ダニエル・カールの
第2回

はじめに
今回、たずねたのは奈良市です。
5月の中旬に新幹線で東京から京都に向かい
ました。そこから近鉄線に乗り継ぎ奈良市に着

奈良県奈良市

市というところで、その頃には何度か奈良市に
足を運んだものでした。そんなこともあって、
奈良市は大好きな場所のひとつです。
その奈良市の消防団員の皆さんにお会いでき
るということで、とても楽しみにしていました。

きました。
奈良市については、いまさら申し上げるまで
もなく、数々の世界遺産や歴史的建造物がある
ことで有名ですね。東大寺、春日大社、薬師寺、
唐招提寺などなど、枚挙に暇がありません。ま
た、シルクロードの東側の終着点とも言われて
おり、数々の仏像には古い時代の大陸からの流
れが感じられます。
それから、ご存知のとおり修学旅行のメッカ
で、この日も、たくさんの修学旅行の学生を見
かけました。

奈良市の消防組織について、お話しいたし
ます。
常備消防は、1消防局、5消防署で、消防職
員379人からなっています。
消防団は、1本部、4方面隊、22分団で、消
防団員数994人（女性団員39人を含む）から組
織されているそうです。
現在、ほとんどの消防団で条例定数の確保

地理的には、奈良県の北部に位置し、面積は、

が難しいとされている中、奈良市は平成21年4

276.84km 、約37万人の人々が暮らしています。

月、女性消防団員の採用を機に条例定数を

平成17年4月に月ヶ瀬村、都祁村が編入され、

1,000人に増やし、実員も994人とほぼ定数を満

現在の姿になったということです。

たしています。なかなか規模の大きい消防団

2

実は、オラが最初に日本に来たときホームス
テイをしたのが奈良市と同じ奈良県にある五條
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奈良市の消防
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ですね。

