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語

説 明
日本の消防の任務範囲､消防責任を市町村が負うこと､消防機関の
消防組織法
構成､などについて規定する法律｡消防に関する基本法と呼ぶべき
内容を有する｡法令番号は､昭和22年法律第226号､1947（昭和22）
年12月23日に公布された｡
【参考】消防法は､主として防火に関する法律である｡
しょうぼうほう
｢火災を予防し､警戒し及び鎮圧し､国民の生命､身体及び財産を火
消防法
災から保護するとともに､火災または地震等の災害に因る被害を軽
減し､もつて安寧秩序を保持し､社会公共の福祉の増進に資するこ
と｣（１条）を目的とする法律である｡法令番号は､昭和23年法律第
186号､1948（昭和23）年７月24日に公布された｡消防本部における
消防吏員及び消防団の消防団員の職務についても定める｡
あんせいなんかいじしん
江戸時代後期の嘉永７年11月５日（1854年12月24日）に発生した
安政南海地震
南海地震である｡南海トラフ巨大地震の１つとされ､約32時間前に
発生した安政東海地震とともに安政地震､安政大地震とも総称され
る｡この地震が起きた当時の文書には､嘉永七年と記録されている
が､この天変地異や内裏炎上､前年の黒船来航を期に改元されて安
政と改められ､歴史年表上では安政元年（1854年）であることか
ら､安政を冠して呼ばれる｡
なんかいじしん
1946（昭和21）年12月21日午前４時19分過ぎに､潮岬南方沖（南海
南海地震
トラフ沿いの領域）78キロメートル（北緯32度56.1分､東経135度
50.9分）､深さ24キロメートルを震源としたマグニチュード（Ｍ
ｗ）8.0の地震である｡1946（昭和21）年南海地震とも呼ばれ､単に
南海地震といえば､この地震を指すことも多い｡発生当時は､南海道
地震（なんかいどうじしん）と呼ばれていた｡南西日本一帯では､
地震動､津波による甚大な被害が発生した｡
おおいたけんちゅうぶ じしん
1975（昭和50）年４月21日の午前２時35分に､大分県中部（玖珠
大分県中部地震 郡・大分郡付近）を震央として発生した､内陸直下型地震である｡
大分地震とも呼ばれている｡
ちゅうぶ えんがんじし チリ中部沿岸で2010（平成22）年２月27日３時34分14秒（現地夏
チリ中部沿岸地 時間:６時34分14秒ＵＴＣ）に発生した大地震である｡地震の規模
ん
は､ＵＳＧＳ（アメリカ地質調査所）によれば､モーメントマグニ
震
チュード（Ｍｗ）で8.8だった｡1900年以降､チリでは1960（昭和
35）年５月のチリ地震に次ぐ規模､世界でも発生当時では５番目の
規模の地震となった｡
とうほく ちほう たいへいよう 2011（平成23）年３月11日（金）14時46分ごろに、日本の三陸沖
東北地方太平洋 の太平洋を震源として発生した地震である。地震の規模はマグニ
おきじしん
チュード （Ｍｗ）9.0で、日本の観測史上最大規模だった。ま
沖地震
た、宮城県栗原市で最大震度７が観測された。気象庁により震度
７が記録されたのは、1995（平成７）年の兵庫県南部地震（阪
神・淡路大震災）、2004（平成16）年の新潟県中越地震以来、観
測史上３回目である。この地震による被害は、「東日本大震災」
と呼ばれる。本震の地震動と、それに伴う津波、およびその後の
余震は、東北から関東にかけての東日本一帯に甚大な被害をもた
らし、日本において第二次世界大戦後最悪の自然災害とも言われ
ている。また、国際原子力事象評価尺度で、最も深刻なレベル７
と評価された福島第一原子力発電所事故もあわせて発生した。
はくほう じしん
白鳳時代（飛鳥時代後期）の天武天皇13年（684年）に起きた巨大
白鳳地震
地震。南海トラフ沿いの巨大地震と推定されている。南海トラフ
巨大地震と推定される地震の確実な記録としては、最古のもので
ある。白鳳の大地震（はくほうのおおじしん）、白鳳大地震（は
くほうおおじしん）、あるいは天武地震（てんむじしん）とも呼
ばれる。記録による土佐や伊予の被害の様相から、南海道沖の地
震と考えられていたため、白鳳南海地震（はくほうなんかいじし
ん）とも呼ばれてきたが、発掘調査により、ほぼ同時期に東海道
沖も震源域となった可能性が推定されている。
しょうぼうそしきほう
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語

説 明
江戸時代の宝永４年10月4日（1707年10月28日）､東海道沖から南
宝永地震
海道沖（北緯33.2度､東経135.9度）を震源域として発生した巨大
地震｡南海トラフのほぼ全域にわたって､プレート間の断層破壊が
発生したと推定され､記録に残る日本最大級の地震とされている｡
宝永の大地震（ほうえいのおおじしん）・宝永大地震（ほうえい
おおじしん）・亥の大変（いのたいへん）とも呼ばれる｡地震の49
日後に起きた宝永大噴火は､亥の砂降り（いのすなふり）と呼ばれ
る｡
11 しきざい
主に動力がある装備機材を指す｡例として救助資機材があり､消防
資機材
法第36条の２に基づき制定された｢救助隊の編成､装備及び配置の
基準を定める省令｣に定められた装備機材である。
18 ぼうか たいしょうぶつ
消防法（昭和23年法律第186号）第２条第２項では、「防火対象物
防火対象物
とは、山林または舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、
建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものをいう」と定
義されている。多数の人（デパートのように不特定多数の場合
も、工場のように特定多数の場合もある）が出入りしたり、敷地
が広大もしくは構造が巨大なものである建築物では、火災が発生
した場合、人的・物的に甚大な被害が生じることが十分考えられ
る。そこで、通常の建造物よりも厳しい防火管理が求められるこ
とから、法的に必要な措置（防火管理者の選任など）を講じるた
めに防火対象物の制度が設けられた。
18 きけんぶつ しせつ
消防法（昭和23年法律第186号）で｢危険物｣に定められている物質
危険物施設
の製造､または貯蔵､取り扱う場合に必要となる施設である｡危険物
とは､引火・発火性がある､燃焼を促進させる､中毒を引き起こすな
ど､大きな災害の原因となりうる物質の総称で､これらを大量に保
管または取り扱う場合には､法律や条例などが定めている厳しい基
準を満たし､特別に許可を得る必要がある｡このような危険物を｢指
定数量以上の製造・貯蔵・取り扱いなどを行う際に使用する建物｣
のことを指しており､用途によって｢危険物製造所｣｢危険物貯蔵所｣
｢危険物取扱所｣の3つに分類される｡
とう 石油コンビナート等特別防災区域での災害の発生防止、または災
18
コンビナート等 害が発生した時の対処法、さまざまな手続きなどについては、石
とくべつ ぼうさい くいき
油コンビナート等災害防止法により、基準的に法令化している。
特別防災区域
石油コンビナートという巨大工場群で取り扱っているものは、揮
発性が高かったり（石油やトルエンなど）、毒劇物とされている
もの（塩素、苛性ソーダなど）を取り扱っている関係上、一度災
害が起きるとその様相は他の災害とは異なり、人的、物的、経済
的被害も甚大なものとなる。そこで、その災害の防止に関する基
本的事項を定めることにより、消防法（昭和23年法律第186号）、
高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）、災害対策基本法（昭和
36年法律第223号）その他災害の防止に関する法律との相乗効果に
より、石油コンビナート等の「特別防災区域」とされている場所
での災害発生、災害の拡大防止等のために行うさまざまな対策を
促し、災害から国民の生命、身体及び財産（当然コンビナート自
体も含む）を保護することを目的としている。コンビナートに必
ず自衛消防隊（自衛防災組織と呼ばれている）が置かれているの
は、この法律が拠り所となっている。
18 ぼうか かんり しゃ
消防法（昭和23年法律第186号）に定める国家資格（業務独占）で
防火管理者
あり､その資格を有する者のうち防火対象物において､防火上必要
な業務を適切に遂行でき､従業員を管理・監督・統括できる地位に
ある者で､防火対象物の管理権原者から選任されて､その防火対象
物の防火上の管理・予防・消防活動を行う者を言う｡防火に関する
知識・技能に内包されるものとして､危険物､地震､津波､火山等に
関する知識も求められる｡
部隊を統括する大隊長の他､２～３名の隊員が所属する隊｡災害現
23 しきたい
指揮隊
場において災害の情報収集､部隊の統制を行うことを任務とする｡
ほうえい じしん
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説 明
主に大型車両のうち､はしご車､水槽車を運用する隊｡

あわしょうか
引火性液体を対象とする消火方法であり､水と消火薬剤を比例混合
泡消火システム した水溶液を､泡放出口より空気を含むエアフォームとして散布
し､燃焼面を覆い空気を遮断するとともに､冷却効果で消火する方
法である｡

主に動力がある装備機材を指す｡例として救助資機材があり､消防
法第36条の２に基づき制定された｢救助隊の編成､装備及び配置の
基準を定める省令｣に定められた装備機材である。
消火活動に必要な水を供給する為の設備｡大きく分けて､主に消防
27 しょうかせん
消火栓
隊が用いる消防水利として設置されたものと､消防法等により建築
物等に消防用設備として設置を義務付けられ､主に一般人や自衛消
防隊が用いるものとの二種類がある｡本計画では､消防水利として
の消火栓を指す｡
27 ぼうかすいそう
消火用の水をためておく容器｡小火（ぼや）対策程度の小さなもの
防火水槽
から､消防車に水を提供する､地下に設置した大型のものまである｡
市が公費で設置または自治会が独自に設置したものがある｡
32 こうきのう つうしん しれい 119番通報の受付、災害地点の地図検索、火災・救急等の自動出動
高機能通信指令 指令、消防・救急デジタル無線の通信、消防活動に関する支援情
報等を一括して制御できるシステムのことで、指令装置、表示
システム
盤、無線統制台、指令伝送装置、出動車両運用管理装置等で構成
される。
32 あいしーてぃ
“Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
ＩＣＴ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ”の略で、通信技術を活用したコミュニ
ケーションを指す。情報処理だけではなく、インターネットのよ
うな通信技術を利用した産業やサービスなどの総称である。ＩＴ
に“Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ（通信、伝達）”という言葉が
入っており、ＩＴよりも通信によるコミュニケーションの重要性
を強調している。単なる情報処理にとどまらず、ネットワーク通
信を利用した情報や、知識の共有を重要視している。
【参考】経済産業省では、通信技術そのものを扱うことが多いの
で「ＩＴ」を用いており、総務省では、情報通信産業を扱うこと
が多いので「ＩＣＴ」を用いている。
32 こうとう しどう
救急要請受信時に現場付近にいる方に対して､通信指令センター通
口頭指導
信員が電話等により応急手当の協力を要請し､口頭で応急手当の指
導を行うことをいう｡
きんきゅうつうほう NET119緊急通報システムは､音声による119番通報が困難な聴覚・
32
NET119緊急通報 言語機能障害者が､円滑に消防への通報を行えるようにするシステ
ム｡スマートフォンなどから通報用Ｗｅｂサイトにアクセスして､
システム
消防本部が消防隊や救急隊をどこに出動させるべきかを判断する
ために必要な｢救急｣｢火事｣の別と､通報者の位置情報を入力すれ
ば､即座に消防本部に通報が繋がり､その後にテキストチャットで
詳細を確認する仕組みとなっている｡本市では､2020（令和２）年
度に導入済｡
35 しょうぼうだいがっこう
消防組織法第５条､総務省組織令第152条を設置根拠とする総務省
消防大学校
消防庁の施設等機関で､教育訓練機関である｡国､地方公共団体の消
防上級幹部に対し､必要な知識､技能､指導能力及び管理能力を修得
させるための教養を行うほか､消防業務に関する研究を行う機関で
あり､東京都調布市に置かれている｡｢消防大学｣と略称される例が
あるが､学校教育法第1条に定められた大学（文部科学省が所管）
ではない｡消防上級幹部等を対象とする省庁大学校であり､一般の
新規高卒者を入学対象とする施設ではない｡
しきざい

