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ⅠⅠⅠⅠ    背背背背    景景景景    

１１１１    鹿沼市の概要鹿沼市の概要鹿沼市の概要鹿沼市の概要    

本市は、栃木県の県央西部に位置し、面積４９０．６４平方キロメートルの約７割は本市は、栃木県の県央西部に位置し、面積４９０．６４平方キロメートルの約７割は本市は、栃木県の県央西部に位置し、面積４９０．６４平方キロメートルの約７割は本市は、栃木県の県央西部に位置し、面積４９０．６４平方キロメートルの約７割は

森林が占めており、人口は９９，０００人余りです。森林が占めており、人口は９９，０００人余りです。森林が占めており、人口は９９，０００人余りです。森林が占めており、人口は９９，０００人余りです。    

市域には、北西部の奥深い山々を源とした幾筋もの清流が流れ、南西部には緑豊かな市域には、北西部の奥深い山々を源とした幾筋もの清流が流れ、南西部には緑豊かな市域には、北西部の奥深い山々を源とした幾筋もの清流が流れ、南西部には緑豊かな市域には、北西部の奥深い山々を源とした幾筋もの清流が流れ、南西部には緑豊かな

田園地帯、東部には高速交通網を活用した産業地帯を形成し、豊かな自然と歴史、文化、田園地帯、東部には高速交通網を活用した産業地帯を形成し、豊かな自然と歴史、文化、田園地帯、東部には高速交通網を活用した産業地帯を形成し、豊かな自然と歴史、文化、田園地帯、東部には高速交通網を活用した産業地帯を形成し、豊かな自然と歴史、文化、

産業が調和されたまちです。また、豊富な森林資源を利用した木工業が盛んで、「木工産業が調和されたまちです。また、豊富な森林資源を利用した木工業が盛んで、「木工産業が調和されたまちです。また、豊富な森林資源を利用した木工業が盛んで、「木工産業が調和されたまちです。また、豊富な森林資源を利用した木工業が盛んで、「木工

のまち」の地位を確立するとともに、市域から産出される鹿沼土は、保水性と通気性にのまち」の地位を確立するとともに、市域から産出される鹿沼土は、保水性と通気性にのまち」の地位を確立するとともに、市域から産出される鹿沼土は、保水性と通気性にのまち」の地位を確立するとともに、市域から産出される鹿沼土は、保水性と通気性に

優れ、園芸用土として全国的に知られています。優れ、園芸用土として全国的に知られています。優れ、園芸用土として全国的に知られています。優れ、園芸用土として全国的に知られています。    

昭和２３年に旧鹿沼町が市制を施行し、それ以降、近隣の９か村との合併に伴って行昭和２３年に旧鹿沼町が市制を施行し、それ以降、近隣の９か村との合併に伴って行昭和２３年に旧鹿沼町が市制を施行し、それ以降、近隣の９か村との合併に伴って行昭和２３年に旧鹿沼町が市制を施行し、それ以降、近隣の９か村との合併に伴って行

政区域が広がり、平成１８年１月１日には粟野町と合併し、美しい自然環境と特色ある政区域が広がり、平成１８年１月１日には粟野町と合併し、美しい自然環境と特色ある政区域が広がり、平成１８年１月１日には粟野町と合併し、美しい自然環境と特色ある政区域が広がり、平成１８年１月１日には粟野町と合併し、美しい自然環境と特色ある

地域文化や産業など更なる魅力を加えました。地域文化や産業など更なる魅力を加えました。地域文化や産業など更なる魅力を加えました。地域文化や産業など更なる魅力を加えました。    
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２２２２    鹿沼市消防団の概要鹿沼市消防団の概要鹿沼市消防団の概要鹿沼市消防団の概要    

鹿沼市消防団は、１本部、１４分団、５５部、条例定数８３５名体制で組織され、消鹿沼市消防団は、１本部、１４分団、５５部、条例定数８３５名体制で組織され、消鹿沼市消防団は、１本部、１４分団、５５部、条例定数８３５名体制で組織され、消鹿沼市消防団は、１本部、１４分団、５５部、条例定数８３５名体制で組織され、消

防ポンプ車３０台、小型動力ポンプ付積載車２９台、災害活動車等２台が配備されてい防ポンプ車３０台、小型動力ポンプ付積載車２９台、災害活動車等２台が配備されてい防ポンプ車３０台、小型動力ポンプ付積載車２９台、災害活動車等２台が配備されてい防ポンプ車３０台、小型動力ポンプ付積載車２９台、災害活動車等２台が配備されてい

ます。ます。ます。ます。    

日頃から消防団員は、郷土愛の高い士気を持って多様化する災害に備えた訓練に努め日頃から消防団員は、郷土愛の高い士気を持って多様化する災害に備えた訓練に努め日頃から消防団員は、郷土愛の高い士気を持って多様化する災害に備えた訓練に努め日頃から消防団員は、郷土愛の高い士気を持って多様化する災害に備えた訓練に努め

ており、災害時には身近な防災リーダーとして、平時には地域コミュニティを支える地ており、災害時には身近な防災リーダーとして、平時には地域コミュニティを支える地ており、災害時には身近な防災リーダーとして、平時には地域コミュニティを支える地ており、災害時には身近な防災リーダーとして、平時には地域コミュニティを支える地

域づくりの担い手として、地域で重要な役割を果たしております。域づくりの担い手として、地域で重要な役割を果たしております。域づくりの担い手として、地域で重要な役割を果たしております。域づくりの担い手として、地域で重要な役割を果たしております。    

平成２４年３月に策定された第６次鹿沼市総合計画においては、少子高齢化の進展平成２４年３月に策定された第６次鹿沼市総合計画においては、少子高齢化の進展平成２４年３月に策定された第６次鹿沼市総合計画においては、少子高齢化の進展平成２４年３月に策定された第６次鹿沼市総合計画においては、少子高齢化の進展等等等等

による人口減少が示されており、限られた資源の中で消防団の充実強化を進めていく必による人口減少が示されており、限られた資源の中で消防団の充実強化を進めていく必による人口減少が示されており、限られた資源の中で消防団の充実強化を進めていく必による人口減少が示されており、限られた資源の中で消防団の充実強化を進めていく必

要があることから、消防団の充実強化の基本的な方針となる「鹿沼市消防団充実強化ビ要があることから、消防団の充実強化の基本的な方針となる「鹿沼市消防団充実強化ビ要があることから、消防団の充実強化の基本的な方針となる「鹿沼市消防団充実強化ビ要があることから、消防団の充実強化の基本的な方針となる「鹿沼市消防団充実強化ビ

ジョン」を平成２５年３月に策定しました。ジョン」を平成２５年３月に策定しました。ジョン」を平成２５年３月に策定しました。ジョン」を平成２５年３月に策定しました。    

本市では、平成１８年１月に旧粟野町と本市では、平成１８年１月に旧粟野町と本市では、平成１８年１月に旧粟野町と本市では、平成１８年１月に旧粟野町と合併合併合併合併したしたしたした以降以降以降以降、、、、消防団員消防団員消防団員消防団員の減少傾向がの減少傾向がの減少傾向がの減少傾向が続いて続いて続いて続いて

おり、消防団充実強化ビジョンに基づいたおり、消防団充実強化ビジョンに基づいたおり、消防団充実強化ビジョンに基づいたおり、消防団充実強化ビジョンに基づいた施策を計画的に進めて施策を計画的に進めて施策を計画的に進めて施策を計画的に進めてききききました。ました。ました。ました。平成２６年平成２６年平成２６年平成２６年

４月に４月に４月に４月には団本部には団本部には団本部には団本部に女女女女性部性部性部性部（（（（愛愛愛愛称称称称「さ「さ「さ「さつき隊つき隊つき隊つき隊」」」」））））をををを設設設設置し置し置し置して、て、て、て、女女女女性性性性消防団員を消防団員を消防団員を消防団員を任任任任用用用用するとするとするとすると

ともに、ともに、ともに、ともに、消防団消防団消防団消防団ササササポートポートポートポート店事店事店事店事業の業の業の業の開始開始開始開始やややや入入入入団要団要団要団要件件件件のののの緩緩緩緩和、和、和、和、ピピピピーーーーアアアアールビールビールビールビデオデオデオデオの制の制の制の制作作作作などなどなどなど、、、、

魅力ある消防団魅力ある消防団魅力ある消防団魅力ある消防団作作作作りを進め、りを進め、りを進め、りを進め、一一一一定の定の定の定の効効効効果を果を果を果を上げ上げ上げ上げててててききききたとこたとこたとこたところろろろです。です。です。です。    
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３３３３    自然災害の発生自然災害の発生自然災害の発生自然災害の発生    

本市では、平成２６年２月の本市では、平成２６年２月の本市では、平成２６年２月の本市では、平成２６年２月の大雪大雪大雪大雪に伴に伴に伴に伴う倒う倒う倒う倒木によって多数の木によって多数の木によって多数の木によって多数の家屋家屋家屋家屋がががが破損破損破損破損したり、したり、したり、したり、道路道路道路道路

が通行が通行が通行が通行不能不能不能不能になったりになったりになったりになったりするとともに、するとともに、するとともに、するとともに、農農農農業用施業用施業用施業用施設設設設や工や工や工や工場場場場、、、、倉庫倉庫倉庫倉庫等に等に等に等に大き大き大き大きなななな被被被被害が害が害が害が発生発生発生発生しししし

ました。また、ました。また、ました。また、ました。また、同同同同年８月には年８月には年８月には年８月には竜巻竜巻竜巻竜巻によってによってによってによって多数の多数の多数の多数の家屋家屋家屋家屋等が等が等が等が被被被被災し災し災し災し、自然災害によって市、自然災害によって市、自然災害によって市、自然災害によって市

民生民生民生民生活に活に活に活に大き大き大き大きな支な支な支な支障障障障がががが生じ生じ生じ生じたとこたとこたとこたところろろろですですですです。。。。これらの災害を通これらの災害を通これらの災害を通これらの災害を通じじじじてててて、、、、消防団員が消防団員が消防団員が消防団員が住民避難住民避難住民避難住民避難

やややや救助救助救助救助活動等に積活動等に積活動等に積活動等に積極極極極的に的に的に的に関わ関わ関わ関わっていく必要性が高まってくるとともに、っていく必要性が高まってくるとともに、っていく必要性が高まってくるとともに、っていく必要性が高まってくるとともに、救助救助救助救助資資資資機材機材機材機材の１の１の１の１

つつつつであるであるであるであるチチチチェェェェーンーンーンーンソソソソーを用いた活動が災害ーを用いた活動が災害ーを用いた活動が災害ーを用いた活動が災害応急対応応急対応応急対応応急対応にににに有効有効有効有効的であるとの的であるとの的であるとの的であるとの意見意見意見意見がががが挙挙挙挙がっがっがっがっ

ててててききききましたましたましたました。。。。    

これをこれをこれをこれを契機契機契機契機としとしとしとしましてましてましてまして、平成２６年６月に、平成２６年６月に、平成２６年６月に、平成２６年６月にはははは専門講師専門講師専門講師専門講師によるによるによるによるチェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーーーー取扱取扱取扱取扱の基の基の基の基礎礎礎礎

的な的な的な的な研修会研修会研修会研修会をををを開催開催開催開催しししし、、、、消防団員消防団員消防団員消防団員５５名が５５名が５５名が５５名が受講受講受講受講ししししました。ました。ました。ました。受講受講受講受講した消防団員には、した消防団員には、した消防団員には、した消防団員には、大変大変大変大変好好好好

評評評評でででで有意義有意義有意義有意義なななな研修会研修会研修会研修会であったこともありであったこともありであったこともありであったこともあり、、、、労働安労働安労働安労働安全全全全衛生規則衛生規則衛生規則衛生規則で定める「で定める「で定める「で定める「伐伐伐伐木木木木等の業等の業等の業等の業務務務務にににに

