
平成22年度の各都道府県消防操法大会は、

５月16日の岡山県消防操法大会を皮切りに40

都道府県において開催されました。

譛日本消防協会では、消防団員の消防技術

の練磨と士気高揚を目的に、全国で開催され

る消防操法大会に要する経費については、財

団法人JKAの援助を受けて交付しています。

各都道府県消防操法大会の開催結果は、次

のとおりです。
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都道府県における消防操法大会の結果
財団法人　日本消防協会　都道府県消防協会

☆北海道

７月15日（木）北海道消防学校

ポンプ車操法の部

【優　勝】旭川市消防団

【準優勝】北見地区消防組合留辺蘂消防団

【優良賞】北十勝消防事務組合士幌消防団

日高中部消防組合新冠消防団

第38回北海道消防操法訓練大会が江別市の

北海道消防学校屋外訓練場にて開催されまし

た。本年は全国大会への出場をかけ、各地方

支部から14団が出場し技を競い合いました。

９時55分より競技が開始。曇り空から競技

が進むにつれて晴天となる中、各消防団毎に

指揮者の力強い号令のもと、日頃鍛え上げた

きびきびとした動作で競い合い、出場した14

消防団の操法訓練が終了しました。

札幌市消防音楽隊とカラーガーズ隊「リリ

ーエンジェルス」によるアトラクションの後

閉会式が行われ、優勝、準優勝、優良賞の各

団へ表彰を行い、盛会裏のうちに終了致しま

した。

☆青森県

８月24日（火）青森県消防学校

消防ポンプ自動車操法

【優勝】むつ市消防団大畑消防団

小型動力ポンプ操法

【優勝】十和田市消防団

【総合優勝】上十三支部

第26回青森県消防操法大会は平成22年８月

24日（火）、県内８支部から選出された選手

88名が参加し、青森市の青森県消防学校にお

いて開催されました。日頃の厳しい訓練の成

果をいかんなく発揮し、約800名の応援者、

見学者からの大きな声援を受け、熱戦が繰り

広げられました。

今大会では、消防ポンプ自動車操法の部で

むつ市消防団大畑消防団が県大会初優勝、小

型動力ポンプ操法の部で十和田市消防団が県

大会４回目の優勝をはたし、十和田市消防団

は平成22年11月12日愛知県蒲郡市で開催され

る、第22回全国消防操法大会の出場権を獲得

しました。

北海道



☆岩手県

７月23日（金）岩手県消防学校

ポンプ車の部

【優勝】陸前高田市消防団

小型ポンプの部

【優勝】鐡巻町消防団

第37回岩手県消防操法競技会は、ご来賓とし

て、総務省消防庁予防課特殊災害室長の秋葉洋

様や多数のご来賓のご出席をいただき、晴天と

いうより、酷暑の中の開催となりました。

家族の応援や消防団員の支援を受けて、朝、

夕の厳しい訓練に耐えて地区支部大会を突破

してきた県内11地区支部からの15チームの熱

い戦いの大会となりました。

競技終了後の昼休みには、奥州市消防団の

ラッパ隊によるドリル演奏と一関市消防団に

配備された多機能型車両による救助・救出訓

練が行われました。

19

☆宮城県

８月１日（日）大崎市松山野球場

ポンプ車操法の部

【優勝】石巻市雄勝消防団

小型ポンプ操法の部

【優勝】石巻市雄勝消防団

【総合優勝】石巻市雄勝消防団

【総合準優勝】南三陸町消防団

気温32度を超える真夏日に、消防関係者を

はじめ応援団等約2,000人が見守るなか、第46

回宮城県消防操法大会が大崎市松山野球場に

て開催されました。

今大会は、岩手・宮城内陸地震の発生によ

り前大会の出場を辞退した栗原市消防団も出

場し、県内７ブロックから選出された９消防

団は熱戦を繰り広げるとともに、消防団員の

技術の向上や士気の高揚が図られた大会とな

りました。

☆秋田県

９月２日（木）秋田県消防学校

ポンプ車操法の部

【優勝】大潟村消防団第３分団

小型ポンプ操法の部

【優勝】三種町消防団山本支団第４分団

【総合優勝】男鹿潟上南秋支部

第47回秋田県消防操法大会は平成22年９月

２日（木）由利本荘市の秋田県消防学校で行

われた。県内９支部の予選を勝ち抜いた小型

ポンプ操法の部９分団、ポンプ車操法の部７

分団が出場し、白熱した戦いが展開された。

青森県

宮城県

岩手県



ポンプ車操法の部で優勝した大潟村消防団

第３分団は、第22回全国消防操法大会への出

場を決め、今大会で５回連続出場となった。
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☆山形県

７月25日～９月12日　７会場で開催

各支部優勝チーム

消防団員の消防操法の技術の向上と士気高

揚のために、山形県と山形県消防協会との共

催により、山形県消防協会の各支部ごとに会

場を代え、ポンプ自動車の部33隊203名、小

型ポンプの部47隊240名の出場隊員により、

山形県消防操法実施要領（全国消防操法実施

要領と同じ）により水だし消防操法を実施し

ました。

支部名 ポンプ車操法 小型ポンプ操法
東南村山 山辺町消防団 天童子消防団
西村山 寒河江市消防団 西川町消防団
北村山 東根市消防団 大石田町消防団
最上 金山町消防団
東南置賜 米沢市消防団 南陽市消防団
西置賜 白鷹町消防団 白鷹町消防団
庄内 三川町消防団 三川町消防団

