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第１章 災害別等の安全管理 

 

第１節 行動別安全管理 

 災害現場で活動を効果的に遂行していくためには団員各自が作業現

場における危険性を十分理解したうえで「自分自身の安全は自分で守

る」という自覚をもち、積極的に安全を確保していくことが重要である。 

 

① 出動時の行動 

（１）心に余裕を持って冷静に行動を開始する。 

（２）指揮者は出動前に団員の体調チェックをできる範囲（点呼をして 

顔色を見るなど）で行う。 

（３）車庫に向け階段を降りるときは踏み外しに注意する。 

（４）防火衣の着装は周囲に注意して行い、団員相互の間隔がとれる 

よう、装着場所を考慮し、他の団員との接触に注意する。 

（５）シャッター、鉄扉等がしっかり開放されたかを確実に確認する。 

勢いよく開放した場合、反動で戻ってきている場合がある。 

（６）乗車定員は確実に守る。乗車指定場所以外（ステップなど）には 

絶対に乗らない。 

（７）指揮者は団員の乗車状況を確認した後に機関員に発進の合図を行 

う。 

機関員は指揮者の発進の合図を待ち、合図が得られない場合は合 

図を促す。 

 

② 緊急出動時の走行 

   緊急車両は法令により一部の交通規則に従わないことができる 

が、そのために交通事故の危険にさらされる頻度が高い。 

   従って、緊急出動時は機関員のみでなく、全員が安全運転に努め 

なければならない。 

   緊急走行をしていても交通事故に対しての責任は免れない。緊急 

走行をする際は、通常走行をするとき以上の高度な安全配慮義務が 

課せられると認識しなければならない。 
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緊急自動車とは？ 

１ 公共、公益的な機関の自動車 

２ 公安委員会の指定等の済んでいる車両 

３ 緊急用務を遂行する目的 

４ サイレンの吹鳴、赤色警光灯を点灯 

５ 運転中                        

 以上全てを満たすもので、１つでも欠けたときは緊急車両ではない 

  

具体的には・・・ 

（１）優先通行権は過信せず、赤信号は確実に停止して安全を確認した 

後、呼称を励行して発進する。 

（２）緊急出動時には、機関員だけでなく同乗者全員が安全を確認して 

事故防止にあたる。機関員は、右左折や進路変更時は事前に余裕 

をもって同乗者に知らせるとともに、各自が自分の乗車位置から 

見える範囲に安全確認をする。 

（３）車載拡声器を活用し、一般車両や通行者に消防車の接近や進行方 

向等を周知し、早めの避譲と注意を喚起する。 

（４）赤または黄信号時の交差点及び見通しの悪い信号機のない交差点 

に進入する場合は、交差点の直前で必ず一時停止し、安全を確認 

した後徐行しながら通過する。 

（５）片側２車線以上ある道路と交わる交差点において、避譲車両等で 

視界がさえぎられて安全を確認できない場合は、更に車線ごとに 

一時停止し、安全を確認した後、徐行しながら通過する。 

（６）消防自動車等が２台以上で走行している場合、先行車は車載拡声 

器により後続車があることを一般車両や通行人に知らせる。特に 

赤信号の交差点を通過する場合、後続車は車間距離を十分にとり、 

先行車を避譲して動き出そうとする一般車両や歩行者の飛び出 

しに注意する。 

（７）一般車両は窓を閉め、ラジオ等でサイレン音が聞こえにくくなっ 

ていることもあるため、サイレン音を過信しない。 

（８）駐停車車両の陰及び商店街、路地、公園付近等では、子供等の飛 

び出しに十分注意する。 

（９）降雨・積雪時等は道路が滑りやすく、かつ見通しが悪くなるので、 

走行速度は控えめにする。 

（10）災害現場付近では、消防車等のサイレン音や火煙の発生等により 
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騒然としているため、車載拡声器により消防車等の接近と注意を 

呼びかける。 

 

緊急自動車でも特例を受けないもの 

１ 歩行者用道路（歩行者天国など）での注意徐行義務 

２ 歩道通行禁止 

３ 軌道敷内通行禁止 

４ 急ブレーキ禁止 

５ 車間距離の保持 

６ 左側追い越しの禁止 

７ 割り込み運転禁止 

８ 横断歩道のない交差点での横断歩行者の保護 

９ 徐行場所での徐行 

10 必要な合図の実施と、不要な合図の禁止 

11 警音器鳴らせの標識があるところでの警音器の吹鳴 

12 事故を起こした場合の停止 

13 緊急自動車の速度の遵守（一般 80km/h、高速 100 km/h） 

 これらを守らなければ、交通法規違反として処罰の対象になる 

 

交通事故防止のまとめ 

１ 道路状況に応じて、適正な速度で走行する。 

２ 赤信号交差点では、交差点直前で確実に一時停止し、左右の安全を 

  確認してから、徐行で通過する。 

３ 赤信号交差点では、避譲車両等で視界がさえぎられる場合は、その 

  直前で確実に一時停止し、車線ごとに安全を確認してから通過する。 

４ 青信号交差点であっても、周囲の歩行者及び車両等の動向に注意し 

  ながら、安全な速度で通過する。 

５ 青信号交差点を左折する場合は、左側を通行する歩行者及び自転車 

  等の巻き込み事故に注意する。 

６ 信号機がなく見通しの悪い交差点では、交差点直前で確実に一時停 

  止し、左右の安全を確認して徐行で通過する。 

７ 渋滞道路や狭隘道路では、歩行者及び自転車等の飛び出しに十分注 

  意し、安全運転に努める。 

８ 対向車線の走行及び一方通行道路の逆行の場合は、前方の車両等に 
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  十分注意し、側方間隔をできるだけとって安全な速度で走行し、側 

