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週間情報 

 
 
 
 
 

 

 

 

◆ 全国消防長会消防長研修会（北海道支部）を開催 

全国消防長会北海道支部 

全国消防長会北海道支部では、平成２８年１１月１６日（水）、北海道札幌市（ロイトン札幌）

において、全道の消防長を対象とした、平成２８年度消防長研修会を開催しました。 

研修会では、５４名の消防長（代理を含む。）が参加し、次の内容について講師から講義をいた

だくとともに、全国消防長会事務局から本会各種事業等について報告及び説明を実施しました。 

【講義内容】 

○ 「消防行政の現状と課題について」 

  消防庁総務課長 米澤 健 氏 

○ 「東日本大震災と日本の消防」 

一般財団法人自治体衛星通信機構 理事長 久保 信保 氏 
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◆ 全国消防長会消防長研修会（九州支部）を開催 

全国消防長会九州支部 

全国消防長会九州支部では、平成２８年１１月１７日（木）、長崎県長崎市（サンプリエール）

において、九州支部内の消防長を対象とした、平成２８年度消防長研修会を開催しました。 

研修会では、９０名の消防長（代理含む。）が参

加し、次の内容について講師から講義をいただく

とともに、全国消防長会事務局から本会各種事業

等についての報告や説明も併せて実施しました。 

【講義内容】 

○ 「消防行政の現状と課題について」 

 消防庁消防・救急課長 小宮 大一郎 氏 

○ 「消防と報道について」 

長崎新聞社 編集局 報道部 

 次長 坂本 文生 氏 

 

 

 

 

◆ 消防実務講習会（予防・広報）を開催 

一般財団法人全国消防協会東北地区支部 

 一般財団法人全国消防協会東北地区支部では、平成２８年１１月１７日（木）及び１８日（金）、

秋田県鹿角市(鹿角市文化の杜交流館 コモッセ「文化ホール」)において、消防職員の知識及び

能力の向上を目的として、平成２８年度消防実務講習会（予防・広報）を開催しました。 

 本講習会は、予防・広報業務に従事する職員を中心に１９８名が出席し、関係機関からお招き

した講師による講演及び代表３消防本部による事例研究が行われました。 

講習科目等は、次のとおりです。 

【１日目】 

１ 講演 

○ 「事件告発後の刑事手続等について」 

   秋田地方検察庁大館支部  

支部長検事 丸山 潤 氏 

２ 基調講演 

○ 「違反是正の推進について－消防庁における最

近の取組－」 

   消防庁予防課 

違反処理対策官（併）課長補佐 千葉 周平 氏 

３ 事例研究 

○ 「立入検査拒否における対応について」 

青森地域広域事務組合消防本部 齊藤 尚士 氏 

○ 「用途変更により違反となった防火対象物に対する違反処理」 

   長岡市消防本部 高野 啓介 氏 

○ 「名宛人である破産管財人が物件を放棄した後の防火対象物の処理について」 

   秋田市消防本部 菅原 裕 氏 

【２日目】 

講演 

○ 「千葉市における予防査察業務の取組みについて」 

 千葉市消防局予防部予防課 査察対策室長 川島 彰 氏 

○ 「ラジオと減災」 ～緊急告知ＦＭラジオについて～ 

  株式会社エフエム秋田 放送本部 放送本部長 相川 信也 氏 

  

【研修会の様子】 

【講習会の様子】 
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◆ サンシャインシティ噴水広場特設ステージで「はたらく消防の写生会表彰式」を開催 

