Ⅳ

今後の施策の展開方策

災害から地域住民を守り、安心・安全を確保するには、常備消防だけでは、十
分な対応ができないことから、各市町村では消防団、自主防災組織が連携した地
域防災体制を作り、災害に強い地域とする必要がある。
各市町村は、地域に必要な消防団、自主防災組織等を維持し堅固な防災体制を
確立することが重要であるが、消防団員が減少傾向にあり、防災体制を確立・維
持することに苦慮している地域も在ることから、地域住民が参加しやすい消防団
の活動環境の整備を図る必要がある。
そこで、本検討会では、地域住民・事業所が参加しやすい消防団の活動環境の
整備について、消防団側からの視点、住民・事業所側の視点の両面から検討を行
い幾つかの対応策の提言を行った。この提言を施策に反映していくため、提言の
具現化策・留意点、施策展開方策を最後に取りまとめた。

１

多様化に向け市町村が導入可能な消防団制度

提言した消防団組織・制度の多様化の幾つかの対応策を基に、今後、各市町村
・消防団が導入することが可能な制度と留意点を取りまとめた。

(1)

消防団制度の多様化事例

《事例１》

役割もしくは活動を限定した消防団員

消防団活動をすべて行う消防団員（基本団員）を基幹とし、補完する団員と
して特定の役割・活動及び大規模災害等に参加する団員（機能別団員）を認め
る制度
①

機能別団員

【対

象】地域住民及び勤務者
（役割・活動によって対象者を制限することも可能）
【役割・活動】各消防団で特定の役割・活動を設定（大規模災害には出動）
（例：災害対応、大規模災害、団員指導、予防広報等）
【身 分 等】消防団員 （原則として、基本団員と同様に分団・部に所属）
【階
級】各消防団で設定 （基本団員とは区別し、階級固定、昇任の制限も可能）
【被
服】各消防団で活動内容によって決定
【要
件】担当する活動・役割に対する最低限の知識・技術
【処
遇 】報
酬：年額報酬を基本団員より低い額に設定することも可能であるし 、
年額報酬を支給せず、日額報酬とすることも可能
出動手当 ：基本団員と同額を支給
（活動種別によって異なる金額を設定することも可能）
公務災害 ：基本団員と同じ
退職報償金：基本団員と同じ

②

制度導入上の利点・留意点
この制度には、次のような利点・留意点が考えられる。市町村・消防団は、

導入に当たっては団員の理解を得ることに十分配意する必要がある。
〔利点〕
・地域住民、勤務者等、幅広い層の人々の入団が容易
・基本団員に近い技術・能力を保有する団員の確保が比較的容易
・災害発生時に、対応に必要な団員の確保が可能
〔留意点〕
・一つの分団の中に、異なる制度の団員がいるので、指揮系統の明確化に配慮
・消防団の伝統が変更されることから、基本団員の士気に配慮
・基本団員と機能別団員の一体感の醸成に配慮
・機能別団員のモチベーションが低下しないよう配慮
③

具体的な運用例
全国の消防団で、既に行われている例を参考に、機能別団員の具体例を幾つ

か挙げると、次のような事例が考えられる。
ⅰ

職団員ＯＢ団員

職団員のＯＢを特定の災害等だけに出動する団員として採用する制度、昼間時間帯に災害
に対応する団員を確保できない消防団、大規模災害発生時に必要な団員を確保できない消
防団で効果的であり、職団員のＯＢを採用することで知識・技術を保有する団員の確保が可
能である。
【対
象】職団員の経験者（ＯＢ）
【役割・活動】特定の災害（大規模災害等には出動 ）、行事、訓練（入団時に設定）
【身 分 等】消防団員
【階
級】一定の階級に固定（昇任はなし）
【被
服】活動服のみを貸与
【要
件】一定以上の経験を有するか、一定以上の階級にあり、災害活動に十分な知
識・技術を保有
【処
遇】報
酬 ：出動時に日額報酬
出動手当 ：基本団員と同額を支給
公務災害 ：基本団員と同様に補償
退職報償金：団員は年限を継続して加算
一旦退団した職団員は新規に年限を計算