方間隔がとれない等の状況によっては徐行する。 

９ 車両を後退させる場合は、努めて誘導員を配置すること。機関員自 

  身も、後退方向、位置及び障害等を十分確認すること。 

10 道路交通状況に応じて、適時適所で確認呼称を励行する。 

交通事故を起こしてしまった時は・・・ 

 １ 車両の停止 

 ２ 二次災害の防止 

 ３ 負傷者の救護 

 ４ 警察官への通報         を必ず行うこと 

もし、自家用車で出動するときは・・・ 

 消防団員は、勤務先から出動したりするときなど、自家用車等で出動

することがある。その際は、緊急車両の要件を満たさないため、交通法

規に従わなければならない。焦りなどから交通確認がおろそかになった

り、スピードオーバーもしがちになる。しかし、住民の生命を守る存在

として、他の一般車両や歩行者に迷惑をかけない運転を心がけなければ

ならない。 

③ 現場到着・誘導 

  現場到着時は、火煙を視認したり、関係者の慌てた姿を見ると、一

刻も早く消防活動を開始しようという焦りから、車両のステップから

足を踏み外したり、平常心を失った心理状態にある一般住民と接触や

衝突の危険がある。 

（１）ドアを開けるときは後方からの車両や歩行者がいないか確認して

から行う。 

（２）下車は、車両が確実に停車した後指揮者の指示で行い、防火衣、

ロープ等の引っかかりに注意し、車両の握り棒を確実に握り、ステ

ップを使用して降りる。 

（３）車両の誘導は、他の一般車両、歩行者、誘導員自身の安全を確認

しながら行う。 

（４）車両後退の際の誘導合図は、警笛、用手等で、あらかじめ決めら

れた方法により、はっきりと行う。夜間は照明器具を活用する。誘

導員が１名の場合は左後方、２名の場合は更に右後方、３名の場合

は更に左前方に配置につき、機関員の視角を補う。 

（５）車両はサイドブレーキのみでは動き出す危険があるので、車両停

車後必ず車輪止めをかける。 

（６）夜間活動の場合は照明器具を確実に設定し、活動時の安全を図る。 
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④ 水利部署 

（１）交通頻繁な道路に部署する場合は、前照灯、サーチライト等の照

明装置、停止表示板等を活用し、一般車両や通行人に注意を喚起する

とともに、必要に応じて交通整理員を配置する。 

（２）水利部署するときは、吸水操作、ホース延長、はしご搬送等の行

動が競合し、団員同士の衝突や資器材等への接触の恐れがあるので、

相互の合図を徹底する。 

（３）消火栓や防火水槽は、団員や通行人が転落する危険があるため、

吸管を投入（結合）する直前に蓋を開けるとともに、吸管投入後は注

意標識板の掲示、照明器具等により転落防止措置を必ずとる。 

（４）消火栓、防火水槽の蓋を開放する場合は、特に腰部を痛めないよ

う、背筋を伸ばした姿勢で徐々に持ち上げる。開放した防火水槽の蓋

は、水槽内への転落を防ぐため全開にせず、安定させた状態で水槽入

り口に置く。 

（５）水深・落差のある河川等に水利部署する場合は、転落防止のため、

ロープ等で自己確保する。 

（６）スピンドルドライバーは、開閉弁を操作した後、開閉弁に差し込

んだままとし、吸管離脱まで外さない。 

（７）給水中の吸管は、他の車両に踏まれたり、歩行者が転倒しないよ

う、セーフティーコーンやトラ柵等を設置する。 

⑤ホース延長 

（１）手びろめ延長の場合 

 １）管そう、結合金具の落下にきをつけるほか、延長したホースに足

を引っ掛けるなどによる転倒に注意する。 

 ２）高所、不安定な場所にてホースを延長する場合は、小綱等により

ホースを強度のある支持物に固定する。 

 ３） ホースブリッジを設定する場合は２名以上で行い、うち１名は

通行車両の規制にあたる。現場に警察官がいる場合は依頼する。 

 ４）火災建物に接近してホースを延長する場合は、落下物によるホー

スの破断等を防止するため、窓の真下の延長はなるべく避ける。 

 ５）軌道敷のホース横断溝を使用してホースを延長する場合は、電車

の接近を監視する団員を必ず配置する。監視員は防火帽のしころをあ

げて、視覚、聴覚をフルに活用し監視にあたる。 

 ６） ホースの吊り上げ、吊り下げ延長は上下の団員の連絡を密にし、

吊り上げたホースは落下防止措置をとる。下でホースを送る団員は真 

下に位置せず、落下物等に対応できる位置とする。 
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 ７）ホースの延長は余裕ホースを多めにとり、筒先の転戦に備えると

ともに、ホースの引っ掛けによるはしごの転倒に注意する。 

 

⑥ 放水活動 

 １）筒先員はホース延長が完了したら、不意の送水に備えてノズルの

閉状態を確認する。また、送水されてきたら、ノズルを若干開放し、

ホース内の空気を放出する。  

２）送水時は、管そうを腰に密着させて確実に保持し、腰を落とし重

心を低くしてあらゆる方向からの外力に耐えられる姿勢をとる。 

 ３）反動力に備えるため、ノズルの開放は徐々に行う。また、ノズル

を急激に閉鎖すると、同じポンプ車から延長している他のホースの圧

力が急激にあがり危険なので、ノズルの急激な閉鎖はしない。 

 ４）火炎に接近して放水する場合は、必ず防火帽のしころや顔面保護

板等で身体の露出部を覆う。 

 ５）建物内や狭い路地等で放水する場合は、常に周囲の延焼拡大状況

に注意し、退路を確保する。 

 ６）火勢が強く後退せざるを得ない場合は、自隊の後退により他隊が

危険にさらされることのないように、相互に連携をとりながら後退す

る。 

 

