
区分 行　　事　　名 内　　　　容 備　　　考 担当

１ 土 奥州 辞令交付式 辞令交付(副本部長以上) 奥州市役所 総務

奥州 分団長以上会議、共済会総会 総会・事業計画等 水沢サンパレスホテル 総務

奥州 分団長以上歓送迎会 分団長以上 水沢サンパレスホテル 総務

分団 各区方面隊会議 事業計画等

9 日 奥州 ポンプ操作講習会 機関員講習 水沢消防署 警防

14 金 支部 胆江地区支部第１回評議員会 会議 評議員

奥州 山火事防止パレード パレード 全区 予防

中旬 奥州 副本部長以上定例会議 消防競技会 奥州市役所 総務

29 土 水沢 日高火防祭 出演等 本部長以上及び水沢方面隊

3 水 水沢 子供騎馬武者行列 警備 第１分団

3～4 水～木 江刺 江刺甚句まつり消防警備 雑踏警備

前沢 消防技術講習会 講習会
前沢いきスポ北側駐車場
※平日夜間実施

21 日 胆沢 山林火災対応訓練 山林火災対応 胆沢区若柳（胆沢ダム周辺）

奥州 奥州きらめきマラソン 警備 前沢方面隊担当

28 日 奥州 平成29年度東北水防技術競技大会 競技会
秋田県秋田市　雄物川
前沢方面隊

警防

江刺 阿原山れんげつつじ消防警備 警備 第15分団

水沢 消防技術講習会 講習会 水沢：江刺総合支所

衣川 消防技術講習会 講習会
プーキートレーディング(株)東北工
場(旧東北ニュージーランド村)

下旬 奥州 重要水防箇所合同巡視 河川パトロール 北上川 警防

4 日 胆沢 消防技術講習会 講習会 水沢消防署胆沢分署

江刺 消防技術講習会 講習会 江刺総合支所

江刺 種山高原山開き消防警備 警備 第16分団

上旬 奥州 副本部長以上定例会議 水防演習関連 奥州市役所 総務

11 日 水沢・前沢 消防競技会 競技会
水沢：ふれあいの丘公園
前沢：前沢いきいきスポーツランド

18 日 江刺・衣川 消防競技会 競技会
江刺：江刺総合支所
衣川：プーキートレーディング(株)東北
工場(旧東北ニュージーランド村)

25 日 胆沢 消防競技会 競技会 水沢消防署胆沢分署

下旬 奥州 土砂災害パトロール パトロール 全区

2 日 支部 初任消防団員教育訓練 訓練 5年未満消防団員対象

9 日 奥州 北上川上流胆江地区合同水防演習リハーサル リハーサル 胆沢川桜づつみ広場 警防

上旬 奥州 副本部長以上定例会議 消防演習関連 奥州市役所 総務

23 日 奥州 北上川上流胆江地区合同水防演習 演習 胆沢川桜づつみ広場 警防

30 日 江・胆・衣 ポンプ性能試験

水沢 機関講習・中継送水訓練 北上川

6 日 奥州 奥州市消防演習リハーサル リハーサル 前沢区 警防

上旬 水沢 奥州花火大会 花火警備（水沢競馬場周辺）第３分団・第８分団

上旬 支部 胆江地区支部第２回評議員会 会議 評議員

上旬 奥州 水難救助訓練（仮） 消防署・団合同訓練
姉体町水辺プラザ付近または奥
州湖

警防

16 水 前沢 夏まつり花火警戒 警戒 いきスポ周辺

江刺 江刺夏まつり消防警備 警備 第11分団

20 日 衣川 衣川区夏まつり警戒 警戒 古戸地内

胆沢 胆沢方面隊消防演習リハーサル 胆沢区内

27 日 胆沢 胆沢方面隊消防演習 胆沢区内

期　日
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区分 行　　事　　名 内　　　　容 備　　　考 担当期　日

平成29年度奥州市消防団活動事業予定表

3 日 奥州 奥州市消防演習 開催地：前沢区 警防

9 上旬 衣川 衣川方面隊消防演習 衣川区北股地内

10 日 江刺 江刺方面隊教養訓練 江刺総合支所

下旬 奥州 副本部長以上定例会議 秋季火災予防運動関連 奥州市役所 総務

22 日 水・前・衣 消防施設設備点検 施設設備点検（隔年） 水沢・前沢・衣川地区施設 警防

27～29 金～日 奥州 専科教育 警防・機関科 訓練(警防要員、機関要員) 岩手県消防学校

28 土 支部 胆江地区婦人消防のつどい 開催地：水沢区（Ｚホール）

2～3 木～金 奥州 幹部教育 指揮幹部科現場指揮課程 訓練(班長以上) 岩手県消防学校

9～15 木～水 奥州 秋季火災予防週間 火防点検・夜間警ら 各区 予防

10～11 金～土 奥州 幹部教育 初級幹部科 訓練(班長) 岩手県消防学校

12 日 奥州 秋季火災予防運動パレード出発式 防火パレード・火防点検 各区 予防

中旬 支部 胆江地区支部活性化対策事業 研修視察

17～18 金～土 奥州 幹部教育 指揮幹部科分団指揮課程 訓練(分団長、副分団長) 岩手県消防学校

19 日 支部 現任消防団員教育訓練 中間リーダー育成訓練

下旬 奥州 副本部長以上定例会議 出初式関連 総務

下旬 奥州 忘年会 副分団長以上 総務

4～8 月～金 奥州 総合教育　消防団長科 訓練（団長、副団長の階級）消防大学校

29～31 金～日 奥州 年末特別警戒 警戒 予防

1～3 月～水 奥州 年始特別警戒 警戒 予防

7 日 奥州 無災害祈願奉納 方面隊長以上 日高神社 総務

奥州 平成30年奥州市消防出初式リハーサル 式典準備 奥州市文化会館 総務

8 月 奥州 平成30年奥州市消防出初式 式典及び行進 奥州市文化会館ほか 総務

中旬 江刺 伊手蘇民祭消防警備 警備 第15分団

20 土 衣川 毛越寺二十日夜祭警戒 警ら 第32・34分団

21 日 江刺 文化財防火デー防災訓練 文化財防災訓練 千葉家住宅主屋(稲瀬)

下旬 文化財防火パトロール 防火パトロール

28 日 水沢 文化財防火デー防災訓練 文化財防災訓練
水沢消防署管内(水沢区大畑小
路)旧高橋家住宅

下旬 衣川 平泉町文化財防火訓練及び出初式 平泉町

上旬 奥州 副本部長以上定例会議 春季火災予防運動関連 奥州市役所 総務

上旬 胆沢 全日本農はだてのつどい 警備及び消火 胆沢野球場（第31分団）

22 木 水沢 黒石寺蘇民祭 警ら 第10分団

支部 胆江地区支部消防団幹部研修会（仮） 研修会（分団長以上） 開催地：未定

1～7 木～水 奥州 春季火災予防週間 火防点検・夜間警ら 各区 予防

4 日 奥州 春季火災予防運動パレード出発式 防火パレード・火防点検 各区 予防

23 金 奥州 岩手県消防定例表彰式、祝賀会 表彰式・表彰伝達式 盛岡市（盛岡市民文化ホール） 総務

下旬 奥州 副本部長以上定例会議 次年度事業 奥州市役所 総務

奥州 機関員講習及び中継送水訓練
ポンプ操作講習
中継送水訓練

各区で年度内に実施 警防
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