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＊管轄地域＊
　母なる湖「琵琶湖：Mother Lake」の南部に位置する草津市、守山市、
栗東市及び野洲市の4市で構成され、管内人口はおよそ34万人（令和
2年4月現在）、総面積は256.55k㎡（うち琵琶湖面積49.87 k㎡）です。
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【凡例】

消防署所
消防局

　消防（公助）の取り組みに加え、市民一人ひとりの消防防災力（自助）、
地域コミュニティの消防防災力（共助）の支援が重要であることから、

「あなたとともに地域を守る」をキャッチフレーズに消防防災体制の充実
強化、救命率の向上、火災予防の推進に全力で取り組んでいます。
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　複雑・多様化・高度化する災害等へ対応するため、
消防力を整備、強化しています。

　あらゆる災害の対処に取り組む消防を目指し、管
内に５つの消防署と３つの出張所を設置しています。
　また、その他に各種訓練施設、火災調査施設を
整備し、安心で安全な地域を維持し続けます。

　多種多様な災害に対応するため、タンク車、
救助工作車、高規格救急車やはしご車などの緊
急車両を５６台、さらに、琵琶湖の水難災害に
備え人命救助ボートを２艇保有しています。

タンク車

救急車

救助工作車

消防訓練センター

震災救助訓練施設 火災調査施設

はしご車3
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指令室
　2017年（平成29年）4月より新高機
能消防指令システムが稼働しました。
　市民からの火災・救急等の緊急通
報を受信、迅速に消防署へ出動指令
を行い、防災関係機関とも連絡・調整
を図っています。

　救急救命士とは、救急現場にお
いて重度傷病者に対し、医師の指
示のもとに医療行為を行うことがで
きる国家資格をもった救急隊員で
す。　
　一般の救急隊員が行う処置に加
えて、器具を使用した気道確保、輸
液及び薬剤投与など高度な処置を
行うことができます。　　
　また、日常業務においては救命講
習などで市民に対して心肺蘇生法
の講習を実施するなど、業務は多岐
にわたります。

　指導救命士とは、救急業務に携
わる救急隊員等に対して、救急業務
全般の教育指導を行う立場の救急
救命士です。

　実践的な教育のほか、救急救命士の再教育や日常的教育の
実施を行うとともに、地域医療機関との連携を図り救急業務の
更なる質の向上を図ります。
　指導救命士の認定を受けると、滋賀県メディカルコントロール
協議会からエンブレムが交付されます。

災害への対応

医療機関との
連携

　管内には、救命救急センターを含む救急告
示病院が6施設あり、病院実習や症例検討会
などを通して医療機関との連携の強化を図っ
ています。
　また、市民の応急手当実施率の向上、救急
救命士の処置拡大、さらにはドクターカー及び
ドクターヘリとの連携活動による早期の医療
介入が可能となり、全国平均を上回る救命率
を維持しています。
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Rescue

沈着・冷静かつ勇猛果敢に

火災 調査  Investigation

　消防隊は、火災等のあらゆる災害に迅速的確に対応するため、
知識、技術、強靭な体力を兼ね備え、火災から市民を守るため、
日夜訓練を実施しています。

　火災原因調査は、火災の原因や延焼拡大した
要因を調べるとともに、鑑識や再現実験を行うこ
とにより、より説得力のある火災原因究明を行っ
ています。また、得られた結果から類似火災の
防止に役立てています。

特別救助隊
（南消防署・北消防署に配置）

高度救助隊
（中消防署に配置）

　高度救助隊は、人命救助に
関する高度な教育を受けた隊
員と、高度救助資機材と呼ば
れる特殊な資機材を装備した
救助工作車で編成された精鋭
部隊です。
　地震などの大規模災害や化
学薬品等による特殊災害にも
対応できる部隊として活動し
ています。

特別水難救助隊
（各消防署に隊員を配置）

　特別水難救助隊は、琵琶湖
や河川等で発生した水難事故
において救助活動を実施する
部隊です。
　当消防局では、水難救助車
と水難救助用ボートを保有し
ており、水中での救助活動に
特化した特別水難救助隊員が
琵琶湖や河川での事故に対応
しています。

　特別救助隊は、高度救助隊
と同様に通称「レスキュー隊」
とも呼ばれ、人命救助活動を
主要な任務とする部隊です。
　交通事故、火災、自然災害
など様々な救助事案に対応し
ています。

救助救助

水難救助車

7



Rescue

沈着・冷静かつ勇猛果敢に

火災 調査  Investigation

　消防隊は、火災等のあらゆる災害に迅速的確に対応するため、
知識、技術、強靭な体力を兼ね備え、火災から市民を守るため、
日夜訓練を実施しています。

　火災原因調査は、火災の原因や延焼拡大した
要因を調べるとともに、鑑識や再現実験を行うこ
とにより、より説得力のある火災原因究明を行っ
ています。また、得られた結果から類似火災の
防止に役立てています。

