邁進している消防団
員とその活動を陰で支えておられるご家族
の支えの賜であり、深く感謝申し上げる次
第です。
また、全国数ある消防団の中からこの栄
誉ある「まとい」を受章できましたことは、
我々消防団にとりまして、このうえない喜
びと誇りとするところであり、日本消防協
会をはじめとする関係各位の皆様のご支
援、ご協力に深く感謝申し上げます。

安芸太田町の紹介
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

安芸太田町は、平成16年10月１日に加計
町、筒賀村及び戸河内町が対等合併して誕
生した町で、広島県の北西部、広島市に隣
接する総人口7,838人、世帯数3,494の県内
で最も人口の少ない町です。
総面積は342.25裄、このうち森林面積が

302.33裄、町土の88.3％を占め、その地形
も急峻であることから耕地及び集落の大部
分は、太田川の本支流沿いに散在していま

す。
気候は、季節によって様相が大きく異な

り、夏季は県内でも有数の高温地帯となる
一方、冬季は本州最南端の本格的なスキー
場が点在するように、脊梁山地に特有の厳
しい気候となり、積雪は時に山岳地帯で２
ｍを超すこともあります。
町域は、西中国山地国定公園の中にあり、

国の特別名勝の三段峡や県下最高峰で本格
的なスキー場を有する恐羅漢山、アーチ式
ダムとしては黒部第４ダムに次ぐ高さ156
ｍを誇る温井ダム、日本棚田百選の井仁の
棚田など豊かな自然と観光資源に恵まれて
います。

安芸太田町消防団の紹介
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

町と同じくして発足した安芸太田町消防
団は、１本部14分団40部で構成し、平成21
年11月１日現在の実員数507人で、地域住
民の生命、身体、財産の保護に当たってい
ます。
主な活動内容としては、火災時における

消火活動は当然のことながら、その地形が
原因により発生する大雨土砂災害に対する
水防活動が少なくありません。
また、行方不明者の捜索も多く、昨年の

日本消防６月号にも掲載していただきまし
たが、平成20年２月３日に発生した恐羅漢
山スノーボーダー遭難事故の際には、捜索
により７人を無事発見保護できましたこと
は記憶に新しいところです。

安芸太田町消防団活動の紹介
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

平成21年３月１日、地域住民の皆様と

特別表彰「まとい」を受章して 

広島県安芸太田町消防団　団長　丸山　正隆 

「更なる消防団員の発展を目指して」 「更なる消防団員の発展を目指して」 「更なる消防団員の発展を目指して」 

しょうがわ 

「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！ 



「まとい」受章の喜びを分かち合うため、
日本消防協会長様をはじめ多数のご来賓に
ご臨席いただき、受章報告会を開催いたし
ました。
報告会では、本町の常備消防事務を受託
していただいている広島市消防局、大段広
島県消防協会長所属の呉市消防団のご協力
をいただき、記念コンサート、ヘリコプタ
ーとはしご車による合同救助訓練、はしご
乗り演技、一斉放水などの記念行事も行い、
盛会理のうちに終了することができまし
た。

平成21年９月９日には、広島県消防ポン
プ操法競技大会に出場しました。
隔年で開催されるこの大会ですが、「ま

とい」を受章した消防団として恥じない結
果を残そうと、全国大会出場を目標に団員
一丸となって取り組みました。
町内全域から優秀な団員を選抜し、平成
21年４月から約60回の訓練を重ね万全の態
勢をもって大会に臨みました。
大会当日、選手は最大限の力を発揮して
くれましたが、広島県ではここ数年連続優
勝している福山市消防団には一歩及びませ
んでした。
福山市消防団におかれましては、次回行
われる全国大会において、広島県代表とし
て輝かしい結果を残していただけると期待
しております。

おわりに
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

近年発生している災害の複雑多様化や社
会情勢の急激な変化など、我々消防団を取
り巻く社会環境が大きく変化している状況
において、地域防災の要であり、また地域
に密着した活動を行う消防団に対する地域
住民の期待は今後ますます大きくなると思
われます。しかしながら、全国的に消防団
員数が減少傾向にあり、本町消防団におい
ても例外ではなく、今後の最重要課題とな
っております。
こうした現状を踏まえ、安芸太田町では

消防団員の確保及び待遇改善を目的とし
て、消防団協力事業所制度の導入等さまざ
まな取組みを行っております。
この度の「まとい」受章に至るまでのご

支援、ご協力をいただいた関係各位の皆様
のご高配を胸に、私の力の続く限り、微力
ではありますが、未来の消防団員のために
励んで参りたいと存じます。
最後になりますが、この栄誉ある「まと

い」受章にあたり格別のご高配は賜りまし
た消防関係各位に深く感謝申しあげまして
受章のご挨拶とさせていただきます。
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「まとい」受賞記念　一斉放水

広島県消防操法訓練大会
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1．飯塚市の紹介
飯塚市は福岡県の中央に位置し、県内４

