
地域防災の中核～鈴鹿市消防団の活動～
　消防団は災害発生時、即時対応力・動員力・地域密着力を武器に、災害発生の初期段階から被害を
軽減できるように、地域の防災リーダーとして防災訓練などの指導に取り組んでいます。

会経済の進展に伴う産業構造や就
業形態の変化により、商店経営や農
業など自営業者が減少して、企業な

どに勤める被雇用者が大幅に増加しました。
消防団員も同様に被雇用者が増加し、全国の
消防団員のうち約 70％を超えています。鈴鹿市
消防団でも 64％の 292 人の方が被雇用者とし
て活動しています。
普段は各自の職業を持ちながら、災害発生時
に自宅や職場から駆けつけます。消防団員は、
非常勤の特別地方公務員で、身分は、市の条例
で定められています。
鈴鹿市消防団は、団本部と分団で組織されて
おり、分団は 6 つの方面隊に分かれています。

その中で市内行政地区にそれぞれ設置されてい
る 23 分団と女性消防団員で構成される Hi ま
わり分団を合わせ24分団あります。

頼られる
消防団員を
目指して

【５月】

消防団員への指揮命
令が速やかに出来る
よう実践訓練を実施
しました。

【６月】

消防団員が自らの水
防技術を高めるため、
出水期を前に水防工
法を実施しました。

その他 35人
学生1人

家族従業者
33人

自営業者
93人

被雇用者
292人

社
鈴鹿市消防団　職業構成

計
454人

※平成30年1月1日現在
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【１０月】

火災防御活動の
基本となる消防ポ
ンプ操法の訓練を
実施しました。

【１２月】

住民の防火意識の
高揚を図るため歳
末特別警戒を実施
しました。

民の安全・安心な暮らしを守るため、年間を通し
て活動しています。各自の職業を持ちながら、休日
には自治会の防災訓練指導や火災予防啓発活動、

応急手当の普及指導、地域の催事等における警戒など、幅広
く地域に密着した活動を行っています。 

　第一方面隊
 椿 20 (20)
 深伊沢 20 (20)
 鈴峰 21 (22)
 庄内 22 (22)

　第二方面隊
 加佐登 16 (17)
 石薬師 17 (17)
 井田川 16 (17)
 久間田 20 (20)

　第三方面隊
 国府 18 (18)
 庄野 17 (17)
 牧田 18 (18)
 合川 20 (21)

　第四方面隊
 白子 22 (22)
 稲生 17 (17)
 栄 17 (17)
 天名 20 (20)

　第五方面隊
 一ノ宮 17 (18)
 箕田 17 (17)
 玉垣 18 (19)
 若松 19 (19)

　第六方面隊
 飯野 16 (18)
 河曲 18 (18)
 神戸 19 (19)
 Hi まわり 15 (15)

消防本部
消防署

　 消防団本部

団　長　　1 (1)
副団長　　6 (6)
団本部付け　 7

市　長消防団
組織図

消防団
マップ

※平成 30年１月１日現在の人数。（　）内は定数。

 活動内容 件　数 延べ活動人数

 風水害 3 件 684 人

 火　災 32 件 683 人

 自治会防災訓練指導 103 件 1,470 人

 人形劇・紙芝居 17 件 84 人

 救急法 69 件 168 人

椿

庄内
鈴峰

深伊沢
久間田

石薬師

加佐登

井田川
庄野

牧田

国府

河曲 一ノ宮

箕田

若松
玉垣

飯野

神戸

稲生
白子天名

合川 栄

市

隊員の品位向上を図る訓練礼式

煙体験 人形劇

放水体験
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消防団と共に地域防災に 

内には、301隊の自主防災隊が組織されてお
り、さまざまな資機材が配備されているもの
の、災害に備えての訓練が十分とはいえない

自主防災隊もあります。大規模災害が発生したときに、
自分達の地域を自分達で守ることができるよう、私た
ち消防団が訓練を指導しています。

地域の防災倉庫は、
定期的に点検していますか？

は　い いいえ

は　い いいえ

消防団を
呼んでください。
点検の方法を
わかりやすく
お伝えします。

中にある道具の使い方を
ご存知ですか？

消防団を
呼んでください。
わかりやすく
指導します。

災害時に
消防団と有効に
使うため、

訓練をしましょう。

市

・・・▶
・・・▶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・▶
・・・▶

小型消防ポンプ

大型消火器

消火器隊倉庫

ジャッキ

バール

中規模隊倉庫
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取り組みましょう

さまざまな活動を行っています
災予防啓発活動に取り組んだり、消防技術の向上を図るため、様 な々訓練や研修を実施しています。
また、消防団運営を適正に遂行するため、団幹部・分団長会議を定期的に開催しています。

～いろいろな体験ができます～
訓練指導の一例

　放水訓練
自主防災隊倉庫のポンプを利用し、
実際に放水しながら訓練します。

　救急法講習会
救急法講習会で心肺蘇生法、AED

（自動体外式除細動器）の取り扱いを
指導します。

　水消火器
炎を前にしても落ち着いて消火器
の取り扱いができるよう、初期消火要
領をきめ細やかに指導します。

火
年 間 行 事

女性消防団員教養訓練
三重県消防大会
火の夢フェスタ
春季火災予防運動

飯野地区訓練
分団長会議
団幹部会議

文化財消防訓練
消防出初式

鈴鹿市消防団視察研修
（第一～第六方面隊それぞれ実施）
方面隊会議
水防工法講習会

新入団員教養訓練
消防団幹部・

女性消防団員教養訓練
分団長会議
団幹部会議

地震防災訓練
白子地区

分団長会議

第四方面隊舟艇訓練
団幹部会議

歳末特別警戒
分団長会議
年末消防ポンプ点検
団幹部会議

女性消防団員活性化大会
第二方面隊合同訓練
秋季火災予防運動

（台風21号接近のため中止）
鈴鹿市消防団消防操法大会
団幹部会議
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消防団の平成 29 年
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域の先輩から声を掛けてもらい入団
しました。
　私は、市内の会社に勤めながら消