係係係係る特る特る特る特別教育別教育別教育別教育」に」に」に」に対対対対するするするする要要要要望望望望もももも多くなって多くなって多くなって多くなってききききましましましました。た。た。た。    

    

    

        

大雪大雪大雪大雪によるによるによるによる被被被被害害害害（（（（平成２６年２平成２６年２平成２６年２平成２６年２月月月月））））    

    

        

竜巻竜巻竜巻竜巻によるによるによるによる被被被被害害害害（（（（平成２６年８平成２６年８平成２６年８平成２６年８月月月月））））    
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チェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーーーー取扱研修会（取扱研修会（取扱研修会（取扱研修会（平成２６年６月平成２６年６月平成２６年６月平成２６年６月））））    

    

    

    

    

    

    

    

        

参参参参        考考考考 

○労働安全衛生法（昭和４７年６月８日法律第５７号）○労働安全衛生法（昭和４７年６月８日法律第５７号）○労働安全衛生法（昭和４７年６月８日法律第５７号）○労働安全衛生法（昭和４７年６月８日法律第５７号） 

（安全衛生教育）（安全衛生教育）（安全衛生教育）（安全衛生教育）  

第５９条第５９条第５９条第５９条    事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定め事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定め事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定め事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定め

るところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければ

ならない。ならない。ならない。ならない。  

２２２２    前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。  

３３３３    事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるとき事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるとき事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるとき事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるとき

は、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別のは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別のは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別のは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の

教育を行なわなければならない。教育を行なわなければならない。教育を行なわなければならない。教育を行なわなければならない。 

○労働安全衛生規則（昭和４７年９月３０日労働省令第３２号）○労働安全衛生規則（昭和４７年９月３０日労働省令第３２号）○労働安全衛生規則（昭和４７年９月３０日労働省令第３２号）○労働安全衛生規則（昭和４７年９月３０日労働省令第３２号） 

（特別教育を必要とする業務）（特別教育を必要とする業務）（特別教育を必要とする業務）（特別教育を必要とする業務）  

第３６条第３６条第３６条第３６条    法第５９条第３項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりと法第５９条第３項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりと法第５９条第３項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりと法第５９条第３項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりと

する。する。する。する。  

一～七一～七一～七一～七    （略）（略）（略）（略） 

八八八八    胸高直径が７０センチメートル以上の立木の伐木、胸高直径が２０センチメートル以上胸高直径が７０センチメートル以上の立木の伐木、胸高直径が２０センチメートル以上胸高直径が７０センチメートル以上の立木の伐木、胸高直径が２０センチメートル以上胸高直径が７０センチメートル以上の立木の伐木、胸高直径が２０センチメートル以上

で、かつ、重心が著しく偏している立木で、かつ、重心が著しく偏している立木で、かつ、重心が著しく偏している立木で、かつ、重心が著しく偏している立木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又

はかかり木でかかつている木の胸高直径が２０センチメートル以上であるものの処理の業はかかり木でかかつている木の胸高直径が２０センチメートル以上であるものの処理の業はかかり木でかかつている木の胸高直径が２０センチメートル以上であるものの処理の業はかかり木でかかつている木の胸高直径が２０センチメートル以上であるものの処理の業

務（第六号の二に掲げる業務を除く。）務（第六号の二に掲げる業務を除く。）務（第六号の二に掲げる業務を除く。）務（第六号の二に掲げる業務を除く。）  

八の二八の二八の二八の二    チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務（前号に掲チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務（前号に掲チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務（前号に掲チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務（前号に掲

げる業務を除く。）げる業務を除く。）げる業務を除く。）げる業務を除く。） 

九～三十九九～三十九九～三十九九～三十九    （略）（略）（略）（略） 
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ⅡⅡⅡⅡ    事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要    

１１１１    目目目目    的的的的    

チェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーのーのーのーの取扱取扱取扱取扱方方方方法法法法等の等の等の等の習得習得習得習得を通を通を通を通じじじじて、消防団員のて、消防団員のて、消防団員のて、消防団員の救助救助救助救助活動等活動等活動等活動等にににに対対対対するするするする意欲意欲意欲意欲向向向向上上上上

をををを図図図図り、り、り、り、積積積積極極極極的な災害的な災害的な災害的な災害対応対応対応対応活動を活動を活動を活動を推推推推進進進進ししししながらながらながらながら、、、、幅幅幅幅広い広い広い広い層層層層の人の人の人の人達達達達のののの消防団消防団消防団消防団加加加加入入入入をををを促促促促進進進進すすすす

ることをることをることをることを目目目目的とします的とします的とします的とします。。。。    

    

２２２２    事業内容事業内容事業内容事業内容    

災害時にお災害時にお災害時にお災害時におけけけけるるるるチェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーを用いたーを用いたーを用いたーを用いた救助救助救助救助活動等を活動等を活動等を活動等を安安安安全か全か全か全かつ円滑つ円滑つ円滑つ円滑に実施するために、に実施するために、に実施するために、に実施するために、

労働安労働安労働安労働安全全全全衛生規則衛生規則衛生規則衛生規則で定めるで定めるで定めるで定める「「「「伐伐伐伐木等の業木等の業木等の業木等の業務務務務にににに係係係係る特る特る特る特別教育別教育別教育別教育」の」の」の」の修了者修了者修了者修了者をををを養養養養成する成する成する成するとともとともとともととも

に、特に、特に、特に、特別教育修了別教育修了別教育修了別教育修了におにおにおにおけけけけるるるる消防団加消防団加消防団加消防団加入入入入ののののイイイインンンンセセセセンティンティンティンティブブブブをををを調調調調査査査査しますしますしますします。。。。    

    

３３３３    実施期間実施期間実施期間実施期間    

平成２７年平成２７年平成２７年平成２７年    ８月１０８月１０８月１０８月１０日日日日（（（（月月月月））））からからからから    平成２８年平成２８年平成２８年平成２８年    １１１１月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（木木木木））））までまでまでまで    

    

４４４４    事業スケジュール事業スケジュール事業スケジュール事業スケジュール    

年月年月年月年月    

内容内容内容内容    

平成２７年平成２７年平成２７年平成２７年    平成２８年平成２８年平成２８年平成２８年    

６月６月６月６月    ７月７月７月７月    ８月８月８月８月    ９月９月９月９月    11110000月月月月    11111111 月月月月    12121212 月月月月    １月１月１月１月    ２月２月２月２月    

事事事事業計画業計画業計画業計画・・・・    

打打打打合合合合せせせせ    
                                    

事前周事前周事前周事前周知知知知・・・・    

受講者募集受講者募集受講者募集受講者募集    
                                    

特特特特別教育開別教育開別教育開別教育開

催（催（催（催（３３３３回）回）回）回）    
                                    

アアアアンンンンケケケケートートートート

集集集集計計計計・・・・報告報告報告報告

書作書作書作書作成成成成    
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５５５５    実施体制実施体制実施体制実施体制    

本市消防団が実施本市消防団が実施本市消防団が実施本市消防団が実施主主主主体となり、林業体となり、林業体となり、林業体となり、林業・・・・木木木木材製造材製造材製造材製造業業業業労働労働労働労働災害防災害防災害防災害防止協会（止協会（止協会（止協会（林災防林災防林災防林災防））））栃木県栃木県栃木県栃木県

支部から支部から支部から支部から講師派遣講師派遣講師派遣講師派遣やややや技術指導技術指導技術指導技術指導をををを受け受け受け受けて実施しますて実施しますて実施しますて実施します。必要に。必要に。必要に。必要に応じ応じ応じ応じてててて、本市消防本部、本市消防本部、本市消防本部、本市消防本部・・・・消防消防消防消防

署署署署がががが事事事事業支業支業支業支援援援援を行いますを行いますを行いますを行います。。。。    

なお、本なお、本なお、本なお、本事事事事業は、国の業は、国の業は、国の業は、国の委託委託委託委託調調調調査事査事査事査事業である「業である「業である「業である「女女女女性や性や性や性や若者若者若者若者をはをはをはをはじじじじめとした消防団加めとした消防団加めとした消防団加めとした消防団加入促入促入促入促

進進進進モデモデモデモデルルルル事事事事業」を業」を業」を業」を受託受託受託受託して実施して実施して実施して実施しますしますしますします。。。。    

    

    

実施体制実施体制実施体制実施体制図図図図    

    

                                                                    講師派遣講師派遣講師派遣講師派遣等等等等    

    

    

・・・・実施計画実施計画実施計画実施計画作作作作成成成成                                    事事事事業支業支業支業支援援援援    

・受講者募集・受講者募集・受講者募集・受講者募集    

・・・・資資資資機材機材機材機材等等等等準準準準備備備備    

・報告書作・報告書作・報告書作・報告書作成成成成    

    

    

６６６６    事業事業事業事業のののの目標目標目標目標    

指指指指    標標標標    
単単単単    

位位位位    

目目目目    標標標標    値値値値    

３年３年３年３年前前前前    

（平成（平成（平成（平成24242424年年年年4444月月月月1111日）日）日）日）    

現状値現状値現状値現状値    

（平成（平成（平成（平成27272727年年年年4444月月月月1111日）日）日）日）    

３年３年３年３年後後後後    

（平成（平成（平成（平成30303030年年年年4444月月月月1111日）日）日）日）    

消防団員数消防団員数消防団員数消防団員数    人人人人    ８０２８０２８０２８０２    ８１６８１６８１６８１６    ８１８８１８８１８８１８    

特特特特別教育修了者別教育修了者別教育修了者別教育修了者数数数数    人人人人    ００００    ００００    １００１００１００１００    

（（（（条例定数８３５人条例定数８３５人条例定数８３５人条例定数８３５人））））    

    

７７７７    事業の検証方法事業の検証方法事業の検証方法事業の検証方法    

「「「「伐伐伐伐木等の業木等の業木等の業木等の業務務務務にににに係係係係る特る特る特る特別教育別教育別教育別教育」の」の」の」の受講者受講者受講者受講者にににに対対対対してしてしてしてアアアアンンンンケケケケートートートートによるによるによるによる意識意識意識意識調調調調査査査査を行っを行っを行っを行っ

てててて、、、、救助救助救助救助活動に活動に活動に活動に対対対対するするするする意識変意識変意識変意識変化や特化や特化や特化や特別教育修了別教育修了別教育修了別教育修了におにおにおにおけけけける消防団加る消防団加る消防団加る消防団加入入入入ののののイイイインンンンセセセセンティンティンティンティブブブブ等等等等

ににににつつつついて、いて、いて、いて、事事事事業の業の業の業の効効効効果を果を果を果を検証検証検証検証するものとしますするものとしますするものとしますするものとします。。。。    

    

８８８８    成果成果成果成果の公表方法の公表方法の公表方法の公表方法    

本本本本事事事事業業業業でででで得得得得られた成果られた成果られた成果られた成果は、は、は、は、報告書報告書報告書報告書にまとめてにまとめてにまとめてにまとめて市市市市ホホホホーーーームペムペムペムページージージージにににに掲掲掲掲載し、広く載し、広く載し、広く載し、広く公表公表公表公表するするするする

ものとします。ものとします。ものとします。ものとします。    

        

鹿沼市消防団鹿沼市消防団鹿沼市消防団鹿沼市消防団 
林災防林災防林災防林災防 

栃木県支部栃木県支部栃木県支部栃木県支部 

消防本部消防本部消防本部消防本部 

消防消防消防消防署署署署 
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ⅢⅢⅢⅢ    事業の実施結果事業の実施結果事業の実施結果事業の実施結果    

１１１１    日日日日    時時時時    

（（（（1111））））第１第１第１第１回回回回        平成２７年平成２７年平成２７年平成２７年    ８月２２日８月２２日８月２２日８月２２日（（（（土土土土）午前）午前）午前）午前８時８時８時８時    からからからから    午後午後午後午後５時５時５時５時    までまでまでまで    

                            平成２７年平成２７年平成２７年平成２７年    ８月２３日８月２３日８月２３日８月２３日（（（（日日日日）午前）午前）午前）午前８時８時８時８時    からからからから    午後午後午後午後５時５時５時５時    までまでまでまで    

