
都道府県における消防操法大会の結果
（公財）日本消防協会、各都道府県消防協会

宮城県 宮城県

山形県

　（公財）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、競輪事業収
益による公益財団法人JKAの援助を受けて交付し

☆宮城県
7月27日（日）宮城県消防学校
成　績
ポンプ車操法第 1位 小型ポンプ操法第 1位
石巻市消防団 石巻市消防団

総合優勝 石巻市消防団
総合準優勝 登米市消防団
　 7月27日（日）、消防関係者や応援団など約  

ています。
　平成26年度の各都道府県消防操法大会の開催結
果は、次のとおりです。

2,000人が駆け付け声援を送るなか、第48回宮城県
消防操法大会が宮城県消防学校にて開催されまし
た。
　今大会には、東日本大震災後初出場となった石
巻市消防団をはじめ、県内 7ブロックから 9消防
団が出場し、熱い戦い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。

☆山形県
7月13日（日）～ 9月14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 朝日町消防団 寒河江市消防団
北村山 東根市消防団 東根市消防団
最上 競技なし 戸沢村消防団
東南置賜 南陽市消防団 南陽市消防団
西置賜 白鷹町消防団 飯豊町消防団
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33隊203名、
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ポンプ車操法放水体勢 車両後方の隊員

新潟県 新潟県

山形県

☆新潟県
7月27日（日）小千谷市白山運動公園第 2駐車場
「消防力の充実強化を目指して!」
　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65回新潟県消防大会・操法競技会」を
小千谷市で開催しました。操法競技会では、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、あいにくの雨降りの中でしたが各チー
ムとも日頃の訓練の成果を如何なく発揮されまし
た。
　長岡市消防団がポンプ車操法の部と小型ポンプ
操法の部でダブル優勝を果たし、小型ポンプ操法
の部で全国消防操法大会に出場します。
　成績結果は次のとおり。
ポンプ車操法の部
【優　勝】長岡市消防団　長岡川西方面隊
小型ポンプ操法の部
【優　勝】長岡市消防団　長岡北部方面隊

☆神奈川県
7月30日（水）神奈川県消防学校訓練場
ポンプ車操法
【優　勝】座間市消防団
小型ポンプ操法
【優　勝】小田原市消防団
　灼熱の太陽の下第49回神奈川県消防大会が気温

30度を超える猛暑のなか開催されました。夏の日
差しの強い中、空には夏雲が浮かぶ無風状態の中、
各隊員は地域防災の守りを誇りに地区大会を勝ち
得た自覚と威厳を持ち、地域住民の声援を受け気
迫は最高潮に、ポンプ車10隊、小型ポンプ車23隊
200余名が出場、競技が開始され応援席からは「気
を抜くな、前に行け、焦るな等」の声援を受け小

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。



埼玉県 埼玉県

群馬県 群馬県

型ポンプの部「小田原市消防団」、ポンプ車の部「座
間市消防団」が最優秀の栄冠に輝き全国大会の出
場権を得る。午後には若干の風も吹く白熱した熱
戦を披露された。
　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かれた精鋭、

一般市民応援者が見守る前で訓練を重ねた機敏な
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23日（土）埼玉県消防学校
　平成26年 8 月23日（土）埼玉県消防学校におい
て、第28回埼玉県消防操法大会が埼玉県消防協会
（坂田会長）と埼玉県（上田知事）の共催で開催
されました。大会は、県内 4ブロックから選出さ
れた17隊（ポンプ車の部14隊、小型ポンプの部3隊）
にて競われました。
　当日は、出場する消防団員のご家族、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の成果を
遺憾なく発揮していました。
　成績結果については、次のとおりです。
ポンプ車の部
【優　勝】川島町消防団
小型ポンプの部
【優　勝】　飯能消防団

☆群馬県
8月23日（土）群馬県消防学校
ポンプ車の部
【優　勝】昭和村消防団第 1分団
【準優勝】太田市消防団第12分団
小型ポンプの部
【優　勝】昭和村消防団第 3分団
【準優勝】安中市消防団第13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22回目を迎え、ポン