東京消防庁（東京） 

東京消防庁豊島消防署では、平成２８年１１月２日（水）、サンシャインシティ噴水広場特設ス

テージにおいて、はたらく消防の写生会表彰イベントを三部構成で開催しました。 

第一部の「表彰式」では、参加１０校９０８名の中から厳正な審査の基に選ばれた６２作品の

優秀作品のうち、式に出席された全ての児童４５名に対して表彰状が贈呈されました。表彰式に

招待された児童は、国内最大級の大型モニターに映し出された自分の作品に驚き、少し緊張した

面持ちで豊島消防署長から表彰状が授与されました。 

第二部では、当庁音楽隊による「防火ふれあいコンサート」が開催されました。当庁音楽隊は、

音楽を通じ「都民と消防の架け橋」として「世界一安全・安心な都市 東京」の実現を目指して

います。音楽隊の演奏が終わると盛大な拍手が沸き起こり、大勢の観客を最後まで魅了した心躍

る３０分間の公演となりました。 

第三部の「防災体験イベント」では、受賞者やその家族等を対象に「防災○×クイズ」や「応

急救護（ＡＥＤ）・初期消火訓練」「車両展示」等のブースで防災アトラクションが繰り広げられ、

会場に登場したキュータと共に子ども達は楽しく防災について学びました。特に「防災○×クイ

ズ」では、多くの観客が参加し「わかりやすく」「楽しみながら」「直ぐに役立つ」防災クイズに

チャレンジしていまいた。 

イベントの模様を国内最大級の大型モニターで放映したことにより、多くの在館者や外国人旅

行者の視覚・聴覚に訴えた「世界に向けた安全安心都市・東京」のＰＲ活動を展開できました。 

 

 

◆ 第２１回直鞍防火少年・少女剣道大会を開催 

直方
のおがた

・鞍手
く ら て

広域市町村圏事務組合消防本部（福岡） 

 直方・鞍手広域市町村圏事務組合消防本部では、

平成２８年１１月５日（土）、直鞍防火少年・少女

剣道大会を開催しました。 
 この剣道大会は、秋季火災予防運動における予

防広報行事の一環として、地域の小学生にスポー

ツの素晴らしさ、消防の仕事への理解、児童同士

の親睦と交流を図ることを目的とし、平成８年か

ら実施しており今年で２１回目の開催となりまし

た。 
 今年は８団体７１名の参加があり、選手は日頃

の稽古で培った技術、体力を存分に発揮し、熱戦

が繰り広げられました。 

消防本部の動き

【剣道大会の様子】 

【表彰式の様子】 【防災○×クイズの様子】 
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◆ 秋季火災予防運動の啓発活動に伴うティッシュ配布を実施 

海老名市消防本部（神奈川） 

海老名市消防本部では、平成２８年１１月１２

日（土）、少年消防クラブ員が小田急線・相模鉄道・

ＪＲ相模線の海老名駅通路において、秋季火災予

防運動の啓発活動としてティッシュ配布を実施し

ました。 

 感震ブレーカーの推進標語入りティッシュを少

年消防クラブ員２３人が元気よく配布し、歩行者

が笑顔で受け取っていました。 

 なお、１１月９日（水）には、海老名市女性防

火推進員４６名が、海老名市主要４駅において、

同じくティッシュ配布を実施し、火災予防の周知

と感震ブレーカーの普及活動を実施しました。 

 

訓練・演習 

 

◆ 加古川海上保安署と連携合同訓練を実施 

加古川市消防本部（兵庫） 

 加古川市消防本部では、平成２８年１０月１４日（金）、管内にある尾上漁港及び西一文字防波

堤において、加古川海上保安署巡視艇「まやかぜ」と連携合同訓練を実施しました。 

 この訓練は、海上や防波堤等の消防機関のみでは

救助活動や迅速な救急搬送が困難な災害事案に対し、

安全・確実・迅速な組織的活動が実施できるよう、

実動訓練を通じて連携強化を図ることを目的に実施

しました。 

各機関の保有する使用資機材の確認や留意事項等

の共通認識を図った後、防波堤から巡視艇への担架

引継訓練や当市潜水隊員が巡視艇からエントリーし

水中検索により発見した要救助者の船上への引揚げ

訓練、さらには巡視艇による要救助者の搬送・陸上

隊への担架引継訓練等を実施しました。 

今回の活動を通じて相互の理解が深まり、所期の

目的を達成することができました。 

 

