
消防団の活動

待遇はどうなっているの？

担 当 課 名 電 話 番 号 担 当 課 名 電 話 番 号
徳島市消防局　総務課 088-656-1191 石井町　防災対策課 088-674-1171
鳴門市消防本部　消防総務課 088-684-1644 神山町　総務課 088-676-1111
小松島市消防本部　消防課 0885-32-0119 那賀町　防災課 0884-62-1183
阿南市消防本部　警防課 0884-22-3796 牟岐町　総務課 0884-72-3411
吉野川市防災局　防災対策課 0883-22-2235 美波町　消防防災課 0884-77-3619
阿波市企画総務部　危機管理課 0883-36-8703 海陽町　危機管理課 0884-73-4163
美馬市消防本部　総務課 0883-52-3061 板野東部消防組合消防本部　総務課 088-698-9900
三好市総務部　危機管理課 0883-72-7625 板野町　総務課 088-672-5980
勝浦町  企画総務課 0885-42-2511 上板町  企画防災課 088-694-6824
上勝町　総務課 0885-46-0111 美馬西部消防組合消防本部　総務課 0883-63-2214
佐那河内村　総務企画課 088-679-2113 東みよし町　総務課 0883-82-6303

徳島県危機管理部　消防保安課（088－621－2284）　 公益財団法人　徳島県消防協会（088－625－8342）

お問い合せ先

▲出初め式【1月】

▲火災防御訓練【3月】

▲市町村防災訓練【11月頃】▲全国消防操法大会【11月隔年】

▲春の火災予防運動（ホース連結訓練）【3月】

▲県消防操法大会【7月隔年】

▲秋の火災予防運動（夜間防災訓練）【11月】

▲団活動の周知啓発【随時】

▲出初め式（一斉放水）【1月】

▲夜警【12月】

市町村から数万円程度の年額報酬
や出勤手当などが支給されます。
一定期間以上勤務して退団した際
の退職報償金支給、被服の貸与、
公務災害補償などがあります。

A
Q 消防団に入るにはどうすればいいの？

市町村の定める年齢に応じて入団
できます。地域によって要件が異
なりますので、詳しくは居住地ま
たは勤務地の市役所・町村役場、
最寄りの消防署までお気軽にお問
い合わせください。

A
Qどんな方が入団しているの？

県内では、自営業の方やサラリー
マン等の社会人のほか、大学生、
専門学校生、公務員も活躍してい
ます。女性も年々増え、活発に活
動しています。

A
Q

■災害応急活動

■自主防災訓練や少年消防クラブ等との連携

■地域活動

■研修訓練

消防団員募集

徳　島　県

消防団は、消防組織法

に基づいて市町村に

設置される消防機関です。

非常勤特別職の地方

公務員として災害時に

対応します。

みんなの勇気で地域を守ろう。

消防団の
一年間
消防団の
一年間
行事の一部です。
この他にも、各地で様々な
活動を行っています。

消防団
すだちくん



守りたいから

頑張っていま
す !

徳島市消防団 鳴門市消防団 小松島市消防団 阿南市消防団

山本　朋子さん 小林　弘幸さん 大和　佑衣さん 曽我井　和朗さん
徳島市消防団では、女性消防団員による広報啓発班（さくら連）を
結成し、女性ならではの視点を生かして、子ども達への防災教育な
どに取り組む他、火災予防啓発や消防団のＰＲ活動を実施していま
す。もちろん、火災等への災害にも出動して活躍していますよ。

「自分たちの手で　自分たちの地
域を守る」という、共通の思いを
持った仲間たちと頑張っています。

女性だからできる活動はいろいろあ
ります。自分の町を守る気持ちが
あれば、誰でも参加できます。あ
なたも一緒に参加してみませんか。

「街を守る、安全をつくる！」消
防団は地域になくてはならない存
在です。私たちと一緒に頑張りま
しょう。

吉野川市消防団 阿波市消防団 美馬市消防団 三好市三野町消防団

住友　康雅さん 枝澤　　樹さん 六車　達彦さん 久保　良子さん
「地域の住民・大切な家族を守る」とい
う信念を持ち、日頃から地域の仲間と
楽しく活動しています。皆さんも消防
団に入って一緒に活動してみませんか！

消防団活動をしていく中で、他の消防団員や地域
の方々と災害や何か困ったときに助け合いができる
「つながり」ができました。皆さんも消防団員とし
て地域の安全安心のために活動してみませんか?

