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第２ 消防制度の概要 

 ここでは、消防費に係る事務の執行を監査するに当たり、その基礎となる消防

の歴史や状況を法制度も踏まえて記載したので、参考にしていただきたい。 

１ 総論 

（１） 概説 

ア 消防の役割 

消防は、火災その他の災害から国民の生命、身体及び財産を守ることを任務と

しており、地方公共団体の行う行政の中でも、住民及び地域内滞留者の安全の保

持を目的とする消防行政は、ますます重要なものとなっている。 

現在の消防制度は、昭和 20 年代前半に施行された消防組織法及び消防法を基

礎として構築されている。消防組織法及び消防法は制定以来改正が重ねられて

きており、また、消防に関連する多数の法律が制定され、消防の業務内容につい

ても、市町村消防を原則とする消防制度を維持しつつ、救急、救助、防災と大き

く拡大している。 

平成７年には、マグニチュード 7.3、 大震度７という直下型の兵庫県南部地

震が発生し、甚大な被害が生じた。この地震災害を契機に緊急消防援助隊が創設

された。自治体消防の原則を踏まえつつ、地域内の消防力では対応困難な事態に

対するより効果的な活動を確保するためのシステムが緊急消防援助隊という形

で創設されたものであり、消防の災害対応への大きな変換となった。21 世紀に

入り、各地で甚大な被害を出す大規模な地震が発生する度、各消防本部から緊急

消防援助隊が迅速な出動を行い、人命救助活動等に成果を挙げている。平成 23

年３月 11 日に発生した三陸沖を震央とする東北地方太平洋沖地震では、気象庁

による日本国内観測史上 大規模のマグニチュード 9.0、 大震度７を観測し東

北地方を中心に甚大な被害が発生したため、制度創設以来初めてとなる消防庁

長官による緊急消防援助隊の出動指示が行われた。 

また、平成 13 年に発生した米国同時多発テロ以降、従来の地方公共団体や消

防の任務に新たな局面を迎えている。国では、武力攻撃事態等において、武力攻

撃から国民の生命、身体及び財産を保護し国民生活及び国民経済に及ぼす影響

を 小にするため、平成 16 年に「武力攻撃事態等における国民の保護のための

措置に関する法律」（いわゆる国民保護法）が施行された。この法律の施行に伴

い、国が定める国民の保護に関する基本指針に基づいて、地方公共団体及び指定

行政機関は、国民の保護のための措置を行う実施体制、住民の避難や救援などに

関する事項、平常時において備えておくべき物資や訓練等を定めた国民保護計

画の作成を行っている。消防の役割は、市町村長の指揮の下に避難住民の誘導や、
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国民の生命を武力攻撃等による災害から保護し、武力攻撃災害を防除及び軽減

することが規定されている。活動の内容としては、地震等の災害時の避難誘導や、

被害を受けた住民を救助することなどと変わりはないが、周辺において武力攻

撃、テロ攻撃が行われていることから、活動の前提となる安全の確保などが極め

て重要な要素として加わることになった。 

救急業務は、昭和 38 年に法制化されて以来、国民にとって必要な消防行政サ

ービスとして定着し、ほぼ全ての地域の住民が一定の水準の救急サービスを受

けられるようになった。しかし、近年、救急出動件数は年々増加し、今後も救急

需要は高い水準で推移するものと考えられ、救急車の適正利用の普及啓発に努

めるとともに救急搬送時間の遅延を防ぐための更なる対策の検討を行う必要が

ある。その他、近年、救急隊が傷病者を医療機関に搬送する段階で受け入れる医

療機関が速やかに決定しない事案が発生するなどの問題も生じたため、平成 21

年の消防法改正により都道府県において消防機関や医療機関等が参画する協議

会の設置と救急搬送及び受け入れの実施基準の策定が義務付けられることとな

った。 

このように消防を取り巻く環境が大きく変化していく中で、消防防災力を高

め行政課題に的確に対応するためには、消防職団員に対する教育訓練の充実を

図るとともに、地域の実情に即した消防体制を整備することが必要とされる。 

イ 消防組織 

(ｱ) 常備消防機関 

 平成 29 年４月１日現在の常備消防機関（市町村に設置された消防本部及び消

防署のこと。）は、全国に 732 消防本部、1,718 消防署が設置されており、消防

職員が 163,814 人（うち女性職員は 4,802 人）となっている。 

 あ 常備化の現況 

 市町村における現在の消防体制は、大別して、①消防本部及び消防署（いわゆ

る常備消防）と消防団（いわゆる非常備消防）とが併存している市町村と、②消

防団のみが存する町村がある。 

 平成 29 年４月１日現在、常備化市町村は 1,690 市町村、常備化されていない

町村は 29 町村で、常備化されている市町村の割合（常備化率）は 98.3％（市は

100％、町村は 96.9％）である。このうち一部事務組合により設置している消防

本部は 290 本部（うち広域連合は 22 本部）であり、その構成市町村数 1,108 市

町村（367 市、601 町、140 村）は常備化市町村全体の 65.6％に相当する。また、

事務委託している市町村数は 140 市町村（35 市、85 町、20 村）であり、常備化

市町村全体の 8.3％に相当する。 



5 

 

 山間地や離島にある町村の一部を除いては、ほぼ全国的に常備化されており、

人口の 99.9％が常備消防によってカバーされている。 

い 広域化の状況 

近年、消防を取り巻く環境が大きく変化している中で、消防防災力を高めて行

政課題に的確に対応するためには、消防体制の更なる充実強化・高度化が必要で

ある。こうした中、平成 18 年に消防組織法が改正され、さらに国において市町

村の消防の広域化に関する基本指針が定められた。その後、基本指針に基づき、

都道府県において消防の広域化の対象となる市町村の組み合わせ等について検

討され、消防広域化推進計画が策定された。現在は、消防広域化推進計画に基づ

く広域化対象市町村間において、消防の広域化に向けた検討が進められている

ところである。 

う 緊急消防援助隊の状況 

 平成 29 年４月１日現在では全国 727 消防本部（全国の消防本部の約 99％）等

から 5,658 隊が登録されている。平成 30 年度末までの登録目標数を 6,000 隊規

模に拡大して、緊急消防援助隊の一層の体制強化を図ることとしている。 

 え 国際緊急援助隊の状況 

 消防庁は、昭和 61 年に国際消防救助隊を整備した。 

 昭和 62 年「国際緊急援助隊の派遣に関する法律」が施行され、国際消防救助

隊は、同法律に基づく国際緊急援助隊の救助チームの一員として派遣されるこ

ととなり、以来同チームの全ての派遣に参加して高度な救助技術と能力を海外

の被災地で発揮している（消防庁では、国際緊急援助活動の協力要請に速やかに

対応するため、77 消防本部に所属する隊員 599 人を登録している。）。 

(ｲ) 消防団（非常備消防機関）の現況 

消防団は、市町村の非常備の消防機関であり、その構成員である消防団員のほ

とんどは、他に職業を有しながらも権限と責任を有する非常勤特別職の地方公

務員として、「自らの地域は自らが守る」という郷土愛護の精神に基づき参加し、

消防・防災活動を行っている。 

平成 29 年４月１日現在、全国の消防団数は 2,209 団、消防団員数は 850,331

人となっており、消防団は全ての市町村に設置されている。 

消防団は、①地域密着性（消防団員は管轄区域内に居住又は勤務）、②要員動

員力（消防団員は消防職員数の約５倍）、③即時対応力（日頃からの教育訓練に

より災害対応の技術・知識を習得）といった３つの特性を活かしながら、初期消

火や残火処理等を行っているほか、大規模災害時には住民の避難支援や災害防

ぎょ等も行うこととなっており、特に消防本部・消防署が設置されていない非常
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備町村にあっては、消防団が消防活動を全面的に担っているなど、地域の安全確

