
 



 

 
 

ご あ い さ つ 
 

日頃より特定非営利活動法人ジャパン・タスクフォースの

活動に、ご理解・ご協力をいただき、こころより感謝いたし

ます。 

 

２０１３年度も皆様からの温かいご支援、ご協力により各事業・  

訓練会の開催、海外技術研修などの活動を行うことができました。 

２０１４年度は、これまでの活動に加え、新規講習の開催、市民参

加型防災知識・技術啓蒙啓発活動や、その他災害対応を行うＮＰＯ団

体と連携した防災イベントの開催に向け、邁進していく所存です。 

今後とも特定非営利活動法人ジャパン・タスクフォースをどうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

  

特定非営利活動法人 

 ジャパン・タスクフォース 事務局職員一同 

  

 
 

  

 

 

 



 2014 年度ＪＴＦ 代表理事・インストラクター紹介 
 

▼代 表 理 事 

大崎 勝三 ‐OSAKI SYOZO‐ 
1935年２月１９日生まれ/台湾 出身 

 
 

 
▼理事・マスターインストラクター 

佐藤 孝洋 ‐SATO TAKAHIRO‐ 
1969年３月５日生まれ/愛知県 出身●ＪＴＦ担当講習 

・ラダーレスキューシステム講習 

・ラダーレスキューシステム講習・トレーニングコース 

・ＲＳ検証会アドバイザー  

・レスキューシステム  

 

▼理事・インストラクター 

柳田 健一郎 ‐YANAGIDA KENICHIRO‐ 
1976年４月１３日生まれ/大阪府 出身 
●ＪＴＦ担当講習 

・ラダーレスキューシステム講習 

・ラダーレスキューシステム講習・トレーニングコース 

・ファイヤーファイターサバイバル 

・ＲＳ検証会アドバイザー  ・レスキューシステム 
 

 

▼インストラクター 

石坂 浩治 ‐ISHIZAKA KOUJI‐ 

1969年１月３１日生まれ/山口県 出身 
●ＪＴＦ担当講習 
・ラダーレスキューシステム講習・ラダートレーニングコース 

・レスキューシステム 

 
 

▼アシスタント インストラクター 

永杉 博之 ‐NAGASUGI HIROYUKI‐ 
1971年９月１３日生まれ/熊本県 出身 
 ・各講習アシスタント 
 

            

 

           ▼アシスタント インストラクター 

          西條 善仁 ‐SAIJYO  YOSHIHITO‐ 

          1975 年２月１５日生まれ/大阪府 出身 
・各講習アシスタント 



・・・これまでの活動・・・ 

災害支援活動  

▼２０１０年７月  岐阜県可児市豪雨災害  

・活動内容：検索活動  ・活動延日数：５日間  

▼２０１１年３月  東日本大震災  

・活動内容：検索活動、復旧活動、支援物資搬送  

・活動延日数：６日間  

▼２０１１年９月  和歌山県台風１２号豪雨災害  

・活動内容：検索活動、復旧活動  

・活動延日数：３日間  

 
 

 

災害対応技術提供活動 

▼消防学校及び消防本部  講師派遣  

●２０１２年度 
・和歌山県消防学校（救助科：３日間）    

：火災現場における消防職員の安全管理  

・新潟県消防学校（警防科：２日間） 

・富山県内消防本部（救助技術研修２日間） 

・大阪府内消防本部（救助技術研修２日間） 

・台湾台北市消防局 

（台湾より講師派遣依頼：計４週間） 

 

●２０１３年度 
・神奈川県消防学校（特別救助隊員研修：１日間） 

・山口県消防学校（救助科：１日間） 

・岐阜県消防長会（１日） 

・新潟県消防学校（救助科・警防科：計５日間） 

・福井県内消防本部（救助技術研修：１日間） 

・和歌山県内消防局本部（救助技術研修：１日間） 

 

▼一般企業・公共施設への防災知識・技術提供  

「緊急時における対応マニュアル」作成マネジメント  
  ・大阪府内  有料老人ホーム  ・大阪府下  私立幼稚園   
 

   ▼他団体  活動支援  
●認定ＮＰＯ法人  日本レスキュー協会連携事業  

・みやぎ地域復興支援「圏外避難者支援事業」  
・東日本大震災  「追悼式」  参加  

（一般市民の方々へ防災啓蒙啓発実技訓練）  

▼大阪 Pet 博 2014 年「災害救助犬展示訓練」参加  

 



