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消防団とは

消防団の活動
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消防団とは、消防本部や消防署と同様、消防組織法に基づき、
それぞれの市町村に設置されている消防機関です。

常勤の消防職員が勤務する消防署とは異なり、「自らの地域は自らで守る」という精神に

基づき、普段は様々な仕事に就いている住民が、火災や災害発生時に現場へ駆けつけ、

その地域での経験を活かした消火活動・救助活動を行います。

なお、消防団員の身分は非常勤特別職の地方公務員となります。

消防団の活動は消火活動だけではなく、地域における消防防災のリーダー
として、平常時・非常時を問わずその地域に密着し、住民の安心と安全を守
るという重要な役割を担っています。

近年は、消防団へ入団する女性や学生も増加しており、特に一人暮らし高齢者宅への
防火訪問、応急手当の普及指導などにおいて活躍しています。

●消火・防災訓練
火災現場での消火を想定した訓練（放水活動）を行っ
ています。また、各地域で開催される防災訓練にも消
防職員と共に積極的に参加します。

●救命講習会
万一の場合、救急車が到着するまでの応急手当の仕
方や、AEDの使い方などを指導する講習会などを行っ
ています。また、ケガをした人や急な疾病で倒れた人
への対応など、さまざまな指導をします。

●防火啓発活動
各家庭を訪問し、防火指導などの啓発活動を行ってい
ます。また、地域の幼稚園などでの防火教育や、高齢
者のお宅を訪問したり災害時に救護が必要な方を把
握することも重要な役割です。

●消火活動
災害が起こった際は、自宅や職場から現場に駆けつけ
て消火活動を行います。消防隊員よりも先に現場に到
着することもあるため、初期消火や消防隊員の後方支
援などをその場に応じて展開します。

●捜索・救助活動
災害が起こった場合、地域を知り尽くした消防団の捜
索・救助活動は大きな力になります。大規模災害時に
は発生直後から地域と連携し、捜索・救助活動や避難
誘導を行います。

●水防活動
風水害の際、河川などの警戒はもちろん、土のうを準
備して適切に積んだりすることも大切な活動です。ま
た消防職員と協力して住民の避難や救助を行うととも
に、災害復旧作業も支援します。

平常時の活動 災害時の活動

長野県の消防団

長野県には77市町村にそれぞれ一つずつ、77の消防団があり、
合計で34,585人の消防団員が地域の安全・安心のために日夜活動しています。

このうち女性消防団員は1,144人、学生消防団員は57人となっております。（平成30年4月現在速報値）

34,585人 843,661人消防団員数

長野県

長野県消防団員数の推移

全国

1,144人 25,962人女性消防団員数

35.0歳 40.8歳消防団員の平均年齢

83.1% 73.5%消防団員の被雇用者率

1,171
事業所

15,500
事業所

消防団協力事業所数
（消防団活動に協力的な事業所として
市町村が認定）

（平成30年4月現在速報値　※年齢のみ平成29年4月現在）
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大桑村消防団  今井 瑛梨佳さん
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なぜ消防団に入りましたか？
大桑村には女性消防団員がいなかっ
たのですが、女性消防団員で救護班
を発足しようとなった時、役場の先輩
に誘われて入団しました。
どんな活動があるか分からず不安も
ありましたが、男性消防団員が自分の
地域は自分たちで守ると活動してい
る中で、女性もそのように活動してい
きたいと思い入団を決意しました。

プライベートとの両立は
大変ではないですか？
復帰してからの活動は式典や研修、
訓練などで、活動頻度も負担になる
ほどではありません。家族のためにも
頑張ろうという新たなモチベーション
があります。

消防団活動における
女性としての強みとは？ 
救護班としての活動の中では、女性
ならではの安心感を与えられると思
います。
今後は予防消防の啓発として、消火
器の使い方などについて子どもたち

