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交通の要衝・ゴルフ場

また︑世界最大級の実大三
次元震動破壊実験施設︵Ｅ︲
ディフェンス︶も公園に隣接
しており︑住宅はもちろん超
高層ビルや架橋・危険物施設
などの耐震性を検証し︑地震
に強い構造物の研究が行われ
ています︒

篠山市

丹波篠山デカンショ館

毎年︑一一月には産業と文
化の祭典﹁三木金物まつり﹂
が開催され︑二日間で約一六
万人の来場者があり三木の金
物の素晴らしさを全国に発信
しています︒

平成二八年

三木市

酒米の最高級品である山田
錦の主生産地で︑その生産量
は日本一を誇っています︒三
木金物ブランドとともに三木
産山田錦で仕込んだ日本酒は
最高です︒

農業

三木市は﹁日本一美しいま
ち三木をめざそう﹂を市政方
針に掲げ︑﹁人・産業・自
然﹂が調和する街づくりを進
めています︒

大宮八幡宮
秋祭り
（本宮）

発 行 所
公益財団法人兵庫県消防協会

ストライク

決めろ無事故の

危険物

他にも︑三木山森林公園や
三木ホースランドパーク︵公
式馬術競技場︶など自然と触

平成二八年春の叙勲が四月
二九日に発令されました︒
叙勲の受章者︵消防関係︶
は︑全国で六〇一名︑うち兵
庫県では︑元消防団員・職員

一九名が叙勲の栄に浴されま
した︒
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

式典の様子

するとともに︑幾多の災害に
対して︑率先垂範して敢然と
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︑これまでの抜群の功績に
より︑その栄誉に輝かれまし
た︒
今回の叙勲の伝達式は︑平
成二八年五月一六日︵月︶一
三時一五分より東京・虎ノ門
の日本消防会館ニッショー
ホールにおいて執り行われ︑
代表者に叙勲が伝達されまし
た︒
式典終了後︑受章者の方々
は皇居へ参入︑拝謁した後︑
記念撮影が行われました︒
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︒

れ合える施設が一杯です︒春
は美嚢川の桜並木︑夏はブド
ウ狩り︒自然豊かで︑安らぎ
のある三木市へぜひ一度お越
しください︒
三木情報ミュージアム
http://miki-museum.jp/

稔

兵庫県下受章者︵消防関係︶
◎瑞宝小綬章
元尼崎市
消防正監 橋本 雅生

◎瑞宝双光章
元養父市消防団
団
長 片岡

博次

◎瑞宝単光章
元神戸市中央消防団
副 団 長 石沢 英次

元神戸市灘消防団
副 団 長 市岡

侃

元神戸市垂水消防団
副 団 長 柏木 耕二

元姫路市飾磨消防団
分 団 長 永井

元西宮市消防団
分 団 長 岩野

元尼崎市消防団
分 団 長 松浦

進

勝

敬彦

元豊岡市但東消防団
副 団 長 田中 德夫

元豊岡市豊岡消防団
副 団 長 松井 勝己

元芦屋市消防団
分 団 長 山根

元姫路市姫路西消防団
分 団 長 田中 明洋

元姫路市網干消防団
分 団 長 小野 廣治

日本遺産 丹波篠山デカン
ショ館の開館にあわせて﹁丹
波篠山NAVI﹂が完成しま
した︒日本語︑英語︑中国語
︵繁体︑簡体︶︑ハングル︑
ドイツ語の六か国語対応です︒
観光案内ナビは五〇箇所に
設置された案内板にスマート
フォンを向けると案内映像が

三木市は中国自動車道・山
丹波篠山は﹁日本遺産のまち﹂
・
陽自動車道が通過しているほ
か︑舞鶴自動車道・神戸鳴門
﹁ユネスコ創造都市ネットワークのまち﹂として
自動車道へのジャンクション
魅力を国内外へ発信中！
もあり︑全国的にも交通の要
〜 みき︵三木︶って⁝〜知っ得く三木情報
かつて城下町として栄えた
衝として注目されており︑ゴ
丹波篠山デカンショ館
丹波篠山は︑デカンショ節に
ルフ場は西日本一の数を誇っ
歌われている︑人々の暮らし︑
ています︒
三木の地名の由来は︑神功
ふれあい笑顔
﹁丹波篠山デカンショ館﹂
まちなみ︑自然や文化が今日
皇后が市内の君が峰で休まれ
防災拠点
いっぱいの三木
は青山歴史村の付属施設とし
においても継承されているこ
た時︑土地の者が壷に入れた
みき
て平成二八年四月にオープン︒
とが高く評価され︑平成二七
県立三木総合防災公園は陸
一〇月︑実りの季節を迎え︑
酒を献上したことから︑御酒︑
みつぼ
館内では︑デカンショ節や
年四月に第一号の﹁日本遺
上競技場・サッカー場・野球
市内各地で秋祭りが行われま
美壷と呼んだのが始まりで︑
みのう
デカンショ祭をはじめ︑﹁日
産﹂に認定されました︒
場・テニス場︵ビーンズドー
す︒中でも播州三大祭りの一
御酒↓三木︑美壷↓美嚢に転
本遺産のまち 丹波篠山﹂の
また︑同年一二月には世界
ム 屋内テニス場では日本最
つ︑﹁大宮八幡宮﹂の例大祭
じたと言われています︒
歴史や文化︑自然︑特産品な
地域の文化や魅力を生かして
大級︶等のスポーツ施設があ
りは︑重さ約二トンもある屋
金物のまち三木
ども紹介しています︒さらに
産業に結びつけ︑活性化を図
り︑体を動かし楽しむことが
台を担ぎ上げ︑八五段の急な
バーチャルデカンショ踊り
ろうとするネットワーク﹁ユ
できます︒一方で︑大規模災
石段を︑力強い掛け声と共に
三木の金物の歴史は古く︑
ブースでは︑ＡＲ︵拡張現
ネスコ創造都市ネットワー
害時には︑これらの施設は︑
登って行きます︒躍動感があ
戦国時代には︑東播八郡二四
実︶技術を駆使してデカン
ク・クラフト＆フォークアー
被災地への応援・救援物資の
り︑みきっ子の心が一つにな
万石を領した別所長治公の居
ト部門﹂にも認定されました︒ ショ踊りが再現され︑祭り会
防災拠点施設となります︒
る代表的なお祭りで︑県外か
城︵三木城跡及び付城跡・土
場にいる雰囲気を味わえます︒
これらの認定に伴い︑篠山
また︑兵庫県広域防災セン
ら三木へ帰郷される方も多く︑
塁が国指定の文化財︶があり
歴史と文化﹁日本遺産のまち
市内の観光名所に新しくス
ター︵消防学校︶が公園に隣
三木の秋は︑笑顔が絶えませ
ましたが︑三木合戦によって
丹波篠山﹂の魅力をごゆっく
マートフォンを駆使した映像
接しており︑県下の消防職・
ん︒楽しい祭りが終わると紅
町は荒廃しました︒その後︑
りご堪能ください︒
と多言語で説明する看板を設
団員が教養と技術習得を重ね
葉の季節を迎え山々が色づき
豊臣秀吉の復興策によって商
置し国内だけではなく海外か
ています︒
ます︒
工業が活発化し︑今日の金物
らの観光客の方にも篠山の歴
このように︑全国屈指の交
産業の発展の基礎となってい
通の要衝に位置する三木市は︑ 史をわかり易く説明していま
ます︒現代では︑工匠具・手
す︒
防災拠点の町としての顔を
引のこぎりの全国シェアは約
是非一度︑丹波篠山を訪れ
持っており︑自主防災組織結
一七％となりました︒町工場
て﹁日本遺産のまち﹂﹁ユネ
成率は一〇〇％︑一三二六名
からは槌音がトンテンカンと
スコ創造都市ネットワークの
の消防団員が三木市の防災の
聞こえてきそうです︒
まち﹂を体験してください︒
一翼を担っています︒
色んな一番のある三木
お問い合わせは篠山市役所
研究施設
農都創造部商工観光課︵☎〇
七九︲五五二︲六九〇七︶ま
丹波ささやまＮＡＶＩ
で

