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都道府県における消防操法大会の結果
㈶日本消防協会　都道府県消防協会

北海道

青森県

北海道

青森県

　平成24年度の各都道府県消防操法大会は、 5 月20日
の岡山県消防操法大会を皮切りに42都道府県において
開催されました。
　㈶日本消防協会では、消防団員の消防技術の練磨と

☆北海道
7 月19日（木）北海道消防学校
小型ポンプの部

【優　勝】根室北部消防事務組合別海消防団
【準優勝】斜里地区消防組合斜里消防団
【優良賞】森町消防団
　　　　  釧路北部消防事務組合標茶消防団
　第40回北海道消防操法訓練大会が、長谷川彰一総務

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、競輪事業収益による財団法人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。

省消防庁次長、秋本敏文日本消防協会会長をはじめ多
数のご来賓を迎え盛大に開催されました。
　大会は炎天下の中で行われ、各隊とも日ごろの訓練の
成果を十二分に発揮し、きびきびと取り組んでいました。
　昼休みには札幌市消防音楽隊によるアトラクション
が行われ、北海道消防協会の着ぐるみ消太くん、茜ちゃ
ん、札幌市消防局のマスコット「リスキュー君」も加
わって大会に愛嬌をふりまきました。

☆青森県
8 月29日（水）青森県消防学校
ポンプ車の部

【優　　勝】十和田市消防団
小型ポンプの部

【優　　勝】弘前市消防団
【総合優勝】中弘地区消防協会
　 第27回 青 森 県 消 防 操 法 大 会 は 平 成24年 8 月29日

（水）、県内 8 地区消防協会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、ポンプ車の部で十和田市消防団が県大
会 6 回目の優勝、小型ポンプの部で弘前市消防団が県
大会 3 回目の優勝をはたし、十和田市消防団は平成24
年10月 7 日東京臨海広域防災公園で開催された、第23
回全国消防操法大会に青森県代表として出場しました。
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岩手県 岩手県

宮城県宮城県

秋田県

☆岩手県
7 月27日（金）岩手県消防学校
ポンプ車の部

【優勝】二戸市消防団（二戸地区支部）
小型ポンプの部

【優勝】九戸村消防団（二戸地区支部）
　第38回岩手県消防操法競技会が矢巾町の岩手県消防
学校において行われ、ポンプ車の部に15隊、小型ポン
プの部に15隊が出場し、大会関係者等約1,200名が参加
し開催されました。
　本年度の大会は、昨年 3 月11日に発生した東日本大
震災津波により被災地の消防団の出場が危惧された
中、全11地区支部から代表が出場し開催することがで

きたことは、被災地の消防団の再興へ繋がるとともに、
被災地の復旧・復興の力となりました。
　各隊とも、地元応援団の大声援を受け、地区代表と
して厳しい練習を重ねて来た訓練成果を十二分に発揮
した見事な操法が披露されました。
　審査の結果、ポンプ車の部、小型ポンプの部とも二
戸地区支部代表が優勝し、ポンプ車の部優勝の二戸市
消防団が、10月 7 日（日）東京都で開催される第23回
全国消防操法大会への出場権を獲得しました。
　また、審査集計の合間には、開催地の矢巾町立煙山
保育園幼年消防クラブ員による「防火遊戯」が披露さ
れ、大会に華を添えていただきました。

☆宮城県
7 月29日（日）登米市南方中央運動広場
ポンプ車の部

【優勝】登米市消防団
小型ポンプの部

【優勝】登米市消防団
　 7 月下旬、気温32度を上回る猛暑の中、消防関係者、

応援団等約1,700人が集まり第47回宮城県消防操法大会
が登米市南方中央運動広場にて開催されました。
　平成23年 3 月11日に発生した東日本大震災後初の大
会となった今大会は、大きな被害にあった気仙沼市消
防団を含め、県内 6 地区から 7 消防団が出場し熱戦を
繰り広げるとともに被災地へ向けた復興のエールが込
められた大会となりました。

☆秋田県
8 月28日（火）秋田県消防学校
ポンプ車の部

【優　　勝】横手市十文字消防団第 3 分団
【総合優勝】横手市支部
小型ポンプの部

【優　　勝】三種町消防団山本支団第 4 分団
　第49回秋田県消防操法大会は平成24年 8 月28日（火）
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の部 9 分団、ポンプ車
の部 7 分団が出場し、白熱した戦いが展開された。
　小型ポンプの部で優勝した三種町消防団山本支団第
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秋田県

新潟県

☆山形県
7 月 8 日（日）〜 9 月 9 日　 7 会場で開催
各支部優勝チーム

支部名 ポンプ車の部 小型ポンプの部
東南村山 山辺町消防団 中山町消防団
西村山 河北町消防団 寒河江市消防団
北村山 東根市消防団 大石田消防団
最上 出場隊なし 金山町消防団
東南置賜 川西町消防団 川西町消防団
西置賜 長井市消防団 長井市消防団
庄内 鶴岡市消防団 鶴岡市消防団

　消防団の消防操法技術の向上と士気高揚のため、山
形県消防協会の主催により、協会の各支部ごとに会場
を代え、ポンプ自動車の部32隊197名、小型ポンプの
部47隊258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。

