先輩職員メッセージ

消防隊

消防職員として活躍する若手職員の声を紹介します

救急隊

所属：中央消防署
階級：消防士長

所属：中央消防署
階級：消防士

Q1 救急隊について

Q1 消防隊について

中学生の時に、テレビで救急隊の特集をして

私は、消防隊の隊員として、消火活動に従

いるのを見て救急救命士という職業を目指し

事し、救助活動や救急活動も行っています。

ました。現場に出ると、過酷な現場やどのよ

多種多様な災害が発生する中で、普段から

Q3 金沢市消防局の魅力は？

Q3 職場の雰囲気は？

うに声をかければ良いかわからない時もあり

様々な訓練を実施し、災害対応能力の向上

とても明るい職場です。年齢や隊など関係

金沢市には、古い街並みや、歴史的にも

ますが、女性救急隊員として、柔らかい言葉

に取り組んでいます。また、火災を防止す

なく楽しく話をすることが多いです。しか

価値がある伝統的な建造物が多くありま

遣いを意識したり女性などに対する触診など

るための、予防査察、訓練指導及び自主防

し、災害現場に出るとピリッと締まって対

す。この街を、加賀鳶300年の歴史を誇

を率先しておこない、傷病者の方に安心感を

災訓練などを通して、市民の安全・安心な

応し、帰署途上などに先輩方が私に足りな

る地域の消防団の方々と一丸となって守

与えられるように日々、努力しています。

暮らしを守っています。

かったところを指摘してくれたり、「今の

り、地域貢献できることは最大の魅力で

Q2 仕事のやりがいは？

す。そして、北陸随一の車両・資機材を

市民の生命・身体・財産を災害から守るこ
とが私たちの任務となっています。全力で

保有しているこの組織の一員として働け
ることも魅力の一つです。

事案、どんな風に考えた？」など一緒に検

Q2 仕事のやりがいは？

討してくれます。明確にアドバイスをもら

私は救急隊員として傷病者の方のために

えるので、より一層やる気に繋がります。

日々、 手技の向上や隊員同士がスムーズに

市民のために活動し、助けることができた

活動できるように訓練に励んでいます。し

ことで、市民の方々から「ありがとう」、

かし、救急現場は一つたりとも同じ現場は

「助かった」などの感謝の言葉を直に頂い
た際に、この仕事をやっていて本当に良か
ったと実感し、やりがいを感じています。
そしてこの言葉が仕事へのバイタリティー
ともなっています。

なく、常に緊張感を持って対応しているの

ある日の勤務スケジュール
8:30

で、精神的にも体力的にも疲れてしまうこ

車両・資機材点検

9:00 業務（訓練、立入検査
12:00

昼食

13:00

各種訓練

15:00 業務（訓練、立入検査
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等）

等）

とがありますが、救急現場で傷病者の方や

消防士になるための試験は、ライ

その家族にお礼を言っていただいたときは

バルが多い分とても大変だと思いま

特にやりがいとこの業務への誇りを感じます。

すが、一生懸命頑張ってください。
女性の方は、不安な気持ちがあるか

夕食

もしれません。しかし、困っている

18:30

ミーティング

市民のもとへ駆けつけ、手を差し伸

20:00

体力錬成・自己研鑽

べることができるこの仕事を誇りに

22:30

仮眠

5:00

起床

思う気持ちが上回ると思います。一

7:00

車両清掃

8:30

勤務交代

18:00

緒に働ける日を楽しみにしています。

特別救助隊 所属：駅西消防署
階級：消防士

予防係 所属：金石消防署
階級：消防士

Q1 救助隊について

Q1 予防係について

金沢市消防局には中央消防署に高度救助隊、

予防係の仕事は主に建物の火災予防上の検査

駅西消防署に特別救助隊があり、全職員から

になります。消防用設備等がしっかりと設置

２８名が選抜され編成されています。救助隊
は人命救助を専門にした部隊で、火災だけで

Q3 過酷な現場活動について不安は?