ダニエル・カールの

カラーガード隊（左奥が奈良市消防音楽隊）

広報指導分団

ました。お母さん、奥さん、あるいはお嬢さん
の勇姿を目の当たりにして、見る目が変わった

今回は、女性消防団員により構成される分団
「広報指導分団」の結団式に合わせてお邪魔い
たしました。女性消防団員自体は平成21年４月

かもしれませんね。
まさに『強く、やさしく』これぞ女性消防団
員でしょう！

１日付けで採用されているそうで、もうすでに
皆さんご活躍中とのことですが、改めて結団式

結団式は、盛会のうちに終了しました。

が行われたとのことです。

場所を移して、今度は消防団長さんはじめ、

入場、整列から始まって、市長から分団長へ
分団旗が授与されました。その後、市長のお話

奈良市の消防団員さんたちにお話をうかがうこ
とにします。

や消防庁長官の祝辞、消防団長のお話がありま
した。
皆さんの凛々しい姿とキビキビとした動きに
は、すっかり見とれてしまいました。また、女

ダニエル

奈良市はいつ来てもいい所です

ね。
黒団長

ありがとうございます。ご存知

性らしさを前面に出してカラーガード隊として

の通り歴史の古い町ですから外国人の観光客の

の演技や歌なども披露してくれました。これに

方もたくさんいらっしゃいます。今日はあいに

は、奈良市消防音楽隊の皆さんの伴奏が加わり、

くの雨ですが…

なかなか華やかなものでした。式の司会も女性
消防団員が担当していて、皆さん、まさに大活
躍でした。
会場には女性消防団員のご家族も来ておられ

ダニエル

それもまたいいですね。なんか

しんみりとして、古都の雰囲気があります。
黒団長

ダニエルさんはかつて奈良に住

んでおられたそうですね。
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ダニエル・カールの

ダニエル

はい、初めて日本に来た時のこ

場での消火活動、再燃防止の監視、避難誘導、

とです。交換留学生として奈良県五條市でホー

警戒区域の設定など常備消防隊と協力した活動

ムステイをさせていただいて、１年間、智辯学

をしています。

園に通っていました。
黒団長

そうですか。それで日本語がお

上手なのですね。
ダニエル

その後も大学生になってから大阪

の関西外語大学に来ました。それから佐渡で文弥

平常時の活動としては、災害に備えた訓練は
もちろんのこと、地域の皆さんに対する訓練指
導、災害危険箇所の把握や歳末警戒などの活動
をしています。
ダニエル

今日、結団式が行われた女性消

人形（ぶんやにんぎょう）の人形づかいの方に弟

防団員による広報指導分団について教えてくだ

子入りしたりしました。

さい。

そして大学を卒業してから文部省の英語指導主

黒団長

「防災は男の仕事」という固定

事助手として山形に来ました。どういうわけか行

観念を取り除き、火災予防や防火思想の普及活

く先々全部方言が強いところで…（笑）

動などで女性ならではのソフトな対応をするこ

黒団長

なるほど、確かにそうですね。

とで、市民の防災意識をさらに高めることが期

でも、その経験を生かして、現在は山形弁研究

待できることと消防団活動の新たな展開が消防

家としてご活躍なわけですね。

団の活性化につながると考え広報指導分団を結

ダニエル

おかげさまでなんとかやってい

団しました。
ダニエル

ます。

広報指導分団ができるまでの経

緯を教えてください。

奈良市の消防団

黒団長

平成19年12月に市の全消防団員

に対して意識調査を行いました。その調査の結

言わずと知れた古都の奈良、数々の文化財が

果を受け、平成20年４月に「奈良市消防団活性

あります。その古都を守っている奈良市消防団

化対策検討委員会」を設置し、消防団の活性化

についてお話をうかがってみます。

について検討しました。この委員会には消防団
員、女性防災クラブ経験者、保育士、有識者な

ダニエル

奈良市の消防団について教えて

この委員会で検討した結果、女性消防団員採

ください。
黒団長

定員が1,000人で994名の実員が

おりまして、１本部４方面隊22分団の体制です。

用の方針を決定し、市長をはじめとする市の幹
部で構成される「経営会議」に提案しました。

その中に女性消防団員が広報指導分団というこ

その後、女性消防団採用のために必要な条例

とで39名います。これは、平成21年４月１日に

改正や議会の承認を経て、平成21年１月から女

スタートしました。

性消防団員の募集を開始しました。

ダニエル

奈良市の消防団は、主にどんな

活動をしているのですか。
黒団長
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ど18名が委員として参加しました。

災害時の活動としては、火災現
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募集に当たっては、市の広報紙やホームペー
ジを活用しました。また、１月８日に行われた
出初式の会場で、消防職員と消防団員が「消防

左から黒団長、ダニエル、左２列目から梅木副分団長、安田分団長、古川部長、３列目横田分団長

団に女性の力を借りたい」という趣旨のチラシ
を配り、説明用のブースを設置して質問を受け
付けるなどいろいろな活動をしました。

ダニエル

消防団に入団されたきっかけを

教えてください。
安田分団長

平成12年に自宅の裏の川があふ

当初、20名くらいの応募があればと思ってい

れて床上浸水してしまったことがありました。

たのですが、46名もの方に応募していただき、

その時、真っ先に駆けつけてくれたのが消防団

女性の防災に対する意識の高さに驚きました。

でした。水が引いてからも後片づけを手伝いに

ダニエル

その中から39名の女性消防団員

をどのようにして選考されたのですか。
黒団長

来ていただいたりして、それを機会に消防団と
深いつながりができました。

書類選考と面接を経て採用しま

私は専業主婦ですが、もともと女性防災クラ

した。面接には、消防局長、総務課長、消防音

ブのメンバーでもありまして、先ほど団長から

楽隊の関係者、それと私が出席しました。

申し上げました「奈良市消防団活性化対策検討
委員会」で委員を務めていた経緯もあり、入団

女性消防団員を採用するまでにはいろいろな
ご苦労があったのですね。そして、今後の女性
消防団員の活躍が期待されますね。
ここで他の消防団員の方にもお話をうかがい
ましょう。

