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にににに密着密着密着密着しししし、、、、

 

 

  

 消防団消防団消防団消防団はははは

発生発生発生発生したときにしたときにしたときにしたときに

火活動火活動火活動火活動、、、、救助活動救助活動救助活動救助活動

 

 

  

  「「「「横手市消防団員横手市消防団員横手市消防団員横手市消防団員

    にににに在住在住在住在住またはまたはまたはまたは

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                            

    

    

    

    

    

    

    

                        

                                                        

    

災

害

時 

平

常

時 

消防団とは

消防団員の

入団資格 

消防団の活動

のののの防災にあなたの力を貸してください防災にあなたの力を貸してください防災にあなたの力を貸してください防災にあなたの力を貸してください

はははは、、、、消防本部消防本部消防本部消防本部

地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける

、、、、住民住民住民住民のののの安全安全安全安全

はははは、、、、常勤常勤常勤常勤のののの

したときにしたときにしたときにしたときに自宅自宅自宅自宅

救助活動救助活動救助活動救助活動をををを

横手市消防団員横手市消防団員横手市消防団員横手市消防団員

またはまたはまたはまたは勤務勤務勤務勤務

                            消火活動消火活動消火活動消火活動

                        防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練

                                                        

消防団とは 

の身分 

消防団の活動 

防災にあなたの力を貸してください防災にあなたの力を貸してください防災にあなたの力を貸してください防災にあなたの力を貸してください

消防本部消防本部消防本部消防本部やややや消防署消防署消防署消防署

におけるにおけるにおけるにおける消防防災消防防災消防防災消防防災

安全安全安全安全とととと安心安心安心安心

のののの消防職員消防職員消防職員消防職員

自宅自宅自宅自宅やややや職場職場職場職場からからからから

をををを行行行行うううう    「非常勤特別職の地方公務員」「非常勤特別職の地方公務員」「非常勤特別職の地方公務員」「非常勤特別職の地方公務員」

横手市消防団員横手市消防団員横手市消防団員横手市消防団員のののの定員定員定員定員

勤務勤務勤務勤務するするするする方方方方でででで

消火活動消火活動消火活動消火活動                                

防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練                                    

                                                        

防災にあなたの力を貸してください防災にあなたの力を貸してください防災にあなたの力を貸してください防災にあなたの力を貸してください

消防署消防署消防署消防署とととと同様同様同様同様

消防防災消防防災消防防災消防防災のリーダーとしてのリーダーとしてのリーダーとしてのリーダーとして

安心安心安心安心をををを守守守守るというるというるというるという

消防職員消防職員消防職員消防職員がががが勤務勤務勤務勤務するするするする

からからからから現場現場現場現場へへへへ

「非常勤特別職の地方公務員」「非常勤特別職の地方公務員」「非常勤特別職の地方公務員」「非常勤特別職の地方公務員」

定員定員定員定員、、、、任免任免任免任免、、、、

でででで年齢年齢年齢年齢がががが１８１８１８１８

                                

                                    

