地域の安全のために『一致団結！』
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消防団は地域防災の要。
地域の安全と安心を守ります。

串間市で自動車販売・整備工場を営む河
野洋平さんが消防団に入ったのは3年前。
「入団する限りは一生懸命やらないと！」
と、可能な限り団活動に参加しています。
「最初は消防団が何をするのかも知らず、
とりあえず火を消しにいけばいいのかなと
思っていました（笑）
。でも、活動してい
くうちに、火災現場での任務以上に、お祭
りの手伝いや野焼き、夜警など、火災以外
で地域に貢献する活動の方が多いことがわ
かったんです」
以来、地域のためのさまざまな活動に全
力で励む河野さん。
「50代になっても体が動く限り、団活動
を通じて地元に貢献していきますよ！」

できる範囲で気負わずに
宮崎市内の病院でメディカルエンジニア
まく折り合いをつけながら消防団活動を
行っています。

日向支部消防操法大会
の様子
（門川町消防団）

消防団ラッパ隊

として活躍する横山聖也さんは、仕事とう

1

県消防学校で放水訓練に取り組む女性消防団員
宮崎市消防団水上バイク隊

学生︑会社員︑自営業︒
消防団ではさまざまな立場の人たちが
地域のために活躍しています︒

50代になっても
地元に貢献していきたい

vol.

「仕事柄、急な出勤で団活動を抜けなけ
ればならないことがあるのですが、そんな
時はまわりの団員が配慮してくれるので、

団。学生生活のかたわら、地域の安全のた

安心して仕事に駆けつけられます。入団す

めに汗を流しています。

にいる消防団ですからね」

る際にも、消防団はできる範囲でOKだよ

「万が一の時に活動できるメンバーが常

このように、消防団ではたくさんの若い

と言っていただいているので、気負わずに

に学内いることで、大学はもちろん、周辺

人達も活躍しています。みなさんも自分た

活動を続けられています。これからも地域

地域にとっても大きな力になると思うんで

ちの地域のために、消防団で力を発揮して

のためにがんばっていきます」

す。災害時に本当に頼りになるのは、地域

みませんか。
えびの市消防団防災バイク隊「レッドホーク」

世界が広がるとても
貴重な機会

ご存知ですか？

学生消防団活動認証制度
消防団員の平均年齢が上昇する中、地域の防災を支える貴重な人材として期待されているのが大学生
や専門学校生です。宮崎市では大学生などの消防団活動への参加を促すため、平成28年6月1日から「宮
崎市学生消防団活動認証制度」を開始しました。
この制度は、①大学生の消防団入団を促すこと、②入団して活動する大学生の就職活動を支援すること、
という2つの目的があります。認証の条件は（1）大学生、大学院生、専修学校生および各種学校生(以下、
大学生など)が対象、（2）在学中に消防団員として1年以上継続的に消防団活動を行った場合や、消防団
活動で特に優れた功績があった場合、となっています。企業にとっては認証を受けた大学生などを採用
することで、災害発生時の早期対応が期待でき、危機管理体制の強化が図れるというメリットがあります。
県内では、ほかに綾町、都城市、延岡市、日南市でも導入しています。

宮崎大学の地域資源創成学
部に通う竹田卓生さんは、1
年生だった2年前に大学のあ
る宮崎市消防団木花分団に入 ↗
宮崎市消防団木花分団 第5部・
宮崎大学学生消防隊 所属
たけ

