～北はりま消防組合では女性職員も募集しています！～
北はりま消防組合では、現在、６名の女性が
消防職員として在籍し、それぞれの個性を活か
して様々な分野で活躍しています。
男性職場のイメージが強い消防職ですが、女
性が活躍できる場がたくさんあり、全国的にも
女性職員が増えつつあります。
消防職に興味のある女性の皆さん、是非、北
はりま消防組合へ入庁しませんか？
ここでは、女性消防職員の勤務などについて
紹介したいと思います。

女性消防職員の執務環境
在籍する６名の女性消防職員のうち、３名は災害現場活動に従事する２４時間勤務に就き、１名
は２児の母として育児休暇中です。また、令和３年度に採用された２名については、消防士として
の基礎知識を身に付けるため兵庫県消防学校で研修の日々を送っています。
２４時間勤務では、火災、救急、救助など、昼夜を問わず発生するあらゆる災害に出動し、女性
職員がこれら災害現場で活動する際には男女の区別はなく、消防隊員や救急隊員として活動する
こととなります。これらのスキルは、消防学校での研修や日頃の訓練で習得し、在籍する女性消防
職員も男女区別のない消防職員としてプライドを持って業務に励んでいます。
また、女性が執務をする上で、将来的には結婚や出産、育児など、仕事と生活を両立させる必要
が生じることがあります。このため、産前・産後休暇、育児休暇制度などを整備し、少しでも私生
活に負担なく働ける職場環境を目指しています。

女性消防職員の生活環境
２４時間勤務となる消防職員においては、職場内に仮眠室や浴室等の生活環境も整えられてい
ます。北はりま消防組合では、消防署や出張所の仮眠室がほぼ個室となり、消防署には女性専用の
浴室やシャワー室を備えています。
※現在、女性職員の生活環境が整っていない出張所等への女性職員の配属はありません。

女性消防職員の採用状況
Ｒ３年度
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募集人数
総受験者数

北はりま
消防組合 総受験者のうち女性

上記は、北はりま消防組合が発足してから実施した採用試験受験者の概要です。試験内容
は、教養試験、体力検定、面接試験などがありますが、体力検定については、同じ内容を実
施するものの男女別の採点基準により判定しますので、体力試験で女性が不利になることは
ありません。

女性消防職員インタビュー
現在、勤務している女性職員の声を紹介します。
現在の仕事を教えてください
H22 拝命
H26 拝命

消防副士長

予防係に配属され、建築物の建設や消防用設備
等の設置・維持に係る法令基準への適合状況の審
査や立入検査、火災予防広報活動などを行ってい
ます。
また、火災の消火、傷病者の搬送、災害からの
人命救助活動など幅広 く 現場活動を行っていま
す。

消防司令補

現在は、消防本部総務課で人事関係の事務を担当しつ
つ２４時間勤務に就き、火災・救急現場に隊員として出
動しています。

R 元拝命

消防士

予防・危険物係に配属され、防火対象物の検査、また、
学校やその他の施設での避難訓練などを担当しつつ、２
４時間勤務で火災・救急活動に従事しています。

女性としての強みを感じるのはどういうときですか？
H24 拝命

消防司令補

消防庁舎の見学など、来庁される方たちとのコミュニ
ケーションが取りやすいところです。
女性がいると初めは少しびっくりされますが、気軽に
声を掛けてもらえることが多く、特に小さな子ども達は、
あまり警戒せずに近寄ってきてくれますし、興味を持っ
て話を聞いてくれます。

R 元拝命

消防士

私は救急隊員として活動することが多いのですが、そ
の中で傷病者の方と接する際には、なるべく目線を合わ
せ柔らかな口調で話すように心がけています。そうする
ことでとても不安がっていた人が落ち着かれたり、私た
ち救急隊の観察に協力的になっていただけたりします。
女性の声で与えることができる安心感は大きな強みだ
と思います。
その他には、傷病者が女性の場合、男性隊員では観察
などに気を遣うことがあります。その点、同じ女性の隊
員なら安心感から心強く感じてもらえ、傷病者にとって
も話しやすい立場になれると思います。

H26 拝命

消防副士長

救急現場では、相手の気持ちに寄り添い、柔ら
かく接することで、傷病者等の不安解消につな
がり、また、話しやすい状況を作ることで、男性
女性問わず「気持ちが楽になった。ありがとう。」
と声をかけられることがあります。
特に女性同士であれば観察の際には安心して
もらえることが多く、
「女性の隊員で安心しまし
た。」と声をかけられたこともあります。

H24 拝命

消防司令補

消防士を目指す女性のみなさんへ
H26 拝命

消防副士長

女性だからこそできることも多くあり、女性活躍の場
が増えつつあります。体力面等不安な一面もあるかとは
思いますが、隊全体でカバーしていただきながら自分の
長所を最大に活かすことができる職場環境で、たくさん
の方から「ありがとう。」という言葉を頂くことの多い、
やりがいのある仕事です。

