
地域防災のリーダーを
めざして

～消防団を知り、育て、頼る～

　平成 25 年 12 月、「消防団を中核と

した地域防災力の充実強化に関する

法律」が施行されました。消防団は、

地域防災の中核として欠くことので

きない存在と位置づけられ、地域防

災のリーダーとして果たす役割は大

きなものとなっています。今回の特

集では、鈴鹿市消防団の近況と協働

策などについて紹介します。

消
防団は、消防署と共に火災

や災害への対応、予防啓発

活動などを行う、消防組織法に基

づいた消防組織です。消防団員と

消防職員の一番の違いは、消防職

員は常勤の地方公務員として消防

本部に勤務、または消防署で交代

勤務をしているのに対し、消防団

員は非常勤の特別地方公務員とい

うことです。他に本業を持ちなが

ら活動しており、

ボランティアと

しての性格も併

せ持っています。

　消防団は、地域に密着した存在

であること（地域密着性）、消防

職員の約 2倍の人員であること（

要員動員力）、日頃からの訓練に

より、災害発生時には即時に対応

できる能力があること（即時対応

力）から大規模災害時をはじめと

して、地域の安全確保のために大

きな役割を果たしています。
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　本市の消防団は、団本部と分団

で組織されています。分団は、市

内 23 地区にそれぞれ組織されて

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

た 24 分団あります。また、これ

らの分団は 6つの方面隊として編

成されています。　

消防団員の高齢化が進んでいます
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　消防団員は年々高齢化してきてお