第２節 建物火災 

建物火災は、火災の中では最も多く発生しており、団員が危険にさら

される機会も多い。 

 特に最近の建物は新建材、石油化学製品が多く使用されており、建物

の気密性も良くなっている。結果として煙の量も多く、又、建物内部も

小区画化し消防活動は一層困難となっている。 

 このため、団員の疲労は増大するとともに、危険な場所での活動が増

加していることから、安全管理の徹底が必要である。 

① 落下物による危険 

 １）建物間の狭い場所や窓際は窓ガラス、瓦、エアコンの室外機や看

板などの落下危険があるので真下での活動は避ける。 

 ２）建物壁体のモルタルや化粧タイルは内部の焼損やふく射熱等では

く離、落下するので、亀裂、ふくらみ等が生じたら直ちに退避し、情

報を周知徹底する。 

 ３）延焼拡大により落下の危険がある瓦や看板などは、必要に応じス

トレート注水、とび口等であらかじめ落下させてから活動する。 
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 ４）木造等の火災では、延焼拡大で強度が落ちたり、放水で水を含み

重くなった天井がいきなり落下してくることがあるので、落下危険の

兆候（たわみ、ゆがみ）を察知する。 

② 倒壊の危険 

 １）木造、防火造や鉄骨造等の火災では、常に建物倒壊の危険がある

ため、必要により監視員の配置、立入禁止区域の設定、関係各団との

連携による強制破壊・ 

落下などを行う。 

 ２）マーケットや店舗・倉庫・寺社等、間口が広く内部空間を多く取

った建物は梁が長く、間柱や間仕切壁が少ないため、火災中期以降は

天井や２階の床が落下する恐れがある。 

③ 転落の危険 

 １）高所等、不安定な場所で活動する場合は、転落の危険に備え、必

ず自己確保ロープを強度のある支持物に設定する。 

 ２）窓の手すり、軒先等の工作物に乗り移る場合は強度を確認する。 

 ３）アーケードを活用して進入したり、部署する場合は、専用通路以

外を歩かない。 

 ４）凍結時、積雪時等に足場の不安定な場所で放水する場合は、滑っ

て転倒、転落の危険があるので、管そうを支持物に固定したり、管そ

う固定金具等を活用する。また、自己確保等を行うなど、万一の場合

に備える。 

 ５）路面凍結時は、積極的に凍結防止剤を活用する。 

④ 転倒の危険 

 １）防火衣を着装して資器材を持つと、足腰に負担がかかり、少しの

段差を越える際にも転倒しやすいので、ゆっくり行動する。 

 ２）水が入ったホースを踏むと、バランスを崩し転倒する危険がある

ので、ホースは踏まない。 

 ３）夜間で路面状況が視認しにくい場合は、車両の前照灯、サーチラ

イト、懐中電灯など積極的に活用する。 

 ４）高圧で放水する場合は反動力が大きく、転倒する危険が大きいた

め、２人でホースを保持し、必要に応じて管そうを強度のある支持物

に固定する。 

⑤ 吹き返しの危険 

（１）バックドラフト、フラッシュオーバー等の爆発的燃焼現象 

 １）バックドラフト 

   気密が高い構造の火災室の場合、燃焼により室内の空気が減少す
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ると、一旦燃焼が収まったようになるが、そこに、扉の開放などで

一気に空気が流入すると爆発的に燃焼が再開する現象。従って、扉

をあける場合は、開口部正面に位置せず、 

注水体勢を整え、扉をゆっくりと開放する。 

 ２）フラッシュオーバー 

   火災室内の可燃物が、炎あるいは天井下に蓄積した高温気体から

の放射電熱により加熱され、ある時期に一気に燃え出し、室内が火

に包まれる現象。次に記載した発生兆候に注意し、該当する場合は

屋内進入してはならない。 

 

―フラッシュオーバーの発生兆候― 

○建物から褐色や黄色みを帯びた濃煙が噴出している。また、開口部

から煙や炎が間欠的に噴き出している。 

○開口部開放後、噴出する煙が熱気を帯びており、また煙の室内への

強い吸い込みがあり、煙が渦巻くようになっている。 

○間欠的に窓から噴出する煙の息つぎが止み、静かに流れるようにな

っている。 

○室内が、床に這わなければならないほど高温になっている。  

○ 室内の天井付近の煙の中に間欠的に炎が現れる。 

 

（２）注水を開始する際は、消火水が熱で蒸発して高温の水蒸気となり

吹き返してくる。吹き返しに備えて、開口部の正面には位置しない。

防火帽のしころ、顔面保護板を活用し、様子を見て徐々に開口部正面

に移動する。 

（３）火災室に複数の開口部から注水する場合は、お互いに吹き返しを

受ける可能 

性があるので、相互に連絡をとり注水する。 

（４）濃煙の噴出している開口部は、急激な吹き返しがあるので注意す

る。 

（５）高温になった壁体、天井やシャッターへの注水は熱水になって跳

ね返ってくるので、正面から注水しない。 

⑥ 爆発の危険 

（１）金属溶鉱炉への直接注水は水蒸気爆発を起こす危険があるので絶

対に行わない。 

（２）木粉、澱粉、小麦粉等が収容されている対象物は空気中に粉末が

飛散すると粉じん爆発の恐れがあるので、距離をとって噴霧注水とす
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る。 

