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令和四年三月三一日︵木︶
よろしくお願いします︒
県災害対策センター会議室に
この度の解任と着任は次の
て︑県内各消防本部から派遣
とおり︒
された職員の解任辞令交付式
が執り行われました︒
◎解任
解任辞令と併せて︑知事よ
︻兵庫県広域防災センター︼
り派遣期間中の功績に対する
高田幸次郎
︵加古川市消防本部︶
感謝状が贈呈され︑また県広
原田 公介
域防災センターへ派遣されて
︵明石市消防局︶
いた職員へは︑県消防協会長
野田
明
からも︑消防団員の教育訓練
︵神戸市消防局︶
にご尽力いただいたことに対
横田 幸治
する感謝状が贈呈されました︒
︵伊丹市消防局︶
引き続きまして令和四年四
浜上 英典
月一日︵金︶︑同じく県災害
︵豊岡市消防本部︶
対策センター会議室にて︑県
羽田 匡宏
内各消防本部から派遣された
︵三木市消防本部︶
職員の着任辞令交付式が執り
木澤 洋平
行われました︒その後は早速︑
︵高砂市消防本部︶
それぞれの新しい所属へ向か
川添 真弘
われました︒
︵小野市消防本部︶
派遣期間を終了された皆様
には︑その豊富な知識と経験
︻兵庫県消防防災航空隊︼
を活かし︑県消防防災の強化
野田 誠一
に尽くしてくださいました︒
︵神戸市消防局︶
心からの感謝とお礼を申し上
東本
裕
げ︑今後のご活躍・ご健勝を
︵姫路市消防局︶
祈念しております︒
渡辺 英成
そして新しく着任された皆
︵尼崎市消防局︶
様︑県民の安全・安心のため︑
そして消防防災力強化のため︑

︵公財︶兵庫県消防協会

県広域防災センター・
県消防防災航空隊
派遣期間終了と着任
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二〇二二年
全国統一防火標語

お出かけは
マスク戸締り
火の用心

桐山 享之
︵三田市消防本部︶
田中 勝純
︵尼崎市消防局︶
山口
葵
︵加古川市消防本部︶
田中
良
︵宝塚市消防本部︶
葛嶋 崇繕
︵赤穂市消防本部︶
︻兵庫県消防防災航空隊︼
川崎 孝行
︵西宮市消防局︶
檜田 雄介
︵神戸市消防局︶
西田 大地
︵加古川市消防本部︶

淡路地区
淡路市役所
西濱

雅樹

当協会から年に四回発行し
ている広報紙﹁兵庫消防﹂に
ついて︑今年度も引き続き︑
県内各地区の事業や行事等充
実した内容を発信して参りま
す︒
今年度﹁兵庫消防﹂の発行
にご協力くださる︑地区通信
員の皆さまは次のとおりです︒
︵敬称略︶
神戸地区
神戸市消防局
亀田 廉行
阪神地区
川西市消防本部
中農 秀斗
東播磨地区
明石市消防局
野川
剛
中播磨地区
姫路市消防局
田中総一郎
北播磨地区
小野市消防本部
田中 睦之
西播磨地区
赤穂市消防本部
長田 文弘
但馬地区
豊岡市役所城崎振興局
青野 勝晃
丹波地区
丹波篠山市役所
糸川 幸文

兵庫県消防協会事務局

﹁兵庫消防﹂
地区通信員について

県幹部と共に記念写真

信
雅
野
岸
編集発行人

◎着任
︻兵庫県広域防災センター︼
益田 雄至
︵明石市消防局︶
碓永賢太郎
︵加古川市消防本部︶
藤田 房幹
︵神戸市消防局︶
岡田 憲明
︵淡路広域消防事務
組合消防本部︶

神戸市中央区下山手通4丁目16番3号

兵庫県防災関係
幹部紹介
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ばなりません︒
今年度は県内各消防本部か
ら一五九名が入校しました︒