☆新潟県
8 月 5 日（日）グリーンパークあらかわ総合運動公園
駐車場
「消防力の充実強化を目指して！」
　 8 月 5 日（日）県内消防の団結・士気高揚と消防技
術の向上を図り、消防活動の進歩充実に寄与すること
を目的として「第63回新潟県消防大会」を村上市で開

催しました。
　表彰式典は「村上市民ふれあいセンター」で、操法
競技会は「グリーンパークあらかわ総合運動公園駐車
場」にて実施しました。表彰式典では、地元消防から
2 名の意見発表が行われ、また昨年度の消防功労に対
し延べ4,540名が知事及び協会長の表彰を受彰されまし
た。
　操法競技会では、ポンプ車及び小型ポンプの 2 部門
に計27チームが参加しました。昨年から導入した水出
し操法競技において、各チームとも日頃の訓練の成果
を如何なく発揮し、昨年の総合得点を上回る結果が数
多く見受けられました。卓越した操法技術をもって地
域防災力の向上に貢献できることを期待しておりま
す。
　成績結果は次のとおり。

ポンプ車の部
順位 出場消防隊名 総合得点

1 村上市消防団　山北方面隊 175.75
2 長岡市消防団　長岡川西方面隊 175.50
3 新潟市消防団　北方面隊 173.00
4 上越市消防団　上越方面隊 168.75
5 新発田市消防団 164.25
6 新潟市消防団　西方面隊 163.75
7 妙高市消防団　妙高高原方面隊 158.75
8 阿賀町消防団 157.00
9 南魚沼市消防団　塩沢方面隊 156.50

☆福島県
8 月26日（日）福島県消防学校屋外訓練場
ポンプ車の部

【優勝】塙町消防団
小型ポンプの部

【優勝】田村市消防団
　（公財）福島県消防協会と福島県の共催による第38
回福島県消防操法大会は、県内14地区（ 1 地区は原発
事故避難の長期化により出場辞退）から選出されたポ
ンプ車の部及び小型ポンプの部それぞれ14チームの選
手154名と、大会関係者・応援・見学者等、約800名が
参加し、開催されました。
　出場選手は、猛暑・炎天下の中、家族や地元消防団
員等の大きな声援を受けながら、日頃の訓練成果を大
いに発揮するなど、熱戦が繰り広げられました。
　大会の運営については、県内各消防本部の応援に加
え、消防学校校友会で昼食弁当、飲料水等の販売を行
い、休憩時間には、本宮市消防団ラッパ隊のドリル演
奏が行われるなど、円滑に進行され、来場者から好評
を博しました。
　また、今大会では、消防学校校友会より、炎天下の
中、審査に従事される審査員へ、ロゴプリント半袖ポ
ロシャツが贈呈されました。

4 分団は、第23回全国消防操法大会への出場を決めた。
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新潟県

東京都

ポンプ車の部 小型ポンプの部

小型ポンプの部
順位 出場消防隊名 総合得点 タイム

1 見附市消防団 88.00 43.72
2 新発田市消防団 83.75 42.05
3 長岡市消防団　長岡西部方面隊 83.75 42.61
4 柏崎市消防団　北部方面隊 83.75 44.84
5 関川村消防団 82.75 44.75
6 上越市消防団　上越方面隊 79.75 45.96
7 加茂市消防団 78.75 44.57
8 佐渡市消防団　南佐渡方面隊 78.00 42.63
9 村上市消防団　朝日方面隊 76.50 45.92
10 新潟市消防団　西方面隊（赤塚分団） 76.50 46.31
11 妙高市消防団　妙高高原方面隊 76.50 46.87
12 小千谷市消防団 76.25 42.85
13 十日町市消防団　松代方面隊 73.75 45.48
14 糸魚川市消防団　能生消防隊 72.75 43.73

☆東京都
11月10日（土）東京消防庁消防学校
ポンプ車の部

【優勝】多摩市消防団
小型ポンプの部

【優勝】渋谷消防団
　社団法人東京都消防協会と東京消防庁共催で開催さ
れている本大会も今年で42回を迎えました。東京消防
庁消防学校において、特別区15団、多摩地区 8 団の計
23団、消防団員約161名が参加し、連日の厳しい訓練
の成果を競い合いました。約2,300名の応援者、見学者
が見守る中、地元の高い期待と熱い声援を背に受け、
熱気あふれる大会となりました。

順位 出場消防隊名 総合得点 タイム
15 村上市消防団　山北方面隊 72.75 45.65
16 五泉市消防団 72.50 45.42
17 湯沢町消防団 72.25 45.84
18 新潟市消防団　西方面隊（黒埼分団） 67.50 46.26

☆神奈川県
7 月24日（火）神奈川県消防学校訓練場
ポンプ車の部

【優勝】綾瀬市消防団
小型ポンプの部

【優勝】南足柄市消防団
　第48回神奈川県消防大会が 7 月24日県消防学校で開
催された。蒸し暑く風が少ない、夏の強い日差しの中、
団員は地域防災の守りを誇りに代表としての威厳を持
ち、地域住民の声援と激励を受け実施された。