                                                        （（（（平成平成平成平成 28282828

防災にあなたの力を貸してください防災にあなたの力を貸してください防災にあなたの力を貸してください防災にあなたの力を貸してください

同様同様同様同様にににに、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの

のリーダーとしてのリーダーとしてのリーダーとしてのリーダーとして

るというるというるというるという重要重要重要重要

するするするする消防署消防署消防署消防署

へへへへ駆駆駆駆けつけけつけけつけけつけ

「非常勤特別職の地方公務員」「非常勤特別職の地方公務員」「非常勤特別職の地方公務員」「非常勤特別職の地方公務員」

、、、、給与給与給与給与、、、、服務等服務等服務等服務等

１８１８１８１８歳以上歳以上歳以上歳以上

                                水防活動水防活動水防活動水防活動

                                    消防訓練消防訓練消防訓練消防訓練

28282828 年年年年山内消防団山内消防団山内消防団山内消防団

防災にあなたの力を貸してください防災にあなたの力を貸してください防災にあなたの力を貸してください防災にあなたの力を貸してください

それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの市町村市町村市町村市町村

のリーダーとしてのリーダーとしてのリーダーとしてのリーダーとして、、、、平常時平常時平常時平常時

重要重要重要重要なななな役割役割役割役割をををを

消防署消防署消防署消防署とはとはとはとは異異異異なりなりなりなり

けつけけつけけつけけつけ、、、、そのそのそのその地域地域地域地域

「非常勤特別職の地方公務員」「非常勤特別職の地方公務員」「非常勤特別職の地方公務員」「非常勤特別職の地方公務員」    

服務等服務等服務等服務等にににに関関関関

歳以上歳以上歳以上歳以上のののの方方方方ならどなたでもならどなたでもならどなたでもならどなたでも

水防活動水防活動水防活動水防活動                            

消防訓練消防訓練消防訓練消防訓練                    

山内消防団山内消防団山内消防団山内消防団がががが全国大会全国大会全国大会全国大会

市町村市町村市町村市町村にににに設置設置設置設置

平常時平常時平常時平常時、、、、非常時非常時非常時非常時をををを

をををを担担担担いますいますいますいます。。。。

なりなりなりなり、、、、火災火災火災火災やややや

地域地域地域地域でのでのでのでの経験経験経験経験

ですですですです。。。。    

関関関関するするするする条例条例条例条例」」」」

ならどなたでもならどなたでもならどなたでもならどなたでも

                            

                    地域防火地域防火地域防火地域防火

全国大会全国大会全国大会全国大会にににに出場出場出場出場））））    

設置設置設置設置されるされるされるされる消防機関消防機関消防機関消防機関

をををを問問問問わずそのわずそのわずそのわずその

。。。。    

やややや大規模災害大規模災害大規模災害大規模災害

経験経験経験経験をををを活活活活かしたかしたかしたかした

」」」」によりによりによりにより、、、、

ならどなたでもならどなたでもならどなたでもならどなたでも入団入団入団入団できますできますできますできます

                            救助活動救助活動救助活動救助活動

地域防火地域防火地域防火地域防火パレードパレードパレードパレード

    

消防機関消防機関消防機関消防機関    

わずそのわずそのわずそのわずその地域地域地域地域    

大規模災害大規模災害大規模災害大規模災害がががが    

かしたかしたかしたかした消消消消    

、、、、横手市横手市横手市横手市    

できますできますできますできます。。。。    

救助活動救助活動救助活動救助活動    

パレードパレードパレードパレード    

    

    

        

    

◆

◆

    

    

                

            横手市横手市横手市横手市

のののの

                

炊炊炊炊

うううう

    

    

    

    

    

    
    

    

    

                災害現場災害現場災害現場災害現場

ったったったった
    

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

    

    
            