地

春の叙勲︵消防関係︶伝達式が挙行

神戸市中央区下山手通4丁目16番3号

︿全国消防関係受章者数﹀
二一名
三名
九三名
四八四名
六〇一名

流れ︑懐かしのお宝映像やド
ローンの美しい空撮映像を満
載しています︒観光一覧はデ
カンショ館の観光ビデオの多
言語説明として使え︑デカン
ショ館体験ゾーンでは備え付
けタブレットだけでなく︑手
持ちのスマートフォンでデカ
ンショ踊りを体験︑写真撮影
もできます︒また︑篠山市の
市章をマーカーにしてスマー
トフォンを向けると画面上で
デカンショ踊りの実演も行い
ます︒

第六四回丹波篠山
デカンショ祭

元赤穂市消防団
分 団 長 嶋田

元加古川市消防団
副分団長 髙谷

正和

秀昭

正博

■日程 平成二八年八月一五
日︵月︶〜一六日︵火︶
■場所 篠山城跡周辺 篠山
市北新町
篠山といえば﹁デカンショ
祭﹂といわれるほど民謡デカ
ンショ節のまちとして知られ
ています︒丹波篠山デカン
ショ祭は︑このデカンショの
リズムに合わせて踊る総踊り
がメインで丹波篠山の真夏の
風物詩として多くの方々に愛
されています︒デカンショ節
には地域のその時代ごとの風
土や人情︑名所︑名産物が歌
われており︑今日においても
新たな歌詞を生み出し新たな
丹波篠山
を更に後
世に歌い
継ぐ取り
組みを続
けていま
す︒

元高砂市消防団
副分団長 穴田

編 集 後 記
厳しい暑さが続いて
おりますが︑皆様いか
がお過ごしでしょうか︒
さて︑今月号では春
の叙勲をはじめ︑各種
表彰式の様子を掲載し
ております︒受章され
た皆様︑誠におめでと
うございます︒
各地区の消防操法大
会も終わり︑県大会出
場隊が決定しました︒
いよいよ県大会です︒
体調管理には十分に気
を配っていただき︑日
頃の成果を存分に発揮
していただけたらと思
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
したが︑災害への備
え・体調管理には気を
つけてください︒

元淡路市消防団
副 団 長 谷山

元川西市消防団
副分団長 夛田

明

公平

仁三

︻お詫びと訂正︼
兵庫消防平成二八年五月
一五日発行第六六四号の
﹁がんばってます︑女性消
防団員﹂において︑明石市
消防団 女組︵めぐみ︶班
長 髙橋久美子氏の氏名を
誤って掲載しておりました︒
お詫び申し上げますとと
もに︑次のとおり訂正いた
します︒
︵正︶髙橋 久美子
︵誤︶橘 久美子

元温泉町消防団
副 団 長 西脇
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瑞宝小綬章
旭日双光章
瑞宝双光章
瑞宝単光章
計

受章者の皆さん

お

三木金物まつり

丹波篠山ＮＡＶＩ
やぐらの周りで広がる踊りの輪

（8）
（隔月奇数月15日発行）
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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︒
今回の叙勲の伝達式は︑平
成二八年五月一一日︵水︶及
び五月一三日︵金︶︵兵庫県
は一三日︶一四時より東京・
合同庁舎第二号館︵総務省︶
において執り行われました︒
受章者は︑全国で瑞宝双光
章三四五名︑瑞宝単光章二九
八名︑計六四三名︑うち兵庫
県関係では︑二二名の元消防
職員の方々が受章されました︒

式典の様子

岡本

浮津

正明

正典

兵庫県下受章者︵消防関係︶
◎瑞宝双光章
元神戸市
井上 正晴
消防監

元神戸市
消防監

元伊丹市
消防監

受賞者の皆さん

加納

元高砂市
消防司令長 梶原

元加古川市
消防監

元伊丹市
消防司令長 櫻井

元尼崎市
消防司令長 田口

元川西市
消防司令長 西中

元尼崎市
消防司令長 橋本

詳司

利貴

康二

英治

隆己

靜馬

元明石市
消防司令長 東田

石原

家根

秀男

昌之

基好

和夫

新

元北はりま消防組合
藤原 慶久
消防監

元赤穂市
消防監

◎瑞宝単光章
元宍粟市
消防司令

大内

元姫路市
消防司令長 牛尾

元三木市
消防司令

樫木

元西宮市
消防司令長 大坂

惠三

博

善信

元神戸市
消防監

元明石市
消防司令長 林

德行

敏

元西宮市
消防司令長 松木

文雄

岸田

元姫路市
消防司令長 矢倉

隆司

元豊岡市
消防司令

元神戸市
消防司令長 山下

平成二八年兵庫県功労者表彰式挙行

戸知事から表彰状を授与され
ました︒
表彰式後は祝賀ティーパー
ティーが行われ︑なごやかに
意見交換が行われました︒
なお︑受賞者の方々は次の
とおりです︒︵敬称略︶

淡路市消防団
魚住 幸市
団長
豊岡市城崎消防団
西浦
博
団長
宝塚市消防団
福井
仁
団長
前神戸市
岡田
勇
消防司監
前加古川市
舛賀 文博
消防正監

stf/houdou/0000124641.

◎消防関係

康治

http://www.mhlw.go.jp/

前養父市消防団
淨慶
団長

「熱中症」とは、高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバラ
ンスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態のことを言
います。症状としては、めまい、吐き気、倦怠感などで、重症になると意識障害を発生
させるなど、命に関わる病気です。室外だけでなく、室内においても環境条件や体調に
よって熱中症になる場合もありますので、注意が必要です。
熱中症はこまめに水分を補給したり、暑さをさけたりするなど適切な予防を行うこと
で避けることができます。

平成二八年五月一八日
︵水︶一四時から︑兵庫県公
館において︑平成二八年兵庫
県功労者表彰が挙行されまし
た︒
表彰は︑二二の功労分野に
わたり二二一名の方が受賞さ
れました︒
そのうち︑消防功労では消
防関係者六名が受賞され︑消
防功労の受賞者を代表し︑前
養父市消防団の淨慶団長が井

熱中症予防のために

第二六回危険業務従事者叙勲が
平成二八年四月二九日に発令

平成二八年七月六日︵水︶
午前一一時より︑スクワール
麹町にて︑平成二八年度安全
功労者・消防功労者総務大臣
表彰式が高市総務大臣の出席
のもと︑盛大に執り行われま
した︒
表彰式では︑高市総務大臣
から式辞︑表彰状授与が行わ
れました︒

16072501スガ→080101スガ→
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県下の受賞者は次のとおり
です︒︵敬称略︶

厚生労働省ホームページ

安全功労者・消防功労者
総務大臣表彰式

○安全功労
︻個人︼
友藤 冨士子
︻団体︼
町坪婦人防火クラブ
友が丘防災福祉コミュ
ニティ
日東化成株式会社 尼
崎工場

気温の高い日が続くこ
の季節、既に報道等でも
取り上げられているとこ
ろですが、熱中症予防が
欠かせません。厚生労働
省において予防啓発・注
意喚起のリーフレットが
作成されましたので、ぜ
ひ参考にしていただき、
元気に夏を乗り切りま
しょう。
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叙勲の栄に浴された方々は︑
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から防御するため︑永年にわ
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強化︑充実に尽力され︑消防
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福祉の増進に寄与されました︒
今回の叙勲の伝達式は︑平
成二八年五月一一日︵水︶及
び五月一三日︵金︶︵兵庫県
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式典の様子

岡本

浮津

正明

正典

兵庫県下受章者︵消防関係︶
◎瑞宝双光章
元神戸市
井上 正晴
消防監
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消防司令長 橋本

詳司

利貴

康二
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とおりです︒︵敬称略︶
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西浦
博
団長
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仁
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stf/houdou/0000124641.