プロフィール
普段は役場職員として働い
ている。大桑村消防団に入
団後、結婚、出産を経て平
成30年４月１日に消防団に
復帰。女性消防団員として、
訓練や救急講習等に参加し
ている。

平成２４年１１月入団

女性消防団員

女性消防団員

に教えていきたいと思っていますが、
その中でも女性だからできる伝え方
をしたいと思っています。

消防団とは
どんな存在だと思いますか？ 
消防団の活動には火の元点検や消火
器の確認など地域の人にとっても身
近な活動が多くあります。そういった
意味で、自分の住む地域に一番近い
ところにいるヒーローといった感じ
で、とても大事な役割だと思います。

消防団に入ってみようか
迷っている人に
メッセージをお願いします 
消防団の活動が気になったら、ぜひ
身近な団員に声をかけてみてくださ
い。
団員の方も、皆さんと一緒にいろい
ろな活動をしていきたいと思ってい
ます。

わたしたちは

しています。

さまざまな

シーンで

活躍

わたしたちは

しています。

さまざまな

シーンで
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長野県立大学
山内さん長野県立大学

榎田さん

諏訪市消防団  加藤 里菜さん　内藤 愛さん

　 
なぜ消防団に入りましたか？
　 加藤さんとは小学校からの友達な
のですが、彼女のお母さんが消防団
員で、誘われて入りました。
　 私は就職が県外だったのですが、
地元に戻ってきた際に母の勧めも
あって消防団に入りました。

消防団に入って
よかったことはありますか？
内加私はこの地域で育ってきたので、
消防団の先輩も知り合いの人が多い
のですが、以前よりも繋がりが深まっ
たと感じています。
また、地元のラジオ局で消防団の番
組をやっているのですが、職場の同
僚などからラジオ聞いたよって声を
かけられるのは嬉しいですね。
内加全国的な女性消防団員の意見交
換会などもあり、地元だけではなく、
全国的な繋がりが持てたことです。

仕事やプライベートとの両立は
大変ではないですか？
内加月に２回、定例で町内を車で回り
ますが、当番制なので毎回参加する
わけではありません。他にも防災訓

プロフィール
２人とも普段は看護師とし
て働きながら、消防団員とし
て活動している。諏訪市消
防団第３分団に所属し、広
報啓発活動や式典運営、訓
練等に参加している。

平成２８年４月入団 平成２７年４月入団

練などもありますが、活動が全くない
月もあり、そこまで大変という訳では
ありません。
内加私たちは看護師なので、年間で
予定が決まっている消防団の行事に
は参加しやすいと思います。ただ、緊
急でなにか起きた時には、途中で抜
けることは難しいですね。

消防団活動における
女性としての強みとは？ 
内加各家庭を訪問して防火啓発の声
かけをする際など地域のお年寄りや
お子さんと話すときは、男性よりも女
性が活躍できると思います。

消防団に入ってみようか
迷っている人に
メッセージをお願いします 
　  消防団活動について分からない
ことだらけだと思いますが、一緒に活
動する中で、教えてくれる人も支えて
くれる人もいます。
学業とか仕事とか優先するものは人
それぞれですし、活動できる範囲で
参加してもらえれば大丈夫なので、ぜ
ひ入ってみてください。
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なぜ学生消防団員になろうと
考えましたか？
　 大学生活を遊びじゃないところで
忙しくしたいと思っていました。
そんなときに大学の講義の中で、市
の職員の方から消防団活動の話を聞
いて、入団を考えました。
　 サークルをやっていなかったた
め、何かやりたかったんですよね。
　 私は消防団の方から誘われたの
がきっかけですね。普通の大学生で
は体験できないことができると思っ
て入りました。

消防団で活動した経験を、
今後どのように
生かしていきたいですか？  
　 地元に帰ってからも引き続き消防
団員として活動したいです。明確な
役割があるので、とてもやりがいがあ
ります。
　 消防団活動を続けたという経験が
これからの自信になると思います。自
分の人間としての幅が広がりました。
　 消防団の方が、多くのイベントを
裏方として支えているということが
わかりました。自分がイベントを運営