（３）倉庫火災では何が収容されているか予想ができないため、収容物

が判明するまでは遠隔注水とし、接近は避ける。 

（４）冷凍倉庫、低温倉庫等は一般に無窓であり、断熱材に可燃性内装

が使用されていると、爆発的に燃焼することがある。断熱材の種類、

収容物が判明するまでは接近しない。 

⑦ 感電の危険 

（１）工場や作業場での火災では、放水中に電気ショックを感じた場合

は原則として電路が遮断されるまでは放水を中止する。 

（２）特別高圧や高圧の発電室、変電室等の火災では、裸回線等がある

ので不用意に放水することなく、電源の遮断を確認した後に行動する。 

（３）電柱の変圧器や送電中の電線等に放水する場合は、感電の危険が

あるため十分な安全距離をとり噴霧注水を行うこととし、ストレート

注水は原則として行わない。 

（４）梯子上での活動で、近くに電線がある場合は十分な安全距離を保

つ。 

  なお、感電危険がある場合は、必ず電力関係者等による電路遮断を

確認した後とする。 

⑧ 破壊活動時の危険 

（１） 窓ガラス等を破壊する場合は、その真下の安全を確認した後、

ガラスの側面に位置し、管そう、とび口、大ハンマー等にて行う。 

（２） 窓ガラスの破壊は、鍵付近を小破壊して窓を開放する。全体の

破壊が必要な場合は上部の角から行い、内部に破片を落とすよう

にする。 

（３） 開口部の不用意な破壊により火勢や濃煙、熱気に急変が生じ他

の活動団員に危険が及ぶことがある。破壊活動は指揮者の指示、

命令に従って実施する。 

（４） トタン板を破壊する場合は上部から順に行い、切断面で受傷し

ないよう、防火衣や手袋で確実に身体を防護する。 

（５） 斧、とび口等を使用して破壊活動を行う場合は、狙いがはずれ

てバランスを崩して転倒したり、周囲の団員が怪我をする危険が

あるので、自己確保や後方の安全確認を確実にする。 

⑨ 太陽光発電システムの設置された一般住宅における消防活動 

（１） 感電及び出火の危険性 

 １） 棒状の放水は、水を伝わって感電する可能性があるため、粒状

で建物に水がかかるよう、放水の距離や筒先の調節（噴霧状等）
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を行うようにする。 

 ２） 太陽光発電システムの配線が切断されて建物に触れている場合

は、消火活動により水が浸みこんだ手袋で安易に建物に触れない

ようにする。 

    建物内部で活動する場合は、絶縁性の高い手袋（高電圧用ゴム

手袋等）を活用するようにする。 

 ３） 残火確認等のとき、太陽光発電システムの太陽電池モジュール

を握った手から感電することがあることから、見た目の破壊が進

んでいるものも含め、安易に触れたり、破壊したりしないように

する。 

 ４） 取り外した太陽電池モジュールは感電や発火を防ぐために、太

陽電池モジュール表面を遮光するか裏返しに置くようにする。 

（２） 落下の危険性 

 １） 太陽光発電システムが設置されている一般住宅から火災が発生

した場合、梁や柱、屋根等が火災の影響で炭化してもろくなって

いると、太陽電池モジュールが自重で落下する可能性がある。 

    また、高い熱を受けた太陽電池モジュールのガラスは、強化ガ

ラスからフロートガラス（板硝子）に変化している場合があるた

め、割れた時の破片が細かくならず、20ｃｍ前後の大きな破片と

なる。そのため、残火確認、原因調査、検索等の作業中に大きな

ガラスの破片が落下してくる可能性があるので、太陽光モジュー

ルの落下に留意するとともに、できるだけ屋根上から太陽電池モ

ジュール等を除去しておく。 

 

第３節 林野火災 

 林野火災は活動区域が非常に広範囲にわたり、不慣れな地理での斜面

の登り下りなど、体力の消耗が激しくなる。気象状況の変化により火災

が一気に延焼拡大することもあり予測が立ちにくい。指揮本部から火災

全体を一望することが出来ない場合が多く、災害態様の把握も困難であ

る。 

 大量の人員を必要とし、消防団の組織力が生かされる現場であるが、

命令が末端まで届きにくいので、団員の安全管理には一層の配慮が求め

られる。 

① 出動時 

（１） 活動拠点、集結場所を指定し入山ルートを確認しておく。集結

場所は人員、資器材が集結できる広さを確保できる場所とし、延
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焼により落石があることを考慮した位置とする。 

（２） 長時間活動になることを考慮し、飲料水や着替えを携行し、携

帯無線機、携帯電話等を用意する。火災の規模により早めの応援要

請を考慮する。 

（３） 山道は狭隘で、地盤が緩かったり老朽化した橋等もある為、車

両走行は十分注意する。必要に応じて団員が下車して先行し状況

を確認しつつ進む。 

② 入山時及び活動時 

  ある程度の人員と資器材が到着してから活動を開始する。先着した

からといって少人数で入山してはならない。火勢に一気に飲まれて行

動不能になる危険がある。 

指揮本部を設営し、団員の入山統制が取れるようになるまでは入山

を避け、いつでも退避可能な場所から放水や入山準備を行う。 

（１） 団員は相互に声を掛け合い、行動は連絡できる範囲内とし、必

ず指揮者の指示に従い、単独行動は絶対に行わない。 

（２） 携帯無線機等を十分に活用し、危険事象等に関する情報の提供、

収集に努める。 

（３） 相互に連絡が取れる位置で活動し、連絡が取れない位置での活

動を避ける。 

（４） 関係機関と連携し、火災全体を監視する者を定め、状況の急変、

危険事象の発生に対応できる連絡体制をを確保する。 

（５） 水利が遠いと高圧で中継しながら長距離の送水になる。ホース

線を確認し、ホースの破断による放水中断に注意する。 

（６） 常に火面の拡大、延焼方向の急変に注意し、ホース線方向に予

備注水等を行うとともに、必ず退路を確保しておく。 

（７） 急斜面で延焼している場合は、落石、燃えくず等の落下危険が

あるため、真下での活動は出来る限り避ける。 

（８） 急斜面、険しい稜線等では転落に注意し、必要に応じロープを

展張して各自で自己確保を設定する。 

（９） 地上での消火活動と同時にヘリコプターによる空中消火を行う

場合がある。 

ヘリコプターのダウンウォシュ（下向きの強風）による落石や枝

葉の飛散、火勢の拡大に留意する。 

（10） 活動中に後方への飛び火、注水の中断、強い熱気や熱風を感じ

たら早目に一時退避する。 

（11） 斧、スコップ、チェンソー等を使用する場合は周囲の団員が相
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互に連絡をとり、安全な距離を確保して実施する。 

