
地域を守る「消防団」を高校生が体験！

「あさぎり町消防団」体験レポート

「消防団って聞いたことあるけれど、よくわからない」
という高校生は多いはず。
「だったら、まずはやってみよう！」ということで、
あさぎり町消防団（球磨郡）に高校生３名が体験入団！
消防団の基本や役割、活動内容についてリポートします。
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消防団員 大募集！

ふるさと、暮らす地域をみんなで守ろう！ふるさと、暮らす地域をみんなで守ろう！

熊本県の各市町村は消防団員を募集しています ! !
熊本県消防保安課

居住地または勤務地の市町村消防担当課へお問い合わせください。
問い合わせ先はこちらからお探しください。

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/13/84578.html
詳しくはこちら

ⓒ2010熊本県くまモン
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規律訓練

交流体験

放水訓練
　消防団員の基礎となる訓
練です。消防団活動におい
て迅速かつ的確で秩序ある
団体行動を行うために、敬
礼、集合、整列、休めといっ
た動きを訓練します。

　高校生３名は訓練や点検を
通して、あさぎり町消防団員
の方々と交流。いろいろな話
を聞かせてもらい、実際に活
動を体験したことで理解がよ
り深まり、団員の方々と仲良
くなることができました。

　消火活動において重要に
なるのが放水です。球磨川
からポンプで水を汲み上
げ、筒先やホースを操作し
ながら放水しました。あさぎ
り町消防団では実践的な訓
練をすることで、技術の向
上を図っています。

　あさぎり町消防団の名物と
なっているのが「消防ラッパ
隊」。１月の出初式や、２年に
一度開催される球磨人吉消
防ラッパ吹奏競技大会で披露
しています。令和元年に開催
された同大会で個人・団体の
部ともに優勝を果たしました。

消防ラッパ隊

水のパワーは
想像していたより強くて、
筒先を支えるのが
大変でした！

敬礼は初めての経験で、
訓練するほどに身も心も
引き締まってきました！

ラッパの音色を聴いて
元気に、笑顔になりました！
とっても素敵な活動♪

あさぎり町消防団 を１日体験！

団員の方々は
皆さん優しくて、

消防車両や機器を操作する
姿はとてもカッコいい！
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　印象に残っているのは放水訓練
です。外から見ているだけでは分か
りませんが、実際にやってみると水
圧がすごくて、支えるのがきつい。
消防団の方々の大変さが分かりま
した。消防団の方々は皆さん話しや
すく、優しい人たちばかりでした。今
回体験させてもらったことで、これ
からも防火や防災について自分か
ら学んでいきたいと思いました。

やってみた感想 どんな人たちがやっているの？

平野 秀太郎さん

　初めてのことをたくさん経験でき
ました。特に敬礼の訓練が楽しかっ
たです。消防団の方々は皆さん気さ
くで、特に女性隊員の方々は優しく、
上下関係もないという話が印象に
残っています。私たち地域住民のた
めに頑張ってくださっているのは、
本当にありがたいなと思いました。
私にもできることがあれば、これか
ら地域の役に立っていきたいです。

山北 心瑠さん

　正直、最初は消防団って厳しい世
界なのかなと思いましたが、皆さん
優しく教えてくださり、楽しく活動で
きました。きびきびと動かれる先輩
方はとてもカッコよく、先輩方の話
を聞いて夢を目指す“やる気”が出
ました。将来は消防士になりたいと
思っていて、今回の経験はとても勉
強になりました。私も先輩たちのよ
うに地域を守っていきたいです！

　「詰め所」とは消防車両や消火用の機材を格納する
建物です。消防団員が非常時に集合したり、定例会を
開催したりもします。写真は、あさぎり町消防団第13
分団の詰め所。車庫の奥には和室を備えています。

川邊 奏翔さん

「詰め所」にも行ってみました！

若手消防団員インタビュー

上村 知史さん／24歳
うえむら　ともふみ

入団のきっかけは？
父と兄が消防団に入団していたから。
消防団は身近な存在でした。

入団して良かったことは？
日頃の訓練のおかげで防災への意識
が高まりましたし、身についた知識や
技術は、いざという時の役に立つと思
います。

消防団の魅力を教えてください。
団員の方たちとの交流はとっても楽
しいです。いろんな年代の方と一緒
に活動するので付き合いの幅が広が
ります。消防団での旅行や交流会も
楽しいですよ。

私はあさぎり町出身で、同級生の多く
が消防団に入団しています。理由は、
みんな地元愛が強いから。私も地元
が好きで、だから地元で就職しまし
た。皆さんもぜひ地元を大切にしてく
ださい。消防団は訓練や休日の活動
など大変なこともありますが、それを
超えるやりがいと楽しさがあると思
います。