なく水難事故、交通事故、ＮＢＣ災害等の

救助隊に入隊したばかりで体力も経験も

様々な災害現場で救助活動を行います。さら

まだまだ未熟ですが、経験豊富な隊長や

に、緊急消防援助隊として全国各地で発生す

先輩隊員と共に２４時間、チームとして

る大規模災害へ出動し活動を行います。また、 活動しているため不安はありません。し

されているか、避難通路や階段等に避難の障
害になるものが置いていないか等を見ます。

Q3 どんな消防士を目指しますか？

消防隊や救助隊のように目立つ仕事ではあり

消防には消防隊、救急隊、救助隊、予防係

ませんが、火災を発生させないこと、被害を

等様々な業務があります。どの業務も市民

最小限に抑えることを目的としているとても

のためにという想いのもと、仕事に取り組

重要な仕事になります。消防の縁の下の力持

んでいますので、市民の方に信頼される消

ちです。

防士になりたいです。また市民の方だけで

国際消防救助隊にも登録されており、世界各

かし、１日でも早く一人前の救助隊員と

国で発生する大規模災害への出動体制を整え

なり１人でも多くの人命を救助するため、

ています。

資機材の取扱い・各種訓練や体力錬成を

Q2 仕事のやりがいは？

Q 2 仕事のやりがいは？

積み重ねています。

仕事の成果があまり目に見えるものではない

救助隊はいかなる状況でも逃げ遅れた人など

業務ですが、火災を発生させないこと、火災

を救助する為に、数多くの救助資機材やロー

が発生してしまった場合に被害を最小限に抑

プを使用し救助活動を行います。様々な技術

えることが目的ですので、火災件数が１件で

を身に着けるため、日々厳しい訓練や体力錬
成に苦労を感じます。しかし、災害現場で人
命救助ができ感謝されたときには、非常にや
りがいを感じます。

ある日の勤務スケジュール

なく職場の上司、同僚、後輩からも信頼さ
れる消防士になりたいです。

も減少しているときは、私達の火災予防業務
による成果が出たのではないかと感じる時が
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8:30

勤務交代

9:00

救助訓練

12:00

昼食

13:00

救助訓練

18:00

夕食

18:30

職場教養

20:00

資機材取扱訓練

消防を目指す方は消防にどのような

21:00

体力錬成

業務があるのか調べると良いと思い

22:30

仮眠

ます。消防はやりがいのある職業で

5:00

起床・車両清掃

すので、是非消防士になってくださ

5:30

体力錬成

8:30

勤務交代

やりがいです。

消防の仕事について訓練や筋力ト
レーニングをしているイメージが強
いかと思いますが、事務仕事も多い
です。

い！

所属：警防課警防係

警防課 階級：消防司令補

消防指令センター
所属：情報指令課
階級：消防士長

Q1 警防課について
消防の現場活動に関する全般的なとりまとめや、

Q1 消防指令センターについて

いつ起こるかわからない各種災害に対応するた

金沢市・かほく市・津幡町・内灘町で共同運用

めの訓練や計画の企画、立案を行っています。

する消防指令センターで１１９番の受付及び指
令業務を行っています。１１９番では通報者に
寄り添い、指令業務では１秒でも早く消防車・
救急車を出動させることを常に心掛け業務して
います。

Q 2 仕事のやりがいは？
１１９番通報を受信する職員は目に見えな
い現場の状況を把握する必要があるので、避

また現場活動に必要な装備品の充実強化を行う

Q 3 消防士になったきっかけは？
私自身が交通事故に遭い怪我人として

Q3 消防士になったきっかけは？
小学生の頃からの夢でした。重厚な装備を
身につけ、消防車でサイレンを響かせなが

救急車で病院へ搬送されました。救急隊
の方々の処置や励ましで私は救われ、感

Q2 仕事のやりがいは？

謝とともに将来救命活動の出来る地元の

「思い」を「形」にできるところです。日々変

消防の仕事に就くと決心し、志望しまし

化する災害や社会のニーズとともに、消防もま

た。

た常に進化が求められていると感じています。

ら災害現場に駆けつける姿は、子どもの頃
はもちろんのこと、消防士となった今でも

格好いいなと思います。夢と希望を持って
消防士になりましたが、その期待以上の活
躍の場が消防にはあります。

これまでの現場活動で培った知識や経験を生か

難誘導や応急手当が必要かどうかの判断に苦

して、消防全体の体制強化を図っていくのが警

労することもあります。

防課であり、その一員として仕事をさせても

災害や救急要請を受け市民の方々の生命や

らっているところに、やりがいと充実感があり

財産等を守るこの仕事に誇りとやりがいを感
じています。

ことで、災害対応力の向上を図っています。

ます。

ある日の勤務スケジュール
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8:30

１１９番受付

9:00

事務処理

12:00

昼食

13:00

１１９番受付

15:00

事務処理

17:00

夕食

18:00

事務処理

いう思いさえあれば、あとは何の心配

20:00

１１９番受付

もいりません。「夢」をもった皆さん

23:00

仮眠

と一緒に仕事ができる日を心待ちにし

5:00

１１９番受付

8:30

勤務交代

災害現場で要救助者を救出したり、
被害を最小限にとどめることができた
ときの達成感は、この仕事の醍醐味だ
と思います。「消防士になりたい」と

ています。