（12） 火にまかれ緊急に退避する場合は、護身用のスコップやジェッ

トシューター等以外の資器材は放棄し、団員相互に結束し、迅速

に行動する。 

（13） 長時間活動で集中力が途切れたときが危険である。指揮者は早

めの人員交替を心がける。 

③ 火に包囲された時の措置 

（１） 岩石の間、小さな窪みでよいから顔を入れて熱気を吸わないよ

うにする。熱気を吸い込むと気管を火傷して呼吸困難になり危険

である。 

（２） 火線を突破するときは気管の火傷を防ぐため呼吸を止める。水

筒の水やジェットシューターの水があれば、手ぬぐいや上衣を濡

らして頭にかぶって脱出する。 

 

第４節 水災活動 

 水災は、ある程度の予測が可能である。もちろん予測不能な突発的事

故も起こりうるが、多くは、事前に徴候がある。例えば、台風の接近や

集中豪雨による河川の増水などである。 

 また、堤防決壊の恐れがある箇所、浸水し易い地域などは経験として

知っている。被害を最小限に食い止める為に、早め早めの行動こそが水

災活動における安全管理といえる。そして、地域事情に詳しい地元消防

団こそがこの活動の主役なのである。 

① 情報収集と監視警戒 

（１） 水災活動時、水深のある場所、流れが急な場所、舟艇による活

動時等は必ず救命胴衣を着装し、必要により確保ロープを設定し

て自己確保を行う。 

（２） 必ず複数の団員で行動するとともに、懐中電灯、携帯無線機等

を活用し、出向経路と到着予定時間を予め予測して、対策本部等

に随時報告する。 

（３） 予定の行動が終了したら、予定外のことをせず活動を終了する。

必要があれば指揮者に報告して、指示を仰ぐ。 

（４） 強風時は飛来物の危険があるため、保安帽を確実に着装する。 

（５） 消防車等で浸水地を通過する場合は、道路の両端は側溝等があ

る場合があり、また水深も深いので、道路の中央寄りを走行する。 

（６） 電線が垂れ下がっている場合は感電しないよう直ちに距離をと

る。 
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（７） 上流にダムがある場合は、降雨状況により水量調節の為放流す

る場合があるので、情報収集と警戒を怠らない。 

（８） 関係機関との連携を密にして、速やかに、漏れのない活動に心

がける。 

② 水防活動時 

（１） 水防資器材の取扱い、水防活動にあたっては次のことに留意す

る。 

 １） 使用前に資器材の点検を行い、破損、劣化のあるものは使用し

ない。 

 ２） 資器材は、新たに発生する危険に対処しうるように、多めに用

意する。 

 ３） 浸水地で活動する場合は側溝、マンホール等に転落する危険が

あるので、救命胴衣を着装し、水深を測定しつつ活動する。また、

水深は腰の深さまでを活動限度とする。 

 ４） 土のう等の重量物を持ち上げる場合は、背筋を伸ばして、腰部

を痛めないような姿勢で持ち上げる。 

 ５） たこづちによる杭打ちは、指揮者の指示、号令に合わせて行う。 

 ６） 土砂崩れ、地すべり等の発生危険を伴う水防活動現場では、監

視、警戒体勢を必ずとるとともに、退路を確保する。必要に応じ、

確保ロープを設定する。 

 ７） 水防活動が長時間にわたるときは、団員を随時交替させ、疲労

による注意力低下に起因する事故を防止する。なお、活動してい

ない団員は安全な場所で待機させる。 

 

  堤防決壊の前兆 

○ 洗掘箇所が特に濁ったり、堤防に亀裂が生じたとき。 

○ 法（のり）くずれが天端まで達したとき。 

○ 漏水量が多く、濁ってきたとき。 

○ 漏水に泡が混じった状態のとき。 

 

 

③ 救助、避難誘導時 

（１） 崖崩れ等の救助時は必ず監視員を配置して二次災害を防止し、

前兆を察知したときは、直ちに退避する。 

（２） 住民の避難は一刻を争うので、持物は最小限に制限する。 
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土砂崩壊の前兆 

○ 湧水がない崖の途中から湧水が噴き出す。 

○  山腹からの湧水が急激に増減してその水が濁っている。特に湧水が

止まったとき。 

○ 降水量に変化はないが、渓流の水が急に増減した場合。 

○ 崖や山肌の岩石が崩れ落ちるとき。 

○ 崖上に亀裂、水溜りが生じたとき。 

○ 崖の斜面に亀裂が生じたとき。 

○ 家のきしむ音、斜面の立木の根が切れる音、地鳴りがするとき。 

○ 付近の井戸水が急に濁ったり、水位が増減したとき。 

 

 