ⅱ

指導者団員

職団員幹部のＯＢを消防団の訓練指導者として採用する制度、団員の訓練指導者が少な
い消防団、地域の防災訓練の指導者が不足している消防団などで効果的であり、職団員幹
部の活用により、効果的な訓練の実施が可能になる。
【対
象】職団員ＯＢで管理職経験者

【役割・活動】消防団員及び地域住民の訓練指導（災害出動は大規模災害限定）
【身 分 等】消防団員（本団もしくは分団付け）
【階
級】部長
【被
服】活動服のみ支給
【要
件】消防職員にあっては司令、団員にあっては分団長以上
【処
遇】報
酬 ：基本団員の部長よりも低額な年額報酬
出動手当 ：訓練手当の支給若しくは指導員手当を設定
公務災害 ：基本団員と同様に補償
退職報償金：団員は年限を継続して加算
一度退団した職団員は新規に年限を計算

ⅲ

大規模災害団員

出動する災害を大規模災害等に特定した団員を採用する制度、大規模災害時に現有の
団員だけでは十分な対応できない消防団で有効で、活動範囲を制限することで団員確保
は比較的容易になるが、一定の知識・技術を確保・維持するための研修が必要となる。
また、自主防災組織のリーダーの入団による防災体制の強化も可能である。
【対
象】地域住民及び勤務者
【役割・活動】大規模災害及び同訓練
【身 分 等】消防団員
【階
級】団員の階級に固定（昇任はなし）
【被
服】活動服のみを貸与
【要
件】入団時及び年１回一定の訓練を実施
【処
遇】報
酬 ：出動時に日額報酬
出動手当 ：基本団員と同額を支給
公務災害 ：基本団員と同じ
退職報償金：団員の階級で年限を加算

ⅳ

勤務地団員

中心市街地や昼間人口が減少する地域で、勤務しているサラリーマン等を団員として採用
する制度で、昼間時間帯の消防力確保に有効である。出動する災害・訓練、居住地に帰る
夜間・休日の活動について、事業所及び入団者とあらかじめ決めておく必要がある。
【対
象】管内事業所勤務者（自衛消防組織隊員など）
【役割・活動】入団時に定めた活動（大規模災害には勤務地の安全確認の後、出動）
【身 分 等】消防団員
【階
級】一定の階級以下に制限
【被
服】活動内容によって決定
【要
件】入団時に一定の訓練を実施
【処
遇】報
酬 ：出動時に日額報酬
出動手当 ：基本団員と同額を支給
公務災害 ：基本団員と同じ
退職報償金：基本団員と同じ

《事例２》役割もしくは活動を限定した消防分団
消防団活動をすべて行う消防団員（基本団員）で構成する分団を基幹の組織
とし、補完する組織として特定の役割・活動及び大規模災害等に参加する団員
で構成する分団（機能別分団）を消防団に設置可能とする制度
①

機能別分団
【対

象】地域住民及び勤務者全般
（役割・活動によって対象を制限することは可能）
【役割・活動】消防団内で特定の役割・活動を設定（大規模災害等には出動）
（例：災害対応、大規模災害、予防広報等）
【身 分 等】消防団員
【組 織 等】同一の活動・役割を行う団員で分団を構成
【管 轄 区 域】消防団管轄区域全体（制限も可能）
【階
級】各消防団で設定（階級固定、昇任の制限も可能）
【被
服】各消防団で活動内容によって決定
【要
件】担当する活動・役割に対する最低限の知識・技術
【処
遇】報
酬 ：ア 年額報酬（基本団員より低い額に設定可能）
イ 日額報酬
出動手当 ：基本団員と同額を支給
（活動種別によって異なる金額を設定可能）
公務災害 ：基本団員と同じ
退職報償金：基本団員と同じ

②

運用上の利点・留意点
この制度には、次のような利点・留意点が考えられる。市町村・消防団は、

導入に当たっては団員の理解を得ることに十分配意する必要がある。
〔利点〕
・事業所、地域組織の参加が容易
・火災予防、広報等、分団独自の活動の機動的な展開が可能
・災害発生時に、対応に必要な団員の確保が可能
〔留意点〕
・一つの団に、複数の制度による団員がいるので、指揮系統の明確化に配慮
・機能別分団員の帰属意識が低くならないよう団の一体感の醸成に配慮
・他の分団との連携について配慮
③

