
 



ご あ い さ つ 

平素は、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 

ご支援をいただき、心より感謝申し上げます。 

今年度は、これまでの活動に加え、新規講習制作及び人財育成のため、海外

から講師を招聘し、『CFBT- International Instructor Course LevⅠ』を開

催しました。CFBT-JP として正式に国際的支部の認可を受けることができ、

インストラクター１０名が認定されました。これは私共の大きな実績とこれま

で支えて下さった方々との成果であり、今後の活動展開の大きな一歩と考えま

す。 

各講習、検証会、イベントにおきましても多くの皆様にご参加いただき、職

員一同大変感謝しております。しかしながら、各講習募集時には講習定員に  

限りがあり、全ての皆様方をお出迎えすることができない状況が続き、ご迷惑

をおかけしております。今後もご要望に沿えるよう取り組んでまいりますので

ご理解ください。 

また、2018 年 6 月 18 日に発生しました大阪府北部地震に続き、西日本

各地で想像を絶する豪雨により、大きな被害が発生し多くの尊い人命が失われ

ました。お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災され

た皆様ならびにご家族に心よりお見舞いを申し上げます。 

2018 年度も、皆様のご意見を拝聴し、これまで培った確かな実績と成果を

新規講習へとつなげ、国際基準の知識・技術を提供する体制を維持してまいり

ますので、今後ともご支援・ご協力のほど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 

                   理 事 長  宮  島  志  織 
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理  事  長 
ＭＩＹＡＳＨＩＭＡ ＳＨＩＯＲＩ 

宮島  志織 

理   事   
SATO   TAKAHIRO 

佐藤 孝洋 

担当講習 

・ラダーレスキューシステム 

・トレーニングコース講習 

・ＲＳ検証会スペシャルアドバイザー 

・ＵＳＡＲレスキューシステム 

アシスタントインストラクター 

CFBT-JP Ⅰ 

ＳＡＩＪＯ  ＹＯＳＨＩＨＩＴＯ 

西條  善仁 

アシスタントインストラクター 

ＨＡＹＡＫＡＷＡ ＹＯＳＨＩＭＩ 

早川  好美 

理事・事務局   
YANAGIDA  KENICHIRO 

栁田 健一郎 

担当講習 

・CFBT International Ⅰ・Ⅱ 

・ファイヤーファイターサバイバルⅠ・Ⅱ 

・ラダーレスキューシステム 

・トレーニングコース講習 

・ＲＳ検証会スペシャルアドバイザー 

・ＵＳＡＲレスキューシステム 

アシスタントインストラクター 

CFBT International Ⅰ・Ⅱ 

ＮＡＧＡＳＵＧＩ ＨＩＲＯＹＵＫＩ 

永杉  博之 

本部・事務局スタッフ 

ＳＡＳＡＫＩ   ＴＯＭＯＭＩ 

佐々木 智美 

 

アシスタントインストラクター 

CFBT-JP Ⅰ 

ＩＳＨＩＺＡＫＩ ＫＯＵＪＩ 

石坂  浩治 



 

 

災害対応技術提供活動   

▼ これまでの講師派遣実績 

和歌山県消防学校（救助科/警防科） 新潟県消防学校（警防科/救助科) 

神奈川県消防学校（特別救助隊員研修） 山口県消防学校（救助科） 

長野県消防学校（救助科/警防科/その他） 和歌山県内１消防（救助技術研修） 

富山県内1 消防（救助技術研修） 大阪府内３消防（救助技術研修） 

福井県内２消防（救助技術研修） 岐阜県消防長会 

島根県消防学校（救助科） 岐阜県消防学校（救助科） 

台湾台北市消防局  ※台湾より依頼 高知県消防学校 

台湾内政部消防（Taiwan ＵＳＡＲ Team 研修） ※台湾より依頼 

大阪府中部消防事務連絡協議会救助分科会訓練会 

岐阜県中津川市防災講演 株式会社横井製作所 

株式会社テイコク 大同コンサルタンツ株式会社 

島根県江津邑智消防組合消防本部 岐阜県大垣市消防本部 

豊田市消防本部 島根県消防学校（救助科） 

 

▼ ２０１７年度講師派遣実績 

 

▼一般企業・公共施設への防災知識・技術提供実績 

 

