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兵庫県功労者表彰受章者集合写真

令和四年五月一八日︵水︶︑
兵庫県公館において︑令和四
年兵庫県功労者表彰式が挙行
されました︒
表彰は︑二二の功労分野に
わたり︑二〇二名の方が受賞
されました︒
そのうち︑消防功労では消
防関係者七名が受賞され︑消
防功労の受章者を代表し︑川
西市市消防団の安満団長が齋
藤知事から表彰状を授与され
ました︒

広之

真哉

なお︑受章者の方々は次の
とおりです︒︵敬称略︶
〇消防功労
川西市消防団
団長
安満
養父市消防団
団長
稲葉

豊岡市豊岡消防団
団長
太田
尼崎市消防団
団長
松風
前尼崎市消防局
局長
赤川
前明石市消防局
局長
上園
前西宮市消防局
局長
山下

克己
俊明
孝平
正人
俊郎

川西市消防団安満団長代表受領

令和四年度

総裁

兵庫県副知事

兵庫県知事

服部

齋藤

洋平

元彦

兵庫県消防協会
役員一覧

副総裁

会長

名誉会長

尼崎市消防団長

淡路市消防団長

丹波篠山市消防団長

豊岡市城崎消防団長

赤穂市消防団長

明石市消防団長

川西市消防団長

神戸市北消防団長

芦屋市消防団長

元伊丹市消防団長

松風

曾谷

田畑

椿野

吉田

姫路市姫路東消防団長 坂本

加東市消防団長

小林

井上

安達

安満

採田

岸野

岸谷

勝則

直基

俊明

哲也

幸生

仁司

清光

信嘉

正義

哲哉

真哉

芳博

雅信

義雄

兵庫県防災監兼危機管理部長
遠藤 英二

副会長

小野市消防団長

安原

一義

監事

宍粟市消防団長

中道

開催され︑加東市消防団井上
団長と豊岡市城崎消防団椿野
団長の副会長就任︑中道消防
保安課長の常務理事就任が決
議されました︒
皆さま引き続き兵庫県消防
協会をよろしくお願いします︒

兵庫県消防保安課長

常務理事

当協会の役員については︑
令和四年四月より服部副知事
と遠藤防災監兼危機管理部長
が︑当協会副総裁に就任いた
しました︒
さらに︑令和四年度定時評
議員会及び令和四年度第二回
理事会については︑書面にて
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令和四年

受章された方々は︑永年に
わたり国民の生命︑身体及び
財産を火災等の災害から防御
するとともに︑幾多の災害に
対して︑率先して敢然と立ち
向かわれ︑地域の安全・安心
の確保に尽力されました︒ま
た︑消防力の強化︑充実に努
めるとともに︑消防の発展に
貢献し︑社会公共の福祉の増
進に寄与されたこと等︑これ
までに抜群の功績により︑そ
の栄誉に輝かれました︒
今回の叙勲の伝達式は︑新
型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため︑中止とな
りました︒
なお︑全国の消防関係受章
者数︑勲章別内訳及び本県の
受章者は次のとおりです︒
︵敬称略︶

（消防関係）
13名が受章
三五名
五名
九○名
四九二名
六二二名

◎瑞宝単光章
元三田市消防団
副団長
藤田
元伊丹市消防団
副団長
堅田
元高砂市消防団
副分団長
八田

克美

隆雄

忠成

◎瑞宝双光章
元神戸市灘消防団
団長
白井 幸治
元姫路市飾磨消防団
団長
桑名 秀信

兵庫県下受章者︵消防関係︶
◎瑞宝小綬章
元加古川市
消防正監
長谷川美義
元明石市
消防正監
梅木 敏明
元北はりま消防組合
消防正監
藤本 喜一

瑞宝小綬章
旭日双光章
瑞宝双光章
瑞宝単光章
計

︵全国消防関係受章者数︶

春の叙勲

令和四年春の叙勲が四月二
九日に発令されました︒
叙勲の受章者︵消防関係︶
は︑全国で六二二名︑うち兵
庫県では︑本消防吏員・元消
防団員併せて一三名が叙勲の
栄に浴されました︒