保のために果たす役割は大きい。 

また、消防団は平常時においても地域に密着した活動を展開しており、消防・

防災力の向上、地域コミュニティの活性化にも大きな役割を果たしている。 

一方で、消防団員の年齢構成は、平成 29 年４月１日現在、40 歳以上の団員が

51.2％を占め、また、平均年齢は 40.8 歳となっており、毎年少しずつではある

が、団員の高齢化が進んでいることから若者の入団促進を図るなど消防団の充

実強化・活性化に向けた取組が求められている。 

ウ 消防施設 

(ｱ) 消防車両等の整備 

消防本部及び消防署においては、消防活動に必要となる消防ポンプ自動車、水

槽付消防ポンプ自動車、はしご自動車、化学自動車、救急自動車、救助工作車、

消防ヘリコプター等が整備されている。 

また、消防団においては、消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ付積載車、救助

資機材搭載型車両等が整備されている。 

(ｲ) 消防水利 

消防水利は、消防活動を行ううえで消防車両等とともに不可欠なものであり、

一般的には、消火栓、防火水槽等の人工水利と河川、池、湖、沼、海等の自然水

利とに分類される。 

人工水利は、火災発生場所の近くで常に一定の取水が可能であることから、消

防活動時に消防水利として活用される頻度が高いものである。特に阪神・淡路大

震災以降は、大規模地震に対する消防水利対策として、耐震性を備えた防火水槽

等の整備が積極的に進められている。 

また、自然水利は、多くの場合で取水量に制限がなく長時間にわたる取水が可

能なため、人工水利とともに消防水利として重要な役割を担っている。その反面、

季節による使用の可否や、取水場所などに制限を受けることもあるため、消防水

利の整備に当たっては、人工水利と自然水利を適切に組み合わせて配置するこ

とが求められる。 

(ｳ) 消防通信施設 

火災等の被害を 小限に抑えるためには、火災等を早期に覚知し、消防機関が

素早く現場に到着するとともに、現場においては、情報の収集及び指揮命令の伝

達を迅速かつ的確に行うことが重要であり、消防通信施設の果たす役割は大き

い。消防通信施設には、火災報知専用電話、消防通信網等がある。 
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（２） 消防制度の発足 

人間が火を利用するようになって文明は大きな進歩を遂げたが、一方でその

取扱いを誤れば火災となり、尊い生命や貴重な財産が失われてしまうことにな

る。特に、人口が過密で燃えやすい木造の建物が密集した地域では多大な被害に

至ることとなる。その火災にどのように対処するかは昔からの課題であった。 

わが国で組織化された消防として古いものでは、平安時代に、宮殿を防火する

ための「禁裡火消」があったという記録がある。 

ア 江戸時代の消防 

江戸時代の消防組織としては、「大名火消」、「定火消」及び「町火消」が順次

整備され、江戸時代後期においては、それぞれが消火活動に当たった。定火消は、

幕府直属の常置の火消であり、いわば官設消防に相当し、町火消は、消防団の前

身に相当するものである。 

イ 明治時代の消防 

慶応３年（1867 年）将軍徳川慶喜が大政奉還し、幕府の諸機関が全部廃止さ

れる中、江戸の定火消等の武家火消のほとんどが長い伝統の灯を消したが、京都

の「定火消」は、朝廷の命を受けて、その後も明治政府による新たな消防体制が

示されるまでの間、市中取締の役についた。 

一方、町火消は、それまでの町奉行所の所管から南北市政裁判所の所管として

引き継がれ、さらに東京府、京都府等の創設とともに府に移管された。 

ウ 大正時代の消防 

大正２年東京では警視庁の機構改革により、従来の消防本部が消防部となり、

専任の消防部長として新たに消防司令を置くとともに、消防手が判任官待遇の

官吏となった。また、大正３年には消防練習所が設置された。 

大正８年、「特設消防署規程」が勅令をもって公布され、水火消防に関する事

務に従事させるため、大阪府、京都府、神奈川県、兵庫県、愛知県の２府３県に

特設消防署を設置することとなった。これに基づき、大阪市に４消防署、京都市、

神戸市及び名古屋市に各２消防署、１年遅れて横浜市に２消防署が設置された。 

特設消防署は、府県警察部に所属し、その職員は、警察署長又は警察部の警視

が地方長官の命を受けて指揮監督し、その経費は府県警察費の支弁を原則とし、

判任官以上の人件費を国費支弁としていた。 

エ 昭和前期の消防 

昭和４、５年頃から防空業務に従事する活動団体として、軍部の指導で防護団
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が各地で設置された。 

昭和 14 年１月、「警防団令」が公布され、同年４月１日から施行された。これ

は、昭和初期から防空業務に従事する団体として軍部の指導により各地で設立

された防護団と消防組を発展的に解消して新たに強力な警防組織を設けようと

したものである。これにより、消防組は警防団に改組された。 

昭和 15 年以降、特設消防署規程が改正され、軍事、経済上の重要都市に逐次

消防署が設置された。 

昭和 20 年初めには官設消防署設置都市は 13 都道府県の 36 都市に及び、人員

も総数３万人を超えるに至った。 

昭和 20 年８月太平洋戦争は終わり、戦災により特設消防署の管轄区域の都市

は大部分が焦土化し、知事職権で比較的戦災を受けていない近接都市を消防署

の管轄区域に編入したことから、自治体消防発足までには、消防署設置都市は 57

都市に増大した。しかし、戦後まもなく、平時体制への切り替えによる予算削減

のため、行政各省庁の人員整理が行われ、約３万人の消防官吏のうち１万人近い

整理が行われた。 

一方、警防団は終戦とともにその戦時的任務を終了し、昭和 21 年１月警防団

令の一部改正が行われ、警防団の任務中「防空」が抹消され、以後警防団は水火

災の警防を主たる任務とすることとされた。 

オ 自治体消防制度の形成 

昭和 22 年 12 月 23 日法律第 226 号をもって「消防組織法」が公布され、昭和

23 年３月７日から施行された。これにより、消防は警察から分離し、地方分権

主義の原則に立ち、消防の責任は全て市町村とする新しい自治体消防制度が発

足した。 

警防団を消防団に改組することについては、昭和 22 年４月 30 日に「消防団

令」が勅令第 185 号をもって公布され、即日施行されるとともに、同令附則にお

いて警防団令が廃止された。これにより従来の警防団は解消され、新たに自主的

民主的な消防団が組織されることとなる。しかし、同年 12 月に消防組織法が成

立したことに伴い、同法の趣旨を徹底させるため、新たに昭和 23 年３月 24 日

政令第 59 号で「消防団令」が公布され、勅令消防団令は廃止された。この改正

の要点は、消防団の義務設置性を任意設置制に改め、警察部長又は警察署長にあ

った消防団に対する指揮監督権を市町村長、消防長又は消防署長に移し、府県知

事にあった市町村条例の認可権や消防団事務の監察権を廃止することであった。 

カ 消防組織法の制定と消防制度改革の概要 

消防組織法は、昭和 22 年 12 月 23 日法律第 226 号として公布され、翌３月７
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日に施行された。消防組織法による消防制度改革の概要は、次のとおりである。 

