
Ｄ級可搬消防ポンプ操作マニュアル 

１ はじめに 

地震による同時多発火災が発生した場合、消防隊や消防団だけではすべての火災に対応で

きないことが考えられます。災害による被害を最小限に抑えるためには、地域の住民の方々

による活動が必要不可欠です。 

また、地域の防災力を担う町会・自治会などの防災市民組織では高齢化しているところも

あり、地域で生活し、活動する学生などの若い力が即戦力として必要とされています。 

地域の住民、中高大学生などが、火災時に威力を発揮するＤ級可搬消防ポンプの操作を習

得することは、地域の防災力を高め、「自らの命やまちは自らで守る」という自助・共助の理

念の実現につながります。 

２ Ｄ級可搬消防ポンプとは？ 

初期消火を行う場合、最初に思いつくのは消火器です。 

しかし、消火器は、発生して間もない初期の火災に対しては非常に有効なものですが、火

災が拡大した後には対応することが困難です。 

皆さんが使用できるものの中で、高い消火能力を持つのがＤ級可搬消防ポンプです。ポン

プとしては小型ですが、1分間に 130リットル以上の放水ができ、操作方法も易しく、取扱

いを覚えれば少人数での操作が可能です。 

Ｄ級可搬消防ポンプは通常、搬送用の台車に吸管やホース、筒先などと一緒に積載されて

います。 

３ Ｄ級可搬消防ポンプってどこにあるの？ 

東京都内には 23区内だけでも約 3,000台のＤ級可搬消防ポンプが配置されています。主な

配置場所は、地域の町会・自治会や消防団の倉庫、学校などです。 

皆さんの身近にあるかどうか、どこにあるかを確認してみましょう。 

４ Ｄ級可搬消防ポンプの仕組みはどうなっているの？ 

給水から放水までの流れ 

各部の名称 

※ ポンプの役割 

① 水源から吸管を通して水を吸う。

② 吸った水を加圧し、ホースへ送る。

筒先

水 吸管

吸水・加圧

防火水槽など

の水源

Ｄ級可搬 

消防ポンプ 
ホース 

国分寺消防署
操作マニュアル
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① 燃料タンク

燃料（ガソリン、2サイクルエンジンオイルの混合燃料）を入れておきます。

② 燃料コック

エンジンへ燃料を送るパイプ管を開きます。

③ スターターロープ

引っ張ることによりエンジンを始動します。

④ スロットルレバー

エンジンの回転数を調整します。

※ チョークレバー（付いていない機種もあります） 

  燃料と空気の混合比を調整します。 

⑤ 吸水口（ネジ式）

水源から吸水するための吸管をつなぎます。

⑥ 吸水レバー

水源の水をポンプに吸い上げるときに操作します。

⑦ 放水口（差込式）

放水のためのホースをつなぎ、ポンプで加圧した水を送り出します。

⑧ 放水弁ハンドル

放水を開始するときに操作します。

⑨ 圧力計

ポンプ圧力が表示されます。

⑤吸水口

ポンプ部 

エンジン部 

（台車収納時）
（ポンプ部） （エンジン部）

①燃料タンク

②燃料コック

③スターターロープ

⑥吸水レバー⑦放水口

⑧放水弁ハンドル

⑨圧力計

（ポンプ部裏側）

真空ポンプ 

排水パイプ 

ホース

吸管 

筒先 

④スロットル 

レバー 

停止スイッチ 
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５ 操作の流れ 

・ポンプ本体を、水源近くの平らな位置に置きます 

・吸水口に吸管、放水口に筒先の付いたホースを取り付けます 

・結合した吸管を水利に投入します 

 ポイント：吸管・ホースはしっかり結合します 

吸管はネジ式、ホースは差込式 

Ｄ級可搬消防ポンプの設定 

・燃料コックを開き、燃料を送ります 