　ポンプ車 8 隊、小型ポンプ車25隊200余名が出場し、
競技が開始され応援席からは、声を出せ、焦るな、確
実に等の声援をうけ熱戦が繰り広げられた。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いてきた精鋭が、応援者が見守る
前できびきびとした動作、鍛えられた演技を披露し、
日頃の訓練成果を充分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た。
　結果は小型ポンプの部、南足柄消防団、ポンプ車の
部、綾瀬市消防団が最優勝の栄冠に輝き10月に開催さ
れる全国大会に向け新たな一歩を開始した。
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群馬県 群馬県

千葉県 千葉県

☆埼玉県
8 月25日（土）埼玉県消防学校
ポンプ車の部

【優　勝】所沢市消防団
【準優勝】坂戸市消防団
【第 3 位】朝霞市消防団
小型ポンプの部

【優　勝】小鹿野町消防団
【準優勝】飯能消防団
　県と共催の消防操法大会は、第27回を数え、各支部
から予選を突破した精鋭が集い、ポンプ車の部10隊、
小型ポンプの部 5 隊による優勝旗の争奪戦が展開された。
　記録的な猛暑にもかかわらず、上田県知事をはじめ

☆千葉県
7 月28日（土）千葉県消防学校
ポンプ車の部

【優勝】君津市消防団
小型ポンプの部

【優勝】大網白里町消防団
　昨年は東日本大震災の影響で中止となったため 2 年
ぶりとなる第48回千葉県消防操法大会は、真夏の暑い
天気の中、森田千葉県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名が参加して盛大に開催
されました。
　県内の各支部（10支部）から厳しい予選を勝ち抜い
てきた、ポンプ車の部12チーム、小型ポンプの部12チー
ムが出場して日頃の訓練の成果を競い合い、消防操法
技術の向上と士気高揚を図りました。
　会場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、それぞれのチームに対し、盛大な歓声
が上がり、応援も盛り上がっていました。

県内の消防関係者や家族を含む約2,000名が見守る中、
競技開始。午後のピーク時にはアスファルト上の地表温
度が50度となる劣悪な状況、そんな中、鍛え抜かれた
精神力と体力で誰一人熱中症になることなく、また、け
が人もなく無事競技が終了。
　競技中は、家族や同僚団員から熱い声援が飛び交い、
選手達は、日頃の訓練成果を思う存分発揮していた。
　優勝の栄誉は、ポンプ車の部で「所沢市消防団」、
小型ポンプの部で「小鹿野町消防団」が勝ち取った。
小鹿野町消防団は前回大会に続き、小型ポンプの部で
2 連覇、全国大会連続出場となった。
　この大会で、地域と消防団の絆は、更に強まった。
そう感じた大会であった。

☆群馬県
8 月18日（土）群馬県消防学校
ポンプ車の部

【優　勝】沼田市消防団第 4 分団
【準優勝】沼田市消防団第 1 分団
小型ポンプの部

【優　勝】昭和村消防団第 6 分団
【準優勝】東吾妻町消防団第 6 分団
群馬県と群馬県消防協会との共催により隔年実施して

いる消防操法大会も第21回目を迎え、ポンプ車の部14
チーム、小型ポンプの部 7 チームの精鋭が県内各地区
代表として出場し、熱い戦いを繰り広げました。
　選手は、応援団や関係者など約2,000人が見守る中、
家族や地域の人の声援を受け、日頃の訓練の成果を存
分に発揮しました。
　また、競技終了後、審査結果の発表までの間太田市
消防団ラッパ隊の皆様による模範演技及び消防学校初
任科生による部隊訓練を披露していただきました。
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茨城県 茨城県

栃木県 栃木県

☆茨城県
9 月30日〜10月21日　茨城県立消防学校ほか
各地区優勝チーム　下表のとおり
　63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、ポンプ車の部50隊、小型ポンプ車
の部26隊、合計76隊430名が参加して盛大に開催され
ました。
　昨年に引き続き猛暑の中、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
地区名 ポンプ車の部 小型ポンプの部

県　　北 ひたちなか市 大子町
県　　央 小美玉市 小美玉市
鹿　　行 潮来市 鹿嶋市
県南南部 取手市 阿見町
県南北部 つくばみらい市 かすみがうら市
県　　西 常総市 −

☆栃木県
7 月28日（土）栃木県消防学校
ポンプ車の部

【優勝】那須塩原市黒磯消防団
小型ポンプの部

【優勝】さくら市消防団
　第40回栃木県消防操法大会は、真夏の炎天下の中、
選手や家族、消防団員、一般見学者約1,200名が参加し、
盛大に開催されました。
　各支部の予選を勝ち抜いたポンプ車の部 8チーム、
小型ポンプの部 8 チームが、地域の代表としての誇り
を胸に、日頃の厳しい訓練の成果を十二分に発揮して、

レベルの高い操法技術を披露しました。
　のぼり旗が立ち並び、応援席からの大声援に包まれ
て、操法大会は熱気にあふれ、消防団員の士気の高さ
を肌で感じさせるものでありました。
　特に、小型ポンプの部の優勝チームのさくら市消防
団は、10月 7 日に東京都有明で開催された全国大会に
出場し、地元応援団が見守る前で、正々堂々と立派な
操法を披露いたしました。
　今後とも、消防操法大会を糧として、本県の消防技
術のより一層の向上と、消防団員の士気の高揚に努め
て参ります。