入校式後には早速体力測定
が実施され︑教育生たちは懸
命に取り組んでいました︒

これからの六か月間︑辛く
て苦しい訓練の日々が続きま
すが︑多くを学び︑仲間との
絆を深めながら︑笑顔で九月
の卒業式を迎えていただきた
いと思います︒

校長祝辞

令和四年四月六日︵水︶︑
兵庫県広域防災センターにて
第八七期初任教育入校式が挙
行されました︒
今年度も︑新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大防止の
ため︑教育生と教官方のみの
入校式となりました︒
消防士として採用された新
規職員は︑全寮制で六か月間︑
消防士として必要な体力・気
力・知識・技術を習得するた
め︑厳しい訓練を受けなけれ

準備体操

懸垂

1500ｍ走

初任教育入校式挙行!!
159名が消防士への第一歩踏み出す！

第87期
令和４年度
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（公財）兵庫県消防協会

宣誓

事務局長（消防課長）挨拶

この度の女性消防団員活性
化研修会は︑新型コロナウイ
ルス感染症の影響により︑参
集開催は中止としました︒し
かしながら︑県内女性消防団
員の皆さまや関係者の皆さま
に︑コロナ禍においても多く
のことを学んでいただき︑今
後の活動に活かしていただき
たいという思いから︑動画撮
影を行い後日YouTube
にて限定配信する方式で実施
しました︒
令和四年二月六日︵日︶︑
兵庫県広域防災センター兵庫
県消防学校の講堂において︑
撮影を実施しました︒
内容としましては︑加古川
市消防団女性分団︵リバーエ
ンジェルス︶による活動事例
発表と︑元茨城県阿見町消防
団女性部部長の山本みゆき氏
を講師とした﹁新たな災害環
境に対する消防団のあり方に
関する講座﹂の二本立てで撮
影を行いました︒
加古川市消防団女性分団
︵リバーエンジェルス︶の活
動事例発表では︑地域での活
動内容に加え︑式典等で披露
するラッパ演奏や︑消防庁の
マスコット﹁消太くん﹂が登
場するなど楽しい内容になり
ました︒とくにラッパ演奏は
インパクトがありました︒
山本みゆき氏による﹃女性

開催！

最後になりましたが︑撮影
当日は兵庫県加古川市消防団
女性分団の皆さまのご協力が
あり︑スムーズに撮影を行う
ことができました︒この場を
お借りしてお礼申し上げます︒
ありがとうございました︒

撮影した内容については︑
後日編集を行い︑兵庫県消防
協会のYouTubeチャン
ネルにて︑兵庫県内の女性消
防団員等へ限定配信しており
ます︒

公益財団法人兵庫県消防協会
の視点を活かした防災﹄と題
した講演では︑小さな子供た
ちから高校生︑高齢者など︑
それぞれの年代の方々への防
災教育︑消防学校へ入校中の
初任教育生に対する消防団員
の活動に関する講座について
など︑様々な工夫を凝らし︑
幅広い活動の事例を紹介され︑
ごみ袋を活用した雨合羽づく
りや︑新聞紙を用いたスリッ
パの作成など︑今後の女性消
防団員の活動に︑大いに活用
できる講座となりました︒

最後は消太くんと一緒に「敬礼！」

令和三年度兵庫県女性消防団員活性化研修会

活動事例発表リハーサル中
オンライン講演の様子
ゴミ袋で雨合羽、新聞紙でスリッパを作成

消太くんの指揮のもと、ラッパ演奏
活動事例発表の様子
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突撃取

材

みで行われました︒

公益財団法人兵庫県消防協会
されました︒
新型コロナウイルス感染症
の影響により︑大幅に規模を
縮小し︑代表受領等関係者の

一一名
五名

◆この度の日本消防協会長表
彰についての受章者︵団︶
数について
・特別表彰﹁まとい﹂
一〇団
・特別功労章
一〇名
・優良消防団︵表彰旗︶
三五団
・優良消防団︵竿頭綬︶
九一団
・功績章
九二二名
・精績章
二︐二二三名
・勤続章
八︐四四四名
・優良婦人消防隊︵表彰旗︶
六隊
・優良婦人消防隊員
︵功績章︶
・永年勤続職員表彰

