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義雄

第一は︑安全安心で豊かな
暮らしの実現︒頻発する自然

日本を先導してきました︒そ
れだけに︑この機を捉え︑世
界の成長を呼び込み︑人口減
少と高齢化が同時に進む中で
も︑将来にわたり活力に満ち
た地域としなければなりませ
ん︒
五国の多様性を活かし︑
﹁兵庫二〇三〇年の展望﹂が
描く自分らしい生活や働き方
ができる﹁すこやか兵庫﹂の
実現をめざして︑新時代のふ
るさと兵庫を創ります︒

兵庫の新たな歴史を築く

新年あけましておめでとう
ございます︒
四月には平成が終わり︑五
月から新元号の新たな時代が
幕を開けます︒さらに︑九月
のラグビーワールドカップ世
界大会を皮切りに二〇二一年
のワールドマスターズゲーム
ズ二〇二一関西に続くゴール
デンスポーツイヤーズがはじ
まります︒二〇二五年大阪万
博の開催も決定しました︒今
後︑日本︑関西︑兵庫に世界
の関心が集まることでしょう︒
兵庫は︑神戸港の開港以来︑
海外の文化や産業を取り入れ

新年のあいさつ
岸谷

兵庫県消防協会
会長

﹁平成﹂も残すところあと
三ヶ月余りとなりました︒振
り返れば平成の三〇年間は︑
災害が多発した時代でした︒
二四年前︑兵庫の大地を揺
るがした阪神・淡路大震災︒
その後も東日本大震災︑熊本
地震︑昨年の大阪府北部地震︑
北海道胆振東部地震など︑大
きな地震が次々と日本列島を
襲うほか︑大雨や台風が激甚
化しています︒
このような状況の中︑地域
防災の中核を担う我々消防団
の果たす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

公益財団法人

新年あけましておめでとう
ございます︒
平成三一年の輝かしい新春
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︒
消防団員︑消防職員の皆様
方には︑日々厳しい訓練を重
ねられ︑常日頃︑昼夜を問わ
ず住民の生命と暮らしを守る
ため献身的に尽力されておら
れますことに対しまして︑心
から敬意を表し︑深く感謝申
し上げます︒また︑平素は当
協会の運営や活動に対し︑格
別のご理解とご協力を賜りま
して厚くお礼申し上げます︒

災害や来るべき大規模災害へ
の備えを強化します︒また︑
子育て環境の充実や医療介護
体制の確保など︑安心して暮
らせる基盤をつくります︒
第二は︑未来へ続く地域活
力の創出︒次世代産業の創出
や新事業展開の促進︑農林水
産業の基幹産業化を進めます︒
また︑地域と世界で活躍でき
る人材の育成に加え︑誰もが
生涯活躍できるよう︑学び直
しや多様な働き方を支援しま
す︒
第三は︑国内外との交流・
環流の拡大︒インバウンド対

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︒
当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
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

策など内外からの誘客促進や
五国の持つ資源を生かした
ツーリズム人口の拡大︑県外
県民﹁ひょうごe 県民﹂の
登録など人口の環流促進を図
ります︒高速道路の整備や空
港︑港湾の有効利用など交流
の基盤となる交通インフラを
充実します︒

いつの時代も︑ふるさとの
将来に夢や希望を持ち︑果敢
に挑む人々が兵庫の明日を切
り拓いてきました︒兵庫の新
たな歴史を築くための第一歩
を共に踏み出していきましょ
う︒

兵庫県 一五〇年
新スタート
五国を活かし
すこやかめざす

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︒
結びに︑今年一年が災害の
ない平穏な年であることを祈
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︒

の

辞

防防災ヘリコプター墜落事故
により︑九名の方々の尊い命
が失われたことは痛恨の極み
であります︒
お亡くなりになった方々の
ご冥福をお祈りするとともに︑
被災された方々に心からお見
舞い申し上げます︒

頭

平成三一年の新春を迎える
に当たり︑全国の消防関係者
の皆様に謹んで年頭の御挨拶
を申し上げます︒皆様方には︑
平素から消防防災活動や消防
関係団体業務などに御尽力い
ただいており︑心から敬意を
表し︑深く感謝申し上げます︒
平成を振り返ってみますと︑
平成七年の阪神・淡路大震災
を受けた災害対策法制の見直
し︑平成一五年の緊急消防援
助隊の法律上の位置付け︑平
成二三年の東日本大震災を受

年

昨年も︑地震や集中豪雨に
よる自然災害が多発し︑警戒
活動中の消防団員の方をはじ
め︑多くの方々が犠牲になり
ました︒
また︑群馬県で発生した消

消防庁長官

黒田

武一郎

あわせて︑新しい年を迎え
て始まるＧ二〇大阪サミット
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
などの大規模イベント開催時
における安心・安全対策に取
り組み︑引き続き万全な消
防・救急体制を整えてまいり
ます︒

