
全国消防職員協議会
第４８回労働講座
～組織強化・拡大～

全消協

九州ブロック幹事 佐藤 昭徳



まずは、自己紹介から

• 単協：延岡市消防職員協議会（宮崎県）
• 職員数：１６６人

・会員数１５２人（女性2名）

• 災 害：火災４６件・救急５４２５件・救助８３件



宮崎県
宮崎県消協1977年設立現在会員総数1037名
延岡市消防職員協議会 組織率 １００％
日向市消防職員協議会 組織率 １００％
東児湯消防職員協議会 組織率 ９１．９％
西都市消防職員協議会 組織率 １００％
宮崎市消防職員協議会 組織率 １００％
日南市消防職員協議会 組織率 １００％
串間市消防職員協議会 組織率 １００％
都城市消防職員協議会 組織率 ９６％
西諸広域消防職員協議会組織率 １００％

＊現在3年前に出来た西臼杵広域行政
事務組合消防本部へオルグ実施中！！
（自分史）
延岡市消防職員協議会青年部長を3年
県青年部長を3年行い、九ブロユース部を立ち
上げ、単協事務局長を4年、宮崎県消協県消協
事務局長をやる事が決定する30分前に！！な
んと！！



自己紹介は、お済みですか？
グループワーク



労働組合と協議会の違い？
【憲法第２８条】
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体
行動をする権利は、これを保障する。

労働者の

≪団結権・団体交渉権・団体行動権≫
を認めている（労働三権）

労使関係において立場の弱い労働者が
団結することで自分たちに有利な労働

条件を確保することを目指す



消防職員は・・・

【地方公務員法第５２条第５項】
警察職員及び消防職員は、
職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、
かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成
し、又はこれに加入してはならない。

消防職員に団結権は与えられていない！



では、消防職員協議会はＯＫ？

・職員協議会には労働組合と同じ

法的地位がないだけで、違法な

組織ではない。

消防職員協議会は・・・
・消防職員が職場の問題を話しあい改善方法を
研究する団体
・勤務労働条件の維持改善を図ることを目的と

しても、当局と交渉は行わない⇒【協議】

禁じる法律もない



だから・・・

全国の仲間が自信を持って

活動している！

全国の仲間が自信を持って

協議している！

誤解してはいけませんが、当局(管理職等々)を否定するための
組織ではありません。

話し合いの場を持って建設的に協議することで、お互いによりよい
職場環境を構築していくことが大切です。



全国消防職員協議会結成の
きっかけは？

松山 昌広さん 当時２１歳

 1977年、宮崎県で救助訓練（障害突破）中、
訓練棟の足場から他の訓練塔へのロープを渡す
ため、ロープを後方へ大きく振り上げて投げる
瞬間、足場上にある塔の筋交いにロープが接触
し、そのはずみで体のバランスを失い７ｍの高
さから落下するという死亡事故が発生。当局が
本人不注意論を展開、裁判闘争となり 当局の
安全配慮義務違反が判決で下され、その後、全
国へ消防の安全管理が問われるきっかけとなっ
た。



この事故を教訓に

・もう同じ悲しみは、繰り返さない。朝「行ってきます」と
家を出て「ただいま」と言える当たり前の職場作りを！

・宮崎県消協が今年40周年を迎えました

「明るく魅力ある消防職場づくりと消防職員
自らの権利と生活向上、住民のための消防
行政を確立する」ことを目的に１９７７年８月に
全日本自治団体労働組合支援を受けの全国消
防職員協議会発足。