プ車の部14チーム、小型ポンプの部 8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高
崎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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栃木県 栃木県

千葉県 千葉県

☆千葉県
7月26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】八街市消防団
　第50回千葉県消防操法大会は、真夏の暑い日差
しの中、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

☆栃木県
7月26日（土）栃木県消防学校
ポンプ車操法の部
【優　勝】那須塩原市黒磯消防団
小型ポンプ操法の部
【優　勝】益子町消防団
　第41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1,100名
の参加を得て、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操法の部 9
チーム、小型ポンプ操法の部 7チームの総勢89名
の精鋭は、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。なかには、操法
終了後それまでの緊張から一気に解放され、隊員
同士が抱き合って喜び合う姿も見られました。
　応援席には出場選手を激励する幟旗が、あたか
も場所中の大相撲の会場のごとく立ち並び、家族
や団員の大声援ともどもに、大会は白熱したもの
になりました。
　 2連覇を成し遂げ今回全国大会に出場する那須
塩原市黒磯消防団には、満場の拍手と激励の言葉
が送られ、操法大会は熱気の中に無事終了しまし
た。

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。

☆長野県
7月27日（日）大町市　大町市運動公園　多目的
広場、野球場
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】辰野町消防団
　長野県と公益財団法人長野県消防協会の共催に
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長野県 長野県

福井県 福井県

☆福井県
7月26日（土）福井県消防学校
ポンプ車操法の部
【優　勝】鯖江・丹生消防組合越前消防団
　　　　 宮崎地区　第 1分団
小型ポンプ操法の部
【優　勝】大野市消防団　第 7分団
　毎年、福井県と当協会の共催で開催しており、

63回目の大会となりました。
　厳しい暑さのなか気迫あふれる操法が続き、白
熱した大会となりました。
　 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。

よる「第56回長野県消防ポンプ操法大会」及び「第
23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、エキジビションとして、
女性による小型ポンプ操法 1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」
を県ポンプ操法・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、新潟
県佐渡市消防団、山梨県山梨市消防団、岐阜県中
津川市消防協会及び南北佐久消防協会合同の各
ラッパ隊は、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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富山県

石川県

富山県

☆石川県
7月19日（土）石川県消防学校
ポンプ車操法の部
【優　勝】能登町消防団三波分団
【準優勝】内灘町消防団第二分団、
　　　　 小松市消防団第七苗代分団
　各地区の連合訓練大会で選抜された精鋭18分団
により、第62回石川県大会が開催されました。
　開会式では、消防団員を雇用している県内の消
防団員活動支援協力事業所のうち 9事業所に石川
県知事から感謝状が手渡されました。
　選手宣誓後、競技開始となりましたが、纏やの
ぼり旗などが掲げられた各応援席前では、関係市
町長等から選手を激励する光景が見受けられまし
た。厳しい訓練で培った成果を存分に発揮しよう
と、緊張感に満ちた全力投球の競技が繰り広げら
れました。
　競技終了後、第二十四回全国消防操法大会に出

場する能登町消防団三波分団による小型ポンプの
模範操法が行われ、全国大会での活躍が期待され
る内容でありました。

☆富山県
7月26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】砺波市消防団　庄下分団
【次　勝】高岡市消防団　古府分団
【参　勝】小矢部市消防団　埴生分団
小型ポンプの部
【優　勝】高岡市消防団　戸出分団
【次　勝】富山市消防団　細入南分団
【参　勝】南砺市消防団　福野北部分団
　第65回富山県下消防団消防操法大会は、富山県