(ｱ) 消防制度を警察より分離独立 

従来、消防の概念は警察の概念の中に包含され、消防制度は警察制度の１部門

であったのに対し、消防組織法により、消防の概念を警察の概念より分離独立さ

せた。 

(ｲ) 徹底した地方自治の体制 

従来、消防は内務大臣の指揮監督の下に警察権の範囲に属していたが、徹底し

た民主化及び地方分権の趣旨に従い全て市町村の責任に移した。すなわち、消防

は市町村長が管理し、市町村には、消防団のほかに、消防本部、消防署さらに消

防の訓練機関を設けてその責任を移行することとした。これに伴い従来警視庁

及び 12 府県警察部に属していた官設消防は、全て市町村に移管され、消防の訓

練機関だけが都道府県に残ることとなった。 

(ｳ) 消防に関する国の機関と国、都道府県及び市町村間の連携・協力体制 

消防に関する国の機関としては、国家消防庁を設置し、市町村の消防の発達の

ために各種の試験研究、法規又は基準の研究立案を行うこととしたが、国家消防

庁は市町村に対して何らの指揮命令権を有せず、従来の国、都道府県及び市町村

との間の指揮監督の系統はなくなった。ただ、国家消防庁は、市町村より都道府

県を通じて消防統計及び情報の報告を求めることができるとともに、市町村よ

り要求があれば、消防に関し助言を与え、設備資材のあっせんをすることができ

るものとされた。いわば、近代民主主義国家における権力的分権と知識的集中を

公式的に適用したものである。 

なお、都道府県の消防事務としては、消防統計の報告の経由、非常事態の際の

災害防御協定の締結、消防訓練機関の任意設置に関する規定を設けるにとどま

った。 

以上のように消防が個々の市町村の責任に属することとなった結果、個々の

市長村では解決し得ない場合の措置として、市町村長が相互応援の協定を締結

することができるものとするとともに、地震、台風その他の大きな水火災に際し

ての災害防御措置に関しては、国家消防庁、国家地方警察、都道府県知事及び市

町村長の相互間においてあらかじめ協定することができるものとした。 

キ 消防法の制定 

消防法については、議員立法として、治安及び地方制度委員会で検討され、第

６章第 32 条からなる消防法案がつくられた。 

消防法案の特色は、火災予防に重点を置いて消防職員の権限を強化し、建築同
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意権、立入検査、調査などについて規定を整備したことである。従来、消防作用

については、警察署長及び特設消防署規程による消防署長の行政代執行法上の

行政官庁としての権限が認められていただけであり、火災予防、原因調査等は全

て事実行為に過ぎなかったものを、明確に法的裏付けをするとともに、建築同意

のように新たな予防行政を展開しようとするものであり、火災について消防職

員に捜査権を認めていることも大きな特色であった。 

この消防法案は、昭和 22 年 12 月第一回特別国会に消防組織法案とともに上

程されたが、参議院で審議未了となり、消防の組織及び運営に関する消防組織法

が成立にもかかわらず、消防作用の実態的規定である消防法の制定が遅れると

いう結果になった。 

委員会は、引き続いて第二回通常国会に上程するために法案を再検討のうえ

作成し、これが昭和 23 年５月衆議院に提出され、７月５日に成立し、昭和 23 年

７月 24日法律第 186 号をもって公布され８月 1日から施行されることとなった

のである。 

同法の制定により、消防機関には、火災予防行政上の非常に大きな権限が認め

られ、市町村の消防は単なる火消しの域を脱しその内容に充実が図られたが、当

初案の火災に関する捜査権については原因調査権に止められた。 

ク 自治体消防の発足 

市町村消防は、警察制度の一部門から自治体消防へと生まれ変わり、官設消防

署は、当該市町村の新しい消防本部、署として発足し、その他の市町村はその設

置していた常備消防部を切り替え、新しく消防本部、署を発足させたが、それま

で市町村に消防の主導権がなかった関係もあり、当初は大方の市町村が消防本

部、署の設置には積極的ではなかった。したがって、その数は少なく、昭和 24

年５月においても、１万余りの市町村がある中で、217 消防本部、268 署に過ぎ

ず、大都市を除くと、ほとんど１本部１署で、中には消防本部だけというのもあ

った。また、市町村の消防力についても極めて貧弱なものであった。 

そこで、国家消防庁においては、昭和 24 年４月「常設消防力の基準」を勧告

し、市町村消防にその整備目標を与えた。また、昭和 26 年３月、消防組織法を

改正し、従来任意設置であった消防機関の設置を義務制とし、市町村は消防機関

の全部又は一部を必ず設置しなければならないものとした。同時に、大部分の市

長村では消防団員に消防活動を頼らなければならないので、新たに規定を設け、

消防団員が公務により災害を受けた場合、市長村はその損害を補償しなければ

ならないものとされた。さらに、消防団に関する基準の制定が要望され、昭和 27

年３月「消防団の設備及び運営基準」が示された。 

その後、昭和 27 年７月、消防組織法の改正により、行政簡素化のための行政
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機構改革の一環として、国家消防庁を国家消防本部とし、長官を本部長とし、ま

