ら
小野市

人と緑のホームタウン

加古郡稲美町
いなみ
れた県内最古
の﹁天満大
池﹂があり︑
絶滅危惧種に
指定されてい
るアサザの生
息も確認され
ています︒ま
た︑県内最大
の貯水量を誇
る﹁加古大
池﹂では︑
ウォーキング
やウィンド
サーフィンを
楽しむ人で賑
わっています︒
これらのため
池や水路︑水
田︑集落に
よって構成さ
れた稲美町特有の景観は︑文
化庁から﹁稲美のため池群﹂
として︑文化的景観の重要地
域に指定されています︒
当町には︑国道や鉄道の乗
り入れはありませんが︑近隣
の四市に囲まれた地理的条件
から︑基幹産業の農業のほか︑
住宅地や工業用地としても開
発が進んでいます︒特産品

べき役割はより一層重要性を
増しており︑それだけに地域
住民の方々の消防団に寄せる
期待も益々大きくなっていま
す︒
皆様方には︑消防人として
高い誇りと︑地域住民の生命︑
身体︑財産を守るという消防
の崇高な使命を達成するため︑
今後とも心身の鍛錬︑技術の
錬成に努めていただきますよ
うお願い申し上げます︒
本協会といたしましても︑
消防の持つ役割の重要性を深
く認識し︑地域の安全・安心

暮らし続けられる体制を整え
ます︒
第二は︑多彩な人材が活躍
できる社会づくり︒女性︑若
者︑高齢者︑障害者の一層の
社会参加を促します︒そのた
めにも︑子育て環境の整備や︑
個性を伸ばす教育に努め︑県
民一人ひとりの自己実現を目
指します︒
第三は︑活力あふれる地域
づくり︒科学技術基盤を活か
した新産業の創出︑大都市近
郊を活かす農林水産業の確立
など︑産業の競争力強化に取
り組みます︒また︑高速道路

県下最大のため池「加古大池」

域
の

住むなら！やっぱりおの

稲美町は︑兵庫県南部の東
播磨地域にあり︑東は神戸市︑
西は加古川市︑南・北には明
石市︑三木市とそれぞれ隣接
しています︒平成二七年は︑
昭和三〇年三月に加古村︑母
里村︑天満村が合併して稲美
町が誕生してから︑ちょうど
六〇周年の節目の年となりま
す︒かつて万葉集に﹁いなみ
野﹂と詠まれた︑水の乏しい
﹁いなみ野台地﹂を先人たち
は︑灌漑用水とため池の築造
で補い︑農業を営んできまし
た︒明治以降には︑大規模な
灌漑用水の完成により︑水田
開発が大きく進み︑黄金色の
稲穂に満ちた美しい町の基礎
が築かれました︒
現在も町内には︑八八のた
め池が点在し︑農林水産省か
ら﹁ため池一〇〇選にも選ば

義雄

第一は︑安全安心の確保︒
安全こそが県民生活と社会経
もとい
済活動の基です︒ハード・ソ
フト両面から防災・減災対策
を進め︑危機に強い地域を創
ります︒また︑医療︑福祉の
更なる充実により︑安心して

を保ち︑将来への希望を持て
る地域を目指さねばなりませ
ん︒それだけに︑地域の多様
な資源を最大限に活用して︑
ふるさと兵庫を愛する人々と
ともに︑﹁安全安心で元気な
ふるさと兵庫﹂を創らねばな
りません︒

〜 兵庫創生に挑む 〜

新年あけましておめでとう
ございます︒
国内では急速な人口減少・
少子高齢化︑世界では地域紛
争が激化する一方で︑国境を
超えた経済の一体化が進展し
ています︒内外とも変化の激
しい今︑兵庫においても︑新
たな発展の枠組みが求められ
ています︒
昨秋︑本県は︑五年間の地
域創生戦略を策定しました︒
今後五〇年で一〇〇万人以上
の人口減少が見込まれます︒
少子化と高齢化も年々進行し
ます︒その中でも兵庫が活力

新年のあいさつ
岸谷

兵庫県消防協会
会長

賜りまして厚くお礼申し上げ
ます︒
さて︑最近では地震や台風
の他にも︑記録的な大雨や竜
巻︑火山の噴火など︑大規模
な災害が全国各地で頻発して
おります︒昨年は北関東地域
において︑台風一八号による
大雨で鬼怒川が決壊し︑自然
災害の恐ろしさを改めて痛感
させられたところです︒
このようにいつどこで災害
が起きても不思議ではないと
いう状況の中︑地域防災の中
核を担う我々消防団の果たす

公益財団法人

新年あけましておめでとう
ございます︒
平成二八年の輝かしい新春
を迎え︑消防団員︑消防職員
並びにご家族の皆様に謹んで
新年のお慶びを申し上げます︒
皆様方には︑消防防災の最
前線に立ち︑あらゆる災害か
ら地域の安全・安心を守るた
め︑日夜消防・防災活動にご
精励いただいておりますこと
に︑心から敬意を表し︑深く
感謝申し上げます︒また︑平
素は本協会の運営や活動に対
し︑格別のご理解とご協力を

稲美町・イメージキャラクター「いなっち」

﹁行政も経営﹂
という基本理念
のもと︑行政経
営四つの柱﹁顧
客満足度志向﹂︑
﹁成果主義﹂︑
﹁オンリーワ
ン﹂︑﹁後手か
ら先手管理﹂を
掲げ︑市民の皆
さんに満足して
いただける施策
を展開しており
ます︒
地域の活性化
や防災力を高め
るために︑﹁地
域の絆﹂を大切
に﹁小野市に住み続けたい︑
暮らしてみたい﹂と実感でき
るまちづくりを地域住民と共
に目指しています︒
そんな小野市へ︑ぜひお越
しいただき︑ご紹介した魅力
をお楽しみください︒
年間40万人が利用する白雲谷温泉ゆぴか
森の眺めや四季を楽しむことができる自然に囲まれた温泉です

平成二八年新春メッセージ

国道175号沿いにあり、北播磨一の来場者数（年間約100万人）を誇るひまわりの丘公園
春は菜の花、夏はひまわり、秋にはコスモスと四季折々の花が彩ります

お
知

季折々の花が来場者を迎えて
くれます︒他にも大型ロー
ラーすべり台のある﹁夢の森
公園﹂︑グラウンドゴルフ場
がある﹁こだまの森﹂もあり︑
当市には子どもからお年寄り
まで楽しめるスポットが多数
あります︒自然の中でいっぱ
い遊んで楽しんで︑あなただ
けの発見や驚きを見つけてく
ださい︒
また︑毎年八月に開催され
る﹁小野まつり﹂では︑五千
発の花火が夜空を飾り︑一二
〇を超えるチームがよさこい
などを披露する﹁おの恋おど
り﹂では迫力満点の演舞が繰
り広げられます︒
歴史や産業をたどると︑奈
良東大寺南大門で用いられた
技法“天竺様”を残す唯一の
仏堂国宝﹁浄土寺浄土堂﹂や
鎌倉時代の仏師快慶による国
宝﹁阿弥陀如来三尊立像﹂︑
また近くには︑﹁広渡廃寺﹂
など多くの史跡も点在してい

