
年
月

30年
４月 ２日 消防本部辞令交付式 市総合防災センター

消防団辞令交付式 むら耕

５日 岩手県消防学校第64期初任科教育入校式 県消防学校

12日 岩手県消防長会４月定例会 盛岡市

遠野釜石地区支部婦人消防連絡協議会役員会・総会 市総合防災センター

15日 平成30年度岩手県婦人消防連絡協議会総会 雫石町

18日 平成30年度岩手県消防協会遠野釜石地区支部評議員会 サンパークやなぎ

20日 消防団幹部会議 市総合防災センター

25日 消防長会東北支部役員会・総会 山形県山形市
27日 平成30年度市町村消防防災主管課長会議 盛岡市

５月 ７日 遠野市自主防災組織連絡会代表者会議 市総合防災センター

救急救命士就業前研修（～6/1） 岩手県立遠野病院

９日 防火管理者協議会理事会・総会 むら耕

22日 自主防災組織連絡会会議 市総合防災センター

遠野市幼年消防クラブ育成会総会 子育て総合支援センター

北上川上流洪水減災対策協議会幹事会 岩手県河川国道事務所

25日 第42回消防救助技術岩手県大会審判員会議 県消防学校

平成30年度第１回遠野市在宅当番医制運営委員会 サンパークやなぎ

27日 平成30年度遠野市消防演習 早瀬川緑地公園他

27日 平成29年度ダム管理演習 市総合防災センター

30日 平成29年度産業保安事務担当者会議 岩手県庁

６月 ５日 北上川水系水質汚濁対策連絡協議会委員会 一関市

６日 早池峰山遭難救急救助合同訓練 早池峰山小田越コース

８日 第26回岩手県危険物安全推進大会 盛岡市

11日 平成30年度岩手県消防学校校友会定例総会 盛岡市

12日 北上川上流減災対策協議会 岩手県河川国道事務所

平成30年度岩手県防災教育研修会 盛岡市

13日 沿岸・中部消防救助技術錬成会 市総合防災センター

17日 遠野市消防操法競技会 市総合防災センター

18日 平成30年度岩手県危険物安全協会平成30年度通常総会 盛岡市

21日 消防長・消防団長及び消防担当課長会議 盛岡市

25日 救急救命士気管挿管実習（～7/17） 岩手医科大学

26日 平成30年度遠野市危険物安全協会理事会・定例総会 市総合防災センター

29日 第41回消防救助技術岩手県大会 岩手県消防学校

日 行　事　・　研　修　等 場　所　等

２　平成30年度中の主な行事・研修等
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年
月

30年
７月 １日 遠野釜石地区支部消防操法競技会 市総合防災センター

20日 遠野市国民保護協議会・遠野市防災会議 市役所本庁舎
22日 玉掛技能講習（～26日） 花巻市
27日 チャレンジ防災スクールTONO2018 市総合防災センター
29日 第41回岩手県消防操法協議会 岩手県消防学校

８月 20日 小型移動式クレーン技能講習（～22日） 遠野市職業訓練校
24日 平成30年度第２回遠野市在宅当番医制運営委員会 あべ屋
25日 第32回遠野市少年消防クラブ防火野球大会 運動公園野球場

９月 １日 救急救命士養成課程研修（～3/12） 東京都
２日 遠野市防災訓練 市内各所

パパ・ママ乳幼児応急手当講習会 市総合防災センター
４日 消防職員上級幹部科（～７日） 岩手県消防学校

岩手県ドクターヘリ事例検証会 岩手医大矢巾キャンパス
６日 岩手県消防殉職者慰霊祭 盛岡市
８日 消防フェア・わらすっこまつり 市総合防災センター、わんぱく広場

11日 平成30年度遠野釜石地区支部婦人消防第２回役員会 市総合防災センター
15日 遠野まつり参加「北小防火みこし」 市街地

平成30年度第２回遠野市危険物安全協会理事会 市総合防災センター
27日 岩手県消防学校第64期初任科教育卒業式 岩手県消防学校

10月 ３日 岩手県消防長会10月定例会（～４日） 陸前高田市
消防職員専科教育火災調査科（～18日） 岩手県消防学校

４日 消防職員専科教育救助科（～11/8） 岩手県消防学校
10日 専科教育火災調査課講師派遣 岩手県消防学校
15日 平成30年度製品安全研修（～17日） 市総合防災センター
17日 消防職員研修 遠野電力センター
30日 遠野釜石地区支部婦協研修視察 盛岡地方気象台

11月 ６日 消防長会東北支部消防長研修 山形県郡山市
８日 危険物運搬車両路上検査 市総合防災センター駐車場

遠野市婦人消防協力隊研修視察 岩手医大矢巾キャンパス
９日 秋季全国火災予防運動（～15日）
17日 北海道・東北ブロック緊急消防援助隊訓練 福島県いわき市
22日 遠野市消防団機械器具配置式 市総合防災センター
28日 消防団幹部会議 市総合防災センター

日 行　事　・　研　修　等 場　所　等
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月

30年
12月 ４日 遠野市婦人消防協力隊幹部会議 市総合防災センター

５日 消防職員幹部教育初・中級幹部（～12/18） 岩手県消防学校
20日 第１回岩手県女性消防吏員研修会 盛岡市
28日 仕事納めの式

31年
１月 ７日 仕事始めの式 市総合防災センター

13日 平成30年度遠野市消防出初式 市民センター
15日 消防職員専科教育救急科（～3/8） 岩手県消防学校

岩手県国民保護共同実動訓練 釜石鵜住居他
16日 平成30年度消防団幹部研修会 盛岡市
20日 第64回文化財防火デー消防訓練 遠野ふるさと村
26日 遠野市婦人消防協力隊幹部会議 市総合防災センター

消防職員専科教育救急科講師派遣 岩手県消防学校

２月 ３日 平成30年度岩手県婦人消防等指導者研修会 盛岡市
５日 岩手県ドクターヘリ事例検証会 岩手医大矢巾キャンパス
８日 平成30年度第２回遠野市在宅当番医制運営委員会 平澤屋

県立釜石病院・消防合同救急症例検討会 釜石消防署
13日 平成30年度遠野地域メディカルコントロール協議会 市総合防災センター
14日 第42回岩手県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 盛岡市
遠野市消防団幹部会議 市総合防災センター

21日 平成30年度第３回遠野市危険物安全協会理事会 市総合防災センター
25日 岩手県救急業務高度化推進協議会救急救命士研修会 岩手県水産会館
28日 遠野地区山火事防止対策推進協議会 合同庁舎

３月 １日 春季全国火災予防運動（～７日）
２日 第36回遠野市児童生徒防火作品コンクール（書道の部）表彰式 市総合防災センター
10日 救急救命士国家試験 東京都
11日 救急救命東京研修所第53期生卒業式 東京都
13日 平成30年度遠野市危険物安全協会研修会 サンパークやなぎ
14日 岩手県消防表彰式 盛岡市

平成30年度北上川水系水質汚濁対策連絡協議会幹事会 栗原市消防本部
15日 特別教育女性活躍推進講習 岩手県消防学校
17日 防災の集い あえりあ
29日 遠野釜石地区支部婦人消防役員会・総会 市総合防災センター

日 行　事　・　研　修　等 場　所　等
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