豊田市消防本部 島根県消防学校 

和歌山県消防学校（救助科、自然災害） 山口県消防学校 

鳥取県消防学校  

大阪府内 有料老人ホーム 「緊急時対応マニュアル」        

作成マネジメント 
大阪府内 私立幼稚園 

株式会社 横井製作所 火災現場に求められる資器材について 

船山商事 株式会社 資器材の研究・開発について 

活 動 報 告 



他団体との災害支援活動 

～災害救助犬団体との連携活動～ 

これまでの災害支援活動  

 

２０１４年１０月 みやぎ地域復興支援「県外避難者を対象とした防災減災講演会」 

2014 年 3 月 東日本大震災「追悼式」への参加、防災啓発実技訓練（講師派遣） 

2014 年 5 月 
災害救助犬啓発活動：みんな大好きペット博（京セラドーム開催）における 

「災害救助犬展示訓練・デモンストレーション」への参加 

2015 年 4 月 ネパール大地震救助犬派遣に伴う現地検索活動における支援・安全管理 

2015 年 5 月 
災害救助犬啓発活動：みんな大好きペット博（京セラドーム開催）における  

「災害救助犬展示訓練・デモンストレーション」への参加 

2015 年１１月 
災害捜索活動と災害救助犬の活用について：ＦＥＭＡカリフォルニアタスク 

フォース３サーチＫ９スペシャリストLynne  Engelbert 氏 招聘 

2016 年  ４月 熊本地震捜索活動 

2016 年10 月 中国領事館主催「中秋名月祭」 

2010 年7 月 
岐阜県可児市   

豪雨災害 

・活動延べ日数：5 日間 

・活動内容：捜索活動 

2011 年3 月 
東日本大震災 

岩手県大船渡市 

・活動延べ日数：６日間 

・活動内容：捜索活動、復旧活動、支援物資運搬 

2011 年9 月 
和歌山県台風12 号

豪雨災害 

・活動延べ日数：３日間 

・活動内容：捜索活動、復旧活動 

2014 年8 月 
広島県      

大規模土砂災害 

・活動延べ日数：２日間 

・活動延べ人員：８名 

・活動内容：捜索活動、救助犬活動の安全管理 

2015 年4 月 ネパール大地震 

・活動延べ日数：５日間 

・活動延べ人員：１０名 

・活動内容：捜索活動、救助犬活動の安全管理、 

海外救助隊との連携活動における  

マネジメント 

2016 年４月 熊本地震 

・活動延べ日数：７日間 

・活動延べ人員：３８名 

・活動内容：捜索活動、救助犬活動の安全管理、被災建

物安定化処置（ＰＰバンド等） 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ジャパン・タスクフォースでは、2018 年１月にタイで開催されました CFBT- International 

Instructor Course LevⅠへ職員を派遣し、２名の国際基準のインストラクターを養成し、

その後、CFBT- International 日本支部を設立するために、５月に CFBT- International 

Instructor Course LevⅠを日本で開催、８名の新たな人財育成を行いましたので、ご報告

させていただきます。 

 

CFBT－ International Instructor Course Lev Ⅰ・Ⅱ 

（2018 年１月８日～１２日in Thailand） 

 

『Yokoi Fire Base』の完成に伴い、皆様

にもこの施設で消防士として必要なスキル

を習得していただけるように、国際基準とな

る火災防御のインストラクター研修を開催

しました。 

メンバーは、これまで海外研修、JTF 講習

制作にもご協力いただいている会員様を中

心に選出させていただきました。 

    

（2018 年５月１３日～１７日 

in Japan Yokoi Fire Base） 

 

講師には、CFBT－International のマスタ

ーインストラクターである Mr.Shan 

Raffel（オーストラリア）を招聘し、タイから

も CFBT－International のメンバーである

Mr.Dunk & Mr.Den（タイの防災訓練機関

DD Fire Safety） もアシスタントインストラ

クターとして来日してくれました。 

 

 

 

 



【CFBT とは？】 

『Compartment Fire Behavior Training（CFBT）』と言い、主に区画された屋内にお

ける火災防ぎょ（屋内進入など）に必要な知識・技術指導を行う国際的指導団体となります。

CFBT の教育プログラムは、世界中の消防士達にも高く評価されており、28 カ国にインスト

ラクターやメンバーが在籍しています。国としては 9 カ国に支部があり、日本支部が新たに

加わり10 カ国となりました。欧米が中心ではありますが、今後は、オーストラリア、タイ、

日本、韓国、マレーシアなどのメンバーと、CFBT-East Asia という形での国際的展開を予

定しております。 

JTF 会員皆様と、国際基準の活動ができることを光栄に思います。 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

