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消防特殊車両特集
消防で活躍する車両の役割などをご紹介します

救助工作車の内部はどうなっている？
特別救助隊（レスキュー隊）が乗車する救助工作車には、あらゆる災害・事故を想定して、人命救助に
必要なさまざまな資機材が搭載されています。その数、なんと100種類以上！
その一部を紹介します！

救助工作車　災害現場において速やかに救助活動を行います。

★地中音響探知機
地中に取り残された人の助けを求める声を探知！

★大型油圧救助器具
交通事故現場で自動車のボディ
を破壊したり、
地震災害で重量
物を持ち上げる

★可搬式ウインチ
持ち運びできる小型のウインチ
1.6トンの引張能力

★救助ロープ
隊員の技術によって、要救助者を引揚げ
たり、隊員が高所から降下するなど、多
種多様な使い方ができる万能アイテム

★熱画像直視装置
赤外線カメラで火災現場
から要救助者を発見！

消防用
ドローン

ほかにはこんなハイテク機材も！
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★レシプロソー
強力な『電動のこぎり』金属や木材
の切断に使用



高規格救急自動車
　�国家資格を有する救急救命士が
搭乗し、除細動器、輸液及び気
管内挿管セットなどが装備され、
傷病者を医療機関へ搬送するま
での間、救命処置を行います。

消防ポンプ自動車
　�消防活動の主力となる車両
で、毎分2,000L以上の水を
放水することができます。

スゴイ
タカイ！

水槽付消防ポンプ自動車
　�常時3,600Lの水を積載しており、火災
現場到着後すぐに放水することができ
ます。火災現場の直近において最も消
火活動に活躍する車両です。

資器材搬送車
　�主に水難救助で使用する潜水ボンベ及
び潜水器具等を積載しています。後部
の積載スペースはウエットスーツ等へ
更衣することも想定しています。

化学消防ポンプ自動車
　�ガソリンスタンドや工場などの危
険物火災に使用する車両で、危険
物火災に対応する資機材を装備し、
水や薬液を積載しています。

輸送車（タンク積載）
　�荷台後部に小型ポンプや400L
の水を積載するなど、主に林
野火災に出動します。

指揮車
　�災害現場にいち早く到着し、すべて
の消防隊を統制する、災害現場活動
の中枢となる車両です。

約35ｍ

約６ｍ約６ｍ

先端屈折式はしご付消防自動車
地上35m地点まではしごを伸ばすこ
とができ、高所から放水活動等を行
うことができます。
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図解！　消防隊員の装備