り、現在の本市における消防団員の

平均年齢は、43.8 歳となっていま

す。これは、全国平均の 40.2 歳よ

りも 2.6 歳高い年齢です。次世代を

担う若い人の消防団への積極的な参

加が求められています。

消防団は
こんな活動をしています
　私たちの暮らしを守ってくれてい

る消防団は、火災時や風水害時に活

躍しているほか、出初式など年間計

画に基づいて活動しています。

火災が発生したときには現場

に駆けつけ、消防職員と協

力して消火活動を

行ったり、風水害

などの際は、水位

の警戒や土のう作

り、土のう積みの

ほか、さまざまな

災害対応を行いま

す。また、これら
災害対応のための訓練、機材の整

備点検など、災害時以外にも活動

を行い、私たちの暮らしを守って

くれています。訓練は仕事が休み

の日や、仕事の終わった後などに

集まって行います。

　昨年の火災件数は 32 件で延べ

468 人が出動し、自治会防災訓練

指導 には 78 回、延べ 473 人が活

動しました。この他、小学校の依

頼を受け、子どもたちに消防団の

車庫を見学してもらい、消防団活

動を知ってもらう取り組みも行っ

ています。

　さらに年中行事としては、年初

めの消防出初式に始まり、1月 26

日の文化財防火デーに合わせた文

化財消防訓練 、市総合防災訓

練 、視察研修 などを行っていま

す。　

月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12 月

年中行事(平成 28 年）

消防出初式、文化財消防訓練 

団幹部会議、分団長会議 

春季火災予防運動、若松地区総合防災訓練、

デジタル簡易無線機取扱講習会、三重県消防大会、

女性消防団員教養訓練 

団幹部会議、分団長会議、女性消防団員教養訓練 

消防団幹部・新入団員教養訓練 

方面隊会議、水防工法講習会 

団幹部会議、県消防操法大会

分団長会議 

消防団員健康診断 

市総合防災訓練、視察研修 

秋季火災予防運動

年末消防ポンプ点検、団幹部会議、分団長会議、

歳末特別警戒 

活動内容（平成 28 年）

火災

風水害

自治会防災訓練指導

人形劇・紙芝居

救急法

消防団車庫見学

件数

32件

1件

78件

20 件

72 件

11件

延べ活動人数

468人

127人

473人

122 人

191人

44人

　今年度庄野分団が本市代表として出

場し、県大会で 2位に輝きました。

車庫見学

の感想

　私が一番心に残ったことは、車

庫の中です。道具がものすごくあ

ったので、びっくりしました。い

つもは車庫に消防車が停まってい

るそうです。わたしは、こんなと

ころは行ったことがなかったので

とてもおもしろかったです。車庫

の中には、ホースや袋がいっぱい

ありました。他には、靴やトイレ

がありました。

　私は、もっともっと知りたいな

ぁと思いました。帰ったらママや

パパに話をしたいです。また行き

たいです。

（河曲小学校 3年生）



消防団を

支える人たちが

います

　消防団が活動す

るには、周りの皆

さんの協力が必要

になります。

鈴鹿市消防団防災支援協力者

飯田 秀治さん

前河曲分団分団長

本業は農業で、米

や小麦、大豆など

を生産。趣味は消

防団

地元への恩返し

消

私

防団34年、分団長 14 年務

め、長年消防団で培った経

験を有効に使い、地元への恩返し

がしたい思いで防災支援協力者に

登録しました。私が居住する河曲

地区では、各自治会が防災訓練を

実施していますが、防災資機材の

取扱訓練が多いので、非常食の試

食や地元地区のハザードマップ作

成などを提案できればと思ってい

ます。また、防災で大切なのは、

地域の強いつながりであり、顔の

見える関係を構築することだと思

いますので、防災訓練にはどの世

代も参加していただきたいです。

　防災支援協力者は、消防団 OB 

なので、防災分野においてとても

心強い存在であると思っていま

す。消防団を経験された方は、こ

の制度を絶やさないために強制で

はなくとも、気持ちを高く持って

次世代につなげていってほしいで

す。

　災害発生時は、初動がとても大

切です。そのため、各自治会が防

災活動を自主運営していくべきだ

と考えます。私も微力ではありま

すが、分団長の経験を持ってリー

ドしていきたいので、何かあった

ら声をかけて利用してほしいと思

います。

鈴鹿市消防団

防災支援協力者登録制度

　消防団の OB 団員が現役時代に培った

消防や防災の知識・技術・経験を活用し、

消防分団の防災活動を支援する制度で

す。平成 29 年 2 月 1 日現在 213 人の登

録があります。登録していただける消

防団 OB の方は消防団事務までご連絡く

ださい。

消防団協力事業所

田端 泰夫さん

株式会社西城組 代表取締役

株式会社西城組は昭

和 12 年創業、平成

28 年鈴鹿市消防団

協力事業所に認定、

三重県建設業協会鈴

鹿支部副支部長

消防団活動を支援・協力

の会社は、三重県建設業協

会鈴鹿支部に所属しており

、協会として地域の皆さんに少し

でも貢献できればと積極的に市の

防災訓練に参加し、また、風水害

時に使用する土のうを市と合同で

作成して地区市民センターに配布

するなど、大規模災害に備えてさ

まざまな形で市に協力し、地域の

皆さんが安心して暮らせるよう活

動しています。

　消防団に対しては、前社長が長

年入団していたことから非常に身

近に感じていたこともあり、消防

署員の方から消防団協力事業所制

度を紹介していただいた時には、

前社長とは違った形で消防団への

協力ができると考え、消防団協力

事業所への認定申請をしました。

　現在、会社には 2人の消防団員

が就業しており、災害時において

は、できる限り出動できるように

配慮しています。今後は、大規模

災害時において、私ども建設会社

の特性を生かした協力が消防団に

できればと考えており、地域に根

ざした消防団の活動に協力するこ

とも地域貢献の一環ではないかと

考えています。

消防団協力事業所表示制度

　消防団へ加入したり、消防団活動

しやすい環境を作るには、所属する

企業の理解が不可欠です。この制度

は、認定条件により消防団活動に積

極的に協力していただいている事業

所などに対し表示証を交付するもの

です。この制度に参加いただける事

業所の方は、ぜひ消防団事務までご

連絡ください。

認定条件

○従業員が消防団員として、複数入

団している事業所など

○従業員の消防団活動について積極

的に配慮している事業所など

○災害時などに事業所の資機材など

を消防団に提供するなど協力をし

ている事業所など

○従業員による機能別消防分団など

を設置している事業所など

○このほか、消防団活動に協力する

ことにより、地域の消防防災体制

の充実強化に寄与しているなど、

市長が特に認める事業所など

旭化成株式会社鈴鹿製造所
鈴鹿インター株式会社
鈴鹿市漁業協同組合
鈴鹿農業協同組合
テイ・エステック株式会社
富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社
本田技研工業株式会社鈴鹿製作所
株式会社ホンダロジスティクス
株式会社モビリティランド鈴鹿サーキット
株式会社大久保建設
株式会社ハンエイ
株式会社西城組
学校法人鈴鹿享栄学園鈴鹿中学校・鈴鹿高等学校　
住友電装株式会社鈴鹿製作所
富士電機株式会社鈴鹿工場
三重ヰセキ販売株式会社鈴鹿営業所
株式会社ヨシザワ
株式会社エイチワン亀山製作所
カメヤマ株式会社
シャープ株式会社ディスプレイデバイスカンパニー　
日東電工株式会社亀山事業所
古河電気工業株式会社三重事業所
堀田建設株式会社
石原産業株式会社四日市工場
昭和四日市石油株式会社
三菱化学株式会社四日市事業所

鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
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事業所名 所在地

