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学園都市として急速な発展をする歴史と
教育文化の香り高い町「永平寺町」
ダニエル

今回オラは、福井県の永平寺町

消防団に来て学生さんが活躍している話や消防
団の話などなど、盛りだくさんにお話を聞きた

新たに名称を「永平寺町消防団」として再出発、
現在に至っています。
ダニエル

なるほど、10 年以上も前だと思

いと思います。それでは、はじめに松本町長さ

うんですけれど、学生時代に京都に暮らしてい

んから町の様子についてお聞きしましょう。

た時があり、その時にお世話になっていた天台

松本町長

皆さんこんにちわ、はじめに永

平寺町の概要をご説明いたします。永平寺町
は、福井県嶺北地方のほぼ中央にあり、総面積

宗のお寺さんが案内をしてくれた覚えがありま
す。何か宗派が違っても関係があるのかなぁ。
山本団長

曹洞宗ですけど、もともと天台

94.34k㎡で、福井平野を流れる県下最大の河川、

宗とは、縁があるんです。元々の曹洞宗を作ら

九頭竜川には、鮎や「憧れの魚」サクラマスの

れた道元さんっというお方が、天台宗の比叡山

釣り場として知られており、アラレガコが生息

の方から最初にここに入られたこともありまし

するこの中流域は、国の天然記念物に指定され

てねえ。

ています。この九頭竜川の中流域の流れに沿っ
て開けた町で人口は約 2 万人です。また、古刹
曹洞宗大本山永平寺は鎌倉時代道元禅師が、町

ダニエル

曹洞宗の最初の所に関連している

のかなあ。というか、曹洞宗は中国からですよね。
山本団長

そうです、そうです。最初に道

内の吉峰寺に続いて開いた修行道場として、そ

元さんが中国の天童寺というお寺で禅を修行し

の伽藍を今に残しています。近年当町では福井

て帰ってきたのです。ダニエルさんよくご存知

大学医学部、福井県立大学など学術研究機関の

ですね。

教育施設が町西部に立地され、学園都市として
急速な発展をするなど、歴史と教育文化の香り

ダニエル

昔、歴史の本で読んだことがあ

るっていうか。

高い町を形成しています。平成 18 年 2 月 13 日

山本団長

そうなんです。

には、同じような歴史文化をもつ旧松岡町、旧

ダニエル

ところで、人口 2 万人位の町で

永平寺町、旧上志比村の 2 町 1 村が合併し新「永
平寺町」として生まれ変わりました。消防団も

消防団員さんは、今は何人なんですか？
山本団長

今はですね。消防団員は、295 名
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です。
ダニエル

295 名。約 300 弱ですね。結構多

いんですね。
山本団長

295 名の消防団員のうち、機能別

山本団長

確か 31 歳の時だったかなぁ。

ダニエル

30 代ですか。入ってから 20 年？

山本団長

ちょうど 31 年になります。

ダニエル

31 年、お〜、それで団長さんに

消防団員という大学生や専門学校に通っている

なられて、もしかして一番消防団で長い方なの

若い人たちの活躍があり、今年は結構たくさん

かなぁ？

増えて今は 48 名おります。
ダニエル

へぇ、じゃあ平均年齢が下がっ

て活気がありますね。
鈴木副団長

山本団長

いやいや、今日同席している服

部、鈴木両副団長も一緒ですよ。同じ時に消防
団に入っていて、確か昭和 56 年入団です。

そ う で す。 高 齢 化 が 進 む な か、

ダニエル

服部副団長さんも鈴木副団長さ

学生さん達が入ってきたので、今までは、平均

んも、やはり同じように、順番待ちで入団され

年齢 39 歳でしたが、機能別消防団員は、平均

たのですか？

21 歳なので全体的にさがり、色々な面で良い刺

服部副団長

というか。来れば町の消防団ですからね。

激になっています。
ダニエル

誰かが辞めると、順番に次入る

機能別消防団員の話はあとで聞

ダニエル

ある日家に帰ると玄関に消防団

くとして、まず、山本団長さんが消防団に入団

の法被が置いてあったとか。は、ないですよね

したきっかけをお聞きしたいのですが、それは、

（笑）。永平寺町の消防団員さんはどんな職業の

何だったんでしょうか？
山本団長

たぶん、皆さんも同じことだっ

たと思うんですけれども、我々、消防団員が近
くに沢山おるんで、その人らが歳いって辞める
という時に周りにいる若い人に言ってくるんで
すね。それで、入団のお誘いは、良いんですけ

