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暑熱順化（しょねつじゅんか） 

 

暑熱順化トレーニング 

消防隊員は真夏の暑さの中でも、防火衣と防火帽 

を装備して消火活動にあたらなければなりません。 

これは体に大きな熱ストレスがかかり、熱中症に 

なる可能性が高い状態、そこで、多くの消防隊員は 

熱中症対策のために、体を暑い環境に適応させる 

「暑熱順化トレーニング」を行なっています。 

 

「暑熱順化トレーニング」とは、防火衣を身に着けた状態で、ランニングなどの運動に

よって負荷をかけて行なう訓練方法。暑熱ストレスに繰り返しさらされることにより、熱

ストレスの過酷な環境で体への負担を軽減しようとする「暑熱順化」が起こります。 

 

効果はそれだけではなく、「発汗漸減」も期待。「発汗漸減」は温度の高い環境で多量の

発汗が続くと、発汗量が次第に減少する現象です。日常の環境では、汗をかくことで体の

表面の熱を奪い、体温を下げます。しかし消防隊員の着用する防火衣では汗をかいても熱

はこもってしまい、さらにはミネラルを奪って脱水につながりかねません。そのため、「発

汗漸減」と暑熱順化が期待できる「暑熱順化トレーニング」は、消防隊員の体の負担を減

らすことが期待できます。 

暑熱順化も含む人間の環境への適応能力に関する研究は発展段階。仕組みが解明されれ

ば、より効果的な訓練を行なえるようになり、消防隊員によって助けられる命が増えると

期待されます。 

  

夏に停電したら 

 

ここ数年の夏は、猛烈に暑くなる日が増えています。夏は雷や台風の災害も多く、停電

が発生する可能性も高まります。 

熱中症を防ぎ、夏の暑さを乗り切るために毎日使っているエアコンや扇風機、これらは

残念ながら停電の時は使えません。 



停電が短時間で復旧すればよいのですが、数時間又は数日に及ぶようになると危険度が

増し、夏の暑さによる健康被害が心配です。 

 

２つの注意するポイント 

（停電による温度・湿度の上昇） 

夏ならではの停電時の危険性として、停電するとエアコンが使えなくなり、室内の温

度と湿度が上昇してしまうという点が挙げられます。 

停電時の室内は「温度が高い」「湿度が高い」に加えて「風が弱い」状態で、熱中症を

引き起こしやすい危険な状態です。 

熱中症は重症化すると命に関わるため、早めの対策として予防する必要があります。 

 

（停電による断水） 

水道水の供給には、少なからず電気が利用されているので停電すると、しばしば断水

が起こります。 

十分に水分補給が出来ないと、夏の暑い時期は脱水症状を経て熱中症になってしまう

こともあります。 

さらに、トイレを流せなくなることによる影響もあります。 

衛生的に問題があるだけでなく、トイレを控えようとして水分の摂取を抑えて体調を

崩す心配があります。 

 

★すぐできる熱中症対策（まずは停電したとき、すぐできる対策） 

（服装を調節する） 

  上手に汗をかいて体の熱を放出できるよう、涼しい服装に着替えましょう。 

  半袖・短パン・通気性・吸湿性・速乾性のある服がおすすめです。 

（風にあたる） 

 風にあたると汗が蒸発して、体温の上昇を抑えます。 

  ２か所以上の窓やドアを開けると、風が通りやすくなります。 

 台風などで、窓を開けられないときは、うちわであおぐのも効果的です。 

（水分補給） 

  汗をかくと、体の水分やミネラル（塩分）が失われます、こまめに水分や塩分を取

りましょう。 

  水や麦茶・スポーツ飲料がおすすめです。 



（体を冷やす） 

  保冷剤や濡れタオルなどで、首回り・わきの下・足の付け根といった太い血管が通

っている個所を冷やしましょう。 

  また、水を入れたバケツに足を入れたり、水浴したりしても効率よく体を冷やせま

す。 

 

★  我が町の消防団 ★ 

 

４月１９日～２１日の３日間、消防ポンプ操法研修会を実施しました。 

この訓練は、消火活動の基本訓練になり、指揮者の指揮により迅速なホース延長や吸水要領、及び放

水要領の習得訓練になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(#^.^#) 消防団員は、日頃からこのような訓練を行うことで、建物火災等の時にあわてず、沈着冷静

な消火活動が出来ます。 

    住民が安心して生活できるのも、この様な消防団員の日頃の努力があるからです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポンプ操法訓練には、小型ポンプ操法と消防自動車ポンプ操法の２通りの訓練が

あり、団員たちは自分が所属する分団車両（可搬ポンプ積載車両、消防ポンプ自動

車）の種類により、どちらかの訓練を行います。 

 

 



役立つ情報  

災害時に落ち着いて行動するには「水、ライト、ラジオ」 

 「災害時に備えて何か用意するものはある？」と聞かれたら「水、ライト、ラジオ」の

３点をまず答えます。 

 理由は 

  「清潔できれいな飲料水がないと脱水症で倒れる」 

  「光がないと精神的に不安定になる」 

  「正確な情報がないとデマに流される」 

 災害時に落ち着いて行動するために、まずはこの３点を準備しておきましょう。 

 

 

 

消防団サポート事業（消防団員応援の店） 

現在、消防団員応援の店に登録しているお店は２７件ですが、今後さらに協力店が増えるよう、団員

の皆様のご協力よろしくお願いいたします。 

また、団員皆様の応援の店のご利用をお願いいたします。 

団員皆様が利用することで、地域活性化になりより多くのお店に制度が広がります。 

 

