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【第１回大田区消防団運営委員会】 

『議事録』 

日時：令和４年３月 29日（火） 午前 10時２分から 11時 15分まで 

 

１．開 会 

○区事務局 

皆様、おはようございます。 

本日は、大変お忙しい中、本委員会にご出席を賜りましてまことにありがとうござ

います。 

ただいまから大田区消防団運営委員会開催させていただきます。 

初めに、本日お集まりいただきました委員の皆様のご紹介をさせていただきたいと

存じます。皆様恐れ入りますが、お手元にお届けしています資料の２枚目にある委員

名簿をお取り出しいただき、ご覧いただけますでしょうか。 

 

＝＝＝＝中略（委員紹介）＝＝＝＝ 

 

次に、本委員会について、簡単にご説明をさせていただければと存じます。 

この消防団運営委員会は、消防団の組織の整備を図り、その運営を円滑に行うため、

「特別区の消防団の設置等に関する条例」に基づき、都知事の附属機関として、特別

区ごとに設置されているもので、都知事の諮悶に応じ、審議し答申することとされて

おります。 

そして、本委員会の成立要件が、「特別区の消防団設置等に関する条例」第９条に

より、委員の皆様の半数以上の出席が、委員会成立の要件となっております。 

本委員会の委員は、総数 21名ですが、本日、半数以上ご出席者いただいておりま

すので、本委員会は成立していることを皆様にご報告申し上げます。 

また、委員会の公開等についてです。 

区ホームページにて公開し、傍聴人を募るとともに、議事録につきましても併せて

公開することとしておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 
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それでは、委員長であります松原委員長から、ご挨拶をお願いいたします。 

 

２．委員長挨拶  

○委員長（大田区長） 

皆様、おはようございます。 

本日はお忙しいところ、またコロナ禍にもかかわらず、ご出席をいただきまして、

心から御礼を申し上げたいと思います。 

本日、皆様にご審議いただく諮問内容は、「大規模地震発生時における特別区消防

団の消火活動能力を向上させる方策はいかにあるべきか」になります。 

令和３年 10月 21日に都知事から諮問され、答申期日は、令和５年５月 31日まで

となっております。 

令和３年度に１回、令和４年度に２回の計３回の委員会を開催させていただき、答

申をまとめてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

地域に密着した消防団は、消火活動や防火防災訓練の指導など、平素から献身的な

活動をしていただいており、災害時においても、その活躍が大いに期待されていると

ころであります。 

近年は、大きな地震が全国各地で発生しており、今後 30年間に首都直下地震等の

発生する確率は、約 70パーセントと言われております。 

大田区におきましても、昨年 10月には震度５弱を、今月 16日には震度４を観測す

る地震が発生し、大きな被害はなかったものの、交通機関の停止や停電など、区民生

活に影響を与えました。 

こうした中で、大規模地震が発生した際の消防団による活動は、初期消火にのみな

らず、木造・防火造建物の密集地域での消火活動や、消防隊と連携した延焼阻止活動、

さらには長時間に及ぶ活動や消防団単独での活動など、普段の消火活動以上に多岐に

わたることが考えられます。 

これらのことから、消防団の消火活動能力の向上方策について、諮問がなされたも

のでございます。 

本日は、令和３年６月 16日に答申いたしました前回の諮問事項であります「水災

時において消防団員が効果的に活動する方策はいかにあるべきか」の答申内容及び対
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応方針について、冒頭ご説明申し上げ、その後に、今回の諮問事項に対するご審議を

していただくこととしております。 

委員の皆様方には忌揮のないご意見をいただきたいと存じます。 

有意義なご討議を賜りますようよろしくお願い申し上げてご挨拶とさせていただ

きます。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

○区事務局 

どうもありがとうございました。 

 それでは、以後の進行につきましては委員長にお願いしたいと存じます。よろしく

お願いいいたします。 

  

 

３．議 事 

（１）前回の特別区消防団運営委員会について 

 

○委員長（大田区長） 

それでは、早速でございますが議事に入らさせていただきたいと存じます。 

 まず初めに、前回の諮問事項であります「水災時において消防団員が効果的に活動

する方策はいかにあるべきか」に対する答申及び対応方針について、説明をお願いい

たします。それでは、事務局であります大森消防署の警防課長からお願いをいたしま

す。 

 

○大森消防署警防課長 

おはようございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料１をご覧ください。前回の答申内容及び対応方針についてになりま

す。 

 「水災時において消防団員が効果的に活動する方策はいかにあるべきか」という諮

問の趣旨といたしまして、令和元年 10月に発生した台風第 19号では、多くの消防団
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員が水災事象に対応し、避難誘導、土のうを活用した浸水防止活動及び排水活動など