☆山梨県
9 月 9 日（日）山梨県消防学校
ポンプ車の部

【優勝】笛吹市消防団
　第47回山梨県消防団員操法大会は、天候にも恵まれ
参加者1,200人を超える中で盛大に開催されました。隔

年実施となってからの初めてのポンプ車操法大会であ
り、選手たちの大会にかける意気込みは非常に強く、
出場選手たちは、『優勝』という二文字に向かい、早朝、
夜間、休日と訓練を重ね操法技術に磨きをかけてきま
した。
　当日は 8 支部から 8 消防団が参加し、日頃の訓練の
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山梨県

長野県

山梨県

石川県

☆長野県
7 月29日（日）上田市　上田古戦場公園多目的グラウ
ンド・県営上田野球場
ポンプ車の部

【優勝】箕輪町消防団
小型ポンプの部

【優勝】松本市消防団
消防ラッパ吹奏大会

【優勝】須坂市消防団
　長野県と公益財団法人長野県消防協会の共催による

「第54回長野県消防ポンプ操法大会」及び「第21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、ポンプ車の部
12チーム、小型ポンプの部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 チームが出場し、大会関係者、観客と合わせ約3,000
人が参加しました。

☆福井県
7 月28日（土）福井県消防学校
ポンプ車の部

【優勝】南越消防組合越前市消防団　味真野分団
小型ポンプの部

【優勝】大野市消防団　第 5 分団
　毎年、福井県と当協会の共催で開催しており、61回
目となりました。
　 7 月21日の開催予定でしたが、前日からの集中豪雨
で県下に大雨・洪水警報が発令され、家屋の浸水被害
も発生したことから、開催延期を余儀なくされました。
　 1 週間後に開催することができましたが、打って
変って厳しい暑さの中、 9 地方消防協会から選出され
た、ポンプ車の部 9 チームおよび小型ポンプの部 7
チームの選手達は、地元の応援者や消防関係者の声援
を受け、日頃の訓練の成果を力一杯発揮し、おおいに
盛り上がりました。

☆石川県
7 月28日（土）石川県消防学校
ポンプ車の部

【優　勝】かほく市消防団高松第二分団
【準優勝】津幡町消防団倉見分団・能登町消防団三波

分団
　第60回石川県消防操法大会が、 7 月28日石川県消防
学校において開催された。林　一秀能登町消防団長の
指揮のもと、加賀市消防団ラッパ隊上出正彦隊長以下

　また、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」を県操法・
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、岐阜県恵
那市消防団、静岡県富士市消防団、小諸市消防団、上
田市消防団からドリルを始め各地域ならではの曲目を
次々と披露し、観客から大きな拍手が送られました。

成果を発揮し、会場からは選手が披露する機敏な動作
に盛大な拍手や声援が送られ、競技終了後は出場隊の
健闘を讃えるとともに、それぞれの団において長く厳し
い訓練を続けてきた選手たちの労をねぎらっていました。
　惜しくも優勝を逃した消防団ではただちに今後の訓

練計画の検討を開始したところもあり、操法大会は消
防団員の消防技術の向上に確実に寄与しているものと
確信いたしました。一人ひとりの消防団員の思いを大
切に、今後もよりよい消防操法大会となるよう努めて
いきたいと思います。
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富山県 富山県

県大会で優勝した鈴鹿市消防団 第23回全国消防操法大会での消防操法競技の様子

13名の吹奏により、前年度優勝の能登町消防団三波分団
を先頭に地区大会で優勝した精鋭18消防団・分団が入場
行進を行った。七尾鹿島広域圏事務組合第 2 消防団鹿
西分団の堀内浩一選手の宣誓があり、競技が開始された。
　競技結果は、かほく市消防団高松第二分団が優勝の
栄冠を初めて勝ち取り、第23回全国消防操法大会に出

場することになった。
　また開会式では、消防団員を従業員として雇用し、
消防団活動を支援している11の協力事業所に対し、谷
本石川県知事から感謝状が贈呈された。
　競技終了後、第60回の節目の記念大会を祝して、全国
的に活動する輪島高洲太鼓で大会を盛り上げた。

【参勝】高岡市消防団　北般若分団
　第63回富山県下消防団消防操法大会は、平成24年 4
月に新設された富山県広域消防防災センターにおいて
開催され、ポンプ車の部21チーム、小型ポンプの部13
チームの参加のもと、気温37度を超す猛暑の中、参加
各選手は日頃の訓練の成果を遺憾なく存分に発揮する
とともに、応援団が掲げるのぼり旗と、約1,600人の来
場者から大きな声援が送られるなど、消防団の県民に対
するPRに大いに貢献する熱気あふれる大会となりまし
た。