◎消防関係

康治

http://www.mhlw.go.jp/

前養父市消防団
淨慶
団長
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のもと︑盛大に執り行われま
した︒
表彰式では︑高市総務大臣
から式辞︑表彰状授与が行わ
れました︒
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東播磨︑中播磨︑北播磨︑西播磨︑
淡路の５地区で地区消防操法大会開催

準優勝

坂本部・横屋部
三木市消防団
別所第四分団
石野班別所機動隊
加東市消防団
北野分団

高 砂 市 消 防 団
北播磨

多 可 町 消 防 団

西 脇 市 消 防 団
中播磨

福 崎 町 消 防 団

姫路市網干消防団
西播磨

たつの市消防団

赤 穂 市 消 防 団
但

馬

朝 来 市 消 防 団

養 父 市 消 防 団
丹

波

丹 波 市 消 防 団

篠 山 市 消 防 団
淡

路

洲 本 市 消 防 団

南 あ わじ 市 消 防 団

第二二回全国女性消防団員活性化
北海道大会
︵公財︶
兵庫県消防協会
札幌市︑埼玉県熊谷市︑三重
県四日市市︶による活動事例
発表︑海外における女性消防
団の活動紹介が行われた後︑
旭川市旭山動物園 板東園長
の記念講演がありました︒
午後からは︑火災予防啓発
劇︵二消防団︶︑今大会で初
の試みとなった﹁仮装でアク
ションＰＲ﹂︵四消防団︶で
会場全体が和やかな雰囲気に
なった後︑長野オリンピック
スピードスケート銅メダリス

平成二八年度 兵庫県まとい会理事会等開催
平成二八年七月一日︵金︶
シーサイドホテル舞子ビラ神
戸において平成二八年度兵庫
県まとい会正副会長会・理事
会・研修会・意見交換会が開
催されました︒
理事会の主な議題は次のと
おりです︒
○第一号議案
平成二七年度事業報告及
び歳入歳出決算について
○第二号議案
役員の異動及び改選につ
いて
○第三号議案
平成二八年度事業計画及
び歳入歳出予算について
研修会では兵庫県立大学の
木村玲欧氏を講師に迎え︑
﹁次世代へつなげる防災〜正
しい知識と適切な対応﹂と題
して講演いただきました︒

飛んでいき
危険省りみない 意気や高し
災害現場

真直ぐに

兵庫県まとい会に寄せて
井戸知事

位

稲 美 町 消 防 団

木津前会長退任あいさつ
西嶋新会長就任あいさつ

三

東播磨

戸

兵庫県からは︑一一消防団
で三五名の女性消防団員を含
む計五二名が参加︒また︑岸
谷兵庫県消防協会長は︑日本
消防協会副会長として開会式
に参列されました︒
開会式は︑大会旗の入場で
始まり︑開会宣言︑主催者挨
拶︑開催道知事・市長挨拶︑
来賓祝辞と進行し︑盛大に挙
行されました︒
引き続き︑四消防団︵福島
県南相馬市・福島市︑北海道

火災予防啓発劇
活動事例発表
（北海道音更町消防団「消防戦隊けすんじゃー」） （南相馬市・福島市消防団、熊谷市消防団）

準優勝 たつの市消防団
龍野第一〇分団
︻淡路地区︼
・ポンプ車の部
優 勝 南あわじ市消防団
準優勝
優 秀
・小型ポンプの部
優 勝 洲本市消防団
準優勝
優 秀

−

この結果により︑この度の
兵庫県消防操法大会への出場
隊が決定しました︒
兵庫県消防操法大会への出
場隊については︑右記のとお
りです︒

猪名川町消防団

︻西播磨地区︼
・ポンプ車の部
優 勝 赤穂市消防団
第一分団
準優勝 赤穂市消防団
第三分団
三 位 太子町消防団
鵤分団
・小型ポンプの部
優 勝 たつの市消防団
新宮第一一分団

−

・小型ポンプの部
八月七日︵日︶の兵庫県消
優 勝 福崎町消防団
防操法大会出場へ向けて︑東
庄分団
播磨・中播磨・北播磨・西播
準優勝 神河町消防団
磨・淡路の五地区が︑地区消
大山分団 杉部
防操法大会を開催しました︒
まず︑東播磨地区の六月一
九日︵日︶を皮切りに︑西播 ︻北播磨地区︼
・ポンプ車の部
磨地区が六月二六日︵日︶︑
優 勝 西脇市消防団
中播磨地区が七月三日︵日︶︑
比延部
北播磨地区と淡路地区が七月
準優勝 加西市消防団
一〇日︵日︶にそれぞれ開催
第九分団
し︑熱戦を繰り広げました︒
第一部国正班
三 位 多可町消防団
各地区の大会結果は次のと
第九分団中安田部
おりです︒
・小型ポンプの部
優 勝 多可町消防団
第一〇分団

川 西 市 消 防 団

地区名

︻東播磨地区︼
・ポンプ車の部
優 勝 高砂市消防団
米田分団
・小型ポンプの部
優 勝 稲美町消防団
天満北分団
国岡部
準優勝 加古川市消防団
志方西分団
三 位 播磨町消防団
野添分団

−

神

材

︻中播磨地区︼
・ポンプ車の部
優 勝 姫路市網干消防団
旭陽分団
準優勝 神河町消防団
越知谷分団
越知部
三 位 姫路市西消防団
白鳥分団

神戸市北消防団Ｂ

開催

−

ト 岡崎朋美さんによる特別
講演が行われました︒続く閉
会式では︑大会宣言と次回開
催県である広島県消防協会長
へ大会旗の引き継ぎが行われ︑
閉会宣言により大会は幕を閉
じました︒
その後︑会場をホテル・ロ
イトン札幌に移して情報交流
会が開催され︑札幌ジュニア
ジャズスクールによるオープ
ニング演奏に続いて鏡割りで
開会した後︑音楽演奏や歌謡︑
よさこい演舞の歓迎セレモ
ニーが行われるなか︑参加者
相互による市町や府県を超え
た交流が行われました︒
大会に参加し︑女性消防団
員の﹁情熱﹂と﹁やる気﹂を
感じるとともに︑消防団員数
の減少や少子高齢化社会の到
来などといった社会情勢の変
化の中で︑女性消防団員のチ
カラが必要とされていること
を改めて認識できました︒
なお︑第二三回女性消防団
員活性化大会は︑平成二九年
一一月に広島県広島市︵広島
グリーンアリーナ︶で開催さ
れます︒
︻兵庫県からの参加団体︼
神戸市灘消防団︑神戸市北
消防団有馬支団︑姫路市飾
磨消防団︑明石市消防団︑
豊岡市出石消防団︑小野市
消防団︑三田市消防団︑丹
波市消防団︑南あわじ市消
防団︑淡路市消防団︑播磨
町消防団