番目の人口13万3,613人（平成21年10月末

現在）を有する、歴史と文化の薫る筑豊の

中核都市です。

古くは江戸時代の長崎街道が通る交通の

要衝として多くの人が行き交った地であ

り、また石炭産業隆盛の時代は筑豊炭田の

中心地として大いに賑わいました。

平成18年３月、飯塚市、穂波町、筑穂町、

庄内町、頴田町が合併し、ひとつになって

誕生した現在の飯塚市は、地域が誇る個性

が重なり合ってさらなる可能性が広がるま

ちとなり、自然に恵まれ、商業・農業の経

済基盤も整い、３つの大学を有する学園都

市・ITを含めた新産業都市として将来を

期待されるまちです。

2．飯塚市消防団の沿革
平成18年３月26日、１市４町の合併によ

り、各々伝統と格式ある５消防団（飯塚市、

穂波町、筑穂町、庄内町、頴田町各消防団）

が統合し、５方面隊28分団、団員数1,286

名を擁する県内でも指折りの組織力を誇

る、新たな飯塚市消防団が誕生しました。

3．飯塚市消防団の活動
（１）平常時の活動

毎年実施する全体訓練では、消防ポンプ

自動車28台による遠距離送水訓練と共に、

無線交信技術の向上を図っています。

また、福岡県消防操法大会に毎回出場し

ており、大会前になると、選手と応援団員、

消防署指導員が一丸となり訓練を続けてい

ます。その結果、平成19年には長年の念願

であった優勝を勝ち取り、筑豊地区に初め

て優勝旗を持ち帰ることができました。

今年は新しい取り組みとして、先に飯塚

市を襲った「平成21年７月中国・九州北部

豪雨」の教訓を受け、実際の災害で起こっ

た事案を元に作成した想定をリアルタイム

に進行させ、それに対応する能力を磨く防

災図上訓練を実施しました。

年中行事の中でも特筆すべきは出初式で

す。本地区は近隣２市１町（飯塚市、嘉麻

市、桂川町）の消防団と常備消防が強固な

団結力をもって協力し合っており、各機関

が連携して連合出初式を実施しています。

総参加者1,400名、車両50台以上という、

県内有数の規模の消防職団員が一堂に会す

る分列行進は圧巻の一言であり、毎年大勢

の見物客からの歓声があがっています。ま

た、色とりどりの水柱が寒空に映える祝賀

福　岡 

飯塚市消防団　団長　尾籠　勝宣

まもれ　わがまち
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放水は新春の風物詩となっています。

（２）災害時の活動

今年７月24日から26日にかけて発生した

「平成21年７月中国・九州北部豪雨」にお

いては、狭い区域での集中豪雨が頻発し、

総雨量568袢、１時間雨量101袢という想像

を絶する豪雨、また河川の急激な増水に加

え、土砂災害が頻発するという過酷な状況

の中、団員は３日間に亘り必死に水防活動

や避難誘導、救出活動などを実施しました。

山間部は交通を遮断され完全に孤立し、

防災無線、携帯電話等の通信手段もパンク

状態となるなど、多くの課題が浮き彫りと

なりましたが、この経験を生かし、想定外

の事態にも対応できる消防団として、より

一層訓練に励む覚悟ができた次第です。

また、昨年４月21日には中心市街地、本

町商店街のアーケード街を中心に50棟以上

が焼損、4,086㎡が焼失するという稀にみ

る大火災が発生し、団発足以来初となる全

団出動を指令、消防団車両33台、団員440

名が出動し、５時間後の鎮火まで懸命な消

火活動を実施しました。

鎮火後においても、瓦礫から頻繁に炎や

白煙が上がる状況であり、地域住民が安心

して眠れる環境をつくるため、その後４日

間夜を徹した残火殲滅、警戒活動を実施し

ました。消火活動に引き続いての活動であ

り、みな疲労困憊していましたが、「自ら

のまちは自らが守る」という精神をもって

活動を全うしました。

この時の活動に対して、迅速な消火活動

や地域住民の安全確保に対する功績が評価

され、消防庁長官褒状を受賞しました。

4．おわりに
近年は想定外の災害が頻発し、消防団に

対しても、それに対応できる能力が求めら

れています。

我々飯塚市消防団員は一致団結し、脈々

と受け継がれる消防精神を伝承していくと

共に、新しい試みにも積極的に挑戦し、災

害に負けないまちをつくるため、努力を重

ねていく所存です。

本町商店街火災の様子 連合出初式の様子
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１．阿東町の概要
阿東町は、山口県の北東部、山口市、萩市、

島根県津和野町に隣接し、東西30袰、南北23

袰、面積にして293裄と広く、町役場本庁の

標高が310ｍのため山口県内で最も寒冷で、

中国山地の西端にあたる900ｍ前後の山々に

囲まれた「高原の町」です。

本町は、昭和30年４月に５ヶ村が合併して

誕生し、当時は２万人を超えた人口も既に３

分の１程度となり、急速に過疎化・高齢化が

進んでいます。田畑2,066ha、山林24,922haを

利した農林業が主要な産業であり、山口県の

米どころとして有名であるだけでなく、寒冷

な気候を活かした観光りんご園やナシ園など

の果樹、シクラメンやバラなどの生花、阿東

和牛は全国の品評会でも高い評価を得ていま

す。

北には「二十一世紀に残したい日本の自然

百選」、「水源の森百選」に選ばれ「長門富士」

とも称される「十種ヶ峰」があり、ふもとか

ら流れる阿武川は、町内の各支流を合わせ、

「名勝長門峡」を経て、萩市から日本海に注

いでいます。長門峡のもみじと徳佐八幡宮の

しだれ桜には、毎年県内外からの多数の観光

客で賑わい、生雲の「泥んこビーチボールバ

レー大会」や嘉年の「かかし祭り」、地福で

は巨大なモミの木をツリーにした「クリスマ

スナイトフェスティバル」など、各地域で盛

んに行事も行われています。

交通は、国道９号及びＪＲ西日本の山口線

が町の南西から北東に向けて貫き、国道315

号が南北を縦断して走ります。中でも国道９

号の交通量は多く、町内「道の駅長門峡」と

「道の駅願成就温泉」の駐車場では他県ナン

バーの車を数多く見かけます。ＪＲ山口線は、

町内に９つの駅があり、新山口駅を発車した

Ｃ57型ＳＬ「やまぐち号」がレトロ調の客車

を引いて津和野間を往復し、田舎を走るＳＬ

を写そうと数多くのカメラマンが沿線に集ま

ります。

2．消防団の沿革
町の面積が広いため、団活動は５地区の分

団が基本となっています。合併後しばらくは

副団長を各地区の長としていましたが、昭和

42年に分団長となり、多い分団では車両７台、

団員100名近くを指揮します。分団は、分団

長１名、副分団長２名、本部長１名が幹部と

して分団本部を運営し、自動車部と可搬ポン

プの部では、各部長が長となって指揮に当た

ります。町全体では、ポンプ自動車５台、可

搬ポンプを搭載した積載車18台を配備してい

ます。

団本部は、団長、副団長２名、本部長（分

団長格）、副本部長（副分団長格）の５名体

制で団全体の活動を指揮運営していました

が、平成15年に再編を行った際に各分団から

班長３名を加えることとし、さらに平成16年

に新たに女性部を12名採用し、現在20名とな

っています。これにより、各分団との連携を

強化し、啓発活動も活発に行えるようになり

ました。なお、平成21年４月現在での団員数

は、308名であり定数362名に対して充足率

85％となっています。

阿東町消防団の歴史として特筆すべきは、

昭和50年から平成13年まで消防団員による任

山　口 

阿東町消防団　団長　坂本　桂吾

「我が町を守る」
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意の救急業務を行い、26年間で５千人を超え

