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優良少年消防クラブ・

指導者表彰（フレンドシップ）について

　少年消防クラブ員は、防火や防災についての知識を身近な生活の中に見出すとともに、日ご
ろから防火・防災に関するさまざまな訓練の実施、防火パトロールや火災予防ポスターの作成
などを通じて、地域における防火・防災思想の普及に努めています。
　総務省消防庁では、クラブ員や指導者の意識高揚とクラブ活動の活性化を図り、少年消防ク
ラブの育成発展に寄与することを目的に、昭和 29 年から毎年、優良少年消防クラブ及び指導
者の表彰を行っています。
　全国の少年消防クラブの皆さんには、多くの仲間とともに日ごろの防火・防災活動にさらに
励み、家庭や学校あるいは地域で、防火・防災の輪を広げていくリーダーとしての活躍が期待
されています。また、少年消防クラブの活動は、指導者の方々の熱意によって支えられており、
指導者の方々には、少年消防クラブの育成・発展に御尽力いただいています。
　毎年、３月の春休みに表彰式を行っており、「特に優良な少年消防クラブ」、「優良な少年消
防クラブ」及び「優良な少年消防クラブ指導者」の３分野で表彰します。また、表彰式では、「特
に優良な少年消防クラブ」を受賞したクラブの中から日頃のクラブ活動について報告していた
だいています。
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平成 27 年度優良少年消防クラブ・

指導者表彰（フレンドシップ）の開催

１　はじめに

　平成 28 年３月 25 日（金）、ホテルグランドアーク半蔵門において、「平成 27 年度優良少
年消防クラブ・指導者表彰（フレンドシップ）」を開催しました。
　消防庁では、クラブ員や指導者の意識高揚とクラブ活動の活性化を図り、少年消防クラブの
育成発展に寄与することを目的に、昭和 29 年から毎年、優良少年消防クラブ及び指導者の表
彰を行っています。

特に優良な少年消防クラブの表彰

東京消防庁音楽隊による祝典演奏

　今回は、第 1 部「表彰式」、第２部「東京
消防庁音楽隊による祝典演奏」、第３部「特
に優良な少年消防クラブ（３クラブ）による
活動報告」という構成で開催しました。

２　少年消防クラブについて

　少年消防クラブは、防火・防災思想の普及
を図ることを目的として、小学生から高校生
までの少年少女で結成されており、平成 27
年５月１日現在、全国に約４千５百のクラブ、
約 42 万人のクラブ員、約１万４千人の指導
者が活動しています。
　少年消防クラブ員は、防火や防災について
の知識を身近な生活の中に見出すとともに、
日ごろから防火・防災に関するさまざまな訓
練の実施、防火パトロールや火災予防ポス
ターの作成などを通じて、地域における防火・
防災思想の普及に努めています。

３　式　　　　典

　第１部では、「特に優良な少年消防クラブ」
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28 団体及び「優良な少年消防クラブ指導者」８名が土屋総務副大臣から、「優良な少年消防ク
ラブ」53 団体が佐々木消防庁長官からそれぞれ表彰を受けました。その後、受賞団体を代表
して千葉県の小林小学校少年少女消防隊の代表者より、元気良く「お礼のことば」が述べられ
ました。
　第２部では、「東京都民と消防の架け橋」として演奏活動を通じて防火・防災の意識向上と
協力を呼びかけている東京消防庁音楽隊による演奏が行われました。
　第３部では、「特に優良な少年消防クラブ」を受賞したクラブの中から３クラブに、日頃の
クラブ活動について報告していただきました。
　以下に、各クラブの発表内容について簡単にご紹介します。 

（１）小目名こめなひばの子森林警備隊【青森県】
　小目名ひばの子森林警備隊は、山火事をなくすための活動に協力することによって、森林を
大切にするための学習を深めることを目的としています。
　平成 26 年度の活動報告について、４月に春の火災予防運動防火の呼びかけ、５月に防火の
花コンテストの花植え作業を行いました。８月、夏休み体験学習、防火ねぶた運行。９月、防
火の花コンテスト作品作り。10 月、秋の火
災予防運動防火の呼びかけ、青森県防火の集
い下北大会出席。平成 27 年１月、大畑消防
団第６分団出初式防火の呼びかけを実施しま
した。
　私たちは、これからも自然を大事に地元の
消防団の皆さんと協力しながら、火災予防を
呼び掛けていきます。