令和４年８月15日

防
消
庫
兵
第 695 号

元芦屋市消防団
副分団長
小阪
務
元淡路市消防団
副団長
原
一平
元豊岡市出石消防団
副団長
松嶋 義則
元尼崎市消防団
副団長
西村至言男
元朝来市消防団
副団長
吉野比呂志

令和四年

春の褒章

令和四年四月二九日に発令

消防団員として︑永年にわ
たり消防防災活動に献身的に
努力し︑消防の発展に大きく
貢献した方へ授与される藍綬
褒章に神戸市東灘消防団の池
田徹団長と神戸市灘消防団の
今井進団長が受章の栄誉に輝
きました︒
今回の叙勲の伝達式は︑新
型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため︑中止とな
りました︒

なお︑全国の消防関係受章
者数︑勲章別内訳及び本県の
受章者は次のとおりです︒
︵敬称略︶

六名
七名
九七名
一一〇名

︵全国消防関係受章者数︶

紅綬褒章
黄綬褒章
藍綬褒章
計

進

徹

兵庫県下受章者︵消防功績︶

◎藍綬褒章
現神戸市東灘消防団
団長
池田
現神戸市灘消防団
団長
今井

勲の栄に浴された方々は︑
消防職員として国民の命︑身
体及び財産を火災等の災害か
ら防御するため︑永年にわた
り著しく危険性の高い業務に
精励するとともに消防力の強
化︑充実に尽力され︑消防の
発展に貢献し︑社会公共の福
祉の増進に寄与されました︒
今回の叙勲の伝達式は︑新
型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため︑中止とな
りました︒

瑞宝双光章
瑞宝単光章
計

三一八名
三一三名
六三一名

︵全国消防関係受章者数︶

なお︑全国の消防関係受章
者数︑勲章別内訳及び本県の
受章者は次のとおりです︒
︵敬称略︶

22名の兵庫県下元消防職員の皆様が消防功労関係で受章
兵庫県下受章者︵消防功労︶
◎瑞宝双光章
元神戸市
今村
明
消防正監
元神戸市
西村 康男
消防監
元神戸市
熊田 晃久
消防監
元尼崎市
早川 一隆
消防監
元高砂市
消防司令長 田付 昌也
元宝塚市
植村 富一
消防監
元明石市
馬本 雅之
消防監
元明石市
消防司令長 池内 泰典
元姫路市
犬賀 武敏
消防監
元姫路市
正
消防司令長 浅見

覺前

元姫路市
消防司令長 山田
元北はりま消防組合
服部
消防監
元西はりま消防組合
藤原
消防監
元西はりま消防組合
堤
消防監
元川西市
消防司令長 奥西
元豊岡市
消防司令長 前田

晋治

知廣

義孝

久生

松下

好郎

良史

なお︑全国の受章者は次の

安全功労者内閣総理大臣表
彰は︑毎年七月一日を﹁国民
安全の日﹂とし︑﹁国民の一
人ひとりがその生活のあらゆ
る面において︑施設や行動の
安全について反省を加え︑そ
の安全確保に留意し︑これを
習慣化する気運を高め︑産業
災害︑交通事故︑火災等国民
の日常生活の安全を脅かす災
害の発生の防止を図る﹂とい
う趣旨に基づき︑行われてい
る表彰です︒
授賞式については︑七月一
日に総務大臣官邸大ホールに
て執り行われました︒
敏明