◆ 第３１回自衛消防隊消防操法競技大会を開催 

川越地区消防局（埼玉） 

川越地区消防局では、平成２８年１０月１９日（水）、埼玉県中央防災基地において、川越地区

危険物防火安全協会との共催で、第３１回自衛消防隊消防操法競技大会を開催しました。  
この大会は、管内の事業所に設置されている屋

内・屋外消火栓設備の取扱いと操法技術の向上を

図るため、また、自衛消防組織の重要性を認識す

ることを目的として毎年開催しています。 
競技は、「屋内消火栓 男子の部」「屋内消火栓 

女子の部」及び「屋外消火栓の部」の３部門があ

り、１９事業所２８チームが参加して約３ヶ月に

渡る訓練の成果を披露しました。 
各事業所からは多くの応援が駆けつけ、防火・

防災意識の高揚と消防業務への理解を深める良い

機会となりました。 

【少年消防クラブ員による活動の様子】 

【訓練の様子】 

【大会の様子】 
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◆ 高所での救助合同訓練を実施 

かすみがうら市消防本部（茨城） 

 かすみがうら市消防本部では、平成２８年１０月

２４日（月）及び２５日（火）、市内事業所の協力

のもと、管内にある鉄塔において、土浦市消防本部

と救助合同訓練を実施しました。 

今回の訓練は、当市消防本部３チーム、土浦市消

防本部１チームに編成し、高所作業中発生した傷病

者１名を救出する内容で実施し、各チーム様々な救

出方法で活動しました。 

 今回の訓練では、３０ｍという高所での救助活動

は初めての隊員も多く、消防の基本でもある安全管

理の重要性を再認識するとともに、隣接する土浦市

消防本部との連携強化も図られました。 

 

◆ 解体する園舎を活用して倒壊建物からの救出訓練を実施 

蓮田市消防本部（埼玉） 

蓮田市消防本部蓮田市消防署では、平成２８年１０月２４日（月）、解体予定の園舎を活用して、

大規模災害により倒壊した建物からの要救助者救出訓練を実施しました。 

 訓練では、部隊集結後の活動方針の決定、使用資

器材の配置、資器材を活用した破壊技術の習得、遊

具を障害物と見立てた救出活動等を実施しました。 

また、大規模災害時の検索救助活動における統一

的な活動標示（マーキング）を使い、災害現場に出

動するすべての消防職員が活動標示を理解し活用

できるための訓練も取り入れました。 

想定訓練終了後、園舎で過ごした子ども達の残し

た絵や言葉が書かれた壁を見て、園児たちの思いを

忘れずに消防職員一人一人が経験した知識技術を

今後の消防活動に有効活用することを誓いました。 

 

 

◆ 新潟県消防防災航空隊と合同訓練を実施 

見附市消防本部（新潟） 

見附市消防本部では、平成２８年１０月２５日（火）、新潟県消防防災ヘリコプター「はくちょ

う」の機体更新に伴い、管内の山岳地域において航空隊との合同訓練を実施しました。 
訓練は、行方不明者が発生したとの想定により、

林野捜索から携帯電話のＧＰＳ機能を活用した位

置情報伝達訓練、山岳救助訓練を実施しました。

要救助者ピックアップ後、地上待機する救急隊引

き継ぎに至るまで一連の流れを行いました。 
想定訓練後は、参加者全員でダウンウォッシュ

体験や航空隊から新機体の諸元性能や特性等の説

明を受け、全てのプログラムが終了しました。 
本訓練を通じて、参加隊員は、ヘリとの連携要

領や情報共有手段などを確認し合い、有意義な訓

練となりました。 

 

 

【訓練の様子】 

【訓練の様子】 

【訓練の様子】 
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◆ 医療機関との合同訓練を実施 

伊万里・有田消防本部（佐賀） 

伊万里・有田消防本部では、平成２８年１０月

２７日（木）、医療機関との連携強化を目的とし

て、伊万里有田共立病院と合同訓練を実施しまし

た。 

訓練は、列車と普通自動車との衝突事故により

多数の傷病者が発生したという想定で、消防職員、

病院関係者、警察官の計１１７名が参加しました。 

今回の訓練では、病院・ＤＭＡＴとの連携をは

じめ、先着救急隊としての役割の確認や消防隊等

と連携したトリアージなどを行いました。 

訓練終了後の検証会では、今後の連携に向けた

活発な意見が交換され、医療機関との「顔の見え

る関係」を構築する大変有意義な訓練となりまし

た。 

 