【研修内容】 

火災現場において、「安全で効果的な活動

を行うためには、火災の理解が不可欠である。」

というコンセプトを基に構築されており、消

防士の安全と科学的で効果的な火災防ぎょ活

動を重視した内容となります。 

 

火災の基本的な座学から始まり、実験などを交え

て燃焼特性の理解をさらに深めることができまし

た。燃焼特性が理解できなければ、実際に炎を使うト

レーニングは危険になります。訓練の実技で炎を制

御するためには、避けては通れない知識です。実技で

は実際に炎を成長させ、ロールオーバー（可燃性ガス

の燃焼）などの現象を段階的に起こし、フラッシュオ

ーバーの兆候を見極めるスキル等を学びます。燃焼を

成長、衰退させる両方のスキルを習得することは、自

らの身を守ることに繋がります。 

 

 



今回のインストラクター研修を支えてくださった多くの方々に感謝するととも

に、全力でサポートしてくださった横井製作所の皆様方にこの場をお借りし感謝

申し上げます。 

 

訓練施設で火災現場を再現することは容易ではありません。さらにその中でトレーニング

を行うためには、インストラクターは火災をコントロールする高いスキルが必要になります。

このスキルを習得できなければ自身だけなく講習参加者を危険に晒すことになりかねません。

そのために今回のインストラクター研修では、「自分自身ができる！」はもとより、講習参加

者ができる様に、インストラクションの進め方、安全管理、講習運営など、全てにマネジメン

トが求められる内容となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 



Fire Fighter Safety 

横井製作所 

ファイヤーベース 

名越 

トレーニング施設 

FFS Level 1 

FFS Level 2 

CFBT-JP 

 Level 1.2 

Live Fire Training 

Technical Rescue 

Training 

Ladder Rescue 

Systems 

Rescue Systems 

検証会  

ＵＳ＆Ｒ関係 

ＪＴＦ講習事業 

ＣＦＢＴ－ＪＰ 

災害：対応・支援 ＪＴＦ 本 部 

【今後のJTF 講習 相関図】 

今後の講習展開をイメージするための、相関図を作成しました。 

講習内容は、大きく分けて、「ファイヤーファイターセーフティ」、「テクニカルレスキュートレーニン

グ」、の２つの柱で構成します。火災系トレーニングを、「火を使う講習（ファイアーベース）」と、「火

を使わない講習（名越トレーニング施設）」に分類して実施していきます。CFBT-JP（日本支部）は、

JTF 講習事業に含まれ、火災系トレーニングのひとつの講習となります。また、実際に生火を扱うトレ

ーニング（ライブファイヤー）は、これまでのFFS シリーズを受講していただいた方々を対象に、近

年、欧米でも盛んに取り組まれている実践的なFFS/RIT のトレーニングを、日本でも経験していただ

ける内容となります。 

 

※ 今後、この体系を基に講習を増やす予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



三重県伊賀市 横井製作所 柘植工場 

『Yokoi Fire Base』完成！！ 

 

 

 

 

 

 ＪＴＦの協賛企業としてもご協力いただいている、

横井製作所様の「 Yokoi Fire Base 」施設が完成しま

した。 

この施設は日本初の立体T プロップとして製作。「消

防士の方々が実際にどのように活動され、どのような

問題があるのかを抽出し、企業としての製品品質向上、

製品安全と消防士の安全を総合的に高める！（Fire Safety）」というコンセプトの基に建設さ

れました。施設内部で火災を再現することで、消防士が火災時に体感する“ヒートストレス”、

“濃煙による視界不良”、“立体建物”などの様々な環境を作り出すことができます。近年、出

火件数が減少するなか、このような環境で訓練を積むことで、良質な経験値につなげることが

できるのではないでしょうか。これまで、ＪＴＦ会員様の一部の方々には、講習制作のため海

外研修などで多額の個人負担をお願いしておりましたが、今後はこの施設を活用することで、

皆様にも国際基準の内容を国内で経験・紹介できることになります。 

また、今後は海外からも専門講師を招聘し、より高度な知識・技術を提供できればと思って

います。今年の秋には運用開始予定です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今後「Yokoi Fire Base」を使用した講習予定 