（（（（2222））））第２第２第２第２回回回回        平成２７年１０月平成２７年１０月平成２７年１０月平成２７年１０月    ３日３日３日３日（（（（土土土土）午前）午前）午前）午前８時８時８時８時    からからからから    午後午後午後午後５時５時５時５時    までまでまでまで    

                            平成２７年１０月平成２７年１０月平成２７年１０月平成２７年１０月    ４日４日４日４日（（（（日日日日）午前）午前）午前）午前８時８時８時８時    からからからから    午後午後午後午後５時５時５時５時    までまでまでまで    

（（（（3333））））第３第３第３第３回回回回        平成２７年１０月１７日平成２７年１０月１７日平成２７年１０月１７日平成２７年１０月１７日（（（（土土土土）午前）午前）午前）午前８時８時８時８時    からからからから    午後午後午後午後５時５時５時５時    までまでまでまで    

                            平成２７年１０月１８日平成２７年１０月１８日平成２７年１０月１８日平成２７年１０月１８日（（（（日日日日）午前）午前）午前）午前８時８時８時８時    からからからから    午後午後午後午後５時５時５時５時    までまでまでまで    

    

２２２２    場場場場    所所所所    

（（（（1111））））１日１日１日１日目（学科）目（学科）目（学科）目（学科）    鹿沼市鹿沼市鹿沼市鹿沼市消防本部３消防本部３消防本部３消防本部３階大会議室階大会議室階大会議室階大会議室    

（（（（2222））））２日２日２日２日目（目（目（目（実実実実技）技）技）技）    鹿沼市鹿沼市鹿沼市鹿沼市板荷板荷板荷板荷地地地地内民有内民有内民有内民有林林林林    

    

３３３３    服装等服装等服装等服装等    

（（（（1111））））１日１日１日１日目目目目    活動活動活動活動服服服服、、、、ＴシャツＴシャツＴシャツＴシャツ、、、、運運運運動動動動靴靴靴靴、、、、アアアアポロキポロキポロキポロキャッャッャッャップ、プ、プ、プ、筆記筆記筆記筆記用用用用具具具具    

（（（（2222））））２日２日２日２日目目目目    活動活動活動活動服服服服、、、、編上げ靴編上げ靴編上げ靴編上げ靴、、、、ヘヘヘヘルメルメルメルメッッッット、ト、ト、ト、アアアアポロキポロキポロキポロキャッャッャッャップ、手プ、手プ、手プ、手袋袋袋袋、、、、雨雨雨雨合合合合羽羽羽羽、、、、筆記筆記筆記筆記

用用用用具具具具、、、、チェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーーーー（（（（工工工工具具具具等を等を等を等を含む）含む）含む）含む）    

    

４４４４    講習内容講習内容講習内容講習内容    

（（（（1111））））１日１日１日１日目（学科講習）目（学科講習）目（学科講習）目（学科講習）    

科目科目科目科目等等等等    時時時時間間間間    備備備備    考考考考    

開講式開講式開講式開講式    －－－－    
鹿沼市消防団鹿沼市消防団鹿沼市消防団鹿沼市消防団（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

林災防栃木県支部林災防栃木県支部林災防栃木県支部林災防栃木県支部事務局事務局事務局事務局    

伐伐伐伐木木木木作作作作業に業に業に業に関関関関する知する知する知する知識識識識    

（（（（1111）伐）伐）伐）伐木等の方木等の方木等の方木等の方法法法法、、、、伐倒伐倒伐倒伐倒の合の合の合の合図図図図、、、、退避退避退避退避の方の方の方の方法法法法    

（（（（2222））））かかり木のかかり木のかかり木のかかり木の種類及び種類及び種類及び種類及びそのそのそのその処理処理処理処理    

３時３時３時３時間間間間    

林災防栃木県支部林災防栃木県支部林災防栃木県支部林災防栃木県支部    

非常勤講師非常勤講師非常勤講師非常勤講師    

チェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーにーにーにーに関関関関する知する知する知する知識識識識    

（（（（1111）チェ）チェ）チェ）チェーンーンーンーンソソソソーのーのーのーの種類種類種類種類、、、、構造及び取扱構造及び取扱構造及び取扱構造及び取扱方方方方法法法法    

（（（（2222）チェ）チェ）チェ）チェーンーンーンーンソソソソーのーのーのーの点検及び整点検及び整点検及び整点検及び整備の方備の方備の方備の方法法法法    

（（（（3333）ソ）ソ）ソ）ソーーーーチェチェチェチェーンのーンのーンのーンの目目目目立ての方立ての方立ての方立ての方法法法法    

２時２時２時２時間間間間    

振振振振動動動動障障障障害害害害及び及び及び及びそのそのそのその予予予予防に防に防に防に関関関関する知する知する知する知識識識識    

（（（（1111）振）振）振）振動動動動障障障障害の害の害の害の原因及び症状原因及び症状原因及び症状原因及び症状    

（（（（2222）振）振）振）振動動動動障障障障害の害の害の害の予予予予防防防防措措措措置置置置    

２時２時２時２時間間間間    

関係法令関係法令関係法令関係法令等等等等    

（（（（1111）法）法）法）法、、、、令及び規則令及び規則令及び規則令及び規則中の中の中の中の関係関係関係関係条条条条項項項項    
１時１時１時１時間間間間    
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（（（（2222））））２日２日２日２日目（目（目（目（実実実実技講習）技講習）技講習）技講習）    

科目科目科目科目等等等等    時時時時間間間間    備備備備    考考考考    

伐伐伐伐木の方木の方木の方木の方法法法法等等等等    

（（（（1111）大径）大径）大径）大径木木木木及び偏心及び偏心及び偏心及び偏心木の木の木の木の伐伐伐伐木の方木の方木の方木の方法法法法    

（（（（2222））））かかり木のかかり木のかかり木のかかり木の処処処処置方置方置方置方法法法法    

４時４時４時４時間間間間    

林災防栃木県支部林災防栃木県支部林災防栃木県支部林災防栃木県支部    

非常勤講師非常勤講師非常勤講師非常勤講師    

チェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーのーのーのーの操作操作操作操作    

（（（（1111））））基本基本基本基本操作操作操作操作    

（（（（2222）応）応）応）応用用用用操作操作操作操作    

２時２時２時２時間間間間    

チェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーのーのーのーの点検及び整点検及び整点検及び整点検及び整備備備備    

（（（（1111）チェ）チェ）チェ）チェーンーンーンーンソソソソーのーのーのーの点検及び整点検及び整点検及び整点検及び整備の方備の方備の方備の方法法法法    

（（（（2222）ソ）ソ）ソ）ソーーーーチェチェチェチェーンのーンのーンのーンの目目目目立ての方立ての方立ての方立ての方法法法法    

２時２時２時２時間間間間    

閉講式閉講式閉講式閉講式・修了証・修了証・修了証・修了証交付、交付、交付、交付、アアアアンンンンケケケケート調ート調ート調ート調査査査査    －－－－    
鹿沼市消防団鹿沼市消防団鹿沼市消防団鹿沼市消防団（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

林災防栃木県支部林災防栃木県支部林災防栃木県支部林災防栃木県支部事務局事務局事務局事務局    

    

５５５５    受講者数受講者数受講者数受講者数    

区区区区    分分分分    定定定定    員員員員    申込者申込者申込者申込者数数数数    修了者修了者修了者修了者数数数数    備備備備    考考考考    

第１第１第１第１回回回回    ３０人３０人３０人３０人    ２２人２２人２２人２２人    ２２人２２人２２人２２人        

第２第２第２第２回回回回    ３０人３０人３０人３０人    ２６２６２６２６人人人人    ２６２６２６２６人人人人        

第３第３第３第３回回回回    ３０人３０人３０人３０人    １３１３１３１３人人人人    １３１３１３１３人人人人        

計計計計    ９０人９０人９０人９０人    ６１６１６１６１人人人人    ６１６１６１６１人人人人        

申込者申込者申込者申込者多数の多数の多数の多数の場場場場合は、基本団員合は、基本団員合は、基本団員合は、基本団員（（（（※※※※支支支支援援援援団員以団員以団員以団員以外外外外の方の方の方の方）及びチェ）及びチェ）及びチェ）及びチェーンーンーンーンソソソソーーーー（（（（工工工工具類具類具類具類

をををを含む）含む）含む）含む）をををを持持持持参参参参ででででききききるるるる者者者者を優を優を優を優先先先先し、団員歴やし、団員歴やし、団員歴やし、団員歴や所属所属所属所属等を等を等を等を考慮考慮考慮考慮してしてしてして選選選選定することとしまし定することとしまし定することとしまし定することとしまし

た。た。た。た。    

※※※※    支支支支援援援援団員団員団員団員は、は、は、は、本市消防団の本市消防団の本市消防団の本市消防団の機能別機能別機能別機能別消防団員で、消防団員を消防団員で、消防団員を消防団員で、消防団員を消防団員で、消防団員を経験経験経験経験したしたしたした者（ＯＢ）者（ＯＢ）者（ＯＢ）者（ＯＢ）がががが原原原原

則則則則として災害として災害として災害として災害対応対応対応対応活動の活動の活動の活動のみみみみを行いますを行いますを行いますを行います。。。。    
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６６６６    講習の実施状況講習の実施状況講習の実施状況講習の実施状況    

（（（（1111））））１日１日１日１日目（学科講習）目（学科講習）目（学科講習）目（学科講習）    

        

開開開開    講講講講    式式式式    チェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーのーのーのーの取扱取扱取扱取扱方方方方法法法法    

        

        

チェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーのーのーのーの目目目目立て方立て方立て方立て方法法法法    映像教材視聴映像教材視聴映像教材視聴映像教材視聴    

    

    

（（（（2222））））２日２日２日２日目（目（目（目（実実実実技講習）技講習）技講習）技講習）    

        

ミーティンミーティンミーティンミーティンググググ    準準準準備体備体備体備体操操操操    
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安安安安全全全全祈願祈願祈願祈願    立木立木立木立木伐伐伐伐採採採採    

        

        

立木立木立木立木伐伐伐伐採採採採    けけけけんんんん引引引引具具具具を用いた立木を用いた立木を用いた立木を用いた立木伐伐伐伐採採採採    

        

        

倒倒倒倒木木木木伐伐伐伐採採採採    倒倒倒倒木木木木伐伐伐伐採採採採    
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倒倒倒倒木木木木伐伐伐伐採採採採    チェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーのーのーのーの点検整点検整点検整点検整備備備備    

        

        

チェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーのーのーのーの点検整点検整点検整点検整備備備備    閉講式・修了証閉講式・修了証閉講式・修了証閉講式・修了証交付交付交付交付    
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１８～２０歳１８～２０歳１８～２０歳１８～２０歳

（（（（0%0%0%0%）））） ２１～２５歳２１～２５歳２１～２５歳２１～２５歳

（（（（5%5%5%5%））））

２６～３０歳２６～３０歳２６～３０歳２６～３０歳

（（（（28%28%28%28%））））

３１～３５歳３１～３５歳３１～３５歳３１～３５歳

（（（（18%18%18%18%））））
３６～４０歳３６～４０歳３６～４０歳３６～４０歳

（（（（30%30%30%30%））））

４１～４５歳４１～４５歳４１～４５歳４１～４５歳

（（（（11%11%11%11%））））

４６～５０歳４６～５０歳４６～５０歳４６～５０歳

（（（（4%4%4%4%））））

５１～５５歳５１～５５歳５１～５５歳５１～５５歳

（（（（4%4%4%4%））））

５６歳以上５６歳以上５６歳以上５６歳以上

（（（（0%0%0%0%））））

０～５年０～５年０～５年０～５年

（（（（35%35%35%35%））））

６～１０年６～１０年６～１０年６～１０年

（（（（37%37%37%37%））））

１１～１５年１１～１５年１１～１５年１１～１５年

（（（（22%22%22%22%））））

１６～２０年１６～２０年１６～２０年１６～２０年

（（（（6%6%6%6%））））

２１年以上２１年以上２１年以上２１年以上

（（（（0%0%0%0%））））

ⅣⅣⅣⅣ    アンケート調査アンケート調査アンケート調査アンケート調査    

受講者受講者受講者受講者ににににアアアアンンンンケケケケート調ート調ート調ート調査査査査を実施し、を実施し、を実施し、を実施し、資資資資格格格格取得取得取得取得のののの機会機会機会機会による消防団員の確保による消防団員の確保による消防団員の確保による消防団員の確保対対対対策や策や策や策や「消「消「消「消