全国消防職員協議会
・全国規模で行う、賃金や勤務体系など消防職場の

労働条件の各種調査・研究活動、情報の共有化や

ハラスメント対策、学習会、ユース部、女性連絡会、

ＰＳＩ加盟、総務省申し入れ等

幅広い活動を展開している。

困った時の消防職員協議会！！

各単協、出来た経緯は違うけど同じ消
防職員、同じ仲間だ！労働者だ！



全国消防職員協議会

全国消防職員

約１６万人

組織率 ７．８％

Ｈ２７．４．１ 消防白書

消防本部 750

単独 市 399

町・村 56

組合 295 全消協約１万３千名

約２００単協



実際の組織状況の推移（2010～2016）

年 単協数 会員数

2010 188 13,083

2011 189 13,050

2012 188 13,081

2013 194 12,791

2014 190 12,997

2015 194 13,033

2016 197 13,193

1割にも満たない私達
が全国組織まで成長
している。

だが

現状のままでいいの
か…？

今我々がすべきこと
は？



このままの組織率（会員数）で良いの
か・・・・

• なぜ組織拡大が進まないのか

協議会への偏見？（悪の組織？）

アピール不足？

団結権が無いから？

会費の問題？

職場に不満がない？（現状に満足？）

組織拡大活動出来ない？



本当に大丈夫？

労働条件

安全衛生

人員資器材

ハラスメント

このような課題がある中で、今の職場に満足して
いますか？
職場において意見を言う事ができますか？



継続して活動を行う事の重要性
年 Ｎ消協 Ｈ消協 Ｈ消協

２００４ 152（100％） 58（81％）

２００５ 155（100％） 59（84％） 52（５９％）

２００６ 152（100％） 59（83％） 51（５８％）

２００７ 153（100％） 62（87％） 58（６６％）

２００８ 148（100％） 65（89％） 61（７０％）

２００９ 148（100％） 72（97％） 61（７０％）

２０１０ 148（100％） 74（99％） 61（７０％）

２０１１ 148（100％） 73（99％） 61（７０％）

２０１２ 150（100％） 78（99％） 61（７０％）

２０１３ 148（100％） 77(100%) 67（７７％）

２０１４ 150（100％） 79(100%) 75（８６％）

２０１５ 151（100％） 74(100%) 83（８８％）



組織強化を進めると

・個人の意見は聞き入れてもらえない事が多く、
相手にされない。
組織（職員大半）の意見であれば、話し合いの
場を設定しやすくなる。

・消防職員委員会や安全衛生委員会等に、職員の
代表（協議会会員）が委員として参加すること
で、広く職員の意見を届けやすくなる。

などなど



組織拡大を進めると

・自分の所属だけでは気付かないような事を情報
共有できる。
問題解決の糸口が見いだせる。

・関係機関との連携が強固になることで、消防全
体の問題として、自治体・都道府県・国等に働
きかけがしやすくなる。

などなど



組織強化・拡大が進まないと・・・

組織率
が低下

上層部も聞く耳を持
とうとしない

意見を言っても改
善されない

言った者が不利益を被
る（犯人捜し）

ますます意見が
言えなくなる

組織離れが進む



どのような活動してますか？



全消協

労働講座

リーダーセミナー

研究集会



全消協（PSI 国際公務労連）

国際連帯活動
ＩＮジュネーブ

村上会長とＩＬＯ事務局長ガイ・ライダーさん

日本の消防職員に団結権が無い
のは人権違反だ！ 私も思う・・



九州ブロック

鳥栖スタジアムで行われるサッカー大会

単協代表者会議



異業種交流会 in福岡 2014年7月
早くから女性採用を行っている自衛隊の女性を講師に迎え、

職場環境や職域を学びました♪

九州女性連絡会



沖縄学習会 2015年7月
～1日目～

那覇市消防局西消防署の施設見学をさせていただきました！

http://rdsig.yahoo.co.jp/blog/gallery/image/main/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL3FmZncxMTkvR0FMTEVSWS9zaG93X2ltYWdlX3YyLmh0bWw_aWQ9aHR0cCUzQSUyRiUyRmJsb2dzLmMueWltZy5qcCUyRnJlcyUyRmJsb2ctNGYtMmUlMkZxZmZ3MTE5JTJGZm9sZGVyJTJGMjcyNDk3JTJGMzElMkYzMzcyODIzMSUyRmltZ18yJTNGMTQzNzE5MDIyOCZpPTE-
