
消防団に関する問い合わせ先

群馬県

市町村名 消防団事務局（担当部局名） 電話番号
前橋市 前橋市消防局 総務課 027(220)4504
高崎市 高崎市等広域消防局 警防課 027(324)2216
安中市 安中消防署 防災係 027(381)5881
桐生市 桐生市消防本部 総務課 0277(47)1701
みどり市 みどり市役所 危機管理課 0277(76)0960
伊勢崎市 伊勢崎市消防本部 総務課 0270(25)3511
玉村町 玉村町役場 環境安全課 0270(64)7708
太田市 太田市消防本部 消防団課 0276(33)0201
大泉町 大泉町役場 安全安心課 0276(40)3403
沼田市 沼田市役所 防災対策課 0278(23)2111
片品村 片品村役場 総務課 0278(58)2111
川場村 川場村役場 総務課 0278(52)2111
昭和村 昭和村役場 総務課 0278(24)5111
みなかみ町 みなかみ町役場 総務課 0278(25)5002
館林市

館林地区消防組合消防本部 警防課 0276(72)8361
板倉町
明和町
千代田町
邑楽町
渋川市 渋川市役所 防災安全課 0279(22)2130
榛東村 榛東村役場 総務課 0279(54)2211
吉岡町 吉岡町役場 町民生活課 0279(54)3111
藤岡市 藤岡市役所 地域安全課 0274(23)9031
上野村 上野村役場 総務課 0274(59)2111
神流町 神流町役場 総務課 0274(57)2111
富岡市 富岡甘楽広域消防本部 警防課 0274(62)4333
下仁田町 下仁田町役場 総務課 0274(82)2111
南牧村 南牧村役場 総務課 0274(87)2011
甘楽町 甘楽町役場 総務課 0274(74)3131
中之条町 中之条町役場 総務課 0279(75)8807
長野原町 長野原町役場 総務課 0279(82)2244
嬬恋村 嬬恋村役場 総務課 0279(96)0511
草津町 草津町役場 総務課 0279(88)0001
高山村 高山村役場 総務課 0279(63)2111
東吾妻町 東吾妻町役場 総務課 0279(68)2111

消防署
（常備消防）

消防職員
常勤の職員が消防業務に従事しています。
【身分：公務員】

消防団

＋
プラス

連携市町村の
消防機関

Q入団資格は？
A一般的には消防団の入団資格は１８歳以上で、居住地又は
勤務（通学）地の市町村になら、男女問わず入団できます。

　詳細は市町村ごとに条例で決められています。

Q消防団に入りたい、興味があるけど、 
問い合わせ先は？
A居住地又は勤務（通学）地の市町村の消防団事務局まで、ま
ずはお問い合わせください（問い合わせ先は裏表紙に記載）。

Q働きながらでも活動できますか？
A消防団員は働きながら、学校に行きながらでも、本業に支障
のない範囲で活動に参加できます。

消防団について
知っていますか？

消防団は、消防組織法に基づいて各市町村に設置される
消防機関です。皆さんが住む地域の消防機関には「消防
団」と「消防署（常備消防）」の２つの機関があります。火事
や災害の時には、双方が協力しながら活動します。