に従事しました。 

 こうした中で、消防団の活動体制、避難所支援等の対応、装備資機材・分団本部施

設の充実強化などの課題が抽出されました。水災時において消防団員が効果的に活動

するための具体的な方策についての諮閤ということになります。 

 大田区消防団運営委員会の主な答申内容及び対応方針についてご説明させていた

だきます。 

 諮問事項については、大田区消防団運営委員会の令和３年６月 16日の答申を始め、

令和３年７月 31日をもって各運営委員会から答申がされ、東京消防庁は各区の運営

委員会からの答申内容を踏まえて対応していくというものであります。 

 それでは、内容の説明になります。 

 １．活動体制として６つの審議項目に対する大田区の答申となります。網掛けの黄

色い部分が大田区の対応方針の内容を反映されたものになります。 

 審議項目ごとの説明をさせていただきます。 

 まず１点目、災害状況等に応じた招集及び任務班の編成時期ということです。 

 現在の水災時に係る消防団の招集計画は、東京消防庁の水防非常配備態勢の区分に

応じて、消防団員の団員数の３分の１以内・２分の１以内・全団員が招集する計画が

樹立されております。 

 そういったことで、災害の発生予測及び災害状況の推移に応じて、情報を一元的に

管理している団本部が、居住地や参集に要する時間・招集人員数・編成班・交替時期

等を判断して、各団の実情に応じて柔軟に対応していくべきであるということに対し

て、東京消防庁の対応方針として、災害発生状況、気象情報、気象警戒レベル等に応

じて、任務班の編成を考慮し、各消防団において必要な人員を段階的に招集できる体

制を推進するということになります。 

 ２つ目として、水災活動時の教育訓練及び安全管理ということです。 

 消防団員に対するアンケート調査結果によると、消防団員の 45％が訓練不足や知識

不足により、水災時の活動面での不安を感じていたことが判明しております。そうい

ったことで、実戦的訓練を消防署や河川敷等において実施するということです。 

 これに対して４つの対応方針が挙げられており、消防署隊、関係機関等と連携した

実戦的訓練の推進ということです。 
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３つ目、河川越水等による浸水時の機能移転計画ということです。 

多摩川の全流域で 48時間に 588ｍｍの降雨があった場合、区内 31分団本部施設中、

多くの分団本部施設が浸水するおそれがあるということで、消防署に準じた移転計画

を検討する必要があるということに対して、２点の対応方針があり、地域性に応じた

各消防団での機能移転計画の検討、作成、推進ということが挙げられております。 

次に４点目、広範囲の浸水による長時間活動などに伴う応援体制等です。 

人的物的双方の観点から、消防団相互の応援体制を構築することが望ましいという

ことでございました。 

隣接消防団、同一行政区内での相互応援体制を基本とした、人的及び物的支援が可

能な活動体制の制度整備による、効果的な消防団活動体制の構築といったことで、３

月に特別区消防団の災害等活動等に関する規程の一部改正が、（東京消防庁）防災部

長から示されております。 

この対応方針を踏まえて、水災時の自己団区域外への出場について定められたとい

うことで、震災はそういったものがあった訳ですが、水災時も加わって、４月１日か

ら施行され、改正されております。 

次に５点目、情報収集体制の強化ということで、分団本部用のタブレット等の配置

やＷｉ- Fｉ等のネットワーク接続環境の構築を図るということに対して、４つの対

応方針でございます。 

まず１点目、インターネット環境の整備による情報収集・情報共有体制の強化、イ

ンターネット環境を活用した、災害活動時等の双方向の情報連絡体制の構築、タブレ

ット端末等の導入による、効果的な教育言川練、訓練指導の推進でございます。 

こちらにつきましても、８月に防災部長から、特別区消防団が使用する携帯端末等

の管理体制及び運用要領等について示され、モバイル端末機器を使ったリアルタイム

の情報収集のため、配置運用されているところです。 

続きまして、６点目の住民等からの避難所支援の要請対応です。 

水害時緊急避難場所の 89か所に、開設時から閉鎖までの問、継続的に一定数の消

防団員を配置することは、消防署隊と連携した火災や水災事象への活動に支障をきた

す恐れがあるという意見がございました。 
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一方で、水害時緊急避難場所の開設を円滑に行うには、多数の人員が必要で、地元

