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守谷市消防団条例の一部を改正する条例 

 守谷市消防団条例（昭和３９年守谷町条例第１４１号）の一部を次のように

改正する。 

第１条中「（昭和２２年法律第２２６号）」の次に「第１８条第１項，」を

加え，「守谷市消防団員（以下「団員」という。）」を「消防団の設置，名称

及び区域並びに消防団員」に改める。 

第２条から第５条までを次のように改める。 

（設置，名称及び区域） 

第２条 本市に消防団を設置する。 

２ 消防団の名称及び区域は，次の表のとおりとする。 

名 称 区 域 

守谷市消防団 市の区域 

（任免） 

第３条 消防団員は，本市に住所を有する年齢満１８歳以上の者のうちから消

防団長が市長の承認を得てこれを任免する。 

２ 消防団長は，消防団の推薦に基づき市長が任免する。 

３ 副団長，本部長，副本部長，本部員，分団長及び班長は，消防団の意見を

聴き消防団長がこれを任免する。 

（定員） 

第４条 消防団員の定員は，３００人とする。 

（報酬） 

第５条 消防団員に支給する報酬の額は，次の表のとおりとする。 

職 名 年 額 

消防団長 １８０，０００円 

副団長 １２０，０００円 

本部長 ９１，０００円 

副本部長 ８２，０００円 

本部員 ８２，０００円 

分団長 ７７，０００円 

班長 ４８，０００円 

団員 ２０，０００円 

２ 消防団員が年の中途において職につき，又は任期満了，辞職，失職，除名，

死亡等によりその職を離れたときは，月割りにより支給する。この場合にお

いて，１円未満の端数が生じたときは，これを切り捨てるものとする。 

第１１条を第１２条とする。 

第１０条中「団長」を「消防団長」に改め，同条第３号中「団員」を「消防

団員」に改め，同条を第１１条とする。 

 第９条中「団員」を「消防団員」に改め，同条を第１０条とする。 



 第８条各号列記以外の部分中「団員」を「消防団員」に改め，同条第６号中

「団員は，団又は団員」を「消防団又は消防団員」に改め，同条第７号中「団

員は」を削り，同条を第９条とする。 

第７条中「団員は，団長」を「消防団員は，消防団長」に改め，同条第２号

中「団員」を「消防団員」に，「団長」を「消防団長」に改め，同条第３号中

「団員」を「消防団員」に改め，同条第４号中「団員」を「消防団員」に，「団

長」を「消防団長」に改め，同条第５号中「団員」を「消防団員」に改め，同

条を第８条とする。 

第６条中「団員」を「消防団員」に改め，同条を第７条とする。 

第５条の２第１項中「団員が火災及び」を「消防団員が火災，」に，「区分

により」を「各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める額の」に改め，同項

第２号中「５，０００円」を「４，０００円」に改め，同条第２項中「団員」

を「消防団員」に改め，同条第４項中「団員（団長」を「消防団員（消防団長」

に改め，同条第６項中「団員」を「消防団員」に改め，同条を第６条とする。 

附 則 

 この条例は，平成２４年４月１日から施行する。 



提案理由（議案第８号） 

 

 提案の理由を申し上げます。 

 本案は，消防団員に係る年報酬額及び費用弁償額の改定その他所要の改正を

行うものです。 

 よろしく御審議の上，御決議のほどお願いいたします。



参考資料 

守谷市消防団条例新旧対照表 

改  正 現  行 

（総則） （総則） 

第１条 この条例は，消防組織法（昭和２２年法律第２２

６号）第１８条第１項，第１９条第２項及び第２３条第

１項の規定に基づき消防団の設置，名称及び区域並びに

      消防団員                        の任免，定

員，任期，給与，災害補償，服務，賞罰，懲戒について

定めるものとする。 

第１条 この条例は，消防組織法（昭和２２年法律第２２

６号）                第１９条第２項及び第２３条第

１項の規定に基づき                               

 守谷市消防団員（以下「団員」という。）の任免，定

員，任期，給与，災害補償，服務，賞罰，懲戒について

定めるものとする。 

（設置，名称及び区域） 

第２条 本市に消防団を設置する。 

２ 消防団の名称及び区域は，次の表のとおりとする。 

（新設） 

名 称 区 域 

守谷市消防団 市の区域  

 