することにしました。
ダニエル
梅本副分団長

そちらの方はいかがですか。
私の場合は、安田分団長と古く

からの知り合いで、安田分団長から女性消防団
員を募集していると聞きました。
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ダニエル・カールの

手話のボランティアを育成していた経験があ
りまして、消防団もボランティア的な組織です
から、やってみようと思いました。
ダニエル

先ほど結団式で司会をされてい

したが、お父さんと娘さんが同時に消防団員と
いうのは珍しいのではないでしょうか。
やはり、お父さんの影響があったんですかね。
横田分団長

それは良く分かりません。ただ、

ましたよね。なかなか見事な司会振りでしたけ

小さい頃には、よく操法の訓練に連れて行きまし

れども…

た。当時の娘に「消防団て何をするの？」とたず

梅本副分団長
ダニエル

私の本業は司会者なのです。

ねると「線が引いてあるところをホースを持って

そうだったんですか！どうりで

走るの。
」と答えました。
（笑）
最近、娘に言うことは「消防団員として適確な

上手いわけだ。
安田分団長

古川部長は元歌手ですよ。

活動をするためには統制が取れた行動をすること

ダニエル

そうなんですか！

が必要であり、そのためには規律というものが重

古川部長

はい、でも今は保育園の副園長

要だ。
」ということです。
ダニエル

をしています。
ダニエル

それは見事な転身ですね。そして、

なるほど、確かにそうでしょう

ね。ちなみに横田分団長のお仕事は…

さらに消防団という新しい世界へ踏み込まれたの

横田分団長

大工をしています。

はどんなきっかけからですか。

ダニエル

奈良ですから、やはり神社仏閣

古川部長

私の勤務している保育園では、

消防署の方に来ていただいて、子供たちに防災

関係のですか。
横田分団長

そうではありません。ただ、私

の大切さを教えていただいています。そんな中

は一級建築大工技能士という資格を持っており

で自分も地域の防災に役立ちたいと思っていた

まして、文化財の修繕などもしています。

ときに、市の広報紙で女性消防団員の募集を知
り応募しました。
ダニエル

いろいろな職業の方がいらっし

ダニエル

それはすごいですね、地域に根

ざしていますね。娘さんにもお会いしたかった
なぁ。

ゃるので「消防団は人材の宝庫だ」という話を
聞いたことがありますが、司会者や歌手という
のはなかなか得がたい人材ですね。
黒団長

まさしく人材ぞろいですね。これこそ消防団
ならではのことでしょう。いろいろな人たちが

頼もしく思っています。

防災というテーマで集い、いろいろな視点から

ダニエル

そちらの方はいかがですか。

防災を考えて、それがきっと消防団活動に生か

横田分団長

はい、若い頃、まだ消防団がど

されていることでしょう。

んなものかよく分からないうちに（笑）
、周囲に
薦められて入団しました。
黒団長

実は、横田分団長のお嬢さんは

今18歳で、最年少の女性消防団員なのです。
ダニエル
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ダニエル

入団してみていかがですか。

安田分団長

古い知人と再会することができ

るのが消防団のいい所のひとつですね。

そうなんですか。親子で消防団

例えば、横田分団長と私は同じ奈良市内でもか

員ですか。オラも三代続いた消防一家で育ちま

なり離れたところに住んでいるのですが、入団し
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ダニエル・カールの