柴田

達也

定

雪岡

とおりです︒︵敬称略︶

尼崎工

三名
三団体

安全功労者内閣総理大臣表彰
︵消防関係︶受章者数
︵個人の部︶
︵団体の部︶
兵庫県下受賞者
〇団体の部
日東化成株式会社
場

なお︑全国の受章者は次の
とおりです︒︵敬称略︶

兵庫県下受賞者
○安全功労者総務大臣表彰
︵団体︶
関西熱化学株式会社
尼崎事業所
城南婦人防火クラブ
横尾防災福祉コミュニティ

安全功労者総務大臣表彰は︑ ︵全国受章者数︶
﹁安全思想の普及徹底又は安
全水準の向上のため︑各種安
安全功労者表彰︵個人︶
全運動︑安全のための研究︑
一六名
もしくは教育又は災害の発生
︵団体︶
の防止もしくは被害の軽減に
一二団体
尽力し︑又は貢献した方々の
消防功労者表彰
士気高揚を図る﹂という目的
消防団員 二名
で︑消防職団員以外の個人・
女性︵婦人︶防火クラブ員
団体を受賞対象とし︑行って
五名
いる表彰です︒
授賞式については︑七月二
二日東京霞が関の合同庁舎二
号館地下二階講堂にて執り行
われました︒

令和四年
令和四年度
邦彦
安全功労者
安全功労者・消防功労者
内閣総理大臣表彰
総務大臣表彰

向堂
克美

和明

西岡

◎瑞宝単光章
元神戸市
消防司令長
元芦屋市
消防司令長
元西宮市
消防司令長
元加古川市
消防司令長
元小野市
消防司令
元篠山市
消防司令

フェニックス共済
のご案内
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第三八回危険業務従事者叙勲が
令和四年四月二九日に発令

材

中道事務局長挨拶

宮丸先生による「子育て世代への防災講座」

この度の研修会は︑マイ避
難カード作成動画の視聴と説
明と︑NPO法人MAMA
PLUGの宮丸みゆき先生に
よる講演を実施しました︒

中道事務局長より
「マイ避難カード」作成について説明

まずマイ避難カードとは︑
災害の危険が迫っている時に︑
﹁いつ﹂﹁どこで﹂﹁どのよ
うに﹂避難するか予め自分で
確認︑点検し︑書き記してお
き︑自宅内の普段から目につ
く場所に掲出しておくなど︑
いざというときの避難行動に
役立てるためのカードです︒
このマイ避難カード作成動

NPO法人MAMA-PLUG宮丸みゆき先生による講演

NPO法人MAMA
PLUGの宮丸みゆき先生か
らは︑﹁子育て世代への防災
講座﹂という演題でご講演い
ただきました︒
宮丸先生は︑ご自身の被災
体験︵東日本大震災︶を交え︑
その体験により必要だと感じ
たこと︑女性や子供の目線︑
ママ目線を大切にした︑コン
パクトで分かりやすい防災を
伝えてくださいました︒研修
参加者からは非常に好評であ
り︑﹁防災は生活の一部であ
ること︑災害時にストレスを
感じにくいよう︑いつもの自
分らしく日常生活を送ること
ができるよう︑準備しておく
ことを意識できた︒﹂﹁早速
防災ポーチを用意したい﹂と
の声がありました︒
この度の講演内容は︑女性
消防団員の活動の一つである︑
市民への防災指導の際に役立
てていただきたいとの考えか
ら企画しました︒今後の活動
内容︑市民への伝え方のヒン
トになればと思います︒
今後も︑女性消防団員の皆
さまの活動に役立てられるよ
うな研修会を企画したいと考
えています︒ご興味がある内
容︑お話しを聞いてみたい講
師など︑希望がありましたら
是非当協会事務局までご連絡
をお願いします︒新型コロナ
ウイルス感染症の状況が落ち
着けば︑また以前のように交
流も踏まえた研修会を実施で

以上一九消防団︵参加者五
三名︶※各市町引率職員含む

本研修会へご参加くださっ
た消防団は以下のとおり︒
・神戸市灘消防団
・神戸市北消防団
・神戸市垂水消防団
・姫路市姫路西消防団
・洲本市消防団
・芦屋市消防団
・伊丹市消防団
・豊岡市日高消防団
・加古川市消防団
・宝塚市消防団
・三木市消防団
・川西市消防団
・小野市消防団
・三田市消防団
・丹波篠山市消防団
・南あわじ市消防団
・朝来市消防団
・淡路市消防団
・猪名川町消防団