 

◆ 集団災害事故訓練を実施 

大子町
だいごまち

消防本部（茨城） 

 大子町消防本部では、平成２８年１０月２９日

（土）、管内の中学校の協力を得て、茨城県警大子

警察署、茨城県防災航空隊と合同で、交通事故に

よる集団災害事故訓練をブラインド方式で実施し

ました。 

当日は、ＭＣＬＳ（集団災害対応要領）を踏ま

えた活動の再確認を行うとともに、警察と連携の

取れた訓練ができました。また、活動内容につい

ては、当消防本部が所属する水戸地区救急医療協

議会専門委員会の須田委員長（水戸済生会総合病

院・救命救急センター長）に医学的見地からの評

価を受け、今後の活動に生かせる有意義な訓練に

なりました。 

 

 

◆ 第１６回屋内・屋外消火栓操法大会を開催 

茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部（茨城） 

茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部古河消防署では、平成２８年１０月２９日（土）、

古河地区危険物安全協会との共催で、屋内・屋外消火栓の操作技術の向上を図ることを目的とし

て、屋内・屋外消火栓操法大会を開催しました。 
参加した１３事業所は、「屋内消火栓の部」と「屋

外消火栓の部」に分かれて、消火栓の操作技術を

競い合いました。また、参加事業所の応援団から

選手たちへの熱いエールが大会を盛り上げました。 
参加事業所からは、大会に参加することに当初

戸惑いもあったが、事業所を守るのは自分達しか

いないと一致団結して訓練に励み、消火栓の操作

に自信が持てたという声もありました。 
当消防署では、今後も大会等を通じて事業所の

方に消火栓の操作要領の指導を行うとともに、防

火訓練の重要性を伝えていきます。 

【訓練の様子】 

【訓練の様子】 

【屋内消火栓操法の部の様子】 
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◆ ラグビーワールドカップ２０１９に向けてテロ対処訓練を実施 

東大阪市消防局（大阪） 

 東大阪市消防局では、平成２８年１０月２９日（土）、ラグビーワールドカップ 2019 会場の一

つである東大阪市花園ラグビー場において、大阪府や大阪市消防局、大阪府東部の消防本部、警

察機関、災害時医療支援チーム（DMAT）などと合同で、化学物質や爆発物を使った大規模テロが

発生し負傷者が多数いるとの想定で訓練を実施し

ました。 

 訓練開始と同時に、建物内に化学物質の中毒と

思われる負傷者が、別の場所には爆発により横た

わる負傷者やがれきの下敷きになっている負傷者

が多数いるとの状況で、消防と関係機関が連携を

取りながら、本番さながらの活動を繰り広げまし

た。 

 訓練参加者は、ラグビーワールドカップ 2019 に

向けて「あらゆる災害に対処する」という重要な

役割を再確認し訓練を終えました。 

 

 

◆ 横浜市消防局と合同山岳救助訓練を実施 

湯河原町消防本部（神奈川） 

 湯河原町消防本部では、平成２８年１０月３１日（月）、天照山ハイキングコースにおいて、横

浜市消防局航空隊と合同で山岳救助訓練を実施

しました。 

 近年、登山やハイキングを楽しむ人々が増えて

おり、滑落や遭難事故の発生が危惧されます。ま

た、活動も困難となることが予想されることから、

横浜市消防局航空隊との相互連携体制の強化を

目的として実施しました。 

訓練は、ハイキングコースにおいてハイカー１

名が滑落し負傷したことを想定し、湯河原町消防

署救助隊による救助活動と横浜市消防局航空隊

によるピックアップを実施しました。 

 