消防士という仕事は、まだまだ女性が少ない職
業ですが、少しずつ女性が増えてきたことで女性
が働きやすい職場環境が整ってきています。
「消防は男性の仕事！」というイメージがある
と思いますが、本人の意思や適性によって男性と
同様に働くことは十分可能です。仕事内容も幅広
く、結婚や出産後も長く続けられる仕事だと思い
ます。
ぜひ採用試験にチャレンジして、私たちと一緒
に女性職員の道を切り開いていきましょう。

H22 拝命

消防司令補

私たちは、それぞれの短所も補い合いなが
らチームで活動しています。やる気と人を思
う気持ちさえあれば、本当に働きやすい職場
だと思います。

R 元拝命

消防士

消防士と言えば、まだまだ男性のイメージが強い仕
事です。体力的にもどうしても男性より劣ってしまう
ので自分で工夫をしたり、周りに協力してもらう時も
たくさんあります。しかしその中でも女性にもできる
こと、更には女性にしかできないことがたくさんある
と思います。同じ女性消防士として市民の安心安全を
守りましょう！

令和３年度 新人職員です！
あなたが消防職員を志望した理由は？

消防吏員である叔父に影響を受けて、女性で
も消防吏員になれると聞いた高校時代に消防学
校の実科査閲へ見学に行きました。その際の消
防隊員の方々の闘志溢れる訓練の姿と深い絆に
感銘を受けて、私もあの場所に立ちたいと強く
思い、消防吏員になること志しました。

中学 2 年生の時に、加東消防署で職業体験をさ
せて頂いて、女性でも消防職員になれること、助
けを求めている人の命を自らの手で救える素晴ら
しい職業だということを知りました。そして、当
時担当してくださった救急隊の方に憧れて、消防
士を目指すようになりました。

入校中の消防学校の様子を教えてください

男性職員と同じ訓練を行うなど、想像していた
よりも過酷な学校生活ですが、周りの協力、助けな
どもあり、日々充実した学校生活を送ることが出
来ています。

自分が目指す消防士像は？

『救える命を必ず救う！』救えるはずだった命を
救えなかったということがないよう、常に向上心
を持って訓練に取り組み続ける、そんな消防士を
目指しています。

日々、意識の高い仲間に囲まれ、互いに切磋琢
磨しながら、とても有意義な日々を過ごしてい
ます。男性の教育生との力の差を埋めるために、
課業外や休日の時間も有効的に使い、体力、筋力
増進のためにトレーニングに励んでいます。

老若男女問わず、身近に親しみやすく安心感
を与えられるような存在になりたいです。細か
い気遣いや温かい声掛けなど女性の強みを生か
しながら、市民の方々の生命財産を守るため
に、様々な角度から物事を捉えて根拠に基づい
た行動がとれるよう知識・技術を身につけてい
きます。

女性消防職員Ｑ＆Ａ
女性消防職員について、よくある質問とその回答をご紹介します。（総務省から一部抜粋）
Ｑ

消防職員採用試験のうち、体力試験にお
いては女性が不利になるのでは？

Ａ

体力試験の採点は、女性専用の採点基準
を用います ので、男 女平 等に評価さ れま
す。

Ｑ

消防にはどのような仕事があります
か？

Ａ

Ｑ

消防は力仕事のイメージが強く、体力に自信が
ないのですが、大丈夫ですか？

Ａ

火災の消火、傷病者の救急搬送、災害か
らの人命救助活動などの現場活動に加
え、火災予防のための消防法令等に基づ
く防火査察や、火災の原因調査などの予
防業務も消防の重要な仕事になります。
また、１１９番通報を受けて各現場部隊
に出動指令を出す業務も消防職員の役割
です。

Ｑ

消防職員の１日の勤務時間はどうなっている
のですか？

Ａ

Ｑ

女性が活躍できる部署はありますか？

Ａ

消防職員として採用されると、消防署などに
配属される前に、初任研修として約６か月間、消
防学校で教育訓練を受けます。そこで、消防職員
として基礎的な知識・技術・体力を身に付けるこ
とができます。

もちろんたくさんあります。
特に予防や救急といった部署では、すで
に多くの女性職員が活躍しています。能力
と実績に応じた人事管理がされ、キャリア
アップに男女の差はありません 。

Ｑ

Ａ

消防職員の勤務は、大きく２パターンに分かれ
ます。市役所の事務職と同様、週５日の毎日勤務、
朝８時３０分から翌朝８時３０分までの２４時
間体制（８時間程度は仮眠時間等の休憩時間とな
ります。）で消火活動や救急業務等の現場活動を
行う交替勤務のパターンです。

育児休業はとれますか？育児休業をとるとキャ
リアアップに影響はありますか？

消防職員は地方公務員ですので、法令に基づき
最大３年間育児休業がとれます。産休や育児休業
後に復職され、さらにキャリアを重ねている女性
消防職員もいます。もちろん制度上も育児休業の
取得によりキャリアアップに影響しません。

今後、ますます消防に女性が必要とされる時代となります。
興味のある皆様、ぜひ北はりま消防組合へ！ おまちしております(‘◇’)ゞ