きればと考えています︒
最後になりましたが︑この
度の研修会へ参加してくだ
さった女性消防団員の皆さま︑
そして各事務局の皆さま︑暑
い中お集まりいただき︑あり
がとうございました︒

公益財団法人兵庫県消防協会
マイ避難カード作成動画の
視聴後は︑兵庫県危機管理部
防災支援課奥見課長により
フェニックス共済︵兵庫県住
宅再建共済制度︶の説明をい
ただきました︒
皆さま︑フェニックス共済
についても︑ご協力よろしく
お願いします︒

※フェニックス共済（兵庫県住宅
再建共済制度）について
https://www.jutakusaiken.jp/

画は︑兵庫県が県民向けに作
成した動画で︑当協会の中道
事務局長より︑この作成につ
いて説明を行いました︒動画
についてはＹｏｕＴｕｂｅに
てどなたでも視聴していただ
けますので是非ごらんくださ
い︒

※「マイ避難カードをつくろう！」
（外部サイトへリンク）
https://www.youtube.com/
watch?v=Gp3mvhIfotA
奥見兵庫県防災支援課長による
フェニックス共済説明

令和四年七月二日︵土︶︑
兵庫県広域防災センターにお
いて︑令和四年度女性消防団
員技術研修会を開催しました︒
コロナ禍での参集開催とい
うことで︑人数制限を行い︑
感染症対策を実施する中︑県
内一九消防団から三八名の女
性消防団員の皆様が参加して
くださいました︒

令和四年度兵庫県女性消防団員技術研修会

突撃取
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出初め式でのはしご乗り演技

﹃ひとまち守る福咲きの消防団﹄
福崎町消防団

車両や資機材に触れてもらう︑
放水体験など未来の消防団へ
の加入促進を実施しています︒
団員にとってみても消防団員
として地域の子どもたちに触
れる機会は︑﹃地域に貢献し
ている﹄実感を得られる場と
してとても重要と考えていま
す︒
︻最後に︼
福崎町は三〇年以上にわた

私は洲本市消防団 外町分団に
所属しています︒外町分団の団員
数は十数名と非常に少人数です︒
どの地域も団員数減少の傾向にあ
りますが︑当分団も歯止めがかか
らない状況です︒
団員数の減少は︑人口減少︑社
会構造やライフスタイルの変化に
加え︑コロナウイルスによる不安
定な経済状況が影響していると考
えます︒ご近所のつながりが希薄
化し︑地域活動に参加するという
ハードルが高くなっているのも一
因です︒しかし︑団員数減少の最
大の原因は消防団自体のイメージ
だと感じています︒

り消防団員数六〇〇名を維持
しています︒それは︑集落の
数だけ分団が有り︑﹃我が村
は自分たちで守る﹄という主
体的な郷土愛に基づくもので
す︒近年は働き方が多様とな
り︑団員の確保や訓練︑消防
団活動も困難になりつつあり
ます︒風水害についても比較
的少ない地域でもあるので︑
いかにして消防団活動が﹃我
が事﹄であるかを理解し︑理
解してもらうことが重要です︒
消防団という枠に囚われず︑
若い世代における郷土愛の醸
成に注力していきたいと考え
ています︒

河童の
ガジロウ

災害が多発化・激甚化し︑全国的
に出動回数が増えていることから︑
団員一人ひとりの負担が増加してい
ることは周知の事実です︒また消防
防災活動以外でも地域行事等の参加
が求められます︒入団すると時間︑
場所︑人に縛られる印象があるため︑
友人に入団を勧めても首を縦に振っ
てもらえません︒
私も入団当初は︑操法大会に向け
た訓練など活動全般を負担に感じて
いました︒ただ︑今は違います︒団
員数が少なくとも有事の際に組織が
機能するよう︑分団長がナレッジの
ＤＢ化︑情報伝達の自動化等でレ
ギュレーションを整備してくださっ
ているので︑負担は逓減しています︒
強制されることなく︑可能な範囲
で自主的に地域貢献できる消防団・
当分団の共助の精神に共感していま
す︒今後も継続して地域を守れるよ
うに精一杯努力します︒