資機材
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おおいたけんしょうぼうがっこう

大分県消防学校

ぶんや べつじんざい

分野別人材バン

ク
28
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32

38

おーじぇーてぃ

ＯＪＴ

おふじぇーてぃ

ＯＦＦ－ＪＴ

ちゅうがたうんてんめんきょ

中型運転免許

おおがたうんてん めんきょ

大型運転免許

おおいたし

しょうぼうだん

大分市消防団ビ
ジョン

33

38

34

43

ひるしょうぼうだん

かた昼消防団

メディカルコン
たいせい

トロール体制
35

43

こうど

きゅうめい

「高度な救命
しょち

よ

処置と呼ばれる
こうい

３行為」とは
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説 明
複雑多様化､大規模化する各種災害に対応するため､消防職員､消防
団員及び消防関係者に対し､消防の責務を正しく認識させるととも
に､人格の向上､消防に関する知識､技術の修得､規律の保持､協同精
神のかん養を図り､もって地域住民の期待と信頼に応え得る近代消
防人を育成することを目的に設置された大分県の機関である｡大分
県由布市に置かれている｡
大分市消防局の人材育成に特化した枠組みであり、豊富な経験又
は専門的な知識若しくは技術を有する人材と学び合い、教え合う
ことにより、人材育成による組織の活性化及び組織目標達成に役
立てることを目標とした制度。
“Ｏｎ ｔｈｅ Ｊｏｂ Ｔｒａｉｎｉｎｇ"の略で､通常業務のなか
で行われるトレーニングのことを指す｡業務現場でしか得られない
仕事の進め方や知識､技能を習得できる｡業務現場以外の急変する
環境に即した教育が可能なＯｆｆ―ＪＴとともに､社員教育の相互
補完的な役割を担っている｡
“Ｏｆｆ ｔｈｅ Ｊｏｂ Ｔｒａｉｎｉｎｇ"の略で､業務を離れ､
教育目的で行われるトレーニングのことを指す｡講習会や研修会を
開き､ＯＪＴでは習得できない知識や技術の教育を行う｡
2007年（平成19）年施行の改正道路交通法で新設された、新たな
免許区分である。2007年法改正以前の「普通自動車」としていた
者の運転免許証は、道交法改正で中型自動車の８トン限定免許
（免許証の条件欄に『中型車は中型車 （８ t） に限る』と表記
される）となった。なお、これらの「８トン」は車両総重量を指
す。
【参考】中型自動車とは、日本の道路交通法令における自動車の
区分のひとつである。大型自動車に該当しない自動車のうち、車
両総重量7,500ｋｇ以上11,000ｋｇ未満、最大積載量4,500ｋｇ以
上6,500ｋｇ未満、または乗車定員11人以上29人以下であるものを
指す。具体例としては、一般的な「４トン（積）トラック」及び
「６トン（積）トラック」、「マイクロバス」が該当する。
2007（平成19）年施行の改正道路交通法で中型運転免許が新設さ
れ､大型運転免許を必要とする車両規模の下限が､改正前の特定大
型車（政令大型車）に相当するものに変更された｡この（新）大型
免許については､21歳以上で３年以上の運転経験を持つ者が受験資
格（自衛官を除く）となる｡
【参考】大型自動車とは､車両総重量11,000kg 以上､最大積載量
6,500kg以上､または乗車定員30人以上であるものを指す｡
本市消防団が社会へ柔軟に対応し、地域防災の中核として、市民
の安全と安心を守る組織であり続けるための方向性を示すとも
に、その実現に向けた背策を進める指針とすることを目的として
2019(令和元)年に策定。目指すべき将来像を掲げ、その実現に向
けた2つの目標と達成するための指針となる6つの基本施策をまと
めたもの。
消防団が子どもに対して消防に関する防災体験教育を行い､将来の
地域防災を担う人材を育てるとともに､顔の見える防災を作るため
の効果的な取組｡
なお､｢かた昼｣とは､大分弁で｢半日｣を指し、子どもの負担になら
ない程度の回数と時間で取り組んでいる。
救急救命士を含む救急隊員が行う救急活動の質を保証するために､
医師による医学的観点からの指示及び指導・助言､事後検証､病院
実習等の再教育を充実させていく体制のこと｡
救急救命士は、国家資格を取得した後に､医療機関での実習などを
行うことで初めて実施可能となる処置がある｡現在､心肺停止時に
行う気管挿管､薬剤投与､心肺停止前輸液とブドウ糖投与という３
つの救命処置について､それぞれの実施資格を得るための認定制度
がある｡また､実施後は必ず医師から､医学的に正しい判断の上行っ
た行為であるか事後検証を受けなければならない処置である｡
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No. 頁
36 43
37

38
39

40
41
42

43

説 明
医療機関での実習などを行うことで、初めて実施可能となる処置
認定救命士
の実施資格を得た救急救命士が「認定救命士」と呼ばれている。
43 きゅうきゅう
救急車と救急隊員３人を派遣し、実習を行う場所。救急事故が発
救急ワークス
生した場合は、救急隊は医療機関から出動する。
なお、状況に応じて医師が同乗して出動し、現場で必要な処置を
テーション
行う。
救急業務に関する知識や、経験の豊富な救急救命士の能力を生か
43 しどうきゅうめいし
指導救命士
し、経験の少ない救急隊員等に対する指導を効果的に行うことを
目的に認定した、指導的立場にある救急救命士。
44 おおいたけん
消防法35条の８のなかで､救急搬送の基準と病院前救護（救急活
大分県メディカ 動）に関することを協議する場として､救急搬送協議会の設置が都
ルコントロール 道府県に義務付けられている｡この救急搬送協議会の傘下に､救急
きょうぎかい
活動の質を保証するための大分県メディカルコントロール（Ｍ
協議会
Ｃ）協議会が置かれている｡
44 じごけんしょうい
救急隊員の行った活動内容を､医学的な視点で検証する医師のこと
事後検証医
をいう｡
44 きゅうきゅうしきざい
比較的小さく容易に持ち運びできる装備機材を指し､主に救急車に
救急資器材
搭載される器具等を指す｡
44 きゅうきゅうぎょうむ こう 救急業務が法制化された1964（昭和39）年頃は､交通外傷や一般負
「救急業務の高 傷のけがによる救急要請が主であったが､昭和の後期以降は､高齢
どか
化による急病での救急要請が増加してきた｡これに伴い､搬送が主
度化」とは
だった救急業務について､現場で医学的な処置を行うことにより救
命率向上につながるのではという議論がはじまり､1991（平成３）
年には救急救命士法が施行された｡現在では救急隊が許された医学
的な処置を現場で実施しながら搬送することが救命率の向上とし
て求められており､この流れが｢救急業務の高度化｣と呼ばれてい
る｡
44 えすぴーでぃー
"Ｓｕｐｐｌｙ（供給） Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ（加工） Ｄｉｓｔ
ＳＰＤ
ｒｉｂｕｔｉｏｎ（分配）"の略で､救急隊が使用し､消費する救急
消耗品の調達､購入､使用､補充などの物品の流れを一元化し､コス
ト削減､原価管理を行うシステム｡業務の効率化､救急業務の安全性
の向上が期待できる｡
（神戸市消防局､横浜市消防局などが導入済｡）

44

44

45

44

46

47

47

47

48

47

用

大分市消防局基本計画 用語集（ページ順）

語

にんていきゅうめいし

こうせい そうかん 気道確保を目的とした気管挿管時に､口腔内の様子や挿入具合など
ビデオ硬性挿管 をモニター画面で確認できる医療機器｡本市では､2018（平成30）
よう こうとう きょう
年に導入済｡
用喉頭鏡
じゅうに ゆうどう しんでんず
救急現場から心電図を搬送先の医療機関に伝送するシステム｡急性
１２誘導心電図 心筋梗塞などの心疾患に対して､早期発見､必要な事前の準備､治療
でんそう
開始までの時間が短縮され､救命率の向上が期待できる｡本市では､
伝送システム
2019（令和元）年度に導入済｡
でぃーまっと
“Ｄｉｓａｓｔｅｒ Ｍｅｄｉｃａｌ Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ Ｔｅ
ＤＭＡＴ
ａｍ"の略で､｢災害急性期に活動できる機動性を持った専門的なト
レーニングを受けた医療チーム｣と定義されている｡災害現場から
医師が医療を開始するチームであり､救急活動を行う消防機関と連
携することが重要とされている｡
人工心臓マッサージ器や人工呼吸器､検査装置の医療機械を搭載
ドクターカー
し､医師及び看護師が同乗して､医療機関搬送前の現場へ直接出動
する救急車の一種。
救急医療用の医療機器を装備したヘリコプターであり､医師及び看
ドクターヘリ
護師が同乗して救急現場に向かい､現場から医療機関に搬送するま
での間､患者に救命医療（航空救急）を行うことができる専用ヘリ
コプターである｡現在､大分県では大分大学医学部附属病院が保有
するドクターヘリが１機運用されている｡
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No. 頁
49 47

50

51

52
53

54
55
56
57
58

59

60

用

大分市消防局基本計画 用語集（ページ順）

語

説 明
日本ＤＭＡＴが原則､大規模災害発生時の都道府県の派遣要請に基
大分ＤＭＡＴ
づくものに対して､大分ＤＭＡＴ独自の出動基準は｢災害または事
故により､被災現場において､医療を必要とする傷病者が１人以上
いると消防機関が判断した場合とする｡ただし､傷病者全員が事故
現場から速やかに救助され､医療機関への搬送が可能な場合を除
く｡｣とされており､消防機関による出動要請が可能であることを特
色としている｡また､救出に時間を要すると思われる交通事故など
も出動の対象となるため､出動頻度は多いことから､連携体制を構
築することは非常に重要である｡
47
日本集団災害医学会では、｢一定期間､限定された地域において､同
マスギャザリン 一目的で集合した多人数の集団｣と定義されている｡多人数の定義
に関しては､報告者によってさまざまであり､1,000人以上から2万
グ
5,000人以上と幅広く一定ではないが､日本では1,000人以上として
いる｡
51 えーいーでぃー
"Ａｕｔｏｍａｔｅｄ Ｅｘｔｅｒｎａｌ Ｄｅｆｉｂｒｉｌｌａｔ
ＡＥＤ
ｏｒ"の略で､自動体外式除細動器という｡心停止（必ずしも心静止
ではない）の際に､機器が自動的に心電図の解析を行い､心室細動
を検出した際は除細動を行う医療機器｡除細動器の一つであるが､
動作が自動化されているため､施術者が非医療従事者でも使用でき
る｡
目の前で人が倒れた場合に居合わせた人｡
51
バイスタンダー
51 おうきゅうてあてふきゅういん ３日間の講習を受講し､基礎医学（人体の構造､感染防止）と応急
応急手当普及員 手当（ＡＥＤの取扱を含む）の実技や指導方法等が学べ､講習修了
こうしゅう
後は応急手当普及員認定証が交付され､応急手当普及員として､地
講習
域の方や所属する事業所の従業員へ､心肺蘇生法の指導（講習会）
を行うことができる｡
51 じょうきゅうきゅうめいこうしゅう 乳児・小児・成人に対する心肺蘇生､ＡＥＤの取扱､止血法や気道
上級救命講習
異物の除去など､その他の応急処置を学ぶコースで最後に実技・筆
記テストが行われ､合格者には修了証が交付される｡
51 ふつうきゅうめいこうしゅう
成人に対する心肺蘇生､ＡＥＤの取扱､止血法や気道異物の除去な
普通救命講習Ⅰ どの応急処置を学ぶコースで､本市では毎月９､19､29日を応急手当
の日として定期開催も実施｡受講者には修了証が交付される｡
51 ふつうきゅうめいこうしゅう
普通救命講習Ⅰに実技・筆記テストを加えたコースで､合格者には
普通救命講習Ⅱ 修了証が交付される｡
51 ふつうきゅうめいこうしゅう
乳児・小児に対する心肺蘇生法､ＡＥＤの取扱､止血法や気道異物
普通救命講習Ⅲ の除去などの応急処置を学ぶコースで､2019（令和元）年度の要綱
改正により新設したもの｡受講者には修了証が交付される｡
51 いっぱんこうしゅう きゅうめい 胸骨圧迫やＡＥＤの取扱などの応急手当の入門編｡2019（令和元）
一般講習・救命 年度の要綱改定により｢一般救命講習｣を廃止し､講習時間を従来の
にゅうもん
普通救命講習から短縮した｢救命入門ｺｰｽ｣を新設し､参加者には参
入門コース
加証が交付される｡
せいど
51 きゅう
救マークとは､ホテル・旅館､店舗､公共施設等､不特定多数の人が
救マーク制度
利用する施設において万が一､だれかが急病で倒れけがをした場合
に､ＡＥＤを含めた適切な応急手当（人工呼吸や胸骨圧迫､止血な
ど）ができ､なおかつ119番通報や救急車の誘導など､スムーズに救
急隊に引継ぎができる施設に交付し､救命講習受講者が施設に常駐
することで､利用者に｢安心して利用できる施設｣であることを表示
するもの｡
本市では､2010（平成22）年より､救マーク制度を設け､2020（令和
２）年４月１日現在で213施設が登録している｡
51 きゅうきゅう ひ
救急の日（９月９日）は､｢９（きゅう）９（きゅう）｣の語呂合わ
救急の日
せから､救急医療関係者の意識を高めるとともに､救急医療や救急
業務に対する国民の正しい理解と認識を深めることを目的として､
1982（昭和57）年に厚生労働省によって定められた｡また､｢救急の
日｣を含む１週間を｢救急医療週間｣として､応急手当の講習会を中
心とした救急に関するさまざまな行事が実施されている｡
おおいたでぃーまっと
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No. 頁
61 51