の顔見知りである消防団員の水害時緊急避難場所による安心感があるといった意見

や、消防署との連携が円滑に行えるという意見もございました。 

そういったことで、その際の災害対応を含め消防団員の柔軟な人員配置、時期、任

務等について検討していく必要があるということに対しまして、２点の対応方針でご

ざいます。 

災害発生状況等に応じ、可能な範囲で避難所での情報収集、災害発生状況、避難者

の人数、避難者の救急要請等の有無、応急救護や救急要請が実施できる運用体制とす

る。 

２点目として、区や地域住民からの避難所への要配慮者の避難の要望や要請に対し

ては、災害発生状況など総合的に勘案し、署隊長と消防団長の協議により、署隊長の

判断の下、消防団活動の範囲内で対応ができるということでございます。 

以上が活動体制による大田区の答申及び東京消防庁での対応方針ということにな

ります。よろしいでしょうか。 

次に２番目として装備資機材、分団本部施設として、２つの審議項目に対する区の

答申となります。 

１点目が、当初の予想を超える水災に対する装備資機材の増強に備え、既存資機材

の改良については早急に着手、新たな資機材の配置については地域特性等を考慮した

必要資機材の配置、危険度に応じた配置先の選定など、迅速かつ柔軟な対応を行って

いく必要があるということです。 

それに対する３つの対応方針が、１点目、新たな資機材の導入による活動力向上を

図る。３点目の可搬ポンプ積載台車の軽量化や、代替品による消防団員の負担軽減の

検討ということになります。 

２つ目の審議項目となります。分団本部施設のスペース等の確保及び機能向上です。 

活動拠点としての機能性に富んだ分団本部施設の早期改築を推進、女性に配意した

専用の更衣スペース、トイレ等についても設置していく必要があるということに対し

て、５つの対応方針でございます。 

１番目、女性専用トイレ等の設置により、女性消防団員が活動しやすい環境整備の

推進、３項目、指揮・情報収集のためのスペース等の確保による、分団本部としての

活動拠点の機能強化の検討といったものが、区の答申が反映された内容になります。 
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以上が前回の答申内容及び対応方針についての説明になります。 

 

○委員長（大田区長） 

ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきましてご意見ご質問がございましたらお願いいた

したいと思います。 

  

（意見あり） 

委員、どうぞ。 

 

○委員   

私は多摩川５丁目の洪水のときに現地にいました。それで、田園調布消防団の皆様

が本当に必死になって働いている姿を見て、嬉しく思いました。本当にご苦労さんで

ございます。区議団員も活躍していただいて本当に頭が下がる思いです。 

あそこで感じたことは、毎回多分、水が出たらあの場所をもう一回やるのかなと、

どう手を下しても、また洪水になんじゃないかなと思っているのです。 

その場合、さっき説明があったような、行政区の違う、雪谷の隣にあった世田谷の

消防団各位と密接に連携することについて、話はあれからしているんでしょうか。そ

れをちょっとお聞きたいと思います。 

 

○委員長（大田区長）： 

警防課長、どうぞ。 

 

○大森消防署警防課長 

世田谷区消防団との連携ということでございましょうか。そういうことにつきまし

て、今後検討を進めていかなくてはいけないのかなというところでございます。 

 

○委員  
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同じ場所で、あそこが一番水が出やすいというのはお感じだと思うんです。あそこ

は道一本、本当に狭い道を隔てて世田谷区なんです。どこが大田区なのか現場では全

然わからないですからね。 

 そういうことで、ぜひ早急に消防団同士での顔合わせでもいいですから、していた

だかないとまずいのかなと。実際６月など、雨が降り出してすごく心配しているんで

す。それをどう思いますかね。 

それと、もう一つ、分団スペース等の確保というのがありました。その質問もよろ

しいですか。 

 

○委員長（大田区長） 

どうぞ。 

 

○委員  

先ほど、私、８分団でと自分で言ったのは大森で、例えば、分団本部の見込みが今

全然立っていないのは８分団だけなんですね。 

 先日、大森（第５）分団の分団本部を、外からですが、見てきて、本当に立派なも

のができているなと思いました。 

 区長にぜひお願いしたいのは学校なんです。今、適正地があったら造りましょうと

言っていても、そんなことは全然ダメで、空いているところというのは、大田区の関

係でできるのは学校避難所になっている各学校なんです。 

 スペースのないところは仕方がないです、スペースのある所はぜひ対象に入れてい

ただきたいという働きかけをしていただきたいと思います。 

 今まで学校は聖地となっていて、うちの分団も資材置き場として山王小学校にお世

話になっていますが、今はもうそういう時代ではなくて、学校はみんなが、例えば集

会をやるとかもっとフリーなスペースでやればいいと思うんです。 

 特に学校避難所に使っているところなどは、その中に分団本部があったら、大変動

きやすいのではないかと思うんです。 

 ぜひその辺のご意見を聞かせていただきたいなと思っております。 

 

○委員長（大田区長） 
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それでは、区事務局。 

 

○区事務局 

私から、消防団の分団施設につきまして、皆様に全体像についてご報告をさせてい

ただきます。 

 分団数は 31ございます。そのうち既に分団本部施設を設置済みというところは 25

か所ございます。したがいまして６か所がまだないということです。 

 ただ、その中でも予定が立っているというところが５つあって、委員からお話のあ

りました大森消防団の第８分団だけが、まだ見通しも立っていないというところでご

ざいます。 

 この分団本部施設の設置の重要性は、十分区も確認、認識しております。ここの今

お話がありましたとおり、山王小学校という場所がございますが、きょうご意見をい

ただきましたので、そういったことも含めて、慎重に丁寧に積極的に対応していきた

いと思います。 

 早急に対応してまいりますので、このことを皆様にご報告申し上げます。 

 