女性団員の整列

てみて共通の知人がいることが分かったりして…
横田分団長

ダニエル

そうですか。

そういうふれあいが消防団のすば

消防団というのは年齢も職業もいろいろな人

らしいところですね。いろいろな関係で一体感が

がひとつの目的のために集まっていて、それぞ

より深まります。災害現場では信頼関係がなけれ

れがわりと気楽に話をすることができる面もあ

ば一緒に作業はできません。

るようですが、こちらでもやはりそういういい

ダニエル

なるほど、確かにそうですよね。

副分団長はいかがですか。
梅本副分団長

私は入団してみて女性消防団員

雰囲気があるんですね。
今後の抱負を聞かせてください。
安田分団長

いろいろな能力を持った団員が

のパワフルさに驚きました。私も日ごろからが

いるので、分団長としてどれぐらいみんなが輝

んばっているつもりでいましたが、皆さんの

ける場所を作れるかということが自分のテーマ

「地域のためにがんばる」というパワーはすご
いです。
ダニエル

です。
女性ならではのやわらかい雰囲気で身近なと

そうですか、それは頼もしいで

すね。

ころから消防を広報していきたいと思います。
漫才でも歌でも人形劇でもいいでしょう。いろ

部長はいかがですか。

いろな力を持ったメンバーとともにいろいろな

古川部長

形で消防の広報活動をしていきたいと思います。

これまで消防団の活動を見てい

て、すごく厳しいところかと思っていましたが、

ダニエル

普段はとてもアットホームな感じで、皆さんと

副分団長はいかがですか。

それは楽しみですね。

ても気さくな方ばかりで逆に驚きました。
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ダニエル・カールの

梅本副分団長

やはり、女性ならではの視点を

大事にしていきたいと思います。例えば、災害

ですね。
黒団長

そうです。そういう意味からも

に備える物資の中で、被災者に配る毛布にして

広報指導分団としての女性消防団員の採用は、

も、茶色のものばかりではなく花柄のものも用

私の長年の夢だったのです。

意するとか、住民が避難する必要が生じた場合
でも、避難所である程度落ち着いたら爪をきれ

団長からは、とても重たいお話をいただきま

いにするお手伝いをするとか、そういった視点

した。長年消防団員として活動していると、そ

があってもいいと思います。

ういうつらい経験をすることもあるのでしょ

ダニエル

確かに、男性ではなかなか思い

つかないことですね。
部長はいかがですか。
古川部長

それを大いに期待しています。

がります。

ダニエル

こちらの消防団で特筆すべきこ

とはありますか。

子供に防火の大切さを伝えるにしても、高齢者

黒団長

宅に防火訪問をするにしても、制服を着たいか

ダニエル

つい男性が行うよりも、女性がやわらかい雰囲

黒団長

若草山の山焼きですかね。
それは、どんなものですか。
1月の成人の日の前日の日曜日に

気で行う方が受け入れられやすいと思います。

行うもので、若草山という山で行われる野焼きで

火災報知器設置の推進にしてもそうでしょう。

す。これには、多くの消防団員が積極的に参加し

だいぶ前のことになりますが、とても悲しい

ています。

ことがありました。私は石屋でして、その時墓

ダニエル

地で働いていたのですが、付近で火災が発生し
ました。私は直ちに現場に駆けつけ、消火作業
にあたりました。
そのお宅では、お母さんが近所におつかいに
出ていた時に火が出て、結果的に家に残ってい
たお子さんが焼死してしまいました。そのお子
さんの遺体を見て、助けられなかったことを強
く後悔しました。
女性消防団員には各戸を回ってもらって、防
火の重要性を訴えてもらいたいのです。火災に
よる焼死者をゼロにするためには、そういった
予防活動がとても重要です。
ダニエル

そうですか。子供に対する防火

意識の啓発の大事さを身を持って感じられたの

26

員として活動し続けてこられたことには頭が下

お年寄りやお子さんに消防を楽

しくし伝えていきたいです。
黒団長

う。でも、そんなつらい経験をしても、消防団
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いつごろから行われているので

