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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

秋田県

北海道

　平成25年度の各都道府県消防操法大会は、 5 月
19日の岡山県消防操法大会を皮切りに27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
磨と士気高揚を目的に、全国で開催される消防操

☆北海道
7 月19日（金）北海道消防学校
小型ポンプの部

【優　勝】網走地区消防組合女満別消防団
【準優勝】南空知消防組合由仁消防団
【優良賞】砂川地区広域消防組合浦臼消防団
　　　　  檜山広域行政組合今金町消防団
　第41回北海道消防操法訓練大会が、総務省消防
庁長官（代理：仲田総務課消防技術政策室長）、

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。

日本消防協会会長（代理：原理事長）をはじめ多
数のご来賓を迎え盛大に開催されました。大会に
は、応援の家族や消防関係者ら約800人が詰めか
け、日頃の訓練成果を発揮しようとスピード、チー
ムワークなどを競いました。昼休みには、全国女
性消防操法大会に出場する登別市女性消防隊によ
る軽可搬ポンプ操法の披露、札幌市消防音楽隊に
よるドリル演奏も行われ盛会裏のうちに終了しま
した。

☆秋田県
9 月 6 日（金）秋田県消防学校
小型ポンプ操法の部

【優　　勝】小坂町消防団第4分団
ポンプ車操法の部

【優　　勝】大潟村消防団第3分団
【総合優勝】能代市山本郡支部
　第50回秋田県消防操法大会が、平成25年 9 月 6
日（金）、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、日
頃の訓練の成果を競いました。
　また、10月17日に実施される第21回全国女性消
防操法大会に秋田県代表として出場する大仙市女
性消防隊が軽可搬ポンプ操法を披露し、会場から

拍手と声援が送られました。
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新潟県新潟県

東京都

☆山形県
7 月28日（日）〜 9 月 8 日（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 上山市消防団
西村山 競技なし 西川町消防団
北村山 東根市消防団 大石田消防団
最上 競技なし 戸沢村消防団
東南置賜 高畠町消防団 川西町消防団
西置賜 飯豊町消防団 白鷹町消防団
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28隊168名、
小型ポンプの部55隊288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
7 月28日（日）上越市みなと風車公園
「地域防災力の向上を目指して！」
　 7 月28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64回新潟県消防大会」
を上越市「みなと風車公園」にて実施しました。
　大会前日のリハーサルでは雷が鳴り響く大雨で
操法競技会の開催が危ぶまれておりましたが、大
会当日は雲一つない快晴で、ポンプ車操法及び小
型ポンプ操法の 2 部門に計27チームが参加し操法
競技会が行われました。平成23年から導入した水
出し操法競技も定着し、各チームとも日頃の訓練
の成果を遺憾なく発揮し、昨年の村上大会に続き
地元上越市消防団がポンプ車操法で優勝されまし
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。
ポンプ車操法の部

【優　勝】上越市消防団 上越方面隊
小型ポンプ操法の部

【優　勝】長岡市消防団 栃尾方面隊

☆東京都消防操法大会
10月25日（日）東京消防庁消防学校
　平成25年10月25日（日）、東京消防庁消防学校
において、第43回東京都消防操法大会が、東京都
消防協会（石田会長）と東京消防庁（大江消防総
監）の共催で開催されました。
　今年の大会は、当初に予定されていた10月24日
が台風28号の影響により順延され、翌25日の開催
となりました。
　当日は、台風一過の紺碧の空の下、出場する消
防団員の家族、それぞれの地域の皆さんや、所属
消防団員など、たくさんの応援団が駆けつけ見守
るなか日頃の訓練成果を遺憾なく発揮していまし
た。
　大会は、多摩・島しょ地区 9 隊によるポンプ車

操法、特別区15隊による可搬ポンプ操法で競われ
ました。
　大会の結果については、次のとおりです。
ポンプ車の部（多摩、島しょ）

【優　勝】三宅村消防団
【準優勝】奥多摩町消防団
【第三位】立川市消防団
　　　　  町田市消防団
可搬ポンプの部

【優　勝】板橋消防団
【準優勝】玉川消防団
　　　　  高輪消防団

【第三位】城東消防団
　　　　  千住消防団
　　　　  尾久消防団
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東京都東京都