救助隊は世界どこに行っても基本的にはオレンジの活動服を着ています。
暗闇や煙の中で活動するときにどこからでも目立つようにオレンジ色をしています。

冷静かつ救急医療の専門知識を武器に多くの救急現場で傷病者を救う！
やさしいまなざしで人々に接します。

《救助隊》

《救急隊》

火災や事故が発生した時に、

要救助者を助け出します。

高度な知識と冷静な判断力、

強靱な体力が求められます。

傷病者（ケガ人や急病人）を応急救

護し病院へ搬送します。救急車には、

基本的に隊長、機関員（運転手）、救

急隊員の３人の隊員が乗っています。

宇和島消防では、グレーの服を着た

人が救急救命士の資格を持った隊員

です。救急服がグレーなのは、安信

感と清潔感を持ってもらえるために

デザインされたと言われています。

救助服

救急服
（救急救命士）
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保安帽
飛来・落下物から隊員の

頭部を守ります。

ゴーグル
飛来物や有害なものから

隊員の眼を守ます。

強じんな腕！
懸垂なら30回は軽い！

フルハーネス型
墜落制止用器具

高所作業の時に装着し、

落下の危険から隊員を

守ります。

編上げ靴
どんな現場でも活動できる

よう足元・足先を保護し、

忍者のように動けます。

革手袋
耐切創性・耐摩耗性に

優れ安心して救助活動

できる！

強じんな足腰
傷病者をのせた担架を

軽々と運ぶ！

命のバトンをつなぐ
救急隊員！

住民のため、あふれる

使命感で激務を乗り越

える！

力強く繊細な手
心臓マッサージからケガ

の包帯まで、あらゆる救

急処置を確実に行える。

救急活動時は、ゴーグル

と感染防止衣を着用



図解！　消防隊員の装備

フル装備で重さはなんと約25kg ！ 1000℃の炎をはね返す！

《消火隊》
火災が発生した時に、いち早

く現場にかけつけ、消防車か

ら延ばしたホースで放水し、

火を消します。
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防火靴
水はもちろん、

くぎも通さない！

ケブラー手袋
難燃防水性に優れ、

熱から隊員の手を

守ります

熱いハート♡
人命救助に燃やす情熱

は、炎より熱い!!

防火ヘルメット
衝撃や熱から隊員の顔や

頭部を守ります

空気呼吸器
圧縮された空気が入っていて、

面体で顔面を覆うことにより

有毒な煙の中でも約30分間
呼吸できる！

強じんな脚！
逃げ遅れた人を

助けるために！

防火服

「バックバルブマスク」
人工呼吸をするために使う道具

「気管挿管セット」
チューブを直接気管に入れ、空気の通り道を

作るための道具

「血糖測定器」
血糖値を計る機械

測定の結果必要があれば点滴処置を行います。

「外傷セット」
交通事故などで怪我をした人の応急処置をする道具

「経口エアウェイ」
呼吸の状態が悪い傷病者の口に入れ、空気の通り

道を確保する道具

「マギール鉗子」
喉の奥に詰まった食べ物などを取り除く道具

救急バック（約10kg）
あらゆる処置を可能にする

救急救命士の必須アイテム！



　令和２年に内閣府によって「地方公共団体における押印見直しマニュアル」が

作成されたことを受け、組合においても、行政手続等の簡素化による住民の負担

軽減及び業務の効率化・高度化の推進を目的とした押印の見直しを実施しました。

　つきましては、組合の関係例規における以下の様式について、申請等の審査過

程や添付資料で本人確認ができるものや、押印を求めてまで本人の意思による申

請等であることを担保する必要がないものとして、押印が不要となっております。

　また、一覧以外のこれまで押印のみを求めていた様式等についても、一部を除

き押印または本人の署名のどちらかによって文書の真正性や本人の意思を確認で

きるよう見直しを行いました。

　なお、事務ごとの「個人情報取扱事務届出書」及び「個人情報取扱事務登録簿」については、宇和島市役所８階

の広域事務組合事務局にて閲覧できます。

施　設　区　分 様　　　　式　　　　名

特別養護老人ホーム 入所申込書

デ イ サ ー ビ ス 施 設 通所介護施設利用申請書

ケ ア ハ ウ ス 入所申込書、利用料減額・免除・納付猶予申請書、退所届

広 見 斎 場
広見斎場使用許可申請書、使用料減免申請書、使用料還付申請書、広見斎場目的

外使用許可申請書兼使用許可書

そ の 他 行政財産目的外使用許可申請書、普通財産貸付申請書

※消防本部においても同様の見直しを実施しております。

　申請・届出用紙をホームページよりダウンロードすることができます。

【押印が不要となった様式】

組合における押印等の手続きの見直しについて組合における押印等の手続きの見直しについて

個人情報取扱事務登録簿の公表について個人情報取扱事務登録簿の公表について

宇和島地区広域事務組合
ホームページ

消防本部ホームページ
申請・届出用紙

　組合が取り扱う個人情報に関して、準用する宇和島市個人情報保護条例

第７条の規定に基づき、令和３年12月22日（水曜日）に宇和島地区広域

事務組合個人情報保護審議会での報告が完了しましたので、「個人情報取

扱事務登録簿」を組合ホームページに公表しました。

※�個人情報取扱事務登録簿とは
　 　組合で取り扱う個人情報について、収集の目的や用途などをとりまとめ一覧に
したもの。個人情報を取り扱う事務及び内容を事前に届け出ることにより、個人