第５節 ＮＢＣ災害 

 ＮＢＣ災害とは Nuclear（核、核兵器）、Biological（生物剤、生物兵

器）、Chemical（化学剤、化学兵器）を略したもので、これらに係る災

害をＮＢＣ災害という。 

 ＮＢＣ災害で消防団が前面に出て活動することはない。消防隊と連携

し、距離をおいて支援活動をすることとなる。しかし、出場して災害対

応中にＮＢＣ災害であることが判明する場合も有り得る。また、住民を

避難誘導する立場からも、危険性については知っておく必要がある。 

① 消防団の活動 

 消防団はＮＢＣ災害において危険区域内への進入は行わない。安全な

距離をとって支援活動に従事することとなる。 

（１） 危険な区域は災害に応じた装備資器材を装着した消防隊員に任

せて、近づかない。 

（２） 安全な場所で情報収集を行い、到着した消防隊に速やかに情報

提供する。 

（３） 消防警戒区域内へ住民が侵入しないよう監視警戒する。 

（４） 住民を安全な場所に避難誘導する。 

（５） 現場救護所が設置された場合は、支援にあたる。 

② 消防活動の特殊性と困難性 

 ＮＢＣ災害は、従来からの消防活動要領では対応困難である。消防活

動上の特殊性と困難性を列挙すると次のとおりである。 

（１） やみくもに注水を行うと汚染を拡大させてしまう恐れがある。 

（２） 放射線や毒性等から身体を保護するため、防護服を装着して活

動しなければならない。 
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（３） 種々の測定器と事前対策資料等により危険性を把握し、安全で

効果的な活動方針に基づいた消防活動に徹しなければならない。 

（４） 特別な戦術と装備、資器材が必要となる。 
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第２章 日常業務における安全管理 

 

第１節 作業実施時 

① ホースの洗浄作業時 

（１） ホースの洗浄 

 １） 水槽につけてあるホースを無理な姿勢で引き出すと腰等を痛め

る恐れがあるので注意する。 

 ２） ホースを延ばす際は金具を確実に保持し、周囲の安全を確認す

る。 

（２） ホースの乾燥及び収納 

 １） 乾燥施設に異常がないかどうか、事前に十分に点検する。 

 ２） 保安帽、手袋等は必ず着装し、乾燥のため上にあがる人間は下

の人間と連携をとり、安全を確認しながら行う。 

 ３） 高所の不安定な場所で作業を行う場合、転落しないよう自己確

保ロープをとる。 

 ４） 乾燥台の直下はホース等が落下する恐れがあるので十分注意す

る。 

 ５） 滑車にホースを掛けたり外したりする場合は滑車等で指を挟ま

ないように注意する。 

 ６） 地上に降ろしたホースをまっすぐに延ばしたり、巻いたりする

場合、また、ホースを搬送する場合は腰を痛めないよう注意する。 

② 重量物の持ち上げ等 

（１） 重量物の持ち上げ 

 １） 重量に見合った人数を確保する。 

 ２） 持ち上げた場合、バランスが崩れないような箇所をもつ。 

 ３） 持ち上げる際は、腰に負担がかからない姿勢とする。 

（２） 重量物の運搬 

 １） 重量を考慮し、１人で無理をしない。 

 ２） 搬送経路上に障害物がないかを確認する。 

 ３） 運搬用具やロープ等の活用も考慮し、安全な搬送方法を選択す

る。 

 ４） 複数で運搬する場合は、声を掛け合い、歩調をあわせ、荷物の

極端な傾きや一方への偏重をきたさないようにする。 

③ 車両点検 

 消防車両が「いざ」という時、動かないことは直接人命にかかわるこ

とであるので絶対に避けなくてはならない。その為には定期点検だけで
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はなく、日常的な点検も必ず実施しなくてはならない。 

（１） バッテリー 

    バッテリーの比重測定は欠かさず行う。バッテリー液は希硫酸

であることから、皮膚などへの付着に注意する。また、充電の際

は確実に車両から取り外し、電極のショートに注意する。 

（２） エンジンオイル 

    キャブチルトが必要な場合は、確実に支持棒、金具を設定する。

不慮の事故を防止するために必ず監視者をつける。 

（３） タイヤ 

    タイヤの空気圧が左右一定であるか、タイヤに傷はないか、パ

ンクをしていないか、ホイルナットの締め具合は適切であるか。 

    また、ホイルナットはトルクレンチを使用して、指定トルクで

締め付ける。 

単管パイプなどでレンチを延長して締め付けることは、力がか

かりすぎナットをねじ切ってしまう恐れがあるので絶対しては

ならない。 

（４） 灯火類 

    前照灯、車幅灯、赤色灯、ウインカーなど、点灯不良がないか

確認する。 

（５） ポンプ 

    ＰＴＯが確実に作動するか、また、真空ポンプの作動状況（真

空の作成及び漏気の有無）、ポンプの作動状況（水圧がかかるか）

を確認する。 

（６） 積載資器材 

    資器材の積載場所、員数、破損状況などを点検する。破損資器

材は間違えて使用しないように車両から下ろして申し送る。員数

不足の場合は補充しておく。 

 