○委員長（大田区長） 

どうぞ。 

 

○委員  

慎重に早急にという話だけれども、これ本当にいつ何があるかわからないでしょう。

地震も多いですので、ぜひ本当に力を入れて、どこを突けば学校がいいと言うのかわ

からないけれども、山王小学校と交渉をしてほしいと思います。 

 分団本部がないところは本当に困っていますよ。狭いところでやっとポンプを出し

入れして、ホースをとかとやっているのは、これは消防団の人数を増やそうという話

どころではなく、これは国の支出からなんだよね。その辺、確認をしたいんだけれど

も、いつまでにお願いできるかということはありますかね。 

 

○委員長（大田区長） 

区事務局。 
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○区事務局 

申しわけありません。いつまでというお約束はちょっと、今この場での発言は控え

させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 いずれにしましても積極的に取り組んでまいりますので、ご理解を賜りたいと思い

ます。 

 

○委員  

分かりました。 

 

○委員長（大田区長） 

はい、その他に質問のある方は。 

 

○委員  

今の報告事項の質問ではないんですが、別の委員が質問された台風 19号のときの、

樋門の操作ですね。基本は下水道局がうまく下水道をいろいろ整備していれば、ああ

いったことが起きなかったというのが根本原因なわけなんですね。 

 そこで、今回も取り上げて、東京都が管理している下水道局では、今後その反省も

踏まえて、樋門の操作も含めて、さまざまなそういったことが起きないようにという

かことで回答していますので、しっかりとそちらの方もやっていきたいと思っており

ますので、よろしくお願いします。 

 

○委員長（大田区長） 

ありがとうございます。 

 その他にございますでしょうか。 

 

○委員  

審議項目６番のところで住民の避難というところがありますが、現在区内でも、私

の地域内でも、在宅で、家で介護を受けている方、障害をお持ちの方たくさんいらっ

しゃいます。 
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 この 19号のときも、避難したいけれども１人では避難できないし、家族が避難さ

せることもできない訳です。 

 私達もいろいろな形で求めていますが、避難計画をつくって地域の方、行政の方の

力を借りて、しっかり避難をしていくというような体制をつくっていきたいとは思っ

ています。 

 ただ、一方で、そうはいっても、なかなか体制づくりというのは難しいし、令和４

年度からそういった試験的な取組みが導入されていきますが、消防団の中でそういっ

た障害者また高齢者介護を必要な方々への避難のアプローチというのか、また、そう

いった訓練だとか資機材の装備だとかいった状況をお聞きしてもよろしいでしょう

か。 

 

○委員長（大田区長） 

これは警防課長から。 

 

○大森消防署警防課長 

そういった避難につきましては、要支援者とか健常者、段階的な避難所への避難と

いうような制度になっているかと思います。 

 そういったところで、消防団の方も、水防に関することにつきましては、やはり計

画で参集というところでございますので、段階的な部分で時間に猶予があるというこ

とであるならば、消防団員の方が地域に密着している人材でもございますので、避難

所までのそういった対応も可能ではないかなと思います。 

 一度招集されてしまいますと、やはり災害優先になってしまいますが、それまでの

間であるならば、要支援者というのは早い段階での避難なのかなと感じておりますの

で、その部分では支援が可能ではないかなと思います。 

 

○委員  

私たち地域にいる人間も一生懸命対応いたします。素人ながらやります。今おっし

ゃっていただいたように、招集のかかるまでの間、わずかかもしれないですが、ぜひ

地元の自治会等と連携をしながら、お手を貸していただきたいと思いますし、またそ

れなりの装備の充実もしていただきたいと思っております。 
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○委員長（大田区長） 

その他にございますか。 

 

○委員  

装備資機材、分団本部施設の２番目のところです。 

 審議項目の２の、分団施設等のスペースの確保及び機能向上のところで、女性に配

慮した専用のスペース、トイレ等の設置についても，「設置をしていく必要がある」

という風に答申にあります。 

 ただ、大田区内での各分団で、こうしたスペースであったり、トイレの設備を設置

している分団数というのはどれくらいあるのか、現状どうなっているのかを教えてい

ただけますか。 

 

○委員長（大田区長） 

警防課長。 

 

○大森消防署警防課長 

今後の対応方針ということで、参考までに、大森の５分団本部がこの４月に引き渡

しになるということですが、まだ仕様が旧タイプですので、そこまで整ってないとい

うことを確認しております。 

 今後において、スペース的にもあろうかとは思うんですが、対応していくのかなと

思います。よろしいでしょうか。 

 

○委員長（大田区長） 

どうぞ。 

 

○委員  

災害対応に、ジェンダーの視点というのもすごく大事なことですので、これからの

時代は、これが本当に求められることだし、整備する上でもどんどん進めていかなけ

ればならないことだと思っています。 
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 引き続き検討して、できれば、全部の分団の本部がこういう設備になるという体制

にしていただければと要望しておきます。 

 