情報の管理が適正に行われていることを住民の方が常に確認できるようにし、事

務遂行の透明性を確保することを目的としています。
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ご不明な点がございましたら、以下の連絡先までお問い合わせください。

【連絡先】宇和島地区広域事務組合　管理課人事係（TEL0895-22-8664）

その他職種や、最新の募集状況はホームページ、ハローワークの求人情報をご確認ください。

宇和島地区広域事務組合では、令和４年４月１日採用の会計年度任用職員を募集しております。

職 種 介護職員 一般事務

募 集 人 数 10名程度 若干名

資 格 等 不問 不問

勤 務 施 設
当組合が運営する老人福祉施設及び救護

施設の内いずれかの施設

事務局（宇和島市役所内）または環境施設、

福祉施設のいずれか

勤 務 時 間
8：30 ～ 17：15
※夜勤、早出、遅出勤務あり

8：30 ～ 17：15

休 日

変則

※年間の土日祝の総数を各月に割り振っ

て施設長が作成した勤務割表による

土日祝、年末年始

給 料 月 額

（初任給）

159,800円～201,500円
無資格：159,800円
介護福祉士+介護支援専門員+社会福祉士：

　　　　　　　　　　　　201,500円　等
※資格による加算のほか、当組合の同一職

種の経験年数による加算あり

150,600円
※当組合の同一職種の経験年数による加

算あり

諸 手 当

通勤手当（片道２㎞以上から）、期末手当

（年間2.5ヶ月分。但し初年度は1.625ヶ月
分）、退職手当、時間外勤務手当、休日勤

務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当等

通勤手当（片道２㎞以上から）、期末手当

（年間2.5ヶ月分。但し初年度は1.625ヶ月
分）、退職手当、時間外勤務手当、休日勤

務手当

【フルタイム会計年度任用職員】

当組合ホームページ

会計年度任用職員採用情報

応募受付期間　令和４年３月11日（金）17時まで　※郵送の場合は必着
面接予定日　令和４年３月14日（月）　　　　　　※詳細は応募者に別途通知します

組合ホームページに『職員採用PR動画』をアップロードしております。

広域で働くさまざまな職種の紹介をしておりますので、是非ともご確認ください。

職員採用情報
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（本誌に関するご意見や、ご感想をお寄せ下さい。お待ちしております。）

宇和島地区広域事務組合管理課・総務係
〒798－8601　宇和島市曙町１番地　TEL（0895）22－8664　FAX（0895）24－3943

ホームページＵＲＬ　https://www.nanpu.or.jp/　
Ｅ-ｍａｉｌアドレス　daihyo@uwajimakouiki.jp

この広報誌は、宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町の各市町広報紙とごいっしょにお届けしています。

携帯版サイト
http://www.nanpu.or.jp

本誌は、年３回発行宇和島市、南・北宇和郡全世帯無料配布
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　四国最大規模の日本庭園内には四季折々の花々が咲き乱れ、２月には15種
類160本の梅が次々と咲き、1 ヶ月にわたって花見が楽しめます。
　梅まつり期間中は、管理棟休憩所にて山野の情景を表現した場所にお雛様
を飾り付ける「座敷雛」も展示されているほか、梅園横の『梅見茶屋』では、

梅茶の無料サービスや甘酒、ぜん
ざい、南レク松軒山で採れる南高
梅を漬けた「南楽園自家製梅干し」
など梅にちなんだ商品が販売され
ています。
　また、4/30（土）まで、いちご狩
りが開催されていますので、是非と
も園内の散策と併せて、『梅見茶屋』
やいちご狩りを楽しんでみてはい
かがでしょうか。日本庭園 南楽園

愛媛県宇和島市津島町近家甲1813
Tel：0895-32-3344 Fax：0895-32-4700

▲いちご狩り（4/30まで） ▲座敷雛展示（梅まつり開催期間中）

▲梅園

南レクホームページ

※新型コロナウイルス感染防止に十分配慮し営業していますが、今後の感染状況により中止になる場合がありますので、詳しくはホームページにてご確認ください。

なんなんちゃん ツツ人
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