
  



 

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、トレーニング制作また、新た

な取り組みとして海外からインストラクターを日本に招き、８月に国際基準の

講習「CFBT-International Course LevⅠ」（5 日間）を開催、続いて 9 月

には CFBT-JP として「CFBT-JP LevⅠ」（3 日間）を初開催します。 

各講習、検証会、イベントにおきまして、例年多くの皆様方にご参加いただ

き、職員・スタッフ一同大変感謝しております。 

2019 年度も、皆様方のご意見を拝聴し、これまで培った確かな実績を基に

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 

                      職員・スタッフ一同 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

この度、設立当時より理事、そして 2015 年より理事長を務めてお 

りました 宮島志織 が 2019 年 3 月 31 日を 

もちまして、勇退させて頂く運びとなりました。 

 

「長年 JTF 理事・理事長として日本の防災力・  

         消防力向上の一助となればと活動してまいりましたが 

         この度、理事を退任することとなりました。今後は陰な 

がら、皆様の安全活動とご活躍を願っております。今後もジャパン・タスクフォース 

への変わらぬご理解とご協力をよろしくお願いします。」 



 
２ 0 1 9 年 度 Ｊ Ｔ Ｆ 代 表 理 事 ・ イ ン ス ト ラ ク タ ー 紹 介 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

理  事  長 
HAYAKAWA YOSHIMI  

早川 好美 

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 International Ⅰ・Ⅱ 

ＳＡＩＪＯ  ＹＯＳＨＩＨＩＴＯ  

西條  善仁 

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 

 

RS 検証会 会長 

SUZUKI SUSUMU  

鈴木 進 

—就任のごあいさつ－ 

今年度から、理事長を務めることになりまし

た早川です。日本の消防・救助関係の皆様の

お力となれるよう、精一杯尽力いたします。

今後とも皆様のご支援、ご協力を何卒お願い

申し上げます。 



 

 

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   高知県消防学校 

台湾内政部消防（Taiwan ＵＳＡＲ Team 研修）  

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 

愛知県豊田市消防本部 島根県消防学校（救助科） 

宮崎県都城市消防本部 山口県山口市消防本部 

香川県消防学校 群馬県太田市消防本部 

鳥取県消防学校 京都府城陽市消防本部 

 

 

▼ 2018 年度講師派遣実績 

  

 

 

宮崎県都城市消防本部 山口県山口市消防本部 

和歌山県消防学校（自然災害） 徳島県消防学校 

香川県消防学校 群馬県太田市消防本部 

京都府城陽市消防本部  鳥取県消防学校 

株式会社テイコク  

活 動 報 告 



▼一般企業・公共施設への防災知識・技術提供実績 

これまでの災害支援活動 

 これまでの防災・減災活動 

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 

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） 

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  

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」 



 

《さらなる安全性の向上をめざして》 

『CFBT International in Thailand』で開催された、Instructor LevⅡコースにJTF より

職員（スタッフ含む）を3 名派遣しました。その講習内容の一部をご紹介します。 

 

【「CFBT International Instructor LevⅡ」報告】 

２０１８年１１月２６日から１１月３０日の５日間、Thailand で開催されました。 

参加したインストラクターは、タイ、香港、ドイツからも参加されていました。 

今回のコースの目的は、CFBT International Instructor LevⅠに求められる、火災の知

識・技術、安全管理を基に、各インストラクターがCFBT 講習を開催するために必要となる

コース設定、安全対策を習得するこです。 

コースカリキュラムとして・・・！ 

１、マスターインストラクターによる火災科学などの講義 

２、講習時に模擬火災を発生させる際の注意点 

→発生場所の選定、火力調整、火炎や濃煙の流れ 

（フローパス）など。 

３、模擬火災トレーニング時の緊急対応について 

  →ホースマネジメント、緊急退路の確保、スタッフ    

の配置など。 

この内容を5 日間かけてシミュレーション形式で学び  

ました。   

 

 

 

in Thailand 



 

 

座学では、火災科学についての知識の確認やインストラクターとしての心構えや注意点、

講習中に発生した事故事例などが紹介されました。 

実技では、インストラクター役、受講生役に分かれて、実際の講習形式で行われました。 

参加者したインストラクターは、3 班（チームジャパン、チームタイランド、チームイン

ターナショナル）に分けられ、各班にそれぞれ課題（テーマ）が与えられます。 

受講対象者を①新人消防士②ベテラン消防士③自衛消防隊などに設定し、様々な訓練課題

が示されそれぞれの班でプランニングシート（計画表）を作成しなければなりません。プラ

ンニングシートには、受講対象者に合わせた目的、進行方法、施設管理、資器材管理、安全

対策、健康管理、資材調達などを具体的に示さなければなりません。そのプランニングシー

トを基に受講対象者役にプレゼンテーションし、実際に実技のトレーニングを行いました。

終了後は、全員で訓練を振り返り、注意点や反省箇所などのチェックを行いました。 

言語や文化の違いなどで、多少のコミュニケーションエラーもありましたが、今回のコー

スで得た、知識・技術そして経験を日本の皆様方に講習という形で、しっかりとお伝えして

参りますので、ご期待ください。 

 

 

 



 

 

最後に、マスターインストラクター Mr.Shan、CFBT Thailand インストラクター

Mr.Den ＆ Mr.Dan、コース開催にあたり、最高の学びを与えてくれたThailandDDFire

スタッフに感謝すると共に、各国のCFBT ファミリーに敬意を表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後「Yokoi Fire Base」を使用した講習予定 