全国的な︑広域的な取組み
が必要なことも勿論あります
が︑私は︑﹁防災の原点は地
域﹂ということを思いながら︑
平成二五年制定の﹁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﹂の趣旨を

の直後に︑私は消防庁長官に
就任し︑緊急消防援助隊の創
設による全国的な応援体制の
整備に関わりましたが︑その
時︑これだけでなく︑地域の
状況に応じながら速やかに対
応する地域の防災体制を強化
しなければならないと思い︑
全国にこのことを呼びかけま
した︒

皆様方におかれましては︑

けた相互応援の強化や住民の
の更なる充実強化︑火災予防
円滑かつ安全な避難の確保な
対策の推進など︑一層の推進
ど︑我が国の消防防災行政は︑ に取り組んでまいります︒
回避できない自然災害から被
害を最小限にできるよう︑減
災への不断の努力を続けてま
いりました︒
尊い犠牲となりました先人
のご遺志にこたえるためにも︑
今後発生が危惧される南海ト
ラフ地震や首都直下地震等の
大規模災害に備え︑緊急消防
援助隊や地域防災力の中核と
なる消防団及び自主防災組織

﹁変化﹂のなか︑さらなる充実発展をめざす
日本消防│新春ごあいさつ│
敏文

日本消防協会

秋本

二四年前︑阪神淡路大震災

そのように環境が大きく変
化するなかで︑消防はこれに
対応しながら使命を果たして
いかなければなりません︒日
本消防協会では︑昨年三月︑
自治体制度七〇周年を契機と
して︑﹁変化への対応﹂を中
心テーマとするシンポジウム
を開催し︑標記のタイトルの
意見を公けにしました︒その
内容は多岐にわたっています
が︑今年も私たちはその実現
をめざして多方面の努力を重
ねてまいります︒

たように思われます︒

会長

公益財団法人

るように思われてなりません︒
明けましておめでとうござ
台風といえば︑以前は九州上
います︒兵庫県消防の皆様に
陸が通常パターンでしたが︑
は︑地域の安全のため日夜ご
最近は迷い子の台風があった
尽力頂いておりまして︑本当
り︑北海道東北上陸があった
にありがとうございます︒深
りします︒局地的な集中豪雨
く感謝申しあげます︒
も多く︑これまでですと記録
新年のごあいさつとしては︑ 的大雨とよばれた大雨がもう
並の大雨と感じられるように
今年が無事平穏なよい年であ
さえなってしまいました︒兵
りますようにと申しあげるの
庫県でも昨年は︑台風二一号
が普通なのですが︑このとこ
や西日本豪雨により︑甚大な
ろの災害の状況を見ておりま
被害が発生しました︒私は︑
すと︑今年も油断できないな
これまでも﹁全国︑いつでも︑
という気持の方が強くなって
どこでも︑何でもある位に
しまいます︒
思っていなければならない﹂
と申しあげていたのですが︑
その実感がますます強くなっ

最近の災害は︑数が多いだ
けでなく︑様子が変わってい

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
御支援と御協力を賜りますよ
うお願い申し上げます︒
結びに︑皆様の益々の御健
勝と御発展を祈念いたしまし
て︑年頭の挨拶とさせていた
だきます︒

いかして︑地域の皆さんの総
力結集のもと︑地域のさまざ
まな状況に応じつつ︑その地
域にとって必要な情報の収集︑
的確な判断︑そして迅速な行
動を実行するようにしなけれ
ばならないと思われます︒
新日本消防会館の建設を進
めていますが︑新会館は文字
通り日本消防の総合的な中核
拠点であり︑また市町村自治
の一層の発展に寄与できるも
のにしなければならないと考
えております︒
いろいろ申しあげました
が︑やはり︑今年が無事平穏
なよい年でありますよう心か
らお祈り申しあげ︑兵庫県消
防の皆様のご健勝ご多幸をお
祈り申しあげて新年のごあい
さつとさせて頂きます︒

謹んで新春のご挨拶を申し上げます。

（2）
（隔月奇数月15日発行）
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︽全国消防関係受章者数︾
四〇名
瑞宝小綬章
三名
旭日双光章
六一名
瑞宝双光章
五一三名
瑞宝単光章
六一七名
計

憲一

平成三〇年秋の叙勲が一一
月三日に発令されました︒
叙勲の受章者︵消防関係︶
は︑全国で六一七名︑うち兵
庫県では︑元消防職員二名︑
元消防団員一六名が叙勲の栄
に浴されました︒

下谷

︿兵庫県下受章者︵消防功労︶﹀
◎瑞宝小綬章
元伊丹市
消防正監

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
進に寄与した消防関係の方々
です︒
叙勲の伝達式は︑平成三〇
年一一月一二日︵月︶にニッ
ショーホールで盛大に挙行さ
れました︒