62

63

64

65

用
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語

説 明
救急現場等で応急手当（心肺蘇生法など）を行っていただいた方
サンキューカー に､感謝の意を伝えるとともに､応急手当実施後の心の不安などに
対するサポートを目的に｢サンキューカード｣の配布を検討してい
ド
る｡多くの市民にとって､バイスタンダーとなる場面に遭遇する可
能性は少なく､非日常の出来事であるため､場合によっては大きな
ストレスを抱えてしまうことも考えられる｡バイスタンダーが､心
や体に不安が生じた場合は､消防局が相談窓口となり対応を行うな
ど救急業務協力者への支援を行う｡
55 きんきゅうどはんていたいけい 緊急度判定体系を普及させる目的は､地域の限られた救急車を有効
緊急度判定体系 に活用し､｢緊急性が高い傷病者にできるだけ早く救急車が到着で
きるようにする｣こと､｢住民が適切なタイミングで医療機関を受診
できるように支援する｣ことである｡傷病者が医療機関へ救急搬送
されるまでの間に､緊急度を判定する場面が大きく４つあると考え
られる｡それが､｢家庭での自己判断｣｢電話相談｣｢119番通報を受け
た通信指令室｣｢救急現場｣である｡
55 きゅーすけ
全国版救急受診アプリのこと。住民の緊急度判定を支援し、利用
Ｑ助
できる医療機関や受診手段の情報を提供するため、緊急度判定プ
ロトコルｖｅｒ．２（家庭自己判断）をもとに総務省消防庁が作
成した。主な機能として、該当する症状及び症候を画面上で選択
していくと、緊急度に応じた必要な対応（「今すぐ救急車を呼び
ましょう」、「できるだけ早めに医療機関を受診しましょう」
「緊急ではありませんが医療機関を受診しましょう」または「引
き続き、注意して様子をみてください」）が表示される。その
後、医療機関の検索や、受診手段の検索（一般社団法人全国ハイ
ヤー・タクシー連合会の「全国タクシーガイド」にリンク）を行
うことができる。
55 きゅうきゅうあんしん
急なけがや病気をしたとき、救急車を呼んだが方がいいか、今す
救急安心セン
ぐに病院に行った方がいいかなど、その判断に迷う場合、専門家
じぎょう
からアドバイスを受けることができる電話相談窓口が救急安心セ
ター事業
ンター事業（♯7119）である。寄せられた相談は、電話口で医
（＃7119）
師、看護師、相談員が話を伺い、病気やけがの症状を把握して、
救急車を呼んだ方がいいか、急いで病院を受診した方がいいか、
受診できる医療機関はどこか等を案内する。総務省重点施策2021
として、消防防災施設整備費補助金等の整備に係る支援を行い、
総務省消防庁が当該事業の全国展開を推進している。
55
ＮＩＣＴ（総務省所管の国立研究開発法人 情報通信研究機構。本
ボイストラ
部は東京都小金井市。）が開発した多言語音声翻訳アプリ「Ｖｏ
ｉｃｅＴｒａ（ボイストラ）」をベースとして、救急現場で使用
頻度が高い会話内容を「定型文」として登録し、外国語による音
声と画面の文字により、円滑なコミュニケーションを図ることが
可能となるもの。また、定型文以外の会話でも、音声翻訳が可能
となっている。さらに、話した言葉が日本語文字として表記され
ることから、聴覚障害者などとのコミュニケーションにも活用で
きる。なお、通信料は利用者負担となるが、同アプリのダウン
ロードや利用料は無料。対応言語は、以下の15言語。本市で導入
済。
（１）英語（２）中国語（３）韓国語（４）スペイン語（５）フ
ランス語（６）タイ語（７）インドネシア語（８）ベトナム語
（９）ミャンマー語（10）台湾華語（11）マレー語（12）ロシア
語（13）ドイツ語（14）ネパール語（15）ブラジルポルトガル語
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No. 頁
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67

68
69
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用
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語

説 明
電話通訳センターを介した三者間同時通訳による119番多言語対応
三者間同時通訳 は､外国人からの119番通報時､外国人のいる救急現場での活動時等
において､迅速かつ的確に対応するため､電話通訳センターを介し
て､24時間365日主要な言語で対応するもの｡外国人からの119番通
報を本部の指令センターで受け､それを電話通訳センターの転送す
ることで､三者間同時通訳を行う｡また､119番通報時だけではなく､
現場対応時においても､電話を交互に受け渡し､電話通訳センター
に通訳を依頼することが可能｡本市で導入済｡
58 きゅうじょじこしゅべつ
・建物等による事故…建物、門、柵、へい等建物に付帯する施
救助事故種別
設、またはこれらに類する工作物の倒壊による事故、建物等内に
閉じ込められる事故、建物等内に閉じ込められる事故、建物等に
挟まれる事故をいう。
・交通事故…すべての交通機関相互の衝突及び接触または単一事
故若しくは歩行者等が交通機関 に接触したこと等による事故を
いう。
・水難事故…水泳中の溺者または水中転落事故等による事故をい
う。
・機械による事故…エレベーター、プレス機械、ベルトコンベア
その他の建設機械、工作機械等による事故をいう。
・火災…火災現場において直接火災に起因して生じた事故をい
う。
・破裂事故…火災以外のボイラー、ボンベ等の物理的破裂による
事故をいう。
・風水害等自然災害事故…暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地
震、津波、噴火、雪崩、地すべり、その他異常な自然現象に起因
する災害による事故をいう。
・ガス及び酸欠事故…一酸化炭素中毒その他のガス中毒事故、酸
素欠乏による事故等をいう。
・その他の事故…上記に含まれない事故をいう。
高度救助隊の他､消防大学校救助科卒業者などの高度な知識を得た
58 こうどきゅうじょたいとう
高度救助隊等
職員を指すもの｡
58 しょうぼうきゅうじょぎじゅつしど 1972（昭和47）年から毎年､一般財団法人 全国消防協会が開催す
消防救助技術指 る全国大会｡救助技術の高度化に必要な基本的要素を練磨すること
うかい
を通じて､消防救助活動に不可欠な体力､精神力､技術力を養うとと
導会
もに､全国の消防救助隊員が一堂に会し､競い､学ぶことを通じて､
他の模範となる消防救助隊員を育成し､全国市民の消防に寄せる期
待に力強く応えることを目的としている｡なお､全国大会の前に九
州大会､大分県大会がある｡
60 きんきゅうしょうぼうえんじょた 緊急消防援助隊､県内応援隊､国際消防救助隊､その他協定に基づく
緊急消防援助隊 応援隊｡
いとう
等
60 きんきゅうしょうぼうえんじょたい 日本における全国的な消防応援の制度、及び同制度に基づく消防
緊急消防援助隊 部隊。被災地の消防力のみでは対応困難な大規模・特殊な災害の
発生に際して、発災地の市町村長・都道府県知事あるいは消防庁
長官の要請により出動し、現地で都道府県単位の部隊編成がなさ
れた後、災害活動を行う。消防関係者の間では「緊援隊（きんえ
んたい）」と呼称されることも多い。1995（平成７）年１月17日
の阪神・淡路大震災は、死者6,000人、負傷者40,000人、家屋被害
500,000棟を超える被害をもたらし、兵庫県内の消防応援とあわせ
て、全41都道府県延べ約30,000人の消防応援が実施された。しか
し、戦後空前の大災害、加えて初めての事案だったこともあり、
全国規模での災害派遣の体制はなく、応援部隊の初動・編成・活
動等に関する規定やマニュアルが整備もされておらず、主に指揮
統制や運用面で多くの課題を残した。これを契機に自治省消防庁
（現在の総務省消防庁）は、1995（平成７）年６月に全国の消防
機関による消防応援を迅速・円滑に実施するため、緊急消防援助
隊制度を発足させた。
さんしゃかんどうじつうやく
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用
あいあーるてぃ

ＩＲＴ

語

大分市消防局基本計画 用語集（ページ順）

説 明
“Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｒｅｓｃｕｅ Ｔｅａｍ”の略
で、国際消防救助隊のこと。国際緊急援助隊（ＪＤＲ：Ｊａｐａ
ｎ Ｄｉｓａｓｔｅｒ Ｒｅｌｉｅｆ Ｔｅａｍ）の救助チームとし
て編成されている消防の部隊で、政令指定都市及び中核市の77消
防本部、599名が登録しており、本市においても６名の隊員を登録
している。主な役割は、国外の被災地での被災者の検索、救助、
応急処置等を任務としている。
日本の救助チームは、国際捜索救助諮問グループ（ＩＮＳＡＲ
ＡＧ：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅａｒｃｈ ａｎｄ Ｒｅｓ
ｃｕｅ Ａｄｖｉｓｏｒｙ Ｇｒｏｕｐ）より能力評価で、最高分
類の高評価「重（ヘビー）」の評価を受けており、統一した技術
や知識等を習得し、習熟するために積極的な連携訓練及び習熟訓
練を行う必要がある。その習得した技術や知識等は、消防局内で
共有し、本市の災害現場において生かすことが重要である。
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22

17

3

58

51

43

説 明
“Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｒｅｓｃｕｅ Ｔｅａｍ”の略
ＩＲＴ
で、国際消防救助隊のこと。国際緊急援助隊（ＪＤＲ：Ｊａｐａ
ｎ Ｄｉｓａｓｔｅｒ Ｒｅｌｉｅｆ Ｔｅａｍ）の救助チームとし
て編成されている消防の部隊で、政令指定都市及び中核市の77消
防本部、599名が登録しており、本市においても６名の隊員を登録
している。主な役割は、国外の被災地での被災者の検索、救助、
応急処置等を任務としている。
日本の救助チームは、国際捜索救助諮問グループ（ＩＮＳＡＲ
ＡＧ：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅａｒｃｈ ａｎｄ Ｒｅｓ
ｃｕｅ Ａｄｖｉｓｏｒｙ Ｇｒｏｕｐ）より能力評価で、最高分
類の高評価「重（ヘビー）」の評価を受けており、統一した技術
や知識等を習得し、習熟するために積極的な連携訓練及び習熟訓
練を行う必要がある。その習得した技術や知識等は、消防局内で
共有し、本市の災害現場において生かすことが重要である。
“Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
32 あいしーてぃ
ＩＣＴ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ”の略で、通信技術を活用したコミュニ
ケーションを指す。情報処理だけではなく、インターネットのよ
うな通信技術を利用した産業やサービスなどの総称である。ＩＴ
に“Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ（通信、伝達）”という言葉が
入っており、ＩＴよりも通信によるコミュニケーションの重要性
を強調している。単なる情報処理にとどまらず、ネットワーク通
信を利用した情報や、知識の共有を重要視している。
【参考】経済産業省では、通信技術そのものを扱うことが多いの
で「ＩＴ」を用いており、総務省では、情報通信産業を扱うこと
が多いので「ＩＣＴ」を用いている。
25 あわしょうか
引火性液体を対象とする消火方法であり､水と消火薬剤を比例混合
泡消火システム した水溶液を､泡放出口より空気を含むエアフォームとして散布
し､燃焼面を覆い空気を遮断するとともに､冷却効果で消火する方
法である｡
10

用

大分市消防局基本計画 用語集（五十音順）

語

あいあーるてぃ

江戸時代後期の嘉永７年11月５日（1854年12月24日）に発生した
南海地震である｡南海トラフ巨大地震の１つとされ､約32時間前に
発生した安政東海地震とともに安政地震､安政大地震とも総称され
る｡この地震が起きた当時の文書には､嘉永七年と記録されている
が､この天変地異や内裏炎上､前年の黒船来航を期に改元されて安
政と改められ､歴史年表上では安政元年（1854年）であることか
ら､安政を冠して呼ばれる｡
51 いっぱんこうしゅう きゅうめい 胸骨圧迫やＡＥＤの取扱などの応急手当の入門編｡2019（令和元）
一般講習・救命 年度の要綱改定により｢一般救命講習｣を廃止し､講習時間を従来の
にゅうもん
普通救命講習から短縮した｢救命入門ｺｰｽ｣を新設し､参加者には参
入門コース
加証が交付される｡
51 えーいーでぃー
"Ａｕｔｏｍａｔｅｄ Ｅｘｔｅｒｎａｌ Ｄｅｆｉｂｒｉｌｌａｔ
ＡＥＤ
ｏｒ"の略で､自動体外式除細動器という｡心停止（必ずしも心静止
ではない）の際に､機器が自動的に心電図の解析を行い､心室細動
を検出した際は除細動を行う医療機器｡除細動器の一つであるが､
動作が自動化されているため､施術者が非医療従事者でも使用でき
る｡
44 えすぴーでぃー
"Ｓｕｐｐｌｙ（供給） Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ（加工） Ｄｉｓｔ
ＳＰＤ
ｒｉｂｕｔｉｏｎ（分配）"の略で､救急隊が使用し､消費する救急
消耗品の調達､購入､使用､補充などの物品の流れを一元化し､コス
ト削減､原価管理を行うシステム｡業務の効率化､救急業務の安全性
の向上が期待できる｡
（神戸市消防局､横浜市消防局などが導入済｡）
あんせいなんかいじしん