○委員長（大田区長） 

ありがとうございました。 

 その他にございますか。 

 ありがとうございました。それでは、次に行きたいと思います。 

  

 

（２）今回の諮問事項及び趣旨説明 

 

○委員長（大田区長） 

続きまして、今回の諮問事項であります「大規模地震発生時における特別区消防団

の消火活動能力を向上させる方策はいかにあるべきか」について、同じく警防課長か

らご説明をお願いいたします。  

 

○大森消防署警防課長 

それでは、資料２から６により説明させていただきます。 

資料２が知事の諮問になります。資料３でご説明したいと思いますのでご準備くだ

さい。 

 諮問事項と検討の方向性についてになります。 

 諮問事項については、繰り返しになりますが、「大規模地震発生時における特別区

消防団の消火活動能力を向上させる方策はいかにあるべきか」ということです。 

 諮問の趣旨としまして、特別区消防団は、それぞれの地域での密着性を活かしなが

ら、災害発生時においては消火を中心とした活動を積極的に行うとともに、平時にお

いても、火災予防の啓発や住民への各種訓練指導等の役割りを担うなど、地域住民か

ら頼られる存在でございます。 

今後、発生が危惧されている「首都直下地震」や「南海トラフ地震」等の震災時に

おいては、その特性を活かした迅速な出場による初期消火を初め、木造・防火造建物

の密集地域での消火活動、また、消防隊との連携による延焼阻止活動、さらには長時
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間に及ぶ消火活動など、その役割は普段の活動以上に多岐にわたることが考えられ、

当庁との連携を考慮した組織的な対応が必要となります。 

こういったことで、消防団の実戦的な対応力のさらなる向上、震災時における「よ

り効果的な活動」につながると考えられることから、特別区消防団の消火活動能力の

向上方策について諮問するということです。 

 課題と検討ということで、４つの課題と検討とその方向性と方法について説明させ

ていただきます。 

 それでは、課題ごとの説明をさせていただきます。 

 まず１点目の課題といたしまして、継続的な図上訓練や活動マニュアルの整備は行

っているが、震災に特化した実戦的な訓練は十分であるとは言い難いということです。 

 検討事項ということで、時間的、環境的な制約の中で、活動マニュアルに沿った効

率的かつ効果的な実動訓練、部隊運用・指揮判断能力の向上訓練、及び署隊との連携

活動訓練等の、効率的実施に向けた検討ということです。 

 ３つの検討の方向性です。 

 まず１点目、実戦的な現場力の向上ということで、１つは、時間的制約がある中で

の効率的で効果的な訓練の実施方法ということと、活動マニュアルを活用した実戦的

な訓練ということです。 

 検討方法といたしましては、各消防団に、震災に特化した実戦的な訓練でのアンケ

ートを実施して、対応していきたいと思います。 

 資料６の質問１の内容になります。 

質問１、震災に特化した実践的な訓練方策について伺うということで、こういった

アンケート方法で直接団の意見を確認するということになります。 

 資料３の１ページ目に戻っていただきまして、２．訓練実施環境の改善や実施場所

ということです。 

 実戦的な活動訓練ができる実施場所の検討と、関係機関と連携した実戦的な活動訓

練の実施場所の確保ということで、こちらは検討方法といたしまして、消防署を除い

た場所、実施場所の確保方策について、こちらのほうは議論をお願いしたいと思いま

す。 
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 ３点目といたしまして、消防団員、消防職員への教育ということで、統一的な指揮

要領及び活動要領の習得のための消防学校の研修、消防団員を指導する立場にある消

防職員に対する学校の研修ということです。 

 こちらのほうは資料４をご覧ください。 

消防団の訓練ということで、１から３までの内容が、そういった学校の訓練という

ことになっております。 

 ２番目が３つの訓練がございます。 

学校訓練、所属訓練、これは消防署が実施する訓練で、その他の訓練ということで、

３つの訓練になっております。 

 ３番目、消防学校が行う消防訓練ということで、９つの専科の研修がございます。

団員の階級、任務経験に応じて必要な知識技術を習得させる研修ということで、消防

学校で行われている研修となります。 

 資料３、１ページ目に戻っていただきまして、２点目の課題、新型コロナウイルス

感染症の影響により、普段の訓練や新人教育訓練が困難であるという課題に対しまし

て、デジタル環境を有効活用した知識や現場判断力など、総合的な活動能力の維持や

向上方策等についての検討ということです。 

 こちらは３点の方向性ということで、まず１点目、デジタル環境の有効活用による

活動力維持や向上、オンラインによる定期的な教育訓練の導入、オンライン教養の実

施、活動別、任務班別、階級別など、訓練効果向上のためのデジタル環境の活用とい

うことです。 

 こちらのほうも、質問アンケートにより、消防団員の方に意見をいただくというこ

とです。 

 資料４をご確認ください。 

こちらのほうは教育訓練に活用する資料で、消防団員のハンドブックとして、こう

いった事例集、ガイドライン、災害活動要領等の資料の活用ということになります。 

次に、デジタル環境の充実ということで、資料６をご覧ください。 

設問２の中で、オンラインによる教育訓練内容を消防団の方に聴取するという内容

になります。 

次に、３点目でございます。 
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新たな技術の活用ということで、インターネット上の仮想空間などデジタル技術、