 

◆ 列車脱線事故を想定した合同訓練を実施 

西宮市消防局（兵庫） 

西宮市消防局瓦木消防署では、平成２８年１１

月２日（水）、阪急電鉄西宮車庫において、瓦木消

防署、西宮警察署、阪急電鉄の関係者約１３０名

が参加し、列車の脱線事故を想定した救出訓練を

実施しました。 

訓練は、「踏切内に進入した自動車と走行中の列

車が衝突、１両目が脱線し多数のけが人が発生し

た」との想定で、救助隊及び警察による救出訓練、

救急隊による集団災害対応訓練並びに阪急電鉄職

員による避難誘導訓練を行い、相互の連携を深め

ました。 

 

【訓練の様子】 

【航空隊によるピックアップの様子】 

【訓練の様子】 
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◆ 特殊災害対応訓練を実施  

枚方寝屋川消防組合消防本部（大阪） 

枚方寝屋川消防組合消防本部では、平成２８年

１１月９日（水）、寝屋川市の株式会社エクセディ

において、特殊災害対応訓練を実施しました。 
訓練は、「何らかの化学物質が漏えいし、付近に

いた従業員数名が受傷し倒れた。玄関付近に気分

不良を訴える負傷者も多数発生している。」という

想定で、実災害における安全、確実、迅速な消防

活動を行うことを目的に実施しました。 
防護服の着装からゾーン設定、除染テントの設

営、トリアージ訓練、病院搬送などを行い、特殊

災害への対応強化を図ることができました。 
 

研 修 等 

 

◆ 自動車教習所と連携した安全運転研修を実施 

さいたま市消防局（埼玉）  
さいたま市消防局西消防署では、平成２８年１０月３日（月）及び２４日（月）、ファインモー

タースクール指扇校において、安全運転研修を実施しました。 
研修では、普通自動車、中型自動車を使用した

実技運転のほか、死角特性や視覚機能検査、動体

視力・夜間視力の測定、さらに普段は体験できな

い暗順応試験を行い、自分の能力を認識すること

で、走行中に注意すべき事を把握することができ

ました。 

講師からの言葉「事故が一番起きやすいのは、

慣れない道、慣れない車に乗った時である」を忘

れることなく、研修の成果を生かし、３６５日安

全運転及び事故防止に努めてまいります。 

 

 

◆ 福岡県火災調査担当者会議を開催 

福岡市消防局（福岡） 

福岡市消防局では、平成２８年１０月２１日（金）、本市消防本部において、県下２５消防本部

の火災調査実務担当者５６名による火災調査担当者会議を開催しました。 

近年、火災の原因は複雑、多様化し、原因究明は高度化しているなか、情報公開制度の進展に

より、火災調査結果の公開請求や捜査機関からの

照会等は増加しており、火災原因調査報告書の正

確性、信頼性が強く求められています。 

このような状況を踏まえ、各消防本部が課題と

している調査員の育成方法、情報公開の対応、警

察との連携等について検討し、各消防本部の取り

組みについて情報交換を行い、火災調査における

各消防本部のネットワークを確立した大変有意義

な会議となりました。 

 

 