町内の各エリアにおいて計画
立案し実施しています︒
︻小学生消防団見学・小学校合
同防災訓練︼
町内小学校と消防団が連携
し︑児童を消防団ポンプ庫に
招き消防団見学を実施してい
ます︒また︑合同防災訓練と
して実践的放水訓練を実施し
見学してもらうなど︑消防団
の役割や意義︑体験談の説明︑

昂人

山口

Pick Up!

礼式訓練

福崎町は︑昭和三一年五月
支部三二分団で構成されてい
三日︑田原村︑八千種村︑旧
ます︒人口二万人弱︑面積四
福崎町の一町二村が合併して
五・七九平方キロメートルの
﹃地域の防火防災力の向上を進めます﹄
誕生しました︒古くから交通
小さい町ですが︑女性消防団
の要衝として栄え︑周囲を緑
員を含めた団員数は六〇〇名︑
加古川市消防団
の山にかこまれ︑中央部を清
平均年齢は三二・七歳と高い
リーダーとして重要な役割を
加古川市は︑県南部の播磨
流市川が流れています︒気候
人口比率かつ若い団員で構成
果たしています︒
灘に面し︑播磨平野を貫流す
は比較的安定しており︑雨の
されています︒また︑平日昼
例年︑加古川市消防団では︑ 少ない地域であったため︑た
る県下最大の河川﹁加古川﹂
間の火災発生時における初期
出初め式や総合防災訓練への
河口に広がる豊かな自然に囲
め池を多く有しています︒日
消火及び消防団員への支援に
参加のほか︑団幹部と新入団
まれた地域です︒沿岸部は︑
本民俗学の開拓者︑柳田國男
従事する機能別消防団員は二
員を対象とした礼式訓練や女
製鉄所を中心に石油コンビ
生誕の地であり︑遠野物語か
五名で構成されています︒車
ナートの重工業地帯が広がり︑ 性消防団員が講師となって行
ら発想を得て妖怪による町お
両は各分団の小型動力ポンプ
う消防団救命講習会︑常備消
播磨臨海工業地帯の一翼を
こしをしています︒
積載車三二台︑指揮車二台を
防との水防訓練や林野火災訓 ︻団の構成︼
担っています︒一方︑内陸部
配備し︑分団間連絡用のデジ
練を行っています︒
では︑伝統を生かした靴下や
福崎町消防団は︑一本部三
タル簡易無線機を各分団二台
また︑各分団では︑それぞ
毛織物など特色のある地場産
と本団︑本町連絡用無線機の
れの担当地域の特性に応じた
業が営まれています︒
活動認証制度﹂を導入し︑大
二系統を装備しています︒
各種訓練の実施や地域行事へ
加古川市消防団は︑現在︑
学
生
等
若
年
層
の
入
団
促
進
を
図
︻
消
防操法大会︼
参加協力し︑住民との連携を
女性分団︑企業連携消防団員
るとともに︑消防団員の年額
消防団員の消防技術及び士
図っています︒
を含め一団本部︑一九分団で
報
酬
・
出
動
報
酬
の
額
を
見
直
し
︑
気向上を図ることを目的とし︑
しかし︑令和二年から続く
構成され︑定数一︐二〇〇名
処遇を改善することで消防団
火災現場における行動の基礎
新型コロナウイルス感染症の
となっています︒車両は︑消
の
活
性
化
を
図
っ
て
い
ま
す
︒
であり︑日頃の訓練の成果を
影響により︑消防団活動の自
防ポンプ自動車一八台︑小型
今後は︑地域の防火防災力
発揮する場として︑毎年︑五
粛︑行事の中止・縮小を余儀
動力ポンプ付積載車一八台︑
の
向
上
の
た
め
︑
常
備
消
防
と
の
月に操法大会を実施していま
なくされ︑思うような活動が
指揮広報車一台を配備し︑市
連携はもちろんのこと︑自主
す︒新型コロナウイルス感染
できておりませんが︑そのよ
民生活の安全・安定を確保す
防災組織︑地域住民との連携
症拡大防止のため︑三年の間︑
うな状況においても︑感染防
るため︑災害対応以外にも地
を図り︑消防団が地域の核と
大会の中止を余儀なくされま
止を徹底し︑活動を継続して
域内での広報活動や自主防災
なり災害に強いまちづくりを
した︒技術の維持向上に加え
います︒
組織への訓練指導を行うとと
展開し︑今以上に地域に密着
て︑訓練の場で培っていた団
このような中︑令和四年度
もに︑消防団活動への理解と
し︑地域の特性に応じた消防
員とのコミュニケーションの
から︑﹁加古川市学生消防団
普及啓発に努め︑地域防災の
団活動を推進していきます︒
不足も各分団間では課題と
なっています︒
︻中継訓練・非常呼集訓練︼
有事が発生した際に︑敏
速・適正に統制の取れた消火
活動を行うことを目的に︑福
崎町では年二回︑各支部︑七
〜一三分団に分かれ︑自然水
利からの長距離送水訓練を実
施しています︒分団単独で行
う普段の点検や操法訓練では
行えない分団間の中継送水時
の送水圧管理や︑無線連絡を