16072501スガ→080101スガ→

岡崎朋美さんによる特別講演
情報交流会「鏡割り」

神戸市北消防団Ａ
神

講演会の様子
開会式での岸谷県協会長（前列左から３人目）
仮装でアクションＰＲ
（鳥取市消防団「鳥取砂丘で熱中症」）
仮装でアクションＰＲ
（善通寺市消防団「女性消防団」）

ポ ン プ 車 の 部

阪

突撃取
材
突撃取
女性消防団員活性化大会は︑
平成六年九月に静岡県沼津市
で第一回が開催されて以降︑
全国八ブロックの持ち回りで
毎年開催されています︒今年
の第二二回北海道大会は平成
二八年六月三日︵金︶に︑
﹁今こそ女性のチカラ！広が
れ女性消防団 北の大地か
ら ﹂をテーマとして︑さっ
ぽろ芸術文化の館︵ニトリ
ホール︶外で行われ︑全国か
ら約三千名が集いました︒
!!

小 型 ポンプ の 部

開会式（日本消防協会秋本会長主催者挨拶）
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理事会の主な議題は次のと
おりです︒
○第一号議案
平成二七年度事業報告及
び歳入歳出決算について
○第二号議案
役員の異動及び改選につ
いて
○第三号議案
平成二八年度事業計画及
び歳入歳出予算について
研修会では兵庫県立大学の
木村玲欧氏を講師に迎え︑
﹁次世代へつなげる防災〜正
しい知識と適切な対応﹂と題
して講演いただきました︒

飛んでいき
危険省りみない 意気や高し
災害現場

真直ぐに

兵庫県まとい会に寄せて
井戸知事

位

稲 美 町 消 防 団

木津前会長退任あいさつ
西嶋新会長就任あいさつ

三

東播磨

戸

兵庫県からは︑一一消防団
で三五名の女性消防団員を含
む計五二名が参加︒また︑岸
谷兵庫県消防協会長は︑日本
消防協会副会長として開会式
に参列されました︒
開会式は︑大会旗の入場で
始まり︑開会宣言︑主催者挨
拶︑開催道知事・市長挨拶︑
来賓祝辞と進行し︑盛大に挙
行されました︒
引き続き︑四消防団︵福島
県南相馬市・福島市︑北海道

火災予防啓発劇
活動事例発表
（北海道音更町消防団「消防戦隊けすんじゃー」） （南相馬市・福島市消防団、熊谷市消防団）

準優勝 たつの市消防団
龍野第一〇分団
︻淡路地区︼
・ポンプ車の部
優 勝 南あわじ市消防団
準優勝
優 秀
・小型ポンプの部
優 勝 洲本市消防団
準優勝
優 秀

−

この結果により︑この度の
兵庫県消防操法大会への出場
隊が決定しました︒
兵庫県消防操法大会への出
場隊については︑右記のとお
りです︒

猪名川町消防団

︻西播磨地区︼
・ポンプ車の部
優 勝 赤穂市消防団
第一分団
準優勝 赤穂市消防団
第三分団
三 位 太子町消防団
鵤分団
・小型ポンプの部
優 勝 たつの市消防団
新宮第一一分団

−

・小型ポンプの部
八月七日︵日︶の兵庫県消
優 勝 福崎町消防団
防操法大会出場へ向けて︑東
庄分団
播磨・中播磨・北播磨・西播
準優勝 神河町消防団
磨・淡路の五地区が︑地区消
大山分団 杉部
防操法大会を開催しました︒
まず︑東播磨地区の六月一
九日︵日︶を皮切りに︑西播 ︻北播磨地区︼
・ポンプ車の部
磨地区が六月二六日︵日︶︑
優 勝 西脇市消防団
中播磨地区が七月三日︵日︶︑
比延部
北播磨地区と淡路地区が七月
準優勝 加西市消防団
一〇日︵日︶にそれぞれ開催
第九分団
し︑熱戦を繰り広げました︒
第一部国正班
三 位 多可町消防団
各地区の大会結果は次のと
第九分団中安田部
おりです︒
・小型ポンプの部
優 勝 多可町消防団
第一〇分団

川 西 市 消 防 団

地区名

︻東播磨地区︼
・ポンプ車の部
優 勝 高砂市消防団
米田分団
・小型ポンプの部
優 勝 稲美町消防団
天満北分団
国岡部
準優勝 加古川市消防団
志方西分団
三 位 播磨町消防団
野添分団

−

神

材

︻中播磨地区︼
・ポンプ車の部
優 勝 姫路市網干消防団
旭陽分団
準優勝 神河町消防団
越知谷分団
越知部
三 位 姫路市西消防団
白鳥分団

神戸市北消防団Ｂ

開催

−

ト 岡崎朋美さんによる特別
講演が行われました︒続く閉
会式では︑大会宣言と次回開
催県である広島県消防協会長
へ大会旗の引き継ぎが行われ︑
閉会宣言により大会は幕を閉
じました︒
その後︑会場をホテル・ロ
イトン札幌に移して情報交流
会が開催され︑札幌ジュニア
ジャズスクールによるオープ
ニング演奏に続いて鏡割りで
開会した後︑音楽演奏や歌謡︑
よさこい演舞の歓迎セレモ
ニーが行われるなか︑参加者
相互による市町や府県を超え
た交流が行われました︒
大会に参加し︑女性消防団
員の﹁情熱﹂と﹁やる気﹂を
感じるとともに︑消防団員数
の減少や少子高齢化社会の到
来などといった社会情勢の変
化の中で︑女性消防団員のチ
カラが必要とされていること
を改めて認識できました︒
なお︑第二三回女性消防団
員活性化大会は︑平成二九年
一一月に広島県広島市︵広島
グリーンアリーナ︶で開催さ
れます︒
︻兵庫県からの参加団体︼
神戸市灘消防団︑神戸市北
消防団有馬支団︑姫路市飾
磨消防団︑明石市消防団︑
豊岡市出石消防団︑小野市
消防団︑三田市消防団︑丹
波市消防団︑南あわじ市消
防団︑淡路市消防団︑播磨
町消防団

16072501スガ→080101スガ→

岡崎朋美さんによる特別講演
情報交流会「鏡割り」

神戸市北消防団Ａ
神

講演会の様子
開会式での岸谷県協会長（前列左から３人目）
仮装でアクションＰＲ
（鳥取市消防団「鳥取砂丘で熱中症」）
仮装でアクションＰＲ
（善通寺市消防団「女性消防団」）

ポ ン プ 車 の 部

阪

突撃取
材
突撃取
女性消防団員活性化大会は︑
平成六年九月に静岡県沼津市
で第一回が開催されて以降︑
全国八ブロックの持ち回りで
毎年開催されています︒今年
の第二二回北海道大会は平成
二八年六月三日︵金︶に︑
﹁今こそ女性のチカラ！広が
れ女性消防団 北の大地か
ら ﹂をテーマとして︑さっ
ぽろ芸術文化の館︵ニトリ
ホール︶外で行われ︑全国か
ら約三千名が集いました︒
!!