      2013 年度 活動の記録 
「日本の消防力を感じた１年…」 

  

皆様の温かいご支援を頂き、無事、２０１３年

度を終えることができました。ジャパン・タスク

フォース（以下、JTF）職員一同、心より感謝申

し上げます。 

２０１３年度は、JTF主催の講習に加え、出張・

貸し切り講習のご依頼を多くいただきました。全

国各地、訪問する先々では、世話人の方をはじめ

多くの参加者の皆様が温かく迎えてくださり、滞

りなく円滑に終えることができました。この場を

お借りしまして、改めて感謝を申し上げます。 

 

 

 

 

 

                         

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

講習会を通して、強く感じるのは、

「人命救助」という職務に真摯に向き

合い、自身は勿論のこと所属・仲間に

その技術を還元したいという皆様の思

いです。 

近年、日本国内外において多様化す

る災害において、一般市民を含めた防

災力の向上は必要不可欠といえます。 

私共も皆様方とともに「ひとつでも

多くの命を守る」ため、これからも活

動を進めています。 

今後も皆様からのご期待に添える

よう、より一層の精進をしていく所存

です。 



 

 
 

ラダーレスキューシステム講習  
―PRE/本コース/トレーニングコース― 

 

消防が保有する三連梯子や鍵付き梯子だけで

はなくホームセンターなどで販売されている

梯子を用いた７種類の救助技術を紹介する  

『ラダーレスキューシステム講習』 

基本な結索の結び・倍力・本コースの予習と

もいえるプレコース。 

災害時でも入手可能なロープ・カラビナ・ 

滑車など、最低限の道具を組み合わせ力学的根

拠に基づきその知識・技術を紹介する本コース。 

トレーニングコースでは、実際に自然状況下

で想定訓練を行い、その中で生まれた疑問・質

問に参加者及びインストラクターで対応策を

考え、基本を応用した知識・技術の理解を深め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度は、公益財団法人 JR 西日本あんしん社会財団より助成をいただき、より多くの  

防災関係者・また一般市民の方も本講習の必要性を感じ、参加してくださいました。   

そして、参加者の皆様にご協力いただいたアンケートや多数の新聞紙記事掲載のお陰様

をもちまして、２０１４年度も引き続き助成を頂いております。今年度も多くの皆様にご

参加いただき、災害時などにお役立ていただければと思います 

２０１４年度 JTF講習紹介 



 
 

     Rescue System 
               レスキューシステム（RS）検証会 

阪神淡路大震災、東日本大震災等、近年、大規模災害が多発している日本において、

１人でも多くの命を救うため、レスキューシステム検証会（略称 RS 検証会）では、災害

時における救助活動に必要な知識・技術の検証・普及を目的に米国 USAR 隊員の必須カ

リキュラムである「レスキューシステム」と「メディカルコース」から抜粋した要点を座

学と実技にて紹介して、参加者の皆様と検証いたしております。 

 

 

 

 

 

 
観察、保温保護、SKED、進入管理、重量物の安定化の実技に加え、サイズアップ、

建物評価、指揮統制等の座学を行い、２日目の最後にこれらの知識・技術を活かした

検証訓練を行っています。 

 
 

 

 

近年の建物においては、建築素材及び構法の進化とともに、これまで以上に高断熱・高気

密住宅等が多くなっています。それに伴い、一般の住宅建物火災にあっても、屋内進入を強

いられるようなリスクの高い戦術（火災ぼうぎょ）を選択しなければならない機会が増えて

いる現状です。 

ＦＦＳ講習では、燃焼とは？火災とは？を、科学的見地から見つめなおし、火災防御活動

に必要な火災性状や発達段階、吸気と排煙の関係、建物構造や気象状況が及ぼす影響などを

紹介し、火災現場における安全で効果的且つ迅速な消火方法について提案しております。火

災現場で活躍する消防士・消防団の方々から、ご好評いただいている講習です。この講習で

の知識や技術をご参考にしていただき、ご所属の規模や火災の状況に合った消火戦術の一助

にお役立ていただければと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

Fire Fighter Survival LevelⅠ 

 



 

 

 

 

 

 