雄
義
谷

地

当市は︑兵庫県の中南部︑
一級河川加古川の下流域にあ
ります︒豊かな自然と瀬戸内
式の穏やかな気候は︑四季
折々の草花を実らせ︑住む人
の心までも和ませてくれる気
候風土となっています︒
少しその魅力をご紹介しま
すと︑市の南西部には︑多く
のハイカーが訪れる﹁小野ア
ルプス﹂の山々が連なり︑山
頂から市内が一望できます︒
そのすぐ近くには︑冬を迎え
ると数千羽の鴨が飛来する
﹁鴨池﹂があり︑のんびりと
した自然が来訪者を包み込ん
でくれます︒市の中央には国
道一七五号が南北に縦断し︑
その道路沿いには︑遊べば遊
ぶほどお気に入りの場所とな
る﹁ひまわりの丘公園﹂があ
り︑大型遊具や﹁遊べる噴
水﹂で元気いっぱい遊ぶこと
ができます︒公園の南側に広
がる花畑では︑菜の花や大輪
のひまわり︑コスモスなど四

無事故へと
気持ち集中
はっけよい

撮影者：稲家茂氏
明石大橋の夜明け

知
戸
井
題字

岸
編集発行人

事

ます︒また︑地場産業となる
﹁そろばん﹂や﹁金物﹂を中
心に城下町として栄えてきた
形跡をたどることもできます︒
天気がいい日には大池総合
公園で︑ランニングや水泳︑
テニスなど︑屋内外のスポー
ツで汗を流したり︑広
い図書館で一日中読書
を楽しんだり︑﹁うる
おい交流館エクラ﹂で
コンサートを楽しんだ
り︑当市には楽しみが
たくさん詰まっていま
す︒
そして︑一日の終わ
りは︑市内に六カ所あ
るコミュニティレスト
ランなどで︑地元食材
を使った料理を堪能し
たり︑﹁白雲谷温泉ゆ
ぴか﹂で疲れを癒すな
ど︑魅力いっぱいの料
理や施設を試して︑あ
なたの﹁おすすめ﹂の
一ページに加えてくだ
さい︒
最後に︑当市では︑
﹁住むなら！やっぱり
おの﹂を合言葉に︑

神戸市中央区下山手通4丁目16番3号

せ
小野の夜空を彩る「ファイヤーファンタジア」
平成27年 小野まつり
発 行 所
公益財団法人兵庫県消防協会
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﹁いなみ野メロン﹂や﹁万葉
の香︵コシヒカリ︶﹂︑キャ
ベツなどに代表される町内の
優良な農産物や加工品を﹁稲
美ブランド﹂として認証し︑
産業振興にも取り組んでいま
す︒昨年の秋には︑天満大池
のほとりに︑県下最大級のＪ
Ａの直売所﹁にじいろふぁー
みん﹂がオープンしました︒
農産物の直売だけでなく︑レ
ストラン︑情報発信コーナー
など兼ねた複合施設となって
いて︑連日多くのお客さんで
にぎわっています︒

編 集 後 記
新年あけましておめ
でとうございます︒毎
日寒い日が続きますが︑
皆様いかがお過ごしで
しょうか︒年が改まり︑
決意も新たに消防団活
動に取り組んでおられ
ることと存じます︒
今月号では各団体の
代表者の年頭のあいさ
つを掲載しております︒
また︑各地区から多
数のご寄稿をいただき
ありがとうございまし
た︒
本年も﹁兵庫消防﹂
のご愛読をよろしくお
願いします︒

網の整備︑広域観光圏の形成
などにより︑内外との交流の
拡大につなげます︒
未来は︑私たちの手で変え
られる︒
そのため︑戦略では︑自然
増や社会増対策を行うととも
に︑人口が減る中でも実質的
な経済成長を実現するという
目標を掲げました︒地域︑地
域の持つ多様な資源を活かし
つつ︑兵庫としてのまとまり
を発揮する﹁多様性と連携﹂
を基本に︑皆さんと共に挑み
ます︒﹁兵庫創生﹂に向けて︑
さあスタートを切りましょう︒

各地域
資源を活かし連携し
めざすは兵庫の
新しい展開

の確保のため各種事業を積極
的に推進しているところでご
ざいます︒今後とも消防団の
活性化を図り︑社会環境の変
化に即した消防団の充実強化
に傾注してまいりたいと考え
ておりますので︑皆様方にお
かれましては︑なお一層のご
理解とご協力を賜りますよう
お願い申し上げます︒また︑
今年は県の操法大会が開催さ
れる年でもあり︑消防活動の
基本となる操法技術の向上と
消防団活動のPRの機会とし
て取り組んでいただければと
存じます︒
最後になりましたが︑今年
が災害のない平穏な一年であ
ることを祈願し︑県下の消防
団員︑消防職員の皆様のご活
躍︑ご健勝をお祈り申し上げ
まして新年のご挨拶とさせて
いただきます︒

年

頭

の

平成二八年の新春を迎える
に当たり︑平素から地域の安
心・安全を守るため︑消防防
災活動や消防関係団体業務な
どにご尽力いただいておりま
す全国の消防関係者の皆様に︑
謹んで年頭のご挨拶を申し上
げます︒
我が国の消防は︑先人のた
ゆまぬ努力の積み重ねにより︑
着実に進展し︑国民の安心・
安全の確保に大きな役割を果
たしてまいりました︒
一方︑昨年は︑口永良部島
の噴火をはじめ全国的に火山
活動の活発化が見られたほか︑
夏には各地で大雨被害が発生
し︑特に九月の関東・東北豪

辞
消防庁長官

佐々木

敦朗

雨では茨城県常総市において
鬼怒川の堤防が決壊するなど︑
甚大な被害がもたらされまし
た︒
また︑川崎市の簡易宿泊所
火災や広島市の飲食店火災な
ど︑多数の方が犠牲となる火
災も発生しました︒さらに︑
猛暑による熱中症の救急搬送
人員数も︑依然として高止ま
りしています︒
首都直下地震や南海トラフ
地震などの大規模地震の発生
が危惧される今日︑消防に対
する国民の期待はますます高
まっております︒また︑社会
構造の変化に伴い複雑多様化︑
高度化する事故から︑国民の

公益財団法人
会長

敏文

日本消防協会

秋本

迎えます︒
東日本大震災後も様々な自
然災害が相次ぎ︑住宅火災等
も後を絶ちません︒今年は節
目の年という思いのもと︑新
法の趣旨等をいかしながら︑
関係者一同協力して︑消防体
制の一層の充実強化を進めな
ければなりません︒一〇〇年
以上も前から消防団は全国に
設置され︑我が国消防の基礎
が作られ︑そして︑第二次大
戦後︑新たな消防制度のもと
で︑全国的な常備化が実現し︑
特に阪神淡路大震災後の緊急