【受賞者の皆様】

（隔月奇数月15日発行）
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︵敬称略

元加古川市
消防正監

順不同︶

◎瑞宝単光章
元猪名川町消防団
団
長 福田
康司

元香美町消防団
副 団 長 田淵

保男

正治

臣一

元西宮市消防団
分 団 長 筧

卓郎

山本

健一

元加古川市消防団
分 団 長 宮永

幹男

清

元伊丹市消防団
副 団 長 永島

憲成

元宝塚市消防団
分 団 長 石井

洋平

元尼崎市消防団
分 団 長 髙橋

元たつの市消防団
副 団 長 武内

正夫

元高砂市消防団
副分団長 中野

榮市

義治

元千種町消防団
副 団 長 尾畠

進

元神戸市灘消防団
副 団 長 中本

元朝来市消防団
団
長 尾﨑

玄貴

元佐用町消防団
副 団 長 入江

◎瑞宝双光章

元宍粟市消防団
団
長 春名

芳夫

元姫路市飾磨消防団
団
長 富田 重二

元佐用町消防団
団
長 松田

平成三〇年度秋の褒章伝達式

◎藍綬褒章

神戸市垂水消防団
中西
団
長

政嗣

︽兵庫県下受章者︵消防功績︶︾

〜平成三〇年秋の褒章が
一一月三日に発令〜

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寄
与した者に授与される藍綬褒
章は全国で九二名︑うち兵庫
県では神戸市垂水消防団の中
西団長が受章の栄誉に輝きま
した︒
伝達式は平成三〇年一一月
一四日︵水︶にスクワール麹
町において行われました︒

第三一回

元神戸市消防局
消 防 監 中田

元神戸市消防局
消防正監 宮谷

良則

忠治

受章者は︑全国で瑞宝双光
兵庫県下受章者︵消防関係︶
章三〇六名︑瑞宝単光章三一
◎瑞宝双光章
四名︑計六二〇名︑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︒
叙勲の伝達式は︑平成三〇
元神戸市消防局
年一一月八日︵木︶に総務省
消防正監 棟長 正昭
講堂で盛大に挙行されました︒

危険業務従事者叙勲が
平成三〇年一一月三日に発令
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︒

【受賞者の皆様】
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元宝塚市消防本部
消 防 監 遠藤

元西宮市消防局
消 防 監 田中

正已

聰

豊

順不同︶

元川西市消防本部
消 防 監 藪野

昌一

︵敬称略

元三田市消防本部
消 防 監 谷石

◎瑞宝単光章

消防司令長

實

昭

元神戸市消防局
岩井

消防司令長

彰

元神戸市消防局
人見

元神戸市消防局
小前

消防司令長

正次

元神戸市消防局
南

道生

消防司令長

元姫路市消防局
川合
消防司令長

清孝

元西はりま消防本部
内海 一義

耕一

元三木市消防本部
消防司令 山内

克己

和宏

元朝来市消防本部
消防司令 藤原

元朝来市消防本部
消防司令 尾花

兼人

聡

消防司令長

消防司令長

豊見

元小野市消防本部
消防司令 小西

元尼崎市消防局
藤村

消防司令長

猛

元伊丹市消防局
松原

元明石市消防本部
堀田

消防司令長

元加古川市消防本部
高見 昌弘

消防司令長

内橋

元北はりま消防組合消防本部

消防司令長

の開催となりますが︑兵庫県
からたくさんの女性消防団員
の皆さんが参加されることを
願っています︒

【大分県佐伯市消防団の紙芝居】

神戸市北消防団
神戸市長田消防団
神戸市垂水消防団
姫路市姫路東消防団
姫路市姫路西消防団
姫路市飾磨消防団
尼崎市消防団
明石市消防団
伊丹市消防団
豊岡市出石消防団
加古川市消防団

【次回開催地青森県からの挨拶】

この度兵庫県から参加した
団体は次のとおりです︒
神戸市東灘消防団
神戸市灘消防団
神戸市中央消防団
神戸市兵庫消防団

【大阪府高槻消防団の人形劇】

第二四回
全国女性消防団員活性化滋賀大会開催

スホテルに
おいて情報
交流会が行
われ︑盛会
のうちに終
了しました︒
来年度の
開催地は青
森県青森市
﹁マエダア
リーナ﹂に
て九月一九
日︵木︶に
開催されま
す︒遠方で

【大会旗が滋賀県から青森県へ】

︵公財︶
兵庫県消防協会事務局

れ︑何事も継続し︑努力し続
けることが大きな力となり︑
今後の糧になっていくことを
教えていただきました︒会場
へチャンピオンベルトを持っ
て来てくださったり︑写真撮
影にも応じてくださったりと︑
気さくな人柄に︑女性消防団
員の皆さんからとても喜ばれ
ていました︒
最後に︑大会宣言と次回開
催地の青森県へ大会旗の引継
ぎが行われ︑閉会宣言の後に
大会は幕を閉じました︒
閉会後︑びわ湖大津プリン