た管理局を廃止して管理課を新設し、消防講習所を附置機関とした。また、都道

府県及び知事に対し、広域自治体としての本領を発揮させるため、従来あいまい

であった消防に関する所掌事務を明文化し、特別の場合を除いて消防職団員の

教養訓練機関の設置を義務付けるとともに、知事に対して消防に関する事項に

ついての勧告、市町村等に対する指導助言及び非常事態の場合における必要な

指示等の大幅な権限を付与することとした。 

さらに、昭和 28 年７月、市町村の消防力を強化し、社会公共の福祉に寄与す

るため、「消防施設強化促進法」が制定され、消防界の長年の念願であった消防

施設に対する補助制度が確立した。そして、昭和 28 年度には、２億５千万円の

補助金が計上され、その後、逐年増額されることになり、市町村の消防施設の強

化に拍車がかけられることになった。消防施設強化促進法とともに、町村合併促

進法、新市町村建設促進法に助けられ、自治体消防は大きく成長し、苦しい地方

財政を乗り越えて、消防の着実な進展をみることとなった。 

ケ 自治体消防体制の充実強化 

市町村の消防力の基準については、既に昭和24年４月に「常設消防力の基準」

と、昭和 27 年３月に「消防団の設備及び運営基準」とが示されていたが、これ

らはアメリカの基準を基にしてつくられたもので実情にそぐわないものであっ

た。 

昭和 32 年２月 15 日には、国家公安委員会の諮問機関として臨時消防審議会

が設置され、同審議会は、同年 10 月 10 日、「消防制度改正に関する答申」を行

った。この答申は、その後の消防制度の改革に指針となり、消防行政の改善強化

に大きな役割を果たすこととなった。 

この答申を受けて消防庁は、具体的な基準を作成し、関係当局との調整を行い、

消防組織法に基づく勧告として昭和 36 年８月に「消防力の基準」を告示した。

なお、これに伴い「常設消防力の基準」及び「消防団の設備及び運営基準」は失

効となった。 

消防力の基準は、当時、続発していた大火を防止するのに必要な消防の人員及

び施設に関する必要な 低水準を示すことを目的として制定された。以後計５

度にわたる一部改正が行われたが「必要 低限」の基準という性格は維持されて

きた。各市町村は、その消防力を通常考えられる災害に対して、 小限度必要な

水準にまで整備することが求められた。 

その後、近年の都市構造の変化、消防需要の変化に対応し、より実態に即した

合理的な基準となるよう平成 12 年に全部改正が行われ、それまでの「必要 小

限の基準」から「市町村が適正な規模の消防力を整備するに当たっての指針」へ
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と性格が改められ、市町村の自主的決定要素が拡充されている。 

さらに、時代の変化の中で平成 12 年の全部改正以後も消防力の基準について

は、数次にわたる提言等が示されている。 

平成 14年 10 月の地方分権改革推進会議報告や同年 12月の消防審議会答申に

おいて、消防力の基準については、「各市町村で消防力の確保を図るための指針

としての性格を踏まえつつ、消防機関等の意見を踏まえたうえで、社会環境の変

化に対応した必要な見直しに取り組む必要がある。また、住民ニーズの把握に努

めたうえで、住民の安全・安心を確保するために必要な消防力の整備という観点

等からの見直しを図っていくことが必要である。」と提言されている。 

また、平成 15 年 12 月の消防審議会答申においても、「市町村が適正な消防力

を整備するに当たっての指針」としての位置付けを維持しつつ、消防サービスの

水準確保を前提にして、消防力の整備に当たって市町村が様々な選択を行える

ような内容・形態にしていく必要があるとされるとともに、消防職員の人員基準

に関しては、分野別の標準的職務能力を明らかにすることにより必要な水準確

保を図ることや、業務ごとの専任要員に限ることなく、「兼務」概念を導入する

ことについて検討する必要があるとした。また、これまでは、消防車両等の必要

数を算定し、それに一定の乗り組み人員を乗ずることにより、所要の人員数を導

出することとしており、画一的な装備技術・消防活動の形態を前提とした指針に

とどまっていたが、今後は、人員・施設（車両等）を個別にとらえるのではなく、

人員・施設を合わせた性能・効果の充足により、指針への適合性を判断できるよ

うにしていくべきであるとした。そして、「これらの市町村の様々な選択を広く

許容していく一環として、今後、一層、消防力の維持・確保を図っていくととも

に、消防機関における現在の活動状況を踏まえた指針とすることが適当である。

こうした対応に加えて、市町村の消防力全般にわたる包括的な指針であること

を踏まえ、消防団員数について、地域特性に応じた消防団の役割を反映する算定

指標を設定することが必要である。」と提言されている。 

平成 16 年 12 月の消防審議会答申では、見直しの考え方に対するより具体的

な提言が行われ、平成 17 年６月 13 日に「消防力の基準の一部を改正する件」に

よって、「消防力の整備指針」として改正された。 

社会環境の変化に対応し、消防責任を担う市町村が的確にその役割を果たす

ことができるよう、警防、予防、救急及び救助等の各分野における消防力の充実

強化、他の部署や関係機関との連携を視野に入れた防災・危機管理の観点を加味

し、さらには、地震や風水害等の大規模な自然災害等への備えを強化するため、

緊急消防援助隊をはじめとする広域的な消防体制の充実を図るとともに、「武力

攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」の施行等を踏まえ

た消防としての的確な対応が求められていること等の事情を踏まえ、この指針
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に定める施設及び人員を目標として、地域の実情に即した適切な消防体制を整

備することが求められている。 

消防水利の基準については、「消防水利の基準（旧基準）」が昭和 24 年８月に

示されていたが、いろいろな問題点が指摘されていた。昭和 36 年８月に「消防

力の基準」が告示され、この基準との関連性を保つべく、さらに検討が加えられ

た結果、改めて昭和 39 年 12 月消防庁告示第７号として「消防水利の基準」が告

示された。 

コ 消防組織法の改正 

消防組織法は、昭和 23 年３月７日に施行されて以来、社会的背景の推移、運

用の実績等に基づき、しばしば改正がなされてきた。これらの改正は、いずれも、

市町村消防の原則に立って行われている。 

（３） 消防の任務 

ア 消防の任務の内容 

消防組織法第１条で消防の任務は「消防は、その施設及び人員を活用して、国

民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害

を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の

搬送を適切に行うことを任務とする。」と規定されている。 

すなわち、消防の任務は、その施設及び人員を活用して、 

 (ｱ) 火災から国民の生命、身体及び財産を保護すること。 

  (ｲ) 水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽

減すること。 

 (ｳ) 災害等による傷病者の搬送を適切に行うこと。 

に大別できる。 

(ｱ)については、火災に対して、予防、警戒、鎮圧、救護等あらゆる方法によ

り国民の生命、身体及び財産を保護することを規定している。この任務は、消防

の歴史的沿革にかんがみ、消防機関が専属的に担任するものである。 

(ｲ)については、水災、火災のほか、地震、暴風、豪雨、津波、山崩れ等の災

害に対して、事前に原因の除去を行うとともに、一旦発生した場合には災害によ

る被害の拡大の防止及び縮小を図ることを規定している。 

(ｳ)については、(ｲ)の災害のほか、疾病による傷病者を医療機関等に適切に搬

送することを規定している。 

なお、消防組織法第１条の解釈に当たっては、固定的観念にとらわれず、実働

力を持つ防災総合機関たるべき消防機関の特質、社会経済の進展に伴う住民の

消防に対する期待の変化等をも考慮して、客観情勢に適合するように心がける
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べきである。 