安政南海地震
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用

語

おうきゅうてあてふきゅういん

応急手当普及員
こうしゅう

講習
26

35

5

10

おおいたけんちゅうぶ じしん

39

44

おおいたけん

おおいたけんしょうぼうがっこう

大分県消防学校

大分県中部地震

大分県メディカ

ルコントロール
きょうぎかい

協議会

32

38

おおいたし

しょうぼうだん

大分市消防団ビ
ジョン

49

47

31

35

28

35

29

35

33

38

おおいたでぃーまっと

大分ＤＭＡＴ

おおがたうんてん めんきょ

大型運転免許

おーじぇーてぃ

ＯＪＴ

おふじぇーてぃ

ＯＦＦ－ＪＴ
ひるしょうぼうだん

かた昼消防団

大分市消防局基本計画 用語集（五十音順）

説 明
３日間の講習を受講し､基礎医学（人体の構造､感染防止）と応急
手当（ＡＥＤの取扱を含む）の実技や指導方法等が学べ､講習修了
後は応急手当普及員認定証が交付され､応急手当普及員として､地
域の方や所属する事業所の従業員へ､心肺蘇生法の指導（講習会）
を行うことができる｡
複雑多様化､大規模化する各種災害に対応するため､消防職員､消防
団員及び消防関係者に対し､消防の責務を正しく認識させるととも
に､人格の向上､消防に関する知識､技術の修得､規律の保持､協同精
神のかん養を図り､もって地域住民の期待と信頼に応え得る近代消
防人を育成することを目的に設置された大分県の機関である｡大分
県由布市に置かれている｡
1975（昭和50）年４月21日の午前２時35分に､大分県中部（玖珠
郡・大分郡付近）を震央として発生した､内陸直下型地震である｡
大分地震とも呼ばれている｡
消防法35条の８のなかで､救急搬送の基準と病院前救護（救急活
動）に関することを協議する場として､救急搬送協議会の設置が都
道府県に義務付けられている｡この救急搬送協議会の傘下に､救急
活動の質を保証するための大分県メディカルコントロール（Ｍ
Ｃ）協議会が置かれている｡
本市消防団が社会へ柔軟に対応し、地域防災の中核として、市民
の安全と安心を守る組織であり続けるための方向性を示すとも
に、その実現に向けた背策を進める指針とすることを目的として
2019(令和元)年に策定。目指すべき将来像を掲げ、その実現に向
けた2つの目標と達成するための指針となる6つの基本施策をまと
めたもの。
日本ＤＭＡＴが原則､大規模災害発生時の都道府県の派遣要請に基
づくものに対して､大分ＤＭＡＴ独自の出動基準は｢災害または事
故により､被災現場において､医療を必要とする傷病者が１人以上
いると消防機関が判断した場合とする｡ただし､傷病者全員が事故
現場から速やかに救助され､医療機関への搬送が可能な場合を除
く｡｣とされており､消防機関による出動要請が可能であることを特
色としている｡また､救出に時間を要すると思われる交通事故など
も出動の対象となるため､出動頻度は多いことから､連携体制を構
築することは非常に重要である｡
2007（平成19）年施行の改正道路交通法で中型運転免許が新設さ
れ､大型運転免許を必要とする車両規模の下限が､改正前の特定大
型車（政令大型車）に相当するものに変更された｡この（新）大型
免許については､21歳以上で３年以上の運転経験を持つ者が受験資
格（自衛官を除く）となる｡
【参考】大型自動車とは､車両総重量11,000kg 以上､最大積載量
6,500kg以上､または乗車定員30人以上であるものを指す｡
“Ｏｎ ｔｈｅ Ｊｏｂ Ｔｒａｉｎｉｎｇ"の略で､通常業務のなか
で行われるトレーニングのことを指す｡業務現場でしか得られない
仕事の進め方や知識､技能を習得できる｡業務現場以外の急変する
環境に即した教育が可能なＯｆｆ―ＪＴとともに､社員教育の相互
補完的な役割を担っている｡
“Ｏｆｆ ｔｈｅ Ｊｏｂ Ｔｒａｉｎｉｎｇ"の略で､業務を離れ､
教育目的で行われるトレーニングのことを指す｡講習会や研修会を
開き､ＯＪＴでは習得できない知識や技術の教育を行う｡
消防団が子どもに対して消防に関する防災体験教育を行い､将来の
地域防災を担う人材を育てるとともに､顔の見える防災を作るため
の効果的な取組｡
なお､｢かた昼｣とは､大分弁で｢半日｣を指し、子どもの負担になら
ない程度の回数と時間で取り組んでいる。
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64

55

42

44

41

44

60

51

37

43

用

大分市消防局基本計画 用語集（五十音順）

語

説 明
消防法（昭和23年法律第186号）で｢危険物｣に定められている物質
危険物施設
の製造､または貯蔵､取り扱う場合に必要となる施設である｡危険物
とは､引火・発火性がある､燃焼を促進させる､中毒を引き起こすな
ど､大きな災害の原因となりうる物質の総称で､これらを大量に保
管または取り扱う場合には､法律や条例などが定めている厳しい基
準を満たし､特別に許可を得る必要がある｡このような危険物を｢指
定数量以上の製造・貯蔵・取り扱いなどを行う際に使用する建物｣
のことを指しており､用途によって｢危険物製造所｣｢危険物貯蔵所｣
｢危険物取扱所｣の3つに分類される｡
きゅうきゅうあんしん
急なけがや病気をしたとき、救急車を呼んだが方がいいか、今す
救急安心セン
ぐに病院に行った方がいいかなど、その判断に迷う場合、専門家
じぎょう
からアドバイスを受けることができる電話相談窓口が救急安心セ
ター事業
ンター事業（♯7119）である。寄せられた相談は、電話口で医
（＃7119）
師、看護師、相談員が話を伺い、病気やけがの症状を把握して、
救急車を呼んだ方がいいか、急いで病院を受診した方がいいか、
受診できる医療機関はどこか等を案内する。総務省重点施策2021
として、消防防災施設整備費補助金等の整備に係る支援を行い、
総務省消防庁が当該事業の全国展開を推進している。
きゅうきゅうぎょうむ こう 救急業務が法制化された1964（昭和39）年頃は､交通外傷や一般負
「救急業務の高 傷のけがによる救急要請が主であったが､昭和の後期以降は､高齢
どか
化による急病での救急要請が増加してきた｡これに伴い､搬送が主
度化」とは
だった救急業務について､現場で医学的な処置を行うことにより救
命率向上につながるのではという議論がはじまり､1991（平成３）
年には救急救命士法が施行された｡現在では救急隊が許された医学
的な処置を現場で実施しながら搬送することが救命率の向上とし
て求められており､この流れが｢救急業務の高度化｣と呼ばれてい
る｡
きゅうきゅうしきざい
比較的小さく容易に持ち運びできる装備機材を指し､主に救急車に
救急資器材
搭載される器具等を指す｡
きゅうきゅう ひ
救急の日（９月９日）は､｢９（きゅう）９（きゅう）｣の語呂合わ
救急の日
せから､救急医療関係者の意識を高めるとともに､救急医療や救急
業務に対する国民の正しい理解と認識を深めることを目的として､
1982（昭和57）年に厚生労働省によって定められた｡また､｢救急の
日｣を含む１週間を｢救急医療週間｣として､応急手当の講習会を中
心とした救急に関するさまざまな行事が実施されている｡
きゅうきゅう
救急車と救急隊員３人を派遣し、実習を行う場所。救急事故が発
救急ワークス
生した場合は、救急隊は医療機関から出動する。
なお、状況に応じて医師が同乗して出動し、現場で必要な処置を
テーション
行う。
きけんぶつ しせつ
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用

大分市消防局基本計画 用語集（五十音順）

語

説 明
・建物等による事故…建物、門、柵、へい等建物に付帯する施
救助事故種別
設、またはこれらに類する工作物の倒壊による事故、建物等内に
閉じ込められる事故、建物等内に閉じ込められる事故、建物等に
挟まれる事故をいう。
・交通事故…すべての交通機関相互の衝突及び接触または単一事
故若しくは歩行者等が交通機関 に接触したこと等による事故を
いう。
・水難事故…水泳中の溺者または水中転落事故等による事故をい
う。
・機械による事故…エレベーター、プレス機械、ベルトコンベア
その他の建設機械、工作機械等による事故をいう。
・火災…火災現場において直接火災に起因して生じた事故をい
う。
・破裂事故…火災以外のボイラー、ボンベ等の物理的破裂による
事故をいう。
・風水害等自然災害事故…暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地
震、津波、噴火、雪崩、地すべり、その他異常な自然現象に起因
する災害による事故をいう。
・ガス及び酸欠事故…一酸化炭素中毒その他のガス中毒事故、酸
素欠乏による事故等をいう。
・その他の事故…上記に含まれない事故をいう。
全国版救急受診アプリのこと。住民の緊急度判定を支援し、利用
55 きゅーすけ
Ｑ助
できる医療機関や受診手段の情報を提供するため、緊急度判定プ
ロトコルｖｅｒ．２（家庭自己判断）をもとに総務省消防庁が作
成した。主な機能として、該当する症状及び症候を画面上で選択
していくと、緊急度に応じた必要な対応（「今すぐ救急車を呼び
ましょう」、「できるだけ早めに医療機関を受診しましょう」
「緊急ではありませんが医療機関を受診しましょう」または「引
き続き、注意して様子をみてください」）が表示される。その
後、医療機関の検索や、受診手段の検索（一般社団法人全国ハイ
ヤー・タクシー連合会の「全国タクシーガイド」にリンク）を行
うことができる。
きゅう
せいど
51
救マークとは､ホテル・旅館､店舗､公共施設等､不特定多数の人が
救マーク制度
利用する施設において万が一､だれかが急病で倒れけがをした場合
に､ＡＥＤを含めた適切な応急手当（人工呼吸や胸骨圧迫､止血な
ど）ができ､なおかつ119番通報や救急車の誘導など､スムーズに救
急隊に引継ぎができる施設に交付し､救命講習受講者が施設に常駐
することで､利用者に｢安心して利用できる施設｣であることを表示
するもの｡
本市では､2010（平成22）年より､救マーク制度を設け､2020（令和
２）年４月１日現在で213施設が登録している｡
60 きんきゅうしょうぼうえんじょたい 日本における全国的な消防応援の制度、及び同制度に基づく消防
緊急消防援助隊 部隊。被災地の消防力のみでは対応困難な大規模・特殊な災害の
発生に際して、発災地の市町村長・都道府県知事あるいは消防庁
長官の要請により出動し、現地で都道府県単位の部隊編成がなさ
れた後、災害活動を行う。消防関係者の間では「緊援隊（きんえ
んたい）」と呼称されることも多い。1995（平成７）年１月17日
の阪神・淡路大震災は、死者6,000人、負傷者40,000人、家屋被害
500,000棟を超える被害をもたらし、兵庫県内の消防応援とあわせ
て、全41都道府県延べ約30,000人の消防応援が実施された。しか
し、戦後空前の大災害、加えて初めての事案だったこともあり、
全国規模での災害派遣の体制はなく、応援部隊の初動・編成・活
動等に関する規定やマニュアルが整備もされておらず、主に指揮
統制や運用面で多くの課題を残した。これを契機に自治省消防庁
（現在の総務省消防庁）は、1995（平成７）年６月に全国の消防
機関による消防応援を迅速・円滑に実施するため、緊急消防援助
隊制度を発足させた。
きゅうじょじこしゅべつ
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語