☆愛知県
平成24年 7 月21日（土）半田市役所　職員駐車場
ポンプ車の部

【優勝】大府市消防団
小型ポンプの部

☆富山県
7 月28日（土）富山県広域消防防災センター
ポンプ車の部

【優勝】砺波市消防団　庄下分団
【次勝】高岡市消防団　二塚分団
【参勝】富山市消防団　草島分団
小型ポンプの部

【優勝】高岡市消防団　西五位分団　（全国消防操法大
会出場）

【次勝】富山市消防団　細入南分団

☆三重県
7月21日（土）三重県消防学校
小型ポンプの部

【優　勝】鈴鹿市消防団
【準優勝】いなべ市消防団
【 3 　位】桑名市消防団】
　平成24年 7 月21日、三重県消防学校において、12消
防団の参加のもと、平成24年度三重県消防操法大会が
盛大に開催されました。出場団は雨天の中、日頃の消
防操法技術を競い合い、また、出場選手の活躍を後押

しするように津市消防本部音楽隊、伊賀市消防団ラッ
パ隊の演奏が披露されるなど、大会は盛り上がりをみ
せました。
　大会結果は、鈴鹿市消防団（団長：藤田充）が、昭
和42年の同大会開催以来、初となる優勝の成績を収め、
同団は10月に東京で開催された第23回全国消防操法大
会に出場し、優良賞を受賞しました。
　これら消防操法大会の結果を受け、県内消防団の士
気は、一層の高揚を見せており、今後の活躍が期待さ
れます。

【優勝】日進市消防団
　愛知県では、消防団員の消火技術向上と士気高揚を
図り日ごろ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 2 種目で、消防操
法大会を開催しています。
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愛知県 愛知県

岐阜県 岐阜県

　大会当日は、約3,000人が見守るなか、ポンプ車の部
に23隊、小型ポンプ操法に14隊が参加し日ごろの訓練
の成果を存分に発揮しました。今年は全国操法大会が
開催されることもあって特にポンプ車の部は、熟度の
高い消防操法が展開され上位は優劣が付け難い僅差で
ありました。
　会場に隣接して、地元の物産販売のコーナーが設け
られ、開催地の銘品などが人気を博しました。操法の
休憩時間には、アトラクションとして知多中部消防音

☆岐阜県
8 月 5 日（日）羽島市運動公園
小型ポンプの部

【優勝】羽島市消防団B
　今年の「消防感謝祭」第61回岐阜県消防操法大会か
ら、「個人表彰」を新設し、最優秀番員を表彰する事
にしました。岐阜県では、「団体表彰」の総合得点を
随時発表する形式をとっています。しかし、最優秀番
員賞は閉会式の結果発表で初めて発表されますので、
発表時は所属消防団や観客から大きな歓声が上がりま
した。

　大会当日は、岐阜県各地から地方大会等を勝ち抜い
た、消防団の精鋭達が堂々と入場行進し幕を開けまし
た。今年から新設した個人表彰もあって、選手全員が
気迫みなぎり、活気溢れる大会になりました。
　また、会場付近ではバザー会場・東日本大震災のパ
ネル展示・煙体験ハウス等の地域住民の防災意識の向
上を目的としたブースの設置をしました。さらには、
自衛隊・岐阜県警の協力のもと、防災車両を 1 台づつ
展示頂き、ちょっとした防災展の開催となりました。
来場者は、6,000人を超え、消防団のPR・地域住民の
防災意識の向上に大きく貢献しました。

楽隊の演奏、にっぽんど真ん中祭りで連続入賞してい
る地元のダンスチームDDMカンパニーの華やかなダ
ンス、半田ジュニアブラスバンドの演奏などが華を添
えました。また、名古屋市大須を拠点に活躍中のアイ
ドルグループ“OS☆U”のメンバーも登場し、歌とダン
スを披露した後、半田市女性消防団との軽可搬ポンプ
の放水体験などを行い、会場の雰囲気は大いに盛り上
がりました。

☆京都府
8 月 5 日（日）京都府立丹波自然運動公園
ポンプ車の部

【優勝】与謝野町消防団
小型ポンプの部

【優勝】精華町消防団
　第22回京都府消防操法大会が酷暑の中、来賓、消防
団員等大会関係者、一般見学者あわせて約1,500人の参
加のもと盛大に開催されました。

　ポンプ車の部は10消防団、小型ポンプの部は21消防
団が出場し、各市町村の厳しい予選を勝ち抜いた代表
団員が、日頃の厳しい訓練の成果を力一杯発揮し、操
法技術を競い合う姿に、応援席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。
　なお、今回から優秀消防団の表彰に加え、操法の役
割ごとに優秀な団員を個人表彰し、その栄誉を讃える
こととし、表彰式は、感動的で、より盛り上がりを見
せた中、大会を終えました。
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京都府 京都府

大阪府 大阪府

兵庫県 兵庫県

兵庫県

☆大阪府
9 月 9 日（日）大阪府立消防学校

【総合優勝】中河内地区支部
ポンプ車の部

【優　　勝】羽曳野市消防団
小型ポンプの部

【優　　勝】柏原市消防団
　大阪府と大阪府消防協会との共催により毎年実施して

いる大阪府消防操法訓練大会も第56回を迎えました。
　当日は、晴天に恵まれ、府内 7 地区から選抜された 2
部門それぞれ 7 団、計14の出場団は、日頃の厳しい訓
練の成果を発揮して熱気あふれる大会になりました。
　「小型ポンプの部」で優勝した柏原市消防団は、第23
回全国消防操法大会に出場することが決定しました。
　柏原市消防団は、昨年の「ポンプ車の部」の優勝に
続き、連覇となりました。