☆福島県

８月22日（日）福島県消防学校

小型ポンプ操法の部

【優勝】南会津町消防団

ポンプ車操法の部

【優勝】田村市消防団

福島県と共催による第37回福島県消防操法

大会が、８月22日（日）県消防学校屋外訓練

場において開催されました。

県内15地区から選出された小型ポンプ操法の

部及びポンプ車操法の部それぞれ15チーム、出

場選手225人が参加して、炎天下の中、日頃の

訓練成果を発揮し熱戦が繰り広げられました。

参加した各消防団は、地元の代表としてテ

ントを張り、のぼりを立てて選手の家族や地

元消防団員等多数がつめかけ大きな声援を送

りました。

☆新潟県

８月１日（日）県立新井高等学校グラウンド

ポンプ車操法の部

【優勝】新潟市消防団西方面隊（３連覇）

小型ポンプ操法の部

【優勝】新潟市消防団西方面隊

毎年市町村持ちまわりで開催している第61

回新潟県消防大会が、妙高市で15年ぶりに再

び同じ会場で開催されました。

県内各地から選抜されたポンプ車操法の部

秋田県

福島県



９チーム・小型ポンプ操法の部18チーム合計

27チームの選手約120名が参加し、約2,000人

の関係者等が見守るなか、本大会に向けて

日々厳しい訓練を積み上げてきた選手の皆さ

んの気迫が伝わる熱戦が繰り広げられました。

次年度からは、水出し操法に移行するため空

出し操法による大会は最後となりました。

審査発表前の休憩時間には、着ぐるみをを

被った３人の上越地域消防事務組合消防本部

職員による「住宅用火災警報器戦隊ジュウケ

ーレンジャー」が登場し、歌や踊りを披露し

て住宅用火災警報器の必要性と設置促進を呼

びかけました。
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☆東京都

10月９日（土）東京消防庁消防学校

【優勝】

小型ポンプ操法の部 奥多摩町消防団

可搬ポンプ操法の部 金町消防団

社団法人東京都消防協会と東京消防庁共催

による第40回東京都消防操法大会が実施され

ました。当日は、あいにくの雨の中、小型ポ

ンプ操法の部７隊、可搬ポンプ操法の部15隊

の合計22隊が家族や地域方々の応援を受けな

がら、日頃の訓練成果を遺憾なく発揮して、

熱戦を繰り広げ、小型ポンプ操法の部では奥

多摩町消防団が可搬ポンプ操法の部では金町

消防団が僅少差の中、優勝を収めました。

なお、上位に入賞した消防団の成績は次の

とおりです。

☆小型ポンプ操法の部（多摩・島しょ地区）

優勝 奥多摩町　消防団

準優勝 御蔵島村　消防団

第三位 青梅市　　消防団

〃 あきるの市消防団

☆可搬ポンプの部（特別区）

優勝 金　町　　消防団

準優勝 尾　久　　消防団

〃 荻　窪　　消防団

第三位 中　野　　消防団

〃 千　住　　消防団

〃 小　岩　　消防団

☆神奈川県

７月27日（火）神奈川県消防学校訓練場

ポンプ車操法

【優勝】湯河原町消防団

小型ポンプ操法

【優勝】南足柄市消防団

第47回を迎えた大会が、気温30度を超える

猛暑日で時には強風も吹く悪条件の中白熱し

た熱戦を披露された。

今年の練習は、例年にない熱帯夜に苦しめ

られ団員の疲労蓄積と水分の補給に周りの支

援団員も特に気を配られた。

新潟県

東京都



大会は、消防団員の消防技術や士気の向上、

防災力強化を目標に各地区から勝ち抜かれた

精鋭、ポンプ車10隊、小型ポンプ22隊、総勢

32隊200余名が出場、一般市民が見守る前で

きびきびした動作、鍛えられた演技を披露し、

日頃の訓練成果を発揮され大きな拍手を浴

び、消防団の存在を遺憾なく県民に示し全国

大会に向け新たな発進を開始した。