・スロットルレバーを「始動」の位置に合わせます 

・スターターロープを一気に引きます 

（引く前に必要に応じチョークレバーを操作します。） 

ポイント:スターターロープを一人で引けないときは、何人かで協力して 

行います。後方に人や物がないことを確認してから操作します。 

エンジン始動 

・吸水レバーを操作します 

・真空ポンプ排水パイプから連続的に水が出ていれば吸水完了です。確認したら 

吸水レバーを元の位置に戻します 

ポイント：吸水できないときは ①吸管がしっかり投入されているか②ポ 

ンプ本体のドレーンコックが開いていないか③吸管の結合に緩みが 

ないかを確認します 

吸 水 

・結合したホースを延長します 

・放水弁ハンドルを開き放水します 

・放水圧力は圧力計で確認しながら、スロットルレバーで調整します。 

ポイント：ホースが途中で折れ曲がっていると、十分な圧力で水が出ません。で

きるだけまっすぐ伸ばします 

放 水 

・スロットルレバーを低速側に操作し、放水弁ハンドルを閉めます 

・停止スイッチを押してエンジンを停止させてから、燃料コックを閉めます 

停 止 
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操作手順 

―ポンプ操作手順― 

 

吸水レバーを「吸水」側に操作します。

放水弁ハンドルを開放して水を送ります。

吸管は吸水口にしっかりと結合します。緩んでいると

吸水ができません。（吸管の結合部分はネジ式です。）

スターターロープを一気に引き、エン

ジンを始動します。

※ 引く時は後方の人に注意しましょう。

① 吸管を吸水口に結合した後、水源に吸管の先を入れます。

② ポンプのエンジンを始動します。

③ エンジンが始動したら、吸水レバーを操作し吸水します。

真空ポンプ排水パイプから水が連続的に出るのを

確認し、吸水レバーを元の位置に戻します。

④ 筒先を持った人から合図があったら、放水弁ハンドルを開きます。

燃料コックを開き、燃料を送ります。 レバーを「始動」の位置に

合わせます

必要に応じてスロットルレバーを高圧側に操作

し、放水圧力を調整します。

吸管の先は、空気を吸わないように、

しっかり水の中に沈めます。

※ 運転中のエンジン部は高温になるので、やけどのおそれがあります。また、ベルト部分に指などを巻

き込まれないよう気を付けましょう。
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―ホース延長手順― 

―放水姿勢― 

① 火元まで届くよう必要な本数のホースを用意し、ホースを放水口に結合します。

次にホースとホースを結合します。

② ホースに筒先を結合します。

③ 火元までホースを伸ばし、ポンプを操作する人に放水の準備ができた合図をします。

合図は、声や動作で確実に伝えます。

相手が見えない場合は、他の誰かに

伝えてもらいます。

水圧による反動力でバランスを崩さないよう、放水が終わるまでしっかりと保持します。 

筒先は目標に向け、腰の位置でしっかりと保持します。

前傾姿勢を取り、反動力を抑えましょう。

ホースは、筒先を持ってまっすぐに延長します。また、巻いてあ

るホースを転がして延長することもできます。

ポンプ側から順に火元に向かってホースを延ばします。

ホースを結合するときは、「カチッ」と音がするまでしっか

りと差し込みます。

※ 結合が不十分だと放水中に外れて危険です。結合後は、

一度引張って確実に結合できていることを確認します。

（ホースの結合部分は差込式です。）

※ 転倒しないよう落ち着いて延長しましょう。
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６ 水利・水源 