ＡＲ、ＶＲなどを活用した教育訓練等の検討で、こちらは足立区でバーチャルな防災

訓練が進められているということです。 

次に、３つ目の課題ということで、消防団員数の不足に伴い、活動力の低下が危惧

されるということです。 

消防団活動のさらなる理解や周知度の向上に伴う入団促進、充足率の維持向上方策

等についての検討ということです。 

若い世代の団員確保と組織の活性化の方向性ということで、女性や学生など対象に

した募集広報の継続及び強化ということです。そちらの方も、アンケート質問３の内

容で、消防団の方に意見を聞くということになります。 

資料４をお開けください。 

右側、消防団の現況及び募集広報という項目の中で、１番目が大田区内の消防団の

現況になります。 

大森から田園調布、蒲田、矢口、特別区全体での内容になります。大森が 81％の充

足率、蒲田が 87％、矢口は 76％ということでございます。平均年齢につきましては、

大森が 57歳で一番上回っている状況になります。あと、女性、学生に占める割合に

なります。 

資料２の２ページ目に戻っていただきまして、２点目、募集広報の充実・強化とい

うことにつきましても、アンケートを取りまして、資料４をご覧ください。 

２、募集広報の種類等で、こういった統一したロゴデザインを活用した募集活動、

デジタルメディアの活用やＳＮＳを活用した広報等、活動を実施しております。 

資料２ページ目に戻っていただきます。 

４点目の課題ということで、消防団員の平均年齢の上昇に伴い、各種活動面におけ

る負担軽減に配慮した資機材の整備が望ましいということで、配置資機材の種類削減

や軽量化など、効果的かつ負担を軽減した装備資機材の整備について、検討が必要と

いうことでございます。 

検討の方向性といたしましては、新たな資機材整備や既存資機材等の軽量化やコン

パクト化による、負担軽減ということです。 

負担軽減に配慮した新たな装備資機材の導入、既存装備資機材の増強・改良・削減

ということになります。 
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こちらのほうも団員の方にアンケートを実施して、意見を伺うということになりま

す。 

資料５をご覧ください。 

消防団員の現在の資機材の資料となります。 

可搬ポンプ、積載車、救助・救護関係ということで、チェーンソーと、チェーンソ

ー使用する際の防護衣となります。油圧救護器具、次のページにいきまして、救急関

係のかばんですとか、感染防止に必要なものになります。 

情報伝達関係ということで無線機、このモバイル端末が、こちらが消防団運営委員

会の答申意見を受けて、タブレットが去年配置になって活用しているところです。 

夜間の活動で活躍する照明器具とか頭上ライト、その他の活動資機材として、発電

機、水防活動に使用する救命胴衣、防塵メガネ、その他の活動として、放射能測定器

とか可搬ポンプ内の洗浄容器、こちらは給水器といいまして、水防活動時において水

を汲み取るフローティングストレーナーというものが、現在の資機材として配備され

ている状況となります。 

参考資料１をご覧ください。こちらが震災活動時のマニュアルの抜粋版となってお

ります。 

こういったのを活用して訓練を実施していくということになります。任務ごとに活

動の内容が明記されております。 

参考資料２につきましては、消防団の募集活動ということの一つの手段といたしま

して、こちらも以前検討して実現している内容で、大規模災害団員制度の概要という

ことでまとめられております。 

配置数につきましては、分団数に３を乗じた数が上限ということになっております。

対象者につきましては、消防団の経験がある者、医療従事者等の災害で特殊な専門知

識を有している方ということになります。 

次に、参考資料３で、特別区の消防団の設置等に関する条例を載せてございます。 

本日の諮問の内容につきましても、この第４条に基づきまして運営委員会を行って

います。 

それでは、資料１ページ目の訓練実施環境の改善や実施場所につきまして、消防署

を除いた訓練場所の確保策について、議論をお願いしたいと思います。 
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（３）委員からの意見聴取及び審議 

  

○委員長（大田区長） 

委員、どうぞ。 

 

○委員  

消防団の人たちは必死になって、夜には警戒で街の中を回ったりしていますが、昔

は「ご苦労さん」とかわざわざ言ってくれる人もいたけれども、今は全部が全部では

ないですが、「うるさい」という人もいるんです。 

 これは各分団の団長さんは痛切に感じていると思うんですが、そんな時代になった

のかなと。 

 特に人の家のそばにある訓練を何とかしようと思うんですが、みんな苦労してやっ

ています。処理場とか公園でやったりしていますが、どう考えても公設の広いところ

でないと、絶対に訓練できないと思うんですよね。 

 道路の広いところがあれば、近所の人まで見に来てくれていて、そこでやったこと

があるんですが、ぜひ公設の場所を積極的に開放していただいて、やっていただきた

いと思うんです。 

 その点、団長さんたちはどう考えていらっしゃるのかというのは、一番身近に感じ

てらっしゃるんです。苦情を言われたりして、本当に苦しい思いをしていると思うの

で、ぜひどんな状況かを話していただけませんでしょうか。 

 