高校生へメッセージを
お願いします。

万江 亜耶さん／27歳
まんえ　　 あや

入団のきっかけは？
職場の先輩に誘われました。

入団して良かったことは？
応急手当ての講習があり、勉強になり
ました。また、女性消防隊には年齢も
職場も異なる隊員がたくさん所属し
ているので、幅広い人脈づくりにつな
がっています。女性だけで歓迎会等
も行っており、とても楽しいですよ。

どんな時にやりがいを感じますか？
女性消防隊は幼児向けに紙芝居など
を使って防災啓発活動を行っていま
す。その時の子どもたちの可愛い笑
顔を見たり、地域の子どもたちの防
災啓発に貢献できていると感じたり
する時にやりがいを感じます。

消防団と聞くと男性のイメージを強
く持たれるかもしれませんが、女性も
活躍しており、啓発や広報など女性な
らではの活動もたくさんあります。優
しい先輩もいますので、ぜひ入団して
みてください。お待ちしています！

高校生へメッセージを
お願いします。

中村 廉さん／20歳
なかむら   れん

入団のきっかけは？
父が消防団に入っていて、楽しいとい
う話を聞いて私も入団しました。

入団して良かったことは？
幅広い年代の先輩たちとコミュニケ
ーションを取ることができ、楽しく活
動できます。

どんな時にやりがいを感じますか？
まだ入団して間もないので経験は浅
いですが、町内を巡回中にマイクで
防火の呼びかけをしたところ、地域の
方から「ちゃんと聞こえたよ」と言って
もらえたのは嬉しかったですね。地域
住民の役に立てていることが、やりが
いになっています。

何でもやってみないと分からないこ
とってありますよね。私も消防団に入
ってから、いろんな発見があり、楽し
さも感じました。なので、ぜひ皆さん
にも入ってほしいですね。活動におい
ては、仕事が忙しい時や用事がある
時など個人の都合も尊重してもらえ
るので、無理せず続けていけると思
います。私たちと一緒に、地元を守っ
ていきましょう！

高校生へメッセージを
お願いします。

消防団員歴６年（20歳で入団）消防団員歴５年（19歳で入団） 消防団員歴１年（19歳で入団）

教えてください！
先 輩

かわなべ      かなと やまきた 　　ここる ひらの   　しゅうたろう

南稜高等学校 2年生 南稜高等学校 2年生 南稜高等学校 1年生

邊
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やりがいというより
使命感。
町民の期待に応えたい
という気持ちで
頑張っています！

教えて 消防団 の

KUMAMOTO Syobodan KUMAMOTO Syobodan

キホン

あさぎり町女性消防隊

隊長 柿川 真紀さん

あさぎり町消防団

団長 溝辺 敬志さん

どんな時に
やりがいを感じ
ますか？

なるほど。

いろんな活動
が

あるんですね！

そうなんだ！
知らなかった!!

女性も入団
できますか？

どうすれば入団
できますか？

そもそも消防団って
何ですか？

　平常時は、消火・防災訓練、救命講習会、防
火啓発活動などを行っています。また、災害
発生時には災害現場での消火活動をはじ
め、捜索・救助活動、警戒巡視、避難誘導、災
害防止などを行います。

　18歳以上で、どなたでも入団できます。
消防団活動に興味のある方や、入団を希望
される方は、居住地または勤務地の市町村
消防担当課へお問い合わせください。

　18歳以上であれば入団できます。あさぎり町消
防団には女性消防隊があり、2021年12月現在で
隊員は25名、最年少隊員は19歳です。女性消防
隊は防火・防災啓発活動や、災害時の避難所の運
営支援などを担当します。業務以外では、女性だけ
で歓迎会を行うなど仲がよく、厳しい上下関係はあ
りません。「一緒に頑張ろう」という気持ちで活動に
取り組んでいます。
　なお、県内45市町村の消防団のうち39団体に
は女性団員がいます。

各市町村の担当
窓口はこちら

　消防団は、消防署と一緒に火災予防の啓発活動等
に取り組み、それぞれの市町村ごとに運営されていま
す。火災、災害等が発生した際には、避難誘導や初期
消火活動、人命救助に当たります。
　熊本地震や令和2年7月豪雨災害においても、多く
の消防団員が人命救助、復旧支援に尽力し、住民の生
命や財産を守りました。
　県内では、令和3年（2021年）4月1日現在で、
30,852人（うち女性849人、学生174人）が、仕事
や学業の傍ら消防団員として活躍しています。

どんな活動が
ありますか？

みぞべ 　　けいしかきかわ　    まき