【訓練の様子】 

【研修の様子】 

【会議の様子】 
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◆ 惨事ストレス研修会の開催 

花巻市消防本部（岩手） 

花巻市消防本部では、平成２８年１０月２４日（月）、一般財団法人地方公務員安全衛生推進協

会の支援のもと、惨事ストレス研修会を開催し、

当市消防本部の職員５３名が受講しました。 
惨事ストレスについての基本的知識や予防策に

ついて学び、職場内の環境整備や自己管理など、

健康に職務を遂行できる職場づくりにつなげるこ

とを目的として、本研修を開催しました。 
研修は、兵庫県こころのケアセンターの大澤智

子氏を講師に招き、「惨事ストレスの理解と予防」

と題して、災害時のストレス反応とその問題点、

個人や組織としての予防対策などについて、実際

の事例を交えた講義をいただき、今後の職員に対

する健康管理と災害時の組織対応に生かしていき

ます。 
 

◆ 全国消防長会東海支部違反是正事例発表会を開催 

全国消防長会東海支部 

全国消防長会東海支部では、平成２８年１０月２５日（火）、名古屋市東文化小劇場において、

当支部違反是正事例発表会を開催しました。 
発表内容は、次のとおりです。 

○ 「春日井市消防本部における違反処理体制の構

築と運用状況」 
春日井市消防本部 

○ 「違反対象物に係る公表制度の運用状況」 
  名古屋市消防局 
○ 「弁護士相談事業を活用して名あて人を特定し、

違反是正に至った事例」 
四日市市消防本部 

○ 「違反対象物として公表した防火対象物を命令

により是正させた事例」 
名古屋市消防局 

 

 

◆ 「濱口梧陵と防災」をテーマに防災講演会を開催 

湯浅広川消防組合消防本部（和歌山） 

湯浅広川消防組合消防本部では、「世界津波の日」を前にした平成２８年１０月２６日（水）、

湯浅町教育委員会教育長の垣内貞氏を講師に招き、「濱口梧陵と防災」をテーマに防災講演会を開

催しました。 
1854 年（江戸時代末期）に発生した安政南海地

震の津波から多くの村人を救い、その後も莫大な

私財を投じて村の復興を成した広川町の偉大な先

駆者である濱口梧陵の逸話が「稲むらの火」とし

て世界に紹介され、2015 年の国連総会で１１月５

日を「世界津波の日」に制定することが決定され

ました。 
濱口梧陵翁が残した様々な業績に職員一同は感

動とともに、更なる防災意識の高揚が図られた講

演会となりました。 
 

【研修会の様子】 

【講演会の様子】 

【発表会の様子】 
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そ の 他 

 

◆ 防火ポスター表彰式を実施 

松本広域消防局（長野） 

松本広域消防局では、児童の防火意識高揚を図るとともに、地域住民の防火意識向上に寄与す

ることを目的として、管内の小学校４年生から防火ポスターを募集し、平成２８年１０月２９日

（土）に入賞者表彰式を行いました。 

防火ポスターの募集は、当消防局が発足した平成５年から毎年行われており、今年度は過去最

多となる 1,995 点の応募がありました。厳正な審査の結果、入選作品として最優秀賞１点、優秀

賞７点、佳作 12 点、努力賞 20 点を決定しました。どの作品も個性あふれるものばかりで、火災

予防に対するそれぞれの思いが詰まった素晴らしいものでした。 

 入賞作品については、当消防局ホームページ（http://www.m-kouiki119.jp/matsu/MatsuServ）

に掲載するとともに、管内の商業施設などに展示しています。また、全戸配布用広報紙や、入賞

作品をもとにポケットティッシュやマスクなどを製作し、火災予防啓発活動を通じて配布するな

ど、広く活用していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 防火ポスター完成！「めざす先は 火災ゼロ」 

守口市門真市消防組合消防本部（大阪） 

 守口市門真市消防組合消防本部では、火災予防運動をは

じめ、年間を通じて広く市民に火災予防を呼び掛けるため、

毎年オリジナルの防火ポスターを製作し、守口市及び門真

市内の事業所店舗、官公庁等、市民の目に触れる場所に掲

出しています。 

 今年度の防火ポスターは、三連はしごを担いだ消防士が、

いち早く災害現場をめざして走り出す姿に「めざす先は火

災ゼロ」のキャッチフレーズと数字の「０」を強調した構

図になっています。これは消防が目指す目標である「火災

ゼロ」は市民の願う「安心安全な暮らし」につながり、そ

の目指す先が消防も市民も同じであることを訴えることで、

火災による被害を軽減する効果を期待できるものにしまし

た。 

 このポスターが管内で掲出され、市民の皆様の心に刻む

ことが防火啓発につながるものと確信し、今後とも市民の

皆様と共に「管内火災ゼロ」を目指し、安全の確保に努め

ます。 

 