☆埼玉県

８月７日（土）埼玉県消防学校

ポンプ車操法の部

【優　勝】秩父市消防団

【準優勝】久喜地区消防組合栗橋消防団

「よし、決まった、いいぞー！」「がんば

れ、走れー！」仲間たちの熱い声援を受けな

がら、県内各地域の代表として参加した15チ

ームが、大粒の汗を流しながらポンプ車操法

の技術を競い合いました。

今年の埼玉県消防操法大会は第26回を迎

え、例年にない猛暑の中、埼玉県消防学校で

行われました。厳しい暑さにもかかわらず、

上田知事をはじめ県内消防関係者、応援の家

族等を含め約2,000人の参加をいただき盛大に

開催されました。

本県の操法大会は、隔年で開催しており、

全国大会の出場チームを決める大会でもある

ため、選手たちの大会に懸ける意気込みは非

常に強いものがあります。

そのため出場選手たちは、この大会に向け

て早朝、夜間に訓練を重ね操法技術を磨き、

どのチームも迅速適正で士気旺盛な、すばら

しいポンプ車操法を披露してくれました。

大会前には、県民からの操法大会に対する

問い合わせも多く、消防団への関心が高まっ

ていることを感じました。操法大会を通して、

県民に対して消防団活動の良いPRができたと

思います。

このような中、優勝を勝ち取った秩父市消

防団が、埼玉県代表として11月に愛知県蒲郡

市で行われた第22回全国消防操法大会へ出場

し、優秀な成績を収めました。
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☆群馬県

８月21日（土）群馬県消防学校

ポンプ車操法の部

【優勝】昭和村消防団

小型ポンプの部

【優勝】中之条町消防団

第20回群馬県消防ポンプ操法競技大会は、

今回大会から土曜日の開催となり、各地区か

ら選抜されたポンプ車の部14チーム、小型ポ

神奈川県

埼玉県

群馬県



ンプの部８チームによって日頃の訓練の成果

を競い合いました。

本県も連日の猛暑により、応援される人た

ちの熱中症も心配された厳しい暑さの中、消

防協会会長で群馬県知事の大澤正明知事をは

じめ、選手やその家族の皆様、来賓、消防関

係者等2,000名が参加して、盛大な大会になり

ました。

特に小型ポンプの部の優勝チームは、11月
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☆千葉県

７月24日（土）千葉県消防学校

ポンプ車操法の部

【優勝】浦安市消防団

小型ポンプ操法の部

【優勝】印西市消防団

梅雨明けの暑い天気の中、第46回千葉県消

防操法大会は、県内の各支部（10支部）から

厳しい予選を勝ち抜いてきた、ポンプ車操法

の部12チーム、小型ポンプ操法の部12チーム

が出場して盛大に開催されました。

大会には森田知事をはじめ県内の消防関係

者や応援の家族等を含め約2,000名が参加し、

周囲には各出場チームのテントが立ち並び、

必勝祈願の幟旗が翻って、それぞれ自分の団

のチームの演技に対し盛大な歓声が上がり、

応援も盛り上がっていました。

に愛知県蒲郡市で行われる全国大会への出場

が決まるとあって、出場選手の力いっぱいの

競技は白熱し、優勝から第４位までの得点が

0.67という僅差の中で、中之条町消防団が見

事優勝しました。

中之条町消防団は全国大会においても、地

元から駆けつけた大勢の人たちの声援を受

け、日頃の練習の成果を遺憾なく発揮し大健

闘いたしました。

地区名 ポンプ車操法の部 小型ポンプ操法の部
県　　北 常陸大宮市 那珂市
県　　央 小美玉市 小美玉市
鹿　　行 神栖市 潮来市
県南北部 土浦市 石岡市
県南南部 龍ケ崎市 守谷市
県　　西 境町