方が多いんですか？会社員とか？
鈴木副団長

その昔は、自営業者が多かったで

すね。今は、町内に残っている人が少ないですよ。
ダニエル

やっぱり、少しずつ変わってき

ているんですね。
鈴木副団長

昔とは違い段々変わってきまし

れども、その翌年に操法大会があるんですよ

たね。日中の火災出動などは、消防団員も仕事を

（笑）
。とても入団したばかりで大変なんですよ

していることから、今はすぐに常備の消防が出

ね。大体毎年そういう感じで消防団へのお誘い

動します。ただ、夜間とか、休みの日とかであれば、

を言って来るんです。それで私も入団したとい

我々消防団も出られるんですけれども。平日の

うわけです。

昼間などの火災出動の中心は、やはり常備と地

ダニエル

なるほど、町によって入団の勧

誘や募集の仕方が色々あるように聞いています

元に残っている少ない消防団員達となります。
ダニエル

そうですよね。山形もそうなん

が、順番とか年齢で回って来たんですね。それ

ですよ。町によって農家が多いところや、自営

は、何歳の頃の話だったんですか？

業が多かったりなんだけど、やっぱりサラリー
マンが最近は段々増えてきたなぁ。
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服部副団長

うちの消防団もサラリーマンも

かなり多いですよ。たぶん、みんなどこも同じ
なんですよね。悩みはそこですよね。
ダニエル

なるほど、ところで 31 年間消防

コ ラ ム

ども、その年に皆んなで行けて、ひとつの和と
いうか、勢いがつきました。
ダニエル

合併されて、間もない時ですよね。

服部副団長

そうです、その年ですよ。それは、

団をやっているわけなんですけれども、その中

合併したての一心同体で大会に望んだのですか

で、一番印象に残るイベントというか、英語で

らすごいものです。

イベントというとハプニングっていうことなん
ですけれども、印象に残るものってありますか？
山本団長

私が感じたのはですね、全国大

ダニエル

それで、みなさん一心同体の気

持ちになり、現在があるんですねぇ。
服部副団長

3 つの消防団があったんですけれ

会ですかね。操法大会で、全国大会に出場させ

ど、初めて統合になってから、直後に、それだっ

て頂いたことです。

たんですよ。
ダニエル
服部副団長
ダニエル

それが、えかったんですね。
そうなんです。
町の合併とともに消防団も合併

すると、色々難しいって聞きますけどねぇ。町
長さんや団長さん副団長さん達の人柄や統制が
良かったのと団員さん皆が協力して「和」をつ
くったからでしょうしょね。素晴らしいことで、
めでたい話でしたね。
ダニエル

全国大会ですか。

山本団長

はい、全国大会です。いつもは、

横浜であるんですけれどもその年は兵庫県で開
催したんです。消防の技術を競う大会ですよ。

さっき、ちょっと触れました、機能別消防団
員があると、お伺いましたけれども、それは、
どういう消防団活動をしている団員さんですか？
山本団長

これは、元々全国的にあったん

福井県の大会がありまして、そこで優勝すると、

ですね。「機能別消防団」というのが。同じ身

全国大会に出られるんですよ。なかなか出られ

分の消防団員なんですけどね。たまたま、この

ないんですよ。18 年に全国大会に初めて出場し

永平寺町には、大学が二校あるんです。

まして、合併してからなんですよ。ポンプ車の

ダニエル

町に大学がふたつあるんですか。

部と小型ポンプの部があって、ポンプ車の部の

山本団長

はい、県立大学と国立の医大と

方で優勝しました。
ダニエル

なるほど、それはおめでとうご

ざいました。
鈴木副団長

あって、その中で、学生さんを入れることがで
きないかなあという発想だったのです。
ダニエル

平成 18 年 10 月って書いてあり

ますね。2 町 1 村 3 町村で合併したんですけれ

な る ほ ど、 な る ほ ど。 そ れ は、

医学関係？
服部副団長

国立福井大学の医学部と看護学
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部の方達です。

鈴木副団長

平成 21 年の 1 月に結成ですから、

へぇ、学生の町なんですねぇ。

3 年前に最初 6 名からスタートしました。大学

学園の町でもあるんですよ。国

の先生達で医療チームを作っていて、永平寺町

立福井大学が約 1,000 人、県立福井大学の学生

の防災訓練なんかで、参加していただき色々協

さんが約 1,000 人ぐらいいるんですよ。これが、

力していただいてたんですけれども、そこで機

その写真です。

能別消防団の話をして、消防団に参加をお願い

ダニエル
服部副団長

しました。先生方のご賛同と今日ここにおられ
る松本町長や、永平寺町の理解やら、そういう
全体の協力のなかで、この機能別消防団員は発
足しました。現在は 48 名おります。
ダニエル