第２節 車両運行、Ｂ級ポンプ車両搬送時等 

① ガレージ内等の管理 

（１） 床に漏れた油脂類は転倒の原因となるので確実に除去する。 

（２） 常に整理整頓しておき、障害物による転倒防止を図る。 

（３） 扉は常に無理なく開放できるよう点検整備しておく。 

（４） 照明は、物を確認できる明るさにしておく。 

（５） 車庫でエンジンをかけたときは排気ガスが滞留するので換気を

十分に行う。 
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② ガレージ内の駐車要領 

（１） 駐車時はサイドブレーキをかけ、車輪止めを設定する。 

（２） ガレージ内に停止表示位置を明記し、常にその場所に停車させ、

不慮の接触防止を図る。 

③ 車両運行前の措置 

（１） 車両乗車時、各団員はボックスの閉鎖状況、資器材積載状況、

車両周辺の状況に異常がないかを簡潔に確認し、指揮者に報告し

てから乗車する。 

（２） 機関員は、乗車後、エンジンをかけた後は絶対に運転席を離れ

ない。 

④ 乗車時の留意点 

（１） ドアを開ける際は付近の障害、他の団員に十分注意する。 

（２） 乗車時は確実にステップに足をかけ乗車する。 

（３） 乗車してドアを閉める際は手等を挟まないように注意する。 

（４） 乗車後は車両のドアを確実にロックする。 

（５） 乗車定員を守り、ステップなどに乗車しない。 

⑤ 車両走行時の留意点 

（１） 指揮者は団員の乗車状況を確認してから発進の合図を行う。 

（２） 機関員は、指揮者の合図があるまで車両を発進させない。 

（３） 車庫から道路に出る際は、確実に一時停止し、車両、歩行者等

が確実に停止してから発進する。 

（４） 携行品は落下しないように積載しておく。 

（５） 乗車団員は走行中、急停車やバウンド等で怪我をしないように

安定した姿勢で乗車する。 

（６） 狭隘な道路を通行する場合、軒先や看板、電話線等の出っ張り

に注意する。 

（７） 走行中、むやみに窓から顔や手をださない。 

（８） 機関員と団員は相互に協力し、安全確認、呼称を確実に行う。

その際、視認等を併用して形式だけに陥らないようにする。 

（９） 踏切やガード等を通行する場合は細心の注意をはらう。車両の

寸法を熟知し、特に高さ制限に気を配る。 

⑥ 下車時の留意事項 

（１） 車両が確実に停車してから、指揮者の合図で下車する。 

（２） ドアを開ける場合は後方の確認を行う。 

（３） 下車する際は、足元に十分注意し飛び降りたりせずに、片足ず

つステップを使用し下車する。その際、着衣が引っかからないよ



22 
 

うに注意する。 

（４） 下車した後は必ずドアを閉める。 短時間だからと油断しない。 

⑦ 車両安全誘導の心構え 

（１） 車両誘導の合図は主となる誘導員が行うものとし、他の団員は

緊急停止時のみ発声し、混乱を防止する。 

（２） 誘導する際は、自己の安全を確保する。 

（３） 車両の幅や高さ等の諸元をよく知っておく。 

（４） 誘導は明確な合図と大きな声で、具体的に行い、状況に応じて

警笛を活用する。 

（５） 車両後退時、誘導員が１名の場合は左後部に位置し、２名の場

合は更に右後部、３名の場合は更に左前方に配置して機関員の死

角を補う。 

（６） 夜間の誘導は照明器具を活用する。 

（７） 機関員は、団員の誘導では安全確認が不十分なときは自ら下車

して確認する。 

 

第３節 水利調査時 

① 消火栓の開閉 

（１） 蓋を開けるときは専用の消火栓鍵を用い、鍵が離脱しないよう

に確実に挿入して行う。 

（２） 蓋の開放は腰に負担のかからないよう無理のない姿勢で行い、

急激に持ち上げたりしない。 

（３） 蓋の開閉には手足を挟まれないよう十分注意する。 

（４） 蓋が開けにくいときは消火栓鍵等で蓋の端を叩いてから開ける。 

（５） 交通の激しい車道上で、蓋を開閉するときは監視員を配置する

等、事故防止に努める。 

②防火水槽の開閉 

（１） 蓋の取手の損傷がないか確認する。 

（２） 蓋の開放は複数の人員で、中心となるものを定めて行い、移動

方向を示すとともに、呼吸を合わせてゆっくり持ち上げる。 

（３） 蓋が固着している場合や取手が埋まっている場合には消火栓鍵、

金てこ、バール等を活用する。 

③ 交通頻繁な道路での調査 

（１） 車両の停車位置は作業の安全が図れる位置とし、作業の実施に

あたっては必ず安全監視員を置く。 

（２） 安全監視員は、自らの安全を確保するとともに、旗、警笛等を
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活用して通行車両の誘導を行う。 

（３） 作業にあたっては、必要な資器材を事前に準備して、役割分担

を行い短時間で終了できるようにする。 
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第３章 地震・津波災害時における安全管理 

 

第１節 平時からの備え 

① 家庭内において 

 （１）非常持出品の準備（家庭内・団活動用）。 

   非常食、飲料水（家族 3日分）・薬品類・懐中電灯・ラジオ等・携

帯電話・現金・ゴミ袋・タオル・ライター・ロウソクなど 

 （２）大型家具の固定。 

 （３）昭和５６年以前の建物はできるだけ耐震診断を行い、必要に応じ

て改修する。 

 （４）必要に応じて窓ガラスなどの飛散防止対策をとる。 

（５）塀やプロパンガスボンベの固定等、家の周りの危険を点検する。 

 （６）自宅や周辺の海抜や、避難経路を確認する。 

 （７）事前に家族と非常時の連絡方法、避難方法を確認しておく。 

 （８）家庭内でも必要な事項を検討し、整えておく。 

 

② 消防団活動において 

 （１）有事に備え、団員間の安否や所在の確認ができるように連絡網を

整えておくとともに、複数の手段を確保しておく。 

 （２）外部との連絡方法を複数確保する。（固定電話・携帯電話・パソ

コン・防災行政無線・トランシーバー等） 

 （３）常に最新の災害状況を得る。 

 （４）防災倉庫等の海抜は事前に確認しておく。 

 

③ 災害に即時対応できる知識・技術の習得 

 （１）管轄区域内の避難場所・避難経路の把握をする。 

 （２）管轄区域内の高齢者等の災害時要援護者について、平素より自主

防災組織等と連携して実態把握を行い、災害発生に備える。 

 （３）防災行政無線や消防資器材の取り扱い訓練を定期的に実施する。 

 