千葉県 千葉県

☆千葉県
7月27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】市原市消防団
　第49回千葉県消防操法大会は、大会前の雨も止
んで真夏の好天気となった暑い中、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。

☆茨城県
9 月29日（日）〜10月20日（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
　64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25隊、合計76隊431名が参加して盛
大に開催されました。
　また、今年度は自治体消防制度65周年を記念し
て、県内 6 地区の優勝チームによる県中央大会を
11月 3 日、県立消防学校において開催し、ポンプ
車操法の部は常総市消防団、小型ポンプ操法の部
では大子町消防団がそれぞれ優勝しました。

各地区優勝チーム
地区名 ポンプ車操法の部 小型ポンプ操法の部

県　　北 ひたちなか市 大子町
県　　央 大洗町 笠間市
鹿　　行 鉾田市 鹿嶋市
県南南部 取手市 守谷市
県南北部 土浦市 石岡市
県　　西 常総市 −
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長野県 長野県

茨城県 茨城県

☆長野県
8 月 4 日（日）長野市　飯綱高原スキー場第 2 駐
車場・第 3 駐車場
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】上田市消防団
　長野県と公益財団法人長野県消防協会の共催に
よる「第55回長野県消防ポンプ操法大会」及び「第
22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

☆静岡県
9 月 8 日（土）静岡県消防学校
ポンプ車の部

【優　勝】御殿場市消防団
小型ポンプの部

【優　勝】御殿場市消防団
　未明から明け方まで豪雨があり、会場の消防学
校会議室で、パソコンの気象データを見ながら開
催の可否検討会議を行なうという、緊迫した雰囲
気の中で 1 日が始まりました。

　幸い開会式の頃には雨が上がり、協会総裁であ
る川勝平太静岡県知事をはじめとする、来賓の
方々の激励挨拶を受けた後、県内10支部から選ば
れた、ポンプ車、小型ポンプ各10団により、競技
が行われました。
　各団の力が拮抗していて接戦となり、それぞれ
に大きな声援や拍手が送られましたが、結果は、
御殿場市消防団が、両部門優勝という快挙を成し
遂げました。

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、エキジビションとして、
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。
　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、山梨
県甲斐市消防団及び須坂市消防団・長野市消防団
合同チームは、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。
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静岡県 静岡県

富山県 富山県

☆石川県
7 月27日（土）石川県消防学校
ポンプ車操法の部

【優　勝】金沢市第一消防団　野町分団
　各地区の連合訓練大会において選ばれた精鋭18
分団により石川県大会が開催されました。
　開会式において、消防団員を従業員として雇用
している協力事業所 2 社に対し石川県知事から感
謝状が贈呈されました。

　引き続き、ポンプ車操法の競技が開始され、各
分団は団と地区の名誉をかけ、纏やのぼり旗など
を掲げ、激励の言葉や声援の中、日頃の訓練の成
果を遺憾なく発揮し、緊張感に満ちた競技を繰り
広げました。
　競技終了後、第21回全国女性消防操法大会に出
場する宝達志水町子浦女性消防隊による模範操法
があり、大会の有終の美を飾りました。

☆富山県
7 月27日（土）富山県広域消防防災センター
ポンプ車操法の部

【優　勝】高岡市消防団　是戸分団
【次　勝】富山市消防団　萩浦分団
【参　勝】富山市消防団　神明分団
小型ポンプの部

【優　勝】砺波市消防団　栴檀山分団
【次　勝】高岡市消防団　赤丸分団
【参　勝】富山市消防団　山田北部分団
　第64回富山県下消防団消防操法大会は、富山県
と富山県消防協会が共催し、各支部から予選を勝

ち抜いたポンプ車操法の部22チーム、小型ポンプ
操法の部12チームの参加のもと、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
を遺憾なく発揮すべく、総勢192名の精鋭が真剣
に競い合う姿に、約1,600人の来場者から大きな声
援が送られ、消防団のPRに大いに貢献する熱気
あふれる大会となりました。
　また、全国女性消防操法大会に出場する「富山
市女性消防隊」が、日頃の操法訓練の成果を披露
し、会場から全国大会入賞を期待する大きな拍手
で激励を受けました。
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愛知県 愛知県