特別救助隊
（南消防署・北消防署に配置）

高度救助隊
（中消防署に配置）

　高度救助隊は、人命救助に
関する高度な教育を受けた隊
員と、高度救助資機材と呼ば
れる特殊な資機材を装備した
救助工作車で編成された精鋭
部隊です。
　地震などの大規模災害や化
学薬品等による特殊災害にも
対応できる部隊として活動し
ています。

特別水難救助隊
（各消防署に隊員を配置）

　特別水難救助隊は、琵琶湖
や河川等で発生した水難事故
において救助活動を実施する
部隊です。
　当消防局では、水難救助車
と水難救助用ボートを保有し
ており、水中での救助活動に
特化した特別水難救助隊員が
琵琶湖や河川での事故に対応
しています。

　特別救助隊は、高度救助隊
と同様に通称「レスキュー隊」
とも呼ばれ、人命救助活動を
主要な任務とする部隊です。
　交通事故、火災、自然災害
など様々な救助事案に対応し
ています。

救助救助

水難救助車

8



　機動指揮支援隊は、災害現場に
おいて消防隊や救助隊などの各活
動隊の統制や災害の情報収集、隊
員の安全管理などを任務としてい
ます。
　東消防署と西消防署に配置して
おり、迅速な活動体制の確保を図っ
ています。

緊急消防援助隊
Emergency Fire Response Teams

国際消防救助隊 IRT-JF
International Rescue Team
of Japan Firｅ-Service

機動指揮支援隊

　1995年（平成7年）に発生した阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、
同年6月に、大規模災害や特殊災害により被災地の消防機関だけで
は対応できない場合、他の都道府県から広域応援部隊が駆け付ける

「緊急消防援助隊」制度が創設されました。
　創設以降、当消防局からも東日本大震災など、全国各地で発生した
災害に部隊を派遣しています。

【派遣実績】
2004年（平成16年）　7月　新潟及び福井豪雨災害　　　3隊　　 9名出動
2004年（平成16年）10月　兵庫県豊岡市水災害　　　　3隊　  10名出動
2007年（平成19年）　3月　能登半島地震災害　　　　　6隊　  22名出動
2011年（平成23年）　3月　東日本大震災　　　　　　　8隊　189名出動
2018年（平成30年）　7月　西日本豪雨災害　　　　　　6隊　  41名出動

東日本大震災（福島県）
9
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予防指導

査察指導

　火災を未然に防ぐ
ため、商業施設・病
院等の建物に対して
消防法等に基づき、
防火・防災対策に関
する指導・検査が主
な業務です。
　この業務の他に火
災予防運動等で各種
防火イベントを開催
し、火災予防に関す
る啓発を行います。

　防災指導車は地震の揺れを体感
できる車両です。
　当消防局の車両は３軸式（前後、
左右、上下）の電動起震装置によ
り、過去に発生した国内の代表的
な地震をリアルに再現し、映像と効
果音・外国語案内音声を駆使する
ことで誰もが臨場感あふれる地震
を体験することができます。
　この体験を通して地震の怖さと
防災の重要性を指導しています。

　火災の発生を未然に防ぐ
ため、商業施設・病院等
の建物が消防法等に基づく
防火・防災上の基準に適合
しているか、定期的に立入
検査を実施し指導するのが
主な業務です。

防災訓練

防災指導車
（通称：グラドン号）

　地震、火災、風水害など様々
な災害時に自分の身を自分で
守る「自助」地域の人が互いに
助け合う「共助」の力をより高
めていけるよう、自治会や事業
所に出向き、消火、避難、通報、
救助と様々な訓練の指導を
行っています。

　「9 years plan」とは、幼稚園等に在籍
する就学前期間の３年間と小学校６年間の
計９年間に防火・防災指導を教育現場の中
に採り入れる当消防局のオリジナル学習プロ
グラムです。
　継続的な防火・防災教育を行うことで、
将来にわたり「自らの命は自ら守る」判断
能力とその方法を身につけることを目的とし
ています。

危険物指導

　ガソリン等の危険物を貯
蔵・取扱う場合は消防法等
において様々な規制を受け
ており、許可等が必要とさ
れています。この危険物施
設に対する許認可 事 務、
検査及び指導が主な業務で
す。

-  地域のみなさんと　ともに  -

次世代の育成9 Years Plan

Commnity Safety
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予防指導

査察指導

　火災を未然に防ぐ
ため、商業施設・病
院等の建物に対して
消防法等に基づき、
防火・防災対策に関
する指導・検査が主
な業務です。
　この業務の他に火
災予防運動等で各種
防火イベントを開催
し、火災予防に関す
る啓発を行います。