http://rdsig.yahoo.co.jp/blog/gallery/image/main/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL3FmZncxMTkvR0FMTEVSWS9zaG93X2ltYWdlX3YyLmh0bWw_aWQ9aHR0cCUzQSUyRiUyRmJsb2dzLmMueWltZy5qcCUyRnJlcyUyRmJsb2ctNGYtMmUlMkZxZmZ3MTE5JTJGZm9sZGVyJTJGMjcyNDk3JTJGMzElMkYzMzcyODIzMSUyRmltZ18yJTNGMTQzNzE5MDIyOCZpPTE-
http://rdsig.yahoo.co.jp/blog/gallery/image/main/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL3FmZncxMTkvR0FMTEVSWS9zaG93X2ltYWdlX3YyLmh0bWw_aWQ9aHR0cCUzQSUyRiUyRmJsb2dzLmMueWltZy5qcCUyRnJlcyUyRmJsb2ctNGYtMmUlMkZxZmZ3MTE5JTJGZm9sZGVyJTJGMjcyNDk3JTJGNDclMkYzMzcyODI0NyUyRmltZ18wJTNGMTQzNzE0OTI3MiZpPTE-
http://rdsig.yahoo.co.jp/blog/gallery/image/main/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL3FmZncxMTkvR0FMTEVSWS9zaG93X2ltYWdlX3YyLmh0bWw_aWQ9aHR0cCUzQSUyRiUyRmJsb2dzLmMueWltZy5qcCUyRnJlcyUyRmJsb2ctNGYtMmUlMkZxZmZ3MTE5JTJGZm9sZGVyJTJGMjcyNDk3JTJGNDclMkYzMzcyODI0NyUyRmltZ18wJTNGMTQzNzE0OTI3MiZpPTE-


～2日目～
沖縄県女性連絡会の子供
たちへの防災教育を一緒に
体験しました♪

那覇市消防局の

キャラクター「ナーファ」
も参加！

http://rdsig.yahoo.co.jp/blog/gallery/image/main/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL3FmZncxMTkvR0FMTEVSWS9zaG93X2ltYWdlX3YyLmh0bWw_aWQ9aHR0cCUzQSUyRiUyRmJsb2dzLmMueWltZy5qcCUyRnJlcyUyRmJsb2ctNGYtMmUlMkZxZmZ3MTE5JTJGZm9sZGVyJTJGMjcyNDk3JTJGOTQlMkYzMzcyOTA5NCUyRmltZ184JTNGMTQzNzE5OTgzMSZpPTE-
http://rdsig.yahoo.co.jp/blog/gallery/image/main/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL3FmZncxMTkvR0FMTEVSWS9zaG93X2ltYWdlX3YyLmh0bWw_aWQ9aHR0cCUzQSUyRiUyRmJsb2dzLmMueWltZy5qcCUyRnJlcyUyRmJsb2ctNGYtMmUlMkZxZmZ3MTE5JTJGZm9sZGVyJTJGMjcyNDk3JTJGOTQlMkYzMzcyOTA5NCUyRmltZ184JTNGMTQzNzE5OTgzMSZpPTE-
http://rdsig.yahoo.co.jp/blog/gallery/image/main/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL3FmZncxMTkvR0FMTEVSWS9zaG93X2ltYWdlX3YyLmh0bWw_aWQ9aHR0cCUzQSUyRiUyRmJsb2dzLmMueWltZy5qcCUyRnJlcyUyRmJsb2ctNGYtMmUlMkZxZmZ3MTE5JTJGZm9sZGVyJTJGMjcyNDk3JTJGOTQlMkYzMzcyOTA5NCUyRmltZ183JTNGMTQzNzE5OTgzMSZpPTE-
http://rdsig.yahoo.co.jp/blog/gallery/image/main/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL3FmZncxMTkvR0FMTEVSWS9zaG93X2ltYWdlX3YyLmh0bWw_aWQ9aHR0cCUzQSUyRiUyRmJsb2dzLmMueWltZy5qcCUyRnJlcyUyRmJsb2ctNGYtMmUlMkZxZmZ3MTE5JTJGZm9sZGVyJTJGMjcyNDk3JTJGOTQlMkYzMzcyOTA5NCUyRmltZ183JTNGMTQzNzE5OTgzMSZpPTE-