⑴ 防火水槽（主な設置場所:公園、学校など）

  火災の時に使用するもので、常に一定の量の水が蓄えられています。なお、訓練で使用 

するときには消防職員の立ち合いが必要となるので、事前に消防署に相談してください。 

歩道や路上にあるものは周りに黄色のラインが引かれています。蓋を開けるには消火栓

鍵などの工具が必要になります。

※ 親子蓋の活用 

 自主防災組織などの地域住民が活用しやすいよう、東京消防庁が所有する防火水槽の蓋 

  について、軽可搬消防ポンプが容易に吸管投入できる小蓋（直径 20㎝重量 5kg）を鉄蓋（直 

径 60㎝重量 30kg）に併設したものです。 

⑵ 消火栓（主な設置場所:道路、歩道など）

火災の時に使用するために整備されている水源には、防火水槽のほかに「消火栓」や「排

水栓」があります。消火栓や排水栓は水道を利用しているため、震災時など、水道管が被 

害を受けた場合は使用できないことがあります。消火栓は、防火水槽と同様に周りに黄色

のラインが引かれています。消火栓も訓練で使用する場合には消防署員の立ち合いが必要

となるので、事前に消防署に相談してください。 

防火水槽鉄蓋

防火水槽標識

消火栓鍵の使い方

消火栓蓋を開けたところ消火栓 スピンドルドライバー媒介金具

親子蓋
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消火栓には、Ｄ級可搬消防ポンプの吸管を直接つなげることができません。 