◆兵庫県消防協会会員の受章
者︵団︶数
・優良消防団︵表彰旗︶
一団
豊岡市日高消防団
・優良消防団︵竿頭綬︶
三団
姫路市姫路東消防団
豊岡市但東消防団
明石市消防団
・功績章
四一名
・精績章
九七名
・勤続章
三二六名
受章された皆さま︑誠にお
めでとうございます︒

われら
若手消防団員
フェニックス共済のご案内

令和三年度 第七四回
日本消防協会定例表彰式
令和四年三月四日︑ニッ
ショーホール︵東京都港区東
新橋︶において︑第七四回日
本消防協会定例表彰式が挙行

第74回日本消防協会定例表彰式

尼崎市消防団
稲川橋分団

俊明

〜自分の住む街・家族を
守ることができる〜

私は生まれも育ちも兵庫県外ですが︑尼崎市
に引っ越し人情あふれる下町な雰囲気が居心地
が良かったので︑地域活動にも参加したいと考
えるようになりました︒
消防団への入団は︑令和二年一二月に尼崎市
が発行する市報の﹁我らのアマの消防団﹂とい
う特集記事を目にしたことがきっかけでした︒
﹁会社員として働きながら︑地域活動で消防活
動を行い︑自分の住む街・家族を守ることがで
きる﹂と話す団員さんに大変感銘を受け︑入団
を決めました︒消防団は縦社会で人間関係も厳
しいイメージでしたが︑気さくな人ばかりです
ぐに分団の雰囲気に馴染むことができました︒

安藤
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初めて消防車を運転して火災現場へ出動した
時︑緊急走行にとても神経を使い︑体が緊張し
ていたことを覚えております︒現場で活動する
時だけでなく︑出動時からこんなに神経を使う
業務なのかと驚きました︒今では私の妻も入団
し︑小どもの頃からの﹁消防車を運転したい﹂
という夢も叶い︑仕事と両立してとてもやりが
いを感じております︒
先般︑新型コロナウイルス感染症の流行等に
より社会情勢が変化する中︑先行きの不透明な
日々が続いておりま
すが︑今私たちにで
きることに一生懸命
取り組み︑地域の
方々の安全・安心を
守る尼崎市消防団の
一員として︑夫婦
共々頑張っていく所
存です︒

Pick Up!

﹃時代に即した消防団を目指して﹄

中︑訓練等が負担に感じるな
ど消極的な回答や厳しい意見
も多くありましたが︑団員の
生の声を聴き︑問題点を洗い
出すことができました︒この
アンケート結果を真摯に受け
止め︑団活動の改善を行い︑
より良い加西市消防団を築い
ていきます︒
最後となりましたが︑加西
市消防団は﹁時代に即した消
防団とは何か﹂を自問しなが
ら︑試行錯誤し︑新しい事は
積極的にチャレンジして︑
﹁時代を先取りする消防団﹂
を目標に日々精進して参りま
す︒

香美町消防団には︑令和二
年九月に日本消防協会におい
て消防団防災学習・災害活動
車両交付消防団として決定い
ただき交付を受けた防災学習
車両を配備しております︒こ
の車両を活用し︑翌年九月に
幹部訓練として︑車両に搭載
している資機材の取り扱い訓
練を行いました︒
今後は︑幹部団員の指導に

香美町消防団は︑平成一七
年四月一日︑三町合併により
旧香住町消防団︑旧村岡町消
防団︑旧美方町消防団が統合
し︑新たに香美町消防団とし
て発足しました︒
近年の課題としましては︑
発足当時は一︐一〇〇人を超
える団員がおりましたが︑令
和四年度には八五〇人程度に
なるなど︑少子高齢化の影響
を受け団員数の減少が続き︑
新入団員の確保も難しくなっ
てきていることや︑町外勤務
の団員が多く︑平日の昼間に
火災等があった場合に早急に
現場に向かえる団員が減少し
ていることがあります︒
このような状況の中︑令和
二年度から三年度にかけて香
美町消防委員会を開催し団員
の処遇改善や分団再編等につ
いて検討いただき︑分団の再
編や定数の見直し等を行いま
した︒
令和四年度からは︑香住支
団一二分団︑村岡支団一〇分
団︑小代支団五分団の一団二
七支団の体制で︑今後武司団
長の下︑町民の生命・財産を
守るため日々活動していきま
す︒