消防関係の方々です︒
叙勲の伝達式は︑平成二七
年一一月一一日︵水︶午前一
一時よりニッショーホールで
盛大に挙行され︑土屋総務副
大臣から各代表者に叙勲が伝
達されました︒

生命︑身体及び財産を守るた
めには︑消防防災体制を更に
強化していく必要があります︒
このため︑消防庁では︑緊
急消防援助隊及び常備消防力
の充実強化をはじめ︑消防団
をはじめとする多様な主体に
よる地域防災力の充実強化や
火災予防対策の推進︑消防防
災分野における女性の活躍促
進などを中心とした施策に取
り組んでまいります︒
あわせて︑今年開催される
伊勢志摩サミットにおける消
防・救急体制の確保や︑二〇
二〇年東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会等の開
催に向けた大都市等の安心・

消防援助隊の発足を契機とす
る装備の改善等により常備消
防が一段と充実されました︒
これらが日本消防の第一期及
び第二期と考えられると思い
ますが︑こうして築き上げら
れてきた常備消防と消防団が
十分連携を取って進めるこれ
からの消防防災体制の整備は︑
いわば日本消防第三期のス
タートと考えられると思いま
す︒それは︑消防機関が活躍
するだけでなく技術的な指導
などで中心的な役割を果たし
ながら︑地域住民︑企業・団

安全対策の推進など︑国際会
議や大規模イベントに対応す
るための危機管理体制の充実
強化も図ってまいります︒
また︑東日本大震災の発生
から今年で五年となりますが︑
被災地では︑依然として厳し
い状況の中で消防防災活動を
強いられている消防本部もあ
ります︒被災地における消防
防災体制の充実強化も︑引き
続き手を緩めることなく推進
してまいります︒
皆様方におかれましては︑
我が国の消防防災・危機管理
体制の更なる発展と︑国民が
安心して暮らせる安全な地域
づくりのために︑より一層の
ご支援とご協力をいただきま
すようお願い申し上げます︒
皆様のますますのご健勝と
ご発展を祈念いたしまして︑
年頭のご挨拶とさせていただ
きます︒

体等の皆さんなど︑地域の総
力を結集する地域防災力の充
実強化を目指すということだ
と思います︒
諸先輩の絶え間ないご尽力
によって今日の日本消防があ
ります︒平成二八年という年
も将来の日本消防の発展に貢
献することとなりますよう︑
消防関係の皆さんとご一緒に︑
今年も様々な活動をしてまい
りたいと考えております︒
新年が皆様にとって良い年
でありますように︑そして県
内各地が無事平穏であります
ようお祈りして︑新年のご挨
拶といたします︒
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謹んで新春のお慶びを申し
上げますとともに︑日夜︑地
域の安全のためご尽力頂いて
いる兵庫県内の消防関係の
方々に心から敬意を表し︑感
謝申し上げます︒
今年は︑あの東日本大震災
から五年を迎えます︒その教
訓をいかして︑どのような災
害があっても生命を守り抜く
ことができる消防防災体制の
整備を目指す新しい法律︑
﹁消防団を中核とした地域防
災力の充実強化に関する法
律﹂が成立して今年は三年を

平成二七年秋の叙勲が一一
月三日に発令されました︒
叙勲の受章者︵消防関係︶
は︑全国で五七四名︑うち兵
庫県では︑元消防団員・吏員
二二名が叙勲の栄に浴されま
した︒
︽全国消防関係受章者数︾
一八名
瑞宝小綬章
三名
旭日双光章
四四名
瑞宝双光章
五〇九名
瑞宝単光章
五七四名
計

叙勲伝達式

受章者は︑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︑消防力の強化・拡充に
尽力し︑社会公共の福祉の増
進及び業界の発展に寄与した
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平成二八年の新春を迎える
に当たり︑平素から地域の安
心・安全を守るため︑消防防
災活動や消防関係団体業務な
どにご尽力いただいておりま
す全国の消防関係者の皆様に︑
謹んで年頭のご挨拶を申し上
げます︒
我が国の消防は︑先人のた
ゆまぬ努力の積み重ねにより︑
着実に進展し︑国民の安心・
安全の確保に大きな役割を果
たしてまいりました︒
一方︑昨年は︑口永良部島
の噴火をはじめ全国的に火山
活動の活発化が見られたほか︑
夏には各地で大雨被害が発生
し︑特に九月の関東・東北豪

辞
消防庁長官

佐々木

敦朗

雨では茨城県常総市において
鬼怒川の堤防が決壊するなど︑
甚大な被害がもたらされまし
た︒
また︑川崎市の簡易宿泊所
火災や広島市の飲食店火災な
ど︑多数の方が犠牲となる火
災も発生しました︒さらに︑
猛暑による熱中症の救急搬送
人員数も︑依然として高止ま
りしています︒
首都直下地震や南海トラフ
地震などの大規模地震の発生
が危惧される今日︑消防に対
する国民の期待はますます高
まっております︒また︑社会
構造の変化に伴い複雑多様化︑
高度化する事故から︑国民の

公益財団法人
会長

敏文

日本消防協会

秋本

迎えます︒
東日本大震災後も様々な自
然災害が相次ぎ︑住宅火災等
も後を絶ちません︒今年は節
目の年という思いのもと︑新
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関係者一同協力して︑消防体
制の一層の充実強化を進めな
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叙勲の伝達式は︑平成二七
年一一月一一日︵水︶午前一
一時よりニッショーホールで
盛大に挙行され︑土屋総務副
大臣から各代表者に叙勲が伝
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めには︑消防防災体制を更に
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急消防援助隊及び常備消防力
の充実強化をはじめ︑消防団
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キュラムであり︑教育生から
は︑﹁基本的な部分を再確認
できた﹂﹁今まで使ったこと
がない資機材を実際に使って
訓練でき︑有意義であった﹂
という意見が寄せられました︒
また︑﹁現場指揮と安全管
理﹂の講義では︑様々な危険
が潜む災害現場で必要とされ
る現場指揮と安全管理につい

兵庫県消防学校
て︑動画映像を活用しながら
重要なポイントを説明し︑現
場指揮・安全管理の重要性を
再認識していただきました︒
消防団を中核とした地域防
災力の充実強化に寄与するた
め︑今後も︑本課程並びに分
団指揮課程の教育訓練内容の
充実を図っていきます︒

◎瑞宝双光章
元川西市
消防司令長

内海

井上

講平

博昭

賢治

受章者の皆様
救助・救命の様子

東仲

健治

覺

﹁平成二七年版
消防白書﹂の
公表
この度︑消防庁におい
て︑消防白書が公表され
ました︒
消防白書は︑国民の生
命︑身体及び財産を災害
等から守る消防防災活動
について紹介しているも
ので︑毎年刊行されてい
ます︒
平成二七年版消防白書
では︑消防庁が力を入れ
て取り組んでいる施策と
して︑①創設二〇周年を
迎えた緊急消防援助隊②
消防団を中核とした地域
防災力の充実強化につい
て特集されております︒
また︑消防における女
性の更なる活躍の推進︑
国際緊急援助及び消防防
災に関する国際交流の最
近の動き︑熱中症への対
応︑台風第一八号から続
く大雨等への対応がト
ピックスとしてあげられ
ています︒
消防白書は︑消防庁の
ホームページに掲載され
ておりますので︑ぜひご
覧ください︒