説 明
緊急消防援助隊､県内応援隊､国際消防救助隊､その他協定に基づく
緊急消防援助隊 応援隊｡
いとう
等
きんきゅうどはんていたいけい 緊急度判定体系を普及させる目的は､地域の限られた救急車を有効
緊急度判定体系 に活用し､｢緊急性が高い傷病者にできるだけ早く救急車が到着で
きるようにする｣こと､｢住民が適切なタイミングで医療機関を受診
できるように支援する｣ことである｡傷病者が医療機関へ救急搬送
されるまでの間に､緊急度を判定する場面が大きく４つあると考え
られる｡それが､｢家庭での自己判断｣｢電話相談｣｢119番通報を受け
た通信指令室｣｢救急現場｣である｡
こうきのう つうしん しれい
119番通報の受付、災害地点の地図検索、火災・救急等の自動出動
高機能通信指令 指令、消防・救急デジタル無線の通信、消防活動に関する支援情
報等を一括して制御できるシステムのことで、指令装置、表示
システム
盤、無線統制台、指令伝送装置、出動車両運用管理装置等で構成
される。
こうとう しどう
救急要請受信時に現場付近にいる方に対して､通信指令センター通
口頭指導
信員が電話等により応急手当の協力を要請し､口頭で応急手当の指
導を行うことをいう｡
こうどきゅうじょたいとう
高度救助隊の他､消防大学校救助科卒業者などの高度な知識を得た
高度救助隊等
職員を指すもの｡
こうど
きゅうめい
救急救命士は、国家資格を取得した後に､医療機関での実習などを
「高度な救命
行うことで初めて実施可能となる処置がある｡現在､心肺停止時に
しょち
よ
処置と呼ばれる 行う気管挿管､薬剤投与､心肺停止前輸液とブドウ糖投与という３
こうい
つの救命処置について､それぞれの実施資格を得るための認定制度
３行為」とは
がある｡また､実施後は必ず医師から､医学的に正しい判断の上行っ
た行為であるか事後検証を受けなければならない処置である｡
とう 石油コンビナート等特別防災区域での災害の発生防止、または災
コンビナート等 害が発生した時の対処法、さまざまな手続きなどについては、石
とくべつ ぼうさい くいき
油コンビナート等災害防止法により、基準的に法令化している。
特別防災区域
石油コンビナートという巨大工場群で取り扱っているものは、揮
発性が高かったり（石油やトルエンなど）、毒劇物とされている
もの（塩素、苛性ソーダなど）を取り扱っている関係上、一度災
害が起きるとその様相は他の災害とは異なり、人的、物的、経済
的被害も甚大なものとなる。そこで、その災害の防止に関する基
本的事項を定めることにより、消防法（昭和23年法律第186号）、
高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）、災害対策基本法（昭和
36年法律第223号）その他災害の防止に関する法律との相乗効果に
より、石油コンビナート等の「特別防災区域」とされている場所
での災害発生、災害の拡大防止等のために行うさまざまな対策を
促し、災害から国民の生命、身体及び財産（当然コンビナート自
体も含む）を保護することを目的としている。コンビナートに必
ず自衛消防隊（自衛防災組織と呼ばれている）が置かれているの
は、この法律が拠り所となっている。
救急現場等で応急手当（心肺蘇生法など）を行っていただいた方
サンキューカー に､感謝の意を伝えるとともに､応急手当実施後の心の不安などに
対するサポートを目的に｢サンキューカード｣の配布を検討してい
ド
る｡多くの市民にとって､バイスタンダーとなる場面に遭遇する可
能性は少なく､非日常の出来事であるため､場合によっては大きな
ストレスを抱えてしまうことも考えられる｡バイスタンダーが､心
や体に不安が生じた場合は､消防局が相談窓口となり対応を行うな
ど救急業務協力者への支援を行う｡
きんきゅうしょうぼうえんじょた
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No. 頁
66 55

10
18
15

説 明
電話通訳センターを介した三者間同時通訳による119番多言語対応
三者間同時通訳 は､外国人からの119番通報時､外国人のいる救急現場での活動時等
において､迅速かつ的確に対応するため､電話通訳センターを介し
て､24時間365日主要な言語で対応するもの｡外国人からの119番通
報を本部の指令センターで受け､それを電話通訳センターの転送す
ることで､三者間同時通訳を行う｡また､119番通報時だけではなく､
現場対応時においても､電話を交互に受け渡し､電話通訳センター
に通訳を依頼することが可能｡本市で導入済｡
11 しきざい
主に動力がある装備機材を指す｡例として救助資機材があり､消防
資機材
法第36条の２に基づき制定された｢救助隊の編成､装備及び配置の
基準を定める省令｣に定められた装備機材である。
26 しきざい
主に動力がある装備機材を指す｡例として救助資機材があり､消防
資機材
法第36条の２に基づき制定された｢救助隊の編成､装備及び配置の
基準を定める省令｣に定められた装備機材である。
部隊を統括する大隊長の他､２～３名の隊員が所属する隊｡災害現
23 しきたい
指揮隊
場において災害の情報収集､部隊の統制を行うことを任務とする｡

40

44

38

43

45

44

19

27

54

51

69

58

1

3

25

35

用

大分市消防局基本計画 用語集（五十音順）

語

さんしゃかんどうじつうやく

救急隊員の行った活動内容を､医学的な視点で検証する医師のこと
をいう｡
しどうきゅうめいし
救急業務に関する知識や、経験の豊富な救急救命士の能力を生か
指導救命士
し、経験の少ない救急隊員等に対する指導を効果的に行うことを
目的に認定した、指導的立場にある救急救命士。
じゅうに ゆうどう しんでんず
救急現場から心電図を搬送先の医療機関に伝送するシステム｡急性
１２誘導心電図 心筋梗塞などの心疾患に対して､早期発見､必要な事前の準備､治療
でんそう
開始までの時間が短縮され､救命率の向上が期待できる｡本市では､
伝送システム
2019（令和元）年度に導入済｡
しょうかせん
消火活動に必要な水を供給する為の設備｡大きく分けて､主に消防
消火栓
隊が用いる消防水利として設置されたものと､消防法等により建築
物等に消防用設備として設置を義務付けられ､主に一般人や自衛消
防隊が用いるものとの二種類がある｡本計画では､消防水利として
の消火栓を指す｡
じょうきゅうきゅうめいこうしゅう 乳児・小児・成人に対する心肺蘇生､ＡＥＤの取扱､止血法や気道
上級救命講習
異物の除去など､その他の応急処置を学ぶコースで最後に実技・筆
記テストが行われ､合格者には修了証が交付される｡
しょうぼうきゅうじょぎじゅつしど 1972（昭和47）年から毎年､一般財団法人 全国消防協会が開催す
消防救助技術指 る全国大会｡救助技術の高度化に必要な基本的要素を練磨すること
うかい
を通じて､消防救助活動に不可欠な体力､精神力､技術力を養うとと
導会
もに､全国の消防救助隊員が一堂に会し､競い､学ぶことを通じて､
他の模範となる消防救助隊員を育成し､全国市民の消防に寄せる期
待に力強く応えることを目的としている｡なお､全国大会の前に九
州大会､大分県大会がある｡
しょうぼうそしきほう
日本の消防の任務範囲､消防責任を市町村が負うこと､消防機関の
消防組織法
構成､などについて規定する法律｡消防に関する基本法と呼ぶべき
内容を有する｡法令番号は､昭和22年法律第226号､1947（昭和22）
年12月23日に公布された｡
【参考】消防法は､主として防火に関する法律である｡
しょうぼうだいがっこう
消防組織法第５条､総務省組織令第152条を設置根拠とする総務省
消防大学校
消防庁の施設等機関で､教育訓練機関である｡国､地方公共団体の消
防上級幹部に対し､必要な知識､技能､指導能力及び管理能力を修得
させるための教養を行うほか､消防業務に関する研究を行う機関で
あり､東京都調布市に置かれている｡｢消防大学｣と略称される例が
あるが､学校教育法第1条に定められた大学（文部科学省が所管）
ではない｡消防上級幹部等を対象とする省庁大学校であり､一般の
新規高卒者を入学対象とする施設ではない｡
じごけんしょうい

事後検証医
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語

説 明
｢火災を予防し､警戒し及び鎮圧し､国民の生命､身体及び財産を火
消防法
災から保護するとともに､火災または地震等の災害に因る被害を軽
減し､もつて安寧秩序を保持し､社会公共の福祉の増進に資するこ
と｣（１条）を目的とする法律である｡法令番号は､昭和23年法律第
186号､1948（昭和23）年７月24日に公布された｡消防本部における
消防吏員及び消防団の消防団員の職務についても定める｡
ちゅうがたうんてんめんきょ
2007年（平成19）年施行の改正道路交通法で新設された、新たな
中型運転免許
免許区分である。2007年法改正以前の「普通自動車」としていた
者の運転免許証は、道交法改正で中型自動車の８トン限定免許
（免許証の条件欄に『中型車は中型車 （８ t） に限る』と表記
される）となった。なお、これらの「８トン」は車両総重量を指
す。
【参考】中型自動車とは、日本の道路交通法令における自動車の
区分のひとつである。大型自動車に該当しない自動車のうち、車
両総重量7,500ｋｇ以上11,000ｋｇ未満、最大積載量4,500ｋｇ以
上6,500ｋｇ未満、または乗車定員11人以上29人以下であるものを
指す。具体例としては、一般的な「４トン（積）トラック」及び
「６トン（積）トラック」、「マイクロバス」が該当する。
ちゅうぶ えんがんじし チリ中部沿岸で2010（平成22）年２月27日３時34分14秒（現地夏
チリ中部沿岸地 時間:６時34分14秒ＵＴＣ）に発生した大地震である｡地震の規模
ん
は､ＵＳＧＳ（アメリカ地質調査所）によれば､モーメントマグニ
震
チュード（Ｍｗ）で8.8だった｡1900年以降､チリでは1960（昭和
35）年５月のチリ地震に次ぐ規模､世界でも発生当時では５番目の
規模の地震となった｡
でぃーまっと
“Ｄｉｓａｓｔｅｒ Ｍｅｄｉｃａｌ Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ Ｔｅ
ＤＭＡＴ
ａｍ"の略で､｢災害急性期に活動できる機動性を持った専門的なト
レーニングを受けた医療チーム｣と定義されている｡災害現場から
医師が医療を開始するチームであり､救急活動を行う消防機関と連
携することが重要とされている｡
とうほく ちほう たいへいよう 2011（平成23）年３月11日（金）14時46分ごろに、日本の三陸沖
東北地方太平洋 の太平洋を震源として発生した地震である。地震の規模はマグニ
おきじしん
チュード （Ｍｗ）9.0で、日本の観測史上最大規模だった。ま
沖地震
た、宮城県栗原市で最大震度７が観測された。気象庁により震度
７が記録されたのは、1995（平成７）年の兵庫県南部地震（阪
神・淡路大震災）、2004（平成16）年の新潟県中越地震以来、観
測史上３回目である。この地震による被害は、「東日本大震災」
と呼ばれる。本震の地震動と、それに伴う津波、およびその後の
余震は、東北から関東にかけての東日本一帯に甚大な被害をもた
らし、日本において第二次世界大戦後最悪の自然災害とも言われ
ている。また、国際原子力事象評価尺度で、最も深刻なレベル７
と評価された福島第一原子力発電所事故もあわせて発生した。
とくしゅしゃたい
主に大型車両のうち､はしご車､水槽車を運用する隊｡
特殊車隊
人工心臓マッサージ器や人工呼吸器､検査装置の医療機械を搭載
ドクターカー
し､医師及び看護師が同乗して､医療機関搬送前の現場へ直接出動
する救急車の一種。
救急医療用の医療機器を装備したヘリコプターであり､医師及び看
ドクターヘリ
護師が同乗して救急現場に向かい､現場から医療機関に搬送するま
での間､患者に救命医療（航空救急）を行うことができる専用ヘリ
コプターである｡現在､大分県では大分大学医学部附属病院が保有
するドクターヘリが１機運用されている｡
なんかいじしん
1946（昭和21）年12月21日午前４時19分過ぎに､潮岬南方沖（南海
南海地震
トラフ沿いの領域）78キロメートル（北緯32度56.1分､東経135度
50.9分）､深さ24キロメートルを震源としたマグニチュード（Ｍ
ｗ）8.0の地震である｡1946（昭和21）年南海地震とも呼ばれ､単に
南海地震といえば､この地震を指すことも多い｡発生当時は､南海道
地震（なんかいどうじしん）と呼ばれていた｡南西日本一帯では､
地震動､津波による甚大な被害が発生した｡
しょうぼうほう
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No. 頁
36 43
24