④ 指揮命令系統の確保 

 （１）幹部は、あらかじめ自己の職の第２、第３代理者を指名し、代理

者に対しては、自己の任務等を熟知させ、有事に備える。 

 （２）災害対策本部や消防本部との情報連絡体制確保のため、防災行政

無線を活用する。 
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第２節 地震発生時の初動対応 

① 消防団員の行動原則 

 （１）自己の安全並びに家族の安全、職場の同僚の安否確認（勤務先の 

被害）を最優先にし、それらの安全が確保されたならば、あらゆる方法

で災害情報を収集しつつ、あらかじめ指定された活動拠点（詰所）に参

集する。 

 （２）津波が予測される地域は、津波の到着予想時間等の情報を、あら

ゆる方法でタイムリーに収集し、津波の第一波が到着すると予想される

時間の概ね３０分前には必ず退避を完了し、警報が解除されるまで決し

てそこを離れず、避難した場所において消防団活動を行う。 

 （３）参集途上に得た情報は確実に分団内で共有するとともに、災害対

応上、必要な事項は分団長等の幹部を通じて災害対策本部等へ報告する。 

 

第３節 参集 

① 参集 

 （１）津波の襲来が予測される地域 

  全ての消防団員は、原則、活動拠点（詰所）への参集は行わず、家族

とともにあらかじめ指定された避難所へ避難し、その場で消防活動にあ

たる。ただし、津波警報が解除された場合は速やかに活動拠点（詰所）

へ参集する。 

 （２）津波が予測されない地域 

  家族の安否確認等、必要な措置を講じた後、速やかに活動拠点（詰所）

へ参集し活動にあたる。 

 

② 参集の方法 

  震災発生時における参集については、災害メール、防災行政無線、サ

イレン等により招集するが、招集されない場合においても団員各自は震

災を認知したならば、定められた場所に自動的に参集することとする。

※震災の認知の判断基準は、震度５弱の地震のことをいう。 

なお、参集にあたっては、状況により交通渋滞を引き起こす原因とな

るので、徒歩又は自転車、バイクとして、原則自動車の使用はしないも

のとする。 
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第４節 震災時における消防団の初期活動 

① 震災時における消防活動の留意事項 

 （１）参集後の初動態勢の整備 

  １）災害対策本部又は消防本部からの情報収集並びに現状把握に努め

る。 

  ２）ラジオ等からタイムリーに災害情報を入手する。 

  ３）詰所、車両、資機材等の被害状況を把握し、災害対策本部又は消

防本部等に報告する。 

  ４）団員の参集状況を確実に把握する。 

  ５）参集団員から参集途中での被害状況を聴取する。 

  ６）情報、指示命令、活動内容等について必ず記録する。 

  ７）参集状況により部隊編成し、出場の可否を決定する。 

  ８）出動体制が整うまでは待機し、無理な行動による二次災害を防ぐ。 

  ９）長期又は転戦が予想されるため、交代要員を含めた参集団員を常

に把握する。 

  １０）予備のオイル、燃料等も整備する。 

  １１）活動時の情報伝達のため、広報伝達装置等の確認や、防災行政

無線やトランシーバー等の使用チャンネルを確認する。 

 

 （２）部隊の編成、出場準備及び出動 

  １）活動拠点（詰所等）に参集した場合は、分団長に参集した旨と、

参集途上に見聞した被害状況を簡潔に報告する。 

  ２）点検・整備が終了したら防火服等を装備し、必ず複数人数での隊

の編成を行い、任務の付与を受け出動する。 

  ３）出動後は、あらかじめ収集した情報を基に、現場までの経路で危

険個所等を十分把握し、安全管理に努める。 

 

 （３）現場活動 

  １）部隊管理 

   幹部は、団員を安全に活動させるため、活動環境を十分に把握した

うえで危険要素等を周知徹底させ、安全かつ適正に消防活動の実施に

努める。 

  ２）情報管理 

    安全かつ適正に任務を遂行するために、災害対応に必要な情報の収

集を行う。また、刻々と移り変わる災害情報を早く入手する方法を確

立しておく。 
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  ３）安全管理 

   安全管理は、任務遂行を前提とする積極的行動対策であると考え、

踏みとどまる勇気を持つことも必要である。 

 （４）二次災害の防止 

  １）津波は、第１波、第２波と押し寄せてくることからも警報が解除

されるまでは、必ず避難先で待機する。 

   ２）大規模地震の後には必ず余震があるものと心得ておき、救助活動

等屋内進入については特に注意する。 

  ３）常に危機意識を持ち続け、活動隊の周囲を観察し、危険要素・行

動を排除する。 

 

第５節 退避ルールと情報伝達手段 

① 退避ルール 

 （１）津波浸水想定区域内にある消防団は、気象庁が発表する津波警報

等の情報を入手するまでは、原則として退避を優先する。 

  活動する場合においては、「出動時刻から気象庁が発表する津波到達

予想時刻までの時間」から、「退避時間」（安全な高台等へ退避するため

に要する時間）や「安全時間」（安全・確実に退避が完了するよう、余

裕を見込んだ時間）を差し引いた「活動可能時間」を設定し、それを経

過した場合には直ちに退避する。 

（例） 津波到達予想時刻が 15時 30分の場合、退避時間を 10分、安全

時間を 20分とすれば、活動可能時刻は 15時までとなる。） 

 

（２）団指揮本部や隊長は、活動可能時間が経過した場合には、直ちに

退避命令を出す。 

 

（３）団指揮本部等は、活動可能時間の経過前であっても、現場の状況

や沖合での津波観測情報等により危険を察知した場合は、直ちに退避命

令を出す。 

 

② 情報伝達手段 

 （１）退避命令を消防団員に伝達する手段については、無線等のほか、

車両のサイレンや半鐘なども含め、複数の情報伝達手段についてあらか

じめ定めておき、団員に周知しておく。 

 

 