（２）足利市立毛野中学校少年消防クラブ【栃木県】
　これから、私たちのクラブ活動の主だったものについて、ご紹介させて頂きます。私たちは
４月に、このような「年間事業計画」を作成
します。そして、この計画に基づき、６月と 
11 月に消防訓練を行い、11 月と３ 月には
火災予防運動に合わせて防火広報を行ってい
ます。また、12 月には合同研究発表会、１
月には消防出初式のパレードに参加していま
す。そして、３月には体験型の視察研修を行っ
ています。
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（３）京都市中京少年消防クラブ【京都府】
　隔年で実施している宿泊研修では、普段の
学校生活とは違った団体行動を学びます。ま
た、京都市消防局が主催する文化財防火サ
マースクールでは、身近に存在する貴重な文
化財の大切さを、防火防災を通じて学びます。
さらに、京都大学防災研究所や京都市市民防
災センターでは、防災に関する様々な貴重な
体験を通じて、防災力を身に付けます。

４　おわりに

　今回受賞された少年消防クラブの皆さんをはじめ、全国の少年消防クラブの皆さんには、多
くの仲間とともに日ごろの防火・防災活動にさらに励み、家庭や学校あるいは地域で、防火・
防災の輪を広げていくリーダーとしての活躍が期待されています。
　また、少年消防クラブの活動は、指導者の方々の熱意によって支えられており、指導者の方々
には、今後とも少年消防クラブの育成・発展に御尽力いただきますようお願いいたします。
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最近の表彰クラブ等

平成 24 年度被表彰団体・指導者一覧表

〇特に優良な少年消防クラブ（16 団体）
北海道札幌市 富丘少年消防クラブ
岩手県洋野町 大沢少年消防クラブ
茨城県小美玉市
  堅倉小学校少年消防クラブ
栃木県足利市 市立愛宕台中学校
  　少年消防クラブ
東京都中央区 京橋消防少年団
東京都日野市 日野消防少年団
東京都港区 赤坂消防少年団
東京都足立区 西新井消防少年団
東京都新宿区　新宿消防少年団

富山県高岡市 市立博労小学校
  　少年消防クラブ
富山県砺波市　鷹栖少年消防クラブ
静岡県磐田市 市立豊岡南小学校
  　少年消防クラブ
京都府京都市　下京少年消防クラブ
奈良県御所市 伏見少年消防クラブ
広島県尾道市 栗原少年消防クラブ
広島県広島市 比治山学区
  　少年少女消防クラブ

〇優良な少年消防クラブ指導者（14 名）
北海道　松本　政昭 新琴似西少年消防クラブ
北海道　小林　環 富丘少年消防クラブ
宮城県　横山　ミヨ 東大野田少年少女防火クラブ
福島県　菅家　由紀子 喜多方市立第一小学校少年消防クラブ
東京都　酒井　淺吉 小石川消防少年団
東京都　佐久間　佳一 成城消防少年団
東京都　吉野　弘道 向島消防少年団
東京都　加藤　悦孝 日本堤消防少年団
東京都　久保　隆一 青梅消防少年団
静岡県　福原　克子 黒田学童少年消防クラブ
京都府　菅野　弘二 宇治市広芝少年消防クラブ
広島県　松本　多美子 府中町少年少女消防クラブ
福岡県　濱地　邦和 糸島少年消防クラブ
大分県　飯田　正一 ムササビ少年消防クラブ
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〇優良な少年消防クラブ（29 団体）
北海道札幌市 新琴似西少年消防クラブ
北海道札幌市 山鼻少年消防クラブ
青森県東北町 新山少年消防クラブ
青森県南部町 福地小学校少年消防クラブ
岩手県葛巻町 小田少年消防クラブ
宮城県松島町 町立松島第二小学校
  　少年消防クラブ
福島県田村市　市立大越中学校消防クラブ
福島県喜多方市　市立第一小学校
  　　少年消防クラブ
茨城県鉾田市 旭西少年消防クラブ
東京都豊島区 池袋消防少年団
東京都品川区 品川消防少年団
東京都文京区 小石川消防少年団
東京都文京区 本郷消防少年団
東京都足立区 足立消防少年団
神奈川県川崎市　中原地区少年消防クラブ
富山県高岡市 市立万葉小学校
  　少年消防クラブ