赤穂市消防団
川西市消防団
小野市消防団
三田市消防団
篠山市消防団
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

【加古川市消防団の展示】

【丹波市消防団・播磨町消防団の展示】

の挨拶と進行しました︒
開会式の後は︑午前と午後
にそれぞれ四団体が活動事例
発表及び防火防災啓発劇を行
いました︒どの団体も︑活発
な活動内容や︑効果的な防火
防災啓発活動を発表し︑参加
者にとっては今後の活動にプ
ラスになるような︑良い刺激
を与えてもらうことができま
した︒
記念講演では︑元ＷＢＣバ
ンタム級チャンピオンの山中
慎介氏により﹃継続は力な
り﹄という演題で講演が行わ

【滋賀県のゆるキャラ大集合】

突撃取

材
第二四回全国女性消防団員
活性化滋賀大会が︑平成三〇
年一一月九日︵金︶にウカル
ちゃんアリーナ︵滋賀県立体
育館︶にて開催されました︒
大会は︑全国から約三︐七
〇〇名の消防職・団員が参加
し︑兵庫県からも岸谷会長以
下総勢一五〇名が参加しまし
た︒
まず︑大津市消防音楽隊に
よるウェルカムコンサートで
幕を開け︑その後︑大会旗入
場︑開会宣言︑国歌斉唱︑主
催者挨拶︑開催地知事︑市長

【開会式】

（隔月奇数月15日発行）
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バーディーズ

Pick Up!

地 元 小 学 校へ消 防 団について
講演
市内の小学校の子供たちに
消防署と消防団の違いについ
て︑お話をいただきたいと先
生から依頼がありましたので︑
講師として出向いて消防署と
消防団がどのような点で違い
があるのか講演してきました︒
その後︑グラウンドにて消防
操法を子供たちに披露して消
防車で消防団員がどのように
水を出して消火活動を行うの
か間近で見てもらい学習して
いただきました︒

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︒

用ボートを五艇所有しており︑ 強化も図っています︒
ボートの点検や操船訓練など
を行っています︒また︑兵庫
県赤十字血液センターの協力
のもと︑約二〇〇名の消防団
員が春と秋の毎年二回︑献血
を行っています︒また︑ゴル
フコンペやボウリング大会を
行うなど︑団員相互の交流を
通じた消防団全体の団結力の

丹波市消防団

とともに︑これに適切に対応
できる能力を養成しています︒
︻消防団活動推進委員会︼
消防団の円滑な運営と団員
の資質向上を目的として設置
されており︑以下に水難救助
委員会︑水防指導委員会︑ポ
ンプ操法委員会︑応急手当普
及委員会などがあります︒中
でも水難救助委員会は︑救助

﹃丹波市消防団です！﹄

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︒
消火栓による初期消火の必要
性を広く理解していただくた

さや知識を学ぶことができま
した︒

丹波市消防団は平成一六年
一一月一日に旧氷上郡六町
︵柏原町・氷上町・青垣町・
春日町・山南町・市島町︶が
合併し︑二︐八四九名で発足
しました︒その後︑丹波市消
防審議会の答申のもと︑幾度
と機構改革を行い︑定数の改
正が行われ︑平成二七年四月
一日の第二次再編により条例
定数一︐七〇六名で構成され
ています︒丹波市消防団では︑
団員の技術力と士気向上のた
め︑ポンプ操法大会の他︑各
地域単位で独自の訓練や研修
会を実施しています︒その一
例を紹介いたします︒
丹波市消防本部と丹波市消防
団で合同訓練を実施
消防団独自の訓練では経験
できないような丹波市消防本
部と丹波市消防団の合同によ
る山林火災を想定した訓練を
実施しました︒
特に消防本部職員と地元消
防団による連携について重点
的に訓練し︑緊急時にも活か
せることができるよう消防団
独自の訓練では学ぶことがで
きない経験をすることができ
ました︒
今回︑消防本部と消防団が
連携した訓練をすることで改
めて連携した消火活動の難し

【水難救助委員会操船訓練】

【自主防災とタイアップで地域防災力強化】

豊岡市豊岡消防団

︻ 台 風 第 二 三 号 メモ リ アル 水
防訓練︼
豊岡市は︑平成一六年一〇
月の台風第二三号により︑円
山川が決壊し︑市内全域で大
きな被害を受けました︒この
災害を教訓に︑毎年メモリア
ル事業として︑消防団や地域
の自主防災組織︑国・県・市
の行政職員が一体となって水
防訓練を実施しています︒積
み土のう工法︑月の輪工法な
どの実践訓練を行い︑水害を
未然に防ぐための知識と技術
力を身につけています︒