楽しく頑張っています❀

救助隊・潜水隊として活躍中の沖縄県女性消防吏員を
講師に招き、女性吏員の職域や本部での取り組みを学
びました♪

ブログ：火消しや小町

「九州 女性消防」で検索♪
http://blogs.yahoo.co.jp/qffw119

参加対象者は性別問わず、また九州だけ
でなく全国に向けて発文。約60名の方に
ご参加いただき盛り上がりました！



延消協活動
• 月1回の幹事会（何も無くても集まって話し合う事から）

• 月1回の青年部会
• 定期総会（家族参加！）
• 安全衛生委員会（毎月！）
• 消防職員委員会（年１！）
• 各種申し入れ（要望書を提出して協議します）

• 延岡市職労（時には交渉にも・・ 選挙・・ 組織内議員との話し合い・・）

• 災害ボランティア活動（熊本地震、九州北部豪雨）

• 西臼杵オルグ活動 (11月30日にも行ってきました）

• スポレク、学習会、忘年会、送別会、花見、家族
レクリエーション



活動を通して改善した例

• 勤務時間の明確化

• 夜間受付勤務の廃止等

• 各種手当等の創設又は増額

• 時間外取扱いの明確化

勤務条件等

• 装備品の統一化及び個人貸与

• 仮眠室の個室化

• 訓練施設の整備

• 車両及び資器材の導入 等々

労働環境等



頑張ろう！

実は私達が頑張る事が、一人の消防
士の命を守る事に！

• 組織はしっかりとしていますか？

• 役員を中心に団結しよう

【組織強
化】

• 自分たちの取り組みを広く情報提供し、仲
間を増やそう ⇒ 数は力

【組織拡
大】

• 当局以上の専門知識を持とう

• 理論武装し、協議しよう

【知識向
上】



何を見るか？

自 治 労

消防協議会 住 民

市町村職労

消 防 長
管 理 職

協 議

組 織 強 化

管 理 者
首 長

交 渉
協 力

市町村議員

県 議

国 会 議 員

究極の住民とは？

議 会

消防サービス

政
治
的
活
動

数＝組織力

ＷＩＮ ＷＩＮの関係に



組織強化は単協活動が一番大切です

明るく民
主的な
職場

様々な
消協活
動

やがて
役員

やがて
管理職

職場の
成長



グループワーク
※リーダー、書記、発表者を決めてください。

自分の単協の活動を報告しあって下さい。
又は

今職場で不満だと思っている事を話して下さい。
又は

悩みはないですか？



どうすれば結成できるのか

• みんなで自主組織（消防職員協議会）をつく
ろう、とまず考えている人が何人でもよいから
集まって相談するのが第一です。



次に

• そして、その集まりの輪を拡げて、「自主組織
結成発起人会」のようなものをつくって、職員
に自主組織の必要性、目的などを知らせ、組
織をつくることへの賛同を求めます。



次に

• 発起人を中心にして、準備委員（役員）を選
出し、準備委員会をつくります。そこで、規約・
活動方法・役員、他組織（県本部・全消協・ブ
ロック・県消協・単協）との連携などについて
準備委員会が中心となって原案を作成し、職
場ごとの意見を聞いてまとめ、結成大会を開
くわけです。



団結が大事です！

• このような組織をつくるとき、上司の命令が絶対とされ、
わが身を顧みない滅私奉公が美徳とされている消防
職場では、いろいろな困難に直面することがあります。
上司から妨害されたり、職員内部でためらいが起きた
り、「消防に組合などとんでもない」と外部から圧力が
かかったりすることがあるかもしれません。
しかし、自主組織の結成は合法的です。さらに、消
防を充実させるのに必要な職員の人間性を高めるこ
とにもつながりますから、いささかもひるむことはあり
ません。組織をつくろうとする職員がしっかり団結して
いれば、いろいろな困難は遠のいていきます。



仲間は沢山います

• すでに全国各地で、消防職員の自主組織（消
防職員協議会）がつくられ、消防行政の改善、
民主的運営を求めて活動しています。組織を
つくるにあたっては、関係する市町村の職員
組合、全消協議会、県消協、近隣単協に相談
して下さい

• 自分でも良いですよ！！

佐藤 昭徳 090-1197-1176



最後に・・

• 何度も言います、私たちが明るく民主的な職
場作りのために活動をする事が、実は、一人
の消防士の命に繋がってます。

2日間の労働講座で仲間、そして知識を得て

胸を張って団結して頑張
りましょう！