☆兵庫県
8 月 5 日（日）兵庫県立広域防災センター
ポンプ車の部

【優勝】南あわじ市消防団
小型ポンプの部

【優勝】福崎町消防団
　今年で24回目を迎えた兵庫県消防操法大会は、夏の
太陽が燦々と照りつける中、兵庫県立広域防災セン
ターにて開催されました。
　炎天下の中にもかかわらず、早朝より多くの関係者
や見学者が声援を送る中、県下各 9 地区の代表チーム

（小型ポンプの部 9 隊、ポンプ車の部 9 隊）が日ごろ
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奈良県

滋賀県

和歌山県

の訓練成果を存分に発揮し、熱気溢れる大会となりま
した。
　また、昨年開催された全国女性消防操法大会に出場

した、豊岡市女性消防隊が操法を披露して下さり、観
客からは盛んな拍手が送られ、大会に華を添えていた
だきました。

☆奈良県
9 月 5日（水）橿原市慈明寺町　橿原運動公園駐車場
ポンプ車の部

【優勝】葛城市消防団
小型ポンプの部

【優勝】奈良市消防団
　第24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、前回と同じ橿原市慈明寺町橿原運
動公園駐車場において開催しました。
　今年も、ことのほか残暑厳しく、当日もうだるよう
な暑さに見舞われましたが、県下各支部から、ポンプ
車の部には11チーム、小型ポンプの部に は 8チームが
参加し、出場隊員は日頃の訓練の成果を十分に発揮し、
熱戦を繰り広げました。特にポンプ車操法は実戦さな
がらに「水出し」による操法をおこない、多数の来賓
の他、消防職・団員や家族ら、約1,500人が見守るなか、
盛会のうちにけが人もなく無事に大会を終了すること
ができました。

　なお、ポンプ車の部において、優勝した葛城市消防
団チームは、平成24年10月 7 日に東京臨海広域防災公
園で開催された第23回全国消防操法大会に出場し健闘
いたしました。

☆滋賀県
8 月 5 日（日）滋賀県消防学校屋外訓練場
ポンプ車の部

【優勝】野洲市消防団
小型ポンプの部

【優勝】甲賀市消防団B
　第47回滋賀県消防操法訓練大会は、ポンプ車の部18
チーム、小型ポンプの部11チームの精鋭が県内各地域
の代表として出場し、熱い闘いを繰り広げました。
　選手をはじめ、応援団や関係者など約2,400人が見守
る中、ポンプ車の部では全国大会出場を目指し、家族
や地域の方々の声援を受け、「心・技・体」を養うた
め日頃より積み重ねた厳しい訓練の成果を思う存分発
揮し、迅速適正で士気旺盛な熱気溢れる競技が繰り広
げられました。
　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、消防団活動の進歩・充実に寄
与し、県民に対する消防団活動の理解を深めるという
本大会の目的を十分に達し得た大会となりました。

☆和歌山県
8 月 5 日（日）紀の川市打田総合スポーツ公園
ポンプ車の部

【優勝】御坊市消防団名田分団
小型ポンプの部

【優勝】有田市消防団宮原分団
　和歌山県、㈶和歌山県消防協会及び和歌山県消防長
会との共催による和歌山県消防ポンプ操法大会は、隔
年で開催し、今回で24回目を迎えました。
　ポンプ車の部に13チーム、小型ポンプの部に14チー
ムの合計27チームが参加し盛大に開催されました。
　家族や地域の方々の応援や、関係者約1,000人の声援
を受け熱戦が繰り広げられました。
　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。
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和歌山県 和歌山県

鳥取県 鳥取県

島根県 島根県

☆鳥取県
7 月15日（日）米子市、鳥取県消防学校 屋外訓練場
ポンプ車の部

【優勝】米子市消防団（成実分団）
小型ポンプの部

【優勝】米子市消防団（福生東分団）
　第58回鳥取県消防ポンプ操法大会は、当日の最高気
温が36度と猛暑になりましたが、ポンプ車の部12隊、
小型ポンプの部 9 隊の出場で日頃の訓練成果を競い合

い、熱のこもった大会となり、小型ポンプの部で優勝
した米子市消防団（福生東分団）が初の全国大会出場
権を手にしました。
　また、本大会から一般住民にも来場してもらえるよ
うに、起震車による震度体験や消防学校訓練棟内での
煙体験を実施し、東日本大震災の写真パネルや県内消
防団の写真パネル等の展示、多機能車両などの展示も
行い、消防グッズ販売店にも出展していただいて、グッ
ズ販売をお願いしました。

☆島根県
8 月 5 日（日）横田公園陸上競技場（奥出雲町）
ポンプ車の部

【優勝】奥出雲町消防団八川分団
小型ポンプの部

【優勝】奥出雲町消防団横田分団
　第56回島根県消防操法大会には、ポンプ車の部に12

隊、小型ポンプの部に26隊が出場し、約2,200名の観衆
が見守る中、猛暑になりましたが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。
　昼休みには、第23回全国消防操法大会ポンプ車の部
に県代表として出場する益田市消防団の訓練披露と女
性消防団員による操法展示が行われ、会場は大いに盛
り上がりました。