◆女性消防団

◆消防団入団後の処遇

◆入団を希望される方へ

        全国的全国的全国的全国的にににに

        横手市横手市横手市横手市ではではではでは

のののの方方方方までまでまでまで、、、、

        平常時平常時平常時平常時のののの

炊炊炊炊きききき出出出出しなどのしなどのしなどのしなどの

うううう救命講習救命講習救命講習救命講習

消防学校消防学校消防学校消防学校

        災害現場災害現場災害現場災害現場でででで

ったったったった場合場合場合場合にはにはにはには

★★★★    年額報酬年額報酬年額報酬年額報酬

がががが支給支給支給支給

★★★★    5555 年以上消防団員年以上消防団員年以上消防団員年以上消防団員

★★★★    消防団活動消防団活動消防団活動消防団活動

★★★★    職務職務職務職務にあたってのにあたってのにあたってのにあたっての

                
消防団消防団消防団消防団へへへへ

消防団消防団消防団消防団事務局事務局事務局事務局

★ 横手市消防本部

★ 横手市

★ 横手市

★ 横手市

★ 横手市

★ 横手市

★ 横手市

★ 横手市

★ 横手市
  

女性消防団員

消防団入団後の処遇

入団を希望される方へ

にににに男性男性男性男性消防団員消防団員消防団員消防団員

ではではではでは現在現在現在現在３３３３３３３３

、、、、地域地域地域地域にににに密着密着密着密着

のののの活動活動活動活動はははは世帯訪問世帯訪問世帯訪問世帯訪問

しなどのしなどのしなどのしなどの後方支援後方支援後方支援後方支援

救命講習救命講習救命講習救命講習のののの積極的積極的積極的積極的

消防学校消防学校消防学校消防学校でのでのでのでの救命講習救命講習救命講習救命講習

でででで危険危険危険危険なななな活動活動活動活動

にはにはにはには公務災害補償公務災害補償公務災害補償公務災害補償

年額報酬年額報酬年額報酬年額報酬のほかのほかのほかのほか

支給支給支給支給されますされますされますされます

年以上消防団員年以上消防団員年以上消防団員年以上消防団員

消防団活動消防団活動消防団活動消防団活動にににに必要必要必要必要

にあたってのにあたってのにあたってのにあたっての

へへへへ入団入団入団入団をををを希望希望希望希望

事務局事務局事務局事務局へごへごへごへご

横手市消防本部

横手市まちづくり

横手市まちづくり

横手市まちづくり

横手市まちづくり

横手市まちづくり

横手市まちづくり

横手市まちづくり

横手市まちづくり

横手市横手市横手市横手市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからもﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからもﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからもﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからも

員の活動

消防団入団後の処遇

入団を希望される方へ

消防団員消防団員消防団員消防団員はははは減少減少減少減少

３３３３３３３３名名名名のののの女性消防団女性消防団女性消防団女性消防団

密着密着密着密着しているしているしているしている

世帯訪問世帯訪問世帯訪問世帯訪問によるによるによるによる

後方支援後方支援後方支援後方支援をををを行行行行

積極的積極的積極的積極的なななな受講受講受講受講やややや

救命講習救命講習救命講習救命講習        

活動活動活動活動にににに従事従事従事従事

公務災害補償公務災害補償公務災害補償公務災害補償がががが

のほかのほかのほかのほか、、、、災害災害災害災害またはまたはまたはまたは

されますされますされますされます。。。。    

年以上消防団員年以上消防団員年以上消防団員年以上消防団員としてとしてとしてとして活動活動活動活動

必要必要必要必要なななな活動服活動服活動服活動服

にあたってのにあたってのにあたってのにあたっての功労功労功労功労、、、、

希望希望希望希望されるされるされるされる

へごへごへごへご連絡連絡連絡連絡またはまたはまたはまたは

横手市消防本部 総務課

まちづくり推進部

まちづくり推進部

まちづくり推進部

まちづくり推進部

まちづくり推進部

まちづくり推進部

まちづくり推進部

まちづくり推進部

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからもﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからもﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからもﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからも

の活動 

消防団入団後の処遇 

入団を希望される方へ 

減少減少減少減少していますがしていますがしていますがしていますが

女性消防団女性消防団女性消防団女性消防団員員員員

しているしているしているしている女性女性女性女性だからこそだからこそだからこそだからこそ

によるによるによるによる火災予防運動火災予防運動火災予防運動火災予防運動

行行行行っていますっていますっていますっています

やややや軽可搬軽可搬軽可搬軽可搬ポンプポンプポンプポンプ

            軽可搬軽可搬軽可搬軽可搬ポンプポンプポンプポンプ

従事従事従事従事することからすることからすることからすることから

がががが受受受受けられるほかけられるほかけられるほかけられるほか

またはまたはまたはまたは訓練出動訓練出動訓練出動訓練出動

活動活動活動活動しししし、、、、退職退職退職退職

活動服活動服活動服活動服などなどなどなどがががが貸与貸与貸与貸与

、、、、功績功績功績功績によるによるによるによる

されるされるされるされる方方方方やややや消防団消防団消防団消防団

またはまたはまたはまたは集落集落集落集落のののの

総務課    

推進部 横手地域課

推進部 増田地域課

推進部 平鹿地域課

推進部 雄物川地域課

推進部 大森地域課

推進部 十文字地域課

推進部 山内地域課

推進部 大雄地域課

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからもﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからもﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからもﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからも確認確認確認確認

していますがしていますがしていますがしていますが、、、、

員員員員がががが活動活動活動活動していますしていますしていますしています

だからこそだからこそだからこそだからこそ

火災予防運動火災予防運動火災予防運動火災予防運動

っていますっていますっていますっています。。。。またまたまたまた

ポンプポンプポンプポンプ操法操法操法操法

軽可搬軽可搬軽可搬軽可搬ポンプポンプポンプポンプ操法操法操法操法

することからすることからすることからすることから、、、、活動中活動中活動中活動中

けられるほかけられるほかけられるほかけられるほか、、、、

訓練出動訓練出動訓練出動訓練出動したしたしたした際際際際

退職退職退職退職したしたしたした場合場合場合場合

がががが貸与貸与貸与貸与されますされますされますされます

によるによるによるによる表彰制度表彰制度表彰制度表彰制度

消防団消防団消防団消防団についてについてについてについて

のののの消防団員消防団員消防団員消防団員

          