消防庁

◎瑞宝単光章

元宝塚市
消防司令長

藤本

俊廣

日出夫

邦雄
元豊岡市
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信生

林

一野

孝三
元三木市
消防司令

渕上

元明石市
消防司令長

元明石市
消防司令

牛尾

正和
元神戸市
消防司令長

東一

武夫

元姫路市
消防司令長

田中

彰

三木

市川

元小野市
消防司令

谷口
元姫路市
消防司令長

元芦屋市
消防司令長

元相生市
消防司令

敏行

に掲載されていますので、ぜひご覧ください。

中野

（http://www.fdma.go.jp/html/life/yobou̲contents/materials/）

元赤穂市
消防司令長

このたび、感震ブレーカー等の普及啓発リーフレットが
消防庁ホームページ

叙勲の栄に浴された方々は︑
消防職員として国民の生命︑
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︒
受章者は︑全国で瑞宝双光
章二九五名︑瑞宝単光章三四
三名︑計六三八名︑うち兵庫
県関係では︑二二名の消防職
員が受章されました︒

元たつの市
消防司令長

小川

明

した。

兵庫県下受章者︵消防関係︶

元西宮市
消防監

嶋田

照通

元伊丹市
消防監

元北はりま消防組合
消防監
藤井

務

（消防白書掲載ページ）

満

堀井

豊

消防庁ホームページ

畑田

元加古川市
消防監

堀家

式典の様子

リーフレットのほか、
感震ブレーカー等に関する情報は、
以下もご参照ください。

元西宮市
消防監

元神戸市
消防監

剛

http://www.meti.go.jp/policy/safety̲security/industrial̲safety/oshirase/2015/10/270105-1.html

前西

経済産業省ホームページ

http://www.fdma.go.jp/html/

http://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/denkikasaitaisaku/index.html

hakusho/h27/h27/pdf/h27̲all.pdf
内閣府ホームページ

コードの
断線等に
より出火
電源
タップ

元三田市
消防司令長

感震ブレーカーについて

元淡路広域消防事務組合
消防司令長 若宮 公平

皆さんも、電気火災から「家」「地域」を守るために、感

平成二七年度
消防団員幹部教育指揮幹部科
現場指揮課程を実施

兵庫県消防学校では︑平成
二七年一一月七日︵土︶︑八
日︵日︶の二日間︑消防団員
五三名を対象に︑﹁幹部教育
指揮幹部科現場指揮課程﹂を
実施しました︒
﹁救助・救命訓練﹂︑﹁火
災防ぎょ訓練﹂︑﹁地域防災
指導訓練︻応急手当︼﹂など︑
実戦的な実技訓練中心のカリ

電気に起因する出火の可能性がある主な部位
引用：大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会報告書（内閣府）

震ブレーカーを設置してみませんか？

白熱灯が転
倒・落下し可
燃物に着火
転倒・落下した可燃
物が、ヒーターに接
触し着火
水槽が転倒し、
ヒーターが可燃物
に着火

因する出火が相当程度抑制されると考えられています。

水槽が転倒、コ
ンセントに水が
かかり出火

す。感震ブレーカーの設置により、地震時における電気に起

配線の損傷等により出火

地震が発生した際、揺れに伴う電気機器からの出火や、停

白熱灯
電気ストーブ
電気コンロ等
観賞魚用
水槽

場合に自動的にブレーカーを落とし、電気を遮断するもので

二次配線

メーター

神・淡路大震災と東日本大震災の際に発生した火災において、

変圧器
（業務用等）

過負荷に
より加熱
し出火

感震ブレーカーとは、地震時に一定以上の揺れを感知した

一次配線

原因が特定されたもののうち過半数が電気火災によるもので

分電盤

電が復旧した時に発生する火災を電気火災と言います。阪

材

第２５回危険業務従事者叙勲が平成２７年１１月３日に発令
突撃取

（4）
（隔月奇数月15日発行）
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キュラムであり︑教育生から
は︑﹁基本的な部分を再確認
できた﹂﹁今まで使ったこと
がない資機材を実際に使って
訓練でき︑有意義であった﹂
という意見が寄せられました︒
また︑﹁現場指揮と安全管
理﹂の講義では︑様々な危険
が潜む災害現場で必要とされ
る現場指揮と安全管理につい

兵庫県消防学校
て︑動画映像を活用しながら
重要なポイントを説明し︑現
場指揮・安全管理の重要性を
再認識していただきました︒
消防団を中核とした地域防
災力の充実強化に寄与するた
め︑今後も︑本課程並びに分
団指揮課程の教育訓練内容の
充実を図っていきます︒

◎瑞宝双光章
元川西市
消防司令長

内海

井上

講平

博昭

賢治

受章者の皆様
救助・救命の様子

東仲

健治

覺

﹁平成二七年版
消防白書﹂の
公表
この度︑消防庁におい
て︑消防白書が公表され
ました︒
消防白書は︑国民の生
命︑身体及び財産を災害
等から守る消防防災活動
について紹介しているも
ので︑毎年刊行されてい
ます︒
平成二七年版消防白書
では︑消防庁が力を入れ
て取り組んでいる施策と
して︑①創設二〇周年を
迎えた緊急消防援助隊②
消防団を中核とした地域
防災力の充実強化につい
て特集されております︒
また︑消防における女
性の更なる活躍の推進︑
国際緊急援助及び消防防
災に関する国際交流の最
近の動き︑熱中症への対
応︑台風第一八号から続
く大雨等への対応がト
ピックスとしてあげられ
ています︒
消防白書は︑消防庁の
ホームページに掲載され
ておりますので︑ぜひご
覧ください︒

消防庁

◎瑞宝単光章

元宝塚市
消防司令長

藤本

俊廣

日出夫

邦雄
元豊岡市
消防司令

藤原

信生

林

一野

孝三
元三木市
消防司令

渕上

元明石市
消防司令長

元明石市
消防司令

牛尾

正和
元神戸市
消防司令長

東一

武夫

元姫路市
消防司令長

田中

彰

三木

市川

元小野市
消防司令

谷口
元姫路市
消防司令長

元芦屋市
消防司令長

元相生市
消防司令

敏行

に掲載されていますので、ぜひご覧ください。

中野

（http://www.fdma.go.jp/html/life/yobou̲contents/materials/）

元赤穂市
消防司令長

このたび、感震ブレーカー等の普及啓発リーフレットが
消防庁ホームページ

叙勲の栄に浴された方々は︑
消防職員として国民の生命︑
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︒
受章者は︑全国で瑞宝双光
章二九五名︑瑞宝単光章三四
三名︑計六三八名︑うち兵庫
県関係では︑二二名の消防職
員が受章されました︒