原則として１８歳以上で、その市町村に
居住・勤務している方ならどなたでも入団
することができます。（市町村によって入
団資格がある場合があります。）
詳細や入団方法については、お住まいか
お勤め先の市役所・町村役場にお問い合
わせください。

プロフィール
３人とも長野大学環境ツー
リズム学部の学生。
上田市消防団の本部付団員
として、予防広報活動や教
育訓練等に従事している。

平成 30 年４月入団平成 30 年２月入団平成 30 年１月入団

（長野大学環境ツーリズム学部２年生） （長野大学環境ツーリズム学部２年生） （長野大学環境ツーリズム学部４年生）

する立場になった時にも、そのような
方々に支えてもらっているという視
点が持てると思います。

学生として消防団に入って
よかったことはありますか？
　 様々な行事やいろいろな人と関わ
ることができることですね。
　 いろいろな経験ができるので、学
生の本分においてもできることの幅
が広がりました。
　 私は県外から来たので、上田市に
は知り合いが居なかったのですが、
消防団に入ったことで知り合いが増
えました。

消防団に入ってみようか
迷っている学生の方に
メッセージをお願いします 
　　 消防団に入ることにデメリットっ
てないんですよね。学業に影響があ
るほど忙しくて大変ということもあり
ません。
地域に貢献できる一つのあり方です
し、県外から来た学生としては、地元
に溶け込むことができます。入ってみ
ると、きっと良い体験ができますよ。

わたしたちは

しています。

さまざまな

シーンで

活躍

わたしたちは

しています。

さまざまな

シーンで

活躍

A

消防団には
誰でも入れますか？

消防団のQ&A

Q

市町村から年額報酬や、災害対応や訓練
に出動した際の出動手当が支給されま
す。（金額は市町村によって異なります。）
この他に、消防団活動に必要となる被服
の貸与や、勤務期間に応じた退職報償金
が支給されます。

A

消防団の待遇は
どうなっていますか？Q

長野県では消防団員が登録店舗で様々
な特典を受けることができる「信州消防
団員応援ショップ事業」を実施していま
す。（登録店舗数：1,342店舗（H30.3.31現在））

また、市町村によっては、就職活動の際に
自己PR等に活用できる「学生消防団活
動認証制度」（市町村長が消防団活動を
行ったことを証明する制度）があります。

A

その他に消防団に
入るメリットって
ありますか？

Q

消防団活動中に負傷した場合は、公務災
害補償として療養補償、休業補償、傷病
補償年金、障害補償等の補償が行われま
す。詳細については市町村がそれぞれ条
例で定めています。

A

もし消防団活動で
ケガをしたら
どうなりますか？

わたしたちが
インタビューしてきました！

Q

疑問に

お答えします！

夷

夷

山

若

若

山

夷

山

若

3人

わ か す ぎ ゆ う た い と う ゆ う き や ま が み つ ば さ

長野県立大学こども学科１年生

榎田 美波（えのきだ みなみ）　  山内 美優（やまうち みゆう）

インタビューをしてみて、消防団員のみなさんは、大きな災害が起
こったときのための訓練や火災防止のための広報活動など、住民に
寄り添った様々な活動をしていることを知りました。
今回学んだことを生かして、防災訓練への参加や避難経路の確認な
ど幼少期からの防災教育についても勉強していきたいと思います。

インタビュアー紹介

学生消防団員
上田市消防団
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学生消防団員
上田市消防団



〒380-8570　長野市大字南長野字幅下692-2　TEL：026-235-7182　FAX：026-233-4332

総務省消防庁「企業・大学等との連携による女性・若者等の消防団加入支援事業」
長野県危機管理部消防課

女性消防団員・学生消防団員
活躍推進パンフレット

長野県危機管理部消防課

長野県PRキャラクター
「アルクマ」

わたしたち

活躍中！


