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４月 ２日 辞令交付式 消防本部

４日 風雪注意報発令に伴う災害警戒本部設置

５日 消防職員初任教育入校式（～9/27） 岩手県消防学校

13日 平成24年度岩手県消防長会４月定例会 ホテル東日本

14日 新庁舎見学会（団体向け） 市総合防災センター

15日 新庁舎見学会（一般開放） 市総合防災センター

岩手県婦人消防連絡協議会総会 安比グランドホテル

18日 消防団本部長研修 むら耕

20日 遠野釜石地区支部幹事会 釜石消防署

22日 八戸駐屯地創立56周年記念行事

25日 平成24年度ダム放流通報連絡会議 北上川ダム統合管理事務所

27日 平成24年度全国消防長会東北支部総会 福島県福島市

５月 １日 消防相互応援協定書締結（花巻市）

３日 大雨警報発令に伴う災害警戒本部設置

９日 平成24年度一般職員研修基礎Ⅲ（～11日） 岩手県自治会館

10日 遠野市防火委員会定例会 消防本部

14日 消防展示物搬出 ふるさと消防館

中型免許限定解除講習（～9/14） 遠野ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ

15日 玉掛技能講習（～5/17） 釜石職業訓練協会

岩手県消防操法協議会第１回審査員打合せ会 県立総合防災センター

消防操法/訓練指導員等研修会 遠野消防署

16日 岩手県消防学校専科教育火災調査科入校（～5/30） 岩手県消防学校

岩手県消防協会組織在り方検討委員会 県立総合防災センター

17日 消防施設整備計画実態調査に係る事務担当者説明会 盛岡地区合同庁舎

18日 岩手県消防署長会５月定例会 ホテルパールシティ盛岡

21日 岩手県消防学校校友会定例役員総会 岩手県消防学校

岩手県危険物安全協会理事会及び平成24年度評議員会

幼年消防クラブ総会 市役所

機能別分団市役所班研修会 浄化センター

22日 宮守町支援調整会議 宮守総合支所

25日 在宅当番医制運営委員会 サンパークやなぎ

27日 遠野市消防演習 早瀬川緑地公園等

６月 １日 後方支援活動検証委員会

６日 危険物安全推進大会 メトロポリタン盛岡

11日 岩手県消防学校幹部教育初・中級幹部科入校（～7/6） 岩手県消防学校

12日 小型クレーン技能講習（～6/14） 労働基準協会釜石支部

17日 遠野市消防操法協議会（遠野釜石地区支部代表選考会） 運動公園多目的広場

18日 地震発生に伴う災害警戒本部設置 震度４

22日 警防業務リーダー講習会 仙台市

遠野市防火管理者協議会理事会及び定期総会

23日 災害復興支援遠野市民報告会 遠野まごころネット

26日 消防庁舎移転作業 消防本部

27日 新庁舎業務開始式

消防救助技術訓練市長査閲 市総合防災センター

29日 第36回消防救助技術岩手県大会 岩手県消防学校

日 行　事　・　災　害 場　所　等

２　平成24年度中の主な行事・災害

- 12 -



年
月

24年
７月 ３日 遠野警察署交通規制対策協議会 遠野警察署

８日 遠野市総合防災センター落成式 市総合防災センター
９日 救急救命士就業前研修（～8/6） 県立遠野病院

10日
東北地域における災害に強い物流システムの構築に
関する協議会

仙台市

11日 岩手県消防協会代議員会 ホテル大観
遠野市尐年消防クラブ育成会総会 市総合防災センター

17日 大雨警報発令に伴う災害警戒本部設置
18日 旧消防庁舎解体に伴う協議 旧消防庁舎
27日 第38回岩手県消防操法協議会 岩手県消防学校

平成24年度三陸沿岸地域道路等防災対策連絡

８月 ２日 防火管理者取得講習会（～３日） あえりあ遠野
３日 チャレンジ防災スクールTONO2012
７日 玉掛技能講習（～９日） 釜石職業訓練協会

尐年消防クラブ交流会（～９日）
９日 遠野市危険物安全協会理事会・総会
15日 第58期消防職員初任教育学生実務研修（～17日） 遠野消防署
18日 防火野球大会 早瀬川緑地公園
21日 東北消防署長会（～22日） 大仙市
23日 大雨・洪水警報発令に伴う災害警戒本部設置
24日 大雨・洪水警報発令に伴う災害警戒本部設置