☆福井県
平成25年 7 月20日（土）福井県消防学校
ポンプ車操法の部

【優　勝】勝山市消防団　第 4 分団
小型ポンプ操法の部

【優　勝】永平寺町消防団　第10分団
　毎年、福井県と当協会の共催で開催しており、
62回目の大会となりました。

　昨年が悪天候で延期となったため今年も心配さ
れましたが、打って変わって厳しい暑さとなり、
最初から白熱した競技となりました。
　 9 地方消防協会から選出された、ポンプ車の部
8 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。

☆愛知県
8 月10日（土）西尾市一色町　西尾市坂田球場
ポンプ車操法の部

【優　勝】知多市消防団
小型ポンプ操法の部

【優　勝】新城市消防団
　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及び小型ポンプ操法の
2 種目で、消防操法大会を開催しています。
　本大会は、尾張・三河地区において交互に開催
しており、今年度は三河地区の西尾市において第

58回大会を実施しました。
　大会当日は、約3,000人の応援者及び見学者が見
守る中、ポンプ車操法の部23隊・小型ポンプ操法
の部14隊が出場し、地域住民の髙い期待と熱い声
援を受け、熱気あふれる大会となりました。
　また、地元の皆さんによるフラダンスや高校生
のジャズ演奏そして「あいち消防団PR大使」で
ある地元アイドルクループ“OS☆U”が放水体験を
行うなど、会場は大いに盛り上がり、県民の皆さ
んは消防団員及び消防団活動に対する理解を大い
に深めることとなりました。

☆岐阜県
8 月 4 日（日）可児市　ふれあいパーク・緑の丘
ポンプ車の部

【優　勝】恵那市消防団
　好天に恵まれて、「消防感謝祭」第62回岐阜県
消防操法が、関係者をはじめ多くの県民の皆さん
の参加を得て、可児市の「ふれあいパーク・緑の
丘」において盛大に開催されました。この大会は、
第50回大会から消防団員の日頃の活躍と消防団員
を支える家族の方々に感謝の思いを込めて「消防
感謝祭」と銘打って開催しています。来場した皆
さんが楽しんでいただけるようなアトラクション

や子供達を対象にした防災教室も開催しました。
また開催地可児市の協力の下バザーも盛大に開催
し大会を一層盛り上げるものとなりました。
　大会競技では、岐阜県下の各消防協会から選出
された30隊の消防団による白熱した消防操法が繰
り広げられました。数ヶ月にわたり日々訓練を積
み重ねてきた成果を遺憾なく発揮し、節度ある規
律、機敏な行動を披露しました。火点に向かって
一直線に延長されたホースから確実な放水技術で
的が倒れると、来場した皆さんから割れんばかり
の大歓声と拍手が送られました。
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岐阜県

滋賀県

岐阜県

大阪府 大阪府

☆滋賀県
8 月 4 日（日）滋賀県消防学校屋外訓練場
ポンプ車の部

【優　勝】甲賀市消防団A
小型ポンプの部

【優　勝】日野町消防団
　県と県消防協会主催の第48回滋賀県消防操法訓
練大会は、 2 部門に27チーム、約230人が出場し、
ポンプ車の部に10市町の12チーム、小型ポンプの
部に12市町の15チームが地域の代表として、放水
して標的を倒すまでのタイムや操作の正確さを競
いました。
　また、地域を代表して大会に出場する各チーム
の団員は、それぞれ休日あるいは早朝・夜間に厳
しい訓練を繰り返し、技能の向上や士気の高揚に
努めてきました。
　なお、消防操法訓練大会の実施は、消防関係者

☆大阪府
9 月 8 日（日）大阪府立消防学校

【総合優勝】中河内地区支部
ポンプ車操法の部

【優　　勝】豊中市消防団
小型ポンプ操法の部

【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毎年実
施している大阪府消防操法訓練大会も第57回を迎