32

52

51

8

10

44

44

55

51

56

51

57

51

27

35

65

55

用

大分市消防局基本計画 用語集（五十音順）

語

説 明
医療機関での実習などを行うことで、初めて実施可能となる処置
認定救命士
の実施資格を得た救急救命士が「認定救命士」と呼ばれている。
きんきゅうつうほう NET119緊急通報システムは､音声による119番通報が困難な聴覚・
NET119緊急通報 言語機能障害者が､円滑に消防への通報を行えるようにするシステ
ム｡スマートフォンなどから通報用Ｗｅｂサイトにアクセスして､
システム
消防本部が消防隊や救急隊をどこに出動させるべきかを判断する
ために必要な｢救急｣｢火事｣の別と､通報者の位置情報を入力すれ
ば､即座に消防本部に通報が繋がり､その後にテキストチャットで
詳細を確認する仕組みとなっている｡本市では､2020（令和２）年
度に導入済｡
目の前で人が倒れた場合に居合わせた人｡
バイスタンダー
はくほう じしん
白鳳時代（飛鳥時代後期）の天武天皇13年（684年）に起きた巨大
白鳳地震
地震。南海トラフ沿いの巨大地震と推定されている。南海トラフ
巨大地震と推定される地震の確実な記録としては、最古のもので
ある。白鳳の大地震（はくほうのおおじしん）、白鳳大地震（は
くほうおおじしん）、あるいは天武地震（てんむじしん）とも呼
ばれる。記録による土佐や伊予の被害の様相から、南海道沖の地
震と考えられていたため、白鳳南海地震（はくほうなんかいじし
ん）とも呼ばれてきたが、発掘調査により、ほぼ同時期に東海道
沖も震源域となった可能性が推定されている。
こうせい そうかん 気道確保を目的とした気管挿管時に､口腔内の様子や挿入具合など
ビデオ硬性挿管 をモニター画面で確認できる医療機器｡本市では､2018（平成30）
よう こうとう きょう
年に導入済｡
用喉頭鏡
ふつうきゅうめいこうしゅう
成人に対する心肺蘇生､ＡＥＤの取扱､止血法や気道異物の除去な
普通救命講習Ⅰ どの応急処置を学ぶコースで､本市では毎月９､19､29日を応急手当
の日として定期開催も実施｡受講者には修了証が交付される｡
ふつうきゅうめいこうしゅう
普通救命講習Ⅰに実技・筆記テストを加えたコースで､合格者には
普通救命講習Ⅱ 修了証が交付される｡
ふつうきゅうめいこうしゅう
乳児・小児に対する心肺蘇生法､ＡＥＤの取扱､止血法や気道異物
普通救命講習Ⅲ の除去などの応急処置を学ぶコースで､2019（令和元）年度の要綱
改正により新設したもの｡受講者には修了証が交付される｡
ぶんや べつじんざい
大分市消防局の人材育成に特化した枠組みであり、豊富な経験又
分野別人材バン は専門的な知識若しくは技術を有する人材と学び合い、教え合う
ことにより、人材育成による組織の活性化及び組織目標達成に役
ク
立てることを目標とした制度。
ＮＩＣＴ（総務省所管の国立研究開発法人 情報通信研究機構。本
ボイストラ
部は東京都小金井市。）が開発した多言語音声翻訳アプリ「Ｖｏ
ｉｃｅＴｒａ（ボイストラ）」をベースとして、救急現場で使用
頻度が高い会話内容を「定型文」として登録し、外国語による音
声と画面の文字により、円滑なコミュニケーションを図ることが
可能となるもの。また、定型文以外の会話でも、音声翻訳が可能
となっている。さらに、話した言葉が日本語文字として表記され
ることから、聴覚障害者などとのコミュニケーションにも活用で
きる。なお、通信料は利用者負担となるが、同アプリのダウン
ロードや利用料は無料。対応言語は、以下の15言語。本市で導入
済。
（１）英語（２）中国語（３）韓国語（４）スペイン語（５）フ
ランス語（６）タイ語（７）インドネシア語（８）ベトナム語
（９）ミャンマー語（10）台湾華語（11）マレー語（12）ロシア
語（13）ドイツ語（14）ネパール語（15）ブラジルポルトガル語
にんていきゅうめいし
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用

大分市消防局基本計画 用語集（五十音順）

語

説 明
江戸時代の宝永４年10月4日（1707年10月28日）､東海道沖から南
宝永地震
海道沖（北緯33.2度､東経135.9度）を震源域として発生した巨大
地震｡南海トラフのほぼ全域にわたって､プレート間の断層破壊が
発生したと推定され､記録に残る日本最大級の地震とされている｡
宝永の大地震（ほうえいのおおじしん）・宝永大地震（ほうえい
おおじしん）・亥の大変（いのたいへん）とも呼ばれる｡地震の49
日後に起きた宝永大噴火は､亥の砂降り（いのすなふり）と呼ばれ
る｡
14 18 ぼうか かんり しゃ
消防法（昭和23年法律第186号）に定める国家資格（業務独占）で
防火管理者
あり､その資格を有する者のうち防火対象物において､防火上必要
な業務を適切に遂行でき､従業員を管理・監督・統括できる地位に
ある者で､防火対象物の管理権原者から選任されて､その防火対象
物の防火上の管理・予防・消防活動を行う者を言う｡防火に関する
知識・技能に内包されるものとして､危険物､地震､津波､火山等に
関する知識も求められる｡
ぼうかすいそう
20 27
消火用の水をためておく容器｡小火（ぼや）対策程度の小さなもの
防火水槽
から､消防車に水を提供する､地下に設置した大型のものまである｡
市が公費で設置または自治会が独自に設置したものがある｡
11 18 ぼうか たいしょうぶつ
消防法（昭和23年法律第186号）第２条第２項では、「防火対象物
防火対象物
とは、山林または舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、
建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものをいう」と定
義されている。多数の人（デパートのように不特定多数の場合
も、工場のように特定多数の場合もある）が出入りしたり、敷地
が広大もしくは構造が巨大なものである建築物では、火災が発生
した場合、人的・物的に甚大な被害が生じることが十分考えられ
る。そこで、通常の建造物よりも厳しい防火管理が求められるこ
とから、法的に必要な措置（防火管理者の選任など）を講じるた
めに防火対象物の制度が設けられた。
50 47
日本集団災害医学会では、｢一定期間､限定された地域において､同
マスギャザリン 一目的で集合した多人数の集団｣と定義されている｡多人数の定義
に関しては､報告者によってさまざまであり､1,000人以上から2万
グ
5,000人以上と幅広く一定ではないが､日本では1,000人以上として
いる｡
救急救命士を含む救急隊員が行う救急活動の質を保証するために､
34 43
メディカルコン 医師による医学的観点からの指示及び指導・助言､事後検証､病院
たいせい
実習等の再教育を充実させていく体制のこと｡
トロール体制
ほうえい じしん
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第１章
節-取組

指

標

大分市消防局基本計画

指標一覧

火災予防の推進

名

指標の考え方

２０１９
現状値

２０３１
目標値

火災調査実務研修、火
１-3 災調査研究会等の研修
会の研修参加人数

火災調査員の調査技術の向上を図るため、火
災調査実務研修、火災調査研究会等の研修会
を行い、その研修参加累計人数
（10年）を指標とします。

145人

2-1

総務省消防庁が示した住
宅用火災警報器設置状況
調査方法に基づく住宅用
火災警報器の設置率

総務省消防庁が示した住宅用火災警報器設置
状況調査方法に基づく設置率を指標としま
す。

91.36％

93%

2-2

地域に根ざした関係機
関と連携した訓練回数
の割合

自主防災訓練時に消防職員と消防団員が一緒
に指導した割合を指標とします。

職団員
17.0％

職団員
20％

2-4

住宅火災の出火率

総合計画の指標

1.275

現状値
以下

3-1

防火対象物査察率

計画査察率100％を目指すため、査察率その
ものを指標とします。

一般対象物
100％
危険物
100％

100%

3-2

予防技術検定合格率

査察技術、違反処理能力の向上を図るため、
消防職員の予防技術検定合格者の増加を目的
に、その合格率を指標とします。

５５％

60%

４-2

女性防火クラブの啓発
活動回数

家庭及び地域の防火を目的とするため、女性
防火クラブの啓発活動回数を指標とします。

10回

現状値
以上

火災原因件数（地域に
おける火災特性を分析
し、その火災件数の増
減を追跡調査）

方面隊別火災原因で最も多い原因件数を、前
年より減少させることを指標とします。

方面隊

現状値
（２０１6～２０20年の５年間計）

第１方面隊(大分地区)

放火（疑いを含む）・・・34件

６件

第２方面隊(鶴崎地区)

たき火・・・11件

０件

第３方面隊(大南地区)

たき火・・・11件

４件

第４方面隊(稙田地区)

たき火・・・18件

6件

第５方面隊(大在地区)

放火（疑いを含む）・・・

12件

６件

第６方面隊(坂ノ市地区) 放火（疑いを含む）・・・

11件

6件

（1クラブ
平均）

1,500人

(累計)

現状値
以下

２０20
現状値

２０３１
目標値

４-4

第７方面隊(佐賀関地区) たき火・・・

３件

第８方面隊(野津原地区) たき火・・・21件
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第２章
節-取組

7-１

大分市消防局基本計画

指標一覧

消防体制の充実

２０１９
現状値

２０３１
目標値

消防車を運転するために必須の資格。配属3ヵ
配属3年職員の中型運転
年計画、機関員養成計画により資格取得を促
100%
免許取得率
進します。

100%

指

標

名

新規大型運転免許資格
7-１
取得者数

指標の考え方

主に機関員となる消防士長以下の職員数に対
する割合は約56%であり、大型免許有資格者
の割合は約14%となっています。この割合を
増やすことで、円滑な機関運用が可能となり
ます。

14%

職員数に対
する消防士
長以下の有
資格者割合
30%以上

7-2

分野別人材バンクの登
録分野数

自己研鑽しやすい職員育成支援のための環境
を整備します。

4分野

10分野
以上

7-2

研修参加人数（自己学
習に取り組む職員、所
属への組織支援体制）

自治人材育成センター等における研修を促進
します。

28人

30人
以上

消防局が消防団に関す
る説明等を行った事業
所等からの入団人数

・消防団ビジョン策定に関する意見書におい
て、消防局が連携し、事業所や大学に対する
広報を検討するよう求められています。
・消防団ビジョン検証委員会より、局側の広
報不足、行政からの入団などが必要との意見
があります。
・以上２点から、指標カウントの対象は官民
問わず「職場」、「学生」を対象とします。

なし

50人
（累計）

・「現場での連携強化」
・「消防団員の能力向上による現場対応力
強化」
・「相互組織の長所を共有」

なし

100%

9-1

署所が管轄する地域の
消防団各部と、合同で
10-1
訓練や研修などを実施
した割合
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第３章
節-取組

指

標

大分市消防局基本計画

指標一覧

救急・救助体制の充実【救急】
名

指標の考え方

２０１９
現状値

２０３１
目標値

1-1

大分県消防学校救急科
入校人数

救急業務に従事する有資格者を計画的に養成
します。

6人

12人
（毎年）

1-1

救急救命研修所派遣人
数

同上。

3人

3人
（毎年）

1-1

認定救命士の養成数

1-2

救急救命士の再教育取
得単位割合

1-2

救急隊員の生涯教育取
得単位取得割合

1-2

医学会等派遣人数

1-2

実技講習会等参加人数

1-3

全国MC出席人数

1-3

事後検証会開催数

1-4

訓練用資機材整備数

3-1

目撃のある心肺停止傷
病者に対する応急手当
実施率

3-1

救命講習定期開催数

3-2

AED設置施設新規登録
数

3-3

救マーク施設新規認定
数

4-2

街頭広報啓発活動回数

4-2

救急搬送件数に占める
軽症者割合

今後も救急救命士の処置範囲は拡大される可
能性がありますが、これらの認定を取得し、
3人以上
全ての救急救命処置が可能な救急救命士を養
成します。
救急ワークステーション等の病院実習や実技
講習会、学会発表等で、実動救急救命士が取
77.6％
得する再教育単位の取得率８０％以上を目指
します。
救急隊員の生涯教育に定められた小隊訓練や
所属研修を充実させることで、生涯教育取得
－
単位の取得率１０0％を目指します。
先進地の取組事例や、最新の医学的知見を積
極的に取り入れる視野を醸成するために、各
6人
種学会に職員を派遣します。
大分県メディカルコントロール協議会が策定
した救急救命士の再教育単位表に掲げられる
10人
実技講習会に対して、毎年救急救命士を派遣
します。
大分市消防局救急隊員生涯教育実施要領にお
いても、指導救救命士の責務として全国ＭＣ
2人
への出席が定められていることから、毎年指
導救命士を派遣します。
救急救命士が行った救急活動に対して行う、
医師からの医学的な事後検証は重要なもので
８回
あるため、各所属が6回以上の事後検証会を行
います。
救急隊員が行う救命処置の習熟を図るため
に、各消防署に高度訓練用人形、装着型静脈
注射トレーナー、気道管理トレーナー等を各
2器
署に配備します。訓練に対する劣化なども考
慮し更新も行っていきます。
大分市総合計画第2次基本計画の指標として挙
げられた応急手当実施率の中でも、バイスタ
ンダーCPRの効果が高いとされる目撃のある 68.20%
心肺停止傷病者に対する応急手当実施率の向
上を目指します。
救命講習について、普通救命講習や上級救命
講習、応急手当普及員講習を継続し、受講者
４２回
の拡大に努めます。
現場に居合わせた市民がＡＥＤを使用するこ
との効果は非常に高いとされているため、Ａ
過去5年
平均
ＥＤを設置している施設のAEDマップへの新
1.1施設
規登録について、年１施設以上を目指しま
す。
ＡＥＤを設置し、救命講習の受講した従業員
過去5年
平均
が常駐する施設が登録する「救マーク施設」
1.2施設
を増やします。
市民と直接、接することができるイベントの
開催を通じて、救急車の適正利用啓発活動を
１回
行います。
救急搬送され、病院で「軽症」と診断された
傷病者の割合について、現状を維持します。
－84－