︻S KYT研修︼
消防団員の公務災害防止の
ための研修として︑消防基金
が助成・後援を行っている
S KYT研修を毎年実施し︑
消防活動中の危険を予知する

【丹波市消防本部と丹波市消防団で合同訓練】

﹃自分たちの地域は自分たちで守る﹄

豊岡市は︑平成一七年四月
一日︑兵庫県の北東部に位置
する一市五町︵豊岡市︑城崎
町︑竹野町︑日高町︑出石町︑
但東町︶が合併してできたま
ちです︒北は日本海︑東は京
都府に接し︑中央部には一級
河川円山川が悠然と流れてい
ます︒また海岸部は山陰海岸
国立公園に指定されている等︑
多彩な四季を織りなす自然環
境に恵まれています︒
豊岡市内には六つの消防団
︵豊岡・城崎・竹野・日高・
出石・但東︶があり︑広大な
市域の中でそれぞれに活動し
ています︒豊岡市豊岡消防団
は一四個分団︑四六八名の団
員で構成されています︒常日
頃から市民の生命・身体・財
産を守るため︑水害に備えた
水防訓練︑大規模火災を想定
した中継訓練︑木造家屋密集
街区火災を想定した図上訓練
などを行っています︒
また︑市内の学校や企業で
行われる避難訓練や救命講習
会等に積極的に協力し︑地域
防災力の向上にも努めていま
す︒
︻夏季訓練︼
消防団員の技術及び士気向
上を図ることを目的とし毎年
訓練を行っています︒中でも
今年度は︑日頃の訓練成果を
発揮する場として︑三年に一
度開催している消防操法大会
を実施しました︒

【消防操法大会】

【台風第二三号
メモリアル水防訓練】

芦屋市女性消防団

【バーディーズのみなさん】

平成七年の阪神・淡路大震災による壊滅的
な被害を受け︑地域の防災力を強化する一環
として︑平成八年広く市民から募集する形で
芦屋市女性消防団員﹁バーディーズ︵通
称︶﹂が誕生しました︒
さて︑芦屋市女性消防団員﹁バーディー
ズ﹂は︑今年一一月に開催される第二四回全
国女性消防操法大会に︑兵庫県代表として出
場することとなりました︒一昨年から始めた
訓練も折り返し点を迎え︑大会まで残すとこ
ろ一年を切りました︒
訓練を始めた当初は︑敬礼ひとつ揃わな
かった私たちですが︑消防団幹部と常備消防
の方々にご指導を受け︑少しずつですが規律
動作も身に付き始め︑また日々の訓練を通し
てチームとしての団結力も強くなりつつある
と実感しています︒
訓練に対する想いも日を重ねるごとに熱く
なり︑時には厳しく団員同士で指摘し合い︑
試行錯誤を繰り返しながら︑仲間とともにひ
とつの目標に向かって日々奮闘しています︒
タイムが伸びずに悔しい思いをしたり︑ミス
が続いて落ち込んだりと︑不安に思う時もあ
りますが︑サポートして下さる周りの方々に
感謝し︑皆で優勝を必ず勝ち取るという気持
ちを胸に︑一一月の全国大会に向け最後まで
全力で臨んでいきたいと思います︒

【訓練の様子】

﹃全国優勝をめざして﹄

がんばってます、女性消防団員

（6）
（隔月奇数月15日発行）
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わ が 町

﹁郷土の誇り﹂
多可町消防団長

の団

泰尚

長
さ ん

呼び名の高い団長さんです︒
また︑建築業を営む傍ら︑
廃棄された可搬ポンプを予備
用に再利用できるまでに修復
されるなど︑プロ顔負けの技
術を持たれています︒
消防団活動の経験と知識が
豊富な遠藤団長には︑日頃か
ら健康に留意され︑先任の築
かれた﹁郷土の誇り多可町消
防団﹂の善き伝統を受け継い
でいかれながら︑団員が活動
し易い新しい消防団づくりを
期待しております︒

﹁一念不動の団長﹂

〜消防団の一員となって〜

消防団員は地域の安全を守るために︑消火活動や
水防活動を行う︒また︑災害予防のために︑火災予
防広報や年末警戒︑台風等接近時の巡回など︑地域
に根付いて活動している︒
活動の中心には団員にとって身近な地域の方々が
いる︒子どもの頃から見守ってくれた爺さん婆さん
も多く︑﹁お疲れさん﹂﹁ありがとう﹂と労いをい
ただくし︑応援もしてくれる︒この言葉は魔法のよ
うで︑﹁自分も地域の安全を築く一員だ﹂という自
覚が芽生える︒
我が分団は︑操法大会県優勝を目指している︒私