２０１４年２月１７日から三日間、 アメリカ

カリフォルニア州サンディエゴで開催された 

アメリカ西海岸最大の消防防災イベント 「ＦＩ

ＲＥ ＨＯＵＳＥ Ｗｏｒｌｄ」に研修参加しま

した。 

このイベントには消防活動に関するワークショップ他、複雑多様化する災害に対応する為の

専門的知識を学ぶための各種カンファレンスその他にも関連する多くの企業、団体などが一堂

に集います。 

今回の参加目的は、アメリカ災害対応機関団体との協力連携強化のための関係作り。また、   

現在実施している当団体活動の充実強化を図り、より良い活動実施の為です。 

 ワークショップでは火災現場などで施錠され解放困難な頑強な玄関ドアなどをハリガン、

斧、その他の資器材を活用してのドア解放技術の習得や火災現場でのベンチレーショ実施のた

めの訓練施設とその方法の習得。カンファレンスでは三日間で約９０以上のカリキュラムが開

催され、その中から、次のカンファレンスを受講しましたので、概要紹介します。 
 

① Confined Space Rescue（限られた空間における救助）

ではアメリカ国内におけるConfined Space Rescueを安

全に行うための法的背景と活動における留意点などを知るこ

とにより、当団体主催「レスキューシステム検証会」にも今

後活かせる内容でした。 

② Building on Fire Lessons From The Fire ground では建

物の高気密高断熱性能向上とともに消火戦術も屋内進入主体

に変化している現状のなか、これまで以上に火・煙を学びそ

の動きを予測する重要性また、出火建物の倒壊メカニズムを

事前に学ぶことが安全活動において重要であると言った内容

でした。 

今後、この内容にあっては当団体が開催するファイヤー 

ファイターサバイバル講習などでご紹介します。 

③ Surviving The Fire Ground Search Ropes では、  

アメリカ国内における火災現場での殉職の第一原因である 

屋内進入時退路を見失い、その結果、空気呼吸器の空気を使

い果たしてしまうこととされています。その対策として、さ

まざまな機能を持ったサーチロープを活用することで、これ

まで以上の検索及び安全な活動に繋がるということを実技と

あわせて学べました。当団体が開催するファイヤーファイタ

ーサバイバル LevelⅡ・Ⅲ講習などに活かすことにできる非

常に有益なカンファレンスでした。 

 

以上、簡単ではございますが、今回参加した研修の紹介をさせて頂きました。今後も海外の

このような研修、講習に積極的に参加することにより、資料データだけでは得られない知識・

技術の根幹を学び、健全な情報を日本国内でご紹介したいと考えております。 



ＲＩＣ Ａｄｖａｎｃｅ ―ＩＮ Ａｍｅｒｉｃａ― 

記事提供： RIC/T アメリカ研修参加者 

２０１３年１２月１日から１週間の日

程で、アメリカ合衆国カリフォルニア州に

てＲＩＣ/Ｔ研修を受講しました。 

今回は、２０１２年に受講した内容の 

アドバンスとして、組織的な戦略・戦術を

学ぶことを目的に、カリフォルニア州消防

並びに郡消防（ＢＵＴＴ ＣＯＵＮＴＹ）

の全面協力のもと、郡消防の訓練施設及び

一般の大型商業施設を借り切って実施さ

れました。 

初日の座学では、「ＲＩＣチームがあるから生きて帰られるのではない。個人、チーム

としてこれまで同様、火災現場において窮地に陥らないための知識・技術を身に着けるこ

とが一番大切である。」また前回同様、「ＲＩＣ/Ｔに関して正しい教育を受けなければ危険

を伴う。」と言うこと。さらにアドバンスとしての新たな知識の指導を受けました。 

その後も組織的な活動及びその重要性、過去の事例における問題点とその後の改善策な

どを学びました。 

二日目以降は、すべて実技を行いました。ＲＩＣ/Ｔに特化した専門技術を徹底的に実

施し、また応用技術においても厳しく指導を受けました。 

最終日には一般の大型商業施設を使用し、これまで全米国内で発生した火災現場におけ

る消防士の事故殉職事例を基に様々な状況での総合想定訓練を実施することができました。 

修了式では、温かく迎えてくれた、カリフ

ォルニア州消防並びに郡消防（ＢＵＴＴ Ｃ

ＯＵＮＴＹ）消防士の方々、最高のインスト

ラクター、研修調整をしてくださった方々に

対し、感謝と感激のあまり自然と目頭が熱く

なり、とても感動的な時間を経験することが

できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０１４年度 ＪＴＦ 上半期事業予定 
 

●ラダーレスキューシステム講習会 

・6 月 15・16日 （ラダートレーニングコース） 

  ※過去にラダーレスキューシステム講習に参加された方が募集対象 

・7 月 2 日：プレコース 

   ３・４日：本コース 

・7 月９日：プレコース 

１０・１１日：本コース 

・8 月２７日：プレコース 

   ２８・２９日：本コース 

・９月２４日：プレコース 

   ２５・２６日：本コース 

  