すか。
黒団長

1760年だという説があります

が、それ以前にも行われていたという記録があ
るとも言われています。正確には判らないよう
です。
ダニエル

それはまた伝統がありますね。

どんないわれがあるのですか。
黒団長

それも諸説ありまして、お寺ど

うしの境界の争いであるとか、妖怪を封じ込め
るためだとか…
ダニエル

その山焼きで消防団はどんな活

動をするのですか。
黒団長

普段は消火活動が主な活動です

が、山焼きでは点火と消火の両方を消防団が担

ダニエル・カールの

当します。まず、ジェットシューターと呼ばれ

とですが、もっと自慢をしてもいいと思います。

る総重量が10kgほどになるリュック型の水袋を

特に、奈良市などは歴史的なものがたくさんあ

背負います。そして、たいまつで点火して、山

るのですから…

焼きが決して山火事にならないように細心の注

黒団長

どうも奈良の県民性として控え

意を払いながら勢いよく燃え上がるように炎を

めなところがありまして…、47都道府県中46番

操ります。最後に消火作業にあたります。

でいいというような…、最下位では逆に目立つ

ダニエル

そんなに重いものを背負って山

ダニエル

を登るんですか。
黒団長
ダニエル

ので…（笑）
もっと、もっと奈良市と奈良市

の消防団を自慢してください。

そうです。
すごいですね！そういう伝統あ

る行事で消防団が活躍しているということはも

黒団長

そうですね。もっと自慢しない

と…（笑）
それでは消防団の自慢をさせてください。

っともっと自慢していいと思います。
日本人の謙譲の美徳というのはすばらしいこ

消防団の魅力はいろいろありますが、なんと

ダニエル氏を囲んで
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ダニエル・カールの

言っても一番の魅力は、助け合いの精神で地域

歴史ができた」と大変な盛り上がりでした。

の皆さんを応援できることだと思います。奈良

ところが日本に来たら、住んでいる場所の近

市民の防災のリーダーとして奈良市の消防団員

くに母国よりも6倍も古い建物が普通にあるの

がいることを私は誇りに思っています。

です。オラは「すごいなぁ」と思い、毎日、通
学の途中でそのお堂の前に来ると自転車を降り

さすがは団長です。最後はきっちりとまとめ

て拝んだものでした。でも地元の人はいつも見

ていただきました。話はつきませんがこの辺り

ているせいもあってか、あまりすごいとは思っ

で中締めです。

ていないようでした。また「もっと古くてもっ
と大きい法隆寺があるよ」という感じで、他の

お国自慢
奈良にはたくさんの世界遺産がありますが、

歴史的建造物と比較してしまうようでした。そ
れはそれとして、身近なものをもっと自慢して
もいいのではないでしょうか。

それ以外にもすばらしいものがたくさんありま

黒団長にも申し上げましたが、皆さんもっと

す。個人的には、奈良全体が世界遺産だと言っ

もっと自慢をしてください。皆さんの地元にも、

てもいいと思います。ヨーロッパの石でできた

きっと自慢できるものがあるはずです。

世界遺産とは違う木でできた世界遺産です。そ
して、これは世界に誇れるものでしょう。
オラが奈良県五條市でホームステイをして間

日本には「謙譲の美徳」というすばらしいもの
がありますが「お国自慢」という言葉もあり、こ
れも郷土愛に基づくすばらしいものだと思います。

もない頃、通学路の横に古いお堂がありました。
最初に見つけたとき「これは一体なんだろう?」
と思ったのですが、その時は誰かに尋ねるにし
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終わりに

ても日本語が分かりません。半年ほど経ってよ

今回たずねた奈良市は、たくさんの文化財が

うやく少し分かるようになったので、近くにい

あり、住民の安全とともにそれらを守る消防の

た方に尋ねたところ「これは昔この辺りにあっ

責任は重大です。でも、1,000人近い消防団員が

たお寺の経堂です。」ということでした。次に

いることは、とても頼もしく、そのための大き

どれくらい古い物なのか尋ねると西暦800年代

な力となるでしょう。広報指導分団の女性消防

にできたものだということでした。それを聞い

団員の皆さんも、きっと、期待に応えてくれる

てびっくりしました。

ことでしょう。

オラが五條市にホームステイをしていたのは

広報指導分団を加え、ますます充実した組織と

1977年です。母国のアメリカ合衆国はその前年

なった奈良市消防団の皆さん、これからも伝統あ

の1976年に建国200年を迎えて「これで200年の

る地域の防災のためにがんばってください！

広報 消防基金 平成21年7月 No.172