消防団員の経験値不足を補う ﹃安全に安心して暮らせる町を目指して﹄
ため︑新入団員や部長を対象
香美町消防団
に家屋模型を使用した燃焼実
験を行いました︒
この実験は︑燃焼のメカニ
香美町は兵庫県北部に位置
ズムや火災性状を科学的に学
する日本海に面する地域で︑
び︑効果的な消火技術を習得
内陸部は標高一︐〇〇〇メー
することを目的としたもので︑ トル級の中国山地に囲まれ︑
リアルな家屋模型を燃やすこ
林野が約八六パーセントを占
とで実火災のイメージ化がで
めています︒町の中心を南北
き︑煙や火炎の動きから︑ど
に縦断する矢田川水系沿いに
こに筒先を配備し︑どう放水
耕地や居住地を形成し︑総面
するのか︑消防署員の解説を
積約三六八・七七平方キロ
受けながら熱心に学びました︒ メートルと広大なエリアで︑
但馬地域の約一七パーセント
を占めています︒
海岸部は山陰海岸国立公園
に指定され︑山間部は氷ノ山
後山那岐山国定公園︑但馬山
岳県立自然公園に指定される
など︑自然公園区域が多くを
占める多様な自然環境を有し
ています︒
また︑東は京都府京丹後市
から西は鳥取県鳥取市までの
約一二〇キロメートルが﹁山
陰海岸ジオパーク﹂として︑
ユネスコ世界ジオパークに認
定されています︒
火災性状が理解し易かったと団員間でも好評。

WEBアンケートの実施につ
いて
少子高齢化に伴い︑団員自
身の高齢化や新団員の担い手
不足など︑今後︑消防団員の
負担がさらに増加していくこ
とが予想されるとともに︑雇
用形態の変化や新しい生活様
式など消防団員を取り巻く社
会情勢は日々変化しており︑
消防団の活動も時代に合わせ
た柔軟な対応が求められます︒
この度︑当市消防団では︑
全団員を対象にWEBアン
ケートを実施し︑その集計結
果から活動内容の見直しを図
ることにしました︒
団活動にやりがいがあると
の積極的な回答も数多くある

より各分団の訓練等や地域へ
の啓発活動に活用していくこ
ととしております︒

また︑香住支団では火災時
に機械員が出動できない場合
でも出動した団員が適正にポ
ンプを操作し︑安全に水出し
を行うことが必要となるため︑
全団員を対象としたポンプの
操作訓練や︑分団間の連携強
化を目的とした火災想定訓練
を行っています︒
この火災想定訓練では︑毎
年︑三から四分団を一組とし
て計画分団と出動分団を定め︑
計画分団が管轄する地域内で︑
想定した火点での出動分団と
の連携方法から水利の活用に

至るまでを団員自らが計画を
作成し︑実践訓練を行ってお
ります︒
団員自らが計画を作成する
ことにより︑自分たちが管轄
する地域で水利が不足する場
所の水源確保の方法や︑分団
間の連携を行うために有効な
場所を考えるなど︑自分たち
が住んでいる地域の状況を再
確認することにも役立ってお
ります︒
香美町消防団は︑これから
も町民の信頼と期待に応えら
れるよう団員一丸となって︑
安全に安心して暮らせる町を
目指して︑引き続き消防活動
に取り組んでまいります︒