元たつの市
消防司令長

小川

明

した。

兵庫県下受章者︵消防関係︶

元西宮市
消防監

嶋田

照通

元伊丹市
消防監

元北はりま消防組合
消防監
藤井

務

（消防白書掲載ページ）

満

堀井

豊

消防庁ホームページ

畑田

元加古川市
消防監

堀家

式典の様子

リーフレットのほか、
感震ブレーカー等に関する情報は、
以下もご参照ください。

元西宮市
消防監

元神戸市
消防監

剛

http://www.meti.go.jp/policy/safety̲security/industrial̲safety/oshirase/2015/10/270105-1.html
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﹃日々の訓練に精進﹄

小学校防災訓練

神戸市灘消防団
団員

公子

第五分団

塩見

一〇月二九日︑私達灘消防団は︑
団長をはじめ︑女性団員五名で参
加させていただきました︒
私は初参加︑初九州ということ
で︑この日をとても楽しみにして
おりました︒当日は少し早めにホ
テルを出て順調に⁝と思っていた
ところ︑ちょっとした手違いで電
車に乗り遅れ特急に乗れず︑どう
なる事かと思いましたが︑その分
ゆっくりと景色を見ることができ︑

ハプニングもよい思い出の一つと
なりました︒
佐賀駅に着いてびっくり なん
と︑関係者の方々のお出迎え︒そ
して送迎バスまでの道やバスに
乗って会館に着くまでの道々で手
を振り歓迎してくださったのです︒
﹁感激﹂の一言でした︒
会場にはたくさんの女性消防団
員が来られており︑制服姿で歩く
私も︑その一員なんだと思うと急
に自分が誇らしく思えました︒
大会は︑パネルディスカッショ
ンや様々な活動報告が発表され︑
皆さん一人一人がとても印象的で
した︒
最後は柔道家の古賀稔彦さんの
講演会︒興味深いお話で聞き入っ
てしまいました︒
佐賀のおみやげに昼食の容器を
有田焼で︑とのお心遣いも大変嬉

◆自主防災とタイアップで
地域消防力強化
火災の際︑延焼を最小限に
抑えるのが現地の自主防災組
織です︒丹波市では消防団
OBも加わり自主防災組織を
形成して身近な所の防災力強
化に努めています︒そこに防
災会や地元消防団も加わり︑
地域一体となって地域消防防
災力の強化を図っています︒
消火器の正しい使い方や消火
栓による初期消火の必要性を

ても良い経験となりました︒今では火
災現場で筒先を任されるまでの信頼を
得ました︒
また︑応急手当普及員の資格を取得
させてもらい︑女性消防団員が実施す
る幼稚園児への防災教育のお手伝い
や︑自主防災訓練時における応急手当
講習会の指導にも活躍の場を与えても
らっています︒
平日の活動も増え︑時間を取るのも
難しいですが︑消防団活動を通じて得
るやりがいの多さに
感謝しています︒
消火活動だけでは
ない地域防災の要
﹁芦屋市消防団﹂の
頼もしい一員になれ
るようこれからも頑
張っていきたいと思
います︒

しかったです︒
こんなにもたくさんの女
性が活き活きと活動していること
に刺激を受け︑私も頑張ろうと思
いました︒
次回は交流会にもぜひ参加した
いです︒ありがとうございました︒

﹃全国女性消防団員活性化佐賀大会に参加して﹄

健康増進ソフトバレーボール

﹁東日本大震災﹂に自ら被災してい
るにも関わらず︑発災直後から活動を
始めている消防団員︒テレビから流れ
るそんな映像を見て︑考えさせられま
した︒
﹁復興とはなんなのか？﹂
蓄えがあるとか支援を受けたではな
く︑いち早く立ち上がり︑立ち向かう
ことが復興ではないかと︒
地域の安心安全のために活動する消
防団には︑多くの友人知人が入団して
おり︑彼らからタイミングよく声をか
けてもらえたことがきっかけで消防団
に入団しました︒
入団当初は︑訓練もまともにこなせ
ませんでした︒不安を覚え始めたこ
ろ︑消防操法大会の訓練に参加させて
もらいました︒操法訓練は︑基本操作
の習得だけではなく︑本団・分団の仲
間︑常備消防との信頼関係も築け︑と

自主防災タイアップで地域消防力強化

豊岡市出石消防団
◆県消防学校一日入校
近い将来︑分団を指揮する
立場にある副分団長を主体に︑
短期教育に入校してきました︒
各個訓練︑部隊訓練︑表彰要
領など︑指導する立場になる

各地から多くの暖かい支援を
頂き︑徐々に復旧復興も進ん
でいますがまだまだ道半ばで
す︒今後も﹁心つなぐ﹂を
キーワードに︑みなさまと力
を合わせ力強く取り組んでま
いりたいと考えておりますの
で引き続きのご理解ご協力を
よろしくお願い申し上げま
す︒

◆小学校防災訓練
市内小学校の避難訓練に合
わせ︑地元消防団が出前講座
形式で小学校へ出向き︑通
報・消火・避難訓練の三本立

◆水防訓練
消防団相互応援﹂の取決めを︑ 団員が︑自ら正しい動作がで
出水期を迎える時期に︑県
きているかどうかを再確認す ﹃地域でサポート！丹波市消防団です！﹄
平成二八年四月から運用開始
消防学校の水防技術講習会を
る意味でも︑非常に有意義な
する予定です︒
丹波市消防団
受講した団員が指導員となり︑ ◆普通救命講習
訓練でした︒今回は雨天のた
土のう積みの訓練を毎年実施
丹波市消防団は平成一六年
め屋内訓練場でご指導いただ
で指導を行っています︒迅速
市消防職員の指導による三
しています︒平成一六年の台
一一月一日に旧氷上郡六町
きましたが︑慣れない場所と
な避難誘導と関係者役割の確
時間の普通救命講習会を︑毎
風二三号の教訓を忘れないた
︵
柏
原
町
・
氷
上
町
・
青
垣
町
・
い
う
こ
と
も
あ
り
︑
普
段
よ
り
緊
認を行うと共に︑火災の恐ろ
年
実
施
し
て
い
ま
す
︒
一
次
救
命
めにも︑水害対応の訓練を欠
春日町・山南町・市島町︶が
張感を持った引き締まった訓
しさや︑命を守るための行
処置の手順として︑心肺蘇生
かすことはできません︒
合
併
し
︑
二
八
四
九
名
で
発
足
し
練
と
な
り
ま
し
た
︒
動︑避難方法︑及び消防団の
法
と
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
に
つ
い
て
基
ました︒その後︑丹波市消防
◆女性消防団放水演技
役割について説明を行い︑訓
本から学び︑指導員のアドリ
審議会の答申のもと︑幾度と
出石団では六名の女性消防
練の指導者として積極的な火
ブにより様々な場合を想定し︑
機構改革を行い︑定数の改正
団員が所属しており︑日頃は
災予防の推進を図っていま
トライ＆エラーを繰り返しな
が行われ︑平成二七年四月一
防火宣伝などの広報活動を精
す︒
がら確認できる実りある講習
日の第二次再編により条例定
力的に行っています︒毎年開
を行っています︒
数一七〇六名で構成されてい
催している操法大会で︑本年
ます︒丹波市消防団では︑団
度は女性消防団員による﹁消
員の技術力と士気向上のた
火栓からの放水演技﹂を操法
め︑ポンプ操法大会の他︑各
形式で実施しました︒男性団
地域単位で独自の訓練や研修
員に負けず劣らずの気持ちで
会を実施しています︒その一
訓練を繰り返し︑本番も見事
に披露することができました︒ 例を紹介いたします︒
有事の放水活動でも訓練の成
◆ソフトバレーボール大会
果が発揮できるよう︑今後も
団員の健康増進事業として
引き続き訓練に取り組んでい
ソフトバレーボール大会を
きます︒
行っています︒健康管理はも
出石団の訓練の一部を紹介
ちろん︑隣接分団など日頃の
させていただきましたが︑ほ
訓練活動の垣根を越えた団員
かにも︑定例の会議前に礼式
同士のコミュニケーションの
通常点検を行うなど︑恒常的
強化を図っています︒
に訓練に励んでいます︒地域
の安全安心を守る消防団とし
て︑これからも日々の訓練に
精進してまいります︒
◆隣接団との合同訓練
昨年度から︑隣接する市内
但東消防団との合同訓練を実
施しています︒山林や住宅密
集地域での火災を想定し︑他
団からの中継送水による放水
を行うなど︑大規模火災時に
も対応できる消火体制の確立
に向けた訓練を行っています︒
また︑六消防団を有する本市
では︑﹁大規模火災発生時の