イ 消防の任務の範囲 

消防の果たすべき任務の範囲は、消防が対処すべき「災害」の概念をどのよう

に考えるかによって自ら定まってくる。 

災害の概念に関しては、災害対策基本法第２条第１号において、「暴風、竜巻、

豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の

異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度に

おいてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。」と定義し、

自然災害のほか、テロ等を含む人為的災害をも含んでいる。 

消防組織法には災害の概念の定義はないが、比較的大規模な災害を対象とす

る災害対策基本法の定義によることは適当ではない。消防の任務としての災害

の概念は、消防機関が唯一の第一線実働部隊として災害に対処してきた経緯、社

会経済の進展に伴う消防機関に対する住民の期待の変化等から判断して、柔軟

に解釈すべきものとされており、比較的規模の大きい災害を対象とする災害対

策基本法よりも広く、テロ災害、ＮＢＣ災害その他の生命、身体及び財産に危険

を発生させる可能性のある災害・事故等をも含むものと解されている。 

また、救急業務は、「災害による被害を軽減する」及び「災害等による傷病者

の搬送を適切に行う」ことに該当する。 

昭和 61 年の消防法改正以前の救急業務の対象については、①災害により生じ

た事故のほか、②屋外若しくは公衆の出入りする場所において生じた事故、又は

③当該事故による傷病者を医療機関その他の場所に迅速に搬送するための適当

な手段を有しない場合に置ける①若しくは②の事故に準ずる事故で、屋内で生

じた事故を含むものと規定し、これらの事故による傷病者で医療機関その他の

場所へ搬送する必要があるものを、救急隊によって医療機関その他の場所へ搬

送することをもって救急業務として定義していた。 

昭和 61 年の消防法改正及びこれに伴う消防法施行例の改正により、救急業務

の定義が改正され、救急業務の対象として「生命に危険を及ぼし、若しくは著し

く悪化するおそれがあると認められる症状を示す疾病」が加えられた。 

平成 21 年の消防組織法改正で、疾病を理由とする傷病者の搬送が救急出動の

60％以上を占める現状に鑑み、疾病による傷病者の救急搬送についても明確に

規定するため「災害等による傷病者を適切に搬送する」との文言を追加し、従来

の「災害による被害を軽減する」ことと併せて、救急搬送全体が位置付けられて

いる。 

「傷病者の搬送を適切に行うこと」とは、傷病者を傷病の種類、重症度及び緊

急度に応じ、適切な医療の提供が行われる医療機関に迅速に搬送することをい
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う。 

このように、「災害」の概念が、生命、身体及び財産に危険を発生させる可能

性のある災害・事故等を含む広範囲なものであるため、現実の消防機関の能力か

らみて、消防機関が火災に対処することは当然としても、その他全ての災害を完

全に防除し、その被害を軽減することは極めて困難である。したがって、消防の

任務は、①消防機関が現実に遂行していかなければならない任務と、②消防機関

の施設と人員の能力の範囲内においてできるだけ遂行するように努めなければ

ならない任務が存在していると考えることが適当である。 

①の例としては、消防法、水防法その他の法令により、消防機関の職務として

具体的に規定されている場合が代表的であるが、災害対策基本法、水難救護法、

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律等におけるよう

に市町村長の職務として規定されていても、消防機関が市町村の機関として活

動することが期待されている場合もこれに準じて考えられる。 

②の任務はその他の場合で、例えば災害が小規模で被害者又は関係者によっ

て対処できるような人為的事故の場合、あるいは消防機関がその施設と人員を

活用しても十分に対処し得ないような著しく特殊な災害である場合などである。 

ウ 任務の遂行と法律上の根拠 

「消防組織法」第１条は、消防が遂行すべき任務について一般的、抽象的に定

めたものであって、消防に国民の生命、身体及び財産を災害から保護するために

必要な具体的な権限を与えたものではない。消防がその任務を遂行するため、個

人の権利や自由を制限し、又は国民に義務を課す必要がある場合にはそれぞれ

法律（条例を含む。）の根拠に基づかなければならない。 

消防機関にこのような権限を具体的に与えている法律としては、「消防法」が

主であるが、その他「水防法」、「災害対策基本法」、「液化石油ガスの保安の確保

及び取引の適正化に関する法律」、「石油コンビナート等災害防止法」、「サリン等

による人身被害の防止に関する法律」及び「武力攻撃事態等における国民の保護

のための措置に関する法律」等がある。 

２ 市町村の消防組織 

（１） 市町村の消防責任 

ア 市町村消防の原則 

現行の消防組織法制定以前においては、警察部内の消防署と警察指揮下の消

防団により消防事務が執行され、国又は都道府県が主として消防の責任を有し

ていたが、消防組織法施行により、消防事務は、市町村の責任とされた。 



16 

 

イ 市町村の消防の責任と範囲 

市町村の消防の責任と範囲は次のとおりである。 

  (ｱ) 市町村は、その区域における消防を十分に果たすべき責任を有する

（消防組織法第６条）。 

 (ｲ) 市町村が処理する消防事務は、市町村の自治事務に分類されている。 

  (ｳ) 市町村は、消防を十分に果たす責任があり、施設及び人員を活用して、

消防組織法第１条に規定する消防の任務を十分に果たす必要がある。

その範囲について明文の規定はないが、社会通念上妥当なものでなけ

ればならない。 

客観的な基準として市町村の消防に必要な人員及び施設の基準として「消防

力の整備指針」及び「消防水利の基準」が示されており、また、消防力の効果的

な運用を図るため消防計画を作成する際の基準として「市町村消防計画の基準」

が示されている。さらに、都市の総合的な火災危険度を測定する都市等級の制度

がある。 

（２） 消防の管理 

市町村が区域内の消防に関する責任を有することに伴い、当該市町村を統括

し、代表する市町村長が当該市町村の消防を管理する（消防組織法第７条）。 

「条例に従い」管理するとは、市町村長が無制限の管理権を有するのではなく、

議会の議決を経た条例により消防を管理することにより、一層住民の意思を反

映しようとする趣旨である。 

（３） 市町村の消防に要する費用 

市町村が消防責任を果たすために必要な一切の費用は、市町村が 終的に負

担しなければならない（消防組織法第８条）。これは市町村消防の原則を経費負

担の面から規定したものである。 

（４） 市町村の消防機関 

ア 消防機関の種類 

市町村は、その消防事務を処理するための機関として、消防本部、消防署及び

消防団のうち、全部又は一部を設けなければならない（消防組織法第９条）。こ

の「機関」とは、一般に法人の意思を決定する地位にある人若しくは組織体又は

これを補助する地位にある人若しくは組織体を指し、市町村長は市町村消防の

管理機関であるのに対し、消防本部、消防署及び消防団は市町村消防の実施機関

であり、「消防機関」と総称される。 
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「全部又は一部を設けなければならない」とは、 小限度消防本部又は消防団