だ

とおい

竹田 卓生さん

「火事の時は119番すれば消防署が消火に駆けつ
けてくれるんでしょ。なんで消防団が 必要な
の？」
「そもそも消防団って何をしているの？」
。

これがほんとの消防団

意外と知られていない消防団と消防署の違い

消防団について同様の疑問を抱いている人が多
いのではないでしょうか。消防団の活動や特徴
をまとめたので、
本当の消防団を知ってください。

消 防 団

消 防 署 な ど

○他の仕事を持つ人などが活動している消防機関

○職員が常駐し、消防業務に従事する常備の消防機関

○県内すべての市町村に設置されている

○宮崎県内では全市町村にあるわけではない

○団員の数は消防職員の約5.2倍

○救急車による救急搬送を行う。

○団員は地域内に居住または勤務している人

災害時の消防団活動

平常時の消防団活動

消火活動

救助活動

水防活動

防災啓発活動

救命講習会

住宅防火訪問

火災が発生すると消
防署からの要請に基
づいて現場に駆けつ
け、消火活動に当た
ります。

自然災害時、地域密
着の消防団ならでは
の強みを活かして、
的確かつ迅速に救
助・救出を行います。

台風や集中豪雨の
際、河川の氾濫や堤
防の決壊が起きない
よう様々な防災活動
を行います。

住民の防災意識向上
のため、火災予防や
防災啓発などを行っ
ています。

住民がいざというと
きに対応できるよ
う、応 急 手 当 の 普
及・啓発を実施して
います。

各家庭を訪問し、防
火啓発を行うと共に
災害時に支援が必要
な人の把握に務めま
す。

お

放 水 始 めっ！

！
はいっ

マッチマンをたおせ!

消防団は、男性だけの組織ではありません。全国で約2万6千人の女性消防団員が活躍しており、その数はま
すます増加中。幼稚園や保育園での防災教室や高齢者宅の訪問など、女性だからこそできる活動がたくさん
あります。現在、県内全ての消防団に女性消防団員が所属しています。

五ヶ瀬町消防団 本部

中西 由実さん

消防団には機能別団員
といって、特定の消防
団活動のみを行う団員
もいるんですよ。

人の役に立てるよろこび

どでは救急車が到着するまでに時間がかか

の動きに応え、五ヶ瀬町女性消防団員の第

ります。だから、応急手当は地域の皆さんの

一期生として入団した中西さん。それから

命に関わるんですよ。

10年間、
「地域のために」という想いを胸に
活躍を続けています。

機能別団員一例

○ラッパ隊
○水上バイク隊
○大規模災害時のみ
活動する団員

［第１話］ある寒い日の出来事

「五ヶ瀬町には高齢者が多い上、山間部な

「五ヶ瀬町にも女性消防団員を」という町

以前、講習に参加されたおじいちゃんか
ら、 ありがとう。これで妻に何かあった場

中西さんたち五ヶ瀬町女性消防団員の主

合も助けてあげられる と感謝の言葉をい

な任務は、学校や地域を訪れての救命講習。

ただいたんです。人の役に立てるってこん

町内に消防署がない五ヶ瀬町では、いざと

なにうれしいことなんだと感じましたね。こ

いう時に一般の人が応急手当をできるかど

れからもラッパ隊や寸劇など、活動の幅を

うかがとても重要です。

増やしていきたいです」

※機能別団員の有無は消防団により異なります。

その歴史は江戸時代から

見てく

れよな

消防団 HISTORY

!

昭和時代
（戦前）
昭和14年
（1939年）に警防団令が公布されたことにより、消防組は解消し、警防団
として全国一斉に発足され、警察の補助機関として従来の水火消防業務に防空の任
務を加えられて終戦に至りました。
昭和時代
（戦後）
昭和22年
（1947年）に消防団令が公布されたことにより警防団は解消され、新たに
全国の市町村に自主的民主的な
「消防団」が組織されることとなりました。その後も
幾度かの変遷を経て、現在、消防団は
「消防組織法」に基づいて各市町村に設置され
ています。

←消防団とマッチマンの戦いは﹁消ＴＵＢＥ﹂で公開中

江戸時代
八代将軍 徳川吉宗が、町火消
「いろは四八組」を設置させたことが今日の消防団の
前身であるといわれています。
明治〜大正時代
東京府は明治3年
（1870年）に消防局を置き、町火消を改組し消防組としました。そ
の後、政府は明治27年
（1894年）に消防組規則を制定し、消防組を府県知事の管掌
として全国的な統一を図りました。規則施行当初は、消防組の設立は遅々として進ま
なかったものの、大正時代末には、警察署長等の積極的な働きかけなどにより、飛躍
的にその数が増大していくこととなりました。

男性編「マッチマンをたおせ！」

「消 TUBE」始動!!
県では、消防庁の「平成28年度 女性や若者をはじめと
した消防団加入促進支援事業」を活用して、消防団の
魅力を紹介する動画「消TUBE」を作成しています。こ
の動画は、県の情報を発信する「宮崎県庁楠並木ちゃ
んねる」や「You Tube」でもご覧いただけます。現役
消防団員も出演しますので、ぜひご覧ください。

!!