○委員長（大田区長） 

どうぞ。 

 

○委員  

矢口消防団長です。矢口の場合は、公設の矢口の（ごみ）焼却場があるので、そこ

で訓練させてもらっています。 

 今言われたように、訓練する場所はそういう広いところでないと、これからの時代

無理だと思います。今言われたとおり、「うるさい」とか言われます。それが現状だ
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と思います。でも、私たちはやめるわけにはいかないので、皆さんの安全を守らなけ

ればならないので。 

 だから、区長にもお願いしたいんですが、公設のやる場所を各消防団で探して、そ

れでやれれば解決できると思いますので、よろしく検討をお願い申し上げます。 

 

○委員長（大田区長） 

その他に団長さんでご意見は、どうぞ。 

 

○委員  

 大森消防団長です 

 矢口消防団長から今言われた通り、訓練するにあたり近隣からの住民からの苦情が

多いということ、これが消防団員の募集にも影響されているというのが現状ではない

でしょうか。 

 各消防団員は一生懸命に町の安全、地域住民のために、消防訓練を行っております

が、時たま苦情を言われたりします、消防団員が、「消防団に入ってよかったな」と

魅力を感じるようにしないと、これから自営業の後継者問題や、また、高齢化で消防

団員のなり手がどうしても、少なくなっていくわけです。 

私たちのある分団では会社員の方が多く、自営業者は少なく又階級が上になればなる

ほど時間等に対して融通がないと勘違いします。また「今コロナ感染禍ながら、消防

活動は訓練を控えてくれ」とか言う会社もあるそうです。なので近隣への迷惑はない

ように訓練活動を行っているはずです。依ってご理解をしていただけるように消防団

の役割などを説明しつつ宣伝して頂ければ我々としても活動が行い易くなると思い

ます。 

また、今度ポンプ操法大会を６月に行いますが、ご承知のように今は操法訓練を行

っている時期で４個分団、各々が同じ場所で行っております。訓練場所がある分団と

苦労している分団があります。これに伴い各分団が同じ場所を、曜日を変更して利用

するなど訓練に苦労していると思います。近隣の方々に災害時等の活動を説明しつつ

ご理解を承りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○委員長（大田区長） 
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ありがとうございます。 

 今の練習場所については、私もよく耳にしています。本当に古くは、差し入れをも

らったのに、今はそういうような扱いになっているという状況の変化の中で、どうい

うふうに地域の方々に理解していただけるのか、見当もさせていただきたいなという

ように思います。ありがとうございました。 

 その他にございますでしょうか。 

 よろしゅうございますか。 

 いろいろと皆さんにご意見をいただいてまいりました。どうか事務局におかれまし

ては、皆さん方のご意見を次のほうに反映できるように、よろしくお取りまとめをお

願いしたいと思います。 

 それでは、特にないようでしたら、議事については終了とさせていただきたいと思

います。以降の進行を事務局に戻させていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

（４）その他（今後の予定等） 

 

○区事務局 

ありがとうございました。いただいたご意見、本当にありがとうございます。今後

の検討に活かしてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 最後に、事務局の方からご報告を申し上げます。 

 今後の本委員会の審議予定につきまして、防災支援担当課長からご説明申し上げま

す。 

 

○防災支援担当課長 

 別添の資料をご覧ください。 

別添、「大田区消防団運営委員会審議進行予定」をこちらをご覧ください。 

 答申期日につきましては、冒頭にご説明がございましたとおり、令和５年３月 31

日となっております。 
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 また、日程、審議内容については、予定ではございますが、記載のとおりでござい

ます。第１回については本日開催させていただきました。 

 続きまして、第２回、第３回と予定してございます。 

 第２回は、令和４年 10月ごろを予定してございます。 

本日ございましたアンケートの結果をご報告させていただくとともに、答申案のご

審議を賜りたいと考えてございます。 

 第３回につきましては、令和５年の２月ごろを予定してございますが、答申案の最

終審議ということで予定してございますので、お忙しいところ恐縮ではございますが、

ご尽力のほどよろしくお願いいたします。 

 以上になります。 

 

○委員  

ごめんなさい。ちょっとよろしいでしょうか。 

 

○委員長（大田区長） 

どうぞ。 

 

○委員  

このアンケート案ですが、対象者が部長職以上となっているのは、何か理由がある

のでしょうか。 

 

○委員長（大田区長） 

警防課長。 

 