る搬送を行っていたことです。町民への救命

講習等の指導も熱心で、団員の技量と意識が

高いことが誇りです。平成13年10月からは常

備消防に査察等を含めて委託することとなり

ましたが、合同訓練等を通じて連携を高め、

町民の安心安全に一層努力してまいりまし

た。

3．消防団の活動
消防団の活動は、毎年４月の幹部会議にお

いて年間計画を決定し、この計画に基づいて

実施しています。年間計画には、町の行事、

団独自の行事、消防学校の訓練や国･県の行

事への参加などがあります。

町の行事については、幹部会議、春秋の火

災予防運動、出初式、年末警戒等があり、特

に年末警戒は町民が年末・年始を無事に過ご

せるよう、町内を12月末に４日巡回するもの

で、町民からの期待は大きいものがあります。

操法大会について、県大会には旧阿武郡時

代から８年に１回の参加となっており、平成

20年９月に第３分団が出場して健闘したとこ

ろです。町独自の大会としては２年に１回の

開催としており、平成21年８月に各部１チー

ムを率いて盛大に行いました。県大会の競技

要綱を参考しながら、町団独自に「時間をか

けても良いから、確実・安全に」と時間等の

審査方法を変更し、それによって各分団で訓

練を積んだことが今後の現場で生きてくるよ

うに願っています。

町の操法大会を行わない年は、分団の自主

訓練を行うこととし、分団本部はそれぞれ地

元での火災を想定して計画から実施までを取

仕切ります。その他、新入団員の訓練や、礼

式訓練、機関講習など、計画に基づいた訓練

を実施します。

さらに、災害時等の活動を迅速に行うため、

平成20年度から集落ごとの地図を整備し、危

険箇所や水利を記録することとしました。こ

れにより、各部・分団本部・団本部の連携を

高め、今後は自治会や福祉関係者との協議で

緊急時においての協力体制を確立させること

としています。

4．今後の消防団
阿東町は、平成22年１月16日をもって山口

市に編入合併する予定となっており、これか

らは山口市消防団の阿東方面隊として名を変

えることとなりますが、過去の団諸先輩方か

ら受け継ぐ伝統と住民からの信頼を糧とし

て、なお一層団活動に精励していく所存です。

出初式の一斉放水

町ポンプ操法大会

防火パレード
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の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定