　防災指導車は地震の揺れを体感
できる車両です。
　当消防局の車両は３軸式（前後、
左右、上下）の電動起震装置によ
り、過去に発生した国内の代表的
な地震をリアルに再現し、映像と効
果音・外国語案内音声を駆使する
ことで誰もが臨場感あふれる地震
を体験することができます。
　この体験を通して地震の怖さと
防災の重要性を指導しています。

　火災の発生を未然に防ぐ
ため、商業施設・病院等
の建物が消防法等に基づく
防火・防災上の基準に適合
しているか、定期的に立入
検査を実施し指導するのが
主な業務です。

防災訓練

防災指導車
（通称：グラドン号）

　地震、火災、風水害など様々
な災害時に自分の身を自分で
守る「自助」地域の人が互いに
助け合う「共助」の力をより高
めていけるよう、自治会や事業
所に出向き、消火、避難、通報、
救助と様々な訓練の指導を
行っています。

　「9 years plan」とは、幼稚園等に在籍
する就学前期間の３年間と小学校６年間の
計９年間に防火・防災指導を教育現場の中
に採り入れる当消防局のオリジナル学習プロ
グラムです。
　継続的な防火・防災教育を行うことで、
将来にわたり「自らの命は自ら守る」判断
能力とその方法を身につけることを目的とし
ています。

危険物指導

　ガソリン等の危険物を貯
蔵・取扱う場合は消防法等
において様々な規制を受け
ており、許可等が必要とさ
れています。この危険物施
設に対する許認可 事 務、
検査及び指導が主な業務で
す。

-  地域のみなさんと　ともに  -

次世代の育成9 Years Plan

Commnity Safety
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広　報 女性活躍推進

消　防　団　消防音楽隊は、1979年（昭和５４年）４月に結成し、現在は31名で男性カラーガード隊ブルーレイカーズ
10名とともに活動しており、2010年（平成２２年）３月から、当消防局マスコットキャラクターのライくん、レ
イちゃんと力を合わせて、赤ちゃんからお年寄りまで老若男女問わず、笑顔で親しまれる演奏を目指しています。

湖南広域消防局公式キャラクター湖南広域消防局公式キャラクター

ライくん＆レイちゃんライくん＆レイちゃん
　百獣の王「ライオン」をシンボル（象徴）として、災害現場において信頼され華麗に活動する消防官
の姿から、「ライくん」と「レイちゃん」が誕生し、現在は、防火防災の広報活動で活躍しています。

※誕生日：2010年（平成22年）3月7日

僕たちは、ライくん
＆レイちゃん！
ヨロシクね！！
湖南広域消防局の
いろんなイベントに
登場するよ。

　現在１6名の女性消防吏員が、様々な業務を通じて管内住民の生命・身体・財産を守っています。
　消防、救急など現場の最前線に向かう業務から、火災を発生させない予防業務、１１９番通報を受信し部隊
を出動させる通信業務、消防の組織力を高める庶務業務など、消防吏員としての経験と知識活かして、女性が
活躍できる職場づくりを今後も推進していきます。

　当消防局の管内には、草津市消防団、守山市消防団、栗東市消防団、野洲市消防団の４つの消防団があり、災害
が発生した時には、当消防局と連携し消火活動をはじめとし、様々な災害対応を実施しています。
　また、夏季シーズンは、各消防団とも消防操法訓練を早朝から深夜まで行い、各消防団員・地域の期待を背負っ
て訓練に励んでいます。

　湖南広域消防局では、消防団員の確
保及び活動環境を整備するため「消防
団協力事業所表示制度」を設け、事業所
との新たな協力体制を構築し、地域防
災力のさらなる向上に努めています。
　現在26事業所（令和2年4月現在）を
認定しています。

　　　　　　　消防団応援の店とは、地
域をあげて消防団を応援する気運を盛り
上げるとともに、消防団活動に対する理
解を促進するため、滋賀県内の消防団員
とその家族が登録店舗において優遇サー
ビスを受けられる制度で、当消防局管内
にも多数の店舗が登録されています。

〈消防団協力事業所表示証〉

消防庁が交付する表示証
（ゴールドマーク）

市町村等が交付する表示証
（シルバーマーク）

FIREBAND＆BLUELAKERSFIREBAND＆BLUELAKERS消防音楽隊消防音楽隊
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ホームページアドレス

湖南広域消防局
栗東市小柿三丁目1番1号

東消防署
野洲市辻町488番地

東消防署出張所
野洲市西河原2400番地

西消防署
草津市上笠町477番地1

℡077－552－1234

℡077－587－1119

℡077－589－3119

℡077－568－0119

中消防署（消防局と併設）
栗東市小柿三丁目1番1号

中消防署出張所
栗東市御園字伝坊1926番地

南消防署
草津市野路九丁目1番46号

北消防署
守山市石田町377番地1

北消防署出張所
守山市洲本町字山科1260番地

℡077－552－0119

℡077－558－0119

℡077－564－4951

℡077－584－2119

℡077－585－0119