小 型 ポンプ の 部

開会式（日本消防協会秋本会長主催者挨拶）
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場合︑太陽光パネルが発電し
続けることが考えられること ﹃心機一転﹄
から消防団員へ安全且つ適正
に消火活動方法を知ってもら
我々神戸市兵庫消防団の管
う上で初めてこの研修を開き
轄とする神戸市兵庫区は︑神
ました︒南あわじ市内でもこ
戸市の市街地中央に位置する
の数年で︑家の屋根︑スレー
約一〇万人の下町です︒北部
ト造りのソーコの屋根︑平地
は六甲山系へとつながる林野
にパネルを並べ周囲にフェン
や住宅地が広がり︑南部は海
スを設置した太陽光発電施設
に面し︑兵庫運河のまわりに
など多く見受けられるように
は電機や車両などの工場︑神
なりました︒
戸市の台所である中央卸売市
太陽光発電パネル火災は先
場が並びます︒中部には古く
ほども触れましたが︑太陽光
がパネルに入れば発電します︒ から繁華街として栄えてきた
新開地︑湊川市場を始めとす
その建物で夜間に火災が発生
る商店街︑湊川公園や会下山
した場合︑消火活動は通常ど
公園を擁する住宅地となって
おりで良いと考えますが︑夜
おり︑地域の人同士のつなが
明けとともに発電し︑付近の
りも深く︑下町情緒あふれる
物に不用意に触れると感電す
る恐れがあるとのことでした︒ 地域です︒
兵庫区は︑過去の阪神・淡
普段気にしない事でも改め
路大震災では多大な被害を受
て説明を受けるとそのとおり
けた地域でもあり︑地域の防
と団幹部も熱心に聞き入って
災意識は高く︑区内で結成さ
いました︒
れた一七の防災福祉コミュニ
その対応としては︑火災現
場に入ると︑接続箱をあけて
ブレーカを落とすという対応
になります︒接続箱から上流
は電気が流れていますが下流
には電気が流れなくなります︒
接続箱を開けて電気を遮断
する場合は耐電用ゴム手袋を
使用し︑安全確保した上で︑
ドライバーを使用しなければ
なりません︒
火災時︑火は目に写ります
が︑電気は見えないため大変
危険で怖いものだと感じます︒
これからは︑時代の変化と
共により高度な消火知識と技
術が求められ︑消防団員の安
全確保の上︑消防団活動を行
い︑地域住民が安心して暮ら
せる町づくりのため︑南あわ
じ市消防団は防火・防災活動
に取り組んでいきます︒

神戸市兵庫消防団
ティを中心として︑防災訓練
や救急講習会が積極的に行わ
れています︒
兵庫消防団は︑いち早く神
戸市の民間救急講習団体とし
て登録し︑防災福祉コミュニ
ティや学生︑会社団体を対象
に︑ＡＥＤを使った心肺蘇生
法やケガの手当ての講習会の
指導を行っています︒火災に
備えては︑公園等に設置され
た耐震性防火水槽に配備され
た小型動力ポンプと資器材を
地域の人にも運用してもらう
ことができるよう︑定期的に
点検や訓練を行っています︒
また︑普段の災害現場活動で
は︑警戒線の設定や飛び火警
戒︑水損防止活動等︑消防職
員の活動のバックアップが主
になります︒
さらに︑今年で六年目にな

るのですが︑区内の保育園児
を対象に﹁兵庫区保育所防災
フェア﹂を開き︑園児を対象
に衣服に着火した際の対処法
として︑アメリカ式のストッ
プ・ドロップアンドロールを
実演指導し︑幼い命を守る取
り組みも始めています︒
このような活動を行ってい
る兵庫消防団ですが︑昨年
度︑新しい装備品が貸与され
ました︒二〇年ぶりとなる新
しい防火衣と︑新たなデジタ
ル無線機です︒年頭の消防出
初式では︑上下セパレート式
になった新しい防火衣で岸壁
放水に参加しました︒デジタ
ル無線機は︑団員全体が円滑
に交信できるようになるまで
少し時間がかかりますが︑今
後積極的に訓練に取り入れ︑
活用して参ります︒
装備も新たに︑﹁心機一
転﹂︑地域防災の要としての
役割を果たして参ります︒

﹃女性の力で地域を守る﹄
姫路市として初の女性消防
団員として平成二五年三月に
発足しました︒
姫路市全体で現在は一五名
が活動しており姫路東消防団
五名︑姫路西消防団五名︑飾
磨消防団五名それぞれ所属は
違いますが︑今回は姫路東消
防団員︑芦原︑中根︑池田︑
兼田︑吉井の五名の活動を紹
介いたします︒
入団前は︑消防団の活動は
何も解らない状態でしたが︑
男性消防団員︑署員の指導に
より五年目を迎えています︒
初仕事は︑災害現場ではな
く︑消防行事︵出初式︑消防
操法︶の司会進行及び表彰式
の介添え等を行いました︒災
害現場でも女性に出来ること
があるのだという思いで︑昨
年の六月に行われた水防訓練
ではゴミ袋とダンボールを活
用し︑都市型浸水防止工法を
行いました︒集中豪雨等の発
生時に身近なものを使い︑簡
単に水の浸水を防ぐ工法を地
域の方々に伝えていきたいと
思っています︒
また︑平成二八年消防出初
式では梯子の演技者としては
しご乗りを披露しました︒次
の世代の女性達が︑私も消防
団に入りたいと思って頂ける
ように活動のＰＲをしました︒
今後も︑消防活動や地域の
防災活動に積極的に参加し︑
女性として地域の防火・防災
に貢献できるよう努めていき
たいと思っています︒

「兵庫区保育所防災フェア」の様子

南あわじ市消防団

さ ん

南あわじ市消防団選任分団長
︵地区団長︶以上二八名が対
象で︑淡路広域消防事務組合
消防署員一一名を交えて実施
しました︒
近年︑太陽光発電パネルを
備えた建物が増加しており︑
万一その建物で火災発生した

長

本人は﹁もう少し助けられた
かもしれない﹂と今でも思わ
れています︒
熊本地震の際には財団法人
住吉学園の役員を務められて
いる関係で︑義援金を熊本県
副知事へ直接届け︑被災地を
視察し︑阿蘇神社の倒壊して
いる様子に心痛め︑その被災
状況などを熱く詳しく東灘消
防団員へ伝えていただきまし
た︒
日頃の団長は︑釣りとク
レー射撃をこよなく愛し︑東
灘区のだんじり祭りでは呉田
地区の地車に乗って地域住民
と一体となって地域を力強く
練り歩かれています︒
これからも消防団員はもち
ろんのこと地域住民からも東
灘区の顔として︑今後も活躍
を期待されている団長さんで
す︒

地域の人にとって︑火災等
が起こらないことが一番であ
り︑それは私たち消防団員に
とっても同じことです︒しか
し︑いざ火災が起こった時に
水が出せないとなっては消防
団として恥ずべきことである
ので︑いつ起こるか分からな
い火災等に備え︑日々訓練を
し︑精進していきたいと思い
ます︒また︑訓練以外にもお
祭りの警備等で︑地域の人た
ちに何か少しでも返していけ
るよう頑張りたいと思います︒

がんばってます、女性消防団員

﹃幹部教養訓練研修﹄

の団

平成二八年五月二九日
︵日︶︑南あわじ市市役所三
階会議室にて︑太陽光発電パ
ネル火災の原因と火災時の対
応についての研修で︑太陽光
パネルメーカーと施工業者講
師のもと教養訓練研修会を開
催しました︒この研修会には