36

大会会場（左下　赤磐市消防団ラッパ隊） 審査員の皆さん

応急操法 選手宣誓

☆岡山県
5 月20日（日）岡山県消防学校
ポンプ車の部

【優勝】和気町消防団第 4 分団
小型ポンプの部

【優勝】岡山市消防団都六区分団
　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、ポンプ

車の部10チーム、小型ポンプの部25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。なお、今
回は司会の赤磐市消防団女性部　藤原部長と進行の同
団ラッパ隊の皆さんで会場を大きく盛り上げていただ
きました。
　大会結果は、ポンプ車の部で優勝を果たした和気町
第 4 分団が 8 連覇を成し遂げ、10月 7 日に開催された
第23回全国消防操法大会において、前回出場の第21回
大会に引き続き、見事全国優勝を果たしました。

☆山口県
9 月15日（土）山口県消防学校
基本操法ポンプ車の部

【優勝】萩市消防団
基本操法小型ポンプの部

【優勝】萩市消防団A
応急操法ポンプ車の部

【優勝】岩国市消防団岩国南方面隊岩国分団
応急操法小型ポンプの部

【優勝】宇部市宇部消防団東部方面隊西岐波分団
女性軽可搬ポンプ基本操法の部

【優勝】和木町消防団
女性水バケツ消火競技

【優勝】阿東町婦人防火クラブB
　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59回目
を迎え、第30回女性消防操法大会と併せ、参加者約1,400
名のもと盛大に行われました。
　今年は17市町から、基本操法ポンプ車の部 7 隊、基
本操法小型ポンプの部16隊、応急操法ポンプ車の部 7
隊、応急操法小型ポンプの部11隊及び女性軽可搬ポン
プ基本操法 2 隊、女性水バケツ消火競技 4 隊の 6 部門
計47隊が出場しました。
　台風16号の接近により未明に激しい雷雨があったも
のの、大会開催時には晴天に恵まれ、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、日頃の
訓練成果が遺憾なく発揮されました。
　また、来年度の全国女性消防操法大会の出場権を競
う軽可搬ポンプは、熱い闘いの結果、和木町が全国大
会初出場を決めました。

☆徳島県
7 月22日（日）徳島県消防学校　グラウンド
ポンプ車の部

【優勝】阿南市消防団　加茂谷分団第 7 班
小型ポンプの部

【優勝】阿南市消防団　加茂谷分団第 6 班
　第28回徳島県消防操法競技大会は、徳島県消防学校

グラウンドにおいての初めての開催となりました。
　ポンプ車の部に12隊、小型ポンプの部に18隊が出場
し、炎天下、仲間の団員や家族など約1,200人の熱い声
援を受けながら、長く厳しい訓練の成果を遺憾なく発
揮した白熱の競技を繰り広げました。
　また、昼の休憩時には、小松島市女性消防隊による軽
可搬ポンプ操法が披露され、大きな拍手が送られました。
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徳島県 徳島県

香川県

愛媛県 愛媛県

愛媛県

☆香川県
9 月9日（日）香川県消防学校放水訓練場
ポンプ車の部

【優勝】三豊市消防団豊中方面隊
小型ポンプの部

【優勝】土庄町消防団土庄分団
　今回で40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。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した。
　また、平成17年 4 月に開校した消防学校を会場とした

☆愛媛県
7月29日（日）愛媛県消防学校　大規模訓練場
ポンプ車の部

【優勝】伊方町消防団　第 9 分団
小型ポンプの部

【優勝】伊方町消防団　第 3 分団
　愛媛県と愛媛県消防協会の主催で、第27回愛媛県消
防操法大会が盛大に行われました。
　本大会は、全国消防操法大会が開催される年の隔年
で開催しており、県内（20市町）11地区から地区大会
で勝ち抜いた、ポンプ車の部15チーム、小型ポンプの
部17チームの選手175名と、出場消防団関係者、家族、
地域住民など1,600人余りが参加し、猛暑の中、日頃の
厳しい訓練の成果を披露しました。
　ポンプ車の部で優勝した伊方町消防団第 9 分団が、
第23回全国大会出場権を獲得しました。

　また、小型ポンプの部で優勝した伊方町消防団第 3
分団は、前回に続き連覇を成し遂げました。
　最優秀選手個人の部表彰では、部門ごとに名前を呼
ばれると会場から大きな拍手と声援が送られ、さらに
盛り上がった大会となりました。

大会で、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。

☆長崎県
8 月 5 日（日）長崎県消防学校
ポンプ車の部

【優勝】壱岐市消防団

小型ポンプの部
【優勝】壱岐市消防団
　長崎県と長崎県消防協会の共催で 2 年毎に開催して
いる本大会も第31回を迎えました。
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開会式全体風景 放水風景

福岡県 福岡県

大分県

　当日は、早朝から 8 月の強い日差しと会場の熱気が
相まって、選手のみならずスタッフ、応援団、観客も
汗をしたたらせる中行われました。
　各分会から選出された16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。
　全てのチームが気迫に満ちあふれた操法を展開し、
標的が落とされるたびに大きな歓声が沸き起こりました。