 ●RIC/T Fire Fighter Survival レベルⅠ講習会 

    ・5月６・７日  ＦＦＳⅠ 

  ・5月９・１０日 ＦＦＳⅠ 

 

 ●レスキューシステム検証会（ＲＳ検証会） 

 

 

※講習会・訓練会開催につきましては、随時ホームページに掲載いたし

ます。定期的に最新の情報をご確認ください。 

また、RIC/T Fire Fighter Survival 及びラダーレスキューシステム

講習に関しましては、ご相談に応じて、各地出張講習も可能です。 

お気軽に事務局までお問い合わせください。 

 

ジャパン・タスクフォース ホームページ：www.jp-tf.org 

 

 

 

●お問い合わせ先● 

受 付 時 間 ： 平日 ９：００～１８：００                                        
電 話 ：０６－６９５８－４６４７    

FAX ：０６－６９５８－４７０８ 

携 帯 電 話 ：０８０－７０１３－８９２２                                    
 

E-mail ：ｊｔｆ＠ｊｐ-ｔｆ．ｏｒｇ 

 

 

現在、予定の講習は 

満員御礼でございます。 

http://www.jp-tf.org/


 

  RIC/Tアメリカ研修にあたり… 
 

  FIREFIGHTER・SURVIVAL の開講につきましては、これまで延べ１４名の

現役消防士の方々にご協力いただいております。自己研鑽という目的があると

いえど、全額自費で参加され、さらに当団体の新規講習構築にもご尽力をいた

だいております。 

このご厚意を無駄にしないためにも、会員の皆様に満足していただける講習

を創る所存でございます。  

この場をお借りしまして、御礼を申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
お待たせいたしました！！皆様より

温かいご理解とご協力をいただき開催

しております Fire Fighter Level（FFS

Ⅰ）のセカンドステップ！！ 

『Fire Fighter Level Ⅱ』の開催を今秋

に予定しております。内容等は只今最終

調整中ですが、前回のレベルⅠでのセル

フサバイバル技術の応用とその知識・技

術を用いてのチームサバイバル！！ 

インストラクターや現役消防士の方々と数回に渡る渡米で得た知識を盛り

込み、火災の中での活動をより安全に行うためには…チームサバイバルとは

何かを考えます。 

具体的な開催日程につきましては、会員様メール及び JTF ホームページを

ご覧ください。 

※FFSⅡの受講には過去にジャパン・タスクフォース主催 FFSⅠの受講が

必要です。同時期から、FFSⅠ講習も再開いたしますので、そちらも確認の

上、ご参加いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

セルフレスキューの次は！？ 

チームレスキューを目指す！ 

Fire Fighter LevelⅡ 
  



― 本 誌 作 成 協 賛 企 業 ― 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Special     
Rescue   

Service    
Japan 

お問合せ先： 〒５０１―３９０４  

岐阜県関市明生町２－３－１３－１０２ 

E メール：info@srs-j.co.jp  
 

★カタログ、パンフレットから多種多様の印刷まで 

〒532-0011  

大阪市淀川区西中島 6-3-14  

DNX 新大阪ビル 7F  

電話 (06) 6306-2715 (代) 
 

 Right Rescue 
〒535-0001 

 大阪府大阪市旭区太子橋 4丁目 9-48 アーバンエース２０５号 

電話番号：06-6958-4708 （FAX 同じ） 

携帯電話：090-3654-2122 

E メール：info@r-rescue.com 

HP URL：www.r-rescue.com 

スペシャル レスキュー サービス株式会社 

レスキュー４２ほか、取扱商品につきましてはホームページをご覧ください。 

☆業務内容：救助講習・各種防災セミナー講師、アメリカ救助研修

等 

mailto:info@srs-j.co.jp