防団の防団の防団の防団の装装装装備の基備の基備の基備の基準準準準」の」の」の」の改正改正改正改正に伴に伴に伴に伴う救助う救助う救助う救助資資資資機材機材機材機材等の活用等の活用等の活用等の活用等等等等ににににつつつついていていていて、その、その、その、その意識意識意識意識調調調調査査査査を行いを行いを行いを行い

ましたましたましたました。。。。    

    

問問問問１１１１    あなたの年齢をあなたの年齢をあなたの年齢をあなたの年齢を教教教教えてくえてくえてくえてくだだだださい。さい。さい。さい。（（（（１１１１つ）つ）つ）つ）    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

問問問問２２２２    あなたの消防団員歴あなたの消防団員歴あなたの消防団員歴あなたの消防団員歴（（（（再再再再入入入入団の方は、通団の方は、通団の方は、通団の方は、通算算算算年数年数年数年数））））をををを教教教教えてくえてくえてくえてくだだだださい。さい。さい。さい。（（（（１１１１つ）つ）つ）つ）    
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0 10 20 30 40

以前から興味があり、受講したかった以前から興味があり、受講したかった以前から興味があり、受講したかった以前から興味があり、受講したかった

消防団活動などで、役に立つと思った消防団活動などで、役に立つと思った消防団活動などで、役に立つと思った消防団活動などで、役に立つと思った

あまり興味がなかったが、先輩や仲間などにあまり興味がなかったが、先輩や仲間などにあまり興味がなかったが、先輩や仲間などにあまり興味がなかったが、先輩や仲間などに

誘われた誘われた誘われた誘われた

割り当てや当番などで人選されてしまった割り当てや当番などで人選されてしまった割り当てや当番などで人選されてしまった割り当てや当番などで人選されてしまった

特段の理由はないが、予定が空いていたから特段の理由はないが、予定が空いていたから特段の理由はないが、予定が空いていたから特段の理由はないが、予定が空いていたから

その他その他その他その他

大変良かった大変良かった大変良かった大変良かった

（（（（65%65%65%65%））））

良かった良かった良かった良かった

（（（（31%31%31%31%））））

まあまあ良まあまあ良まあまあ良まあまあ良

かった（かった（かった（かった（4%4%4%4%））））

あまり良くなあまり良くなあまり良くなあまり良くな

かった（かった（かった（かった（0%0%0%0%））））
良くなかった良くなかった良くなかった良くなかった

（（（（0%0%0%0%））））

問問問問３３３３    今今今今回回回回のののの研修会研修会研修会研修会をををを申申申申しししし込込込込んんんんだだだだ理理理理由由由由をををを教教教教えてくえてくえてくえてくだだだださい。さい。さい。さい。（（（（いくいくいくいくつつつつでもでもでもでも））））    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        「消防団活動などで、役に立「消防団活動などで、役に立「消防団活動などで、役に立「消防団活動などで、役に立つつつつとととと思思思思った」と「以った」と「以った」と「以った」と「以前前前前からからからから興味興味興味興味があり、があり、があり、があり、受講受講受講受講したかっしたかっしたかっしたかっ

た」がた」がた」がた」が突突突突出して多く、出して多く、出して多く、出して多く、受講者受講者受講者受講者ののののチェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーーーーのののの取扱取扱取扱取扱にににに対対対対するするするする意識意識意識意識は高いことがは高いことがは高いことがは高いことが伺伺伺伺ええええ    

    るるるる。「その。「その。「その。「その他他他他」では、」では、」では、」では、「「「「仕仕仕仕事事事事でででで使使使使ううううため」などのため」などのため」などのため」などの意見意見意見意見ががががあったあったあったあった。。。。    

    

    

問問問問４４４４    今今今今回回回回のののの研修会研修会研修会研修会をををを受講受講受講受講したしたしたした感想感想感想感想をををを教教教教えてくえてくえてくえてくだだだださい。さい。さい。さい。（（（（１１１１つ）つ）つ）つ）    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        「「「「大変大変大変大変良良良良かった」と「かった」と「かった」と「かった」と「良良良良かった」をかった」をかった」をかった」を足足足足すと約９６すと約９６すと約９６すと約９６％％％％となり、となり、となり、となり、受講者受講者受講者受講者からはからはからはからは大変好評大変好評大変好評大変好評

であった。であった。であった。であった。    
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積極的に活用積極的に活用積極的に活用積極的に活用

していきたいしていきたいしていきたいしていきたい

（（（（37%37%37%37%））））

活用していき活用していき活用していき活用していき

たい（たい（たい（たい（52%52%52%52%））））

できれば活用できれば活用できれば活用できれば活用

したくないしたくないしたくないしたくない

（（（（4%4%4%4%））））

絶対に活用し絶対に活用し絶対に活用し絶対に活用し

たくないたくないたくないたくない

（（（（0%0%0%0%））））

どちらとの言どちらとの言どちらとの言どちらとの言

えないえないえないえない

（（（（7%7%7%7%））））

問問問問５５５５    今今今今回回回回のののの研修会研修会研修会研修会をををを受け受け受け受けて、て、て、て、今今今今後後後後の消防団活動にの消防団活動にの消防団活動にの消防団活動にチェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーなどのーなどのーなどのーなどの救助救助救助救助資資資資機材機材機材機材を活を活を活を活

用していくことに用していくことに用していくことに用していくことにつつつついて、どのよいて、どのよいて、どのよいて、どのよううううにににに考考考考えていますか。えていますか。えていますか。えていますか。（（（（１１１１つ）つ）つ）つ）    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        「積「積「積「積極極極極的に活用してい的に活用してい的に活用してい的に活用していききききたい」と「活用していたい」と「活用していたい」と「活用していたい」と「活用していききききたい」をたい」をたい」をたい」を足足足足すと、９０すと、９０すと、９０すと、９０％％％％近くの近くの近くの近くの受受受受

講者講者講者講者が消防団活動でのが消防団活動でのが消防団活動でのが消防団活動での活用活用活用活用にににに前前前前向向向向ききききなななな考考考考ええええのよのよのよのよううううであるであるであるである。。。。    

    

    

問問問問６６６６    問問問問５の５の５の５の回回回回答答答答のののの理理理理由由由由をををを教教教教えてくえてくえてくえてくだだだださい。さい。さい。さい。    

（（（（１１１１））））積積積積極極極極的に活用してい的に活用してい的に活用してい的に活用していききききたい。たい。たい。たい。    

・・・・台台台台風風風風やややや大雪大雪大雪大雪などのなどのなどのなどの災害時に災害時に災害時に災害時に使使使使用で用で用で用でききききれれれればばばば、、、、消防団消防団消防団消防団活動の活動の活動の活動の幅幅幅幅が広がるが広がるが広がるが広がる。。。。    

・・・・自然災害が自然災害が自然災害が自然災害が増増増増加傾向加傾向加傾向加傾向でありでありでありであり、、、、使使使使用で用で用で用でききききる消防団員がいれる消防団員がいれる消防団員がいれる消防団員がいればばばば、、、、円滑円滑円滑円滑なななな対応対応対応対応がでがでがでができきききる。る。る。る。    

    

（（（（２２２２））））活用してい活用してい活用してい活用していききききたい。たい。たい。たい。    

・・・・消防団活動に役立消防団活動に役立消防団活動に役立消防団活動に役立つつつつとととと思思思思ううううので、活用していので、活用していので、活用していので、活用していききききたい。たい。たい。たい。    

・・・・強強強強風風風風やややや大雪大雪大雪大雪のののの際際際際に、に、に、に、倒倒倒倒木によって木によって木によって木によって幹線幹線幹線幹線道路道路道路道路が通行が通行が通行が通行止止止止めになったので、めになったので、めになったので、めになったので、早期復早期復早期復早期復旧に旧に旧に旧に有有有有    

効効効効だだだだとととと思思思思うううう。。。。    

・・・・山山山山間間間間地域で地域で地域で地域で倒倒倒倒木も多いので、消防団活動や地域活動などに活かしてい木も多いので、消防団活動や地域活動などに活かしてい木も多いので、消防団活動や地域活動などに活かしてい木も多いので、消防団活動や地域活動などに活かしていききききたい。たい。たい。たい。    

・・・・小小小小径径径径木の木の木の木の処理処理処理処理はははは良良良良いといといといと思思思思ううううがががが、、、、普段使普段使普段使普段使っていない人にはっていない人にはっていない人にはっていない人には危険危険危険危険なななな機機機機械械械械であるであるであるである。。。。    

・・・・活用してい活用してい活用してい活用していききききたいが、たいが、たいが、たいが、大径大径大径大径木や木や木や木や処理処理処理処理のののの難難難難しいしいしいしい倒倒倒倒木は木は木は木は専門家専門家専門家専門家でないとでないとでないとでないと厳厳厳厳しいとしいとしいとしいと思思思思うううう。。。。    

    

（（（（３３３３））））ででででききききれれれればばばば活用したくない。活用したくない。活用したくない。活用したくない。    

・・・・倒倒倒倒木木木木除去除去除去除去作作作作業は業は業は業は、林業、林業、林業、林業従従従従事者事者事者事者でもでもでもでも断断断断ることが多いとることが多いとることが多いとることが多いと聞聞聞聞きききき、、、、危険だ危険だ危険だ危険だとととと思思思思うううう。。。。    

・・・・なるなるなるなるべべべべくくくく怪我怪我怪我怪我をををを避け避け避け避けたい。たい。たい。たい。    

    

（（（（４４４４））））どちらともどちらともどちらともどちらとも言言言言えない。えない。えない。えない。    

・・・・救助救助救助救助資資資資機材機材機材機材を本を本を本を本格格格格的に的に的に的に使使使使用するには用するには用するには用するには一一一一定の定の定の定の教育教育教育教育訓練が必要訓練が必要訓練が必要訓練が必要だだだだとととと思思思思ううううが、消防団員がが、消防団員がが、消防団員がが、消防団員が    

    その時その時その時その時間間間間をををを作作作作るのはるのはるのはるのは大変大変大変大変だだだだとととと思思思思うううう。。。。    

・・・・経験経験経験経験がなく、災害がなく、災害がなく、災害がなく、災害現場現場現場現場で活用でで活用でで活用でで活用でききききるかるかるかるか疑問疑問疑問疑問である。である。である。である。        



11115555    

 