火災想定訓練

加西市消防団

スマホから瞬時に水利情報を把握できます。

取り込むことで︑いつでも各
加西市は兵庫県の南部︑播
団員のスマホから水利を閲覧
州平野のほぼ中央に位置し︑
することが可能となりました︒
人口四二︐七一六人︵令和三
スマホを所持さえしていれ
年末時点︶が暮らすまちで︑
ば︑瞬時に水利を探すことが
県立フラワーセンターや戦争
でき︑操作も非常に簡単です︒
遺跡の鶉野飛行場跡地などの
紙媒体の地図を配布する必要
観光資源のほか︑熱気球のフ
ライトエリアとしても有名で︑ もなく︑水利データ更新の際
も︑オンライン上ですべての
一一月〜五月の週末には全国
団員に情報共有されるように
から気球チームが訪れ︑色と
なりました︒
りどりの気球が空を賑わせて
他分団への応援時など土地
います︒
加西市消防団は︑一二分団︑ 勘に乏しい状況であっても︑
水利確保に迷走することがな
九九部︑消防ポンプ車一台︑
く︑ナビ機能を使えば目的地
小型ポンプ積載車九二台︑小
まで案内もしてくれます︒
型ポンプ六台︑団員数一︐二
このアプリを応用すれば︑
二三名で構成され︑日々︑防
市内のＡＥＤマップや避難所
災活動に取り組んでいます︒
マップなども作成可能で︑今
後の発展が期待されます︒
スマホを活用した水利マップ
について
火災時にいち早く水利を確
保することは︑消防団員の重
要な任務になりますが︑全団
員に水利地図を配布すること
は困難で︑水利の新設置・廃
止の際は︑地図更新の課題も
あり︑水利の把握については︑
日頃の水利点検等など個人の
努力に頼らざるを得ない状況
でした︒
そんな問題を解決したのが︑
スマホアプリのＧｏｏｇｌｅ
マップで作成した加西市水利
マップです︒当アプリの機能
家屋模型を使用した燃焼実験
を活用し︑加西市内の消火
近年︑住宅の高性能化によ
栓・防火水槽約二︐二〇〇箇
り建物火災件数が減少する中︑
所のデータをオンライン上に

幹部訓練

（５月・
８月・
１１月・
１月発行）

令和４年５月15日

防
消
庫
兵
（5）第 694 号

さ ん

三木市

加古川
市

合食べたというエピソードが
あります︒そのパワーと︑ひ

と一倍強い使命感で三木市消
防団をまとめ︑市民の安心安

全のために貢献されることを
期待します︒

放水技術を高める女性消防団員

長

他マイノリティーといった非常
に弱い立場に置かれている人々
が様々な支援を必要としている
現実があります︒現地に駆けつ
けて︑女性消防団員としてでき
る支援をしたいという気持ちで
いっぱいです︒それがかなわな
い以上︑日ごろから︑また特に
災害時には私たちの地域にお住
いの弱い立場に置かれている
人々に対して必要な支援を行っ
ていけるように女性消防団員の
活動と消防団のＰＲを実施して
いきたいと思います︒
﹁支援を必要としている人た
ちにこそ 女性消防団員 ﹂を
合言葉に︒

!!

の団

!!

姫路市姫路西消防団

支援を必要としている
人たちにこそ 女性消防団員

姫路市は︑兵庫県の南西部に
位置し︑人口約五三万人︑面積
は五三四平方キロメートルで︑
世界文化遺産姫路城を始め︑海
岸線には工業地帯︑北部は山岳
地帯と多種多様な地域からなっ
ています︒
姫路市の消防団は八団七二分
団から構成されており︑三︐〇
〇〇人を超える団員が活動を
行っています︒そんな姫路市の
消防団に︑平成二四年三月一日︑
女性消防団員が誕生し︑姫路市
姫路西消防団におきましては︑
現在四人の女性消防団員が活動
を行っています︒
主な活動として︑姫路市消防
出初式︑総合防災訓練な
どの主要行事の参加や︑
地域の防災訓練︑普通救
命講習にも参加するとと
もに︑火災などの災害に
も積極的に駆けつけ︑地
域の安全︑安心を守るた
め日々頑張ってきました︒
しかし︑女性消防団員
の活動は︑新型コロナウ
イルス感染症感染拡大の
影響を受け︑行事は軒並
み中止となり女性消防団
員の強みを発揮する機会
が奪われています︒そん
な中︑世界に目を向ける
と︑ウクライナではロシ
アの軍事進攻を受け︑災
害弱者である女性や子供︑
障がい者︑高齢者︑その

!!

!!

