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～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。

社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。

鈴鹿市消防団　職業構成
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

鈴鹿市消防団　職業構成

計
454人
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隊員の品位向上を図る訓練礼式

市民の安全・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。
 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

放水体験放水体験

煙体験煙体験 人形劇人形劇

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。

【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。



消防団と共に地域防災に
取り組みましょう

消防団と共に地域防災に
取り組みましょう

市内には、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。

中規模隊倉庫

小型消防ポンプ

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。

・・・▶
・・・▶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・▶
・・・▶

消火器隊倉庫

大型消火器

ジャッキ

バール

訓 練 指 導 の 一 例
～いろいろな体験ができます～

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。

さまざまな活動を
行っています

火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、様々な訓練や研修を実施
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。

)

消防団の平成 29 年

年 間 行 事



頼られる消防団を目指して

早川　昇さん
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

地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。

鈴本 信大さん
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

ある日、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、色々なことを伝
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。

大矢 菜美さん
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

東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。

災害ボランティアバイクチーム

ライドエイド
　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。

消防団への応募・質問はこちら

中央消防署消防団事務

382-9133　  382-3905

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。