石川県金沢市 米丸子ども消防クラブ
石川県金沢市 此花子ども消防クラブ
福井県坂井市 長畝小学校少年消防クラブ
岐阜県各務原市　那加第一小学校
  　　少年防火クラブ
岐阜県各務原市　中央小学校少年防火クラブ
静岡県磐田市 市立竜洋北小学校
  　少年消防クラブ
愛知県春日井市　市立坂下小学校
  　　少年消防クラブ
愛知県半田市 市立亀崎小学校
  　少年消防クラブ
愛知県瀬戸市 市立萩山小学校
  　少年消防クラブ
京都府宇治市　広芝少年消防クラブ
島根県雲南市　温泉小学校少年消防クラブ
岡山県井原市 木之子少年消防クラブ
香川県小豆島町　坂手少年消防クラブ

平成 25 年度 受賞団体・指導者一覧

○特に優良な少年消防クラブ （19 団体） 
北海道北見市 上仁頃小学校少年消防クラブ 
岩手県岩手町 舘・柳橋地区少年消防クラブ 
宮城県仙台市 歩坂町子供消防クラブ 
栃木県足利市 市立第二中学校
  　少年消防クラブ 
東京都板橋区 板橋消防少年団 
東京都墨田区 本所消防少年団 
東京都墨田区 向島消防少年団 
東京都豊島区 豊島消防少年団 
東京都青梅市 青梅消防少年団 
神奈川県川崎市　幸地区少年消防クラブ 

富山県富山市 市立西田地方
  　小学校少年消防クラブ 
富山県砺波市 砺波南部少年消防クラブ 
石川県小松市 少年消防クラブ河田班
福井県あわら市　本荘小学校少年消防クラブ 
静岡県磐田市 市立豊岡北小学校
  　少年消防クラブ 
京都府京都市 上京少年消防クラブ 
岡山県倉敷市 味野小学校少年消防クラブ 
広島県広島市 亀崎学区少年消防クラブ
福岡県新宮町 相島少年消防クラブ 



　　優良少年消防クラブ・指導者表彰

－ 80 －

○優良な少年消防クラブ指導者 （9 名） 
青森県佐井村 　田中　春美 福浦少年消防クラブ
福島県郡山市 　小椋　幸則 三代少年消防クラブ
埼玉県坂戸市 　鈴木　英雄 坂戸地区少年消防クラブ
東京都世田谷区　粕谷　正己 玉川消防少年団
東京都文京区 　土屋　英夫 本郷消防少年団
東京都足立区 　河合　弘之 足立消防少年団
東京都千代田区　桜井　正 麹町消防少年団
東京都三鷹市 　岡田　源治 三鷹消防少年団
福岡県糸島市 　樗木　義治 糸島少年消防クラブ

○優良な少年消防クラブ （31 団体） 
北海道広尾町 広尾少年消防クラブ 
北海道札幌市 発寒北少年消防クラブ 
北海道札幌市 もみじ台少年消防クラブ 
青森県八戸市 中居林少年消防クラブ 
宮城県松島町 町立松島第五小学校
  　少年消防クラブ 
福島県喜多方市　市立松山小学校
  　　少年消防クラブ 
茨城県日立市 久慈町少年消防クラブ 
埼玉県坂戸市 坂戸地区少年消防クラブ 
東京都港区 麻布消防少年団 
東京都足立区 千住消防少年団 
東京都千代田区　麹町消防少年団 
東京都中野区 野方消防少年団 
東京都港区 高輪消防少年団 
神奈川県川崎市　高津地区少年消防クラブ 
富山県高岡市 市立成美小学校
  　少年消防クラブ 
石川県金沢市 粟崎子ども消防クラブ 