38%

3人以上
（毎年）

80%
以上

100%

12人
（毎年）

12人
（毎年）

4人
（毎年）

6回以上
（毎年）

9器

70%

４０回以上
（毎年）

１施設以上
（毎年）

１施設以上
（毎年）

１回
（毎年）

40%
以下
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第３章
節-取組

指

標

大分市消防局基本計画

指標一覧

救急・救助体制の充実【救助】
名

指標の考え方

２０１９
現状値

２０３１
目標値

5-2

各種訓練等の実施回数

さまざまな救助要請に的確に対応するため、
各種訓練を実施し、救助技術の向上を図りま
す。

－

各署平均
700回
以上/年

5-2

消防救助技術指導会へ
の参加回数

消防救助技術指導会に伴う訓練等を実施する
ことにより、救助活動に不可欠な体力・精神
力・技術力を養うことで、救助隊員を育成し
ます。

－

1回以
上/年

5-2

県消防学校救助科入校
人数

救助業務に関する専門的知識及び基本活動要
領を習得します。

－

隔年
6人

5-2

消防大学校救助科入校
人数

救助業務に関する高度な知識技術の習得。ま
た、教育指導者としての資質の向上に努めま
す。

－

隔年
1人

5-2

救助技術に関する研修
会等への参加回数

救助技術に必要な研修等に参加し、知識・技
術を習得します。

1回

3回以
上/年

２０１９
現状値

２０３１
目標値

第４章
節-取組

指

標

緊急消防援助隊等の充実・強化
名

指標の考え方

2-1

緊急消防援助隊訓練回数

毎年度１回開催される九州ブロック合同への
参加が必要です。

１回

1回以上
/年

2-1

相互応援訓練回数

毎年度１回開催される九州ブロック合同への
参加が必要です。

１回

1回以上
/年

2-1

更新対象車両の更新

緊急消防援助隊出動対象となる車両を更新す
る必要があります。

－

－

2-2

IRT隊員の教育訓練回数

局内の隊員へ対して継続的な訓練が必要で
す。

6回
/年

6回
/年

2-2

他消防本部との訓練回
数（連携強化のため）

実災害に備え、他本部隊員との訓練が必要で
す。（ＩＲＴ九州合同）

１回
/年

１回
/年

2-2

消防庁主催訓練への参
加回数

出動に備え、消防庁職員との訓練と手順確認
が必要です。
（ＩＲＴ連携、ＩＲＴセミナー等）

１回
/年

１回
/年

2-2

他市IRT隊員との合同訓 実災害に備え、他本部隊員との訓練が必要で
練への参加回数
す。（福岡市）

１回
/年

１回
/年
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大分市消防局基本計画策定方針

■新たな消防局基本計画策定の趣旨
大分市消防局は、1953（昭和 28）年に市町村消防として発足して以来、消防組織法（昭和 22 年法律
第 226 号）第１条に規定された「消防の任務」を遵守し、同法第６条に規定された「市町村の消防に関
する責任」を果たしながら、2012（平成 24）年度には「災害に強い安全な都市づくり」の実現をめざ
し、
「大分市消防局基本計画（以下「現行計画」という。）」を策定し、さまざまな取組を実施してまい
りましたが、現行計画が 2021(令和 3)年度をもちまして、計画期間の終了となります。
現行計画の策定以降、本市は、市民主体による自治の実現を図ることを目的に「大分市まちづくり自
治基本条例」が 2012（平成 24）年に制定され、総合的かつ計画的な行政運営を図るための大分市の最
上位計画となる“おおいた創造ビジョン 2024（大分市総合計画）”が 2016（平成 28）年に策定され、
2020（令和２）年４月から第２次基本計画の期間を迎えております。
さらに、本市消防団は、本市総合計画の個別計画となる“大分市消防団ビジョン”を 2019（平成 31）
年３月に策定のうえ、地域防災の中核となる組織として、団員数の確保に向けた活性化事業に取り組
み、より一層の充実を図るための装備や育成のあり方についても検討を重ねております。
また、消防指令業務の共同運用については、本市の消防救急体制の充実・強化を前提とし、大規模、
特異災害に対する対応力の強化、高機能消防指令センターの整備費等の効率化に向けた県内市町村と
の消防業務に関する連携・協力として、2024(令和６)年４月運用開始をめざし、大分県域消防指令業務
共同運用検討協議会、幹事会、専門部会を設置したうえで、相互理解をもった調整、検討を進めており
ます。
その一方で、近年の気候変動等に伴う集中豪雨及び大型化する台風など、全国各地で頻発する自然
災害が、大規模化、甚大化、多様化しており、南海トラフを震源とする地震なども発生が懸念されてお
り、市町村の消防機関となる消防局は本市の安全・安心に主体的に取り組む組織として、消防力のさら
なる充実が求められております。
こうしたことから、消防局は本市総合計画に基づく“安全・安心な暮らしの確保”に関する取組につ
いて、消防を取り巻く社会経済情勢の変化に適切に対応し、安定した施策推進、展開ができるよう“新
たな消防局基本計画”の策定に取り組むものです。
■計画策定に向けて新たな消防局基本計画策定の趣旨
１.社会経済情勢の動向を客観的なデータに基づき分析し、見直しされた大分市総合計画第２次基本計
画をふまえたものとします。
２.本市消防団ビジョン、本市公共施設等総合管理計画など、本市総合計画の個別計画との調和、整合
をとった体系的な計画になることを目指します。
３.計画構成を、本市総合計画をふまえ、火災予防、消防体制、救急救助体制、大規模災害時への対策
となる緊急消防援助隊等の受援・応援に整理した分野別とし、これまでの消防関係の統計を分析し
たうえで、総務省消防庁等関係機関の動向にも着目した取組を掲載することとします。
４.掲載する取組に関しては、その進捗管理になるよう、また市民が安全・安心を身近に感じることが
できるよう、可能な限り指標（数値目標）を設定いたします。
５.消防局が掲げる中長期事業は、市民において非日常的な用語等が含まれることから、策定過程にお
いて丁寧な検討を行い、市民に理解されるよう努めます。
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大分市消防局基本計画策定方針

■計画策定のための組織体制
１.大分市消防局基本計画策定に係る総務課内サブグループ・・・【2019（令和元）年５月から同年９月まで】
現行計画の分析及び検証を行いました。
２.大分市消防局基本計画プロジェクトチーム・・・【2019（令和元）年 11 月から 2020（令和２）年 10 月まで】
現行計画の分析及び検証結果に基づく、新たな計画の骨子案及び素案消防局案を作成しました。
また、構成員が、所属長及び所属職員との橋渡し役を担い、消防局が一体となった検討を重ね、2022
（令和４）年度以降の消防局の中長期事業が精査されました。この精査された事業（施策）は、消防
局の予算要求時の大きな枠であり、また、本市総合計画を達成するための具体的な道しるべにつなが
るものです。
（１）2019（令和元）年度・・・消防局４課（21 名）
（２）2020（令和２）年度・・・消防局４課及び３消防署職員（53 名）
３.大分市消防局基本計画庁内検討委員会・・・【2020（令和 2）年 11 月から 2021（令和３）年２月まで】
計画消防局案を検討し、関係部局が所管する個別計画との調和、整合等を図った素案を作成しまし
た。

※市長事務部局（11 課）、教育委員会（１課）、上下水道局（１課）の関係 13 課の職員による委員会

４.大分市消防局基本計画検討委員会・・・【2021（令和 3）年６月から同年 10 月まで】
計画素案に関して、専門的な意見、市民目線からの意見をいただき、計画原案及び策定に関する提
言を作成しました。
５.パブリックコメント・・・【2021（令和 3）年度】
市民意見を広く募集し、計画原案への理解を求めます。
■計画の対象区域及び範囲、期間
この計画は、原則として大分市区域としますが、広域的配慮を必要とするときは、関係自治体を含め
ます。また、本市消防局の全ての施策や事業を対象とします。
計画の期間は、2022（令和４）年度から 2031（令和 13）年度までの 10 年間とし、本市総合計画との
接続、他の個別計画との調和、整合を維持するため、本市総合計画の見直しに合わせ、５年後に中間見
直しを行います。
第１章
火災予防
の推進

■計画の構成
大分市消防局基本計画は、「総論」「各論」によ
って構成します。
「総論」では、消防を取り巻く社会の動向から課
題を抽出し、これからの大分市消防局の目指す姿を
『基本方針』に記載します。
「各論」では、大分市総合計画「おおいた創造ビ

第４章
緊急消防
援助隊等
の充実・
強化

総論
動向と課題
基本方針等

ジョン 2024」第２次基本計画第３部『安全・安心を
身近に実感できるまちづくり』第２章［安全・安心
な暮らしの確保］第１節【消防・救急体制の充実】
にある、４つの主な取組に紐付くように４つの章に
分け、『基本方針』を達成するために、当局が所管

第３章
救急救助
体制の
充実

する全ての業務（事務事業）を網羅した取組を記載
します。
大分市消防局基本計画が、大分市総合計画に記載
した目標設定を達成するための「道標」となります。
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大分市総合計画の達成

第２章
消防体制
の充実

大分市消防局基本計画 原案
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●消防局基本計画

策定組織図

プロジェクトチームの会議風景

●消防局基本計画 庁内検討委員会の会議風景

●消防局基本計画

検討委員会の会議風景
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これまでの取組
年・月
2019（令和元）年５月
2019（令和元）年９月

策定経過

取 組 内 容
・大分市消防局基本計画策定に係る総務課内サブグループ設置
・大分市消防局基本計画（現行計画）検証結果完成

2019（令和元）年 11 月 ・大分市消防局基本計画局内（４課）プロジェクトチーム設置
・第１回大分市消防局基本計画局内プロジェクトチーム会議
2019（令和元）年 12 月 ・第２回大分市消防局基本計画局内プロジェクトチーム会議
2020（令和２）年１月

・第３回大分市消防局基本計画局内プロジェクトチーム会議

2020（令和２）年２月

・第４回大分市消防局基本計画局内プロジェクトチーム会議

2020（令和２）年３月

・大分市消防局基本計画骨子案完成

2020（令和２）年４月

・大分市消防局基本計画（全所属）プロジェクトチーム設置
・第１回大分市消防局基本計画プロジェクトチーム会議

2020（令和２）年６月

・第２回大分市消防局基本計画プロジェクトチーム会議

2020（令和２）年７月

・第３回大分市消防局基本計画プロジェクトチーム会議

2020（令和２）年８月

・第４回大分市消防局基本計画プロジェクトチーム会議

2020（令和２）年９月

・第５回大分市消防局基本計画プロジェクトチーム会議

2020（令和２）年 10 月 ・第６回大分市消防局基本計画プロジェクトチーム会議
・大分市消防局基本計画素案（消防局案）完成
2020（令和２）年 11 月 ・大分市消防局基本計画庁内検討委員会設置
・第１回大分市消防局基本計画庁内検討委員会
2021（令和３）年１月

・第２回大分市消防局基本計画庁内検討委員会

2021（令和３）年２月

・第３回大分市消防局基本計画庁内検討委員会（書面会議）
・大分市消防局基本計画素案（庁内検討委員会案）完成

2021（令和３）年３月

・大分市議会（令和３年第１回定例会）
大分市消防局基本計画策定概要説明（総務常任委員会）

2021（令和３）年６月

・大分市消防局基本計画検討委員会設置
・第１回大分市消防局基本計画検討委員会

2021（令和３）年７月

・第２回大分市消防局基本計画検討委員会

2021（令和３）年９月

・第３回大分市消防局基本計画検討委員会（書面会議）

2021（令和３）年 10 月 ・第４回大分市消防局基本計画検討委員会
・大分市消防局基本計画原案完成
2021（令和３）年 11 月 ・パブリックコメントの実施（11 月○○日～12 月○○日）
2022（令和４）年１月

