
平成３０年７月１８日 

消 防 庁 

 

平成３０年度少年消防クラブ交流会（全国大会）を開催します 
 消防庁では平成２４年度から、将来の地域防災の担い手育成を図るため、少年

消防クラブ員が消防の実践的な活動を取り入れた訓練等を通じて他地域の少年消

防クラブ員と親交を深めるとともに、消防団等から被災経験、災害教訓、災害へ

の備えなどについて学ぶ「少年消防クラブ交流会」を開催しています。 

 今年度は千葉県での開催となりますが、２０都道府県から５６クラブ３８４名

が集結し、日頃の訓練の成果を披露します。 

 

１ 日 程  平成３０年８月１日（水）～３日（金） 

 

２ 開催地  千葉県浦安市 

 

３ 参加クラブ  全国の少年消防クラブから募集した５６クラブ 

         （クラブ員２９７名、指導者８７名、計３８４名） 

 

４ 内 容 

  【１日目】８月１日（水） 

   ・オリエンテーション  ・参加クラブ紹介 

  【２日目】８月２日（木） 

   ・合同訓練（浦安市運動公園陸上競技場：浦安市舞浜２－２７） 

   ・避難所体験（浦安市運動公園総合体育館：浦安市舞浜２－２７） 

  【３日目】８月３日（金） 

   ・少年消防クラブの活動報告  ・消防団の方々との交流会 

 

５ 主 催  消防庁 

 

６ 共 催  千葉県  浦安市  （公財）千葉県消防協会 

（公財）日本消防協会  （一財）日本防火・防災協会 

 
 【参考】 

   少年消防クラブとは、少年少女が防火及び防災について学習するための組織であり、日頃、

防火パトロールや防火・防災に関する研究発表会の実施などの活動をしています。平成２９年

５月１日現在、全国の４，６４７クラブで約４２万人がクラブ員として活動しています。 

 

 

＜問合せ先＞ 

  消防庁国民保護・防災部地域防災室 

 加藤理事官、森岡係長、佐々木事務官 

 TEL：03-5253-7561 FAX：03-5253-7576 

 E-mail：chiikibousai@ml.soumu.go.jp 



合同訓練 概要 

 

８月２日（木）に行われます合同訓練は、２種類の競技が行なわれ、総合点によ

り上位５チームが表彰されます。 

 

 

①クラブ対抗リレー （９：３０～１２：００） 

 １クラブ５名で行われ、筒先をバトンに各障害をクリアしていくリレー競技です。 

 

 

 

②クラブ対抗障害物競走 （１３：００～１４：３０） 

 指揮者１名を含む５名で、コース上の障害を越えながらホースを展張・延長し、 

全員でゴールを目指す競技です。 

 

 



1 札幌市東区 伏古本町ひまわり少年消防クラブ
ふしこほんちょう

32 横浜市中区 Risk Watch Yokohama Fire Team
りすく　うぉっち　よこはま　ふぁいやー　ちーむ

2 札幌市西区 西町少年消防クラブ
にしまち

33 平塚市 平塚市少年消防クラブ
ひらつかし

3 札幌市厚別区 厚別中央しなの少年消防クラブ
あつべつちゅうおう

34 大和市 大和市少年消防団
やまとし

4 岩手県 九戸郡洋野町 洋野町少年消防クラブ
ひろのちょう

35 足柄下郡湯河原町 湯河原町少年少女消防クラブ
ゆがわらまち

5 仙台市宮城野区 仙台市立宮城野中学校少年消防隊
せんだいしりつみやぎのちゅうがっこう

36 豊田市 豊田市立御蔵小学校少年消防クラブ
とよたしりつみくらしょうがっこう

6 気仙沼市 気仙沼市立階上中学校少年消防クラブ
けせんぬましりつはしかみちゅうがっこう

37 尾張旭市 尾張旭市少年少女消防団
おわりあさひし

7 南三陸町 歌津中学校少年防災クラブ
うたつちゅうがっこう

38 長久手市 長久手市キッズ消防団
ながくてし

8 山形県 山形市 山形市南沼原地区少年消防クラブ
やまがたしみなみぬまはらちく

39 大阪府 南河内郡河南町 河南町ファイアジュニア
かなんちょう

9 三郷市 三郷市少年消防クラブ
みさとし

40 神戸市東灘区 魚崎ジュニア防災チーム
うおざき

10 吉川市 吉川松伏少年消防クラブ
よしかわまつぶし

41 神戸市須磨区 西落合防災福祉コミュニティジュニア隊
にしおちあいぼうさいふくし

11 入間郡毛呂山町 西入間少年少女消防団
にしいるま

42 神戸市北区 ひよどり台防災ジュニアチーム　　　　　　　　

12 松戸市 松戸市少年消防クラブ
まつどし

43 神戸市中央区 東川崎防災ジュニアチーム
ひがしかわさきぼうさい

13 浦安市 浦安市少年消防団
うらやすし

44 広島市南区 比治山学区少年少女消防クラブ
ひじやまがっく

14 印西市 小林小学校少年少女消防隊
こばやししょうがっこう

45 広島市南区 元宇品学区少年消防クラブ
もとうじながっく

15 印旛郡栄町 栄町少年消防団
さかえまち

46 安芸郡府中町 府中町少年少女消防クラブ
ふちゅうちょう

16 中央区 日本橋消防少年団
にほんばし

47 山口県 宇部市 厚南地区少年消防クラブ
こうなんちく

17 港区 芝消防少年団
しば

48 美馬市 穴吹少年少女消防クラブ
あなぶき

18 文京区 本郷消防少年団
ほんごう

49 板野郡北島町 板野東部少年少女消防クラブ
いたのとうぶ

19 台東区 日本堤消防少年団
にほんづつみ

50 香川県 高松市 高松市立亀阜小学校少年消防クラブ
たかまつしりつかめおかしょうがっこう

20 品川区 大井消防少年団
おおい

51 高知県 香南市 赤岡町少年防災クラブ
あかおかちょう

21 大田区 大森消防少年団
おおもり

52 福岡県 北九州市 くすばし少年消防クラブ

22 大田区 蒲田消防少年団
かまた

53 八代市 ひかり児童館少年消防クラブ

23 大田区 矢口消防少年団
やぐち

54 人吉市 西瀬少年消防クラブ
にしぜ

24 豊島区 豊島消防少年団
としま

55 鹿児島県 指宿市 大成・かいもん少年消防クラブ
たいせい・かいもん

25 葛飾区 本田消防少年団
ほんでん

56 沖縄県 伊平屋村 伊平屋村少年消防クラブ
いへやそん

26 江戸川区 葛西消防少年団
かさい

27 江戸川区 小岩消防少年団
こいわ

28 立川市 立川消防少年団
たちかわ

29 町田市 町田消防少年団
まちだ

30 昭島市 昭島消防少年団
あきしま

31 日野市 日野消防少年団
ひの

参加クラブ

神奈川県

愛知県

兵庫県

広島県

徳島県

熊本県

北海道

宮城県

埼玉県

千葉県

東京都

№ 都道府県 市町村区 クラブ名№ 都道府県 市町村区 クラブ名
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