在宅当番医制運営委員会
25日 大雨・洪水警報発令に伴う災害警戒本部設置

９月 １日 遠野市防災訓練
６日 第40回岩手県消防殉職者慰霊祭 岩手教育会館
８日 救急医療週間（～14日）
10日 救急救命士養成課程研修（～H25/3/18） 東京研修所
15日 防火みこし 遠野まつり会場
18日 婦人消防協力隊地区支部役員会 市総合防災センター
24日 消防職員委員会 市総合防災センター
27日 宮守町支援調整会議
28日 救急救命士気管挿管実習 岩手医科大学付属病院
30日 大雨・洪水警報発令に伴う災害警戒本部設置（～10/1） 台風17号

10月 １日 遠野市市制施工７年記念功労者表彰式 あえりあ遠野
救急救命士再教育病院研修（～9/28） 県立遠野病院

３日 消防表彰審査会 市総合防災センター
４日 消防職員専科教育救助科（～11/2） 岩手県消防学校
５日 防火管理者協議会自衛消防隊消防操法等訓練指導会 市総合防災センター
10日 消防追悼式 大日山日枝神社
14日 消防団員初任教育訓練 市総合防災センター
21日 遠野釜石地区支部婦人消防研修会 市内
22日 小型車両系建設機械特別教育（～23日） 岩手教習センター
23日 平成24年度　緊急消防援助隊北海道東北ブロック訓練 利府町
31日 東北横断自動車道防災訓練 樺トンネル

11月 ５日 消防職員専科教育特殊災害科（～９日） 岩手県消防学校
６日 第一級特殊無線技士講習（～11/16） 日本無線協会東北支部
７日 全国消防長会東北支部消防長研修会 盛岡市
９日 秋の全国火災予防運動（～15日）
11日 消防フェア 市総合防災センター
20日 消防職員専科教育警防科（～12/6） 岩手県消防学校

第三級特殊無線技士講習 日本無線協会東北支部
21日 小型車両系建設機械特別教育（～22日） 岩手教習センター

日 行　事　・　災　害 場　所　等
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12月 １日 消防職団員スキッド講習 遠野ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ

７日 地震発生に伴う災害警戒本部設置 震度４
11日 年末特別査察（～13日） 市内
16日 菊池年氏叙勲祝賀会
28日 仕事納め 市総合防災センター

１月 ４日 仕事始めの式 市総合防災センター
13日 平成25年遠野市消防出初式 市内
15日 消防職員専科教育救急科（～3/8） 岩手県消防学校
20日 文化財防火デー訓練

２月 ３日 第２回消防団員初任教育訓練 総合防災センター
８日 宮守町支援調整会議 宮守総合支所
14日 消防職員意見発表会 盛岡劇場

岩手県消防長会２月定例会 ホテル東日本
22日 岩手県消防署長会２月定例会 ホテルエース盛岡
25日 主任無線従事者講習（～26日） 仙台市

３月 １日 春の全国火災予防運動（～７日） 市内
６日 遠野市危険物安全協会法令研修会
13日 岩手県消防定例表彰式 盛岡市民文化ホール
18日 (財)岩手県消防協会代議員会 県立総合防災センター
22日 病院間ドクターヘリ連携訓練 市総合防災センター
25日 平成25年度遠野市婦人消防協力隊総会 市総合防災センター
29日 職員退職者辞令交付式 とぴあ庁舎

日 行　事　・　災　害 場　所　等
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