洲本市消防団
外町分団

小学校合同防災訓練での放水体験の様子

〜共助の精神から地域の安全へ〜

福崎町消防団消防操法大会の様子

われら若手消防団員

（５月・
８月・
１１月・
１月発行）

令和４年８月15日
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水防訓練

わ が 町

の団

﹁いざ消防団改革へ﹂

加西市消防団

哲也

加西市
新温泉
町

長
さ ん

西市消防団の陣頭指揮を担い︑ 現場の声に寄り添われ︑消防
団活動の改善にご尽力されて
多くの現場経験を積まれてき
います︒
ました︒
深田団長は﹁楽しくやりが
火災の一報が入れば︑だれ
いの感じる消防団づくり﹂
よりも早く現場に駆け付け︑
﹁地域防災の要として︑加西
﹁火災現場に深田あり﹂とそ
市住民が安心して生活が出来
の参集率は消防職員も驚くほ
る消防団づくり﹂を使命に全
どで︑常に災害現場の第一線
力で取り組みたいと意気込ま
でご活躍されています︒
れており︑今後のご活躍に期
深田団長の基本理念は︑
待が高まります︒
﹁訓練は厳しくとも︑平時は
楽しく︑上下関係なくなんで
も話し合える︑風通しのよい ﹁宇野団長を中心に﹂
組織づくり﹂を心掛けておら
れ︑自然体で飾らない人柄か
新温泉町消防団
ら人望も厚く︑団員達から大
宇野 正宏
変慕われています︒
また︑訓練による長時間の
拘束や︑家庭や本業に支障を
来している等の意見で問題と
なっていたポンプ操法大会︑
礼式大会について︑負担に感
じる団員らの声に真摯に向き
合われ︑この二行事を廃止し︑
より実践的な訓練に置き換え
るご決断をされるなど︑常に

活動しています︒
宇野団長は昭和五五年に旧
浜坂町消防団入団し︑様々な
水火災に出動して活躍されま
した︒平成二二年から副団長
を務め︑令和四年四月一日か
ら第二代新温泉町消防団長に
就任しました︒

入団当初から消防団活動に
対し熱心に取り組み︑団員の
確保や指導にも尽力されてい
ます︒また謹厳実直な人柄で︑
団員はもとより地域住民から
も信頼されています︒新温泉
町防犯協会の会長も務めてお
られ︑地域住民の安心・安全