広域消防防災センターにおいて富山県と富山県消
防協会の共催で開催され、各支部から予選を勝ち
抜いたポンプ車操法の部21チーム、小型ポンプ操
法の部13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191名の精鋭が真剣
に競い合う姿に、来場者から大きな声援が送られ、
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
8月 9日（土）小牧市総合運動場
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】豊田市消防団
　愛知県では、消防団員の消防技術の向上と消防
団員の士気の高揚を図り、日頃の訓練の成果を発
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
ており、本大会で第59回を迎えました。
　大会当日は、台風11号の接近により、四六時中
雨で、グラウンドも劣悪な状況でありましたが、
この大会のために長きにわたり厳しい訓練を耐え
抜いてきた消防団員にとっての披露の場として、
3,000人以上が応援に駆け付け、盛大に開催されま
した。
　各チームともに、常日頃から鍛え抜かれた消防
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愛知県

岐阜県

愛知県

岐阜県

団員の体力、技術力、精神力で、普段以上の力が
発揮することができ、地域住民の高い期待と熱い
声援を受け、終日大雨が続く中、警報が発令され

☆岐阜県
8月 3日（日）大野郡白川村
　　　　　　　白川村防災グラウンド
小型ポンプの部
【優　勝】海津市消防団
　今回で63回目となる「消防感謝祭」岐阜県消防
操法大会は、世界遺産白川郷合掌造り集落のある
岐阜県大野郡白川村にて実施し、県内の27消防団
が日頃の訓練の成果を発揮しました。
　消防団員と、消防団員を支える家族の方への日
頃の感謝の思いを込めて「消防感謝祭」と銘打っ
て開催している大会ですが、岐阜県では消防団員
を対象としたインセンティブ制度として「ありが

とね!消防団水防団応援事業所制度」を8月1日から
スタートし、新しい形で消防団員の応援を開始し
ています。会場では制度のPRを行い、消防団の
応援ムードを盛り上げました。
　また、バザーや消防音楽隊の演奏や、地元伝統
芸能の太鼓披露など来場者の方に楽しんでもらう
催しのほか、地震体験コーナーや民間企業の防災
対応のPRなど、来場者の防災意識の向上も図り
ました。
　優勝した海津市消防団は第24回全国消防操法大
会への出場が決まり、岐阜県代表としての活躍が
期待されます。

ず、最後まで実施することができ、熱気あふれる
大会となりました。

☆京都府
8月3日(日)　京都府立丹波自然運動公園
ポンプ車操法の部
【優　勝】宮津市消防団
小型ポンプ操法の部
【優　勝】精華町消防団
　第23回京都府消防操法大会が、来賓、消防団員
等大会関係者、一般見学者あわせて1,300人を超え
る参加のもと盛大に開催されました。
　ポンプ車操法の部は 9消防団、小型ポンプ操法

の部は22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、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、
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

☆大阪府
9月 7日（日）大阪府立消防学校
【総合優勝】三島地区支部
ポンプ車操法　の部
【優　　勝】吹田市消防団
小型ポンプ操法　の部
【優　　勝】河南町消防団
　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58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。
　「ポンプ車操法の部」で優勝した吹田市消防団
は、第24回全国消防操法大会に大阪府代表として
出場することが決定しました。
　審査集計時間を利用して、大阪府内の女性消防
団員有志が考案した応急救急の手順を示したオリ
ジナル体操が披露され、大会参加者にむけ振り付
け指導が行われました。今後の各方面での応急救
急の普及活動に効果が期待されます。

☆兵庫県
8月 3日（日）兵庫県立広域防災センター
小型ポンプの部
【優　勝】福崎町消防団
ポンプ車の部
【優　勝】南あわじ市消防団
　今年で25回目を迎えた兵庫県消防操法大会は、
台風12号の影響で、時折強い雨が降りしきる中、
兵庫県立広域防災センターにて開催されました。
雨にも関わらず、早朝から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　10隊、ポンプ車の部　8隊）が日
ごろ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。
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兵庫県

奈良県

奈良県

滋賀県 滋賀県

　熱戦の結果、小型ポンプの部では広陵町消防団
が優勝し、第24回全国消防操法大会への出場権を
獲得しました。
　また、ポンプ車操法の部で優勝した葛城市消防
団は、前回に引き続き連覇を成し遂げました。
　本大会において、日頃の訓練成果を十分に発揮
し、消防団員の消防操法技術の向上と士気の高揚
に大きな成果をあげ、盛会の内に終了しました。