され、平成16年には「美しいまちなみ大賞」

などを受賞し、多くの観光客が訪れる市と

なりました。

2.  美濃市消防団の概要
美濃市消防団は、昭和29年の町村合併後

の昭和32年１月に、７つの消防団を統合し

結成されました。

現在は８分団34部で構成され、定員470

名で組織されています。

水槽付消防ポンプ自動車１台、消防ポン

プ自動車３台、積載車31台を配備していま

す。

平成19年度には、消防団と市民の皆さん

とが一体となって消

防・防災活動に取り組

んだことが評価され、

「消防団地域活動表彰

（消防庁長官表彰）」を

受賞しました。

3.  美濃市消防団の
活動
美濃市消防団の様々

な活動の中で、中心的

な活動となっているの

１．美濃市の紹介
美濃市は、岐阜県のほぼ中央に位置し、

人口約24,000人、市の総面積約117裄、約

８割を山林、河川が占めています。その豊

かな自然を生かし、「美濃和紙」の産地と

して栄えてきました。

美濃和紙にまつわる商家には、火災の類

焼を防ぐため、屋根の両端を高くしてつく

られた防火壁「うだつ」があげられていま

す。「うだつがあがらない」の語源となっ

ており、後に商人たちの財力を象徴するも

のとして、その装飾性が競われるようにな

りました。その「うだつ」が江戸の昔のま

まに数多く残っています。

平成11年、うだつの上がる街並みは、国

多くの観光客が訪れる「うだつの上がる街並み」

「自治会と消防団が連携した

地域防災活動をめざして」

美濃市消防団　団長　堀端　幸和

岐　阜 
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が、平成15年から始まった「美濃市市民ふ

れあい消防祭」です。

消防団員と市民との交流を深め、消防団

活動に対する理解を得るとともに、団員確

保と防火及び防災思想の普及啓発を目的と

し、消防団が市民にとって身近な存在とな

るようスタートしました。

スタート当時は、消防団が考えた活動な

どを見ていただくことが主でしたが、近年

は「自分たちの地域は自分たちで守る。自

分の安全は自分で守る」の実践に向け、市

民の皆さんにも一緒になって参加していた

だき、地域の自主的な防災体制づくりと地

域の防災力の向上を図っています。

平成21年度は「地域の自主的な防災体制

づくりと防災力の向上を図り、自助・共

助・公助の危機管理意識を高めよう」をテ

ーマに掲げ、各分団と自主防災会（自治会）

の役員とが協議を重ね、自分たちの地域に

合った活動（取り組み）を行いました。

消火器や消火栓を使った初期消火訓練、

消防用器具の点検、図上訓練など、消防団

員が先頭に立ち、住民の皆さんを指導する

といった活動、消防操

法の披露、保育園児ら

と一緒にパレード、消

防車両の開放など、

様々なメニューを行い

ました。

4.  これからの消防
団
大きな地震発生直後

には、警察や消防署、

市役所がすぐに駆けつ

けることができないと

思われます。「市民が一生安心して暮らせ

るまちづくり」は、市民の皆さんのご協力

なしでは達成できません。自治会・自主防

災組織と消防団が両輪となって、総合防災

力の向上を図っていきたいと思います。

そのためには、市民の皆さんの信頼に応

えることができるよう、消防技術の向上を

図り、地域のリーダー的な役割の担える人

材の育成に取り組んでいきたいと考えてい

ます。

市民の皆さんの期待に応えることのでき

る喜びを胸に、今日も消防団活動に取り組

みます。

消防団員による消火栓取扱い指導

「ふれあい消防祭」での園児と消防車両



1 はじめに

芦屋市は、兵庫県南部の阪神地域の中央

ほぼ西よりに位置し、東西約2.5キロメー

トル南北約9.6キロメートル、面積18.57平

方メートル、人口9万5,348人と狭い行政区

域です。

東は西宮市、西は神戸市と接し、北には

六甲の山なみ、南には大阪湾が広がり、豊

かな緑や温暖な気候，交通の利便性にも恵

まれた「国際文化住宅都市」として歩んで

きました。

本市は1995年１月17日午前５時46分に発

生した、兵庫県南部地震（阪神・淡路大震

災）で壊滅的な被害を受け、400人を超え

る尊い人命が奪われました。

その経験をもとに「自助、共助、公助」

の「共助」を男性団員が「自分たちの街は、

自分たちの手で守る」を合言葉に活動する

中、女性ならではのソフトな部分を生かし

た活動や、市民への啓発活動のため、広く

市民から募集し、平成８年12月に「芦屋市

女性消防団員バーディーズ」として、当時

10名で発足しました。

現在は14名で活動をしており、主に毎月

行なっている定例会や作業部会をはじめ、

恒例の消防出初め式・各種自主防災訓練・

年末特別警戒パトロールなど積極的に活動

しています。

2 私達の活動

一つ目の活動としては、５年程前から動

く絵本とも言われるパネルシアターの上映

をしています。

第１作目は、平成19年度女性消防団員活

性化熊本大会で発表しました。幼児や小学

校低学年を対象とした、119番の掛け方や

火の怖さを呼びかける防火編。

第２作目はもう少し対象年齢を上げて、

ＡＥＤを含む応急手当を知ってもらう、応

急手当編を製作しました。１作目に続いて

２作目も子供達を対象とした「消防教室」

で上映会を開催し、参加した子供達にも分

かりやすい内容であったと好評を得ており

ます。

二つ目の活動は、平成19年９月より「応

急手当普及員」講習を本部の救急救命士の

「熱血指導」を受け、１日８時間の講習を

３日間受講し、応急手当普及指導員の資格

を現在では23名（男性13名・女性10名）が

取得しています。

応急手当普及員としても活動の場は、市

の防災訓練やイベントはじめ、自治会など

の自主防災訓練時に一般市民の方々へ、応

急手当コーナーを設置して指導しています。
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芦屋市消防団　団員

橋本　晴美

シンフォニー（兵庫県）

「守る命　輝く活動」



救急救命士の厳しく熱い指導を受けてい

るせいか、各指導員とも臆することなく

「命の大切さ」を幅広い世代に指導してい

ます。

そこで生まれたスローガン合言葉が「守

る命、輝く活動」です。そのために自分た

ちの士気を落とさないように真っ赤な「腕

章」をつけて指導しております。

また他の資格取得では、防災リーダーで

ある「防災士」養成講座の受講計画もあり、

減災と芦屋市の防災力向上のため、地域防

災のエキスパートアドバイザーを目指して

おります。

3 ホームページの作成

芦屋市女性消防団バーディーズのホーム

ページを通して、インターネットから情報

を得る世代の方へ、消防団の活動内容や

2007年11月22日に開催されました「第13回

全国女性消防団員活性化熊本大会」の様子

をビデオで閲覧出来ます。

私達で消防団の活動等が分かりやすいホ

ームページの作成を目指しています。

http ://www.hyogoshoubou . jp/7 -

ashiya/birdies/top.html

4 おわりに

平成22年で兵庫県南部地震（阪神・淡路

大震災）から15年が経過しようとしていま

す。今後も自主防災組織等との連携を強化

し「災害に強いまちづくり」を推進して、

応急手当普及員の資格を生かし、多くの講

習の場に積極的に参加し個人のスキルアッ

プを目指す事はもちろんですが、一般市民

の方々の目線により近いところで活動し、

私達消防団員に少しでも興味を持っていた

だき、団員数の増加に繋がるよう、女性な

らではの明るさと愛情を持って親しみのあ

る「地域の消防団」を目指して、輝く活動

をして行きたいと考えています。
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り、夢中で団員を勧誘したことを懐かし

く思い出します。

その後、団長始め、団幹部の取組みの

成果で、３年連続新規加入者数日本一、

そして、啓発・広報のビデオにまで出演

させていただくという栄誉をいただいた

のです。互助年金に入ってよかったと今

もしみじみと実感しています。

さて、互助年金の話は尽きませんが、

そろそろ本題に入ります。

今回の視察は、当初、本年５月に企画

されたもので、新型インフルエンザの流

行により、危機管理の観点から、秋に順

延されたものです。

我々、参加者総勢19名は、９月29日に

成田を発ち、空路、12時間余りの長旅の

後、パリドゴール空港を経由し、南フラ

ンスプロバンス地方マルセイユへと向か

いました。

長旅で疲れた機内の我々をマルセイユ

の燃えるような夕焼けと宝石のような夜

景が出迎えてくれたのです。

まず私にこのような素晴らしい機会を与

えて下さった、渡邉団長、そして、旅行中、

何かと心配り下さった視察団団長の日本消

防協会田中福祉部長始め、職員の皆様に深

い敬意と感謝の意を表します。

今回の視察は、我々視察団にとってとて

も思い出深く、生涯忘れることのできない

旅となりました。

そして、何より、消防という特殊環境を

共有する者同士が、立場を越え、そして全

国各地から集い、このような視察に参加す

ることは、とても意議深いことだと実感を

いたしました。

私と互助年金との出会いは、十年程前の

ことです。当時山形市は、団を挙げて加入

推進に取り組んでおり、団長に「互助年金

制度は、我々消防人に与えられた特典だ、

とにかくいい制度だから入ってみろ」と勧

められ、加入したのがきっかけです。

とにかく、有利な制度ということが分か

消防互助年金加入者海外視察に参加して
世界遺産モン・サンミッシェルと南フランス、パリを訪ねて

山形県山形市消防団　副団長　高野　英昭
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マルセイユは、緯度的には、札幌と同程