のいずれか一方を設置しなければならないということである。なお、消防本部、

消防署又は消防団の設置に当たっては、いずれも条例で定めなければならない。 

(ｱ) 消防本部 

 消防本部は市町村の消防事務を統括する機関であり、通常、主として人事、予

算、庶務等の消防組織そのものを維持するために必要な事務や、消防の運営、企

画、その他の内部事務を処理している。 

(ｲ) 消防署 

 火災の予防、警戒、鎮圧その他災害の防除及び災害による被害の軽減の活動を

第一線に立って行う消防本部の下部機関である。 

(ｳ) 消防団 

 消防団は、主として火災の警戒及び鎮圧、その他災害の防除及び被害の軽減等

の消防活動に従事する機関であるが、火災予防の権限についても、その一部が与

えられている（消防法第３条、第４条の２、第５条の３等）。 

 消防団は、郷土愛護の精神に基づき、自らの意思で参加した住民有志により組

織されている公的機関であり、その団員は、平成７年度以降、全てが日常各自の

職業に従事しながら、必要に応じて招集されて消防活動に従事する非常勤の者

で組織されている。 

 なお、集落単位の私設消防組や商店街の地域防火組織等は、組織や装備がいか

に整備されていても、消防組織法上の消防団ではない。 

 消防団は消防本部及び消防署から独立した機関であるので、消防団と消防本

部又は消防署との間に上下の関係はないが、消防団は消防長又は消防署長の所

轄の下に行動することとされている。 

イ 消防本部及び消防署 

(ｱ) 消防本部及び消防署の設置 

 消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、市町村

の条例で定める（消防組織法第 10 条第１項）。これらの事項は市町村の住民の

利害と密接な関係があるので、住民を代表する議会の関与を受けさせることが

適当であるので条例で定めることとされている。消防本部について管轄区域の

規定がないのは、当然に市町村の全地域に及ぶからである。 

(ｲ) 消防本部及び消防署の組織 

 消防本部の組織については、市町村の規則で定め、消防署の組織については、

市町村長の承認を得て消防長が定める（消防組織法第 10 条第２項）。 
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 消防本部及び消防署の組織については体内的事項であるので、消防本部にあ

っては市町村の規則で、消防署にあっては消防長が市町村長の承認を得て、それ

ぞれ定めることとしている。 

(ｳ) 消防本部の長 

 消防本部の 高責任者は、消防長である（消防組織法第 12 条第１項）。 

 市町村によっては、消防長を規則により当該市町村の内部組織のほかの部局

長との関連からその職名として消防局長又は消防本部長と定めているところも

ある。 

 消防長は、その職務の性質からみて常勤の職員であり、一般職の地方公務員と

して地方公務員法の適用を受ける。 

 消防長の階級は、「消防吏員の階級の基準」に従い、市町村の規則で定めると

ころにより、市町村の人口規模又は消防吏員の数に応じ、消防総監、消防司監、

消防正監、消防監又は消防司令長の階級を用いることとされている。 

 消防長の任命は市町村長が行い、その他の消防職員の任命は市町村長の承認

を得て消防長が行う（消防組織法第 15 条第１項）。 

 消防長は、この職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格とし

て市町村の条例で定める資格を有する者でなければならない（消防組織法第 15

条第２項）。 

 消防長の資格基準が政令で定められているのは、消防事務の複雑化、専門化と

相まって消防の第一線機関の指揮者としての責任が加重されてきたことに伴い、

専門的な知識及び経験が必要とされてきたことによるものである。 

 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する（消防組織法第

12 条第２項）。 

 消防本部の事務とは、消防本部において処理する一切の事務をいい、具体的に

は、人事、予算、会計等の事務、運営の企画等の内部管理事務のほか、消防本部

直轄の消防隊を持っている場合にはこれに関する事務を含む。 

 「統括」とは、総合的、包括的に事務をつかさどることをいい、消防本部の事

務全般についてこれを統制し、その 終的一体性を保持することを意味するも

のである。 

 「指揮」とは、上級機関が下級機関に対して、その所掌事務について命令し、

これに従わせることをいい、「監督」とは、ある機関が他の機関の行為について、

その行為が義務違反でないかどうか、目的を達成するのに不適当でないかどう

かを監視し、必要があれば指示命令等することである。一般的に「指揮」と「監

督」は相伴うものであり、「指揮監督」として用いられている。 
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(ｴ) 消防署の長 

 消防署の 高責任者は、消防署長である（消防組織法第 13 条第１項）。 

 消防署長の身分は消防長と同様に、一般職の地方公務員である。 

 消防署長の階級は、市町村の規則で定めるところにより、消防長の階級を考慮

して適宜定められる。 

 消防署長の任命は、消防長が市町村長の承認を得て行う（消防組織法第15条）。 

 なお、消防署長は、この職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資

格として市町村の条例で定める資格を有する者でなければならない（消防組織

法第 15 条第２項）。 

 消防署長の資格基準が政令で定められているのは、消防長と同様、消防事務の

複雑化、専門化と相まって消防の第一線機関の指揮者としての責任が加重され

てきたことに伴い、専門的な知識及び経験が必要とされてきたことによるもの

である。 

 消防署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属の消防職

員を指揮監督する（消防組織法第 13 条第２項）。 

 消防署の事務とは、消防署において処理する一切の事務をいい、具体的には、

主として火災の予防、警戒及び鎮圧並びに救急、救助活動その他の災害の防除及

び災害による被害の軽減を行う事務であり、いわば第一線的な消防活動である。

ただ、消防署にはその管轄区域が定められているので、消防署の行う業務は原則

として当該管轄区域内のものに限られる。 

ウ 消防職員の設置及び職務 

(ｱ) 消防職員の設置 

消防本部及び消防署には、消防職員（消防吏員及びその他の職員をいう。）が

置かれる（消防組織法第 11 条第１項）。 

 「消防吏員」とは、消防本部及び消防署に置かれる市町村の職員で、階級を有

し、制服を着用し、消防事務に従事する者をいう。 

 「その他の職員」とは、消防本部及び消防署に置かれる職員で、消防吏員を除

く全てのものをいい、これには、地方公務員法第 57 条にいう単純労務職員を含

む。 

 消防吏員とその他の職員とでは、その職務に関して次のような点に差異があ

る。 

① 消防吏員は消防活動に従事する。 

② 消防吏員は特別の階級及び服制等を有している。 

③ 消防吏員は消防法上の特別の権限が与えられている。 
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 具体的には、屋外における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置

命令（消防法第３条）、消防吏員による防火対象物における火災の予防又は消防

活動の障害除去のための措置命令（同法第５条の３）、火災現場における情報提

供の要求（同法第 25 条第３項）、消防警戒区域の設定（同法第 28 条）、消火活動

中の緊急措置等（同法第 29 条）である。 

(ｲ) 消防職員の定員 

消防職員の定員は条例で定める（消防組織法第 11 条第２項）。ただし、臨時の

職員（一般的な事務を処理するため期間を限って勤務する者）、又は非常勤の職

員（常時勤務することなく一定の日時のみ勤務する者）については条例で定める

必要はない。 

 消防職員の定員の算定に当たっては、「消防力の整備指針」第３章人員に係る

指針を参考として必要な要員を定める必要がある。 

(ｳ)  消防長以外の消防職員の任命 

消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する（消防組織

法第 15 条第 1項）。消防長の任命権者は、市町村長であるが、消防長以外の消防

職員の任命権者は消防長である。 

(ｴ) 消防職員の身分取扱い等 

消防職員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関して

は、消防組織法に規定するものを除き、「地方公務員法」の定めるところによる

（消防組織法第 16 条）。 

 すなわち、消防職員は、一般職の地方公務員であるので、消防職員に関する任

用、給与、服務その他身分取扱いについては、一般的には、地方公務員法が適用

されるが、消防組織法に規定されるものがある場合には、消防組織法が優先して

適用されることとなる。 

 「身分取扱い」とは、一般的に地方公共団体と職員との間の雇用関係に伴って

発生する一切の身分関係をいう。 

エ 消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項 

 消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定める基

準に従い、市町村の規則で定める（消防組織法第 16 条第２項）。 

 階級は消防活動を効率的に行うため、消防吏員の指揮統率上必要不可欠なも

のである。訓練、礼式は消防吏員の身体の安全の確保、規律の保持及び秩序ある

団体行動のために必要とされ、服制は消防吏員が制服を着用する関係から必要

とされるもので、階級、訓練及び礼式と表裏一体の関係にある。 

 消防庁が定める基準に従うべきとされているのは、全国的に統一した形式又
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は一定の水準を確保するためである。 