のあなたはAED！﹂活動実
施中です︒

さ ん

◆復興への道しるべ
最後になりましたが︑平成
二六年の豪雨災害以降︑県内

長

組みとして︑市内大型商業施
設﹁イオンモール加西北条﹂
との合同消火訓練を開催し︑
団員の士気高揚と︑地域住民
の防火意識の向上を図ること
ができました︒
また︑常に団員が活動しや
すい環境づくりに気を配られ
ており︑その処遇改善や装備
品の充実にも力を注がれ︑市
との幾度にも渡る協議を重ね︑
この一月より消防団への新し
い補助制度がスタートするこ
ととなりました︒このように︑
消防団に新しい風を吹き込む
ことができる団長です︒
昨今︑新入団員の確保が困
難となる一方︑消防団の重要
性は益々高まっています︒加
西市消防団においても︑先人
の築かれた伝統を受け継ぎな
がらも︑社会状況の変化に対
応できる新しい消防団づくり
への手腕を皆が期待していま
す︒

!!

豊岡市出石町は県北東部に
位置し︑町並みに城下町の面
影を色濃く残す﹁但馬の小京
都﹂と呼ばれる観光地を有す
る町です︒
豊岡市出石消防団は︑全一
一分団︑団員数三七四名で消
防団活動に取り組んでいます︒
日頃から防火宣伝カーによ
る広報活動を頻繁に行ってお
り︑各分団による防火啓発活
動が奏功してか︑最近では火
災件数も僅かであり︑引き続
き精力的に防火意識の向上に
努めています︒しかし︑突然
訪れる有事の際︑迅速また的
確で安全な消防活動を行うた
めにも︑日々の訓練活動を怠
ることはできません︒そのた
め我が団では︑様々な訓練を
実施しています︒

広く理解していただくため︑
一連の実地訓練を行い︑火の
特性と消火に関する知識を身
に付け︑有事の対応に備える
活動を続けています︒

の団

◆ 女性消防分団も負けてません
九月号でお知らせしました
﹁第二一回全国女性消防団員
活性化佐賀大会 情報交流会
お国自慢のど自慢大会﹂で
は丹波市音頭に合わせAED
の使い方について歌い上げま
した︒優秀賞も頂き︑団員の
モチベーションは更に上昇中
です︒今年度は講習回数も急
上昇し︑市内のあちらこちら
で﹁あなたは１１９！︑そこ

わ が 町

奉治

﹁消防団に新しい風﹂
加西市消防団

山下

団︑一〇〇部︑一四一三名の
編成で日々消防活動に取組ん
でいます︒
山下団長は︑昭和六二年に
入団されてから分団長︑副団
長を歴任された後︑豊富な知
識・経験と消防にかける熱意
が認められ︑平成二七年度か
ら団長に就任︑現在団員の先
頭に立ち︑地域住民の安全安
心を守るため日夜奔走されて
います︒
団長は︑地域防災力の向上
のため︑消防団と自主防災組
織が連携を高めることに重点
を置き︑自治会の防災訓練に
おいては︑消防団員がリー
ダーシップを発揮できるよう
団員の能力向上に努められて
います︒
消防訓練は︑繰り返し行う
ことも重要なのですが︑その
反面マンネリ化といったこと
も言われます︒そのため︑秋
の防火訓練では︑新しい取り

義勇貴
武田

Pick Up!

加西市は兵庫県の南部︑播
磨平野のほぼ中央部に位置し
ており︑﹁花と緑のまち︑加
西﹂にふさわしい観光スポッ
ト県立フラワーセンター︑ま
た歴史的遺産も数多く残って
おり国宝の法華山一乗寺三重
塔や︑古くは奈良時代初期に
編纂された播磨国風土記にも
記述のある﹁根日女伝説﹂が
残る玉丘古墳があります︒
昭和四二年四月一日に︑加
西市の誕生とともに発足した
加西市消防団は︑現在一二分

山手分団

芦屋市消防団

神戸市参加の５名です

女性消防団…ガンバッテます！

〜消防団に入団して〜

がんばってます、
女性消防団員

われら
若手消防団員

３時間みっちり教わりました

いつも以上に引き締まった顔!?です
丹波市「復興の合言葉」
心つなぐ

月の輪工法…ガンバッテます！

中学校を街区に想定して訓練しました
女性消防団も負けてません

（6）
（隔月奇数月15日発行）

平成28年 1 月15日

防
消
庫
兵
第 662 号
（隔月奇数月15日発行）

平成28年 1 月15日

防
消
庫
兵
（7）第 662 号

﹃日々の訓練に精進﹄

小学校防災訓練

神戸市灘消防団
団員

公子

第五分団

塩見

一〇月二九日︑私達灘消防団は︑
団長をはじめ︑女性団員五名で参
加させていただきました︒
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おりました︒当日は少し早めにホ
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ところ︑ちょっとした手違いで電
車に乗り遅れ特急に乗れず︑どう
なる事かと思いましたが︑その分
ゆっくりと景色を見ることができ︑

ハプニングもよい思い出の一つと
なりました︒
佐賀駅に着いてびっくり なん
と︑関係者の方々のお出迎え︒そ
して送迎バスまでの道やバスに
乗って会館に着くまでの道々で手
を振り歓迎してくださったのです︒
﹁感激﹂の一言でした︒
会場にはたくさんの女性消防団
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◆自主防災とタイアップで
地域消防力強化
火災の際︑延焼を最小限に
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地域一体となって地域消防防
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や︑自主防災訓練時における応急手当
講習会の指導にも活躍の場を与えても
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ない地域防災の要
﹁芦屋市消防団﹂の
頼もしい一員になれ
るようこれからも頑
張っていきたいと思
います︒

しかったです︒
こんなにもたくさんの女
性が活き活きと活動していること
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﹃全国女性消防団員活性化佐賀大会に参加して﹄

健康増進ソフトバレーボール

﹁東日本大震災﹂に自ら被災してい
るにも関わらず︑発災直後から活動を
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自主防災タイアップで地域消防力強化
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います︒
団長は︑地域防災力の向上
のため︑消防団と自主防災組
織が連携を高めることに重点
を置き︑自治会の防災訓練に
おいては︑消防団員がリー
ダーシップを発揮できるよう
団員の能力向上に努められて
います︒
消防訓練は︑繰り返し行う
ことも重要なのですが︑その
反面マンネリ化といったこと
も言われます︒そのため︑秋
の防火訓練では︑新しい取り

義勇貴
武田

Pick Up!