のために多忙な毎日を過ごし
ておられます︒
昨今では新入団員の減少や
団員の高齢化など問題も出て
きていますが︑頼りになる宇
野団長を中心に︑これからも
町を火災や災害から守ってい
きます︒

禄会

女性目線で
小野市の安全・安心を守ります

佐藤

個々の意識や日常生活に防災を
取り入れていくことが必要です︒
今後も︑市民一人ひとりに防災
を身近なものとして捉えていた
だくよう︑女性ならではのきめ
細かな視点で考え︑工夫しなが
ら普及啓発活動に取り組んでい
きます︒そして︑市民一人ひと
りの自主防災レベルを向上させ︑
まち全体の防災力を高めていき
たいです︒

小野市消防団女性分団
小野市消防団女性分団は︑平
成一三年に播州地方ではじめて
結成された女性による消防団で︑
小野市の市花ひまわりにちなみ
﹁サンフラワーズ一一九﹂の愛
称で活動しております︒
私たちの活動は︑AEDの使
い方や心肺蘇生法の指導︵救急
教室？︶をはじめ︑高齢者宅へ
の防火訪問︑また火災予防運動
の際に行われる各種イベントで
の防火広報活動などを
行っています︒さらに平
成二八年から新たな取り
組みとして︑避難所運営
研修︵HUG︶を開始︒
この研修では︑避難所で
起こる様々な出来事にど
う対応していくかをゲー
ム感覚で模擬体験し︑災
害時要援護者への配慮や
部屋割り︑炊き出し場所︑
仮設トイレの配置など︑
生活空間の確保をどうす
るのかを話し合いながら︑
避難所の運営を学ぶ研修
を市民の方へ指導してい
ます︒
災害発生時に知識を活
かし︑行動に移せるよう
になるには︑普段から

結成22年目を迎えた女性分団サンフラワーズ119

深田

加西市は︑兵庫県の南西部
に位置する人口約四三︐〇〇
〇人の町で︑加西市消防団は
総団員数一︑二二七名が消防
団活動に従事しており︑今年
度から深田団長が新たに消防
団の陣頭指揮を執られていま
す︒
深田団長は︑昭和五六年の
入団後︑通算三六年の長きに
わたり消防活動に従事され︑
分団長︑副団長を歴任後︑加
兵庫県の最北西部に位置す
る新温泉町は︑町名にもある
ように温泉が複数地域で湧き
出し︑銭湯や旅館だけでなく︑
一般家庭にも温泉が配湯され
ています︒海に面している浜
坂地域︑山間にある温泉地域
の大きく二つの地域で分れて
おり︑このような地域性のた
め住宅火災のほか林野火災も
発生しやすく︑不測の事態に
備え︑消防団は常に消火訓練
等を積み重ねています︒
新温泉町消防団は︑平成一
七年一〇月一日︑二町合併に
より旧浜坂町消防団︑旧温泉
町消防団が統合して発足しま
した︒現在二一分団︑六七八
名の団員で地域住民の生命・
財産を守ることを使命として

がんばってます、
女性消防団員

（6）
（５月・
８月・
１１月・
１月発行）

令和４年８月15日
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編 集 後 記

厳しい暑さが続いて
おりますが︑皆さまい
かがお過ごしでしょう
か︒
今月号では一面から
三面に︑各種表彰を受
章された方々を掲載し
ております︒受章され
た皆様おめでとうござ
います︒
また︑当協会の役員
一覧も掲載させていた
だいておりますのでご
覧ください︒
最後に︑今月号も紙
面作成にあたり︑各地
区から多数の寄稿をい
ただき︑ご協力いただ
きまして︑誠にありが
とうございます︒
熱中症をはじめ︑大
雨・台風など︑何かと
気がかりな季節となり
ました︒また新型コロ
ナウイルス感染症の感
染者も増大しておりま
す︒災害への備え・体
調管理には気を付け︑
暑い夏を乗り切りま
しょう！