・2019 年  8 月開催：CFBT- International LevⅠ講習（5 日間） 

講師 Mr.Shan Raffel（オーストラリア） 

・2019 年  9 月開催：CFBT-JP LevⅠ講習（３日間）  

・201９年 10 月開催：ライブファイヤートレーニング（2 日間） 

※非常に限られた日程となりますが、横井製作所繫忙期のため、ご理解の程よろしくお願いいたします。 



 この講習は、国際基準に基づき、安全で効率的な火災防ぎょ活動習得を目的とした講習と

なります。特に講習中の安全対策については、皆様にもご理解とご協力をお願いすることが

多々あります。 

 また、模擬火災を発生させるため、実際の火災に近い環境下での実技になります。火災経

験の豊富な方から、経験の少ない方まで幅広くご参加いただけるコース内容となります。 

 この講習を通じて、知識と技術だけではなく、状況（火災、環境）の限界、身体的限界、

装備（個人保護具）の限界などもご確認していただけると幸いです。 

 それぞれの“ボーダーライン（境界線）”を見極めることが、“生き残る（Survival）”た

めの“安全対策（Safety）”に繋がると考えます。 

 

 

 

 CFBT-JP LevⅠ：火災の基礎知識、区画内消火理論、放水要領 

 CFBT-JP LevⅡ：屋内進入要領（防ぎょと攻撃）、チーム管理など 

 CFBT-JP LevⅢ：（仮）：火災戦術とチーム管理など 

 



 

 

Ｌｉｖｅ Ｆｉｒｅ Ｔｒａｉｎｉｎｇを受講して 

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 

 

私が今回受講させていただいた『Ｌｉｖｅ Ｆｉｒｅ Ｔｒａｉｎｉｎｇ』（以下＝ＬＦＴ）

は、これまで、【ＦＦＳ】などの講習を通

して得た知識の重要性を再認識すると共

に、今後の現場活動において多くの事を考

えさせられた内容でした。 

ＬＦＴのコンセプトとしては、立体型火

災トレーニング施設（ＦｉｒｅＢａｓｅ）

を使用し、ＦＦＳで学んだスキルを、炎と

濃煙熱気の環境下で体験するといったもの

でした。 

 

講習内容は、『デモンストレーションセル』での火災発達過程の確認と濃煙熱気の体験から

始まり、『サバイバル』『サーチ』『ＲＩＴ』など、実践を想定した訓練で、受講後は満足感で

いっぱいでしたが、講習中は生火の恐怖心に駆られる事もあり、この講習がなぜＦＦＳⅠ、

Ⅱを修了していなければ受講できないのかという意味を理解することができました。 

 その理由としては、私たちが普段訓練で

行っている、現場をイメージした目隠し等

での訓練では決して味わえない、生火を使

用し現場に最も近い若しくはそれ以上の過

酷な環境なため、簡単にパニックに陥るこ

とが予測されるためです。FFS で学ぶ

“パニックコントロール”や“危機的状況

を脱するための知識・技術”などがなけれ

ば、それがトラウマになり今後の現場活動

にも影響する可能性があるためだと感じま

した。 

 しかし、この濃煙熱気の環境下でトレー

ニングしたからこそ気付けた事も数多くありました。 

 総合的にいえることは、常に火災性状や挙動を意識し、考え活動することの重要性です。 

自分達のエスケープゾーンを確保するだけでなく、ドアを閉鎖、開放する事による中性帯

及び火勢の挙動の変化を確認し、ドアコントロールする事によるメリット・デメリットを実

感できました。 

この特性を理解し、自分達の武器であるノズルやTIC（熱画像カメラ）を所持しているか

どうかで、どの戦術を選択するかを的確に判断しなければなりません。 



  

このトレーニングで、私自身最も身に染みて感じた 

事は、サバイバルの時に呼吸器の警報音が鳴ってしま

い強制退出を指示された際の体験です。 

 濃煙熱気内での活動のため、恐怖心もありホースの

取り間違いを恐れ、慎重になり過ぎて自分の置かれて

いる状況を正確に把握できず、判断ミスを犯してしま

いました。 

 まさしくサイズアップ（状況把握）のミスです。状

況を認識（ホースの延長距離、内部状況）、評価（空気

の残圧など）し、計画（時間管理など）、実行（行動）

することができませんでした。 

ここから得られたものは、刻々と変化する状況を見

極め、できるかぎり冷静を保ちつつアグレッシブ（迅速）に行動する事が生還するためには

必要だったと感じました。 

 サバイバルに限らず、これが本当の現場活動だったらどうなっていただろう．．．という貴

重な体験を何度もすることが出来ました。 

ＬＦＴは現場では絶対に許されない失敗を疑似体験できる場所です。その失敗から普段の

訓練では決して体験する事のできないものを気付かせてくれます。また自分の失敗だけでな

く、同じ受講生の経験を共有する事から１度に多くの学びを得られます。 

 そしてＬＦＴを受講する事により、火災科学を理解する“知”の必要性、その根拠に基づ

き現場活動に繋げていく事ができる“技量”の重要性を改めて実感することができました。 

 このＦｉｒｅ Ｂａｓｅは、現場経験を求める消防士にとって、希望を叶えてもらえる貴

重な場所だと感じました。 

 ここで学んだスキルを今後も、私達が直面す

る危険な火災現場に対応していくため、引き続

き学びを継続させていきたいと思います。 

 

 

 

 

  



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 LevⅠ 

FFS LevⅡ 

CFBT-JP 

 LevⅠ・Ⅱ 

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 

【現在のJTF 組織（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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、「ひとり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 
〒570-0052 

大阪府守口市松下町1-32 

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。 

 