えました。
　当日は、開会前から大雨となり開会が危ぶまれ
ましたが決行しました。操法中はやんだり小雨に
なったりとあいにくの天気でしたが、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。
　「ポンプ車操法の部」優勝の豊中市消防団なら
びに「小型ポンプ操法の部」優勝の八尾市消防団

の消防操法技術を錬磨し、非常事態に際し、機敏
な行動によって対処しうる能力を養うこと、また、
厳正・敏速な団体行動と強固な消防精神を滋養す
るなど、地域防災力の向上に非常に資しています。
　約2000人の参加・来場を得て、消防操法訓練へ
の関心や重要性の理解を進めることができました。
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鳥取県 鳥取県

島根県 島根県

☆鳥取県
7 月 7 日（日）米子市、鳥取県消防学校 屋外訓
練場
ポンプ車操法

【優　勝】三朝町消防団（第13分団）
小型ポンプ操法

【優　勝】米子市消防団（福生東分団）
　第59回鳥取県消防ポンプ操法大会は、雨と雷で
一時中断したもののさほどの遅れもなく、ポンプ
車操法の部12隊、小型ポンプ操法の部 8 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

☆島根県
8 月 4 日（日）江津中央公園多目的広場（江津市）
ポンプ車操法の部

【優　勝】江津市消防団
小型ポンプ操法の部

【優　勝】奥出雲町消防団
　第57回島根県消防操法大会は、 7 月28日に発生
した大雨によりポンプ車及び小型ポンプの両部門
へ出場予定だった津和野町消防団が出場を辞退さ
れました。また、 8 月 4 日未明からの豪雨により

開会式を急きょ体育館で行いましたが、ポンプ車
の部に10隊、小型ポンプの部に18隊が出場し実施
しました。
　また、昼休みには第21回全国女性消防操法大会
に県代表として出場する吉賀町女性消防隊の操法
披露と島根県消防学校初任教育第53期学生による
訓練披露を行いました。
　なお、小型ポンプの部で優勝した奥出雲町消防
団は、来年開催される第24回全国消防操法大会の
小型ポンプの部への出場権を獲得しました。

となりました。
　また、第21回全国女性消防操法大会に出場する
鳥取市女性消防隊が軽可搬ポンプ操法を披露し、
来場者からの暖かい拍手と激励を受けました。
　この大会では、一般住民にも来場してもらえる
ように事前にチラシを配布し、煙体験の実施や消
太パネルによる写真撮影コーナーを設置したり、
東日本大震災の写真パネルや県内消防団の活動写
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店していただきました。

はともに前回大会出場時も優勝されています。
　「総合優勝」の中河内地区支部は 3 連覇となり
ました。
　また、大会の休憩時間を利用して、第21回全国

女性消防操法大会に出場する泉大津市女性消防隊
による軽可搬ポンプ操法の披露も行われ、その後、
府内の女性消防団員一同から激励会も開かれまし
た。
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笠岡市女性消防隊による水出し操法 真庭市消防団湯原方面隊ラッパ隊

広島県 広島県

☆岡山県
5 月19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】岡山市消防団都六区分団
　今大会は、備前、備中、美作の 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12チーム、小型ポンプ操法の
部23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。大会の司会は真庭市消防団湯原
方面隊女性団員　長須久美子さんが行い、進行に
際しては真庭市消防団湯原方面隊ラッパ隊の皆さ

んが会場を盛り上げてくださいました。
　大会結果は、ポンプ車操法の部で優勝を果たし
た和気町第 4 分団は 9 連覇を成し遂げ、小型ポン
プ操法の部では岡山市消防団都六区分団が優勝し
ました。よって、平成26年に開催予定である全国
消防操法大会への出場権を獲得しました。
　なお、訓練終了後に第21回全国女性消防操法大
会出場の笠岡市女性消防隊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軍手とルーペを記念品とし
て配布しました。

☆山口県
9 月21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】岩国市消防団岩国東方面隊麻里布分団

☆広島県
平成25年 9 月 7 日（土）
小型ポンプ操法

【優　勝】福山市消防団
　広島県と公益財団法人広島県消防協会主催の小
型ポンプ操法競技大会が、広島県消防学校グラン
ドで盛大に開催された。

　県内の市町消防団から選抜された22チーム110
名の選手が、小雨との天気予想される中、一般市
民、団員、応援の家族等2100名が見守る中、市町
の名誉を懸けて、連日の厳しい訓練の成果を競い
合いました。
　審査の結果、福山市消防団が優勝し、全国大会
の切符を手にしました。