度、しかし、地中海海洋性の気候のため温

暖で、我々が到着した午後８時でもなお、

20℃を超え、昼間気温は実に27℃、半袖が

必要な程です。

鱈料理に舌鼓を打った後、心地よい眠気

に誘われ、眠りに就きました。

翌日は、マルセイユ市内と地中海を見下

ろす高台に建つノートルダム寺院から暖系

のレンガ模様で統一されたプロバンス風建

築の街並みにしばし目を奪われました。

フランスに定住して20年という、現地ガ

イドの野沢さんによると、プロバンス建築

様式は法律により義務化され、市民は自信

と誇りをもって街づくりをしているのだと

のこと。言葉に歴史と重みを感じずにはい

られませんでした。

その後、現代画家の父セザンヌのアトリ

エを訪ね、中世の城壁に守られた、アヴィ

ニオン歴史地区、法王庁などを散策後、一

路リヨンへと車を走らせました。

旅行三日目、ローマ時代からの繁栄の歴

史を有するフランス第２の都市リヨン市内

では、リヨン歴史地区、サン・ジャン大司

教協会、ベルクール広場などを散策した後、

フランスが誇る超特急、TGVにて、レン

ヌを経由し、屈指の観光地、海に浮かぶ教

会「モン・サンミッシェル」と感動の対面

をいたしました。

翌四日目は、午前「モン・サンミッシェ

ル」を観光、岩山に築かれた巨大な建造物、

その圧倒的な存在感に驚き、反面、地震が

起きたら、助からないな、この場合、公務

災害になるのだろうか、などとついついつ

まらない想像をしてしまうのは、消防団員

の性なのでしょう。

昼食に、ラメールおばさんレシピのふわ

ふわオムレツと赤ワインを堪能した後、午

後は、パリのセレブ達の高級避暑地ドゥー

ビル市内のブランドショップ、さらに、マ

ルチヌ・ランベーヌのアイスクリームに舌

鼓を打ち、ホテル、ル・ゴルフ・ドゥービ

ルへ。

さて、早いもので視察も五日目。

ルーアン市内では、ジャンヌ・ダルクの

足跡を辿った後、今回の視察の大きな目的

である、フランス消防の歴史と伝統に触れ

るため、国内最大規模のモンテヴィル市ポ

ンピエ・サプー消防博物館を訪れたのです。

まず、驚いたことには、展示されている

機械・器具の手入れの行き届いているこ

と。今もなお、自分の出番を今かと、待ち

構えているようにさえ思えました。施設は、

市が管理をしており、案内は、ボランティ

アガイドであるフィリップ・アルマン氏の

分かり易くフランス流ウィットに富んだ説

明で、地元新聞社の取材も入り、大歓迎の

うちに視察を終えることができました。

80年以上も前にこのような梯子車がすで
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に活躍していた

とは!!

モータリゼー

ションの歴史の

違いをまざまざ

と見せつけられ

た感じです。

ちなみに、ポ

ンピエとは機関

員、サプーとは、

破壊員、すなわ

ち日本流で言う

と鳶口を持ち破

壊を担当する隊

員、効率的な火

災の消火・防御活動が、しっかりと分業化

されているのでした。

その後、モネの生家にて「睡蓮」を生み

出した風景を目に焼き付け、一路パリへと

向かいました。

いよいよ旅行最終日、シャンソンが車内

に流れる中、シャンゼリゼ通りを抜け、凱

旋門、コンコルド広場と車窓より観光後、

ルーブル美術館へ。一般開放日の第一日曜

のため，大変な人ごみでしたが、早めの行

動で、効率よく見学することができました。

また、全行程を通し、天候に恵まれた１

週間でした。雨に降られたのは、ホテルか

ら空港までのたっ

たの一時間、もち

ろん、一切濡れる

こともなく、日ご

ろの行いの賜物で

しょうか。沢山の

お土産品と思い出

を胸に、我々は、

無事帰国の途についたのでした。

今回、添乗いただいた、日本クリエイテ

ィブの堀さん、私の中では、間違いなくベ

ストガイドです。旅行中、ノルマンディー

の森では、詩人のように、そして、パリで

は、シャンソンを口ずさむが如く、時に優

しく、軽快なガイドぶりはとても印象深い

ものでした。

特に、現地での、機転の利いた判断力と

ネゴシエイトぶりは、フランスに自由をも

たらした救世主ジャンヌ・ダルクを彷彿と

させるような、勇敢さでした。

機会があれば、是非また、海外視察に参

加させていただきたいと思います。全国の

消防職団員の皆さん、そして、消防互助年

金に加入の我々の先輩方、次回の参加を強

くお勧めいたします。

最後になりますが、日本消防協会、そし

て今回視察に参加されました皆様のますま

すの発展とご活躍をご祈念申し上げます。

ありがとうございました。

地元モンテヴィル紙に掲載された視察の模様
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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８月放送分に
出演の消防応援団　
黒江 透修さん

8月1日又は8月2日放送

鹿児島県　いちき串木野消防団　
分団長

上新薫さん

ラジオ番組に出演して、改めて地
域防災の重要さを認識し、これから
も地域のリーダーとなって、我がま
ち、いちき串木野市本浦地区を日本
一安全なまちにしたいと思いまし
た。
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8月15日又は8月16日放送

山梨県　山梨市消防団　団員
藤巻崇さん

今後とも、住民の安全・安心の
ため、防火・防犯活動を頑張りた
いと思います。

8月8日又は8月9日放送

福島県　二本松市消防団安達地区隊
第３分団第３部　部長

春木敏晴さん

職業がら、入団から消防団の活
動写真を撮影してきた。消防操法
大会の写真集や写真展を企画して
いる。消防団活動を写真で後輩た
ちに残していきたいと考えてい
る。

8月22日又は8月23日放送

愛知県　知多市消防団　班長
横井和美さん

わが家は、一家そろってドラゴ
ンズファン！
そんなドラゴンズのコーチとし

て活躍された 黒江さんとお話でき
て、とてもうれしかったです。



38

平成21年９月放送分に出演の
消防応援団　西郷　輝彦さん

京都府　京都市山科消防団鏡山分団
班長

川内康彦さん

今回は、貴重な体験をさせてい
ただきありがとうございました。
これからも“がんばろう　山科

消防団　世代を超えて”をスロー
ガンに ヒガデンジャーともども
「火が出ん」を合言葉として、ち
びっ子からお年寄りまでたくさん
の人たちに 防火防災をアピールし
ていきたいと思います。

8月29日又は8月30日放送
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9月12日又は9月13日放送