（任免） （任免） 

第３条 消防団員は，本市に住所を有する年齢満１８歳以

上の者のうちから消防団長が市長の承認を得てこれを

任免する。 

第２条 団員    は，本市に住所を有する年齢満１８歳以

上の者のうちから  団長が市長の承認を得てこれを

任免する。 

２ 消防団長は，消防団の推薦に基づき市長が任免する。 ２    団長は，役員  の推薦に基づき市長が任免する。 

３ 副団長，本部長，副本部長，本部員，分団長及び班長

は，消防団の意見を聴き消防団長がこれを任免する。 

３ 副団長その他の役員                          

は，           団長がこれを任免する。 



（定員） （定員） 

第４条 消防団員    の定員は，３００人とする        

          。 

第３条 本市消防団員の定員は，３００人とし，その区分

は次による。 

 団長 １人 

 副団長 ２人 

 本部長 １人 

 本部員 ８人 

 分団長 １４人 

 班長 ７０人 

 団員 ２０４人 

（削除） （任期） 

第４条 役員の任期は，３年とする。ただし，再任するこ

とを妨げない。 

（報酬） （報酬） 

第５条 消防団員に支給する報酬の額は，次の表のとおり

とする。 

第５条 団員    には，次の区分により報酬を支給      

  する。 

職名 年額 

消防団長 １８０，０００円 

副団長 １２０，０００円 

本部長 ９１，０００円 

副本部長 ８２，０００円 

本部員 ８２，０００円 

分団長 ７７，０００円 

団長 年額 ２００,２００円 

  副団長 年額 １３３,２００円 

  本部長 年額 １０１,２００円 

本部員 年額 ９１,５００円 

分団長 年額 ８５,４００円 

班長 年額 ５２,９００円 



班長 ４８，０００円 

団員 ２０，０００円  
２ 消防団員        が年の中途において職につき，又は

任期満了，辞職，失職，除名，死亡等によりその職を離

れたときは，月割りにより支給する。この場合において，

１円未満の端数が生じたときは，これを切り捨てるもの

とする。 

２ 前項に掲げる団員が年の中途において職につき，又は

任期満了，辞職，失職，除名，死亡等によりその職を離

れたときは，月割りにより支給する。この場合に     

  １円未満の端数が生じたときは，これを切り捨てる 

         。 

（費用弁償） （費用弁償） 

第６条 消防団員が火災，  訓練等の職務に従事したとき

は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める額

の費用弁償を支給する。 

第５条の２ 団員    が火災及び訓練等の職務に従事し

たときは，次の            区分により              

        費用弁償を支給する。 

（１）出動費用弁償 １回につき ５,０００円 （１）出動費用弁償 １回につき ５,０００円 

（２）訓練費用弁償 １日につき ４,０００円 （２）訓練費用弁償 １日につき ５,０００円 

２ 消防団員が会議等に出席するために旅行したときは，

費用弁償として自動車その他の交通用具を利用した場

合は次の各号に掲げる区分により算定した額（有料道路

を利用した場合は有料道路の料金を合算した額）を，交

通機関を利用した場合は，実際に支払った運賃額を支給

する。 

２ 団員    が会議等に出席するために旅行したときは，

費用弁償として自動車その他の交通用具を利用した場

合は次の各号に掲げる区分により算定した額（有料道路

を利用した場合は有料道路の料金を合算した額）を，交

通機関を利用した場合は，実際に支払った運賃額を支給

する。 

（１）から（７）まで （略） （１）から（７）まで （略） 

３ （略） ３ （略） 

４ 消防団員（消防団長を除く。）が公務のため旅行した

ときは，一般職の職員の受ける旅費の額に相当する額を

費用弁償として支給する。 

４ 団員    （    団長を除く。）が公務のため旅行した

ときは，一般職の職員の受ける旅費の額に相当する額を