使用するためには、媒介金具（消火栓（口径 65㎜）と吸管（口径 40㎜）をつなぐ金具）

や開栓のための工具（スピンドルドライバー）が必要になります。Ｄ級可搬消防ポンプ

と一緒に配置されている場合もありますので確認してみましょう。 

⑶ その他の水源

防火水槽や消火栓のほかにも、災害時に使用できる水源があります。海、池、川といっ

た自然の水やプールなどの水です。 

Ｄ級可搬消防ポンプの吸管の長さには限界がありますので、使用できる状況は限られま 

すが使える場合は有効な水源となります。なお、使用する際には、転落などの事故に気を 

付けましょう。 
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スタンドパイプ操作マニュアル 

１ はじめに 

地震等による同時多発火災が発生した場合、消防隊や消防団だけではすべての火災に対応

できないことが考えられます。災害による被害を最小限に抑えるためには、地域住民の方々

による活動が必要不可欠です。 

また、地域の防災力を担う町会・自治会などの防災市民組織では高齢化しているところも

あり、地域で生活し、活動する学生等の若い力が即戦力として必要とされています。 

地域住民、学生等が、火災時に効力を発揮するスタンドパイプの操作を習得することは、

地域の防災力を高め、「自らの命やまちは自らで守る」という自助・共助の理念の実現につな

がります。 

２ スタンドパイプとは？ 

初期消火を行う場合、最初に思いつくのは消火器です。しかし、消火器は、発生して間も

ない初期の火災に対しては非常に有効なものですが、拡大してしまった火災には対応するこ

とが困難です。 

スタンドパイプは、消火栓に差し込み、ホース・筒先を結合することで、毎分 100リット

ル以上の放水ができる消火用機材です。消火用機材としては軽量で操作も簡単、また消防車

両が進入できない道路狭隘地域や木造住宅密集地域では、火元直近の消防水利を活用した有

効な消火活動ができます。スタンドパイプ本体のほか、消火栓鍵、スピンドルドライバー、

媒介金具、ホース及び、管そう（筒先）で構成されています。 

スタンドパイプの主な配置場所は、地域の町会・自治会や消防団の倉庫、学校などです。

皆さんの身近にあるかどうか、また、どこにあるかを確認してみましょう。 

スタンドパイプ各部の名称 

①媒介金具
⑤消火栓鍵

⑥管そう（噴霧ノズル） 

④スピンドルドライバー

③消火用ホース

（２本）

②スタンドパイプ本体
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３ スタンドパイプ各部の形状等 

品名 形状・寸法・型番 イメージ写真 

スタンドパイプ 

単口引上げ式 

口径６５㎜ 長さ８００㎜ 

アルミニウム製 

スピンドル 

ドライバー 

長さ１１００㎜ 

鉄製 

媒介金具 

差込式異径媒介 

差込メス６５㎜×差込オス４０㎜ 

アルミニウム製 

消火栓鍵 

丸蓋用十字型 

鉄製 

管そう 

（噴霧ノズル） 

呼称４０㎜ 

アルミニウム製 

消火用ホース 

消防用差込式 

呼称４０㎜×２０㎜ 
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４ 操作手順 

まず周囲の人に呼びかけて、なるべく多くの人に消火活動への参加を促します。 

① 消火栓鍵を使用して消火栓蓋を開放します。

ア 角型消火栓の場合 

イ 丸型消火栓の場合 

完全に蓋を開放します。

蓋が手前に倒れて足を挟み込まないように

注意します。例えば、あらかじめ放水弁に

スピンドルドライバーを差し込めば、蓋が

倒れてきても安全です。

消火栓鍵を差し込みます。 

蓋を開放する際は、周囲の安全を確認し 

腰を受傷しないよう注意します。 

吐水口

放水弁

消火栓鍵を差し込みます。 

てこの原理で蓋を持ち上げます。周囲の安

全を確認し、腰を受傷しないよう注意しま

す。 

ＳＰ-3



② 吐水口にスタンドパイプを結合します。次に、放水弁にスピンドルドライバーを結合

して、水が出るか確認します。 

操作時、消火栓内に物を落下させないよう

に気をつけましょう。

結合したら、一度上方へ引っ張り確実に接

続されているか確認します。

結合が不十分だと放水中に外れる可能性が

あり、大変危険です。

スピンドルドライバーを差し込みます。夜間

は、懐中電灯などがあると便利です。

スタンドパイプとスピンドルドライバーを差

し込むことで、消火栓蓋が倒れてきた時、足の

挟み込みを防止できます。

放水弁

吐水口

丸蓋を開ける時は、一度手前に引き上げ

てから、180度回して開放します。 
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③ ホースを結合し、延長します。

ア スタンドパイプにホースを結合し、次にホースとホースを結合します。

スピンドルドライバーを反時計回り（左回り）に

回して水が出るか確認します。スタンドパイプか

ら水が出るのを確認したら、スピンドルドライバ

ーを時計回り（右回り）に回して水を止めます。 
なお、弁を開く時は周囲の安全をよく確認しまし

ょう。急激な操作は大変危険です。

※ほとんどの消火栓は３回転以上で全開となります。ま

た、区画量水器と呼ばれる大きな蓋の消火栓は、1/4回転
で全開となるので、スピンドルドライバーを少しずつ回

します。

媒介金具は、スタンドパイプに結合されたまま

の状態で保管されています。

※結合部分は差込式です。

「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込みます。

結合後は、一度引っ張って確実に結合できていること

を確認します。
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   イ ホースに管そう（筒先）を結合します。 