わ が 町

﹁消防団から
だんじりまで﹂
神戸市東灘消防団

豊

な顔を持っています︒
この街で西浦団長は︑平成
二年に住吉第二分団に入団以
降︑持ち前の率先垂範による
行動力と指導力により数々の
役員を歴任し︑平成二八年四
月に団長に就任されました︒
若き日の団長は︑阪神・淡
路大震災のあった一月一七日
には団員と共に分団詰所にと
どまり︑昼夜を問わず︑一人
でも多くの人を助けたいとい
う気持ちで必死に救出活動を
行い︑翌日もガス漏れで危険
があると聞くや︑自主的に周
辺住民に避難を呼びかけ安全
な場所まで誘導するため︑団
員を引き連れて国道を横断す
る人たちの交通整理を行うな
ど献身的に活動されました︒

はじめまして︑今年度から
消防団に入団しました前原で
す︒私が入団したきっかけは︑
職場の上司に勧められたこと
です︒勧められた当初は︑上
司の言うことだし断れない︑
休みが無くなるのは嫌だなと
いう思いでした︒しぶしぶ入
団したものの︑操法大会が
きっかけで消防団が私にとっ
てとても魅力的なものになり
ました︒初めて操法大会を経
験し︑まず思ったことは︑素
直に﹁かっこいい﹂というこ
とでした︒先輩方のかっこい
い姿を見て︑次の大会に絶対
出場したいという思いになり︑
出るからには上位を目指した
いという思いになりました︒
今では︑訓練の日が待ち遠し
いくらいです︒

姫路東消防団

16072501スガ→080101スガ→

龍野第二分団
たつの市消防団

訓練の様子
出初式

西浦

〜消防団に入団して〜

前原

悠司

東灘区は︑神戸市の東端に
位置しており︑六甲山や瀬戸
内海の豊かな自然環境に囲ま
れ︑酒蔵としての顔︑だんじ
りをはじめとした伝統文化の
生きた街としての顔など様々

われら
若手消防団員

幹部教養訓練研修の様子
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Pick Up!

場合︑太陽光パネルが発電し
続けることが考えられること ﹃心機一転﹄
から消防団員へ安全且つ適正
に消火活動方法を知ってもら
我々神戸市兵庫消防団の管
う上で初めてこの研修を開き
轄とする神戸市兵庫区は︑神
ました︒南あわじ市内でもこ
戸市の市街地中央に位置する
の数年で︑家の屋根︑スレー
約一〇万人の下町です︒北部
ト造りのソーコの屋根︑平地
は六甲山系へとつながる林野
にパネルを並べ周囲にフェン
や住宅地が広がり︑南部は海
スを設置した太陽光発電施設
に面し︑兵庫運河のまわりに
など多く見受けられるように
は電機や車両などの工場︑神
なりました︒
戸市の台所である中央卸売市
太陽光発電パネル火災は先
場が並びます︒中部には古く
ほども触れましたが︑太陽光
がパネルに入れば発電します︒ から繁華街として栄えてきた
新開地︑湊川市場を始めとす
その建物で夜間に火災が発生
る商店街︑湊川公園や会下山
した場合︑消火活動は通常ど
公園を擁する住宅地となって
おりで良いと考えますが︑夜
おり︑地域の人同士のつなが
明けとともに発電し︑付近の
りも深く︑下町情緒あふれる
物に不用意に触れると感電す
る恐れがあるとのことでした︒ 地域です︒
兵庫区は︑過去の阪神・淡
普段気にしない事でも改め
路大震災では多大な被害を受
て説明を受けるとそのとおり
けた地域でもあり︑地域の防
と団幹部も熱心に聞き入って
災意識は高く︑区内で結成さ
いました︒
れた一七の防災福祉コミュニ
その対応としては︑火災現
場に入ると︑接続箱をあけて
ブレーカを落とすという対応
になります︒接続箱から上流
は電気が流れていますが下流
には電気が流れなくなります︒
接続箱を開けて電気を遮断
する場合は耐電用ゴム手袋を
使用し︑安全確保した上で︑
ドライバーを使用しなければ
なりません︒
火災時︑火は目に写ります
が︑電気は見えないため大変
危険で怖いものだと感じます︒
これからは︑時代の変化と
共により高度な消火知識と技
術が求められ︑消防団員の安
全確保の上︑消防団活動を行
い︑地域住民が安心して暮ら
せる町づくりのため︑南あわ
じ市消防団は防火・防災活動
に取り組んでいきます︒

神戸市兵庫消防団
ティを中心として︑防災訓練
や救急講習会が積極的に行わ
れています︒
兵庫消防団は︑いち早く神
戸市の民間救急講習団体とし
て登録し︑防災福祉コミュニ
ティや学生︑会社団体を対象
に︑ＡＥＤを使った心肺蘇生
法やケガの手当ての講習会の
指導を行っています︒火災に
備えては︑公園等に設置され
た耐震性防火水槽に配備され
た小型動力ポンプと資器材を
地域の人にも運用してもらう
ことができるよう︑定期的に
点検や訓練を行っています︒
また︑普段の災害現場活動で
は︑警戒線の設定や飛び火警
戒︑水損防止活動等︑消防職
員の活動のバックアップが主
になります︒
さらに︑今年で六年目にな

るのですが︑区内の保育園児
を対象に﹁兵庫区保育所防災
フェア﹂を開き︑園児を対象
に衣服に着火した際の対処法
として︑アメリカ式のストッ
プ・ドロップアンドロールを
実演指導し︑幼い命を守る取
り組みも始めています︒
このような活動を行ってい
る兵庫消防団ですが︑昨年
度︑新しい装備品が貸与され
ました︒二〇年ぶりとなる新
しい防火衣と︑新たなデジタ
ル無線機です︒年頭の消防出
初式では︑上下セパレート式
になった新しい防火衣で岸壁
放水に参加しました︒デジタ
ル無線機は︑団員全体が円滑
に交信できるようになるまで
少し時間がかかりますが︑今
後積極的に訓練に取り入れ︑
活用して参ります︒
装備も新たに︑﹁心機一
転﹂︑地域防災の要としての
役割を果たして参ります︒

﹃女性の力で地域を守る﹄
姫路市として初の女性消防
団員として平成二五年三月に
発足しました︒
姫路市全体で現在は一五名
が活動しており姫路東消防団
五名︑姫路西消防団五名︑飾
磨消防団五名それぞれ所属は
違いますが︑今回は姫路東消
防団員︑芦原︑中根︑池田︑
兼田︑吉井の五名の活動を紹
介いたします︒
入団前は︑消防団の活動は
何も解らない状態でしたが︑
男性消防団員︑署員の指導に
より五年目を迎えています︒
初仕事は︑災害現場ではな
く︑消防行事︵出初式︑消防
操法︶の司会進行及び表彰式
の介添え等を行いました︒災
害現場でも女性に出来ること
があるのだという思いで︑昨
年の六月に行われた水防訓練
ではゴミ袋とダンボールを活
用し︑都市型浸水防止工法を
行いました︒集中豪雨等の発
生時に身近なものを使い︑簡
単に水の浸水を防ぐ工法を地
域の方々に伝えていきたいと
思っています︒
また︑平成二八年消防出初
式では梯子の演技者としては
しご乗りを披露しました︒次
の世代の女性達が︑私も消防
団に入りたいと思って頂ける
ように活動のＰＲをしました︒
今後も︑消防活動や地域の
防災活動に積極的に参加し︑
女性として地域の防火・防災
に貢献できるよう努めていき
たいと思っています︒