石川県金沢市 戸板子ども消防クラブ 
岐阜県大垣市 市立北小学校少年消防クラブ 
岐阜県関市 市立上之保小学校
  　少年消防クラブ 
岐阜県坂祝町 坂祝中学校少年消防クラブ
岐阜県大垣市 市立時小学校少年消防クラブ 
静岡県磐田市 市立豊田南小学校
  　少年消防クラブ 
愛知県岡崎市 市立美合小学校
  　少年消防クラブ 
大阪府和泉市 市幸校区少年消防クラブ 
島根県雲南市 掛合小学校少年消防クラブ 
岡山県岡山市 花尻少年消防クラブ 
岡山県津山市 城北少年消防クラブ 
岡山県井原市 美星小学校少年消防クラブ 
福岡県八女市 八女市少年消防クラブ 
熊本県八代市 八千把小学校少年消防クラブ 
熊本県天草市 御所浦小学校少年消防クラブ 
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平成 26 年度 受賞団体・指導者一覧

○特に優良な少年消防クラブ （27 団体）
青森県佐井村 福浦少年消防クラブ 
岩手県雫石町 葛根田地区少年消防クラブ 
岩手県北上市 下藤根少年消防クラブ 
宮城県仙台市 国見恵通苑町内会
  　少年消防クラブ 
茨城県小美玉市　市立小川小学校
  　　少年消防クラブ 
栃木県足利市 市立協和中学校
  　少年消防クラブ 
東京都八王子市　八王子消防少年団 
東京都豊島区 池袋消防少年団 
東京都台東区 日本堤消防少年団 
東京都世田谷区　成城消防少年団 
東京都品川区 品川消防少年団 
神奈川県川崎市　中原地区少年消防クラブ
新潟県長岡市 繁窪少年消防クラブ 

富山県砺波市 市立庄南小学校
  　少年消防クラブ
石川県金沢市 三馬校区少年消防クラブ
長野県飯田市 鼎少年消防クラブ
岐阜県中津川市　西七区少年消防クラブ
岐阜県坂祝町 坂祝中学校少年消防クラブ
岐阜県神戸町 神戸小学校少年消防クラブ
静岡県磐田市 市立竜洋東小学校
  　少年消防クラブ
京都府京都市 左京少年消防クラブ
大阪府和泉市 市南横山校区少年消防クラブ
岡山県倉敷市 塩生少年消防クラブ
広島県福山市 光学区少年少女消防クラブ
広島県広島市 虹山団地子ども会
  　少年消防クラブ
徳島県阿波市 土成中学校少年少女消防隊
大分県姫島村 村立姫島中学校少年消防隊

○優良な少年消防クラブ指導者 （16 名）
青森県八戸市 　中村　基礎子 石手洗少年消防クラブ
埼玉県坂戸市 　那須　廣久 坂戸地区少年消防クラブ
埼玉県坂戸市 　丸山　勝 坂戸地区少年消防クラブ
千葉県松戸市 　市川　裕 小金北地区少年消防クラブ
東京都江東区 　吉野　佑治 深川少年消防クラブ
東京都墨田区 　杉山　哲朗 本所消防少年団
東京都台東区 　羽原　克也 上野消防少年団
東京都江戸川区　白石　和夫 小岩消防少年団
東京都稲城市 　清水　政志 押立地区少年消防クラブ
神奈川県大和市　水澤　由貴 大和市少年消防団
高知県檮原町 　中越　修 梼原学園少年消防クラブ
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福岡県糸島市 　平野　弘志 糸島少年消防クラブ
長崎県長崎市 　堂下　弘子 立神町下少年消防クラブ
長崎県長崎市 　森　智代子 立神町上少年消防クラブ
長崎県長崎市 　廣瀬　大輔 上長崎剣志会少年消防クラブ
鹿児島県鹿屋市　福元　浩継 大隅学舎少年少女消防クラブ