加西市は兵庫県の南部︑播
磨平野のほぼ中央部に位置し
ており︑﹁花と緑のまち︑加
西﹂にふさわしい観光スポッ
ト県立フラワーセンター︑ま
た歴史的遺産も数多く残って
おり国宝の法華山一乗寺三重
塔や︑古くは奈良時代初期に
編纂された播磨国風土記にも
記述のある﹁根日女伝説﹂が
残る玉丘古墳があります︒
昭和四二年四月一日に︑加
西市の誕生とともに発足した
加西市消防団は︑現在一二分

山手分団

芦屋市消防団

神戸市参加の５名です

女性消防団…ガンバッテます！

〜消防団に入団して〜

がんばってます、
女性消防団員

われら
若手消防団員

３時間みっちり教わりました

いつも以上に引き締まった顔!?です
丹波市「復興の合言葉」
心つなぐ

月の輪工法…ガンバッテます！

中学校を街区に想定して訓練しました
女性消防団も負けてません
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ら
小野市

人と緑のホームタウン

加古郡稲美町
いなみ
れた県内最古
の﹁天満大
池﹂があり︑
絶滅危惧種に
指定されてい
るアサザの生
息も確認され
ています︒ま
た︑県内最大
の貯水量を誇
る﹁加古大
池﹂では︑
ウォーキング
やウィンド
サーフィンを
楽しむ人で賑
わっています︒
これらのため
池や水路︑水
田︑集落に
よって構成さ
れた稲美町特有の景観は︑文
化庁から﹁稲美のため池群﹂
として︑文化的景観の重要地
域に指定されています︒
当町には︑国道や鉄道の乗
り入れはありませんが︑近隣
の四市に囲まれた地理的条件
から︑基幹産業の農業のほか︑
住宅地や工業用地としても開
発が進んでいます︒特産品

べき役割はより一層重要性を
増しており︑それだけに地域
住民の方々の消防団に寄せる
期待も益々大きくなっていま
す︒
皆様方には︑消防人として
高い誇りと︑地域住民の生命︑
身体︑財産を守るという消防
の崇高な使命を達成するため︑
今後とも心身の鍛錬︑技術の
錬成に努めていただきますよ
うお願い申し上げます︒
本協会といたしましても︑
消防の持つ役割の重要性を深
く認識し︑地域の安全・安心

暮らし続けられる体制を整え
ます︒
第二は︑多彩な人材が活躍
できる社会づくり︒女性︑若
者︑高齢者︑障害者の一層の
社会参加を促します︒そのた
めにも︑子育て環境の整備や︑
個性を伸ばす教育に努め︑県
民一人ひとりの自己実現を目
指します︒
第三は︑活力あふれる地域
づくり︒科学技術基盤を活か
した新産業の創出︑大都市近
郊を活かす農林水産業の確立
など︑産業の競争力強化に取
り組みます︒また︑高速道路

県下最大のため池「加古大池」

域
の

住むなら！やっぱりおの

稲美町は︑兵庫県南部の東
播磨地域にあり︑東は神戸市︑
西は加古川市︑南・北には明
石市︑三木市とそれぞれ隣接
しています︒平成二七年は︑
昭和三〇年三月に加古村︑母
里村︑天満村が合併して稲美
町が誕生してから︑ちょうど
六〇周年の節目の年となりま
す︒かつて万葉集に﹁いなみ
野﹂と詠まれた︑水の乏しい
﹁いなみ野台地﹂を先人たち
は︑灌漑用水とため池の築造
で補い︑農業を営んできまし
た︒明治以降には︑大規模な
灌漑用水の完成により︑水田
開発が大きく進み︑黄金色の
稲穂に満ちた美しい町の基礎
が築かれました︒
現在も町内には︑八八のた
め池が点在し︑農林水産省か
ら﹁ため池一〇〇選にも選ば

義雄

第一は︑安全安心の確保︒
安全こそが県民生活と社会経
もとい
済活動の基です︒ハード・ソ
フト両面から防災・減災対策
を進め︑危機に強い地域を創
ります︒また︑医療︑福祉の
更なる充実により︑安心して

を保ち︑将来への希望を持て
る地域を目指さねばなりませ
ん︒それだけに︑地域の多様
な資源を最大限に活用して︑
ふるさと兵庫を愛する人々と
ともに︑﹁安全安心で元気な
ふるさと兵庫﹂を創らねばな
りません︒

〜 兵庫創生に挑む 〜

新年あけましておめでとう
ございます︒
国内では急速な人口減少・
少子高齢化︑世界では地域紛
争が激化する一方で︑国境を
超えた経済の一体化が進展し
ています︒内外とも変化の激
しい今︑兵庫においても︑新
たな発展の枠組みが求められ
ています︒
昨秋︑本県は︑五年間の地
域創生戦略を策定しました︒
今後五〇年で一〇〇万人以上
の人口減少が見込まれます︒
少子化と高齢化も年々進行し
ます︒その中でも兵庫が活力

新年のあいさつ
岸谷

兵庫県消防協会
会長

賜りまして厚くお礼申し上げ
ます︒
さて︑最近では地震や台風
の他にも︑記録的な大雨や竜
巻︑火山の噴火など︑大規模
な災害が全国各地で頻発して
おります︒昨年は北関東地域
において︑台風一八号による
大雨で鬼怒川が決壊し︑自然
災害の恐ろしさを改めて痛感
させられたところです︒
このようにいつどこで災害
が起きても不思議ではないと
いう状況の中︑地域防災の中
核を担う我々消防団の果たす

公益財団法人

新年あけましておめでとう
ございます︒
平成二八年の輝かしい新春
を迎え︑消防団員︑消防職員
並びにご家族の皆様に謹んで
新年のお慶びを申し上げます︒
皆様方には︑消防防災の最
前線に立ち︑あらゆる災害か
ら地域の安全・安心を守るた
め︑日夜消防・防災活動にご
精励いただいておりますこと
に︑心から敬意を表し︑深く
感謝申し上げます︒また︑平
素は本協会の運営や活動に対
し︑格別のご理解とご協力を