結構人気あるんじゃないですか。

鈴木副団長

自分たちの、仕事というか勉強

にもなりますからね。
ダニエル
ダニエル

なるほど、なるほど。お若いで

すね、皆さん。
服部副団長

この方たちは、医学部の学生さ

ダニエル

あれ。女性の方が多いんですね。

服部副団長

そうですね。看護学部の方が多

いですからね。
みなさん、赤いユニフォームが、
主に、救急救命の関係の活動を

しています。
ダニエル

きて良いことですね。
山本団長

訓練なんかにも出動していただ

いて、救急関係で応急処置を主にやっていただ

ダニエル

機 能 別？ 機 能 別 消 防 団 っ て、

ちょっと、難しそうな名前だけど。
山本団長

で す か ら、 大 学 生 の 方 々 に は、

ちょっと別な名前にしていまして、「大学生防
学校でもそういう勉強を色々し

てるわけですね。

災サポーター」という名称にしています。勿論
正式な消防団員ですが学生さん向けにね。

鈴木副団長

実践的な勉強にもなりますから。

ダニエル

ほ ぉ 〜。 な る ほ ど、 な る ほ ど。

私も親父がカリフォルニアで消防署員だったの

ダニエル

そうすると、皆さん大学卒業し

たら、「大学生防災サポーター」を辞めなけれ
ばならないのですか？

で子供の頃やったことありますよ。何度も消防

山本団長

辞められます。

署に行って親父に教えてもらいました。この機能

ダニエル

辞めて、自分の地元に戻ったり、

別消防団として、結成して、歴史は長いんですか？

24

めだからねぇ。実践訓練もできて町にも貢献で

いています。

普通の消防団の方とは色が違っていいですね。
鈴木副団長

で医学を勉強して、なんのために医学を勉強し
ているかっていうと、万が一の時に人を救うた

んや、看護課の学生さんなんですね。

ダニエル

そうですよね。みなさん、学校
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山本団長

そうです。

山本団長

そうです。当然なりますね。

ダニエル

県内の方が多いんですかね。

ダニエル

それは、すごいですね。未来は、

山本団長

いえ、大学は違いますね。7 割は

県外の方で、3 割位が県内です。
ダニエル

そっかぁでも、地元に戻っても、

また、消防団に入るかもしんないかな。

パラメディック。日本語でなんていうんだっけ
救急救命士だっけ、中には、救急救命士になろ
うという方もいるかもしんないですよね。
山本団長

当然、お医者さんや看護師さん

卒業後将来はね。そうあって欲

になる方が多いので、救急救命の担当にもなる

しいですよね。消防団に入って経験を活かして

方が出てくると思います。我々も、永平寺町の

欲しいですよね。

機能別消防団員は、人数も少ないということで、

山本団長

ダニエル

やっぱり、卒業して直ぐではな

くて、最初はそれぞれ職場に着いて忙しいんだ

どうしたら増やせるかなぁっと考えたんです。
ダニエル

な る ほ ど、 な る ほ ど。 そ れ は、

よね。新人のお医者さんとか看護師さんとかね、

ひとつには、人数を増やすための目的で。せっ

こういう経験をしたことがあるんだから、消防

かく大学がふたつあるからいいチャンスだと。

団に入りたくなるんじゃないんですかね。

やっぱり、松本町長さんの協力がないと。

山本団長

はい、将来消防団入ってもらえ

れば、それが一番ですね。
ダニエル

格好いいユニフォームで、ええ

山本団長

それは当然です。もちろん財政

的なものもございますから（笑）。
ダニエル

全国的に医学関係の学生さんを

ことしていて、勉強にもなります。これはいい

受け入れてやっているところは他にもあるんで

ですね。学生さんに興味をわかすというか、も

すか？

たすには、いい機会ですね。なるほど、なるほど。

山本団長

愛媛県の松山市が早くからやっ

こういう風に訓練して。お互いに勉強になるで

ておりまして、うちは、それを参考にして医学

しょうね。

生の機能別消防団を作りました。あそこは、も
う盛んにやってますよ。福井県ではうちの消防
団だけです。
ダニエル

いいアイディアですよね。オラ

も大学生の時代に消防団に入りたかった。日本
の大学生はどうなんでしょうかね。アメリカの
大学生って、結構、勉強で忙しいんで。きちん
と勉強しないと、すぐ落第しちゃうんですよ。
日本の学生さん達は、あまり勉強しないんでな
いの？でも医大だから勉強しているよね。大丈
夫かなぁ。
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山本団長