費用弁償として支給する。 



５ （略） ５ （略） 

６ 前３項に定めるもののほか，消防団員に支給する費用

弁償については，一般職の職員についての旅費に関する

規定を準用する。 

６ 前３項に定めるもののほか，団員    に支給する費用

弁償については，一般職の職員についての旅費に関する

規定を準用する。 

（災害補償） （災害補償） 

第７条 職務により死亡し，又は負傷した消防団員に対し

ての災害補償は，茨城県市町村総合事務組合の規定によ

る。 

第６条 職務により死亡し，又は負傷した団員    に対し

ての災害補償は，茨城県市町村総合事務組合の規定によ

る。 

（服務） （服務） 

第８条 消防団員は，消防団長の招集によって出動し，服

務するものとする。 

第７条 団員    は，  団長の招集によって出動し，服

務するものとする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２）出動した消防団員が解散する場合は，人員及び消防

機具につき消防団長の点検を受けなければならない。 

（２）出動した団員    が解散する場合は，人員及び消防

機具につき  団長の点検を受けなければならない。 

（３）消防団員は，あらかじめ定められた権限を有する消

防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならな

い。 

（３）団員    は，あらかじめ定められた権限を有する消

防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならな

い。 

（４）消防団員であって１０日以上居住地を離れる場合

は，消防団長にあっては市長に，その他の者は消防団

長に届け出なければならない。 

（４）団員    であって１０日以上居住地を離れる場合

は，  団長にあっては市長に，その他の者は  団

長に届け出なければならない。 

（５）消防団員は，火災警報発令中その他特に警戒の必要

があると認める際は，警備に支障のある場所に多数集

合して飲酒してはならない。 

（５）団員    は，火災警報発令中その他特に警戒の必要

があると認める際は，警備に支障のある場所に多数集

合して飲酒してはならない。 

第９条 消防団員は，次の事項を遵守しなければならな 第８条 団員    は，次の事項を遵守しなければならな



い。 い。 

（１）から（５）まで （略） （１）から（５）まで （略） 

（６）      消防団又は消防団員の名義をもって特

定の政党，結社若しくは政治団体を支持し，反対し，

又はこれに加担し，又は他人の訴訟若しくは紛議に関

与してはならない。 

（６）団員    は，団    又は団員    の名義をもって特

定の政党，結社若しくは政治団体を支持し，反対し，

又はこれに加担し，又は他人の訴訟若しくは紛議に関

与してはならない。 

（７）   機械器具その他消防団の設備資材の維持管理

に当たり，職務上のほかこれを使用してはならない。 

（７）団員は機械器具その他消防団の設備資材の維持管理

に当たり，職務上のほかこれを使用してはならない。 

（８） （略） （８） （略） 

（賞罰） （賞罰） 

第１０条 市長は，消防団又は消防団員がその任務遂行に

当たり，功労特に抜群である場合は，これを表彰するこ

とができる。 

第９条 市長は，消防団又は団員    がその任務遂行に当

たり，功労特に抜群である場合は，これを表彰すること

ができる。 

（懲戒） （懲戒） 

第１１条 消防団員中次の事項に該当する者のあるとき

は，市長は，消防団長の意見を聴いてこれを懲戒するも

のとする。 

第１０条 消防団員中次の事項に該当する者のあるとき

は，市長は，  団長の意見を聴いてこれを懲戒するも

のとする。 

（１）及び（２） （略） （１）及び（２） （略） 

（３）職務の内外を問わず消防団員としての体面を汚す行

為があったとき。 

（３）職務の内外を問わず団員    としての体面を汚す行

為があったとき。 

第１２条 （略） 第１１条 （略） 

 

 


