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〔第２６回〕鳥取県西部消防局における
     機関員の養成について

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　
根本　由之

今さら聞けない資機材の使い方

（鳥取県西部広域行政管理組合消防局
  米子消防署）

１　はじめに
　鳥取県西部広域行政管理組合消防局（以下「西部消防」）
は中国地方で名だたる霊峰「大山」（写真１）の麓に位置し、
管轄面積約1,200k㎡、管轄人口約24万人の安心安全を確保
するため、１局４署６出張所を配置し職員数319名（平成
26年度）で消防業務を推進しています。
　西部消防では団塊の世代の大量退職時期を迎え、平成25
年度から平成30年度の６年間で約３分の１にあたる119名
が定年退職を迎えることとなっています。このため、急激
な職員の若返りにより現場対応能力の低下が危惧されてい
るところです。

写真１　霊峰大山と日本海

２　消防機械技術指導者の指定
　西部消防では大量退職に伴う機関員の技能低下について
検討しました。多くの経験と知識技術を持つ機関員を失う
ことは、「安全・確実・迅速」な現場活動を揺るがす、大き
な問題であることは言うまでもありません。この問題を解
決するために、機関員の指導教育に特化した専門チームを
置くこととし、平成20年度から消防機械技術指導者（以下

「指導者」）を置く要綱の整備を行いました。
　指導者は要綱に定める基準を満たす現役機関員の中か
ら、特に知識、技術、指導経験の豊富な職員を選考し、消防
機械技術指導者として指定しました。

　現在は消防司令補４名、消防士長４名の８名体制で指導
教育に取り組んでいます（表１）。
　　 　表１　指導者の任務

   １　所属での機関員指導
   ２　機関員養成カリキュラムの構築
   ３　指導教材の開発作成（詳細は後述）
   　 （１）指導教本（機関員のてびき）作成
   　 （２）情報掲示Ｗｅｂ（機械装備伝承門）
   　 （３）機関員シミュレーション
    　（４）ポンプカットモデル製作

　指導者は機械・運用にかかわる全てを指導します。また
管内市町村消防団の求めに応じて消防団機関訓練指導など
も行い、各市町村から高い評価を得ています。

３　機関員養成（消防局集合研修）
　西部消防では８ｔ未満の消防ポンプ自動車を運用する機
関員資格までは全職員必須の資格と位置づけ訓練を行い資
格指定します。
　養成訓練は所持免許種別に合わせ消防歴２年目の５月か
ら開始し約７か月間所属で現役機関員から指導を受けた
後、翌年１月から消防局に集合させ毎日勤務で集合研修を
実施します。
　この集合研修は消防局警防課を主管として行い、先に紹
介した指導者が毎日勤務で指導を行います。
　普通機関員（５ｔ未満）課程は２週間、限定中型機関員

（８ｔ未満）課程は３週間（表２）としています。カリキュ
ラムは法令、車両構造、点検整備、ポンプ構造等の学科（写
真２）に加え、消防局屋外訓練場に自動車学校の協力を得
て作成した特設コース（図１）での運転訓練（写真３、４、

５）。大山の麓に出向しての積雪路走行、チェーン装着訓
練（写真６）。高落差水利での揚水・放水訓練など、実際に
体験することを主眼とする訓練を行っています。
　消防局集合研修最終日には資格指定試験（筆記試験、実
技試験）を行い「良好」と認められた養成者は翌年度４月１
日付で指定し機関員として現場活動に当たります。
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　表２　後期　平成25年１月29日～平成25年２月19日限定中型機関員消防局養成研修訓練カリキュラム
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1 日目 警防課長訓示