・大分市消防局基本計画（最終案）策定
・大分市長へ大分市消防局基本計画策定報告

2022（令和４）年３月

・大分市議会（令和３年第１回定例会）
大分市消防局基本計画策定報告（総務常任委員会）

－89－

大分市消防局基本計画 原案
＜資料編＞６

大分市消防局基本計画検討委員会設置要綱

○大分市消防局基本計画検討委員会設置要綱
（設置）
第１条 大分市消防局基本計画（以下「基本計画」という。）の策定に関し、広く市民の意見を聴くた
め、大分市消防局基本計画検討委員会（以下「委員会」という｡）を設置する。
（所掌事項等）
第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果を市長に報告するものとする。
⑴ 基本計画の策定に関すること。
⑵ その他基本計画の策定に関し市長が必要と認める事項
（委員）
第３条 委員会は、委員１０人以内をもって組織する。
２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が参画依頼する。
⑴ 学識経験者
⑵ 各種団体の代表者
⑶ 関係行政機関の職員
⑷ その他市長が必要と認める者
（参画依頼の期間）
第４条 参画依頼の期間は、参画依頼の日から基本計画が策定される日までとする。
（委員の責務）
第５条 委員は、職務の遂行上知り合えた情報を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も
同様とする。
（委員長及び副委員長）
第６条 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選により選出する。
２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職
務を代理する。
（会議）
第７条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長
となる。
２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
３ 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによ
る。
４ 委員長は､必要があると認めるときは､会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴
くことができる。
（報償金等）
第８条 委員（議会の推薦に基づき参画依頼を受けた議員である委員を除く。）に対する報償金等は、
予算の範囲内で、市長が決定し、これを支払うことができる。ただし、委員が議会の推薦に基づ
き参画依頼を受けた議員である場合における報償金等については、これを支払わないものとす
る。
（庶務）
第９条 委員会の庶務は、消防局総務課において処理する。
（委任）
第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
（施行期日）
１ この要綱は、令和 ２年１０月 ６日から施行する。
（この要綱の失効）
２ この要綱は、基本計画が策定される日限り、その効力を失う。
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検討委員会日程及び検討委員名簿

●検討委員会日程
2021（令和３）年６月７日

第１回大分市消防局基本計画検討委員会

2021（令和３）年７月 19 日

第２回大分市消防局基本計画検討委員会

2021（令和３）年９月６日

第３回大分市消防局基本計画検討委員会（書面会議）

2021（令和３）年 10 月 28 日

第４回大分市消防局基本計画検討委員会

●検討委員名簿
役

職

氏

所

名

委 員 長

髙 見

大 介

学校法人

副委員長

石 丸

智 子

公立大学法人

平

泉

本

文理学園

日本文理大学

暢 啓

大分市防災協会

得 丸

昭 一

大分市消防団

緒 方

信 幸

大分県消防学校

等
人間力育成センター長

大分県立看護科学大学

大分市ＰＴＡ連合会

安 藤

属

基礎看護学

助教

会長

会長
東部師団長兼第２方面隊長
教頭

●事務局名簿
所

属

氏

等

名

消防局

総務課

参事補兼企画調整担当班リーダー

秦

消防局

総務課

企画調整担当班主査

安 藤

奨 悟

消防局

総務課

企画調整担当班局員（消防司令補）

丸 山

修 輝

陽 一 郎

●大分市消防局基本計画プロジェクトチーム構成員名簿
部

所

会

属

氏

等

名

阿 部

一 也

参事

定 野

浩 之

総務課

参事補

内 田

喜 久

消防局

予防課

予防担当班リーダー

松 岡

辰 倫

火災予防部会

消防局

予防課

参事補兼指導担当班リーダー

渡 邉

哲 也

消防体制部会(事務主管)

消防局 警防課

参事補兼警防救助担当班リーダー

川 上

和 宏

消防体制部会(事務主管)

消防局

総務課

参事補兼消防団担当班リーダー

芦 刈

崇 英

消防体制部会

消防局

総務課

参事補兼総務担当班リーダー

村 上

利 幸

消防体制部会

消防局

警防課

警防救助担当班主査

片 島

修 二

消防体制部会

消防局

通信指令課

管理担当班リーダー

柴 﨑

道 夫

救急・救助体制部会(事務主管)

消防局

救急救助課

救急管理担当班リーダー

堤

救急・救助体制部会

消防局 警防課

警防救助担当班局員(消防司令補)

冨 髙

悠 紀

緊急消防援助隊部会(事務主管)

消防局 警防課

警防救助担当班局員(消防司令補)

坂 本

大 輔

統括者

消防局

総務課長

副統括者

消防局

総務課

副統括者

消防局

火災予防部会(事務主管)
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検討委員会日程及び検討委員名簿

●検討委員写真

髙見委員長

石丸副委員長

平本委員

安藤委員

得丸委員

（集合写真）

●大分市消防局基本計画プロジェクトチーム構成員写真（検討委員との集合写真）

●消防局基本計画

検討委員会の会議風景（Ｗｅｂ会議）
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大分市消防局基本計画策定等に関する提言書

（最終提言）2021（令和３）年 10 月 28 日

大分市消防局基本計画検討委員会

■課題とその解決に必要なもの
超高齢社会の進展に伴い、2035（令和 17）年頃までは救急需要が増加すると予測されていており、
高齢者の搬送割合も年々高くなっている。例えば、たき火が原因の火災で救急搬送される高齢者も想
定され、地域及び年齢に応じた火災予防啓発を検討し、
「高齢者に重点を置いた啓発活動」の実施が必
要と考える。
また、
「ＤＮＡＲ（心肺蘇生を希望しない方）」への対応や、
「病院への収容所要時間の増加対策」な
ど、搬送困難事例に関する研究が必要と考える。
一方、近年は地球温暖化の影響とみられる気象の極端化により、線状降水帯がもたらす記録的な集
中豪雨や、強い勢力を維持したまま来襲する台風など、大規模災害が発生するリスクが高まっている。
このような状況の中、消防業務を円滑に遂行するうえで、「災害発生後も消防車両を洪水等から守る」
ことが重要であり、その対策が必要と考える。
県外で大規模災害が発生した場合、大分市消防局は大分県の代表消防本部であるため、国からの応
援要請があれば、必然的に多くの隊を緊急消防援助隊として被災地へ派遣する使命があり、
「派遣後の
消防力は、市内の災害対応に十分な体制がとれるもの」である必要がある。
加えて、災害の大規模化に伴い、災害対応期間が長期化する可能性もあり、今後は「長期間の活動を
想定した体制の構築」が必要と考える。
■大分市消防局基本計画に望むもの
消防業務は、市民の生命、身体及び財産を守る必要不可欠で重要な業務であり、市民が日々の暮らし
の安全・安心を実感するためには、日々の業務を堅実に遂行するとともに、これからの大分市消防局を
積極的に広報することが重要である。
特に、大規模災害発生時は、被災場所が市内市外を問わず、市民にとって非常に不安な状況であるた
め、
「他消防本部の応援隊を受け入れる（受援）、または相互応援協定に基づく派遣や緊急消防援助隊と
して応援に行く（応援）際、その情報を市民に広く周知する」ことが、市民の安全・安心につながる重
要な業務の一つとの認識を持っていただきたい。
また、組織体制の充実・強化は、市内区域を越えた災害対応も想定内とすることが、消防力の向上に
つながるため、通常体制をより強化し、
「長期間の受援及び派遣や緊急消防援助隊としての応援活動が
あっても、消防力を維持できる体制の構築」を検討していただきたい。
災害発生時の拠点施設である消防庁舎は、その約半数が築 30 年以上経過している状況であり、特に
東消防署は、老朽化とともに浸水想定地域にあるため、防災面や費用面を含めて、最も消防局にとって
良い方法を検討していただきたい。その検討の中で、できれば「浸水被害の及ばない高台への移転」が
望ましい。
消防力の向上のために、消防の任務を共有する消防局と消防団が十分に連携できるよう、消防団員
の人材育成において、研修の機会や環境を整えるという支援的側面に加えて、
「消防局が消防団員に対
してどういう教育をしていくか」を検討していただきたい。
県内消防本部の 119 番受信体制の一本化は、今後の大分市消防局にとって大きな動きになるため、
「消防指令業務の共同運用に関する事項を記載」していただきたい。
大分市消防局基本計画は、市民へ安全・安心を与えるため、消防力を向上させなければならない計画
であり、
「消防業務に関するプロフェッショナルな計画」という目的に加え、更に「消防力の向上とと
もに市民へ安心感を与えることができる計画」になることが望まれる。

－93－

大分市消防局基本計画 原案
＜資料編＞９

大分市消防局基本計画庁内検討委員会設置要綱

○大分市消防局基本計画庁内検討委員会設置要綱
（設置）
第１条

大分市消防局基本計画（以下「基本計画」という。）の策定に関する事項を検討するため、大
分市消防局基本計画庁内検討委員会（以下「委員会」という｡）を設置する。

（所掌事項）
委員会は、次に掲げる事項について検討する。

第２条
⑴

基本計画の策定に関すること。

⑵

基本計画の策定に係る調査及び研究に関すること。

⑶

その他基本計画の策定に関し市長が必要と認める事項

（組織）
委員会は、別表に掲げる課の長が当該課に所属する職員のうちから指名する者を委員として

第３条

組織する。
（委員長）
委員会に委員長を置き、消防局総務課長の職にある者をもって充てる。

第４条
２

委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

３

委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がそ
の職務を代理する。

（会議）
委員会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長

第５条

となる。
委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴

２

くことができる。
（庶務）
第７条

委員会の庶務は、消防局総務課において処理する。

（委任）
第８条
附

この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

則

（施行期日）
１

この要綱は、令和２年１０月

６日から施行する。

（この要綱の失効）
２

この要綱は、基本計画が策定される日限り、その効力を失う。

別表（第３条関係）
防災危機管理課、企画課、情報政策課、広聴広報課、財政課、福祉保健課、保健予防課、土木管理課、
河川・みなと振興課、建築課、開発建築指導課、
教育委員会事務局教育部学校教育課、上下水道局上下水道部水道維持管理課
消防局総務課
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庁内検討委員会日程及び庁内検討委員名簿

●庁内検討委員会日程
2020（令和２）年 11 月 24 日
2021（令和３）年１月 20 日
2021（令和３）年２月 17 日
●庁内検討委員名簿

第１回大分市消防局基本計画庁内検討委員会
第２回大分市消防局基本計画庁内検討委員会
第３回大分市消防局基本計画庁内検討委員会（書面会議）

職

氏

委員長

阿 部

一 也

消防局

総務課課長

長 野

圭 介

総務部

防災局

防災危機管理課

明 石

雅 彦

企画部

企画課

広域連携推進室長

樹

企画部

情報政策課

参事

佳 枝

企画部

広聴広報課

参事兼広報担当班リーダー

財務部

財政課

役

朋

関
幸 野
幸

所

名

紀

宏

属

等

管理企画担当班主査

参事

後 藤

哲 也

福祉保健部

福祉保健課

参事兼社会福祉担当班リーダー

生 田

寛 子

福祉保健部

保健予防課

参事補兼感染症対策担当班リーダー

菅 谷

美 海

土木建築部

土木管理課

参事補兼土木計画担当班リーダー

石 井

智 久

土木建築部

河川・みなと振興課

菊田

興太郎

土木建築部

建築課

中原

健太郎

都市計画部

開発建築指導課

松 尾

賢 吾

教育委員会

教育部

安 部

和 久

上下水道局

水道維持管理課

庶務みなと振興担当班主査

業務調整担当班専門員
建築指導担当班主任
参事補兼庶務担当班リーダー

学校教育課
参事

●事務局名簿
所

属

氏

等

消防局総務課

参事補兼企画調整担当班リーダー

秦

消防局総務課

企画調整担当班主査

安 藤

消防局総務課

企画調整担当班主査

足

名

陽 一 郎
奨 悟

立

享

●大分市消防局基本計画プロジェクトチーム構成員名簿
部

所

会

属

氏

等

名

阿 部

一 也

参事

髙 藤

嘉 之

総務課

参事補

内 田

喜 久

消防局

予防課

予防担当班リーダー

松 岡

辰 倫

火災予防部会

消防局

予防課

参事補兼指導担当班リーダー

渡 邉

哲 也

火災予防部会

消防局

予防課

危険物規制担当班リーダー

山

消防体制部会(事務主管)

消防局

警防課

参事補兼警防担当班リーダー

川 上

和 宏

消防体制部会(事務主管)

消防局

総務課

参事補兼消防団担当班リーダー

芦 刈

崇 英

消防体制部会

消防局

総務課

参事補兼総務担当班リーダー

中 尾

浩 之

消防体制部会

消防局

警防課

施設担当班主査

片 島

修 二

消防体制部会

消防局

通信指令課

柴 﨑

道 夫

救急・救助体制部会(事務主管)

消防局

警防課

救急・救助体制部会

消防局 警防課

救急・救助体制部会

消防局

警防課

救急救助担当班局員（消防士長）

梶 原

聖 史

緊急消防援助隊部会(事務主管)

消防局

警防課

警防担当班主査

亀 山

知 寛

統括者

消防局

総務課長

副統括者

消防局

総務課

副統括者

消防局

火災予防部会(事務主管)

管理担当班リーダー

救急救助担当班リーダー
救急救助担当班局員（消防司令補）
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大分市消防局
基本計画
2031
安全・安心なまちづくり

Oita City Fire Department
Basic Plan 2031