「兵庫区保育所防災フェア」の様子

南あわじ市消防団

さ ん

南あわじ市消防団選任分団長
︵地区団長︶以上二八名が対
象で︑淡路広域消防事務組合
消防署員一一名を交えて実施
しました︒
近年︑太陽光発電パネルを
備えた建物が増加しており︑
万一その建物で火災発生した

長

本人は﹁もう少し助けられた
かもしれない﹂と今でも思わ
れています︒
熊本地震の際には財団法人
住吉学園の役員を務められて
いる関係で︑義援金を熊本県
副知事へ直接届け︑被災地を
視察し︑阿蘇神社の倒壊して
いる様子に心痛め︑その被災
状況などを熱く詳しく東灘消
防団員へ伝えていただきまし
た︒
日頃の団長は︑釣りとク
レー射撃をこよなく愛し︑東
灘区のだんじり祭りでは呉田
地区の地車に乗って地域住民
と一体となって地域を力強く
練り歩かれています︒
これからも消防団員はもち
ろんのこと地域住民からも東
灘区の顔として︑今後も活躍
を期待されている団長さんで
す︒

地域の人にとって︑火災等
が起こらないことが一番であ
り︑それは私たち消防団員に
とっても同じことです︒しか
し︑いざ火災が起こった時に
水が出せないとなっては消防
団として恥ずべきことである
ので︑いつ起こるか分からな
い火災等に備え︑日々訓練を
し︑精進していきたいと思い
ます︒また︑訓練以外にもお
祭りの警備等で︑地域の人た
ちに何か少しでも返していけ
るよう頑張りたいと思います︒

がんばってます、女性消防団員

﹃幹部教養訓練研修﹄

の団

平成二八年五月二九日
︵日︶︑南あわじ市市役所三
階会議室にて︑太陽光発電パ
ネル火災の原因と火災時の対
応についての研修で︑太陽光
パネルメーカーと施工業者講
師のもと教養訓練研修会を開
催しました︒この研修会には

わ が 町

﹁消防団から
だんじりまで﹂
神戸市東灘消防団

豊

な顔を持っています︒
この街で西浦団長は︑平成
二年に住吉第二分団に入団以
降︑持ち前の率先垂範による
行動力と指導力により数々の
役員を歴任し︑平成二八年四
月に団長に就任されました︒
若き日の団長は︑阪神・淡
路大震災のあった一月一七日
には団員と共に分団詰所にと
どまり︑昼夜を問わず︑一人
でも多くの人を助けたいとい
う気持ちで必死に救出活動を
行い︑翌日もガス漏れで危険
があると聞くや︑自主的に周
辺住民に避難を呼びかけ安全
な場所まで誘導するため︑団
員を引き連れて国道を横断す
る人たちの交通整理を行うな
ど献身的に活動されました︒

はじめまして︑今年度から
消防団に入団しました前原で
す︒私が入団したきっかけは︑
職場の上司に勧められたこと
です︒勧められた当初は︑上
司の言うことだし断れない︑
休みが無くなるのは嫌だなと
いう思いでした︒しぶしぶ入
団したものの︑操法大会が
きっかけで消防団が私にとっ
てとても魅力的なものになり
ました︒初めて操法大会を経
験し︑まず思ったことは︑素
直に﹁かっこいい﹂というこ
とでした︒先輩方のかっこい
い姿を見て︑次の大会に絶対
出場したいという思いになり︑
出るからには上位を目指した
いという思いになりました︒
今では︑訓練の日が待ち遠し
いくらいです︒

姫路東消防団

16072501スガ→080101スガ→

龍野第二分団
たつの市消防団

訓練の様子
出初式

西浦

〜消防団に入団して〜

前原

悠司

東灘区は︑神戸市の東端に
位置しており︑六甲山や瀬戸
内海の豊かな自然環境に囲ま
れ︑酒蔵としての顔︑だんじ
りをはじめとした伝統文化の
生きた街としての顔など様々

われら
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交通の要衝・ゴルフ場

また︑世界最大級の実大三
次元震動破壊実験施設︵Ｅ︲
ディフェンス︶も公園に隣接
しており︑住宅はもちろん超
高層ビルや架橋・危険物施設
などの耐震性を検証し︑地震
に強い構造物の研究が行われ
ています︒

篠山市

丹波篠山デカンショ館

毎年︑一一月には産業と文
化の祭典﹁三木金物まつり﹂
が開催され︑二日間で約一六
万人の来場者があり三木の金
物の素晴らしさを全国に発信
しています︒

平成二八年

三木市

酒米の最高級品である山田
錦の主生産地で︑その生産量
は日本一を誇っています︒三
木金物ブランドとともに三木
産山田錦で仕込んだ日本酒は
最高です︒

農業

三木市は﹁日本一美しいま
ち三木をめざそう﹂を市政方
針に掲げ︑﹁人・産業・自
然﹂が調和する街づくりを進
めています︒

大宮八幡宮
秋祭り
（本宮）

発 行 所
公益財団法人兵庫県消防協会

ストライク

決めろ無事故の

危険物

他にも︑三木山森林公園や
三木ホースランドパーク︵公
式馬術競技場︶など自然と触

平成二八年春の叙勲が四月
二九日に発令されました︒
叙勲の受章者︵消防関係︶
は︑全国で六〇一名︑うち兵
庫県では︑元消防団員・職員

一九名が叙勲の栄に浴されま
した︒
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

式典の様子

するとともに︑幾多の災害に
対して︑率先垂範して敢然と
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︑これまでの抜群の功績に
より︑その栄誉に輝かれまし
た︒
今回の叙勲の伝達式は︑平
成二八年五月一六日︵月︶一
三時一五分より東京・虎ノ門
の日本消防会館ニッショー
ホールにおいて執り行われ︑
代表者に叙勲が伝達されまし
た︒
式典終了後︑受章者の方々
は皇居へ参入︑拝謁した後︑
記念撮影が行われました︒
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︒

れ合える施設が一杯です︒春
は美嚢川の桜並木︑夏はブド
ウ狩り︒自然豊かで︑安らぎ
のある三木市へぜひ一度お越
しください︒
三木情報ミュージアム
http://miki-museum.jp/

稔

兵庫県下受章者︵消防関係︶
◎瑞宝小綬章
元尼崎市
消防正監 橋本 雅生

◎瑞宝双光章
元養父市消防団
団
長 片岡

博次

◎瑞宝単光章
元神戸市中央消防団
副 団 長 石沢 英次

元神戸市灘消防団
副 団 長 市岡

侃

元神戸市垂水消防団
副 団 長 柏木 耕二

元姫路市飾磨消防団
分 団 長 永井

元西宮市消防団
分 団 長 岩野

元尼崎市消防団
分 団 長 松浦

進

勝

敬彦

元豊岡市但東消防団
副 団 長 田中 德夫

元豊岡市豊岡消防団
副 団 長 松井 勝己

元芦屋市消防団
分 団 長 山根

元姫路市姫路西消防団
分 団 長 田中 明洋

元姫路市網干消防団
分 団 長 小野 廣治

日本遺産 丹波篠山デカン
ショ館の開館にあわせて﹁丹
波篠山NAVI﹂が完成しま
した︒日本語︑英語︑中国語
︵繁体︑簡体︶︑ハングル︑
ドイツ語の六か国語対応です︒
観光案内ナビは五〇箇所に
設置された案内板にスマート
フォンを向けると案内映像が