ウ 火元までホースを伸ばし、放水準備ができた合図をします。 

合図は、声や動作で確実に伝えます。相手が

見えない場合は、誰かに伝えてもらいます。
吸水操作をしている人は、合図を確認したら
スピンンドルドライバーを反時計回り（左周
り）に回して水を出します。

ホースが折れ曲がっていると十分な圧力で

放水できません。できるだけ、まっすぐ延長

します。

※ホースを延長する時は、ホースの余長に気をつけ

ましょう。必要以上に引っ張ると消火栓に差し込ん

だスタンドパイプが外れて、水が噴き出す危険があ

ります。

 また吸水操作実施者は、ホースが引っ張られるこ

とにより、スタンドパイプや吐水口が破損しないよ

うに、ホースをしっかりとおさえます。

放水はじめ！！
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④放水を開始します。

巻いてあるホースを転がして延長するこ

ともできます。

管そう（筒先）は目標に向け、腰の位置でし

っかりと保持しましょう。

前傾姿勢をとると水の反動力が抑えられ、姿

勢が安定します。

ＳＰ-7



⑤放水を停止します。

５ 水利・水源 

 消火栓・排水栓（主な設置場所:道路、歩道など） 

スタンドパイプを火災の時に使用できる水源としては、「消火栓」や「排水栓」があります。 

消火栓や排水栓は水道を利用しているため、震災時など、水道管が被害を受けた場合は使用 

できないことがあります。消火栓は、蓋の周りに黄色のラインが引かれていて、排水栓は原 

則として蓋に青色のラインが引かれています。消火栓や排水栓は、訓練で使用する場合には 

消防署員の立ち合いが必要となるので、事前に消防署に相談してください。 

時計回り（右回り）に、確実に閉めましょ

う。

吸水操作実施者は、消火栓から離れてはい

けません。常にトラブルに対応できる態勢

を整えましょう。

合図は、声や動作で確実に伝えます。相

手が見えない場合は、誰かに伝えてもら

います。

放水やめ！！

他の人が消火栓の穴の中に落ちないように

ロードコーンを置くなどして注意を促しま

す。
ロードコーン 

消火栓蓋を開けたところ消火栓 排水栓蓋を開けたところ排水栓
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初期消火活動上の留意事項

１ 活動時の注意事項 

消火活動には危険が伴います。自分の身を守るためにも、必ず以下の注意事項を守りまし

ょう。 

⑴ 服装

熱や炎、落下物などから自分の身を守るものには、手袋、ヘルメットといったものが

あります。防災資器材の配置場所に置いてある場合には、必ず身に着けてから消火活

動に当たりましょう。 

ヘルメット等が無い場合でも、例えば、帽子をかぶる、上着をもう一枚羽織るなど身

を守るための準備をしてください。 

⑵ 水利部署

これから消火しようという時には、どの防火水槽、消火栓及び排水栓から水を出すか

判断しなければなりません。活動は延焼を阻止することを主眼とすること、いざという 

時の逃げ道を確保することも考慮しなければなりません。あまり燃えてる建物に近すぎ 

ると、やけどを負ったりすることもあります。このようなことを考慮して、水を出すべ 

き防火水槽、消火栓及び排水栓を決定し、活動することを水利部署と言います。 

※ 水利部署の例１ 

この場合、●の消火栓に部署すべきで

す。逃げ道が確保できているからです。

中央○の消火栓では、燃えている建物に

近すぎて、やけどをするかもしれませ

ん。道路幅も広く安全なスペースから活

動を実施しましょう。 
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※ 水利部署の例２ 

この場合、●の消火栓に部署すべきで

す。風が強く吹いている時は、風上に部

署します。図の下の○では、風にあおら

れた火炎でやけどする危険性がありま

す。 

⑶ 消火活動時

   ア 隣の家に延焼するなど、身の危険を感じたら消火活動を中断し、避難しましょう。 

自分の身の安全を第一にしてください。また断水時はスタンドパイプが使用できませ 

んので、Ｄ級可搬消防ポンプや消火器の活用を考慮しましょう。 

イ 風が強く吹いているときは、風上から消火を行います。風下には火が回る危険があ 

ります。 

ウ 燃えているものに直接放水することが最も効果的ですが、燃えている建物内部は煙 

が充満していたり、落下物の恐れがあることから、路上や屋外から建物内に向けて放 

水します。また燃え広がるおそれのある所に、注水することで延焼を遅らせることが 

できます。 

エ 建物の玄関や窓などの開口部正面に位置するのは避けましょう。開口部から、急に 

火炎が噴き出してくることがあるので危険です。また、炎に煽られないよう、燃えて 

いる建物に近づきすぎないようにしましょう。 

オ 絶えず火災の状況に気を配り、火に囲まれることのないよう、避難の方向を確保し 

て活動しましょう。 

カ 付近にいる人に応援を求め、協力し合いましょう。人数が多くなれば活動がしやす 

くなります。 
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