オ 消防職員委員会 

 消防職員の勤務条件及び厚生福利、消防職員の職務遂行上必要な被服及び装

備品並びに消防の用に供する設備その他の施設に関して消防職員から提出され

た意見を審議させ、その結果に基づき消防長に対して意見を述べさせ、もって消

防事務の円滑な運営に資するため、消防本部に消防職員委員会を置くこととさ

れている（消防組織法第 17 条）。 

カ 消防団の組織 

(ｱ) 消防団の設置及び組織 

消防団の設置、名称及び区域は、条例で定められる（消防組織法第 18 条第１

項）。消防団の設置、名称及び区域については、市町村の住民の利害と密接な関

係があるので条例で定めることとしている。 

 消防団の組織は、市町村の規則で定められる（消防組織法第 18 条第２項）。消

防団の組織については、消防団内部のことであるので市町村の規則で定めるこ

ととしている。消防団の組織としては、通常、消防団本部、分団、部、班のほか、

必要に応じ常備部が置かれることがある（平成７年度以降常備部の設置例はな

い。）。これに対して、消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、常備

部長等の職が置かれる。職名と階級は一致するのが通例である。 

(ｲ) 消防団の長 

消防団の長は消防団長とする（消防組織法第 20 条第１項）。 

 消防団長は消防団の 高責任者である。消防団長は、通常、非常勤であり、そ

の身分は特別職の地方公務員である。 

 消防団長の職務は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督するこ

とである（消防組織法第 20 条第２項）。 

(ｳ) 消防団長の任命 

 消防団長は、消防団の推薦に基づき市町村長が任命する（消防組織法第22条）。 

 消防団長の任命を消防団の推薦に基づくものとしたのは、消防団は本来「自ら

の地域は自らで守る」という精神に基づき、自らの意思で参加した住民有志によ

り組織される者であり、消防団員から十分な信頼が得られないものが団長とな

れば、消防団の統率が困難となり、消防活動に支障をきたすおそれがあるからで

ある。 
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キ 消防団員の設置及び職務 

(ｱ) 消防団員の設置 

 消防団に消防団員を置く（消防組織法第 19 条第１項）。 

 「消防団員」とは、消防団に置かれる団員をいい、消防団長を含む。消防団員

には常勤の者と非常勤の者の区別があるが、平成７年度以降、消防団員はその全

てが非常勤である。非常勤の消防団員は、特別職の地方公務員で、地方公務員法

の適用を受けず、日常は各人それぞれの職業に従事しながら、必要に応じて招集

されて消防活動に従事する。 

(ｲ) 消防団員の定員 

 消防団員の定員は条例で定める（消防組織法第 19 条第２項）。 

 消防団員の定員の算定に当たっては、「消防力の整備指針」では、地域の実情

に応じた必要な数とされている。なお、近年、団員確保の困難さに直面している

こともあり、消防団員の定数を減じる動きが一部に見られるが、常備消防のみで

は十分対応しきれないような大規模な災害や武力攻撃により生ずる災害を考慮

した場合、消防団員の減少は地域の消防力、防災力の減退につながりかねない大

きな問題があるので、消防団員の定数は地域の実情をも十分考慮しつつ、十分な

消防・防災体制が確保できるように定める必要がある。 

 また、条例定数と実員数に乖離がある消防団にあっては、その差を早急に埋め

るように積極的に努めること、従来からの全ての活動に参加する消防団員を確

保することが困難な場合でも、地域の実情が許せば、特定の活動や大規模災害等

に限定し参加する消防団員（機能別消防団員）あるいは分団（機能別分団）の制

度を積極的に利用することにより、消防団員確保に取り組むことが必要である。 

 また、平成18年度から、事業所の従業員が消防団に入団しやすい環境づくり、

消防団員となった従業員が消防団活動をしやすい環境づくり及び事業所が所有

する防災力の提供等といった事業所からの協力を得ることができた場合には当

該事業所に対し、その証として表示証を交付することとしている。この「消防団

協力事業所表示制度」は、協力事業者が地域への社会貢献を果たしていることを

社会的に評価することにより協力事業所の信頼性を向上させ、消防団と事業所

との連携・協力体制が一層強化されることを目的としている。 

(ｳ) 消防団長以外の消防団員の任命 

 消防団長以外の消防団員は、市町村長の承認を得て消防団長が任命する（消防

組織法第 22 条）。 

 任命権者たる消防団長は、消防団員に対して任命する権限を有するほか、休職、

免職及び懲戒等を行う権限を有する。 
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(ｴ) 消防団員の身分取扱い等 

 消防団員に関する任用、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、消

防組織法に定めるものを除いては、常勤の消防団員については地方公務員法の

定めるところにより、非常勤の消防団員については市町村の条例で定めること

とされている。 

 非常勤の消防団員の身分関係について、消防組織法に定める規定としては、消

防団長の指揮監督権（第 20 条第２項）、消防団員の職務（第 21 条）、消防団員の

任命（第 22 条）、非常勤消防団員に対する公務災害補償（第 24 条）、非常勤消防

団員に対する退職報償金（第 25 条）及び教育訓練の機会（第 52 条）がある。こ

れらに規定するもののほか、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱い

に関する具体的内容については、各市町村が条例で定める。非常勤の消防団員に

支給される「報酬」及び「費用弁償」についても定められる。費用弁償とは、職

務の執行等に要した経費を償うために支給される金銭であって、実費弁償と同

様に、団員が水火災、訓練等の職務に従事する場合に支給される。市町村によっ

ては、出動手当とか訓練手当の名称を用いているところもあるが、これらは常勤

の職員に支給される諸手当とは異なり、法的性格としては費用弁償である。 

ク 消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項 

 消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定める基

準に従い、市町村の規則で定める（消防組織法第 23 条第２項）。 

 消防団員といえども消防活動の面では、消防吏員と何ら変わるところはなく、

階級や服制については指揮統率や規律保持の上から全国的に統一して定める必

要があり、また、訓練、礼式に関する事項についても消防団員の秩序ある団体行

動と規律の保持のため、全国的に統一し、かつ、一定の水準を確保する必要があ

る。このような趣旨から、「消防庁の定める基準」に従って、市町村の規則で定

めることとしている。 

ケ 消防本部と消防団との関係 

 消防本部と消防団とは、ともに市町村の消防事務を実施する機関であるが、前

者は常備体制をとっている消防機関であるのに対して、後者は非常備体制の消

防機関である。しかし、両者は法律上、上下関係にあるわけではなく、むしろ並

列的関係にあり、両者は相互に協力し合うべきものである。 

 ただ、火災その他の災害時には、両者がともに出動して消火活動を行うことに

なるので、消防団の行動と消防本部又は消防署との関係を調整しておく必要が

ある。そのため、消防組織法第 18 条第３項では、「消防本部を置く市町村におい

ては、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとし、消防長又
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は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる。」