稲美町・イメージキャラクター「いなっち」

﹁行政も経営﹂
という基本理念
のもと︑行政経
営四つの柱﹁顧
客満足度志向﹂︑
﹁成果主義﹂︑
﹁オンリーワ
ン﹂︑﹁後手か
ら先手管理﹂を
掲げ︑市民の皆
さんに満足して
いただける施策
を展開しており
ます︒
地域の活性化
や防災力を高め
るために︑﹁地
域の絆﹂を大切
に﹁小野市に住み続けたい︑
暮らしてみたい﹂と実感でき
るまちづくりを地域住民と共
に目指しています︒
そんな小野市へ︑ぜひお越
しいただき︑ご紹介した魅力
をお楽しみください︒
年間40万人が利用する白雲谷温泉ゆぴか
森の眺めや四季を楽しむことができる自然に囲まれた温泉です

平成二八年新春メッセージ

国道175号沿いにあり、北播磨一の来場者数（年間約100万人）を誇るひまわりの丘公園
春は菜の花、夏はひまわり、秋にはコスモスと四季折々の花が彩ります

お
知

季折々の花が来場者を迎えて
くれます︒他にも大型ロー
ラーすべり台のある﹁夢の森
公園﹂︑グラウンドゴルフ場
がある﹁こだまの森﹂もあり︑
当市には子どもからお年寄り
まで楽しめるスポットが多数
あります︒自然の中でいっぱ
い遊んで楽しんで︑あなただ
けの発見や驚きを見つけてく
ださい︒
また︑毎年八月に開催され
る﹁小野まつり﹂では︑五千
発の花火が夜空を飾り︑一二
〇を超えるチームがよさこい
などを披露する﹁おの恋おど
り﹂では迫力満点の演舞が繰
り広げられます︒
歴史や産業をたどると︑奈
良東大寺南大門で用いられた
技法“天竺様”を残す唯一の
仏堂国宝﹁浄土寺浄土堂﹂や
鎌倉時代の仏師快慶による国
宝﹁阿弥陀如来三尊立像﹂︑
また近くには︑﹁広渡廃寺﹂
など多くの史跡も点在してい

雄
義
谷

地

当市は︑兵庫県の中南部︑
一級河川加古川の下流域にあ
ります︒豊かな自然と瀬戸内
式の穏やかな気候は︑四季
折々の草花を実らせ︑住む人
の心までも和ませてくれる気
候風土となっています︒
少しその魅力をご紹介しま
すと︑市の南西部には︑多く
のハイカーが訪れる﹁小野ア
ルプス﹂の山々が連なり︑山
頂から市内が一望できます︒
そのすぐ近くには︑冬を迎え
ると数千羽の鴨が飛来する
﹁鴨池﹂があり︑のんびりと
した自然が来訪者を包み込ん
でくれます︒市の中央には国
道一七五号が南北に縦断し︑
その道路沿いには︑遊べば遊
ぶほどお気に入りの場所とな
る﹁ひまわりの丘公園﹂があ
り︑大型遊具や﹁遊べる噴
水﹂で元気いっぱい遊ぶこと
ができます︒公園の南側に広
がる花畑では︑菜の花や大輪
のひまわり︑コスモスなど四

無事故へと
気持ち集中
はっけよい

撮影者：稲家茂氏
明石大橋の夜明け

知
戸
井
題字

岸
編集発行人

事

ます︒また︑地場産業となる
﹁そろばん﹂や﹁金物﹂を中
心に城下町として栄えてきた
形跡をたどることもできます︒
天気がいい日には大池総合
公園で︑ランニングや水泳︑
テニスなど︑屋内外のスポー
ツで汗を流したり︑広
い図書館で一日中読書
を楽しんだり︑﹁うる
おい交流館エクラ﹂で
コンサートを楽しんだ
り︑当市には楽しみが
たくさん詰まっていま
す︒
そして︑一日の終わ
りは︑市内に六カ所あ
るコミュニティレスト
ランなどで︑地元食材
を使った料理を堪能し
たり︑﹁白雲谷温泉ゆ
ぴか﹂で疲れを癒すな
ど︑魅力いっぱいの料
理や施設を試して︑あ
なたの﹁おすすめ﹂の
一ページに加えてくだ
さい︒
最後に︑当市では︑
﹁住むなら！やっぱり
おの﹂を合言葉に︑

神戸市中央区下山手通4丁目16番3号

せ
小野の夜空を彩る「ファイヤーファンタジア」
平成27年 小野まつり
発 行 所
公益財団法人兵庫県消防協会
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﹁いなみ野メロン﹂や﹁万葉
の香︵コシヒカリ︶﹂︑キャ
ベツなどに代表される町内の
優良な農産物や加工品を﹁稲
美ブランド﹂として認証し︑
産業振興にも取り組んでいま
す︒昨年の秋には︑天満大池
のほとりに︑県下最大級のＪ
Ａの直売所﹁にじいろふぁー
みん﹂がオープンしました︒
農産物の直売だけでなく︑レ
ストラン︑情報発信コーナー
など兼ねた複合施設となって
いて︑連日多くのお客さんで
にぎわっています︒

編 集 後 記
新年あけましておめ
でとうございます︒毎
日寒い日が続きますが︑
皆様いかがお過ごしで
しょうか︒年が改まり︑
決意も新たに消防団活
動に取り組んでおられ
ることと存じます︒
今月号では各団体の
代表者の年頭のあいさ
つを掲載しております︒
また︑各地区から多
数のご寄稿をいただき
ありがとうございまし
た︒
本年も﹁兵庫消防﹂
のご愛読をよろしくお
願いします︒

網の整備︑広域観光圏の形成
などにより︑内外との交流の
拡大につなげます︒
未来は︑私たちの手で変え
られる︒
そのため︑戦略では︑自然
増や社会増対策を行うととも
に︑人口が減る中でも実質的
な経済成長を実現するという
目標を掲げました︒地域︑地
域の持つ多様な資源を活かし
つつ︑兵庫としてのまとまり
を発揮する﹁多様性と連携﹂
を基本に︑皆さんと共に挑み
ます︒﹁兵庫創生﹂に向けて︑
さあスタートを切りましょう︒

各地域
資源を活かし連携し
めざすは兵庫の
新しい展開

の確保のため各種事業を積極
的に推進しているところでご
ざいます︒今後とも消防団の
活性化を図り︑社会環境の変
化に即した消防団の充実強化
に傾注してまいりたいと考え
ておりますので︑皆様方にお
かれましては︑なお一層のご
理解とご協力を賜りますよう
お願い申し上げます︒また︑
今年は県の操法大会が開催さ
れる年でもあり︑消防活動の
基本となる操法技術の向上と
消防団活動のPRの機会とし
て取り組んでいただければと
存じます︒
最後になりましたが︑今年
が災害のない平穏な一年であ
ることを祈願し︑県下の消防
団員︑消防職員の皆様のご活
躍︑ご健勝をお祈り申し上げ
まして新年のご挨拶とさせて
いただきます︒