わ が 町

消火訓練等を積み重ねていま ﹁
﹁三木市の
﹁市民生活の
す︒
サ
ラ
リ
ー
マン団長
安全・安定を
加古川市消防団は︑現在︑
ここにあり﹂
確保するために﹂
女性分団︑企業連携消防団員
を含め一団本部︑一九分団︑
三木市消防団
加古川市消防団
団員数一︐一一三名となって
樋口 満
筒井 悟
います︒このような加古川市
消防団に樋口団長は昭和五四
年に入団︑以来四三年間消防
団活動を続けられ︑消防団に
対する情熱と行動力︑そして
実績と経験を持って︑令和四
年四月に第一〇代消防団長に
就任されました︒
入団当初から︑消防団の活
三木市は兵庫県の南東部に
加古川市は︑一級河川﹁加
性化を願い︑施設・装備の充
位置し︑伝統産業である﹁三
古川﹂が市のほぼ中央部を流
実をはじめ団員の確保にも尽
木金物﹂や︑生産量︑品質と
れており︑水の恵みを受け︑
力されました︒また︑団長は
もに日本一の酒米﹁山田錦﹂
発展してきたまちです︒臨海
謹厳実直な人柄で︑団員はも
が有名です︒また︑ゴルフ場
部は東播磨地区石油コンビ
とより地域住民からも信頼さ
の数は西日本一で市内に二五
ナート等特別防災区域を含む
れています︒
か所あり︑豊かな自然に恵ま
工業地域があり︑中央部には
今後は︑消防団の特性であ
れたまちです︒
ＪＲ加古川駅を中心とした商
る︑﹁地域密着性﹂︑﹁要員
三木市消防団は︑一団本部
業地区が拡がり︑北部は田園
動員力﹂︑﹁即時対応力﹂を
三八分団︑団員数一︐三三〇
地帯から山林へと続いていま
生かして︑地域の防火防災力
人︵うち女性団員一六人︶で
す︒このような地域性のため︑ の向上を図り︑﹁夢と希望を
構成されています︒
火災種別は工場火災や密集地
描き幸せを実感できるまち
筒井団長は︑平成一〇年に
での火災︑林野火災など多種
加古川﹂の実現をめざし︑市
入団し︑平成二四年から副団
多様であり︑これらの火災に
民生活の安全・安定を確保す
対応するため︑消防団は常に
る決意を新たにされています︒ 長を務め︑令和四年四月一日
から団長に就任しました︒
三木市初となるサラリーマ
ン団長として︑また四九歳と
いう若さで就任しました︒か
つて消防団員は︑自営業者等
を中心に構成されていました
が︑近年︑三木市消防団にお
いても︑サラリーマン団員の
割合が八〇パーセントを超え
ています︒そのような中で団
長に就任され︑サラリーマン
団員にとっても︑活動しやす
い環境作りを目指します︒
筒井団長といえば︑知る人
ぞ知る大食漢で︑朝ご飯を五

がんばってます、
女性消防団員

（6）
（５月・
８月・
１１月・
１月発行）
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編 集 後 記

暑さが日ごとにまし
てまいりましたが︑皆
さまいかがお過ごしで
すか︒
今月号の二面には︑
四月に消防士になった
初任教育生の︑消防学
校入校式を掲載してい
ます︒コロナ禍の中で
も一人前の消防士にな
るため︑元気いっぱい
に日々厳しい訓練に励
んでいます︒是非ご覧
ください︒
また︑紙面作成にあ
たり︑各地区から多数
の寄稿をいただきまし
た︒誠にありがとうご
ざいます︒
今年度の﹁兵庫消
防﹂の編集は岸本と山
本が担当いたします︒
より充実した紙面にな
るよう努めますので︑
今後ともご愛読をよろ
しくお願いします︒

宗德
宗德

〜お詫びと訂正〜
令和四年一月一五日発行の
兵庫消防第六九三号﹁われら
若手消防団員﹂の記事におき
まして︑執筆者の氏名に誤り
がございました︒

︵誤︶ 桂木
︵正︶ 桂田

お 詫 び して 訂 正 させていた
だきます︒