防団活動をしています。住まいのある地域から
勤務先まで、車で３０分程の距離にあり災害が
発生してもすぐに現場まで駆けつけることが出
来ません。今、全国的に増加している被雇用者
消防団員の方が抱えている問題だと思います。
　そこで日頃から、職場の上司、同僚に自分が
消防団員であることや消防団としての仕事を
理解してもらい、災害発生の際は出来るだけ早
く仕事を切上げて現場に駆けつけられるよう、
職場環境づくりに心掛けています。
　活動においては、部下である４名の分団長と
連絡を取り合い、団員の安全を第一に災害防
御にあたるよう指揮支援を行っています。
　また、現場に到着するまでの間、家族のサ
ポートも非常にありがたく思っています。災害
が発生すると消防本部から自宅にも連絡が入
るので、妻がどこで災害が発生しているかを伝
えてくれることで現場到着までの時間短縮に
繋がっています。会社からのサポートと家族か
らのサポートが、これまで消防団活動を続けて
くることができた要因だと思います。
　今後は、自分たちの手で郷土を守れるという
消防団員のやりがいを若い人達に伝え、消防
団員の若返りをうまく図れるよう尽力していき
たいと思います。

地 る日、大学在学中に元消防団員である
父から私の入団を決めてきたと、突然
言い聞かされました。それが、入団の

きっかけです。
　消防団活動は子どもの頃、父を通してみてきた、
ただかっこいいというものではありませんでした。生
まれ育った地域も違う、年代も違う、ましてや友達で
はない仲間との活動は、とても新鮮なものでした。
　特に、平素の厳しい訓練は、週３回仕事が終わっ
てから２時間ほど行う中で自分の技術が磨かれて
いくことを実感しました。その成果として火災現場
で災害を初期の段階で抑えることができたときは、
大変な達成感を得ることができましたし、地域へ
の貢献を感じることができました。今思い返せば
父には、大変感謝しています。
　小学校の教員として、私がこれまで火災現場、
台風等での水防活動を通じて、感じたことを避難
訓練などの折にふれ、子ども達に被災された方々
の話や自分の身は自分で守るよう災害に対する
備え、そして私の姿を見て、将来消防団員として
私たちの後継者となってもらえばと思い、色 な々
ことを伝えていますし、何より私の話を興味深く
聞いてくれる子ども達に随分助けてもらっています。
　また、消防団員として郷土愛を忘れず、自分たち
の地域は自分たちで守る力を付けるため、地域の関
係機関、特に自主防災隊との連携、協力を密にし、
地域防災力の中心として、地域の活性化を図り、信
頼される消防団を今後目指していきたいと思います。

あ

早川　昇さん 鈴本 信大 さん

頼られる消防団を目指して

職　　業：富士電機㈱鈴鹿工場従業員
階　　級：副団長
在団年数：22年 10ヵ月

職　　業：鈴鹿市立愛宕小学校教師
階　　級：班長
在団年数：18 年 2ヵ月

はや かわ のぼる すず もと のぶ ひろ



ライドエイド
災害ボランティアバイクチーム
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　鈴鹿 8 時間耐久レースなどで世界的に
知られる鈴鹿ゆかりのライダーを中心に総
勢20人で結成されたチームです。
　災害時に発揮されるオートバイの特性
である迅速性、機動性、省エネ性を活用し、
被災地の情報収集や物資の搬送など消
防・防災活動の後方支援を行っていただ
きます。
　現在、鈴鹿市消防団への参画を目標に
災害時の人命救助活動にも貢献できるよ
う、消火器の取り扱い方法や応急手当の
手技などを学んでいます。

日本大震災をきっかけに消防団に強い興
味を持ち、消防団について調べる中で、消
防イベントが市内で開催されることを知っ

た私は、そのイベントに参加し、勇気を出して消防関
係者に「私、消防団員になりたいんです」と伝え、そし
て消防団員になることが出来ました。
　入団して活動をしていく中で感じたのは、女性消防
団員の多くの方は、看護師、保育士といった専門的知
識と技術を備えていることです。
　私は一般の事務職で、救急に関する知識や子ども
達への接し方も未知数でしたが、先輩方が優しく救
急法の指導方法を教えてくれましたし、自己研鑽のた
めに積極的に講習会に参加しました。子どもへの接
し方については、人形劇で使用する着ぐるみが自然
に動いて見えるよう、日々 研究に励みました。その結
果、救急法講習会では、たくさんの方々 から質問を受
けたり、人形劇で子ども達の笑顔がたくさん見られ
たときは、「あー活動してよかった」と達成感を得るこ
とができています。
　女性消防団の活動は、平日、休日問わずあります。
これまで私が両立できたのは、上司や同僚の理解、
そして職場が消防団協力事業所であり、消防団活動
に大きな理解を示していただいているおかげである
と思います。そして何より休日でも活動しようと思え
るほど、消防団活動に魅力を感じられるからです。
　今後、常に新たな取り組みにチャレンジする向上心
を持ちながら、防火防災指導ができる、制服が似合
う女性消防団員になりたいと思います。

東

大矢 菜美 さん

消防団への応募・質問はこちら

※今回の特集に関するご意見・ご感想も
こちらへお願いします。

chuoushobosho@city.suzuka.lg.jp 
382-3905382-9133

中央消防署消防団事務

職　　業：学校法人鈴鹿享栄学園　鈴鹿中学校事務員
階　　級：団員
在団年数：3年10ヵ月

おお や な み