応急操法ポンプ車の部
【優　勝】岩国市消防団由宇方面隊第 2 分団
応急操法小型ポンプの部

【優　勝】宇部市消防団西部方面隊厚南分団
　　　　  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
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基本操法小型ポンプの部競技 基本操法小型ポンプの部優勝隊の表彰

高知県 高知県

【優　勝】下関市消防団
女性水バケツ消火競技

【優　勝】下関市長府地区婦人防火クラブ
　山口県、山口県消防協会及び山口県消防クラブ
連合会の共催のもとで開催した本大会は、今年で
60回目を迎え、第31回女性消防操法大会と併せ、
参加者1,400名のもと盛大に行われました。
　今年は17市町から、基本ポンプ車操法 6 隊、基
本小型ポンプ操法18隊、応急ポンプ車操法 7 隊、
応急小型ポンプ操法11隊及び女性軽可搬ポンプ基

☆香川県
9 月 8 日（日）香川県消防学校放水訓練場
ポンプ車の部

【優　勝】三豊市消防団詫間方面隊第 1 分団
小型ポンプの部

【優　勝】東かがわ市消防団
　今回で41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。千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。

☆高知県
10月13日（日）高知県消防学校
ポンプ車操法の部

【優　勝】仁淀川町消防団
小型ポンプ操法の部

【優　勝】高幡消防組合梼原消防団
　平成25年度高知県消防操法大会は、秋空が青々
と晴渡った「絶好の操法大会日和」のもと、県内

17地区から選出された、ポンプ車操法の部、小型
ポンプ操法の部、各18チームの選手198名と、来賓、
消防関係者など、800人余りが参加し、高知県消
防学校において盛大に開催されました。
　各チームともに、仲間の団員や家族などの熱い
声援を受けながら、地区代表として厳しい練習を
重ねてきた成果を十二分に発揮して見事な操法を
披露し、参加者に大きな感動を与えるとともに、

本操法 1 隊、女性水バケツ消火競技 2 隊の 6 部門
計44隊が出場しました。
　 7 月28日の山口島根豪雨災害の影響により出場
できなくなった隊もある中、出場チームが日頃の
訓練成果を遺憾なく発揮し、活気あふれる競技が
繰り広げられました。
　なお、基本操法小型ポンプの部で優勝した岩国
市消防団岩国東方面隊麻里布分団が、来年の全国
大会へ出場することになります。
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佐賀県

福岡県福岡県

白熱した熱戦が繰り広げられました。
　今回、ポンプ車操法の部で見事優勝した「仁淀
川町消防団」は、来年度東京で開催される、全国
消防操法大会においても本県代表として高いレベ
ルの操法を披露してくれるものと期待されます。

☆福岡県
平成25年 9 月 8 日（日）福岡県消防学校
軽可搬ポンプ操法

【優　勝】久留米市女性消防隊
　念願の女性消防団員による第 1 回福岡県女性消
防操法大会を開催しました。
　当初、出場隊はあるのか？そもそも大会の体を
なすのか？等の懸念も杞憂に過ぎず、蓋を開ける
と12隊の出場がありました。
　日消の秋本会長、小川県知事を迎え、マスコミ
からも多数の取材を受けて注目を浴びる中で、華
やかに開会することができました。各出場隊とも
春先から練習を開始し、夏場の暑くて厳しい訓練

☆佐賀県
7 月28日（日）有明佐賀空港多目的広場
訓練礼式の部　

【優　勝】唐津市消防団浜玉支団
小型ポンプの部

【優　勝】太良町消防団
　第32回佐賀県消防操法大会は佐賀県、佐賀県消
防協会主催のもとで炎天下の有明佐賀空港多目的
広場で開催されました。
　今回の操法大会は、消防団120年、自治体消防
65周年を記念して二部構成とし、第一部は「訓練
礼式の部」 4 消防団、「小型ポンプ操法の部」に
10消防団が出場しました。
　第二部は県内消防団が出初式等で伝統的に実施
している古式操法をこの操法大会で披露して頂く
ようお願いし、次の4消防団の古式操法を展示し
ました。
○腕用ポンプ操法　（唐津市消防団浜玉支団）
○瓦落とし操法　　（唐津市消防団相知支団）