とてもそう思うとてもそう思うとてもそう思うとてもそう思う

（（（（48%48%48%48%））））

ある程度そう思ある程度そう思ある程度そう思ある程度そう思

う（う（う（う（38%38%38%38%））））

あまりそう思わあまりそう思わあまりそう思わあまりそう思わ

ない（ない（ない（ない（4%4%4%4%））））

そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

（（（（8%8%8%8%））））

どちらとも言えどちらとも言えどちらとも言えどちらとも言え

ない（ない（ない（ない（2%2%2%2%））））

0 5 10 15 20 25 30 35

担架担架担架担架

応急処置セット（救急セット）応急処置セット（救急セット）応急処置セット（救急セット）応急処置セット（救急セット）

自動体外式除細動器（自動体外式除細動器（自動体外式除細動器（自動体外式除細動器（ＡＥＤ）ＡＥＤ）ＡＥＤ）ＡＥＤ）

油圧切断機油圧切断機油圧切断機油圧切断機

エンジンカッターエンジンカッターエンジンカッターエンジンカッター

チェーンソーチェーンソーチェーンソーチェーンソー

油圧ジャッキ油圧ジャッキ油圧ジャッキ油圧ジャッキ

可搬ウインチ可搬ウインチ可搬ウインチ可搬ウインチ

警戒用ロープ、拡声器警戒用ロープ、拡声器警戒用ロープ、拡声器警戒用ロープ、拡声器

投光器、発電機、燃料携行缶投光器、発電機、燃料携行缶投光器、発電機、燃料携行缶投光器、発電機、燃料携行缶

エアーテント、非常用備蓄物資エアーテント、非常用備蓄物資エアーテント、非常用備蓄物資エアーテント、非常用備蓄物資

問問問問７７７７    平成２６年２月に「消防団の平成２６年２月に「消防団の平成２６年２月に「消防団の平成２６年２月に「消防団の装装装装備の基備の基備の基備の基準準準準」が」が」が」が改正改正改正改正され、され、され、され、救助救助救助救助活動用資活動用資活動用資活動用資機材機材機材機材の配備の配備の配備の配備

が位置づが位置づが位置づが位置づけけけけられました。あなたのられました。あなたのられました。あなたのられました。あなたの所属所属所属所属する分団部では、どのよする分団部では、どのよする分団部では、どのよする分団部では、どのよううううな資な資な資な資機材機材機材機材がががが有効有効有効有効的的的的だだだだ

とととと思思思思いますか。いますか。いますか。いますか。（（（（いくいくいくいくつつつつでもでもでもでも））））    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        「「「「チェチェチェチェーンーンーンーンソソソソー」がー」がー」がー」が最最最最も多く、次いで「も多く、次いで「も多く、次いで「も多く、次いで「可搬ウ可搬ウ可搬ウ可搬ウィンィンィンィンチチチチ」、「」、「」、「」、「投光器投光器投光器投光器等」、「等」、「等」、「等」、「ＡＥＤＡＥＤＡＥＤＡＥＤ」、」、」、」、

「「「「警戒警戒警戒警戒用ロープ等」、「用ロープ等」、「用ロープ等」、「用ロープ等」、「救急セッ救急セッ救急セッ救急セット」のト」のト」のト」の順順順順に多いに多いに多いに多い結結結結果となった。果となった。果となった。果となった。    

    

    

問問問問８８８８    消防団員に資消防団員に資消防団員に資消防団員に資格格格格をををを取得取得取得取得するするするする機会機会機会機会をををを設け設け設け設けて、知て、知て、知て、知識識識識やややや技能技能技能技能の向の向の向の向上上上上をををを図図図図っていくことは、っていくことは、っていくことは、っていくことは、

幅幅幅幅広い広い広い広い層層層層の人の人の人の人達達達達のののの入入入入団を団を団を団を促促促促進し、団員を確保するために進し、団員を確保するために進し、団員を確保するために進し、団員を確保するために有効有効有効有効的的的的だだだだとととと思思思思いますか。いますか。いますか。いますか。（（（（１１１１

つ）つ）つ）つ）    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        「とてもそ「とてもそ「とてもそ「とてもそうううう思思思思うううう」と「ある」と「ある」と「ある」と「ある程度程度程度程度そそそそうううう思思思思うううう」を」を」を」を足足足足すと約８６すと約８６すと約８６すと約８６％％％％で、で、で、で、受講者受講者受講者受講者の多くがの多くがの多くがの多くが

有効有効有効有効的的的的だだだだとととと考考考考えているよえているよえているよえているよううううである。である。である。である。    
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0 10 20 30 40

普通救命講習普通救命講習普通救命講習普通救命講習

応急手当普及員応急手当普及員応急手当普及員応急手当普及員

防災士防災士防災士防災士

防火管理者防火管理者防火管理者防火管理者

消防設備士消防設備士消防設備士消防設備士

危険物取扱者危険物取扱者危険物取扱者危険物取扱者

無線技士無線技士無線技士無線技士

小型船舶操縦免許小型船舶操縦免許小型船舶操縦免許小型船舶操縦免許

小型車両系建設機械運転特別教育小型車両系建設機械運転特別教育小型車両系建設機械運転特別教育小型車両系建設機械運転特別教育

伐木等の業務に係る特別教育伐木等の業務に係る特別教育伐木等の業務に係る特別教育伐木等の業務に係る特別教育

フォークリフトの運転の業務に係る特別教育フォークリフトの運転の業務に係る特別教育フォークリフトの運転の業務に係る特別教育フォークリフトの運転の業務に係る特別教育

運転免許証（普通自動車等）運転免許証（普通自動車等）運転免許証（普通自動車等）運転免許証（普通自動車等）

その他その他その他その他

市で全額を負担市で全額を負担市で全額を負担市で全額を負担

するべきだと思するべきだと思するべきだと思するべきだと思

う（う（う（う（58%58%58%58%））））

ある程度の自己ある程度の自己ある程度の自己ある程度の自己

負担はやむを得負担はやむを得負担はやむを得負担はやむを得

ないと思うないと思うないと思うないと思う

（（（（34%34%34%34%））））

自己負担でよい自己負担でよい自己負担でよい自己負担でよい

と思う（と思う（と思う（と思う（0%0%0%0%））））

資格を取得した資格を取得した資格を取得した資格を取得した

者に、奨励金を者に、奨励金を者に、奨励金を者に、奨励金を

支給すればよい支給すればよい支給すればよい支給すればよい

と思う（と思う（と思う（と思う（8%8%8%8%））））

その他（その他（その他（その他（0%0%0%0%））））

問問問問９９９９    消防団員の知消防団員の知消防団員の知消防団員の知識識識識やややや技術技術技術技術の向の向の向の向上上上上をををを図図図図り、り、り、り、幅幅幅幅広い広い広い広い層層層層の人の人の人の人達達達達のののの入入入入団を団を団を団を促促促促進して団員を確進して団員を確進して団員を確進して団員を確

保するために、どのよ保するために、どのよ保するために、どのよ保するために、どのよううううな資な資な資な資格格格格のののの取得取得取得取得がががが有効有効有効有効的的的的だだだだとととと思思思思いますか。いますか。いますか。いますか。（（（（いくいくいくいくつつつつでもでもでもでも））））    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

    

    

    

    

        「「「「普普普普通通通通救救救救命命命命講習講習講習講習」が」が」が」が最最最最も多く、次いで「も多く、次いで「も多く、次いで「も多く、次いで「応急応急応急応急手手手手当普当普当普当普及及及及員」、「員」、「員」、「員」、「伐伐伐伐木等の業木等の業木等の業木等の業務務務務にににに係係係係る特る特る特る特

別教育別教育別教育別教育」が多い」が多い」が多い」が多い順順順順となった。となった。となった。となった。    

    

    

問問問問１０１０１０１０    消防団員に資消防団員に資消防団員に資消防団員に資格格格格をををを取得取得取得取得するするするする機会機会機会機会をををを設け設け設け設けるるるる際際際際に、そのに、そのに、そのに、その費費費費用用用用（受講（受講（受講（受講料料料料等等等等））））のののの負負負負担に担に担に担に

つつつついてどのよいてどのよいてどのよいてどのよううううにににに考考考考えていますか。えていますか。えていますか。えていますか。（（（（１１１１つ）つ）つ）つ）    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        「市で全「市で全「市で全「市で全額額額額をををを負負負負担する担する担する担するべべべべきききき」が約５８」が約５８」が約５８」が約５８％％％％でででで最最最最も多く、次いで「あるも多く、次いで「あるも多く、次いで「あるも多く、次いで「ある程度程度程度程度の自の自の自の自己負己負己負己負担担担担

はやはやはやはやむむむむをををを得得得得ない」が約３４ない」が約３４ない」が約３４ない」が約３４％％％％であった。であった。であった。であった。        
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0 5 10 15 20 25 30 35

広報活動の強化広報活動の強化広報活動の強化広報活動の強化

被服や装備品等の充実被服や装備品等の充実被服や装備品等の充実被服や装備品等の充実

消防団車両の充実消防団車両の充実消防団車両の充実消防団車両の充実

消防団車庫の充実消防団車庫の充実消防団車庫の充実消防団車庫の充実

救助資機材の充実救助資機材の充実救助資機材の充実救助資機材の充実

報酬や手当の改善報酬や手当の改善報酬や手当の改善報酬や手当の改善

福利厚生や優遇制度の充実福利厚生や優遇制度の充実福利厚生や優遇制度の充実福利厚生や優遇制度の充実

安全確保対策の充実安全確保対策の充実安全確保対策の充実安全確保対策の充実

負担の軽減（訓練や活動の見直しなど）負担の軽減（訓練や活動の見直しなど）負担の軽減（訓練や活動の見直しなど）負担の軽減（訓練や活動の見直しなど）

資格取得の促進資格取得の促進資格取得の促進資格取得の促進

住民や自治会などの理解促進住民や自治会などの理解促進住民や自治会などの理解促進住民や自治会などの理解促進

事業所（勤務先）の理解促進事業所（勤務先）の理解促進事業所（勤務先）の理解促進事業所（勤務先）の理解促進

その他その他その他その他

問問問問１１１１１１１１    幅幅幅幅広い広い広い広い層層層層の人の人の人の人達達達達のののの入入入入団を団を団を団を促促促促進し、消防団員を確保するためには、どのよ進し、消防団員を確保するためには、どのよ進し、消防団員を確保するためには、どのよ進し、消防団員を確保するためには、どのよううううなななな取取取取

組組組組みみみみが重要が重要が重要が重要だだだだとととと思思思思いますか。いますか。いますか。いますか。（（（（いくいくいくいくつつつつでもでもでもでも））））    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        「広「広「広「広報報報報活動の強化」が活動の強化」が活動の強化」が活動の強化」が最最最最も多く、次いで「も多く、次いで「も多く、次いで「も多く、次いで「住民住民住民住民や自や自や自や自治治治治会会会会などのなどのなどのなどの理理理理解解解解促促促促進」、「進」、「進」、「進」、「事事事事業業業業所所所所

のののの理理理理解解解解促促促促進」、「進」、「進」、「進」、「負負負負担の担の担の担の軽軽軽軽減」、「減」、「減」、「減」、「報報報報酬酬酬酬や手や手や手や手当当当当のののの改善改善改善改善」、「資」、「資」、「資」、「資格格格格取得取得取得取得のののの促促促促進」、「進」、「進」、「進」、「福福福福利利利利厚厚厚厚生生生生やややや

優優優優遇遇遇遇制制制制度度度度の充実」のの充実」のの充実」のの充実」の順順順順に多いに多いに多いに多い結結結結果となった。果となった。果となった。果となった。「その「その「その「その他他他他」では、「地域とのコミュニ」では、「地域とのコミュニ」では、「地域とのコミュニ」では、「地域とのコミュニケケケケーーーー

シシシションの充実」や「市や県からのョンの充実」や「市や県からのョンの充実」や「市や県からのョンの充実」や「市や県からの紹介紹介紹介紹介」などであった。」などであった。」などであった。」などであった。    

    

    

問問問問１２１２１２１２    そのそのそのその他他他他、本、本、本、本研修研修研修研修を通を通を通を通じじじじたたたた感想感想感想感想やややや意見意見意見意見などがあれなどがあれなどがあれなどがあればばばば、、、、ごごごご自自自自由由由由におにおにおにお書き書き書き書きくくくくだだだださい。さい。さい。さい。    

・・・・チェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーーーーのののの取扱取扱取扱取扱ににににつつつついて、いて、いて、いて、大変大変大変大変勉勉勉勉強になった。強になった。強になった。強になった。    

・・・・興味興味興味興味があったので、があったので、があったので、があったので、有意義有意義有意義有意義であった。であった。であった。であった。今今今今後後後後も続も続も続も続けけけけてててて欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと思思思思うううう。。。。    