埼玉県　坂戸市消防団　分団長
石井大吾さん

9月5日又は9月6日放送

秋田県　仙北市消防団　団員
西宮三春さん

9月19日又は9月20日放送

静岡県　吉田町消防団　団長
大石光明さん

毎週聞いているラジオ番組に出
られるなんて、消防団に入って本
当によかった。西郷さんの落ち着
いた美声と山本アナウンサーの聞
き親しんだ声で夢の世界に連れて
行っていただきました。これから
も役割と責任を胸に消防団員とし
てがんばります。

西郷輝彦さんの声はとてもシブく
て、カッコ良かったです。とても緊
張しましたが、本当に良い思い出が
出来ました。
この経験を機会に、更に消防団が

好きになりました！皆さんも秋田美
人の本場、仙北市にぜひお越しくだ
さいね。

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。
西郷さんとお話するという事で

たいへん緊張しましたが、良い経
験となりました。
今後も「安心　安全の　吉田町」

のために消防団活動に邁進してい
きたいと思います。
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9月26日又は9月27日放送

宮崎県　椎葉町消防団　団長
那須義雄さん

10月3日又は10月4日放送

山形県　東根市消防団　分団長
永瀬政志さん

平成21年10月放送分に出演の
消防応援団　平尾　昌晃さん

西郷さんは年も近いせいか、非
常に話しやすかった。今後も郷土
の消防防災の為に精一杯頑張りた
いと思います。

これから市民の皆様に安心安全
な生活のために少しでも貢献した
い。
我がまちひがしねは、さくらん

ぼ生産日本一です。ぜひおいで下
さい。
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10月10日又は10月11日放送

佐賀県　多久市消防団　団長
陣内成和さん

10月24日又は10月25日放送

北海道　札幌市手稲消防団中央分団　
分団長

小林環さん

10月17日又は10月18日放送

富山県　小矢部市消防団　女性分団
分団長

嶋田幸恵さん

平尾昌晃先生とお話でき光栄で
した。
女性だからこそ出来る防火防災

活動をしていきたいと思っていま
す。
６年後の全国消防操法大会に向

けて頑張っていきます。応援して
ください。

多久市消防団の紹介ができ、あ
りがとうございました。現場で、
住民の方から「お疲れさま」「あ
りがとうございます」の一言が一
番嬉しく、消防団に入っている誇
りを持つときであり、元気が出て
きます。これからも自分たちの町
は自分たちで守っていくという郷
土愛の精神を若手へ引継ぎ、安心
して住める町を作っていければと
思います。

この度は、平尾さんと対談させてい
ただき、誠にありがとうございました。
今回、手稲区の富丘少年消防クラブ

員と私自身が参加した、ヨーロッパ青
少年消防オリンピックについて主にお
話させていただきましたが、この貴重
な経験は、今後の消防団活動、少年消
防クラブ員の育成に、大いに役立つも
のでございました。この経験を活かし、
これからも地域と密着した、より良い
消防団組織、少年消防クラブ活動を展
開していきたいと思います。



ーション技術の活用
【消防活動向上のための防火服の開発】
⑤13：30～14：00 
消防用防火服の現状と展望
⑥14：00～14：30 
防火衣の熱防護性能に関する検証
⑦14：30～15：00 
ナノテクを活用した防火服の性能向上

［参加申込期間］
平成21年12月11日（金）～平成22年１月８
日（金）
※定員になり次第、締め切らせていただきます。
［参加申込方法］
次の事項を明記の上、下記のあて先までＦＡＸ

又は電子メールにてお申し込みください。
①住所、②氏名、③職業（団体名・企業名、所
属）、④連絡先電話番号・ＦＡＸ番号

［参加申込先］
第13回消防防災研究講演会事務局宛
ＦＡＸ：0422（42）7719
E-mail：kouen13@fri.go.jp（申し込み専用）
※電話での申し込みは受け付けておりません。

問い合わせ先
消防研究センター　研究企画室
ＴＥＬ：0422（44）8331（代表）

※詳しい情報についてはホームページをご覧
ください。
ＵＲＬ：http://www.fri.go.jp/
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消防防災研究講演会は、一般の方を対象に消
防研究センターの研究成果を公開する場とし
て、毎年度のテーマを定めて開催しています。
今年度は、都市における多様な空間での火災
に対する安全確保にむけて、消防研究センタ
ーが現在取り組んでいる研究を紹介します。

［主　催］総務省消防庁消防大学校消防研究
センター

［日　時］平成22年１月29日（金） 10：00～
15：30

［会　場］消防研究センター　本館大会議室
（３階）
東京都調布市深大寺東町４－35－３

［参加費］無料　会場収容定員200名程度
［発表課題］
【基調講演】
①10：10～10：40 
最近の都市型空間での火災の状況と対策に

ついて
【燃焼データの収集と火災シミュレーション
技術】
②10：40～11：10 （主題解説）
火災実験データベースの構築と火災シミュ

レーションの開発改良
③11：10～11：40 
火災時の熱及び酸素環境における高分子材

料の燃焼性及び有毒ガスの危険性
④11：40～12：10 
実大規模模型を用いた火災実験とシミュレ

第13回消防防災研究講演会
－都市型空間での火災に対する安全確保にむけて－

総務省消防庁　消防研究センター

シミュレーション技術の活用例 防火服の耐熱実験風景



文化財は国民共通の貴重な財産であり、火
災による焼失等から保護し、後生に残すこと
は、私たち国民の極めて重要な責務です。

○１月26日は「文化財防火デー」
昭和24年１月26日は、世界的至宝で1300年

の歴史を持つ日本最古の壁画が描かれた奈良
県法隆寺金堂が焼損した日にあたります。そ
の後も文化財の消失等が相次いだことから、
消防庁と文化庁では、文化財を火災や震災、
その他の災害から保護するとともに、国民一
般の文化財愛護思想の普及高揚を図ることを
目的として、昭和30年にこの日を「文化財防
火デー」と定め、全国的に文化財防火運動を
展開してきました。
昭和25年の文化財保護法制定以来、国指定