○優良な少年消防クラブ （43 団体）
北海道札幌市 厚別西少年消防クラブ 
青森県階上町 小舟渡少年消防クラブ 
青森県十和田市　十和田西高校少年消防クラブ
岩手県平泉町 長島少年消防クラブ
茨城県常陸太田市　市立幸久小学校
  　　　少年消防クラブ
埼玉県三郷市 三郷市少年消防クラブ
千葉県市原市 国分寺台東小学校
  　少年消防クラブ
千葉県松戸市 小金北地区少年消防クラブ
千葉県市原市 鶴舞小学校少年消防クラブ
東京都新宿区 四谷消防少年団
東京都東村山市　東村山消防少年団
東京都清瀬市 清瀬消防少年団
東京都あきる野市　秋川消防少年団
東京都奥多摩町　奥多摩消防少年団
神奈川県海老名市　海老名市少年消防クラブ
神奈川県川崎市　宮前地区少年消防クラブ
石川県金沢市 花園子ども消防クラブ
福井県坂井市 市立高椋小学校
  　少年消防クラブ
岐阜県高山市 市立中学校少年消防クラブ 
岐阜県大野町 大野中学校少年消防クラブ 
岐阜県恵那市 恵那市少年消防隊 
岐阜県各務原市　稲羽西小学校少年防火クラブ
岐阜県輪之内町　大藪小学校少年消防クラブ

静岡県磐田市 市立豊田東小学校
  　少年消防クラブ
愛知県豊田市 市立小清水小学校
  　少年消防クラブ
愛知県瀬戸市 市立祖母懐小学校
  　少年消防クラブ
愛知県東海市 市立名和小学校
  　少年消防クラブ
愛知県東海市 市立横須賀小学校
  　少年消防クラブ
京都府綾部市 市少年少女消防クラブ
島根県奥出雲町　三成小学校子ども消防クラブ
岡山県津山市 城東台少年消防クラブ
岡山県倉敷市 川入少年消防クラブ
岡山県岡山市 高倉少年消防クラブ
広島県広島市 五月が丘少年消防クラブ
高知県檮原町 檮原学園少年消防クラブ
長崎県長崎市 立神町上少年消防クラブ
長崎県長崎市 式見第１少年消防クラブ
長崎県長崎市 式見第３少年消防クラブ
長崎県長崎市 田上町東部少年消防クラブ
長崎県松浦市 養源少年消防クラブ
熊本県宇城市 不知火小学校少年消防クラブ
大分県日田市 高瀬少年消防クラブ
宮崎県宮崎市 宮崎南小学校少年消防クラブ
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○特に優良な少年消防クラブ （28 団体）
青森県むつ市 小目名ひばの子森林警備隊 
岩手県八幡平市　浅沢少年消防クラブ
岩手県洋野町 角浜少年消防クラブ
福島県郡山市 三代少年消防クラブ
福島県田村市 市立大越中学校消防クラブ 
栃木県足利市 市立毛野中学校
  　少年消防クラブ 
埼玉県入間市 入間市消防少年団
千葉県印西市 小林小学校少年少女消防隊 
千葉県市原市 湿津小学校少年消防クラブ 
東京都文京区 小石川消防少年団
東京都文京区 本郷消防少年団
東京都港区 麻布消防少年団
東京都足立区 足立消防少年団
東京都足立区 千住消防少年団
神奈川県川崎市　高津地区少年消防クラブ
富山県富山市 市立太田小学校
  　少年消防クラブ

石川県小松市 小松市少年消防クラブ今江班
岐阜県恵那市 恵那市少年消防隊
岐阜県高山市 市立中学校少年消防クラブ
岐阜県大野町 大野中学校少年消防クラブ
静岡県磐田市 市立青城小学校
  　少年消防クラブ
愛知県豊田市 市立童子山小学校
  　少年消防クラブ
愛知県豊田市 市立小清水小学校
  　少年消防クラブ
京都府京都市 中京少年消防クラブ
大阪府和泉市 幸校区少年消防クラブ
岡山市倉敷市 通生少年消防クラブ
広島県府中町 府中町少年少女消防クラブ
宮崎県宮崎市 宮崎南小学校少年消防クラブ