○大森消防署警防課長 

経験を踏まえた意見を聞くのに、部長が妥当かということに至りました。 

 

○委員長（大田区長） 

どうぞ。 

 



 - 22 - 

○委員  

この内容を見てますと、割と若い方に対する接し方だとか、視点に関する部分等の

質問が多いと思うので、団員も含めて当事者になり得る、教育をする側の立場とされ

る側の立場とになると思います。 

 される側の方がどういったものを求めているかという視点を得るためには、やはり

団員の意見を仰ぐほうがいいのではないか。敢えて部長職だけに限定する必要はない

かと思うのですが。 

 

○委員長（大田区長） 

警防課長、お答えできますか。 

 

○大森消防署警防課長 

設問内容によっては、設問３などは、若い人に対してなのかなと思われます。あと、

設問２に関しても、新人教育の訓練ということで感じております。  

 １つ目の設問につきましては、経験のある部長職から質問を聴取するのが妥当かと

思います。２番目、３番目については、部長が若い人の意見を吸い上げて、まとめて

いただくという趣旨でございます。 

 

○委員  

それであれば、直接、若い方に聞いてしまった方が、忌憚のない効率的な意見聴取

ができるのではないかなと思うので、参考にしていただければと思います。 

 もう１点、次の運営委員会のときは、私は委員を外れてしまっていると思うので、

今の段階で意見を申し添えたいと思います。 

 消防団員の不足に対しての対応策についてです。 

消防署と消防団としていろいろな、私も広報活動を担当させていたいただいており

ますが、この運営委員会には大田区も参加していて、意見共有できる場だと考えてお

りますので、敢えて申し上げたいと思います。 

 若い世代に対するアンケートということでは、なかなか消防団活動をしながらとい

うのは、アプローチの限界も感じるところですが、せっかく区がこうやって協力でき

る体制を取っているわけですから、例えば、小中学校の児童生徒に対して、消防団員
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の認知だとかイメージだとか、「入りたいですか」とかいうアンケートを取ったりし

てはどうでしょうか。 

 それに加えて、保護者の方に回答してもらうとか、保護者の方と一緒に回答しても

らうような設問を加えるようなアンケートを、教育委員会も協力して取っていただけ

ると、間違いなくこの地域に住んでいる方々ですし、若い子育て世代で、おそらく消

防団に新しく入ってほしいという、狙っている年代だと思います。 

 ですので、そういった区でもできるところと消防ができるところを活かすようなや

り方を、施設の使用だとか学校に対するアンケートなどは、区のほうでできることだ

と思いますので、そういったアプローチの仕方をぜひ考えていただければと、区のほ

うにも要望いたします。 

 回答は結構ですが、意見としてお話をさせていただきました。よろしくお願いいた

します。 

 

○委員長（大田区長） 

委員、どうぞ。 

 

○委員  

矢口（消防団）では、学校へ行って、５年生を対象で講習をやって、理解してもら

っています。 

 だから、おそらくやっている消防団のあると思いますので、一概に今言われた意見

についてですが、そういうことをあまりやっていないのではなく、やっているところ

もありますので、それは一つ承知しておいてください。 

 

○委員長（大田区長） 

委員、どうぞ。 

 

○委員  

田園調布（消防団）もやっておりましたので、よく承知しております。 

 ただ、なかなか学校の生徒さんとか児童さんのその先、保護者の方になかなか行か

ない場合がありますので、教育委員会であれば効率よくできることだと思いますので、
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消防でできるところだけのところと、区でできるところとで、いろいろできるところ

があるのではないかということですので、今やっていること以上のことができるので

はないかということのご提案です。 

 

○委員長（大田区長） 

ありがとうございます。 

 その他はよろしゅうございますか。 

委員、どうぞ。 

 

○委員  

 特に女性団員の募集に関して、大きな課題があると認識しました。 

 今回、女性トイレや専門のスペースが新たに設けられたことで、女性団員の皆さん

が喜んでいらっしゃると思います。それを受け、女性団員に直接アンケートをとって

頂きたいと思います。その中で、女性に特化した訓練等の要望があるかもしれません。

メリットを探り、広報に繋げることも含めて期待します。 

 

○委員長（大田区長） 

ありがとうございます。 

 他によろしゅうございますか。 

 それでは、司会の方にお返しします。 

 

 

４．閉 会 

○区事務局 

ありがとうございました。 

 それでは、先ほど防災支援担当課長から申し上げました、今後の進行予定も含めま

して、皆様からのご意見等がございましたら、よろしいでしょうか。 

 それでは、委員長、ここで終了させていただいてよろしいでしょうか。 
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○委員長（大田区長） 

はい、結構です。 

 

○区事務局 

それでは、皆様本当に今日はお忙しい中、誠にありがとうございました。 

 以上をもちまして本日の消防団運営委員会を終了させていただきます。 

大変お疲れさまでした。どうもありがとうございました。今後ともどうぞよろしく

お願いいたします。 

                                   （了）   

 