の文化財が火災の被害を受けた例としては、
昭和25年の京都府の金閣寺（鹿苑寺）、昭和
31年の滋賀県の延暦寺大講堂、平成10年の奈
良県の東大寺戒壇院千手堂、平成12年の京都
府の寂光院などがあります。また、海外では
平成20年２月に韓国ソウル市の国宝南大門で
火災が発生しましたが、こうした火災から文
化財を守っていくことの大切さを改めて認識
させられます。
文化財の防火は文化財の所有者・管理者だ

けで成し遂げられるものではなく、地域の住
民や消防機関などが一体となって継続的に取
り組むことが必要です。貴重な文化財を守る
ため、次のことに配意して、文化財防火に取
り組んでください。
1．防火訓練の実施
防火訓練を実施する際には、次の点に留意

してください。
（１）消防機関への通報、初期消火、重要物
件の搬出、避難誘導などの総合的な訓練
の実施。

（２）見学者の多い木造建造物等については、
火の回りが早いことを考慮した避難誘導

訓練の実施。
（３）使用した防火水槽の点検整備、消火器
の消火薬剤の詰め替え及び反省会の実施。
2．防火対策の推進
次の点に留意して、防火対策の推進に努め

てください。
（１）文化財の規模、立地条件、人員構成等
の実態に即した消防計画の作成と、計画
に基づく自衛消防組織等の防災体制の整
備強化及び夜間等警備が手薄になる場合
についての対策。

（２）喫煙、裸火の使用等について禁止区域
内の巡視等を行うことによる火災危険要
因の排除。

（３）文化財周辺地域の住民と防災のための
連携を密にすることによる、情報連絡体
制及び通報体制の確立。

（４）消防用設備等の点検、整備の励行。
（５）消防機関による防火診断等の実施。
（６）電気・ガス設備、火気使用箇所、可燃
物・危険物の保管場所等の点検・整備。

（７）文化財周辺の環境の整理・整頓。
（８）震災時に消火栓等が使用できない場合
を想定した代替措置。

（９）木造建築物等の点検及び応急資材の準
備。

（10）避難路及び避難場所の点検及び整備。
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文化財を火災から守ろう！
総務省消防庁　予防課

第55回文化財防火デー【三重県津市・高田本山専修寺】
（写真提供：津市消防本部）



平成７年１月17日に発生した阪神・淡路大
震災は、死者・行方不明者6,000名以上、負傷
者４万3,000名以上、住家被害63万棟以上とい
う甚大な被害をもたらしました。阪神・淡路
大震災では、全国から数多くのボランティア
が駆けつけ、様々なボランティア活動を実施
したことで、被災地の復興に向けた大きな力
となり、災害ボランティア活動の重要性が広
く認識されるようになりました。
この阪神・淡路大震災を契機として、平成

７年12月、国民の皆さんが災害時におけるボ
ランティア活動や住民の自主的な防災活動に
ついての認識を深めるとともに、災害への備
えの強化を図ることを目的に、「防災とボラン
ティアの日（１月17日）」及び「防災とボラン
ティア週間（１月15日～21日）」が創設されま
した。毎年この時期には、全国各地で地方公
共団体や関係団体の密接な協力の下、講演会
や展示会等の災害ボランティア活動に関する
様々な普及・啓発活動が行われています。
阪神・淡路大震災以降も、全国各地で地震

や風水害などの自然災害が数多く発生し、多
大な被害をもたらしています。これらの災害
による被災地では災害ボランティア活動が献
身的に行われています。平成21年においても
中国・九州北部豪雨や台風第９号によって大
きな被害を受けた被災地において、災害ボラ
ンティアセンターが設置され、家屋の泥出し、
清掃、後片付けなど、被災地のニーズに応じ
た災害ボランティア活動が行われました。
ボランティア活動

は、「手伝いたい」
「参加したい」とい
う自発的な気持ちさ
えあれば誰でも参加
できるものです。し
かしながら、あまり
に大量に、あるいは
無秩序にボランティ
アが被災地に入って
しまうと、日々変化
する被災地でのニー

ズに応じた有効なボランティア活動ができな
いばかりではなく、かえって被災地の負担が
増えてしまう恐れがあります。そこで、各地
の災害ボランティアセンターでは、ボランテ
ィア希望者を円滑に受け入れるための事前登
録制度を設けたり、被災者からのニーズを的
確に把握し、そのニーズに合わせてボランテ
ィアを各戸に派遣するマッチングシステムの
整備、ボランティア活動が安全に実施される
ための環境の整備など、災害ボランティア活
動が安全かつ真に被災地にとって有効な形で
行われるための取組が行われています。
また、ボランティア関係者、行政、社会福

祉協議会、自治会の代表者などが意見交換す
るなど、災害ボランティアを受け入れるため
の平時からの取組を始めた地域も見受けられ
ます。
消防庁でも、災害ボランティアが活動しや

すい環境の整備について、各都道府県及び政
令指定都市の災害ボランティア担当者が意見
交換を行う場として「災害ボランティアの活
動環境整備に関する連絡協議会」を毎年開催
しています。
ボランティア活動に関心のある方は、身近

で活動するボランティア団体を訪ねたり、地
域の自主防災組織の訓練に参加してみるな
ど、できることから積極的に参加してくださ
い。また防災とボランティア週間に開催され
る各地の催しにもぜひ足を運んでみてくださ
い。
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１月17日は「防災とボランティアの日」
１月15日～21日は「防災とボランティア週間」

総務省消防庁　防災課

「平成21年７月中国・九州北部豪雨」時のボランティア活動の様子
（写真提供：防府市社会福祉協議会）
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広場 