消防団員の減少傾向は全国的な問題です。消防
団活動は大変な事もありますが、それ以上のやり
がいがあります。皆さんも「自分たちの町は、自
分たちで守る」ため、消防団に入団しませんか。

三好市では唯一の女性分団として、地域のために出来るこ
とをみんなと話し合いながら楽しく活動しています。微力
ながらこれからも消防団員として頑張っていこうと思って
います。あなたも消防団に入って一緒に活動しませんか？

三好市井川町消防団 三好市池田町消防団 三好市山城町消防団 三好市西祖谷消防団

細川　広太さん 黒川　光平さん 山川　　匠さん 豊島　康弘さん
消防団では地域の方の安心安全を守るため
活動をしています。自分たちの育った大切な
町、大切な人を一緒に守りましょう。楽しく、
絆も広がる消防団に入団してみませんか？

私は消防団活動を通して、地域の様々な活
動に参加しています。消防団に入って初めて
知ること、体験することがたくさんあります。
皆さんも一緒に地域のために頑張りましょう。

消防団活動を通じて、地元の人と
交流し、地元のことを知ることがで
きました。地域の安全安心のため、
消防団で一緒に活動しましょう。

「自分たちの地域は自分たちで守る」という理念
に共感し、入団しました。地域の絆も深まる大
変誇りある活動だと感じています。地域住民の
安心・安全確保のため、これからも頑張ります。

三好市東祖谷消防団 勝浦町消防団 上勝町消防団 佐那河内村消防団

板場　留美さん 宮田　　光さん 前田　翔一さん 近藤　祥平さん
自分の住んでいる地域を守る、こ
んなやりがいのある活動に参加し
ている事が、私の誇りです。

「自分たちのまちは、自分たちで守る」
をモットーに住民の方々が安心できる
町を目指して頑張っています。皆さん
も消防団活動を始めてみませんか。

父の勧めもあり、親子で消防団活動を
行っています。自分も子供に恵まれ、命
の大切さを改めて実感した今、家族や地
域を守るため一生懸命頑張っています。

地域の安全・安心のため消防団員
としてがんばります。

石井町消防団 神山町消防団 那賀町消防団 牟岐町消防団

浅井　敬博さん 横山　達也さん 土井　陽介さん 野張　直哉さん
いざという時に頼りになる消防
団！皆さん一緒に盛り上げていき
ましょう！！

地域に密着した消防団員として地
域防災力の要となり、神山町を全
力で守ります。

とても楽しく活動しています。皆
さんも自分たちの町を一緒に守り
ませんか？

自分たちの町を守る消防団活動を通して、地域の方々と
のつながりも増え、やりがいを感じています。親しみが
あり、かつ、いざというときには頼りになる消防団員を目
指して、引き続き消防団活動に取り組んでいきたいです。

美波町消防団 海陽町消防団 板野東部消防組合消防団 板野町消防団

張間　輝矢さん 花本　一将さん 島田　一茂さん 井上　　恒さん
自分の町を守るため、団員どうし
協力して頑張ってます。消防団に
入って新しいつながりもできたし、
みんなでワイワイ楽しいですよ～。

自分たちの手で大切なものを守
り、地域の人とのつながりも強く
なる。そんな輪に、あなたも参加
しませんか？

消防団では、消火活動のほか、地域
に密着した様々な活動も行ってい
ます。地域の一員として、あなたも
消防団で活動してみませんか。

「自分たちの町は自分たちで守る」
この町をより安全で安心な町にす
るために、一緒に消防団でがんば
りましょう。

上板町消防団 美馬西部消防組合消防団 東みよし町消防団

杢保　幸輝さん 藤原　佑太さん 大西　晃平さん
地元に就職したのをきっかけに消防団
に入団しました。地元を守る消防団に
は非常にやりがいを感じています。こ
んな消防団に入団してみませんか。

団員どうし協力して頑張ってます。
安全で安心な町にするために、一
緒に消防団でがんばりましょう。

単純に消防団員の多さ＝対応の早さに繋がると思って
います。また、自分はまだ入団して日が浅いですが、地
元や団員の方々に親切にして頂いています。みなさん
も是非、消防団に入って一緒に活動してみませんか！

～私達も大切なまちを守っています～

一緒に、地域を守って
いきましょう。



守りたいから

頑張っていま
す !