横手地域課  

増田地域課  

平鹿地域課  

雄物川地域課 

大森地域課    

十文字地域課  

山内地域課    

大雄地域課    

確認確認確認確認できますできますできますできます

、、、、女性消防団員女性消防団員女性消防団員女性消防団員

していますしていますしていますしています

だからこそだからこそだからこそだからこそ力力力力をををを発揮発揮発揮発揮

火災予防運動火災予防運動火災予防運動火災予防運動をををを中心中心中心中心にににに

またまたまたまた、、、、有事有事有事有事のののの

操法操法操法操法をををを習得習得習得習得していますしていますしていますしています

操法操法操法操法をををを習得習得習得習得                    

活動中活動中活動中活動中にににに死傷死傷死傷死傷

、、、、次次次次のようなのようなのようなのような

際際際際のののの出動手当出動手当出動手当出動手当

場合場合場合場合はははは退職金退職金退職金退職金

されますされますされますされます。。。。    

表彰制度表彰制度表彰制度表彰制度がありますがありますがありますがあります

についてについてについてについて詳詳詳詳しくしくしくしく

消防団員消防団員消防団員消防団員へおへおへおへお声声声声ががががけくださいけくださいけくださいけください

    �0182

  �0182

  �0182

  �0182

 �0182

    �0182

  �0182

    �0182

    �0182

できますできますできますできます。。。。    

女性消防団員女性消防団員女性消防団員女性消防団員はははは増加増加増加増加

していますしていますしていますしています。。。。会社勤会社勤会社勤会社勤

発揮発揮発揮発揮できるできるできるできる場面場面場面場面

にににに、、、、災害時災害時災害時災害時

のののの際際際際にににに迅速迅速迅速迅速にににに

していますしていますしていますしています。。。。

                        世帯訪問活動世帯訪問活動世帯訪問活動世帯訪問活動

死傷死傷死傷死傷もしくはもしくはもしくはもしくは

のようなのようなのようなのような待遇待遇待遇待遇がありますがありますがありますがあります

出動手当出動手当出動手当出動手当（（（（1111 回回回回

退職金退職金退職金退職金がががが支給支給支給支給

がありますがありますがありますがあります。。。。    

しくしくしくしく知知知知りりりりたいたいたいたい

けくださいけくださいけくださいけください

0182-32-1111

0182-32-2701

0182-45-5510

0182-24-1111

0182-22-2111

0182-26-2111

0182-42-5111

0182-53-2111

0182-52-2111

増加増加増加増加していますしていますしていますしています

会社勤会社勤会社勤会社勤めめめめのののの方方方方からからからから

場面場面場面場面がありますがありますがありますがあります

災害時災害時災害時災害時にはにはにはには避難誘導避難誘導避難誘導避難誘導

にににに対応対応対応対応できるよできるよできるよできるよ

。。。。    

世帯訪問活動世帯訪問活動世帯訪問活動世帯訪問活動

もしくはもしくはもしくはもしくは疾病疾病疾病疾病にかかにかかにかかにかか

がありますがありますがありますがあります。。。。

回回回回あたりあたりあたりあたり 2,5002,5002,5002,500

支給支給支給支給されますされますされますされます

たいたいたいたい方方方方はははは、、、、次次次次

けくださいけくださいけくださいけください。。。。    

1111 

2701 

5510 

1111 

2111 

2111 

5111 

2111 

2111 

していますしていますしていますしています。。。。    

からからからから主婦主婦主婦主婦    

がありますがありますがありますがあります。。。。    

避難誘導避難誘導避難誘導避難誘導やややや    

できるよできるよできるよできるよ    

世帯訪問活動世帯訪問活動世帯訪問活動世帯訪問活動    

にかかにかかにかかにかか    

。。。。    

2,5002,5002,5002,500 円円円円））））    

されますされますされますされます。。。。    

次次次次のののの    

    