☆滋賀県
8月 3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B
小型ポンプの部
【優　勝】甲賀市消防団
　平成26年度第49回滋賀県消防操法訓練大会は、
ポンプ車操法の部に12隊、小型ポンプ操法の部に
17隊が出場しました。
　大会は、消防技術の向上と士気の高揚を図り、

消防活動の充実強化に寄与することを目的に、滋
賀県と（公財）滋賀県消防協会が主催、大会当日
は、台風12号の影響をうけ、今にも雨が降りそう
な曇り空の下ではありましたが、応援の家族や消
防関係者ら約2,100名が詰めかけ、熱い声援のもと
熱戦が繰り広げられました。
　訓練は、各支部から選出された消防団が、各応
援団の熱い声援をバックに、日ごろ鍛えた消防操
法訓練の成果を競い合い、その結果に一喜一憂、
会場は終日熱気に包まれました。

☆奈良県
8月21日（木） 天理市三島町

 天理教北大路乗降場
ポンプ車の部
【優　勝】葛城市消防団
小型ポンプの部
【優　勝】広陵町消防団
　奈良県と（公財）奈良県消防協会の共催による
第25回奈良県消防操法大会が多くの来賓をはじ
め、県内の消防関係者や応援の家族等約1,600名が
参加して、天理市三島町「天理教北大路乗降場」
において盛大に開催されました。
　当日は、猛暑の中県下20支部からポンプ車の部
に 8チーム、小型ポンプの部に12チーム148名の
選手が参加し、地元応援団などの大声援の中、出
場隊員は支部代表として厳しい練習を重ねてきた
成果を発揮し、規律、技、早さを競い合う白熱し
た操法が繰り広げられました。
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和歌山県

鳥取県 鳥取県

和歌山県

☆鳥取県
7月 6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】江府町消防団（第 1分団）
小型ポンプ操法
【優　勝】米子市消防団（福生東分団）
　第60回鳥取県消防ポンプ操法大会は、ポンプ車
操法の部12隊、小型ポンプ操法の部 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
なりましたが、ポンプ操法の部で優勝した江府町

☆和歌山県
7月27日（日）田辺市立大塔中学校
ポンプ車操法の部
【優　勝】有田市消防団初島分団
小型ポンプ操法の部
【優　勝】岩出市消防団
　和歌山県、（公財）和歌山県消防協会の共催に
より、隔年に開催している和歌山県消防ポンプ操
法大会は、今回で25回目を迎えました。

消防団（第 1分団）が 4度目の全国大会出場権を
手にしました。
　この大会では、一般住民にも来場してもらえる
よう事前にチラシを配布し、起震車による震度体
験や屈折はしご車の搭乗体験、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。
　はしご車の前には搭乗希望の子供達の列ができ
ましたが、一般住民の方にも操法を見てもらい、
消防団のPRになりました。

　ポンプ車操法の部に12チーム、小型ポンプ操法
の部に14チームの合計26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、関係者約1,500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。

☆島根県
8月 3日（日）錦浜ふれあい広場（松江市）
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】浜田市消防団浜田消防隊
　第58回島根県消防操法大会には、ポンプ車の部
に13隊、小型ポンプの部に18隊が出場し、約1,600
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、ポンプ車操法の部で松江市消防団玉湯方面
団が、小型ポンプ操法の部で浜田市消防団浜田消
防隊が優勝しました。
　また、昼休みには、第24回全国消防操法大会に
県代表として出場する奥出雲町消防団の操法披露
と島根県消防学校初任総合教育第54期学生による
訓練披露を行いました。
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島根県 島根県

徳島県徳島県

福岡県 「キタキューティーズ」の演技

☆徳島県
7月13日（日）徳島県消防学校　グラウンド
ポンプ車操法の部
【優　勝】板野町消防団　第 3分団
小型ポンプ操法の部
【優　勝】阿南市消防団　加茂谷分団第 6班
　第29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 2回目の開催となりまし
た。
　ポンプ車操法の部に14隊、小型ポンプ操法の部
に16隊が出場し、台風一過の曇り空ではありまし
たが、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が繰り広げられました。