〜消防団に入って〜

私は現在︑神戸市灘消防団第四分団に団員として
所属し︑活動しています︒
勿論︑多くの皆様と同様に仕事を持つ社会人です︒
私が消防団に入団したのは平成二九年七月で︑同
年一〇月に行われる﹁神戸市消防団小型動力ポンプ
操法大会﹂に選手として出場してみないかと分団長
からの誘いを受け興味を持ち入団に至りました︒
操法の訓練は︑大会の数ヶ月前から始まりました︒
消防団員は昼間働いている人が多いため︑多くの訓
練は夜間に行われました︒夜間訓練は照明や発電機
等︑昼間に訓練を行う時より多くの資機材が必要と
されましたが︑資器材の運搬︑設営及び撤収等︑消
防団の仲間に協力していただき︑訓練に集中できる
環境を消防団全体で作っていただきました︒

中内
拓馬

市川町消防団長

勝広

牧田団長は︑平成一七年四
月に入団以降︑持ち前の正義
感と熱意で副分団長︑分団長
を歴任され︑平成二六年四月
に副団長に︑平成三〇年四月
には第三二代団長に就任され︑
現在二六分団︑五三五名の団
員の先頭に立ち︑地域の安全
と安心を守るため日夜努力さ
れています︒
団長は︑三九歳にして団長
に就任され︑県下最年少の団
長として︑パワー溢れる日々
を送られています︒団長の非
常に穏やかで︑周囲を温かく
和ませるお人柄もあり︑地域
住民や団員一人一人との距離
感が近く︑若くて優しい団長
として有名ですが︑ひと度災
害が発生するとすばやく現場
に駆けつけ︑情報収集を実施
し︑先頭に立って防御体制を
整えるなど︑地域住民が安心
して暮らせるよう常に熱く指
揮を取られ︑団員はもとより
幹部や地域住民からの信望も
厚いです︒
また︑年々減少傾向にある
消防団員の確保のため︑旧体
制までは学生入団を認めな
かった所ですが︑新体制より
認めるようにするなど少しず
つ制度変更を行い︑活気ある
消防団を維持するため市川町
に新しい風を吹かせて下さっ
ています︒

伸

神戸市灘消防団
第四分団

赤穂市消防団
第一分団

篠原

牧田

市川町は︑兵庫県の中央部
からやや南西部に位置し︑町
の中央部を町名の由来となっ
ている清流・市川が流れる伝
統と緑豊な町です︒

市川町

遠藤

多可町は︑兵庫県の中央や
や東に位置し︑播磨の奥座敷
とも呼ばれています︒
豊かな自然と人間の生活バ
ランスが保たれた住みやすい
まちで︑日本一の酒造好適米
﹁山田錦﹂︑日本一の手漉き
和紙﹁杉原紙﹂︑国民の祝日
﹁敬老の日﹂発祥の地として
広く情報発信しています︒
遠藤団長は︑昭和六一年四
月に旧加美町消防団に入団さ
れ︑平成一七年一一月に多可
郡三町が合併し多可町の誕生
とともに発足した多可町消防
団の分団長に就任︑後に副団
長として活躍され︑平成三〇
年四月に消防団長に就任され
ました︒
団長は﹁自分の町は自分達
で守る﹂という郷土愛護の精
神を基に︑予防消防に力を注
がれながら︑平成三一年度に
常備消防の多可北︑多可南出
張所がそれぞれ新たに開所す
ることから︑常備消防との連
携や協力体制の確立にも取り
組まれています︒
団長が分団長︑副団長時代
には︑積極的に町内各部のポ
ンプ操法を指導され︑県大会
の常連町の礎を築かれるなど
ポンプ操法の生きた教本との
多可町

（隔月奇数月15日発行）

平成31年 1 月15日

防
消
庫
兵
（7）第 678 号

われら若手消防団員

しかし︑満を持して迎えた平成二九年一〇月二九
日の大会は︑台風第二二号の影響により中止となり
ました︒
大会出場のため多くの時間を訓練に費やした私た
ち消防団員の想いを︑多くの消防団長に汲んでいた
だき︑平成三〇年三月に﹁記録会﹂という形で大会
が開催され︑私たち神戸市灘消防団は見事三位に入
賞することができました︒
大会後に開かれた慰労会では︑今までの努力が実
を結んだ充実感と達成感で満たされていました︒
訓練中は︑精神的︑肉体的にきつく苦労しました
が︑第三位入賞という結果は︑私たち選手だけでな
く訓練に協力いただいた各分団の方々や︑訓練担当
の消防署員の方々の協力によるものだと感謝の気持
ちでいっぱいになりました︒
また︑人と人との絆は︑こうして築かれるのだと
改めて実感し︑本当に貴重な経験をさせていただき
ました︒
私一人では無力ですが︑消防団や地域の方々と協
力し︑少しでも地域防災の力となれるよう頑張ろう
と思います︒
そして︑これからは一人でも多くの方に消防団へ
入団していただき︑新しい仲間作りも進めていきた
いと考えています︒