☆茨城県

10月３日～24日　茨城県立消防学校ほか

各地区優勝チーム　別表のとおり

61回目となる茨城県消防ポンプ操法競技大

会は、県内６地区を会場に、ポンプ車操法51

隊、小型ポンプ操法28隊、合計79隊446名が

参加して盛大に開催されました。

例年にない猛暑の中、長期間にわたり厳し

い訓練に耐えてきた各チームの選手みんなが

「優勝」目指して競い合い、それぞれの会場

は家族や関係者など地元応援団から盛んな声

援が飛び、熱気溢れる大会となりました。

各地区優勝チーム

☆栃木県

７月24日（土）栃木県消防学校

ポンプ車操法の部

【優勝】上三川町消防団

小型ポンプ操法の部

【優勝】益子町消防団

第39回栃木県消防操法大会は、猛暑の中、

選手家族や消防団員約1,200名の参加のもと開

催されました。

各支部の予選を勝ち抜いたポンプ車操法の

千葉県



部８チーム、小型ポンプ操法の部７チームが、

地区の名誉をかけて日頃の訓練の成果を十二

分に発揮し、活気ある操法技術を披露しまし

た。

のぼり旗が立ち並ぶ応援席からの大声援の

中での操法大会は、消防団員の士気の高さを

肌で感じることができました。

☆山梨県

９月12日（日）山梨県消防学校

小型ポンプ操法の部

【優勝】南アルプス市消防団

第46回山梨県消防操法大会は、気温37度を

上回る今年一番の酷暑の中、多くのご来賓と

応援の皆様のご出席をいただく中で盛大に開

催されました。

本県では、本年からはじめて隔年実施かつ

全国大会の出場にあわせた１種目の開催とな

り、この競技の盛り上がりを懸念し

ていたところですが、会場内は1,000

人を超す参加者で、暑さをものとせ

ず熱気に溢れていました。

また、今回は、日本消防協会のご

協力もあり、急遽、消防団グッズの

販売をしていただくことになり団員

からも大変好評でした。次回からは、

早めに参加者にお知らせしより多くの団員の

皆様に利用していただこうと考えておりま

す。競技結果は、２年前に全国大会に出場し

た南アルプス市消防団チームが優勝し、全国

大会へ向けてのアピールをしました。

（因みに、南アルプス市では、本年度消防本

部の竣工、ソフトボール大会での優勝、市の

商工会による団員確保を目指した新たな取組

（割引特典等）の開始などが続き、消防関係

者は喜びを隠せない様子でした。）
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☆長野県

８月１日（日）塩尻市広丘高出　中央スポー

ツ公園・桔梗小学校

ポンプ車操法の部

【優勝】富士見町消防団

小型ポンプ操法の部

【優勝】上田市消防団

消防ラッパ吹奏大会

【優勝】須坂市消防団

長野県と譛長野県消防協会の共催による

「第52回長野県消防ポンプ操法大会」及び

「第19回長野県消防ラッパ吹奏大会」を開催

しました。

競技には県下13地区から選抜された、ポン

プ車操法の部12チーム、小型ポンプ操法の部

13チーム及びラッパ吹奏13チーム、エキシビ

ジョンとして、女性によるポンプ操法２チー

ム、女性消防団員による救急法の発表１チー

ムが出場し、大会関係者、観客と合わせ約

3,400人が参加しました。開催当日は朝から猛

暑となり、汗で手元が滑るのを警戒しながら

緊張感あふれる大会となりました。

また、近隣県の消防団ラッパ隊との交流を行

い、消防ラッパ吹奏技術の更なる向上、消防団

のイメージアップなどを目的とした「消防団ラ

ッパ隊広域交流会」を昨年に引き続き、県操

栃木県

山梨県



法・ラッパ吹奏大会に併せて開催しました。

大勢の消防団員や一般来場者が見守る中、

安曇野市、岐阜県恵那市、木島平村消防団ラ

ッパ隊から、日ごろから練習している曲を

次々と披露し、観客から大きな拍手が送られ

ました。また、諏訪消防協会からは、今春に

開催された諏訪大社御柱祭に参加し、木遣り

と共に御柱を曳行した諏訪地区６市町村のラ

ッパ隊100名の吹奏が披露され、その迫力に

交流会は大いに盛り上がりました。

☆福井県

７月24日（土）福井県消防学校

ポンプ車操法の部

【優勝】福井市消防団　本郷分団

小型ポンプ操法の部

【優勝】南越消防組合越前市消防団 吉野分団

福井県と当協会の共催で毎年開催してお

り、59回目の大会となりました。

近年は、大会当日が雨模様という天気が多
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かったのですが、今年は厳しい暑さの中での