具体的な運用例
全国の消防団で、既に行われている例を参考に、機能別分団の具体例を幾つ

か挙げると、次のような分団が考えられる。

ⅰ

女性分団

平素から地域コミュニティと密接な関係を持ち、地域状況にも詳しい女性の能力を生かす
目的で、火災予防・広報の活動に重点を置いて分団を設置する制度、女性の活動の場を広
げる効果が期待されるが、大規模災害等への出動を検討する必要がある。
【対
象】女性
【役割・活動】火災予防活動（高齢者宅訪問等 ）、広報活動など団で選択
（大規模災害には出動、また、昼間時間帯に消防力が不足する地域では消
防活動）
【身 分 等】消防団員
【組 織 等】本団直轄分団
【管 轄 区 域】消防団管轄区域全体
【階
級】分団長・部長・班長・団員（昇任は団で検討）
【被
服】制服のみを貸与（活動服は活動内容による）
【要
件】活動に関する十分な知識・技術を保有（研修を実施）
【処
遇】報
酬 ：年額報酬
出動手当 ：基本団員と同額の訓練手当等を支給
公務災害 ：基本団員と同じ
退職報償金：基本団員と同じ

ⅱ

大規模災害分団

出動する災害を震災や水災などの大規模災害時に特定し、分団を設置する制度。活動
内容を制限することで団員確保は比較的容易になるが、団員の知識・技術を確保するた
めの研修が必要である。
地域の災害特性によって、震災・水災・林野火災等に特化することも可能である。
【対
象】地域住民及び勤務者
【役割・活動】大規模災害及び同訓練
【身 分 等】消防団員
【組 織 等】本団直轄分団
【管 轄 区 域】消防団管轄区域全体
【階
級】分団長と団員（団員に昇任はなし）
【被
服】活動服のみを貸与
【要
件】入団時及び年に数回一定の訓練を実施
【処
遇】報
酬 ：出動時に日額報酬
出動手当 ：基本団員と同額を支給
公務災害 ：基本団員と同じ
退職報償金：団員の階級で在職年数を算入

ⅲ

勤務地分団

中心市街地や昼間人口が減少する地域で、事業所単位で分団を設置する制度。消防力
確保に有効であるが、勤務時間中の出動等を考慮する必要がある。
【対
象】管内事業所勤務者（自衛消防組織隊員など）
【役割・活動】入団時に定めた活動（大規模災害には勤務地の安全確認の後、出動）
【身 分 等】消防団員

【組 織 等】事業所で分団を編成
【管 轄 区 域】事業所周辺区域
【階
級】分団長、以下組織構成による
【被
服】活動服を貸与
【要
件】入団時に一定の訓練を実施
【処
遇】報
酬 ：出動時に日額報酬
出動手当 ：基本団員と同額を支給
公務災害 ：基本団員と同じ
退職報償金：基本団員と同じ

(2)

休団制度
消防団員の多くは生業を持ち、家庭を持って活動していることから、仕事や

家庭の都合により 、一定の期間やむを得ず消防団活動に携われない場合がある 。
このような団員が訓練・活動について経験があり、消防団にとっては貴重な戦
力であることから、一定期間にかぎり消防団活動から離れ、都合がついた時点
で復帰できる制度
①

基本的制度

【対
象】全団員
【休団の承認等】団長が本人の申請に基づき承認
【休団中の活動】すべての活動に不参加（大規模災害に限り出動可）
【身
分】団員の身分を保有
【期
間】年もしくは月単位
【休団中の処遇】報
酬 ：不支給
出動手当 ：団員と同額を支給
公務災害 ：団員と同じ
退職報償金：休団期間中は在職年数に不算入

②

運用上の利点・留意点
この制度には、次のような利点・留意点が考えられるが、団員が消防団活動

を継続するためには望ましい制度なので、市町村・消防団は、本制度を理解し
導入することが望まれる。
〔利点〕
・一定期間活動に参加できない団員の団活動の継続が容易
・大規模災害発生時には必要な団員の確保が可能
〔留意点〕
・長期間の休団とならないよう期間に制限を設けることが必要