・・・・疲疲疲疲れたが、いいれたが、いいれたが、いいれたが、いい経験経験経験経験になった。になった。になった。になった。多くの多くの多くの多くの消防消防消防消防団員が団員が団員が団員が研修研修研修研修ででででききききるとよいとるとよいとるとよいとるとよいと思思思思うううう。。。。    

・・・・自自自自宅宅宅宅ににににチェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーがーがーがーがあるが、あるが、あるが、あるが、使使使使ったことがなかったのでったことがなかったのでったことがなかったのでったことがなかったので、、、、よいよいよいよい機会機会機会機会になった。になった。になった。になった。今今今今    

後後後後は、は、は、は、消防団活動などで消防団活動などで消防団活動などで消防団活動などで使使使使っていっていっていっていききききたい。たい。たい。たい。    

・技能習得・技能習得・技能習得・技能習得とととと共共共共に、に、に、に、他他他他の分団員とコミュニの分団員とコミュニの分団員とコミュニの分団員とコミュニケケケケーーーーシシシションやョンやョンやョンや情情情情報報報報交交交交換換換換がががが図図図図れてれてれてれて良良良良かった。かった。かった。かった。    

・・・・消防団消防団消防団消防団活動に必要な活動に必要な活動に必要な活動に必要な研修研修研修研修はははは、どんどん実施して、どんどん実施して、どんどん実施して、どんどん実施して欲欲欲欲しい。しい。しい。しい。他他他他消防団消防団消防団消防団等の活動等の活動等の活動等の活動内容内容内容内容をををを学学学学    

習習習習ででででききききるるるる機会機会機会機会があるといいとがあるといいとがあるといいとがあるといいと思思思思うううう。。。。    

・・・・資資資資格格格格取得取得取得取得は、は、は、は、とてもとてもとてもとても有効有効有効有効的的的的だだだだとととと思思思思ううううので、ので、ので、ので、たくさんの資たくさんの資たくさんの資たくさんの資格格格格をやってをやってをやってをやってほほほほしい。しい。しい。しい。    

・安・安・安・安全全全全管管管管理理理理のののの大大大大切切切切さ、自然災害にさ、自然災害にさ、自然災害にさ、自然災害に対対対対するするするする心構心構心構心構えがえがえがえが学習学習学習学習ででででききききた。た。た。た。    
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問問問問１３１３１３１３    日頃の消防団活動全日頃の消防団活動全日頃の消防団活動全日頃の消防団活動全般般般般に通に通に通に通じじじじて、て、て、て、意見意見意見意見などあれなどあれなどあれなどあればごばごばごばご自自自自由由由由におにおにおにお書き書き書き書きくくくくだだだださい。さい。さい。さい。    

・・・・消防消防消防消防操法操法操法操法の練の練の練の練習習習習も必要も必要も必要も必要だだだだとととと思思思思ううううが、災害が、災害が、災害が、災害現場現場現場現場でのでのでのでの対応対応対応対応訓練の方が重要訓練の方が重要訓練の方が重要訓練の方が重要だだだだとととと思思思思うううう。災害。災害。災害。災害

現場現場現場現場でででで行動で行動で行動で行動でききききない消防団員ではない消防団員ではない消防団員ではない消防団員では意意意意味味味味がない。がない。がない。がない。    

・・・・突風突風突風突風や地や地や地や地震震震震、、、、洪洪洪洪水などの災害水などの災害水などの災害水などの災害対応対応対応対応訓練が必要訓練が必要訓練が必要訓練が必要だだだだとととと思思思思うううう。。。。    

・・・・消防団活動は、消防団活動は、消防団活動は、消防団活動は、ククククリーンでそれリーンでそれリーンでそれリーンでそれほほほほどどどど大変大変大変大変ではないといではないといではないといではないというイうイうイうイメージをメージをメージをメージを浸透浸透浸透浸透ささささせせせせることがることがることがることが

大大大大切だ切だ切だ切だとととと思思思思うううう。。。。事事事事業業業業者者者者へへへへのののの理理理理解解解解促促促促進を進めて進を進めて進を進めて進を進めて欲欲欲欲しいしいしいしい。。。。    

・・・・水害時に出動した水害時に出動した水害時に出動した水害時に出動した際際際際に、自に、自に、自に、自宅宅宅宅にににに残残残残したしたしたした家家家家族だ族だ族だ族だけけけけではではではでは避難避難避難避難することがですることがですることがですることができきききずずずず、、、、不安不安不安不安にににに感感感感

じじじじた。消防た。消防た。消防た。消防団活動は団活動は団活動は団活動は重要重要重要重要だだだだが、自分もが、自分もが、自分もが、自分も家家家家族族族族もももも不安不安不安不安にににに思思思思ううううことがあったことがあったことがあったことがあった。。。。    

・・・・新新新新入入入入団員の団員の団員の団員の勧誘勧誘勧誘勧誘活動活動活動活動はははは大変大変大変大変ででででありありありあり、、、、負負負負担に担に担に担に感感感感じじじじている。ている。ている。ている。事事事事業業業業所所所所やややや住民住民住民住民、行政などに、行政などに、行政などに、行政などに協協協協

力してもらいたい。力してもらいたい。力してもらいたい。力してもらいたい。    

・・・・土、日土、日土、日土、日曜曜曜曜日も日も日も日も仕仕仕仕事事事事ののののあることが多く、あることが多く、あることが多く、あることが多く、夜夜夜夜間間間間も訓練などでも訓練などでも訓練などでも訓練などで忙忙忙忙しい。しい。しい。しい。災害時の災害時の災害時の災害時の招招招招集集集集でも、でも、でも、でも、

参参参参加で加で加で加でききききないことが多かった。ないことが多かった。ないことが多かった。ないことが多かった。    
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ⅤⅤⅤⅤ    本事業における成果と課題本事業における成果と課題本事業における成果と課題本事業における成果と課題    

１１１１    事業の成果事業の成果事業の成果事業の成果    

本本本本事事事事業では業では業では業では、、、、労働安労働安労働安労働安全全全全衛生規則衛生規則衛生規則衛生規則に定めるに定めるに定めるに定める「「「「伐伐伐伐木等の業木等の業木等の業木等の業務務務務にににに係係係係る特る特る特る特別教育別教育別教育別教育」の」の」の」の修了者修了者修了者修了者    

６１人６１人６１人６１人をををを養養養養成しました成しました成しました成しました。。。。当初当初当初当初計画していた９０計画していた９０計画していた９０計画していた９０人人人人にはにはにはには達達達達しましましましませせせせんでしたがんでしたがんでしたがんでしたが、３年、３年、３年、３年後後後後のののの目目目目

標値標値標値標値のののの達達達達成に向成に向成に向成に向けけけけてててて相相相相応応応応のののの効効効効果果果果をををを得得得得るるるることがでことがでことがでことができきききました。ました。ました。ました。    

また、また、また、また、特特特特別教育修了者別教育修了者別教育修了者別教育修了者にににに対対対対するするするするアアアアンンンンケケケケート調ート調ート調ート調査査査査によって、によって、によって、によって、チェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーのーのーのーの取扱取扱取扱取扱方方方方法法法法のののの

習得習得習得習得を通を通を通を通じじじじたたたた救助救助救助救助活動に活動に活動に活動に対対対対するするするする意欲意欲意欲意欲向向向向上上上上、、、、資資資資格格格格取得取得取得取得による消防団加による消防団加による消防団加による消防団加入入入入ののののイイイインンンンセセセセンティンティンティンティブブブブ

のののの検証検証検証検証を行い、を行い、を行い、を行い、一一一一定定定定のののの有効有効有効有効性を確性を確性を確性を確認認認認しました。しました。しました。しました。    

    

２２２２    救助救助救助救助資機材の活用資機材の活用資機材の活用資機材の活用    

消防団員が消防団員が消防団員が消防団員がチェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーなどのーなどのーなどのーなどの救助救助救助救助資資資資機材機材機材機材を活用しを活用しを活用しを活用し、、、、救助救助救助救助活動を活動を活動を活動を行っていくことに行っていくことに行っていくことに行っていくことにつつつつ

いては、多くの消防団員がいては、多くの消防団員がいては、多くの消防団員がいては、多くの消防団員が前前前前向向向向ききききにににに考考考考えており、えており、えており、えており、災害災害災害災害対応能対応能対応能対応能力の向力の向力の向力の向上上上上がががが消防団の魅力消防団の魅力消防団の魅力消防団の魅力アアアア

ッッッップにプにプにプにつつつつながっていくものとながっていくものとながっていくものとながっていくものと考考考考えられます。えられます。えられます。えられます。    

アアアアンンンンケケケケートでは、活用したいートでは、活用したいートでは、活用したいートでは、活用したい救助救助救助救助資資資資機材機材機材機材は、「は、「は、「は、「チェチェチェチェーンーンーンーンソソソソー」がー」がー」がー」が最最最最も多く、「も多く、「も多く、「も多く、「可搬ウ可搬ウ可搬ウ可搬ウィィィィ

ンンンンチチチチ」や「」や「」や「」や「投光器投光器投光器投光器等」、「自動体等」、「自動体等」、「自動体等」、「自動体外式外式外式外式除細除細除細除細動動動動器器器器（（（（ＡＥＤＡＥＤＡＥＤＡＥＤ））））」、「」、「」、「」、「警戒警戒警戒警戒用ロープ」、「用ロープ」、「用ロープ」、「用ロープ」、「応急処応急処応急処応急処置置置置

セッセッセッセット」などがト」などがト」などがト」などが多い多い多い多い結結結結果となりました果となりました果となりました果となりました    

しかしながら、しかしながら、しかしながら、しかしながら、救助救助救助救助資資資資機材機材機材機材の活用には、の活用には、の活用には、の活用には、相相相相応応応応のののの危険危険危険危険性が伴性が伴性が伴性が伴ううううこともあり、こともあり、こともあり、こともあり、安安安安全全全全管管管管理理理理のののの

徹底徹底徹底徹底をををを図図図図るためのるためのるためのるための教育教育教育教育訓練の訓練の訓練の訓練の拡拡拡拡充が重要であり、多充が重要であり、多充が重要であり、多充が重要であり、多忙忙忙忙な消防団員におな消防団員におな消防団員におな消防団員におけけけけるるるる負負負負担担担担増増増増加が加が加が加が危危危危

惧惧惧惧されます。また、「消されます。また、「消されます。また、「消されます。また、「消防団の防団の防団の防団の装装装装備の基備の基備の基備の基準準準準」に基づく」に基づく」に基づく」に基づく救助救助救助救助資資資資機材機材機材機材の配備は、の配備は、の配備は、の配備は、運運運運用面や用面や用面や用面や財財財財

政面での政面での政面での政面での課題課題課題課題もあり、もあり、もあり、もあり、相相相相応応応応の時の時の時の時間間間間が必要となるとが必要となるとが必要となるとが必要となると考考考考えられます。えられます。えられます。えられます。    

    

３３３３    資格取得による資格取得による資格取得による資格取得によるインセンティブインセンティブインセンティブインセンティブ    

本本本本事事事事業の業の業の業の結結結結果では、消防団員に果では、消防団員に果では、消防団員に果では、消防団員に対対対対して資して資して資して資格格格格取得取得取得取得のののの機会機会機会機会をををを与与与与えることが、えることが、えることが、えることが、幅幅幅幅広い広い広い広い層層層層の人の人の人の人

達達達達のののの入入入入団を団を団を団を促促促促進し、消防団員を確保するために進し、消防団員を確保するために進し、消防団員を確保するために進し、消防団員を確保するために有効有効有効有効的であると的であると的であると的であると考考考考えられます。えられます。えられます。えられます。ボラボラボラボランテンテンテンテ

ィィィィアアアア精神精神精神精神を重んを重んを重んを重んじじじじる消防団員ですが、強いる消防団員ですが、強いる消防団員ですが、強いる消防団員ですが、強い使命感使命感使命感使命感のののの下下下下、日、日、日、日夜夜夜夜をををを問問問問わわわわず危険ず危険ず危険ず危険な活動にな活動にな活動にな活動に従従従従事事事事