三木市は中国自動車道・山
丹波篠山は﹁日本遺産のまち﹂
・
陽自動車道が通過しているほ
か︑舞鶴自動車道・神戸鳴門
﹁ユネスコ創造都市ネットワークのまち﹂として
自動車道へのジャンクション
魅力を国内外へ発信中！
もあり︑全国的にも交通の要
〜 みき︵三木︶って⁝〜知っ得く三木情報
かつて城下町として栄えた
衝として注目されており︑ゴ
丹波篠山デカンショ館
丹波篠山は︑デカンショ節に
ルフ場は西日本一の数を誇っ
歌われている︑人々の暮らし︑
ています︒
三木の地名の由来は︑神功
ふれあい笑顔
﹁丹波篠山デカンショ館﹂
まちなみ︑自然や文化が今日
皇后が市内の君が峰で休まれ
防災拠点
いっぱいの三木
は青山歴史村の付属施設とし
においても継承されているこ
た時︑土地の者が壷に入れた
みき
て平成二八年四月にオープン︒
とが高く評価され︑平成二七
県立三木総合防災公園は陸
一〇月︑実りの季節を迎え︑
酒を献上したことから︑御酒︑
みつぼ
館内では︑デカンショ節や
年四月に第一号の﹁日本遺
上競技場・サッカー場・野球
市内各地で秋祭りが行われま
美壷と呼んだのが始まりで︑
みのう
デカンショ祭をはじめ︑﹁日
産﹂に認定されました︒
場・テニス場︵ビーンズドー
す︒中でも播州三大祭りの一
御酒↓三木︑美壷↓美嚢に転
本遺産のまち 丹波篠山﹂の
また︑同年一二月には世界
ム 屋内テニス場では日本最
つ︑﹁大宮八幡宮﹂の例大祭
じたと言われています︒
歴史や文化︑自然︑特産品な
地域の文化や魅力を生かして
大級︶等のスポーツ施設があ
りは︑重さ約二トンもある屋
金物のまち三木
ども紹介しています︒さらに
産業に結びつけ︑活性化を図
り︑体を動かし楽しむことが
台を担ぎ上げ︑八五段の急な
バーチャルデカンショ踊り
ろうとするネットワーク﹁ユ
できます︒一方で︑大規模災
石段を︑力強い掛け声と共に
三木の金物の歴史は古く︑
ブースでは︑ＡＲ︵拡張現
ネスコ創造都市ネットワー
害時には︑これらの施設は︑
登って行きます︒躍動感があ
戦国時代には︑東播八郡二四
実︶技術を駆使してデカン
ク・クラフト＆フォークアー
被災地への応援・救援物資の
り︑みきっ子の心が一つにな
万石を領した別所長治公の居
ト部門﹂にも認定されました︒ ショ踊りが再現され︑祭り会
防災拠点施設となります︒
る代表的なお祭りで︑県外か
城︵三木城跡及び付城跡・土
場にいる雰囲気を味わえます︒
これらの認定に伴い︑篠山
また︑兵庫県広域防災セン
ら三木へ帰郷される方も多く︑
塁が国指定の文化財︶があり
歴史と文化﹁日本遺産のまち
市内の観光名所に新しくス
ター︵消防学校︶が公園に隣
三木の秋は︑笑顔が絶えませ
ましたが︑三木合戦によって
丹波篠山﹂の魅力をごゆっく
マートフォンを駆使した映像
接しており︑県下の消防職・
ん︒楽しい祭りが終わると紅
町は荒廃しました︒その後︑
りご堪能ください︒
と多言語で説明する看板を設
団員が教養と技術習得を重ね
葉の季節を迎え山々が色づき
豊臣秀吉の復興策によって商
置し国内だけではなく海外か
ています︒
ます︒
工業が活発化し︑今日の金物
らの観光客の方にも篠山の歴
このように︑全国屈指の交
産業の発展の基礎となってい
通の要衝に位置する三木市は︑ 史をわかり易く説明していま
ます︒現代では︑工匠具・手
す︒
防災拠点の町としての顔を
引のこぎりの全国シェアは約
是非一度︑丹波篠山を訪れ
持っており︑自主防災組織結
一七％となりました︒町工場
て﹁日本遺産のまち﹂﹁ユネ
成率は一〇〇％︑一三二六名
からは槌音がトンテンカンと
スコ創造都市ネットワークの
の消防団員が三木市の防災の
聞こえてきそうです︒
まち﹂を体験してください︒
一翼を担っています︒
色んな一番のある三木
お問い合わせは篠山市役所
研究施設
農都創造部商工観光課︵☎〇
七九︲五五二︲六九〇七︶ま
丹波ささやまＮＡＶＩ
で

地

春の叙勲︵消防関係︶伝達式が挙行

神戸市中央区下山手通4丁目16番3号

︿全国消防関係受章者数﹀
二一名
三名
九三名
四八四名
六〇一名

流れ︑懐かしのお宝映像やド
ローンの美しい空撮映像を満
載しています︒観光一覧はデ
カンショ館の観光ビデオの多
言語説明として使え︑デカン
ショ館体験ゾーンでは備え付
けタブレットだけでなく︑手
持ちのスマートフォンでデカ
ンショ踊りを体験︑写真撮影
もできます︒また︑篠山市の
市章をマーカーにしてスマー
トフォンを向けると画面上で
デカンショ踊りの実演も行い
ます︒

第六四回丹波篠山
デカンショ祭

元赤穂市消防団
分 団 長 嶋田

元加古川市消防団
副分団長 髙谷

正和

秀昭

正博

■日程 平成二八年八月一五
日︵月︶〜一六日︵火︶
■場所 篠山城跡周辺 篠山
市北新町
篠山といえば﹁デカンショ
祭﹂といわれるほど民謡デカ
ンショ節のまちとして知られ
ています︒丹波篠山デカン
ショ祭は︑このデカンショの
リズムに合わせて踊る総踊り
がメインで丹波篠山の真夏の
風物詩として多くの方々に愛
されています︒デカンショ節
には地域のその時代ごとの風
土や人情︑名所︑名産物が歌
われており︑今日においても
新たな歌詞を生み出し新たな
丹波篠山
を更に後
世に歌い
継ぐ取り
組みを続
けていま
す︒

元高砂市消防団
副分団長 穴田

編 集 後 記
厳しい暑さが続いて
おりますが︑皆様いか
がお過ごしでしょうか︒
さて︑今月号では春
の叙勲をはじめ︑各種
表彰式の様子を掲載し
ております︒受章され
た皆様︑誠におめでと
うございます︒
各地区の消防操法大
会も終わり︑県大会出
場隊が決定しました︒
いよいよ県大会です︒
体調管理には十分に気
を配っていただき︑日
頃の成果を存分に発揮
していただけたらと思
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
したが︑災害への備
え・体調管理には気を
つけてください︒

元淡路市消防団
副 団 長 谷山

元川西市消防団
副分団長 夛田

明

公平

仁三

︻お詫びと訂正︼
兵庫消防平成二八年五月
一五日発行第六六四号の
﹁がんばってます︑女性消
防団員﹂において︑明石市
消防団 女組︵めぐみ︶班
長 髙橋久美子氏の氏名を
誤って掲載しておりました︒
お詫び申し上げますとと
もに︑次のとおり訂正いた
します︒
︵正︶髙橋 久美子
︵誤︶橘 久美子

元温泉町消防団
副 団 長 西脇
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編集発行人

瑞宝小綬章
旭日双光章
瑞宝双光章
瑞宝単光章
計

受章者の皆さん

お

三木金物まつり

丹波篠山ＮＡＶＩ
やぐらの周りで広がる踊りの輪
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