徳島市消防団 鳴門市消防団 小松島市消防団 阿南市消防団

山本　朋子さん 小林　弘幸さん 大和　佑衣さん 曽我井　和朗さん
徳島市消防団では、女性消防団員による広報啓発班（さくら連）を
結成し、女性ならではの視点を生かして、子ども達への防災教育な
どに取り組む他、火災予防啓発や消防団のＰＲ活動を実施していま
す。もちろん、火災等への災害にも出動して活躍していますよ。

「自分たちの手で　自分たちの地
域を守る」という、共通の思いを
持った仲間たちと頑張っています。

女性だからできる活動はいろいろあ
ります。自分の町を守る気持ちが
あれば、誰でも参加できます。あ
なたも一緒に参加してみませんか。

「街を守る、安全をつくる！」消
防団は地域になくてはならない存
在です。私たちと一緒に頑張りま
しょう。

吉野川市消防団 阿波市消防団 美馬市消防団 三好市三野町消防団

住友　康雅さん 枝澤　　樹さん 六車　達彦さん 久保　良子さん
「地域の住民・大切な家族を守る」とい
う信念を持ち、日頃から地域の仲間と
楽しく活動しています。皆さんも消防
団に入って一緒に活動してみませんか！

消防団活動をしていく中で、他の消防団員や地域
の方々と災害や何か困ったときに助け合いができる
「つながり」ができました。皆さんも消防団員とし
て地域の安全安心のために活動してみませんか?

消防団員の減少傾向は全国的な問題です。消防
団活動は大変な事もありますが、それ以上のやり
がいがあります。皆さんも「自分たちの町は、自
分たちで守る」ため、消防団に入団しませんか。

三好市では唯一の女性分団として、地域のために出来るこ
とをみんなと話し合いながら楽しく活動しています。微力
ながらこれからも消防団員として頑張っていこうと思って
います。あなたも消防団に入って一緒に活動しませんか？

三好市井川町消防団 三好市池田町消防団 三好市山城町消防団 三好市西祖谷消防団

細川　広太さん 黒川　光平さん 山川　　匠さん 豊島　康弘さん
消防団では地域の方の安心安全を守るため
活動をしています。自分たちの育った大切な
町、大切な人を一緒に守りましょう。楽しく、
絆も広がる消防団に入団してみませんか？

私は消防団活動を通して、地域の様々な活
動に参加しています。消防団に入って初めて
知ること、体験することがたくさんあります。
皆さんも一緒に地域のために頑張りましょう。

消防団活動を通じて、地元の人と
交流し、地元のことを知ることがで
きました。地域の安全安心のため、
消防団で一緒に活動しましょう。

「自分たちの地域は自分たちで守る」という理念
に共感し、入団しました。地域の絆も深まる大
変誇りある活動だと感じています。地域住民の
安心・安全確保のため、これからも頑張ります。

三好市東祖谷消防団 勝浦町消防団 上勝町消防団 佐那河内村消防団

板場　留美さん 宮田　　光さん 前田　翔一さん 近藤　祥平さん
自分の住んでいる地域を守る、こ
んなやりがいのある活動に参加し
ている事が、私の誇りです。

「自分たちのまちは、自分たちで守る」
をモットーに住民の方々が安心できる
町を目指して頑張っています。皆さん
も消防団活動を始めてみませんか。

父の勧めもあり、親子で消防団活動を
行っています。自分も子供に恵まれ、命
の大切さを改めて実感した今、家族や地
域を守るため一生懸命頑張っています。

地域の安全・安心のため消防団員
としてがんばります。

石井町消防団 神山町消防団 那賀町消防団 牟岐町消防団

浅井　敬博さん 横山　達也さん 土井　陽介さん 野張　直哉さん
いざという時に頼りになる消防
団！皆さん一緒に盛り上げていき
ましょう！！

地域に密着した消防団員として地
域防災力の要となり、神山町を全
力で守ります。

とても楽しく活動しています。皆
さんも自分たちの町を一緒に守り
ませんか？

自分たちの町を守る消防団活動を通して、地域の方々と
のつながりも増え、やりがいを感じています。親しみが
あり、かつ、いざというときには頼りになる消防団員を目
指して、引き続き消防団活動に取り組んでいきたいです。