オリエンテ
ーション適
正試験

機関員養成
について

（担当）消 防 第
二係長

実力確認テ
スト 道路交通法（緊急自動車の法令）

（担当）消防機械技術指導者
車両整備

2 日目
車両点検・

要領
交通安全研修

（担当）消防機械技術指導者
エンジン・シャシー関係

（担当）消防機械技術指導者
車両整備

3 日目 車両点検
消防機械器具の点検整備

（担当）消防機械技術指導者
点検整備（実技）

（担当）消防機械技術指導者全員
消防局場内コース運転訓練
（ＭＴ車）

車両整備

4 日目 車両点検
救急機関員研修

（担当）救急救命士
救急機関員研修

（担当）救急救命士
車両整備

5 日目 車両点検 消防局場内コース運転訓練（ＭＴ車） 消防局場内コース運転訓練（ＭＴ・ＡＴ車） 車両整備

6 日目 車両点検
米子市内救急病院搬入研修

（担当）救急救命士
救急車路上運転訓練

車両整備

7 日目 車両点検 救急車路上運転訓練 救急車路上運転訓練 車両整備

8 日目 車両点検
ポンプ構造と運用

（担当）消防機械技術指導者
ポンプ構造と運用

（担当）消防機械技術指導者
車両整備

9 日目 車両点検
点検整備要領

（担当）消防機械技術指導者
揚水放水要領（局）

車両整備

10 日目 車両点検 揚水放水要領（局） 揚水放水要領（局） 車両整備
11 日目 車両点検 消防局場内コース運転訓練（ポンプ車） 消防局場内コース運転訓練（ポンプ車） 車両整備
12 日目 車両点検 路上運転訓練・自然水利揚水訓練 路上運転訓練・自然水利揚水訓練 車両整備
13 日目 車両点検 路上運転訓練・自然水利揚水訓練 路上運転訓練・自然水利揚水訓練 車両整備
14 日目 車両点検 消防局場内コース運転訓練（ポンプ車） 消防局場内コース運転訓練（ポンプ車） 車両整備
15 日目 車両点検 限定中型機関員資格指定試験 限定中型機関員資格指定試験 オリエンテーション 車両整備

写真２　学科指導の様子

写真３　屋外訓練場における救急車の運転訓練

図１　消防局運転練習コース
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修正を経て現在では機関員養成のマニュアルとして、養成
者への知識技術を伝承するための資料としても活用してい
ます（写真７、８）。

写真４　直角回転訓練

写真５　大型車の運転訓練

写真６　雪道でのチェーン着脱訓練

４　指導教材の開発

（１）指導教本（機関員のてびき）

　平成２年の自動揚水システムが搭載された新型車両の導
入にあたり、当時の機関員に向けてポンプ構造の知識を共
通認識させるために作成されました。以降、法令など追加・

写真７　機関員のてびきの表紙

写真８　機関員のてびきの内容

（２）情報掲示Ｗｅｂ（機械装備伝承門）

　機械装備に関する各種資料、情報をＷｅｂページに掲載
し（写真９）、各署所のパソコン端末から誰もが閲覧できる
よう整備したもので、各署所での訓練、研修時や災害活動
時の参考資料として活用しています。
　閲覧できる資料としては、『関係法規』『機関員体験談』

『機関員のてびき』『故障・事故事例』等があります。

写真９　機械装備伝承門画像

資機材第26回_A.indd   3 2015/04/21   19:53:57



4 4’15.06 ’15.06

今さら聞けない資機材の使い方�

（３）　機関員シミュレーション

　災害事案入電から帰署までの機関運用活動をシミュレー
ション（疑似体験）することで、養成者から現役機関員まで
の知識を向上させると共に機関員として必要な「配慮、気
づき、判断」する力を養うことを目的とするものです。
　指導者が提示した覚知（写真10）から帰署までの状況
画像を見て、機関員がその場面に応じた対応を示し（写真

11）対話形式で研修を進めていくものです。このシミュレ
ーション訓練は小隊形式の訓練においても活用でき、危険
予知の要素も含まれています。

の厳しさ重要さを学ぶことにより、機関員としての職務に
誇りと憧れを見いだし、中型機関員、大型機関員を志望す
る職員も増加しつつあります。更には指導者を目指す職員
も出てきました。
　ご紹介した機関員養成訓練により機関員に対する意識高
揚がなされたと同時に、これまでとは比較にならない知識
技術を伝承することができ、現場対応能力の向上に繋がっ
たと確信します。

　次回は「○○○○」の予定です。

著　者

氏　名：八
は っ た

田　実
みのり

　
所　属：鳥取県西部広域行政管

理組合消防局
　　　　米子消防署 消防第二係
階　級：消防司令補
出身地：鳥取県米子市
消防士拝命：平成５年４月１日
趣　味：ゴルフ

写真 11　機関員シミュレーション。
現場到着前の交差点の状況

写真 10　機関員シミュレーション。覚知及び経路確認

（４）　ポンプカットモデル製作

　消防機械技術指導者と消防機械技術指導者を目指す有志
で作成しました。ポンプ構造・仕組みが一目で分かるよう
に配慮しました（写真12、13）。

５　おわりに
　機関員は地道な努力が必要で表舞台に現れない任務と思
われていましたが、養成研修を重ねるごとに機関員として

写真 12　ポンプカットモデル　分解したポンプ

写真 13　ポンプカットモデル　取り出したポンプ
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