と規定している。これは、火災その他の災害時の消防活動を迅速かつ効果的に行

うためには消防機関相互の指揮命令系統を一元化しておく必要があることから、

消防団は消防長又は消防署長の所轄の下に行動することを規定している。 

 「所轄」とは、一般的には、監督又は管理と異なって、その機関の独立性が強

く、行政機構上、一応その下に属するという程度の意味である。しかし、「所轄

の下に行動する」とは、例えば火災現場における水利統制命令、消防自動車の全

体的配置命令、火点の指示、直接火災鎮圧隊と延焼防止隊との区処命令等を意味

する。これらの命令は、消防長又は消防署長が逐一具体的に命令を出すのではな

く、消防団長又はこれに代わる消防団の指揮者に対して命令し、この命令を受け

た消防団幹部が部下の消防団員に対して直接指揮命令することになる。 

 消防長又は消防署長が区域外に出動を命令する場合には、消防組織法第 39 条

第２項の規定による相互応援協定があるときはその協定により、その他の時に

はその時の状況によるが、一般に応援するに当たっては、当該区域内の消防の任

務を果たすため、とりあえず必要な人員及び設備を残して、いわゆる余力の出動

を命ずるのが通例である。消防長又は消防署長の命令があるときは、消防団はこ

れに従わなければならないが、その命令がないときは、消防団は独断で区域外に

出動することができない。 

コ 非常勤消防団員の公務災害補償 

 消防団員で非常勤のものが公務により死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり、

又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった

場合においては、市町村は政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、

その消防団員又はその者の遺族がこれらの原因によって受ける損害を補償しな

ければならない（消防組織法第 24 条）。 

 消防の任務は、危険性が高く、職務上の災害が少なくない。したがって、非常

勤の消防団員が、危険に直面して、後顧の憂いなく十分活動し得るためには、災

害を受けた場合に、その本人又は遺族が相当な補償を受け得る制度を確立する

必要がある。このような趣旨で、非常勤の消防団員の公務災害に関し、当該市町

村に補償責任を課している。 

サ 賞じゅつ金 

 公務災害補償制度とは別に、賞じゅつ金を支給して行う表彰がある。 

 賞じゅつ金とは、消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊員又は消防庁職員

が災害に際し、一身の危険を顧みることなく職務を遂行して障害を受け、そのた

めに死亡し又は障害の状況となったときに、その功労の程度により、支給される。
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死亡した者に対しては、殉職者賞じゅつ金が支給され、障害の状態となった者に

対しては、障害者賞じゅつ金が支給される。 

シ 非常勤消防団員の退職報償金 

 消防団員で非常勤のものが退職した場合においては、市町村は、条例で定める

ところにより、その者（死亡による退職の場合には、その者の遺族）に退職報償

金を支給しなければならない（消防組織法第 25 条）。 

 非常勤の消防団員が多年その職に携わって退職した場合に、その苦労に報い

るため、退職報償金を支給する制度を定めており、地方自治法との関連において

市町村の支給根拠及び支給責任を規定しており、非常勤の消防団員が退職した

場合には、市町村は、条例で定めるところにより、その者又はその遺族に対して

退職報償金を支給する義務がある。 

ス 退職消防団員に対する報償 

 退職報償金とは別に「退職消防団員報償規程」に基づき消防庁長官が行う退職

消防団員報償（銀杯）がある。この報償は、昭和 36 年から行われており、15 年

以上勤務した非常勤の消防団員に対して授与されている。 

３ 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 

平成 25 年 12 月、「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」

が定められた。 

第１条には、法律を定めた目的が、地域の防災体制の強化、地域防災力の充実

と記されているが、背景として、少子高齢化、過疎化などのほか、被用者が増え、

しかも勤め先が離れていること、コミュニティが変化して自分たちの地域は自

分たちが守るという気持ちを持つ人が少なくなったことなどにより、地域の防

災活動の担い手を十分に確保することが困難になっていることがある。 

第２条以下で、基本的な考え方をいろいろな点から記しているが、これを総括

しているのは、地域防災のための総力結集である（第６条）。国や地方公共団体

が大きな責務を負っていることはもちろんだが（第４条）、住民一人一人、ある

いは自主防災組織などとして、地域の防災活動に積極的に参加するよう努める

こととしている（第３条、第５条）。そのなかで、消防団は中核的な役割を果た

すものとしてその強化を図ることとし、消防団が住民の自発的な活動への参加

を促進するなどとしている（第３条）。 

そして、市町村は、地域防災力の充実強化を計画的に進めるよう、市町村単位

の地域防災計画に地域防災力の充実強化に関する事項を定め、また地区防災計

画でも居住者等の参加のもとで具体的な事業に関する計画を定めることとして
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いる（第７条）。 

この法律の 大の特色は、地域防災の中核として消防団を大変重く見ている

ことである。消防団は、将来にわたり地域防災力の中核として欠くことのできな

いものであり、これに代わるものはないとして、国と地方公共団体は、その抜本

的な強化のために必要な措置を講ずるこのとするとしている（第８条）。また、

この法律には、消防団員確保のための条文がいくつかある（消防団への加入の促

進（第９条）、公務員の加入（第 10 条）、事業者の協力（第 11 条）、大学等の協

力（第 12 条）、消防団員の処遇の改善（第 13 条）、消防団の装備の改善（第 14

条、第 15 条）、消防団員の教育訓練（第 16 条））。 

さらに、市町村は、地域における防災体制の強化のため、指導者の養成、確保、

必要な資材の確保等に努めるものとしている（第 17 条）。この法律では、地域の

防災組織（自主防災組織、女性防火クラブ、少年消防クラブ、市町村の区域内の

公共的団体その他の防災に関する組織）の教育訓練で、特に消防団が指導的な役

割を担うようにという期待を明らかにして、その実行のために市町村が必要な

措置を講ずるよう努めると定め（第 18 条）、国と都道府県は、市町村が行う自主

防災組織などの育成発展の取り組みに対して必要な援助を行うものとし（第 19

条、第 20 条）、幼児期から災害に関心を持ってもらうことが大変大事なので、消

防団等の参加のもとに学校教育や社会教育の場で取り上げられるように、国と

地方公共団体はそのために必要な措置を講ずるものとしている（第 21 条）。 

  