鳥取県 消
防
団
の 

三朝町消防団
副団長

岩佐　正巳

三つの目標達成をめざして

三朝町は、鳥取県中部に位置し、中国

山地につながる五つの谷からなる山村で、

ラジウム温泉で全国的に知られる三朝温

泉を中心とする観光と農林業によって支

えられる人口約7,400人の小さな町です。

現在は、約1,300年前に役の行者が山の

断崖のわずかな窪みに投げ入れて建立さ

れたと言う国宝「投入堂」を中心とする

三徳山を世界遺産に登録しようと周辺の

市町と一体となって運動をしているとこ

ろであります。

私が所属する三朝町消防団は、団員数

336名（内女性13名）で構成され、五つの

谷からなる地形的条件により五つの地区

団に分かれて活動しています。

昨年度から新団長のもと計画的に三つ

の大きな目標を掲げ二年目を迎えた今年

度は是非ともその目標を達成したいと頑

張っているところです。

その一つは「AEDの取扱いの徹底」で

す。まず、女性団員に延べ一週間専門的

な研修をさせ、次に女性団員が班ごとに

団員講習を順次実施し、今後この団員が

各村単位で一般町民に対する指導を実施

していく予定です。

二つ目は「家屋進入」の講習です。火

災時の初期段階における人命救助の第一

要点である「家屋進入」を各分団単位で

講習し、実地を想定しての技術習得に努

めています。

そして、今最も重点的に推進している

のが住宅用火災警報器の全戸設置運動で

す。

昨年、全国では建物火災による死者が

1,150名にものぼり、このうち火災警報器

が設置されていれば70％の人命が救われ

ていたと言われています。この事を町民

に十分認識してもらうと共に積極的に設

置を推進しています。この活動によって

二年間で普及率が60％になりました。

限りなく100％に近づけるため現在も努力

しているところですが、これらの三つの

目標を中心に、これからも町民の安心・

安全のため頑張っていきたいと思います。

女性団員による住宅用火災警報器の設置促進活動
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三

重

県

世界のブランドとして有名
な「松阪牛」で知られる三重
県松阪市は、平成17年１月１
日に１市４町が合併し、消防
団としても新たな第一歩を踏

み出しました。
田所団長は、合併前から消防団長として、

団員一人ひとりが「自らの郷土は自ら守る」
という強い精神を持った消防団づくりを目指
し、活躍されています。
団長の趣味は、料理であり、「旬のものを

美味しく食べる」がモットーであります。旬
の食材が入ると、地元の方や団員達に声をか
けて食事会が開催されますが、特に春の豆腐
みそ田楽、冬の自家製のキムチで作るキムチ
鍋は大人気であり、その味付けには深みがあ
り、格別な味わいです。
このように団員に親しまれる団長の下、松

阪市消防団は今後も地域に期待される消防団
として頑張ってまいります。

松阪市消防団　統括団長

田所　照朗

山

口

県

バイク好きの中川団員
は、それを消防団活動に

活かせないかと考え、赤バイクを消防団に配
備することを提案し、山口県では初となる３
台の配備が実現しました。
そんな彼は今、平成23年に開催される山口

国体での入賞をめざし、ある種目の猛特訓中
です。その種目は、エアピストル射撃。過去
２回、この種目での国体出場経験があり、片
手で静かにピストルを構え、10ｍ先にある的
の中心、直径11mmの小さな円に弾を命中さ
せるべく狙いを定める顔つきは、普段の優し
さがにじみ出た表情とはまったく異なる別人
のようです。
本物の32口径けん銃（競技用）も所持し、

選手のほとんどが警察官や自衛官という射撃
大会にも参加して好成績を修めるなど、民間
人とは思えないけん銃射撃技術を持つ中川団
員。山口国体での活躍が期待されます。

岩国市消防団
錦方面隊第１分団　団員

中川　博之

鳥

取

県

日本海に面する２
万人足らずの緑多い
自然豊かな琴浦町
で、２年前発足した

６人の女性消防団員の１人として入団した前
田琴美さん。彼女は地域の女性消防隊員でも
あり、今年の10月には全国女性消防操法大会
に隊長として出場しました。いつも笑顔を絶
やさないムードメーカーで、周りを和やかな
雰囲気にしてくれます。福祉施設に勤務して
いる彼女は、職場でも利用者の方々の人気者
です。

琴浦町消防団　団員

前田　琴美

高

知

県

射撃の名人、浜渦さんを紹
介します。
2006年９月に行われた兵庫

国体のクレー射撃のトラップ
競技で、高知県代表選手として出場し、見事
個人第３位、団体５位の成績を収められまし
た。
浜渦さんは、趣味であるイノシシ猟のかた

わら、15年くらい前からクレー射撃をはじめ、
現在も日本ランキングのトップクラスである
ランクＡに名を連ねております。
また、風貌も今をときめく民主党の小沢幹

事長にそっくりで、一見コワオモテですが、
笑顔の可愛い方です。
射撃同様、火災現場で筒先員として的確な

放水を期待しています。

中芸広域連合　北川村消防団　
団員

浜渦　賢介



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」

1月の日本消防協会関係行事

１月12日（火） 第２回福祉委員会
１月15日（金） 全国消防殉職者遺族会（理事会）
１月19日（火）～22日（金） 第36回消防団幹部特別研修
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気持ちがせきたてられるばかりで、何一つ片付かない気がする師走です。みなさまは、お

忙しくも充実した毎日を送られていることと思いますが、いかがでしょうか。

さて、今月は、11月５日に開催されました「全国女性消防団員活性化岡山大会」の記事を

掲載しています。今年で第15回という節目を迎え、第１回沼津市大会開催を主導されました

功績に対し元沼津市田上団長に感謝状が贈呈されました。この大会に全国から女性消防団員、

消防関係者が一堂に会し、活動事例や寸劇で涙あり、笑いありの連続で女性のパワーをあら

ためて感じました。次回は、奈良で開催される予定で、是非みなさまの参加を期待しており

ます。

４月から機関誌「日本消防」を担当し、大勢のみなさまからご寄稿いただき、無事に発刊

できましたことを厚く御礼申しあげます。来年も消防団活動を中心とした記事を掲載し、皆

様にご愛読いただけますよう努力いたしますので、ご寄稿のほどよろしくお願いいたします。

平成21年は、７月末から８月中旬にかけての西日本一帯の集中豪雨や駿河湾を震源とする

震度６弱などの災害活動に行事や訓練の日々、またこれからは年末警戒、新年明け早々の出

初式など、消防団員の皆様にとっては、本当に休む間がなく、ますます期待が高まる状況に

ありますが、お体にはご自愛いただき良い年をお迎えください。 （Ｍ・Ｓ）
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消防人の火災共済の補償が増額されました 
「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した。 
風水雪害等共済金（全損で）400万円を600万円に増額しました。 
※　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　都道府県消防協会内 

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150万円に増額しました。 
風水雪害等共済金（全損で）20万円を30万円に増額しました。 
『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