することも多く、することも多く、することも多く、することも多く、相相相相応応応応のののの対対対対価価価価や優や優や優や優遇遇遇遇をををを望む望む望む望む消防団員も少なくありま消防団員も少なくありま消防団員も少なくありま消防団員も少なくありませせせせん。「ん。「ん。「ん。「目目目目にににに見見見見えるえるえるえる

メリメリメリメリッッッット」、「実ト」、「実ト」、「実ト」、「実感感感感ででででききききる優る優る優る優遇遇遇遇」として」として」として」として有効有効有効有効的であると的であると的であると的であるとともに、消防団員のともに、消防団員のともに、消防団員のともに、消防団員の技能技能技能技能と活動と活動と活動と活動意意意意

欲欲欲欲のののの向向向向上上上上がががが図図図図れるものとれるものとれるものとれるものと考考考考えられます。えられます。えられます。えられます。    

資資資資格格格格のののの種類種類種類種類では、では、では、では、普普普普通通通通救救救救命命命命講習講習講習講習やややや応急応急応急応急手手手手当普当普当普当普及及及及員などの消防団員にとって身近な資員などの消防団員にとって身近な資員などの消防団員にとって身近な資員などの消防団員にとって身近な資格格格格

がががが有効有効有効有効的的的的だだだだとととと考考考考えるえるえるえる者者者者が多く、本が多く、本が多く、本が多く、本事事事事業の業の業の業の「「「「伐伐伐伐木等の業木等の業木等の業木等の業務務務務にににに係係係係る特る特る特る特別教育別教育別教育別教育」も」も」も」も比較比較比較比較的多い的多い的多い的多い

状状状状況況況況でした。でした。でした。でした。    

    なおなおなおなお、、、、幅幅幅幅広い広い広い広い層層層層の人の人の人の人達達達達のののの入入入入団を団を団を団を促促促促進し、消防団員を確保するためには、「広進し、消防団員を確保するためには、「広進し、消防団員を確保するためには、「広進し、消防団員を確保するためには、「広報報報報活動の活動の活動の活動の

強化」が強化」が強化」が強化」が最最最最も重要であるとも重要であるとも重要であるとも重要であると考考考考えられており、「えられており、「えられており、「えられており、「住民住民住民住民や自や自や自や自治治治治会会会会などのなどのなどのなどの理理理理解解解解促促促促進」や「進」や「進」や「進」や「事事事事業業業業

所所所所のののの理理理理解解解解促促促促進」、「進」、「進」、「進」、「負負負負担の担の担の担の軽軽軽軽減」、「減」、「減」、「減」、「報報報報酬酬酬酬や手や手や手や手当当当当のののの改善改善改善改善」、「資」、「資」、「資」、「資格格格格取得取得取得取得のののの促促促促進」、「進」、「進」、「進」、「福福福福利利利利厚厚厚厚生生生生やややや

優優優優遇遇遇遇制制制制度度度度の充実」などのの充実」などのの充実」などのの充実」などの意見意見意見意見も多く、多様なも多く、多様なも多く、多様なも多く、多様な取取取取組が必要であると組が必要であると組が必要であると組が必要であると考考考考えられます。えられます。えられます。えられます。    

    



22220000    

 

４４４４    多忙な消防団員多忙な消防団員多忙な消防団員多忙な消防団員    

消防団員は災害の消防団員は災害の消防団員は災害の消防団員は災害の最最最最前前前前線線線線で活動することから、これらにで活動することから、これらにで活動することから、これらにで活動することから、これらに対応対応対応対応するために必要な知するために必要な知するために必要な知するために必要な知識識識識やややや

技術技術技術技術、、、、規規規規律律律律のののの習得習得習得習得がががが不不不不可欠可欠可欠可欠であり、であり、であり、であり、各各各各種種種種のののの教育教育教育教育訓練等を計画的に実施しています。訓練等を計画的に実施しています。訓練等を計画的に実施しています。訓練等を計画的に実施しています。    

また、また、また、また、円滑円滑円滑円滑な消防団な消防団な消防団な消防団運運運運営営営営ののののために、消防団施ために、消防団施ために、消防団施ために、消防団施設設設設のののの維維維維持持持持管管管管理理理理や地域や地域や地域や地域事事事事業業業業へへへへのののの参参参参加加加加協協協協力等力等力等力等

の様々な活動を行っており、の様々な活動を行っており、の様々な活動を行っており、の様々な活動を行っており、仕仕仕仕事事事事やややや家事家事家事家事、、、、育育育育児児児児、地域、地域、地域、地域事事事事業等で多業等で多業等で多業等で多忙忙忙忙な消防団員にとってな消防団員にとってな消防団員にとってな消防団員にとって

は、は、は、は、資資資資格格格格取得取得取得取得に要する時に要する時に要する時に要する時間間間間を確保することがなかなかを確保することがなかなかを確保することがなかなかを確保することがなかなか難難難難しいしいしいしい現状現状現状現状ですですですです。。。。    

    本本本本講習講習講習講習においても、においても、においても、においても、受講受講受講受講をををを希希希希望望望望していたにもかかしていたにもかかしていたにもかかしていたにもかかわわわわららららずずずず、、、、多多多多忙忙忙忙のためのためのためのため日日日日程程程程のののの都都都都合合合合ががががつつつつ

かなかったかなかったかなかったかなかった消防団員が消防団員が消防団員が消防団員が複複複複数いた数いた数いた数いた状状状状況況況況でありでありでありであり、、、、追追追追加加加加募集募集募集募集やややや個個個個別別別別のののの声掛声掛声掛声掛けけけけなどを行いましたなどを行いましたなどを行いましたなどを行いました

がががが、、、、募集募集募集募集定員に定員に定員に定員に達達達達しましましましませせせせんでした。んでした。んでした。んでした。    

    

５５５５    事業の事業の事業の事業の実施体制実施体制実施体制実施体制    

林災防栃木県支部とは、林災防栃木県支部とは、林災防栃木県支部とは、林災防栃木県支部とは、講習講習講習講習の計画の計画の計画の計画段段段段階階階階から充分なから充分なから充分なから充分な打打打打合合合合せせせせ等を行い、等を行い、等を行い、等を行い、運運運運営営営営面で面で面で面でササササポーポーポーポー

ト体制にト体制にト体制にト体制に支支支支障障障障はなく、はなく、はなく、はなく、円滑円滑円滑円滑に実施することがでに実施することがでに実施することがでに実施することができきききました。ました。ました。ました。また、また、また、また、講習機関講習機関講習機関講習機関によるによるによるによる専門専門専門専門講講講講

師師師師であり、であり、であり、であり、チェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーのーのーのーの構造構造構造構造やややや取扱取扱取扱取扱、、、、伐伐伐伐木方木方木方木方法法法法やややや安安安安全全全全管管管管理理理理等に等に等に等に関関関関するするするする知知知知識識識識やややや経験経験経験経験がががが豊豊豊豊

富で、富で、富で、富で、受講者受講者受講者受講者からからからからはははは大変大変大変大変好評好評好評好評ででででした。した。した。した。    

特に、特に、特に、特に、受講者受講者受講者受講者のののの安安安安全全全全管管管管理対理対理対理対策の策の策の策の助助助助言言言言によって、によって、によって、によって、事事事事故故故故やややや負傷負傷負傷負傷者者者者がががが発生発生発生発生することなく実施することなく実施することなく実施することなく実施

することがですることがですることがですることができきききました。ました。ました。ました。    

またまたまたまた、実、実、実、実技講習技講習技講習技講習会場会場会場会場のののの確保確保確保確保ににににつつつついていていていては、多数の消防は、多数の消防は、多数の消防は、多数の消防団員が団員が団員が団員が受講受講受講受講することから、することから、することから、することから、移移移移動動動動距距距距

離離離離や面積、や面積、や面積、や面積、駐駐駐駐車車車車場場場場、、、、緩緩緩緩やかなやかなやかなやかな勾勾勾勾配等を配等を配等を配等を考慮考慮考慮考慮したしたしたした市市市市内内内内のののの民有民有民有民有林の林の林の林の選選選選定定定定、地、地、地、地権権権権者者者者のののの同意同意同意同意をををを得得得得

るるるる際際際際にににには、林災防栃木県支部が重要な役割を果たしました。は、林災防栃木県支部が重要な役割を果たしました。は、林災防栃木県支部が重要な役割を果たしました。は、林災防栃木県支部が重要な役割を果たしました。    

    

６６６６    講習資機材の確保講習資機材の確保講習資機材の確保講習資機材の確保    

本本本本事事事事業業業業でででで使使使使用する用する用する用するチェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーは、ーは、ーは、ーは、当初当初当初当初ははははリーリーリーリースススス会会会会社社社社からのからのからのからの調調調調達達達達を計画していましたを計画していましたを計画していましたを計画していました

が、が、が、が、必要な台数を確保することが必要な台数を確保することが必要な台数を確保することが必要な台数を確保することが難難難難しいことから、消防団や消防しいことから、消防団や消防しいことから、消防団や消防しいことから、消防団や消防署署署署、市防災担、市防災担、市防災担、市防災担当当当当部部部部局局局局、、、、

林災防栃木支部、林災防栃木支部、林災防栃木支部、林災防栃木支部、消防団員消防団員消防団員消防団員個個個個人が人が人が人が所有所有所有所有するするするするチェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーをーをーをーを使使使使用しました。用しました。用しました。用しました。    

本市は、本市は、本市は、本市は、市域の約７割を森林が市域の約７割を森林が市域の約７割を森林が市域の約７割を森林が占めており占めており占めており占めており、林業や木、林業や木、林業や木、林業や木材材材材加工加工加工加工業業業業にににに従従従従事事事事するするするする者者者者も少なくも少なくも少なくも少なく

なくなくなくなく、、、、自自自自家家家家用の用の用の用のチェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーをーをーをーを保保保保有有有有するするするする者者者者もももも比較比較比較比較的多い的多い的多い的多いよよよよううううです。です。です。です。    

チェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーは、ーは、ーは、ーは、メーメーメーメーカカカカーやーやーやーや機種機種機種機種等が等が等が等が異異異異なっていても、基本的ななっていても、基本的ななっていても、基本的ななっていても、基本的な構造構造構造構造やややや取扱取扱取扱取扱方方方方法法法法はははは同同同同

じじじじでででであり、あり、あり、あり、講習講習講習講習にににに支支支支障障障障ははははありまありまありまありませせせせんでしたが、災害んでしたが、災害んでしたが、災害んでしたが、災害現場現場現場現場でのでのでのでの活動を活動を活動を活動を想想想想定した定した定した定した場場場場合は合は合は合は、配、配、配、配

備されたものがよいとの備されたものがよいとの備されたものがよいとの備されたものがよいとの意見意見意見意見もありました。もありました。もありました。もありました。なお、なお、なお、なお、本市消防団では、本市消防団では、本市消防団では、本市消防団では、チェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーーーー２台２台２台２台

を保を保を保を保有有有有ししししておりておりておりておりますがますがますがますが、、、、「「「「消防団の消防団の消防団の消防団の装装装装備の基備の基備の基備の基準準準準」に基づく」に基づく」に基づく」に基づく救助救助救助救助資資資資機材機材機材機材の配備には、の配備には、の配備には、の配備には、引引引引きききき

続続続続きききき期期期期間間間間をををを要する要する要する要する状状状状況況況況ですですですです。。。。    

また、また、また、また、チェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーはーはーはーは危険危険危険危険性の高い資性の高い資性の高い資性の高い資機材機材機材機材であることからであることからであることからであることから、、、、講師講師講師講師のののの指導指導指導指導等等等等をををを受け受け受け受けて、て、て、て、

ヘヘヘヘルメルメルメルメッッッットやトやトやトや耐切創耐切創耐切創耐切創手手手手袋袋袋袋ののののほほほほか、保か、保か、保か、保護護護護メメメメガネガネガネガネや保や保や保や保護ズボ護ズボ護ズボ護ズボンンンンなどなどなどなど、、、、必要な必要な必要な必要な安安安安全全全全装装装装備備備備品品品品をををを準準準準