そ れ は、 や っ て る と 思 い ま す。

そうじゃないと、お医者さんになれませんよ。

朝日参事（消防団事務担当者）

応募の締め切

りは終わったのですが、まだ決まってないんで

そうですよね。大学に入っただ

す。うちの方の審査員から機能別消防団の学生

けでは、お医者さんには、なれませんよね。色

さんに、500 ほどの名称の中から若い子の感性

んな勉強して大変なことだ。これは、永平寺町

で選んでもらうということで依頼は受けている

の消防団の PR にもなりますよね。

んですが。これから、機能別の消防団員さんに

ダニエル

山本団長

はい、なりますね。

ダニエル

もうね、これ見ただけで、若々

お願いするところなんです。
ダニエル

ヘルメットが甲羅みたいで、福

しいしフレッシュでいいね〜。入りたくなるわ

井の名物の一つ越前ガニですよね。良い名前が

なぁ。

着くといいよなぁ。
朝日参事（消防団事務担当者）

名前の決定は

10 月の中旬になります。
ダニエル

じゃぁ、この話が広報消防基金

に載り全国に配られるまでに、間に合わない
かぁ。町長さんが勝手に決めるわけにはいかな
いんだよね？残念だなぁ。
最後に、松本町長さんに永平寺町消防団の自
慢と、山本団長さんに部下の団員さんたちに何
か一言あれば、お聞かせください。
松本町長
ダニエル

そういえば、思い出しましたけ

んど、福井県の消防団 PR マスコットキャラが

永平寺町の消防団は、福井県下

で 9 消防本部ある中で一番小さな町なんですが、
消防技術では一番高い消防団だと思います。

出来て名前を公募したそうですが、何という名

ダニエル

一番小さい町が一番ですか？

前になりましたか？

松本町長

例えば消防操法ですとか、色ん

な技術の大会があり、ほとんどが、うちはトッ
プなのですよ。小さい消防団ですけれども技術
職の高い人の集まりで活躍しているところです。
ダニエル

人数は少ないけれども、熱心に

やって、技術の高い消防団員さん達なんですね。
松本町長

ま た、 医 学 部 の 学 生 さ ん 達 が、

男性も女性も自分の将来は医者になったり、看
護師になったりするなかで、消防団員に入って
いただいて、3 年でも 4 年でも、一緒に活動す

26
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ることにより非常にレベルが高くなる感じがし

松本町長

コ ラ ム

それから、消防以外で良いとこ

ます。他の消防団員達も学生から吸収するとこ

ろは、教育のレベルが高いことです。学力が高

ろがあります。よそにはない仕組だと思います。

いです。学力は福井県が日本 1 位 2 位を争うレ

最後に、永平寺町は小さい町ですけども、地区

ベルですが、福井県の中では永平寺町の学校が

が 90 あり、合併して、その中で全ての地区に

トップクラスなんです。

自主防災組織があり、消防の人が色々指導して

山本団長

私から団員達へのお願いと言う

いただいています。そういう町は、どこにもな

か、いつも消防団員に言うんですが、災害出動

いと私は思います。一般住宅用火災報知機にし

とか消防団活動に出た時に、絶対に自分の命は、

ても、日本の市町村 1700 位ありますが、この

大事にして欲しいということで、ケガとか絶対

なかで設置率が上位に入っていて 15 番位に入っ

しないように、お願いしたいのと、消防基金か

ているんですよ。永平寺町では一般家庭で約 94

らの安全装備品の助成をいただき一層装備充実

パーセントの設置率です。全国の統計をみたら

ができ、徹底した安全管理をやっていきたい。

75％ぐらいでした。そういうわけで消防防災、

それが、一番だと思います。

防火にかけては意識や技術が高い町です。

ダニエル

今日は、機能別消防団員の学生

そうでしたかぁ、昔からそう意

さん達が夏休みで逢えなかったのは残念だった

識が高かったのですか？昔、大きな火災とか

なぁ。でも、松本町長さんをはじめ、山本団長

あったのですか？

さん、服部副団長さん、鈴木副団長さん、消防

ダニエル

松本町長

結構、昔は、あったみたいです。

団の事務局の朝日参事さん皆さんのお話を聞

今は少なくなりました。昔は、織物、繊維の町

き、消防団と町全体の協力により、消防防災の

でしたから、繊維工場が沢山あり、建物や敷地

技術や意識が高い町作りをしている永平寺町消

も広く大きかった時代は、火災が発生すると大

防団のお話を聞かせていただきありがとうござ

火となることから防災などの意識はあったと思

いました。

います。
ダニエル

機能別消防団の学生さん頑張ってくださ〜
山形だと、酒田大火っていうの

い。卒業しても永平寺町消防団を忘れずに、ま

がありましたが、そういう歴史をもつ市町村は、

た、「大学生防災サポーター」で覚えたことや

防火防災の意識は高いんですよね。

経験したことを活かし活躍してください。

（後列左から） 消防長 中村勘太郎氏
副団長 鈴木英明氏
副団長 服部幸雄氏
次

長 竹内貞美氏

（前列左から） 町

長 松本文雄氏

ダニエル・カール氏
団
広報
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