(3)
①

人材活用制度
団員採用要件の緩和

性別、勤務地、年齢、居住地等の条例上の入団制限を見直し、大学生、被
雇用者、女性、職団員ＯＢなど幅広い層が入団でき、それぞれが得意分野を
生かして活動できる制度とする必要がある。
②

受入体制の整備
幅広い層の入団を推進するためには、消防団側が消防団の様々な役割を基
本団員が分担して実施する体制を整備したり、機能別団員・機能別団員を制
度化するなど、入団者の能力を発揮できる環境を整えておく必要がある。

(4)

導入に当たっての留意事項

①

消防団が選択・改善しての導入
本検討会において提案した各制度は、全消防団が共通して導入する制度と

して提案したものではなく、各消防団が基本的な制度を補完する制度として
選択して採用するできるものとして提案したものである。地域で必要な団員
を確保する制度の多様化が必要な市町村・消防団は、各提案の中から自分た
ちの地域に適した制度を選択し、提案の具現化による消防団の充実を図って
いく必要がある。
なお、必要に応じて改善して具現化することが望ましい。
②

既存制度との調整
機能別団員、機能別分団制度を導入した場合、当該団員は基本団員と比較

して活動が平易であることから、基本団員が機能別団員に移行することや、
基本団員の士気に影響することが危惧される。また、新たな制度は市町村の
費用負担が一定減額されることから、市町村が消防団全体をこの制度に変更
することも懸念される。
本検討会で提言した消防団制度の多様化については、消防団は基本的な制
度を基本とし、不足する部分を機能別団員・分団で補完することが目的であ
ることを消防団、市町村、団員が理解し、既存制度と均衡のとれた制度導入
を行う必要がある。

２
(1)

事業所・住民等の理解と協力を得るための施策の展開
防災体制に関する協議の場の設定
地域において、事業所・住民の消防団に対する理解を深め、協力を得るため

には、市町村、消防団が中心となり、地域の防災体制を検討･協議をする場を設
け、普段からのお互いの意見を出し合い、協力の範囲・方法を協議しておくこ
とが必要である。

(2)

事業所・住民意向調査の検討
各地域における事業所の考え方を知り、協力を得るための意向調査が提言さ

れたことを踏まえ、国では今年度中を目処に、日本商工会議所、社団法人日本
経済団体連合会等の協力を得て、事業所に対するアンケート調査を実施し、事
業所側の考え方を把握した上で課題を整理し、事業所が協力しやすい制度、Ｃ
ＳＲの一環として取り組める制度、サラリーマンが参加しやすい制度等の検討
を実施する必要がある。
また、地域住民の意向も把握する必要があることから、各都道府県・市町村
単位で住民の意向調査の実施を検討していくことが望ましい。

(3)

広報施策の更なる展開
団員確保検討会の検討結果を受けて、国では幾つかの広報施策を展開してお

り、今後も引き続き各広報施策を展開していく必要がある。さらに、広報施策
を効果的に展開するために、視覚に訴えることが重要であることから、国、都
道府県、市町村で消防団の活動を映像、画像として収集し、あらゆる機会を通
じて広報媒体への露出を図っていく必要がある。

３

消防団の更なる発展

消防団については、地域の安心・安全を確保する組織として住民から高い期待
が寄せられているが、社会環境の変化に伴い、団員数の減少が続いている。国、
都道府県、市町村、消防団が過去、様々な充実強化策を展開しているが、まだ十
分とはいえない。
本検討会では、社会の変化に対応して消防団も変わる必要があるとの消防団側
からの視点を中心に、消防団の制度の多様化という新たな取組を提言し、具現化
策を提案した。この提案が、多くの消防団で活用され、消防団の充実強化ひいて
は地域の防災体制の充実に寄与することが期待される。
また、今後、消防団を一層拡充するためには、消防団に参加する地域住民、事
業所のニーズを把握した上で、参加しやすく、協力しやすい組織・制度を更に検
討することが必要となる。