大会となりました。

９地方消防協会から選出されたポンプ車９

チームおよび小型ポンプ６チームの選手達

は、地元の応援者や消防関係者の声援が飛び

交う中、日頃の訓練の成果を力一杯発揮し、

ポンプ車操法の部で優勝した福井市消防団本

郷分団が全国大会への切符を手にしました。

☆石川県

７月24日（土）石川県消防学校

ポンプ車操法の部

【優勝】珠洲市消防団　鵜飼分団

各地区の連合訓練大会において上位入賞し

た代表18分団が県大会に出場しました。

開会式において、平成12年度より消防団員

を雇用している協力事業所に対し石川県知事

から感謝状が８団体に贈呈されました。

引き続き、ポンプ車操法の競技が開始され、

各分団は早朝からの猛暑にもかかわらず、地

区の名誉をかけ、のぼり旗など、華々しい応

援団の声援の中、日頃の訓練成果を遺憾なく

発揮し、白熱した活気あふれる競技を繰り広

げました。

競技終了後、第22回全国消防操法大会の小

型の部に出場する野々市町消防団第2分団に

よる模範操法が披露され、拍手喝采を浴びて

いました。

☆富山県

７月24日（土）富山県消防学校

ポンプ車操法の部

【優勝】富山市消防団草島分団

小型ポンプ操法の部

【優勝】砺波市消防団栴檀山分団

富山県と富山県消防協会の共催により開催

している富山県下消防団消防操法大会も第61

長野県

石川県



回を迎え、各支部から予選を勝ち抜いたポン

プ車操法21チ－ム・小型ポンプ操法12チ－ム

が参加して盛大に開催されました。

連日の厳しい暑さの中で積んできた訓練の

成果を発揮すべく18６名の精鋭の真剣な競技

に、応援席、見学者から大きな声援が送られ

熱気あふれる大会となりました。

また、ポンプ車操法で優勝した富山市消防

団草島分団が２年連続優勝し、全国大会に富

山県代表として出場します。
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☆三重県

７月25日（日）三重県消防学校

ポンプ車操法

【優勝】いなべ市消防団

小型ポンプ操法

【優勝】伊賀市消防団

連日暑い日が続き大会参加者の熱中症を心

配しての中、平成22年度三重県消防操法大会

が行われました。

ポンプ車の部５チーム、小型ポンプの部７

チームの計12チームが参加した今大会です

が、どのチームも、厳しい訓練を重ねた成果

を発揮する素晴らしい競技を披露するととも

に、訓練を担当した指導者、出場選手を支え

てこられた同僚・家族といった地域住民の熱

い声援も相まって、大いに大会は盛り上がり

ました。

競技のほかに松阪地区広域消防組合消防本

部の消防音楽隊が開会式に、伊賀市消防団の

ラッパ隊が競技終了後に演奏いただき大会に

華を添えていただきました。

☆愛知県

７月24日（土）愛知学院大学日進キャンパス

「第３グラウンド」

ポンプ車操法

【優勝】豊明市消防団

小型ポンプ操法

【優勝】大口町消防団

愛知県では消防団員の士気高揚と日頃の訓

練成果を発揮するため昭和31年度からポンプ

車操法、小型ポンプ操法の二種目で消防操法

大会を開催しています。会場は尾張地区・三

河地区の持ち回りとし、今大会は尾張地区で

の開催により日進市において第55回目の大会

を実施しました。

大会当日は3,000人以上の応援者が見守る

中、ポンプ車操法19団、小型ポンプ操法17団

の合計36団が日頃の訓練の成果を十二分に発

揮し、消防団員の消防技術の向上と団結力の

強化が図られました。

☆岐阜県

８月１日（日）揖斐川町　「揖斐川健康広場」

小型ポンプ操法の部

【優勝】揖斐川町消防団

「消防感謝祭」第59回県消防操法大会が昨

年、大雨で中止でしたので、２年ぶりの開催

となりました。ご臨席いただいた日本消防協

会の浅本部長より激励の言葉とともに開会さ

三重県

愛知県



れました。

大会は、県内各地の消防団の代表として地

区大会などで選ばれた28隊140人が出場し、

操法の技と放水までの時間を競いました。隊

員たちによるきびきびとした操法に、会場の

多くの人々からは歓声やエールが上がり、会

場は終始熱気に包まれていました。

また、この操法大会は、消防団員の日頃の

活動に感謝する「消防感謝祭」と銘打ってお

り、ご家族の皆さんや県民の皆さんにも楽し

んでいただけるアトラクションやバザーも同

時に行われました。特に、地元の女性防火ク

ラブによる「2012ぎふ清流国体」のミナモダ

ンスの披露もあり大いに盛り上がった大会と

なりました。
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☆京都府

８月１日（日）京都府立丹波自然運動公園

ポンプ車の部

【優勝】宮津市消防団

小型ポンプの部

【優勝】宮津市消防団

京都府と京都府消防協会が共催により隔年

で実施している操法大会も21回を向かえ、全

国的にも近年にない猛暑日が続く中で開催し

ました。