☆福岡県
9月7日（日）福岡県消防学校
自動車ポンプ
【優　勝】小郡市消防団
　前日までの雨模様とは一変し、初秋の乾いた風
が気持ち良く吹き抜ける大会の朝を迎えました。
北九州市消防音楽隊と女性団員のカラーガード隊
に先導されて、大会は勇ましく、かつ華々しく幕
を開けました。
　福岡の夏は、日照時間が平年の4割程度に落ち
込んで大会前の事前練習も、雷雨によって一時中

断されるなど雨に泣かされましたが、「終わりよ
ければ全て良し。」のとおり、大会は滑らかな司
会にも乗って順調に消化できました。
　今大会は、 2年前の 7月に県南部を襲った未曾
有の集中豪雨によってやむなく出場を断念した 3
消防団も出揃って、出場団は39団に達しました。
それだけに各団とも大会出場の気迫はすざまし
く、特別来賓としてお迎えした日消の秋本会長を
始め県知事も選手の競技には、大満足していただ
けたことでしょう。

☆大分県
8月24日（日）大分県消防学校
ポンプ車操法の部
【優　勝】九重町消防団

小型ポンプ操法の部
【優　勝】竹田市消防団
　大分県と一般財団法人大分県消防協会共催の第
28回大分県消防操法大会は、各地区の予選を勝ち
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宮崎県

鹿児島県 鹿児島県

宮崎県

大分県

抜いたポンプ車操法の部 7チーム、小型ポンプ操
法の部16チームが参加し、盛大に行われました。
　各チームともに仲間の団員や家族、消防関係者
等約千人が見守る中、市町の名誉をかけ連日の厳
しい訓練の成果を競い合いました。競技開始早々
からあいにくの雨となりコンディションが悪い
中、熱戦が展開され、ポンプ車操法では九重町消
防団が 2期連続優勝。また、小型ポンプ操法では
竹田市消防団が優勝し、11月に行われる全国大会
への切符を手にしました。

☆宮崎県
　 8月23日（土）宮崎県消防学校において、公益
財団法人宮崎県消防協会と宮崎県との共催による
第34回宮崎県消防操法大会が、盛大に開催されま
した。
　当日は晴天に恵まれ、ポンプ自動車操法12隊、
小型ポンプ操法 9隊、小型ポンプ積載車操法 9隊
の合計30隊が出場して、熱戦を繰り広げ、ポンプ
自動車操法の部では高千穂町消防団が優勝し、全

国大会の切符を手に入れました。
　競技終了後は、宮崎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。
各種目優勝チーム
ポンプ車操法 小型ポンプ操法 小型積載車操法
高千穂町消防団
機動分団第 1部

日之影町消防団
第 3分団第13部

小林市消防団
第 7分団第 5部

★鹿児島県
8月29日（金）鹿児島県消防学校
小型ポンプの部
【優　勝】　曽於市消防団　大隅方面隊　南分団
ポンプ車の部
【優　勝】　鹿屋市消防団　市成分団
　第30回鹿児島県消防操法大会が、平成26年 8 月
29日（金）鹿児島県消防学校で開催されました。
　当日は、朝から断続的に雨が降る悪天候ではあ
りましたが、県内11支部から激しい予選を勝ち抜
いてきた、22消防団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意識を図
りました。
　結果は、小型ポンプの部で曽於市消防団大隅方
面隊南分団、ポンプ車の部で鹿屋市消防団市成分
団が栄えある優勝となり、会場から大きな拍手と
声援が送られました。
　今年は、広島の土砂災害や、長野、岐阜両県に
またがる御嶽山噴火での火山災害など、自然災害
が多発する中、消防操法大会を通じて、地域防災
の要である消防団の存在を県民に広く知っていた
だき、理解を深めてもらうことができました。
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