　また、大会の休憩時間には、今般の第21回全国
女性消防操法大会に出場した中土佐町女性消防隊
による、軽可搬消防ポンプ操法の披露も行われ、
参加者からは大きな拍手と声援が贈られるなど、
さらに盛り上がった大会となりました。

を乗り越えてきた成果が如実に表れており、キビ
キビした動作は実に心地良く、甲高い号令は夏空
へ吸い込まれていくようでした。出場隊員は実に
巧みにポンプを操り、ホースの展張も順調でポン
プが起動しない、標的が落とせないという隊はあ
りませんでした。
　会場を取り囲む観衆は幾重にも重なり男性操法
大会を上回るほどで、男性団員による特別応援も
随所に見ることができて、一時は応援席の取り合
いのような有様でした。表彰式で表彰を受けた女
性隊員が感激の涙、涙にむせび抱き合う姿は、多
くの人に感動と共感を与え、次回は出場したいと
いう声が次々と寄せられました。
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菊池市総指揮者 八代市操法

沖縄県 沖縄県

○馬簾回し　　　　（神埼市消防団）
○馬簾回し　　　　（吉野ヶ里消防団）
　そして、今回、第21回全国女性消防操法大会に
佐賀県代表として出場する基山町女性消防隊が操
法を披露しました。

☆熊本県
平成25年 8 月 4 日（日）菊池市総合体育館駐車場
第 3 回熊本県女性消防操法大会（軽可搬ポンプの部）

【優　勝】菊池市女性消防隊
【準優勝】大津町女性消防隊
【第 3 位】美里町女性消防隊
　熊本県と熊本県消防協会主催により、第 3 回熊
本県女性消防操法大会を開催しました。
　各消防協会支部から、今回は14支部15チームが
地域の代表として出場。
選手をはじめ、応援団や消防関係者等、約1,100名
以上が見守る中、当日はあいにくの雨模様で最悪

のコンディションとなりましたが、素晴らしい
熱戦が繰り広げられました。
　開会式の途中から豪雨になったり、小雨になっ
たりと大変な 1 日でしたが、どのチームも操法
を中止することなく、長期間の厳しい訓練に耐
え抜いた成果を発揮し、女性消防隊の志気の高
揚と消防技術の向上に役立った大会でした。
　優勝した菊池市女性消防隊は、10月17日（木）
横浜市消防訓練センターで開催された第21回全
国女性操法大会に県代表として出場し、郷土の
期待に応え、全国大会準優勝に輝き、熊本県女
性消防隊のレベルの高さを示してくれました。

　当協会は公益財団法人の認可を受けての第一回
目の県操法大会で一般県民の見学者を一人でも多
く増やすためにポスターを千部作成し、事前に県
内各所に配布掲示を行う等、操法大会のPRを徹
底することに苦心しました。

☆沖縄県
11月14日（木）沖縄県消防学校
ポンプ車の部

【優　勝】宜野湾市消防団
小型ポンプの部

【優　勝】うるま市消防団
　第23回沖縄県消防操法大会は、平成25年11月14
日（木）、県内 6 地区から選抜された選手91名が
参加して沖縄県消
防学校に於いて開
催されました。当
初 計 画 は11月7日
の予定で準備を進
めていたが、台風
24号の影響を受け
延期を余儀なくさ
た大会であった。
　各消防団にあっ
ては、日頃の訓練
の成果をいかんな

く発揮し、大会関係者、見学者から盛大な声援を
受け、熱戦が展開されました。
　近年東日本大震災をはじめ、大雨による土砂災
害等消防を取り巻く環境はますます重要性を増し
ている状況にあり、このような時期に、消防団活
動の一環である消防操法大会が開催されたこと
は、県民への消防団の存在感を広くアピールでき
たものと考えます。
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