は︑今年度大会の選手に選ばれ︑二年前から地道に︑
寒い時も暑い時も︑妥協せずに訓練に励んだ︒だか
ら赤穂市大会と西播大会では︑優勝しても﹁訓練の
成果﹂だと落ち着いていた︒
しかし︑県大会では三位入賞も果たせず︑ぽかん
とした心の空白の後は悔しくて悔しくて︑涙が止ま
らなかった︒周りが驚くほど︑泣いた︒努力を惜し
まず必死で訓練してきた証だと︑今は思える︒そし
て︑分団長から若手団員までの全団員が信頼し︑助
け合える分団の雰囲気が︑最後まで頑張れた要因だ
と気づき︑全分団員に感謝している︒
そして︑大人になってから
一生懸命になれることに出会
え︑﹁消防団に入ってよかっ
た︒﹂と心から思っている︒
この気持ちを忘れず︑地域の
方々から﹁地域を守る身近な
防人﹂として認められる存在
であり続けられるように︑今
後も消防団員として︑仲間と
共に鋭意邁進したい︒

の

せ

げもあり交流人口が徐々に増加して
おり︑今後はさらにまちがにぎわい︑
地域の活性化が大いに期待されてい
ます︒また︑そのメンバーの中には︑
地元の消防団の現役団員やOBもそ
れぞれの立場から深く関わっており︑