【表彰式の様子】 【入賞作品をもとに製作した広報グッズ等】

【オリジナルポスター】 
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◆ 鮮やかなデザインで注目を浴びる消防署の看板を作成 

松戸市消防局（千葉） 

 松戸市消防局六実消防署では、長年庁舎前に掲出されていた防火防災等の啓発看板の老朽化に

伴い、新たな啓発看板を松戸市防火協会六実支部の協力を頂き作成いたしました。 

新看板について六実署員の中で意見を出しあい、

７４のキャッチフレーズ案から、防火防災関係で

は「地震から身を守るのはあなた自身」、救急関係

では「命を救うための救急車！適正利用にご協力

を！」、消防団関係では「地域防災の要！消防団員

募集中！」などのキャッチフレーズが選出され、

これを基に完成した看板は、各キャッチフレーズ

に合ったデザインの仕上がりになっています。 

 防火防災・救急・消防団の広報など、全てここ

数年で対策が求められている内容であり、今回の

新看板の作成を通じ、私達消防職員も改めて消防

広報について考える良いきっかけとなりました。 

 

◆ 消防本部の住所変更等について 

 ○ ４２５０４ 伊賀市消防本部（三重） 

新郵便番号 518-0833 

新住所 伊賀市緑ヶ丘東町 920 

※ 理由 庁舎移転のため 

平成２８年１１月２１日より運用開始 

 

 

 

◆ 救助科で初めて国際緊急援助隊（ＪＤＲ）救助チーム医療班を講師に教育訓練を実施 

愛媛県消防学校（愛媛） 

 愛媛県消防学校では、平成２８年１０月６日（木）及び７日（金）、第２７回「専科教育救助科」

訓練生２２名を対象に、国際緊急援助隊救助チーム医療班と松山市消防局高度救助隊（ＩＲＴ隊

員３名含む）を講師に招き、災害救助対策「震災救助」についての教育訓練を行いました。 

 座学では、医療との連携をはじめ震災救助の基礎知識について学習し、救助計画手法について

県内消防本部の実情に合わせた図上訓練を実施しました。 

 また、実科では、想定訓練で初期評価から救出までの一連の活動を実施し、抽出された課題や

問題点の検証を行いました。 

 この訓練を通して、訓練生からも共通認識の重要性や情報管理の必要性がよく理解できた等の

評価を得るとともに、消防救助隊員としての士気の高揚がみられるなどの成果が挙がりました。 

 今後は、訓練生がこの経験をもとに各所属の消防本部に伝達していくことで、地域の救助力の

充実強化につながっていくことを期待し、当校では更なる教育訓練の質の向上に努めてまいりま

す。 

消防学校からの便り 

【座学の様子】 【実科訓練の様子】 

【作成した看板】 



12 
 

◆ 「現場指揮と安全管理」講演会を開催 ～指揮者の着眼点を伝達～ 

青森県消防学校（青森） 

 青森県消防学校では、平成２８年１１月９日（水）、当消防学校において、第３６回警防科カリ

キュラムの一環として、消防大学校より海老澤貴則助教授（茨城西南地方広域市町村圏事務組合

消防本部より派遣）を講師に迎え、「現場指揮と安全管理」と題し、講演会を開催しました。 

 中・小隊長として果たすべき役割として「殉職者を絶対に出さない」「受傷事故を起こさない」

という最も重要な考え方を基に、現場における危険要因をどう見極めるか、普段の訓練のあり方

や部下の育成などを自身の経験と照らし合わせ、とても参考になる講演をしていただきました。 

 学生３０名のほか県内の消防本部から集まった多くの聴講生は皆真剣な眼差しで講師の話に聞

き入り、多くのことを学び取る有意義な講演会となりました。 

 

 

 

週間情報では、各本部の身近な情報を掲載していますので情報をお寄せ下さい。 

週間情報への投稿は企画課へ！ 

TEL 03-3234-1321 FAX 03-3234-1847  E-mail : weekly@fcaj.gr.jp 

【講演会の様子】 