消防団協力事業所表示証交付式の様子



熱い思いで活動中 
ぜひ一緒に活動しましょう

鈴鹿市消防団長

藤田 充さん

第 8代の団長

本業は大工さんで、

藤田建築を経営

趣味は旅行

地域住民に信頼される
消防団をめざして

昭

地

私

和34年 1月に入団し、平

成 7年 5月から鈴鹿市消

防団長として、本市消防団の運営

に携わっています。消防団生活を

振り返ると、さまざまな災害現場

に駆けつけたことや多くの訓練に

参加したことが思い出されます。

中でも規律・礼節を身に付ける訓

練では、声がかれるまで指揮を執

り苦労しましたが、隊を一つにま

とめるためにはとても大切なこと

であり、消防団活動の柱としてい

ます。

　私は建築業を営んでおり、災害

が起こると仕事を中断して現場に

駆けつけなければなりませんが、

ひたむきに地域防災活動する消防

団員だからこそ多くの人から信頼

していただいていることが財産と

なっています。

　今年で、鈴鹿市消防団発足 70

周年を迎えます。これもひとえに

市民の皆さんのご理解とご協力、

そして団員一人一人の誠実な郷土

愛護の精神により支えられてきた

ものと思っております。今後は、

大学生など学生団員制度の発足や

被用者団員に対する企業への協力

制度の拡充など、本市消防団のま

すますの発展に尽力していきたい

所存ですので、これからもどうぞ

よろしくお願いいたします。

天名分団分団長

宮﨑 美憲さん

本業は完成車の輸

送を行っており、

株式会社ホンダロ

ジスティクス 勤務

趣味はボウリング

地域を守る
使命感を持って

域の慣例で私に消防団
員になる機会が訪れ、

地域貢献したい思いで引き受
けました。消防団員になる前
は鈴鹿市の青年団団長をして
いたので地元に愛着があり、
地元を守りたいという郷土愛
護の思いを生かすためには、
消防団は魅力的な存在でした。
また、消防の規律もかっこよ
く、身が引き締められるのも
消防団の魅力の一つです。平
成 17 年から天名地区の分団
長を務めていますが、部下団
員には、「地域の代表として消
防団員になっていることに自
信を持て！」と激励しており、
思いやりと団結力のある分団
だと感じています。
　私がこのように消防団活動
に専念できるのも、家族や会
社の上司の理解の賜物と感謝
しております。特に我社は、
消防団協力事業所に登録して
おり、突発の災害にも活動で
きるよう配慮していただいて
おります。
　今後は、消防団 OB である
防災支援協力者や自主防災隊
との合同訓練を実施して、災
害発生時に、的確な初動体制
の取れる災害に強いまちづく
りをしていきたいと思います。
ぜひ、皆さんも地域を守る使
命を持って消防団に入団して
ください。

Ｈiまわり分団部長

宮﨑 律子さん

イオン鈴鹿店の食

品売り場に勤務

趣味はマラソンと

書道

少しでも人の
役に立ちたい

が消防団に入ったきっ
かけは、父が倒れたと

きに、救急隊員が懸命に心臓
マッサージをしていた姿に感
動したことです。私は救急法
を受講していたのに何もでき
ず、とても悔しい思いをしま
した。そんな時、新聞で女性
消防団員募集の記事を見て、
「私がやりたかったことはこれ
だ！」と決意しました。
　消防団員になってたくさん
のメリットがありました。ま
ず、いろんな人と出会うこと
ができ、人脈が広がりました。
次に、鈴鹿市中で活動するた
め、市内の地形を覚えること
ができ、色んな地域性を感じ
ることができました。また、
防火防災啓発で人形劇をして
いますが、平成 23 年には全
国女性消防団員活性化大会（香
川県）で、全国の消防団の中
から選抜されて出場し披露し
ました。これらのことは、消
防団員になっていなければ、
まず経験できなかったと思い
ます。
　今後も地域との触れ合いを
大切にして、信頼関係を築い
ていきたいと思います。若い
人、新しい人の感性が必要で
す。多くの人の入団をお待ち
しています。

消防団員
募集中

　消防団の活動は、今回ご紹介したと

おり多岐に渡っており、郷土愛護精

神とボランティア精神に基づき成り

立っています。志があるあなた、消

防団の扉をたたいてみませんか。 鈴

鹿市消防団では、随時、消防団への

入団を受け付けています。興味があ

る方は、ぜひ消防団事務までご連絡

ください。

入団資格　18 歳以上の方で市内に在

住の方

※隣接する市に住んでいる方や、市

内在勤・在学の方なども、消防団

長に認められれば加入できます。

報酬など　階級に応じて支給される

年報酬と、火災や訓練などに出動

したときに支給される出動手当な

どがあります。

退職報償金　退団時、5年以上消防

団員として在職していれば、在職

期間と階級に応じた退職報償金が

支給されます。

  例　階級が団員で、在職期間が 5

年の場合は 20 万円

公務災害補償 活動中の不慮の事故に

備えて、補償制度があります。

学生消防団員も募集中

　消防団員の平均年齢の上昇が進む

中、大学生や専門学生など、若い力

の消防団への参加が強く期待されて

います。

　市では、学生に対して、消防団へ

の理解と入団を促進するため、平成

28 年 10 月と 11 月に開催された市内

3箇所（鈴鹿工業高等専門学校、鈴

鹿大学、鈴鹿医療大学）の大学祭で

消防団ブースを設置しました。

　今後、学生が消防団で活動しやす

い環境を整えるため、就職の際に、

消防団での活動実績を証明する制度

を整えていきます。18 歳以上の学生

の方で、消防団入団に興味のある方

は、ぜひ消防団事務までご連絡くだ

さい。

消防団への応募・質問はこちら

中央消防署消防団事務

　382-3905

　382-9133

 chuoushobosho@city.suzuka.lg.jp

※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。