この日に向けて、厳しい訓練を積み重ねて

きた各消防団の代表、ポンプ車操法の部９隊、

小型ポンプ操法の部21隊は、消防団員、消防

関係者約１千５百人が見守る中、それぞれが

訓練の成果を発揮し、迅速かつ的確な操法を

披露しました。

今年は、操法開始前に約60年前まで使用さ

れ、昨年南丹市消防団八木支団が修復した手

動の「腕用ポンプ」操法が同支団員により披

露されました。

☆大阪府

９月５日（日）大阪府消防学校

【総合優勝】豊能地区支部

ポンプ車操法

【優勝】豊中市消防団

小型ポンプ操法

【優勝】八尾市消防団

大阪府と大阪府消防協会との共催により実

施している本操法大会も第54回を迎え、各地

区支部から選抜された14消防団が、約1,200名

の来場者が見守る中、日頃の厳しい訓練の成

果を発揮して熱気あふれる競技を繰り広げ、

本大会を通じて消防技術の向上と士気のさら

なる高揚が図られました。

☆兵庫県

８月８日（日）兵庫県広域防災センター

ポンプ車の部

【優勝】神河町消防団

小型ポンプの部

【優勝】福崎町消防団

灼熱の太陽がジリジリと照りつけるなか、

兵庫県広域防災センターにおいて、第23回兵

岐阜県

京都府



庫県消防操法大会が開催され、県内の９地区

から選抜された代表の精鋭チーム（小型ポン

プの部10隊、ポンプ車の部８隊）が集い、熱

い闘いを繰り広げました。

競技は、小型ポンプの部、ポンプ車の部の

順に行われました。連日の猛暑の中、大会に

向けたポンプ操法の訓練の成果を十二分に発

揮し、きびきびとした動きに息を呑むような

緊張感が会場をつつみ、放水によって火点が

落ちる度に応援団、観客から大きな声援と拍

手が沸き起こりました。

操法終了後、審査長から審査結果の発表が

行われると、会場からは出場選手に対して惜

しみない拍手が贈られました。

ポンプ車の部優勝の神河町消防団には兵庫

県防災監から消防庁長官表彰の優勝旗が、小

型ポンプの部優勝の福崎町消防団には兵庫県

消防協会長から日本消防協会長表彰の優勝旗

が授与されました。

なお、小型ポンプの部で優勝した福崎町消

防団は、平成22年11月に開催された第22回全

国消防操法大会において見事優勝を果たし、県

代表としては初優勝の快挙を成し遂げました。
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☆奈良県

９月７日（火）橿原運動公園駐車場（橿原市

慈明寺町）

ポンプ車操法の部

【優勝】香芝市消防団

小型ポンプ操法

【優勝】奈良市消防団

第23回奈良県消防操法大会は、奈良県と奈

良県消防協会の共催により、前回と同じ橿原

運動公園駐車場において開催しました。今年

は、県下各支部からポンプ車操法の部9隊

小型ポンプ操法の部10隊が参加し、特に小型

ポンプ操法は実戦さながらに「水出し」訓練

をおこない、消防関係者ら、約1700人が見守

るなか、熱戦をくりひろげました。

今年は、ことのほか残暑きびしく、当日も

うだるような暑さに見舞われましたが、出場

隊員は日頃の訓練の成果を十分発揮し、盛会

のうちに大会を終了することができました。

☆滋賀県

８月１日（日）滋賀県消防学校屋外訓練場

ポンプ車操法の部

【優勝】近江八幡市消防団

小型ポンプ操法の部

【優勝】高月消防団Ｂ

第45回を迎えた滋賀県消防操法訓練大会

は、ポンプ車操法の部11チーム、小型ポンプ

操法は例年を上回る19チームが県内地域の代

表として出場しました。

選手をはじめ応援団や関係者など約2,400人

が見守る中、「心・技・体」を養うため日頃

より積み重ねてきた厳しい訓練の成果を思う

存分発揮し、熱気あふれる競技が繰り広げら

兵庫県 兵庫県



れました。観客の応援にも熱が入り、迷子が

出る程のものとなりました。（…が、お迎え

があるとまたすぐに走って応援に駆けつけま

した。）うだるような暑さで厳しい一日とな

りましたが、多くの声援と激励を受け、消防

団員の消防技術の向上と士気の高揚を図り、

消防活動の進歩充実に寄与するという本大会

の目的を十分に達し得た大会となりました。
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☆和歌山県

７月25日（日）和歌山県紀美野町スポーツ公園

ポンプ車操法の部

【優勝】日高川町消防団

小型ポンプ操法の部

【優勝】新宮市消防団丹鶴分団

和歌山県及び和歌山県消防長会との共催によ

り開催している和歌山県消防ポンプ操法大会

は、隔年で開催し今回で23回目を迎えました。

ポンプ車操法の部に14チーム、小型ポンプ

車操法の部に13チームの合計27チームが参加

し盛大に開催されました。

日頃の訓練成果を遺憾なく発揮し、消防団

員の士気の高揚と消防技術の向上に大きな成

果を上げ、本大会の目的が十分に達成できま

した。

☆鳥取県

７月18日（日）鳥取県消防学校

ポンプ車操法

【優勝】江府町消防団