仲間や友人が増えた

38％
地域貢献の実感・
やりがいが持てる

33％
防災知識・

技術が身に付く

14％

Q & A 気になる疑問にお答えします

消防団員
普段はそれぞれの仕事を持ちながら、火事
や災害等の際にその対応にあたります。
【身分：非常勤特別職の公務員】

群馬県内に
約2,500人

消 防 団 の 特 徴

地域密着性
消防団員は管轄区域内
に居住するか勤務（通学）
しています。

要員動員力
消防団員は消防職員の約５
倍おり、大規模災害時には
特に大きな力になります。

即時対応力
日頃からの教育訓練に
より災害対応の技術や
知識を習得しています。

サラリーマンも！サラリーマンも！

公務災害補償

消防団活動中に負傷した場合に
は、制度により補償されます。

被服の貸与

消防団活動に必要な被服が貸与
されます。

退職報償金

一定年数以上勤務して退団した
際に退職報償金が支給されます。

表彰制度

一定年数以上勤務した場合や、
功労・功績があった場合には表
彰されます。

消防団員

募集
会社員・自営業者・学生・主婦など、普
段は様々な仕事をしながら、いざという
時には「消防団員」に変身！

ぐんまちゃんからのmessage

群馬県消防団応援団長 ぐんまちゃん

農家も！農家も！

学生も！学生も！ 看護師も！看護師も！

群馬県内に
約12,000人
（消防職員の
約５倍）

人

Q待遇は？
A数万円程度の年額報酬や出動手当が支給されます。
（市町村によって内容は異なります）

ぐ ん
ま の 若 手 団 員 　！

350人に聞きました  　
～消防団に入って

良かったことトップ３～



「自分たちの地域は自分たちで守る」 今、あなたの熱い思いが必要です。

火災現場での消火を想定した

訓練（放水訓練等）を行ってい

ます。いざという時に車両や

設備が安全に使用できるよう普段か

ら点検も怠りません。

各家庭を訪問し、防火指導等の啓発活

動を行います。災害時に救

護が必要な方の把握や子供

を対象とした防災教育も重

要な役割の一つです。

藤岡市消防団
～第10分団フレイムス～
女性のみで構成された分団で、情熱

や炎を意味する「Flame」からフレ

イムスと名付けられました。車両で

の火災予防巡回広報、一人暮らしの

お年寄りの住宅防火訪問、応急手当

普及等の活動をしています。

高崎市消防団
～学生分団～
平成25年10月1日発足。福祉

施設・幼稚園・保育所等への訪

問と防災指導や救命講習、消防

団員募集の広報、消防団イベン

トの企画立案等の活動をしてい

ます。

県内の熱い消防団員を紹介します

消火活動

防火啓発活動
大会に出場する選手たちは、仲間の団員

や家族などの大きな声援を背中に受け、

消防団同士の誇りをかけた熱き戦いを繰

り広げます。技術を高めるための訓練は

大変ですが、苦労した分だけ仲間との絆

は深まります。地区の大会を勝ち抜けば、

県大会、最終的には全国大会まであり、

消防団員の大きな目標になっています。

救助活動

消火技術を競うポンプ操法大会

地域を知り尽くした消防団は、大規

模災害の発生直後から地域の中心と

なって、救助活動や避難誘導を行う

など、大きな力になります。東日本大

震災以降、消防団の救助活動に対す

る注目もますます高まっています。

女 性 や 学 生 も 活 躍 中 !

地域の防災活動に関心があり、仲間と共に
入団しました。消防団では女性ならではの
予防活動を通し、子供たちとのふれあいや
地域の方々とのつながりが深まり、自分自
身の防災意識も高まりました。みなさんも
地域のために私たちと一緒に活動してみま
せんか。

主婦
太 田 市 消 防 団

私は、地域のために何かをしたいという思いか
ら消防団への入団を決意しました。災害出動な
どの消防団活動では、女性も男性と同じく活動
していますが、消防団の活動には女性ならでは
の活動も多く、働いている方や学生の方、主婦
の方などたくさんの女性消防団員が活躍してい
ます。ぜひ私たちと一緒に活動してみませんか。

パート
前 橋 市 消 防 団

須 田 則 さ ん子

国民の生命と財産をあらゆる災害から守る
という重責を担っている組織が消防団であ
り、その重責を担うにあたり消防団は地域
になくてはならないものです。ぜひ皆様の
ご協力をお願いいたします。

団体職員
明 和 消 防 団

野 本 さ ん拡

消防団の活動により、地域住民の方たちと
コミュニケーションを図って得た繋がりは
とても大きな財産になり、多くの人々 との出
会いや普段では経験できないことがたくさ
んあります。地域に住む人々 のために、何か
大切なものを守るために、消防団に入り自
分たちの手で地域を守っていきませんか。

会社員
甘 楽 町 消 防 団

田 中 郁 弥 さ ん

様々な職種の心強い仲間がたくさんいま
す。一緒に自分たちの暮らす地域を自分
たちの手で守りませんか。誰でも出来ま
す。協力をお願いします。

公務員
沼 田 市 消 防 団

笠 原 宏 太 さ ん

隣人を、大切な人を守るために、あなたにでき
ることがあります。消火活動も防火啓発も、一
見すると難しそうですが、活動は様々です。たと
えば防火チラシ１枚配ることも、そのうちのひ
とつです。私も、私にできる活動をしています。
さあ、あなたも一歩、踏みだしてみませんか。

団体職員
伊 勢 市 消 防 団

原 田 瞳 さ ん

長 瀬 路 さ ん

消防団員として活動していた父の姿を幼いころ
から見ていて、やがてその姿は憧れとなり、私の
現在に至ります。消火活動をはじめとする消防
団活動では、女性も男性と同じ活動をし、普段
の生活では経験できないことやたくさんの人と
接する機会があり、とても刺激的で充実してい
ます。ぜひ、わたしたちと活動してみませんか。

公務員
桐 生 市 消 防 団

深 澤 理 恵 さ ん子

自営業（生花店）
渋 川 市 消 防 団

吉 田 雄 希 さ ん

僧侶
中 之 町 消 防 団

吉 水 晃 信 さ ん

普段はこんな活動をしています 仕事が休みの日などに集まって訓練や火災予防の活動等を

行っています。訓練や活動の回数は消防団によって様々です。

私が入団したきっかけは、団員仲間からの勧
誘でした。最初は、消防団員としてやってい
けるか不安でしたが、仲間の皆さんが、とて
も親切に指導してくださり、不安は一気に消
えました。地域を守りたいという思いのもと、
日々活動しています。ぜひ、皆さんも入団し、
大好きな地域を一緒に守っていきませんか。

消防団に入団し、訓練など様々な活動を行う
ことにより、私の生活する地域を今まで以上
に知ることができ、住民の方々との繋がりが
深くなりました。
これからも消防団活動に参加し、地域の安全
を守る仕事に貢献していきたいと思います。
皆様ご協力をお願いします。

崎

条

住宅や施設の火災では初期消

火に努めます。また、林野火

災などの大規模な火災では、

近隣の消防団などとも協力し、多くの

人員が消火活動を行います。

救命講習会

救急車が到着するまでの素早い応

急手当の仕方や、ＡＥＤの使い方な

どを指導する

講習会を行い

ます。

!

日頃は
訓練に
励み

いざ
出動！
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