☆熊本県
8 月26日（日）熊本県天草市大矢崎緑地公園
ポンプ車の部

☆福岡県
9 月 9 日（日）福岡県消防学校
ポンプ車の部

【優勝】朝倉市消防団
小型ポンプの部

【優勝】福岡市東消防団
　大会当日は晴天に恵まれ、操法大会参加人員288名、
大会関係者約500名、応援者1,300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、日本消防
協会の秋本会長を迎え岡部会長の下、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、本年参加の福岡市消防団の音楽隊、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、今回は小型ポンプの部で福岡市東消防団が優
勝という栄冠を勝ち取り10月に東京臨海防災公園で開催さ
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、表彰が終わる頃には滝のよ
うな雨が降りましたが、無事終了することができました。

☆大分県
8 月26日（日）由布市挾間町　大分県消防学校
ポンプ車の部

【優勝】九重町消防団
小型ポンプの部

【優勝】佐伯市直川消防団
　27回目を迎えた今大会は、早朝から晴れたり、にわ
か雨が降ったりと天候不順のなか、来賓・大会関係者
等1,000名が参加して開催され、県下17の消防団からポ
ンプ車の部10隊、小型ポンプの部13隊が出場して、日
頃の訓練の成果を競いました。
　特に今年は 7 月の二度に渡る九州北部豪雨の被災地

となった市町村の出場が危ぶまれましたが、消防魂を
如何なく発揮し、盛会裡に終了しました。

　優勝した壱岐市消防団チームは、ポンプ車の部では
実に 9 連覇を達成し、又小型ポンプの部では第29回大
会以来の優勝を果たしました。
　10月7日に開催された全国大会では、小型ポンプの部で
壱岐市消防団が、悪天の中見事なチームワークを見せて、
長崎県代表として実に30年ぶりに優勝の栄冠に輝きました。
　本県代表は前回、前々回と 2 回連続で準優勝でした
ので、まさに念願の全国優勝となりました。

【優勝】甲佐町消防団
小型ポンプの部

【優勝】天草市消防団（牛深方面隊）
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熊本県 熊本県

宮崎県 宮崎県

鹿児島県 鹿児島県

　熊本県と熊本県消防協会との共催により『第29回熊
本県消防操法大会』が猛暑の中、「藍より青い」天草
の海に囲まれた天草市大矢崎緑地公園で開催され、日
本消防協会の秋本会長を始め多数のご来賓に出席して
いただき、激励の言葉を賜りました。
　会場内には各消防団の横断幕や色とりどりの幟旗が
掲げられ、また、会場の一角には消防グッズや地元特
産品の販売店も建ち並ぶなど、大変な盛りあがりを見

☆宮崎県
8月25日（土）宮崎県消防学校
ポンプ車の部

【優勝】日向市消防団第 2 分団第 6 部
小型ポンプの部

【優勝】都農町消防団東分団第 4 部
小型積載車の部

【優勝】日之影町消防団第 3 分団第13部
　 8 月25日（土）宮崎県消防学校において、財団法人

宮崎県消防協会と宮崎県との共催による第33回宮崎県
消防操法大会が、 4 年ぶりに盛大に開催されました。

（ 2 年前の県大会が口蹄疫により中止となった為）
　当日は晴天に恵まれ、ポンプ車の部 9 隊、小型ポン
プの部13隊、小型ポンプ積載車の部10隊の合計32隊が
出場して、熱戦を繰り広げ、小型ポンプの部では都農
町消防団が優勝し、全国大会の切符を手に入れました。
　競技終了後は、延岡市消防団ラッパ隊によるアトラク
ションもあり、盛会のうちに終了致しました。

☆鹿児島県
8 月30日（木）鹿児島県消防学校
ポンプ車の部

【優勝】中種子町消防団
小型ポンプの部

【優勝】長島町消防団
　鹿児島県と鹿児島県消防協会主催による第29回鹿児
島県消防操法大会は、前回大会が口蹄疫の発生のため
中止されたことから、 4 年ぶりの大会となりました。
　曇り、時折の雨、強い夏の日差しと安定しない天候

ではありましたが、消防団員やその家族、一般見学者
等約700名の大きな声援を受けて、県下消防協会11支
部22消防団の熱い戦いが繰り広げられました。
　長く厳しい練習を経て、勝ち抜いてきた各支部代表
の面々であり、甲乙つけがたい見事な操法が展開され
る中、小型ポンプの部で出水支部長島町消防団中央分
団、ポンプ車の部で熊毛支部中種子町消防団中央分団
が栄えある優勝となりました。連続出場となった中種
子町消防団の全国消防操法大会での活躍が大いに期待
されます。

せました。
　県内23支部より選抜された、ポンプ車の部12チーム、
小型ポンプの部28チームの選手達は地元の熱い期待と
盛大な声援を受け、約3,000人が見守る中、日頃の厳し
い訓練の成果を遺憾なく発揮して、熱気あふれる競技
が繰り広げられました。
　なお、今回、ポンプの部で優勝した天草市消防団が
全国大会出場の推薦を受けました。