（現在までの登録店）２７店舗 （Ｒ4.8現在） 

いろり焼き BUU 蕎麦吉本店 居酒屋 まし田 さえぐさ飯店 

フォーシーズンズ壬生 らーめん処 鈴乃屋 （有）愛輪（整備） 清 華 楼 

あいケアステーション 河野辺畳店 一 心 亭 田舎菓子処 増田屋 

中川正二商店 ダンディ・ライアン 時遊館 ナカザト ストロベリーファーム 

手打ちそば 甚作 ほしいも王国戸崎農園 農家そば処 蕎香 お茶とお惣菜のパオ 

割烹 山水亭 ダイニング ポン太 ホルモン屋 壺亭 マミーポットみぶ 

（株）壬生自動車学校 ときめきステーション ヤオハンスーパー壬生店 
 

    

各お店のサポート内容は、ホームページをご覧になって下さい。 

 

（登録方法） 

壬生町消防団サポート事業所登録申請書に、必要事項をご記入のうえ壬生町役場消防防災係まで持参

するか、郵送してください。 

登録申請書は、壬生町役場消防防災係に来ていただくか、又は壬生町ホームページ、（安全安心）壬

生町消防団専用ページからダウンロードできます、 

また、登録店の検索は、壬生町ホームページ又は壬生町消防団応援の店で検索できます。 



 

消防団サポート事業（消防団協力事業所） 

消防団協力事業所は、消防団活動に協力していただいている事業所で、地域に対する社会貢献及び社

会責任を果たしていると認められ、事業所の協力を通じて地域防災体制が一層充実されることを目的と

した制度です。 

（現在までの登録事業所）４０事業所 （Ｒ4.8現在） 

大橋建設（株） 
旭化成カラーテック

（株）壬生工場 
下野農業協同組合 （有）篠原造園土木 

（株）セーワ 戸崎花園 河野邉畳店 （株）ＴＰＡ 

（株）アーレスティ 

栃木 

（株）足利銀行 

壬生支店 

日産自動車（株） 

栃木工場 

（株）ＳＵＢＡＲＵ 

航空宇宙カンパニー 

（株）鈴木造園土木 
（株）ジョイフル本田

宇都宮店 

社会福祉法人    

星風会 

ＧＫＮドライブライン 

ジャパン（株） 

獨協医科大学 
ビー・ブラウンエース

クラップ（株） 
大垣農園 橋本さく泉（有） 

（有）阿彦板金工業 （株）アドジャパン クレハ合繊（株） 
（株）ムトウユニパック   

栃木工場 

レンタ建機（有） 株式会社 水井 株式会社 まるつね 
あいケアステーション 

六美 

（有）角田金型製作所 
住化プラステック  

株式会社 栃木工場 
有限会社 和光工業 大関工業 

株式会社 改伸工業 

栃木工場 

北関東綜合警備保障 

株式会社 

社会福祉法人 

壬生町社会福祉協議会 
株式会社 北 研 

吉葉農園 
株式会社 

アクトリー 

社会福祉法 

せせらぎ会 

セントラル石油瓦斯株式 

壬生営業所 

 

（登録方法） 

壬生町消防団サポート事業所登録申請書に、必要事項をご記入のうえ壬生町役場消防防災係まで持参

するか、郵送してください。 

登録申請書は、壬生町役場消防防災係に来ていただくか、又は壬生町ホームページ、（安全安心）壬

生町消防団専用ページからダウンロードできます、 

また、登録事業所の検索は、壬生町ホームページ又は壬生町消防団協力事業所で検索でき

ます。 

 

 

 

 

 



 壬生町消防団員募集 
☆壬生町消防団について☆ 

！自分の仕事を持ちながらも、災害に立ち向かう、史上最強のボランティア集団です！ 

壬生・稲葉・南犬飼地区ごとに第１・第２・第３分団、さらに各分団は地域ごとに５部にわかれ、

総員数２０３名３分団１５部の構成となっています。構成・各部についての詳細は壬生町消防団Ｈ

Ｐで！ 

 また、消防団入団については、常時受付しています。詳細は壬生町役場総務課消防防災係までご

連絡してください。 

 

☆消防団の主な活動について☆  

 ① 火災・災害対応 町内における火災や風水害等による災害時に出動します。 

 ② 訓練・点検    災害対応訓練や消防ポンプの訓練や消防点検があります。 

 ③ 警備・広報   火災予防広報や地域の行事における防火警備等があります。 

※その他、各部毎に月２～３回程度、消防車・水利等の点検があります。 

  

☆報酬・福利厚生について☆ 

◎団員報酬（年額）   部長 100,000 円／班長 80,000 円／団員 65,000 円 

◎出動報酬（1 回につき） 1,500 円（1 回の出動が 4 時間まで） 

                3,000 円（1 回の出動が 4 時間～7 時間 45 分まで） 

                      8,000 円（1 回の出動が 7 時間 45 分～） 

◎消防個人年金制度   団員の方だけが入ることのできる個人年金で、退団後も継続可能。 
◎消防賞じゅつ金制度  消防業務時、死亡又は障害の状態になった場合、賞じゅつ金が授与される。 

◎消防団員福祉共済制度 災害現場へ出場途中又は、訓練中の不慮の事故の場合支給される。 

◎消防団応援の店制度  町内の消防団応援の店において、様々なサービスが受けられる。 

 

 

お問い合わせ先 

〒３２１－０２９２ 

壬生町大字壬生甲 3841番地１ 

壬生町役場総務課消防防災係 

TEL ０２８２－８１－１８０８ 

FAX ０２８２－８２－８２６２ 

 