美波町消防団 海陽町消防団 板野東部消防組合消防団 板野町消防団

張間　輝矢さん 花本　一将さん 島田　一茂さん 井上　　恒さん
自分の町を守るため、団員どうし
協力して頑張ってます。消防団に
入って新しいつながりもできたし、
みんなでワイワイ楽しいですよ～。

自分たちの手で大切なものを守
り、地域の人とのつながりも強く
なる。そんな輪に、あなたも参加
しませんか？

消防団では、消火活動のほか、地域
に密着した様々な活動も行ってい
ます。地域の一員として、あなたも
消防団で活動してみませんか。

「自分たちの町は自分たちで守る」
この町をより安全で安心な町にす
るために、一緒に消防団でがんば
りましょう。

上板町消防団 美馬西部消防組合消防団 東みよし町消防団

杢保　幸輝さん 藤原　佑太さん 大西　晃平さん
地元に就職したのをきっかけに消防団
に入団しました。地元を守る消防団に
は非常にやりがいを感じています。こ
んな消防団に入団してみませんか。

団員どうし協力して頑張ってます。
安全で安心な町にするために、一
緒に消防団でがんばりましょう。

単純に消防団員の多さ＝対応の早さに繋がると思って
います。また、自分はまだ入団して日が浅いですが、地
元や団員の方々に親切にして頂いています。みなさん
も是非、消防団に入って一緒に活動してみませんか！

～私達も大切なまちを守っています～

一緒に、地域を守って
いきましょう。



消防団の活動

待遇はどうなっているの？

担 当 課 名 電 話 番 号 担 当 課 名 電 話 番 号
徳島市消防局　総務課 088-656-1191 石井町　防災対策課 088-674-1171
鳴門市消防本部　消防総務課 088-684-1644 神山町　総務課 088-676-1111
小松島市消防本部　消防課 0885-32-0119 那賀町　防災課 0884-62-1183
阿南市消防本部　警防課 0884-22-3796 牟岐町　総務課 0884-72-3411
吉野川市防災局　防災対策課 0883-22-2235 美波町　消防防災課 0884-77-3619
阿波市企画総務部　危機管理課 0883-36-8703 海陽町　危機管理課 0884-73-4163
美馬市消防本部　総務課 0883-52-3061 板野東部消防組合消防本部　総務課 088-698-9900
三好市総務部　危機管理課 0883-72-7625 板野町　総務課 088-672-5980
勝浦町  企画総務課 0885-42-2511 上板町  企画防災課 088-694-6824
上勝町　総務課 0885-46-0111 美馬西部消防組合消防本部　総務課 0883-63-2214
佐那河内村　総務企画課 088-679-2113 東みよし町　総務課 0883-82-6303

徳島県危機管理部　消防保安課（088－621－2284）　 公益財団法人　徳島県消防協会（088－625－8342）

お問い合せ先

▲出初め式【1月】

▲火災防御訓練【3月】

▲市町村防災訓練【11月頃】▲全国消防操法大会【11月隔年】

▲春の火災予防運動（ホース連結訓練）【3月】

▲県消防操法大会【7月隔年】

▲秋の火災予防運動（夜間防災訓練）【11月】

▲団活動の周知啓発【随時】

▲出初め式（一斉放水）【1月】

▲夜警【12月】

市町村から数万円程度の年額報酬
や出勤手当などが支給されます。
一定期間以上勤務して退団した際
の退職報償金支給、被服の貸与、
公務災害補償などがあります。

A
Q 消防団に入るにはどうすればいいの？

市町村の定める年齢に応じて入団
できます。地域によって要件が異
なりますので、詳しくは居住地ま
たは勤務地の市役所・町村役場、
最寄りの消防署までお気軽にお問
い合わせください。

A
Qどんな方が入団しているの？

県内では、自営業の方やサラリー
マン等の社会人のほか、大学生、
専門学校生、公務員も活躍してい
ます。女性も年々増え、活発に活
動しています。

A
Q

■災害応急活動

■自主防災訓練や少年消防クラブ等との連携

■地域活動

■研修訓練

消防団員募集

徳　島　県

消防団は、消防組織法

に基づいて市町村に

設置される消防機関です。

非常勤特別職の地方

公務員として災害時に

対応します。

みんなの勇気で地域を守ろう。

消防団の
一年間
消防団の
一年間
行事の一部です。
この他にも、各地で様々な
活動を行っています。

消防団
すだちくん