小型ポンプ操法

【優勝】三朝町消防団

猛暑の大会となりましたが、ポンプ車操法

の部12隊、小型ポンプ操法の部７隊の出場で、

日ごろの成果を競い合い、熱のこもった大会

となりました。

また、本年度開催の第22回全国消防操法大

会には、本大会ポンプ車操法の部で優勝した

江府町消防団が、32年ぶりの出場切符を手に

しました。

☆島根県

８月１日（日）安来市「中海ふれあい公園」

ポンプ車操法の部

【優勝】松江市消防団玉湯方面団

小型ポンプ操法の部

【優勝】松江市消防団玉湯方面団

第54回島根県消防操法大会には、ポンプ車

操法の部に11隊、小型ポンプ操法の部に24隊

が出場し、約2,000名の観衆が見守る中、日頃

の訓練の成果を十二分に発揮し、規律、技、

速さを競い合いました。大会は、ポンプ車操

法の部・小型ポンプ操法の部とも松江市消防

団玉湯方面団が優勝しました。

また、昼休みには、第22回全国消防操法大会

に県代表として出場する江津市消防団の訓練披

露が行われ、会場は大いに盛り上がりました。

滋賀県

鳥取県



☆岡山県

５月16日（日）岡山県消防学校

ポンプ車操法の部

【優勝】和気町消防団第４分団

小型ポンプ操法の部

【優勝】和気町消防団第２分団

今大会は、備前地区、備中地区、美作地区

の３地区から11チームずつ出場。さらに前回

優勝した市町村のシード枠２チームを合わせ

た35チームの出場となりました。

ポンプ車操法の部14チーム、小型ポンプ操

法の部21チームに分かれ、所要時間・操法の

的確性などを競いました。

昼休みには、津山消防音楽隊の演奏、訓練

終了後にはアトラクションに第22回全国消防

操法大会出場の和気町第２分団による水出し

操法が披露されました。

大会参加者へは、おかやまの消防団マスコ

ットキャラクター団吉入りのカットバンとウ

エットティシュを記念品として配布しまし

た。

なお、小型ポンプ操法の部に優勝した和気

町消防団第２分団は、平成22年11月愛知県蒲

郡市で開催されました第22回全国消防操法大

会で準優勝を果たしました。
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☆山口県

９月18日（土）山口県消防学校

基本操法ポンプ車の部

【優勝】下関市消防団小月分団

基本操法小型ポンプの部

【優勝】萩市消防団Ｂ

応急操法ポンプ車の部

【優勝】和木町消防団第１分団

応急操法小型ポンプの部

【優勝】美祢市消防団美祢方面隊

女性軽可搬ポンプ基本操法の部

【優勝】下関市消防団

山口県、山口県消防協会及び山口県消防ク

ラブ連合会の主催のもとで開催された本大会

は、今年で57回目を迎え、第28回女性消防操

法大会と併せ、参加者約1,200名のもと盛大に

行われました。

今年は17市町から、基本ポンプ車操法７隊、

基本小型ポンプ操法15隊、応急ポンプ車操法

９隊、応急小型ポンプ操法９隊及び女性軽可

搬ポンプ基本操法２隊の５部門、計42隊が出

場しました。

大会当日は、今夏日本列島を襲った猛暑に

続く残暑の厳しい１日となりましたが、競技

進行上大きな支障もなく、競技が始まると、

応援の家族、団員から盛んな声援が飛び交い、

各選手は日頃の訓練成果を遺憾なく発揮され

ました。

島根県 岡山県



☆徳島県

７月18日（日）徳島市民吉野川運動広場Ｂコ

ート

ポンプ車操法の部

【優勝】阿南市消防団　加茂谷分団第７班

小型ポンプ操法の部

【優勝】三好市三野町消防団　第10分団

第27回徳島県消防操法競技大会には、ポン

プ車操法の部に13隊、小型ポンプ操法の部に

17隊が出場し、応援席の市町村長、議員、団

員、家族、婦人防火クラブ等約1,200人の観衆

が見守る中、日頃の訓練の成果を十二分に発

揮し、規律、技、早さを競い合い、熱のこも

った大会となりました。

午後からは、ときおり激しく降る雨の中で

の競技となりましたが、訓練の成果をいかん

なく発揮する姿に見学者、地元から大きな声

援が送られました。
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☆香川県

９月12日（日）香川県消防学校放水訓練場

ポンプ車の部

【優勝】高松市消防団林分団

小型ポンプの部

【優勝】宇多津町消防団第１分団

今回で38回目となる香川県消防操法大会で

は、県内10地区の代表消防団が、互いに競い

合い、日ごろの厳しい訓練の成果を存分に発

揮し、消防操法技術の向上と消防団員の士気

の高揚が大いに図られました。特に、本年は、

新しく就任した浜田知事をはじめ、1,000人以

上の消防関係者が集まり、熱気に満ちた大会

となり、また、日消グッズの販売をしていた

だいた事も、大会を盛り上げる一因でした。

平成17年４月に開校した消防学校を会場とし

た大会で、また、防災センターを併設してい

ることから、消防関係者以外の一般見学者も