・2018 年秋開催予定：ライブファイヤーサバイバル・RIT 講習（３日間） 

・2019 年初旬開催予定：CFBT-JP LevⅠ講習（３日間）  

・2018 年度中開催予定：CFBT- International LevⅠ講習（5 日間） 

講師 Mr.Shan Raffel（オーストラリア） 



 

 

 

四 国 圏 内 消 防 本 部 所 属  

ジャパン・タスクフォース活動会員  

 

 

ＦｉｒｅＦｉｇｈｔｅｒＳｕｒｖｉｖａｌ（以下＝ＦＦＳ）は、私の消防職員としての大き

なターニングポイントとなる講習となりました。 

 

 

【 ＦＦＳⅠ・Ⅱ受講のきっかけ 】 

 

 火災件数が年々減少している現状、そして多くの経験を持たれた先輩方の退職。私も後輩を

指導していく立場になる中、瞬時に状況が変化する火災に対して、本当に根拠ある説明ができ

るのか？また、火災現場において想定外の事態が発生した際に、本当に自分自身や隊の仲間を

守れるのか？この様な不安を少しでも払拭したいという気持ちで、以前より関心のあったＦ

ＦＳを受講させていただきました。 

 

【 ＦＦＳアウェアネス及びＦＦＳⅡ座学を受講して 】 

 

 サイズアップに始まり、燃焼特性やファイヤーコントロール、フローパスの考え方、そして

最後に生き抜くための知識について学び、まさに私の知りたかった内容が満載でした。 

 その中でも特に重要性を感じたのは、ファイヤートライアングルの深い理解です。これを正

確に理解する事により、火災性状の変化を予見・予測する能力の向上、また適切なベンチレー

ション及び効果的な放水活動につながり、隊員の安全管理のためにも非常に重要なスキルで

あると改めて実感しました。 

 そして１番の衝撃を受けた内容が、リスクプロファイリングです。これはテキストにも記載

されていない非常に繊細な内容で、アメリカの有名な殉職事例を用いて説明していただき、動

画を見ながら目頭が熱くなった事を今でも鮮明に覚えています。リスクと成果を考え活動す

る中、当然の事ではありますが、精神論・根性論だけではなく、冷静に判断し行動をしなけれ

ば殉職事案を繰り返してしまう。これは海の向こうで起こった珍しい事案ではなく、私たちに

もいつ起こるか分からないという気持ちを持ち、継続した対応訓練の重要性を強く感じさせ

られ、今後の活動に大きく影響を与えてくれるものとなりました。 

 

 

 

ＦｉｒｅＦｉｇｈｔｅｒＳｕｒｖｉｖａｌⅠ・Ⅱを受講して 



【 ＦＦＳオペレーション及びＦＦＳⅡ実技を受講して 】 

 

 無線交信要領から始まり、セルフレスキュー・チームレスキューの技術を学び、生き抜くた

めに重要なスキルだけではなく、個人装備についても考えさせられました。 

 訓練では狭隘空間や配線トラップの対応の難しさ、負傷した隊員を搬送する過酷さを痛感

しました。これを経験した事により、まずはこのような事態に陥らないための知識習得の必要

性を再認識し、起きてしまった際には自分たちの限界を知り、生き残るための最善策を考えて

おくことが、今後の組織としての重要な課題になってくると思いました。私の所属の訓練は常

に要救助者の救出を主眼に置いたもので、自分たちが要救助者になることは想定されていな

いのが現状です。本当にそれでいいのでしょうか？世界中の殉職事案を無駄にしないために

も、今までの訓練＋αでこの様な生き抜く技術の習得も重要だと感じました。 

 

【講習会を終えて】 

 

 ＦＦＳ講習の満足度、充実感は集合写真をご覧いただけたらお分かりになると思います。こ

の感動さえ覚えた内容を所属にフィードバックしたところ、多くの職員に重要性を理解して

いただきＦＦＳの受講、または想定訓練においてたくさんの汗を一緒に流してくれました。 

 今後も学びを継続し、市民の生命・身体・財産だけでなく、自分自身の命、隊員の命を守る

ためにもリスクプロファイリングし、人命救助優先ではなく、人命優先の活動を心掛けたいと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＪＴＦ夏のイベント 「災害時支援のあり方について」 