○優良な少年消防クラブ指導者 （8 名）
岩手県遠野市 　菊池　和子 遠野北小学校少年消防クラブ
東京都昭島市 　船木　三男 昭島消防少年団
東京都武蔵村山市・東大和市　山口　重行　北多摩西部消防少年団
東京都小金井市　大久保　幸治 小金井消防少年団
東京都奥多摩町　齊藤　次男 奥多摩消防少年団
東京都八王子市　有泉　和宣 八王子消防少年団
長野県伊那市 　有賀　茂夫 荒井少年少女消防クラブ
広島県府中町 　鉄穴口　隆弘 府中町少年少女消防クラブ
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○優良な少年消防クラブ （53 団体）
北海道洞爺湖町　とうや小学校
  　　消防少年クラブ
北海道北見市 太陽わらべ太鼓
  　少年消防クラブ
北海道札幌市 厚別中央しなの
  　少年消防クラブ
青森県階上町 大蛇少年消防クラブ
岩手県盛岡市 青雲荘少年消防クラブ
岩手県遠野市 遠野北小学校少年消防クラブ 
岩手県一関市 山谷少年消防クラブ
岩手県北上市 上長沼少年消防クラブ
宮城県仙台市 宮町こども会少年消防クラブ 
福島県会津若松市　鶴城小学校
  　　　少年消防クラブ
福島県田村市 古道小学校少年消防クラブ 
栃木県佐野市 市立山形小学校
  　少年少女消防クラブ
栃木県佐野市 市立赤見小学校
  　少年少女消防クラブ
千葉県浦安市 浦安市少年消防団 
千葉県市原市 市西小学校少年消防クラブ
東京都武蔵村山市・東大和市
  北多摩西部消防少年団
東京都西東京市　西東京消防少年団
東京都練馬区 光が丘消防少年団
東京都昭島市 昭島消防少年団
東京都小金井市　小金井消防少年団
神奈川県平塚市　平塚市少年消防クラブ
神奈川県川崎市　多摩地区少年消防クラブ
新潟県津南町 笹沢少年消防クラブ
新潟県上越市 西ヶ窪浜消防部少年消防隊
新潟県上越市 下荒浜消防部少年消防隊

新潟県上越市 夷浜消防部少年消防隊 
石川県津幡町　倉見子ども消防クラブ
石川県金沢市 金石町子ども消防クラブ
  鞍月子ども消防クラブ
福井県坂井市 坂井市立雄島小学校
長野県伊那市 荒井少年少女消防クラブ
長野県伊那市 北町少年消防クラブ
岐阜県輪之内町　仁木小学校少年消防クラブ
岐阜県郡上市 郡上東中学校少年消防クラブ
岐阜県郡上市 郡南中学校少年消防クラブ
岐阜県郡上市 八幡中学校少年消防クラブ
岐阜県関市 市立板取中学校
  　少年消防クラブ
愛知県岡崎市 市立岡崎小学校
  　少年消防クラブ
愛知県豊田市 市立四郷小学校
  　少年消防クラブ
大阪府河南町 河南町ファイアジュニア
島根県雲南市 阿用小学校少年消防クラブ
岡山県倉敷市 琴浦西小学校少年消防クラブ
岡山県岡山市 可知少年消防クラブ
岡山県津山市 城東少年消防クラブ
香川県坂出市 笠指幼少年消防クラブ
高知県黒潮町 上川口少年少女消防クラブ
高知県黒潮町 伊田少年消防クラブ
長崎県平戸市 深月少年消防クラブ
長崎県長崎市 式見第２少年消防クラブ
長崎県長崎市 立神町下少年消防クラブ
長崎県長崎市 立神町中少年消防クラブ
長崎県長崎市 かき道１丁目少年消防クラブ
熊本県宇城市 市立松合小学校
  　少年消防クラブ