多く、盛会裡に終了しました。

☆愛媛県

７月25日（日）愛媛県消防学校

ポンプ車操法の部

【優勝】伊方町消防第13分団

小型ポンプ操法の部

【優勝】伊方町消防団第３分団

第26回愛媛県消防操法大会は、７月25日

（日）松山市勝岡町の愛媛県消防学校の大規

模訓練場に、県下11地区から選出されたポン

プ車操法の部15チーム、小型ポンプ操法の部

17チームの精鋭が参集して、盛大に開催され

た。各地から応援を含め1,000人を超える観客

が会場を埋め、日頃から鍛えた技の競演に大

きな声援と拍手が沸き起こった。結果は、ポ

ンプ車操法の部、小型ポンプ操法の部、共に、

毎回上位を占める強豪の伊方町消防団が優勝

を独占した。

熱い戦いの終了後、優勝、準優勝及び入賞

した各チームと、今回から初めて導入された

最優秀選手（個人の部）９名への表彰が行わ

れ終了した。

小型ポンプ操法の部で優勝した、伊方町消

徳島県

香川県



防団第３分団は、11月12日に愛知県蒲郡市で

行われる第22回全国消防操法大会に、愛媛県

代表として大きな期待を受けて出場する。

☆長崎県

８月８日（日）長崎県消防学校

ポンプ車操法の部

【優勝】壱岐市消防団

小型ポンプ操法の部

【優勝】諫早市消防団

長崎県と長崎県消防協会の共催で２年毎に

開催している本大会も30回を迎えました。

当日は、朝からうだるような暑さで厳しい

一日となりましたが、各分会から選出された

17市町消防団25チームが、1,500名余の来場者

が見守る中、この日のために訓練した成果を

十分に発揮し、激戦を繰り広げました。

ポンプ車操法の部で優勝した壱岐市消防団

チームは実に８連覇を達成し、小型ポンプ操

法の部では、諫早市消防団チームが第21回大

会以来の優勝を果たしました。

競技終了後、消防学校初任科生による訓練

礼式の発表、前年度全国大会において入賞し

た島原市女性消防隊による軽可搬消防ポンプ

操法の披露があり、大会に華を添えていただ

きました。
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☆福岡県

９月５日（日）福岡県消防学校

自動車ポンプの部

【優勝】須恵町消防団

小型ポンプの部

【優勝】須恵町消防団

大会当日は晴天に恵まれ、操法大会参加人

員291名、大会関係者約500名、応援者1300名

と2,000人を超える方が集まり盛大に開催され

ました。今回の大会は、岡部新会長の下、選

手をはじめ関係者の緊張感と規律ある、熱気

に満ちた大会となりました。各消防団は日頃

の厳しい訓練の成果を存分に発揮し、消防操

法技術の向上と消防団員の士気の高揚が大い

に図られました。また、本年参加の北九州市

消防団の音楽隊、カラーガード隊の演奏・演

技が大会を盛り上げてくれました。熱戦の結

果、今回は須恵町消防団が両部門で優勝とい

う栄冠を勝ち取り11月に蒲郡市で開催される

全国大会の出場権を得られました。大会が終

わりに近づくにつれ、天候が怪しくなり、す

べてが終わった後には滝のような雨が降りま

したが、無事終了することができました。

愛媛県

長崎県

福岡県



☆大分県

８月22日（日）大分県消防学校

ポンプ車操法の部

【優勝】竹田市消防団

小型ポンプ操法の部

【優勝】竹田市消防団

３日連続（19日～21日の気温）38度台が続

き全国１位となった猛暑日の翌日、県と共催

して第26回大分県消防操法大会を由布市で、

1,000名の消防関係者が参加し開催しました。

大会当日も勢力の強い太平洋高気圧に覆わ

れ、日射の影響で気温が上昇する炎天下での

大会に、熱中症対策として医者と看護師を要

請するなど万全の態勢で臨みました。

出場選手をはじめ応援隊は、日頃の訓練の

成果を余すことなく発揮し、活動服は白く塩

を吹き、額には汗が流れ落ちており、競技を

終えた各チームは清々しい顔で退場して行き

ました。アトラクションとして「ひばり児童

館神楽部」による「こども神楽」が披露され、

見事な舞に、会場からは割れんばかりの拍手

と称賛の声が鳴り響いていました。
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☆熊本県

８月22日（日）荒尾運動公園多目的広場（荒

尾市）

ポンプ車操法の部

【優勝】荒尾市消防団

小型ポンプ操法の部

【優勝】人吉市消防団

熊本県と熊本県消防協会の主催により隔年

開催している本大会も第28回を迎え、県内23

支部の予選を勝ち抜いた各代表がポンプ車の

部に18団体、小型ポンプの部に25団体が出場

し、酷暑の中、応援団や関係者など約2,700人

が見守る中、観衆と一体となった熱戦が繰り

ひろげられました。

また、表彰式までの間アトラクションとし

て荒尾太鼓の演奏が大会を盛り上げてくれ

て、盛大のうちに終了しました。

大分県

熊本県

都道府県消防操法大会は競輪補助事業として実施しています