2018 年６月２４～２５日 

 【内 容】 

第1 部 ～災害支援のあり方について～ 

熊本地震時に避難生活（車内泊）を強いられながら幼い子供を残して災害活動された消防士の

葛藤や現場活動時の問題点などを紹介していただきました。身体も心も休まらない生活の中で、

精神的に追い込まれていく自身や家族の状況を赤裸々に語られる時には、目頭が熱くなりました。 

色々な支援の方法がありますが、消防士の皆様やご家族を支援する方法を模索しなければ、と

考えさせられた内容でした。 

 

 第2 部 ～建物倒壊のリスク軽減を図る～  

    『一般社団法人ＺＥＮＫＯＮｎｅｘ様』と共同で、熊本地震の支援活動として、建物の危険度

応急判定士が「赤」「黄」と判定された建物を再評価し、応急的な施工（ＰＰバンド施工）を加え

ることにより建物内で一時的に生活できるように支援する取り組み行をいました。この取り組み

は、ＲＳ検証会などで紹介しているＵＳ＆Ｒ技術の

緊急的支柱作製（ショアリング）に応用可能なので

はないか？と感じ、皆様に紹介してご意見をいただ

きました。 

 

[ショアリング×ＰＰバンドの可能性] 

ＰＰバンド施工を行うことで感じたことは、「建

物評価」の重要性です。施工前にＺＥＮＫＯＮｎ

ｅｘ代表の齊藤正氏によって建物評価がなされ、ど

の場所にどれくらいのＰＰバンドが必要になるか

を図面化されます。この図面化により、安全かつ効

率的に作業ができるようになります。 

「建物評価」＝「状況評価（サイズアップ）」、状

況評価によって危険個所を認識し、どのように安

定・固定を図るかを計画する。これは、米国ＵＳ＆

Ｒの緊急支柱作製（ショアリング）でも行われてい

る手順です。大規模な建物のショアリングでは、実

際にエンジニアが作成した図面をもとに作業がよ

り安全に行われています。 

   ＰＰバンドの優位性は、資機材の調達です。災害現場で支柱を作製するための木材を調達する方

法を確立されている緊急援助隊は少ないのではないでしょうか？木材の現地調達に限界があるな

か、木材を最小限に抑えるためにＰＰバンドを活用することはで、ショアリングは縦圧に強いが横

揺れに弱い、ＰＰバンドは横揺れに強いが縦圧には弱いという、このお互いの弱点を補い、より効

果的な支柱作製が今後の検討課題です。 

ＺＥＮＫＯＮｎｅｘとＪＴＦでは、この課題を共同研究し、倒壊建物内で活動を強いられる隊

員、応急危険度判定で要注意以上と判定された建物の仮補強での活用を目指したいと考えています。 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ジャパン・タスクフォースの活動への 

ご支援・ご協力をどうぞよろしくお願いします！！ 
 

当団体の活動には、多くの皆様方のご支援が必要です。私達の活動は、近年、大規模化・多

様化している災害に立ち向かうために、一人でも多くの方々に救助の知識・技術を伝え、災害

時に活用していただくことで、「一人でも多くの命を助け、守る」ことです。多様化する災害

に立ち向かうためにも、これまでの知識や技術に加え、新たな考え、知識・技術が必要になり

ます。そのためにも、皆様の知恵を集結し、それを具現化する場所が必要と考えます。今後も

このような活動を継続して行えますよう、皆様の温かいご理解・ご支援を心よりお願い申し上

げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRE 

         

特定非営利活動法人 ジャパン・タスクフォース 
        

 

          メ ー ル：jtf@p-tf.org 

 



―  特定非営利活動法人ジャパン・タスクフォース 協賛企業ご紹介 ―   

  



  

    
 

   
 

  

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

☆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 

スペシャル レスキュー サービス株式会社 

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 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３丁目9-48 アーバンエース２０５号室 

電 話 番 号：06-6958-4708 （FAX 同じ） 

携 帯 電 話：090-3654-2122 

メ ー ル：info@r-rescue.com 

：www.r-rescue.com 
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。 

 