備し備し備し備し着着着着用しました。用しました。用しました。用しました。    
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７７７７    事業の継続性事業の継続性事業の継続性事業の継続性    

本本本本事事事事業を業を業を業を継継継継続して実施していくためには続して実施していくためには続して実施していくためには続して実施していくためには、、、、多くの多くの多くの多くの消防団員消防団員消防団員消防団員がががが参参参参加しやすい日時や加しやすい日時や加しやすい日時や加しやすい日時や会場会場会場会場

のののの選選選選定定定定、、、、講習講習講習講習資資資資機材機材機材機材やややや実実実実技講習技講習技講習技講習会場会場会場会場の確保の確保の確保の確保等等等等がががが課題課題課題課題となとなとなとなりますりますりますります。。。。特に、特に、特に、特に、日時日時日時日時のののの選選選選定定定定はははは、、、、

勤務勤務勤務勤務体制が体制が体制が体制が多様化多様化多様化多様化したり、したり、したり、したり、仕仕仕仕事事事事やややや家事家事家事家事、、、、育育育育児児児児、地域、地域、地域、地域事事事事業等業等業等業等で多で多で多で多忙忙忙忙な消防団員も多な消防団員も多な消防団員も多な消防団員も多いいいい状状状状況況況況

でででで、、、、一一一一定の定の定の定の受講者受講者受講者受講者数を確保で数を確保で数を確保で数を確保でききききるよるよるよるようううう配配配配慮慮慮慮していく必要があります。していく必要があります。していく必要があります。していく必要があります。    

また、また、また、また、講習機関講習機関講習機関講習機関からのからのからのからの講師派遣講師派遣講師派遣講師派遣等によって資等によって資等によって資等によって資格格格格をををを取得取得取得取得ささささせせせせるには、るには、るには、るには、財財財財政的な政的な政的な政的な負負負負担が担が担が担が大大大大

ききききいことがいことがいことがいことが課題課題課題課題となりますとなりますとなりますとなります。。。。アアアアンンンンケケケケートートートートでは、では、では、では、資資資資格格格格取得取得取得取得にににに関関関関するするするする費費費費用は、「市が用は、「市が用は、「市が用は、「市が全全全全額額額額をををを

負負負負担す担す担す担するるるるべべべべきききき」」」」とのとのとのとの意見意見意見意見がががが大大大大半半半半を占めており、を占めており、を占めており、を占めており、継継継継続的に実施するにはその続的に実施するにはその続的に実施するにはその続的に実施するにはその費費費費用用用用対効対効対効対効果や果や果や果や

費費費費用用用用負負負負担の担の担の担の在在在在り方等をり方等をり方等をり方等を検検検検討討討討していく必要があります。していく必要があります。していく必要があります。していく必要があります。    
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ⅥⅥⅥⅥ    まとめまとめまとめまとめ    

平成平成平成平成２５年１２月に「消防団を中２５年１２月に「消防団を中２５年１２月に「消防団を中２５年１２月に「消防団を中核核核核とした地域防災力の充実強化にとした地域防災力の充実強化にとした地域防災力の充実強化にとした地域防災力の充実強化に関関関関するするするする法法法法律律律律」が制」が制」が制」が制

定され、定され、定され、定され、消防団が地域防災力の中消防団が地域防災力の中消防団が地域防災力の中消防団が地域防災力の中核核核核としてとしてとしてとして欠欠欠欠くことがくことがくことがくことがででででききききないないないない存在存在存在存在としてとしてとしてとして、その重要性、その重要性、その重要性、その重要性

と充実強化の必要性が示されました。と充実強化の必要性が示されました。と充実強化の必要性が示されました。と充実強化の必要性が示されました。    

本市では、本市では、本市では、本市では、本市消防団の充実強化の基本的な方針となる本市消防団の充実強化の基本的な方針となる本市消防団の充実強化の基本的な方針となる本市消防団の充実強化の基本的な方針となる「鹿沼市消防団充実強化ビジ「鹿沼市消防団充実強化ビジ「鹿沼市消防団充実強化ビジ「鹿沼市消防団充実強化ビジ

ョン」をョン」をョン」をョン」を平成２５年３月に平成２５年３月に平成２５年３月に平成２５年３月に策定し、策定し、策定し、策定し、女女女女性消防団員の性消防団員の性消防団員の性消防団員の任任任任用や消防団用や消防団用や消防団用や消防団ササササポートポートポートポート店事店事店事店事業、業、業、業、入入入入団団団団

要要要要件件件件のののの緩緩緩緩和、和、和、和、ピピピピーーーーアアアアールビールビールビールビデオデオデオデオの制の制の制の制作作作作などを進めなどを進めなどを進めなどを進めてててて、、、、消防団員の消防団員の消防団員の消防団員の確保に確保に確保に確保に一一一一定の定の定の定の効効効効果を果を果を果を上上上上

げげげげててててききききたとこたとこたとこたところろろろです。です。です。です。    

本本本本事事事事業では、業では、業では、業では、「「「「伐伐伐伐木等の業木等の業木等の業木等の業務務務務にににに係係係係る特る特る特る特別教育別教育別教育別教育」」」」によるによるによるによるチェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーのーのーのーの取扱取扱取扱取扱方方方方法法法法等等等等のののの習習習習

得得得得を通を通を通を通じじじじてててて、、、、消防団員の確保にお消防団員の確保にお消防団員の確保にお消防団員の確保におけけけけるるるる資資資資格格格格取得取得取得取得ののののイイイインンンンセセセセンティンティンティンティブブブブとととと救助救助救助救助資資資資機材機材機材機材の活用にの活用にの活用にの活用に

対対対対するするするする意欲意欲意欲意欲向向向向上上上上等等等等を調を調を調を調査査査査検証検証検証検証しました。しました。しました。しました。    

消防団員に消防団員に消防団員に消防団員に資資資資格格格格取得取得取得取得のののの機会機会機会機会をををを与与与与えることが、えることが、えることが、えることが、「「「「目目目目にににに見見見見えるメリえるメリえるメリえるメリッッッット」やト」やト」やト」や「実「実「実「実感感感感ででででききききるるるる

優優優優遇遇遇遇」とな」とな」とな」となりりりり、、、、報報報報酬酬酬酬や手や手や手や手当当当当のののの改善改善改善改善やややや福福福福利利利利厚厚厚厚生生生生の充実等との充実等との充実等との充実等と並ぶ並ぶ並ぶ並ぶ処処処処遇改善遇改善遇改善遇改善のののの一一一一環として、環として、環として、環として、幅幅幅幅

広い広い広い広い層層層層の人の人の人の人達達達達のののの入入入入団団団団促促促促進に進に進に進に寄与寄与寄与寄与するものとするものとするものとするものと考考考考えられます。えられます。えられます。えられます。    

また、また、また、また、多くの消防団員が、多くの消防団員が、多くの消防団員が、多くの消防団員が、消防消防消防消防団活動に団活動に団活動に団活動にチェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーなどのーなどのーなどのーなどの救助救助救助救助資資資資機材機材機材機材を活用していを活用していを活用していを活用してい

くことをくことをくことをくことを前前前前向向向向ききききにににに考考考考えており、これらを活用した災害えており、これらを活用した災害えており、これらを活用した災害えており、これらを活用した災害対応能対応能対応能対応能力の向力の向力の向力の向上上上上が、が、が、が、消防団員の消防団員の消防団員の消防団員の技技技技

能能能能と活動と活動と活動と活動意欲意欲意欲意欲を向を向を向を向上上上上ささささせせせせるとともに、魅力ややりがいのある消防団るとともに、魅力ややりがいのある消防団るとともに、魅力ややりがいのある消防団るとともに、魅力ややりがいのある消防団作作作作りにりにりにりに大き大き大き大きくくくく貢献貢献貢献貢献しししし

ていくものとていくものとていくものとていくものと考考考考えられます。えられます。えられます。えられます。    

しかしながら、しかしながら、しかしながら、しかしながら、積積積積極極極極的な的な的な的な救助救助救助救助活動や活動や活動や活動や救助救助救助救助資資資資機材機材機材機材の活用には、の活用には、の活用には、の活用には、相相相相応応応応のののの危険危険危険危険性が伴性が伴性が伴性が伴うううう場場場場合合合合

もあり、もあり、もあり、もあり、安安安安全全全全管管管管理理理理のののの徹底徹底徹底徹底をををを図図図図るためのるためのるためのるための教育教育教育教育訓練の訓練の訓練の訓練の拡拡拡拡充が必要充が必要充が必要充が必要であり、であり、であり、であり、仕仕仕仕事事事事やややや家事家事家事家事、、、、育育育育児児児児、、、、

地域地域地域地域事事事事業等で多業等で多業等で多業等で多忙忙忙忙な消防団員におな消防団員におな消防団員におな消防団員におけけけけるるるる負負負負担担担担のののの増増増増加が加が加が加が危惧危惧危惧危惧されます。されます。されます。されます。    

また、また、また、また、平成２６年２月に平成２６年２月に平成２６年２月に平成２６年２月に改正改正改正改正された「消防団のされた「消防団のされた「消防団のされた「消防団の装装装装備の基備の基備の基備の基準準準準」で示された」で示された」で示された」で示された安安安安全確保のた全確保のた全確保のた全確保のた

めのめのめのめの装装装装備や備や備や備や救助救助救助救助活動用資活動用資活動用資活動用資機材機材機材機材等等等等の配備はの配備はの配備はの配備は、、、、財財財財政面での政面での政面での政面での課題課題課題課題もありもありもありもあり相相相相応応応応のののの期期期期間間間間を要するを要するを要するを要する状状状状

況況況況ででででありますありますありますあります。。。。    

さらに、さらに、さらに、さらに、幅幅幅幅広い広い広い広い層層層層の人の人の人の人達達達達のののの入入入入団を団を団を団を促促促促進進進進するためにするためにするためにするために有効有効有効有効的な資的な資的な資的な資格格格格やそのために要するやそのために要するやそのために要するやそのために要する費費費費

用用用用ににににつつつついていていていてはははは、、、、消防団員の要消防団員の要消防団員の要消防団員の要望望望望や災害や災害や災害や災害対応対応対応対応活動にお活動にお活動にお活動におけけけけるるるる効効効効果、果、果、果、費費費費用用用用負負負負担の担の担の担の在在在在り方等をり方等をり方等をり方等を充充充充

分に分に分に分に検検検検討討討討していく必要があります。していく必要があります。していく必要があります。していく必要があります。    

本市で本市で本市で本市ではははは、、、、少子高齢化の進展等による人口減少が少子高齢化の進展等による人口減少が少子高齢化の進展等による人口減少が少子高齢化の進展等による人口減少が示されており、示されており、示されており、示されており、今今今今後後後後はさらに限られはさらに限られはさらに限られはさらに限られ

たたたた人人人人材材材材やややや財財財財源源源源等の中で、地域防災等の中で、地域防災等の中で、地域防災等の中で、地域防災の中の中の中の中核核核核となる消防団員を確保し、消防団の充実強化をとなる消防団員を確保し、消防団の充実強化をとなる消防団員を確保し、消防団の充実強化をとなる消防団員を確保し、消防団の充実強化を

図図図図っていくっていくっていくっていく必要があります。必要があります。必要があります。必要があります。引引引引きききき続続続続きききき、消防団員が活動しやすい環境、消防団員が活動しやすい環境、消防団員が活動しやすい環境、消防団員が活動しやすい環境整整整整備と魅力ある消備と魅力ある消備と魅力ある消備と魅力ある消

防団防団防団防団作作作作りのため、りのため、りのため、りのため、様々な様々な様々な様々な観観観観点点点点からからからから継継継継続的な続的な続的な続的な取取取取組を進めてい組を進めてい組を進めてい組を進めていききききます。ます。ます。ます。    
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