
年
月
21年
４月 １日 辞令交付式 消防本部

２日 その他火災 宮守町

３日 その他火災 附馬牛町

４日 北朝鮮飛翔体発射に伴う警戒態勢 消防本部

６日 消防職員初任教育入校式 消防学校

８日 建物火災 上郷町

９日 建物火災 綾織町

10日 岩手県消防長会定例会 盛岡市

11日 その他火災 青笹町

13日 その他火災 宮守町

14日 新任消防長教育（４月15日まで） 消防学校

17日 岩手県消防協会遠野釜石地区支部評議委員会 釜石市

23日 全国消防長会東北支部総会 福島県

28日 遠野市防災会議 あえりあ遠野

５月 ２日 林野火災 宮守町

２日 その他火災 綾織町

６日 林野火災 綾織町

７日 三陸地域地震災害後方支援拠点施設整備推進協議会　幹事会 あえりあ遠野

11日 新任消防長科（５月21日まで） 消防大学校

12日 遠野市保険医療福祉ネットワーク懇談会

13日 消防職員専科教育火災調査科（５月27日まで） 消防学校

18日 岩手県危険物連絡理事会総会 花巻市

22日 三陸地域地震災害後方支援拠点施設整備推進協議会　総会 あえりあ遠野

22日 通常点検 消防本部

６月 ２日 岩手県土砂災害情報伝達訓練 市役所

８日 消防職員幹部教育初・中級幹部科（７月３日まで） 消防学校

９日 消防大学校専科教育警防科（７月31日まで） 消防大学校

９日 機能別分団市役所班発足式 市役所

９日 小型移動式クレーン運転技能講習会（６月11日まで） 釜石市

21日 建物火災 大工町

25日 平成21年度岩手県消防協会代議員会 盛岡市

26日 岩手県消防救助技術記録会 消防学校

７月 ３日 遠野市消防表彰審査会 消防本部

７日 東北４県防災航空隊及び関係機関合同訓練 北上市

13日 消防職員専科教育特殊災害科（７月17日まで） 消防学校

13日 救急救命士就業前研修 県立遠野病院

16日 消防団協力事業所認定交付式 六角牛病院

22日 県消防協会遠野釜石地区支部役員会 消防本部

26日 平成21年度北上川上流北上地区合同水防演習 北上市

日 行　事　・　災　害 場　所　等

２　平成21年度中の主な行事・災害
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年
月
21年
８月 ５日 三陸道路等防災対策連絡協議会 釜石市

８日 第23回遠野市少年消防クラブ防火野球大会 運動公園等
12日 お盆特別警戒（８月16日まで） 市内一円
15日 第19回遠野納涼花火まつり警備 早瀬河川敷
16日 建物火災 宮守町
18日 陸上自衛隊第９師団偵察訓練 遠野運動公園駐車場
18日 特別教育無線通信講習 消防学校
18日 その他火災 青笹町
19日 その他火災 中央通り

９月 ５日 救急講演会 福祉の里
６日 遠野市防災訓練 遠野市
６日 心肺蘇生法コンテスト 福祉センター
７日 救急救命士養成課程研修 救急救命東京研修所
14日 建物火災 材木町
15日 遠野釜石地区支部婦人消防連絡協議会役員会 大槌町
19日 遠野まつり参加（北小防火みこし） 遠野市役所他
28日 消防職員委員会 消防本部

10月 １日 消防職員専科教育救助科（10月30日まで） 消防学校
１日 遠野市市制施行４周年記念功労者表彰式 あえりあ遠野
２日 岩手県消防長会10月定例会 釜石市
２日 災害等による大規模な停電の発生時における電力の復旧協力に

関する協定調印式
市役所

13日 緊急消防援助隊北海道・東北ブロック合同訓練（10月14日まで）山形県鶴岡市
19日 消防団員確保キャラバン 遠野市
25日 岩手県総合防災訓練 二戸市

11月 １日 消防団初任教育訓練 福祉センター
４日 消防庁舎プロポーザル提案書プレゼンテーション あえりあ遠野
５日 岩手県国民保護協同図上訓練 岩手県庁
10日 消防大学校支援教官派遣（11月13日まで） 消防大学校
10日 玉掛け技能講習会（11月12日まで） 釜石市
12日 全国消防長会東北支部消防長会研修会 山形県
15日 消防団機械器具・装備品点検 遠野市
15日 火災予防フェア 遠野市
18日 自主防災組織物品交付式 消防本部
27日 気管挿管実習 岩手医科大学付属病院

30日 液化石油ガス保安法研修（12月４日まで） 経済産業研修所

12月 １日 岩手県メディカルコントロール協議会 岩手県庁
４日 消防団教育訓練初・中級幹部科（12月５日まで） 消防学校
11日 消防団教育訓練上級幹部・指導員科（12月13日まで） 消防学校
18日 岩手県消防長会違反是正推進連絡会 県防災センター
21日 遠野地域メディカルコントロール協議会 県立遠野病院
28日 仕事納め

日 行　事　・　災　害 場　所　等
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年
月
22年
１月 ４日 仕事始め

７日 建物火災 宮守町
10日 遠野市消防出初式 遠野市
10日 遠野市成人式における団員募集運動 市民センター
12日 消防職員幹部教育上級幹部科（１月15日まで） 消防学校
17日 緊急初動特別班災害危機管理訓練 市役所
18日 消防職員専科教育救急科（３月12日まで） 消防学校
24日 遠野市防災リーダー研修会 あえりあ遠野
26日 消防協会代議員会 花巻市
27日 消防本部・警防事務主幹課長会議 盛岡消防本部

２月 ５日 岩手県消防署長会２月定例会 盛岡市
７日 婦人消防等指導者研修会 花巻市
９日 陸上自衛隊東北方面隊震災対処訓練（２月10日まで） 岩手駐屯地
16日 第27回遠野市児童生徒防火作品コンクール審査会 遠野北小学校
19日 第33回岩手県消防職員意見発表会 盛岡市
19日 岩手県消防長会２月定例会 盛岡市
22日 建物火災 土淵町
24日 ＳＯＳネットワーク会議 福祉の里
28日 大津波警報発令に伴う遠野市災害警戒本部を設置 消防本部

３月 １日 春の火災予防運動(３月７日まで） 遠野市
５日 自動車事故対応訓練 遠野運動公園
８日 新任教官科消防大学校研修 消防大学校
10日 建物火災 附馬牛町
10日 北上川水系水質汚濁対策連絡協議会幹事会 一関市
11日 (財)岩手県消防協会遠野釜石地区支部幹事会 消防本部
17日 車両火災 宮守町
17日 岩手県定例表彰式 盛岡市
18日 建物火災 附馬牛町
23日 遠野市消防団協力事業所表示証交付式 遠野市
25日 総務省消防庁消防団協力事業所表示証交付式 市役所
26日 遠野市総合防災センター等整備市民懇談会 あえりあ遠野
26日 (財)岩手県消防協会遠野釜石地区支部役員会 消防本部
31日 消防団退職辞令交付式 消防本部

日 行　事　・　災　害 場　所　等
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