求ム、消防団員 !
宮崎県内の消防団では、年齢18歳以上で消防団活動に参加できる人を
募集しています。団員の年齢層は幅広く、自営業者、サラリーマン、学生、
主婦など様々な人が集まっています。入団希望者は、お住いの市町村役
場又は消防本部へお問い合わせください。

！
女性の団員も増えています

全国女性消防操法大会に 2 番員として出場！
前団長と母親が同じ職場だったことが縁で消防団に誘われ
ました。仕事や家事で大変な面もありますが、応急手当講
習の補助などは自分の勉強にもなるし、いろんな人と知り
合いになる機会も多いので楽しく活動しています。

消防団の事がもっと分かる！

延岡市消防団 女性消防隊

小野 由香里さん

お問い合わせは各消防本部・市町村消防担当課まで

消防団だより
「DAN!!」のバックナンバーはこちら。動画も閲覧できます！
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い た！

私たちが寝ている間も消防団活動をしてい
るお父さん。大変だなぁって思うんだけど、
「地域のために役に立てるから、
こんなにや
りがいのあることはないんだ」
だって。
地域の
安全のために頑張っているお父さんを見て
いるとかっこいいなぁって思う。

！
女性パワーも欠かせない

音楽専門の団員も

う
よ
は

今 日は 日 曜 日 ︒
なにして遊ぼっかな 〜 ︒
あ れっ︑
そういえ ばお 父 さん …

火災現場に到着した消防
団員はまず、
要救助者の有
無や建物の構造、
周囲の状
況等、
現場の情報を収集し
ます。そして、必要であれ
ば救助を行ってから消火
活動を行います。

朝 よ〜
起 き な さ 〜い

着！

火災を鎮圧した後は、
煙の有無や手触り
等で残り火の有無を確認し、
完全鎮火を
目指します。
完全鎮火後も再出火しない
よう、現場に待機して見張りを行いま
す。夜間に起きた火災の場合、夜が明け
るまで待機することもあります。

ふぁ〜い

場 に到

この間お父さんが言ってた︒
消火活動が終わっても︑
再び出火することがない
ように見張りをするんだって︒

報 告 し ます ︒
確 認の 結 果
残 火 なし ！

火災現

ーッ
シャ
ブ

みんな
準 備はいいか？
では 出 動っ！

119番通報を受けた消防
本部などから出動要請を
受けた消防団員は、所属
する団の詰所に集合し、
現場へと向かいます。

消防団員は火災や災害に備えて、
日
頃から消火訓練や救助訓練などを
行っています。
また、災害を未然に
防ぐために、
住民や消防本部と連携
した避難訓練や住宅用火災警報器、
消火器の設置促進など、
地域住民へ
の啓発活動も行っています。
逃 げ 遅 れ た 人は
いないか！

だけど︑
消防団の出動要請があると︑
まるで別人のように
頼もしくなるんだ︒

プルル
ルルル

ーン
キ
シャ

お父さんは仕事の後や
休みの日に訓練をして
いるの ︒大 変 そ う だ け
ど︑﹁人の命にかかわる
こと だ からね ﹂
って︑
い
つも頑張ってる︒

ッ
ーー
ドバ

火 災ですか？
す ぐに
向 かいます ！

消防団は各市町村に設置されている
消防機関で、火災だけでなく、地震や
豪雨などさまざまな災害の際に活動す
るほか、行方不明者の捜索なども行う、
地域防災力の中核となる組織です。
その構成員である消防団員は、それ
ぞれの地域内に居住または勤務してい
ます。そのため、地域の状況をよく把
握しており、もしものときに迅速かつ
効率的な活動を行うことができるので
す。
消防団員のみなさんは本業を持ちな
がら、ボランティアの精神で消防団活
動を行っています。その原動力となっ
ているのは、自分たちの地域は自分た
ちで守るという使命感です。仕事に、
家庭に忙しい中、消防防災に全力を尽
くす消防団員は、地域の安全・安心に欠
かせない存在なのです。

番号！

地域密着消防団!!

ニ！

あ まり 火 元に
近 づかないように
してく だ さいね

まちの安全・安心のために

イチ！

サン！

○○で働いている
私のお父さんは︑
おっちょこちょいで
だらしがない︒

私のお父さんは
消防団員

あ ちゃ〜

またひっく り
返し たのっ！
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