倉にある庭田神社で︑はじめて米・

と考えられ︑現在の宍粟市一宮町能

ご堪能いただければ幸いです︒

しいただき︑宍粟のお酒と町並みを

みなさん︑酒蔵どおりへ一度お越

日々活動されています︒

宍粟市は︑鳥取県・岡山県と隣接
麹・水を用いた酒が造られたとされ

城下町すもと

ています︒

豊かな自然があり︑日本酒の発祥

洲本市

ゲーム﹁輪廻転生伝説﹂︑コスプレ

フォトコンテスト﹁加古川コスマー

そぐ下流域に位置しています︒平成

川﹁加古川﹂が瀬戸内海に悠々とそ

野の東部を流れる県下最大の一級河

加古川市は県南部に広がる播磨平

選﹂にも選出されています︒おもて

ング協会の﹁歩きたくなる道五〇〇

薦めは二〇㎞コースで日本ウォーキ

ゆかりの志方八幡宮があります︒お

岡山公園︑黒田官兵衛の妻﹁光姫﹂

名な平荘湖︑春の桜並木が有名な日

した︒

たちが宝を見つけて大喜びしていま

貰えるというもので︑多くの子ども

て集めた方にはさらに記念バッジが

トに隠されている宝を探し出し︑全

たヒントをもとにコース上のポイン

った﹁輪廻転生伝説﹂は︑出題され

加古川市

一二年に市民の健康志向の高まりと

なしでは︑豚汁︑ぜんざい︑おでん

﹁かつめし﹂をはじめとした飲食ブ

ウェルネス都市加古川

明るく健全な社会環境づくりが求め

等が振る舞われ大会を盛り上げ︑ま

ースや︑マッサージ︑健康に関する

チ﹂を実施しました︒特に人気があ

られる中︑市民のウェルネスライフ

た同日︑加古川河川敷では︑﹁加古

てるひめ

を積極的に支援していくために﹁ウ

川凧あげまつり﹂が開催され︑多く

また︑中央広場では︑地元グルメ

このウェルネス都市加古川を代表

ェルネス都市宣言﹂を行いました︒

二日目は︑加古川市の南東部及び

二日間で延べ八︐三九八名のウォ

無料相談等の健康ブースも立ち並び︑

隣接する稲美町︑播磨町を巡るコー

ーカーが秋深まる播磨路を満喫しま

完歩歓迎として︑ステージ上では演
︵日︶の二日間︑秋の播磨路を歩く

スで︑県下二番目の大きさを誇る天

のウォーカーの足を止め︑心を和ま

ウォーキングイベント﹁加古川ツー

満大池︵稲美町︶や︑弥生時代の集

した︒

せました︒

デーマーチ﹂を開催しました︒市制

落跡の大中遺跡︵播磨町︶︑播磨の

するイベントを紹介します︒平成三

四〇周年記念事業として平成二年に

法隆寺といわれている鶴林寺等の史

ぜひ︑加古川ツーデーマーチにご参

〇年一一月一〇日︵土︶一一日

始まり︑今回で二九回目︒両日とも

跡も数多く見ることができます︒ウ

加ください︒お待ちしております︒

洲本市は︑淡路島の中央部に位置

に中央会場である加古川市役所前広

ォーカーからの人気スポットは︑加

の地といわれる宍粟には︑江戸時代

場をスタート・ゴール地点として︑

古川河口から望む瀬戸内海の景色︒

中期の明和五︵一七六八︶年に創業

距離別に四〇㎞︑二〇㎞︑一〇㎞︑

﹁島々の中に沈みゆく夕日を見て感

の氷ノ山をはじめ一︐〇〇〇メート

五㎞の四コースが設定されており︑

動しました﹂等の声をいただきまし

ルを超える山々がそびえ︑県下を代

上級者から小さなお子様連れのご家

た︒この日はコース途上で兵庫大学

伝説が残り︑奈良時代の和銅六︵七

市内には︑数多くの史跡や神話・

観形成重要建造物の指定を受けまし

認められ︑平成二二年には兵庫県景

いや外観を保持していることなどが

造り酒屋としての風格を有した佇ま

建築当時のままの歴史と伝統のある

て少し紹介させていただきます︒

でもあります︒そこで洲本市につい

温暖な気候で︑おいしい食材の宝庫

園の指定地域があり︑一年を通して

●日本酒のふるさと

一三︶年に編纂された﹁播磨国風土

る完歩抽選会も実施しました︒

次回は︑節目となる三〇回大会︒

作戦にも取り組まれ︑長年空き家で

〇名城にも選定されています︒

し︑現代のグルメ︑アート作品︑音

遺産をどうにか活かせないかを考慮

や民家︑細い路地といった古き良き

しては︑渡り鳥の飛来場所として有

くコースとなっており︑見どころと

一日目は︑加古川市の北西部を歩

のウォーカーから好評を得ています︒

ル﹂︑子供向けリアル体験型謎解き

迎演奏﹁ミュージックフェスティバ

として︑今年は地元中学生による歓

さらに大会を盛り上げる特別企画

に取り組んでおられるこ

決意も新たに消防団活動

でしょうか︒新年を迎え︑

が︑皆様いかがお過ごし

︽洲本城︾

記﹂の一節である宍禾の郡庭音村の
た︒

しさわのこおり

条には︑宍粟が日本酒発祥の地とい

編 集 後 記

あけましておめでとう

あった町屋の改修や︑周辺の藤や紅

楽やダンスをイベントに織り交ぜ︑

ぬ

意訳すると︑﹁神様にお供えした

葉の見ごろにあわせたイベントなど︑

かび

われる所以となった日本酒最古の記
みかれ

述が残されています︒
かも

ご飯にかびが生えてきたので︑それ

山崎地区においてさまざまな企画を

毎日寒い日が続きます

ございます︒

でお酒を造って︑神様に献上し︑宴

献りて宴しき⁝﹂

を行った﹂となります︒ここでの

ぜひ︑お近くへお越しの際は︑城下

れる一大イベントとなっています︒

されており︑毎年一万人もの方が訪

秋の叙勲・秋の褒章・危

また︑三面・四面では︑

さつを掲載しております︒

体の代表者の年頭のあい

さて︑今月号では各団

とと存じます︒

町すもとを目で︑肌で感じてみてく

くお願いいたします︒

消防﹂のご愛読をよろし

本年も引き続き﹁兵庫

とうございます︒

章者の皆様︑誠におめで

を掲載しております︒受

険業務従事者叙勲の記事
ちしています︒

レトロなまち歩き

ださい︒皆様のお越しを心よりお待

イベントは︑春︑秋の年二回実施

新しい魅力を発信しています︒

︻山陽盃酒造︼

実施されています︒その活動のおか

を練り歩きました︒

れ︑甲冑をまとった武者行列が城内

昨秋には洲本城まつりが開催さ

﹁かび﹂とは︑﹁麹﹂のことである

︻老松酒造︼

洲本城からの景色

奏や演舞のほか︑加古川和牛が当た

族まで幅広い方々が楽しめるイベン

の大学祭や地元卸団地主催の団地ま

し︑平成一八年二月に旧洲本市と旧

市内の中心部は数多くの商家が軒

トとして︑県外からも多くの方が参

五色町が合併して現在の新しい﹁洲

を連ねていました︒しかし︑少子高

加する大会となっています︒特に︑

つりが開催され︑多くの人々でより

された老松酒造と︑江戸時代末期の

や民家

一層賑わいました︒

天保八︵一八三七︶年に創業された

室町時代末期に築城され︑西日本

齢化の影響もあり︑商店街

コース上で受けられる﹁おもてな

表する一級河川の揖保川や日本の名

最大級の水軍の山城といわれていま

にも空きが目立つようになり︑その

し﹂は加古川の代名詞として︑全国

水百選の千種川が流れ︑自然豊かで

した︒本丸石垣からは市内の町並み

改善策・対応策が課題となっていま

本市﹂となりました︒市内には︑三

近年︑そのような風情ある酒蔵通

のみならず︑大浜海岸から紀淡海峡

した︒そこで︑昔ながらの古い商店

熊山や五色浜などの瀬戸内海国立公

りを含めた山崎地区市街地のにぎわ

を一望することができます︒国の指

山陽盃酒造という二つの酒蔵が山崎

いの再興を図るグループ﹁よいまち

定史跡にもなっており︑続日本一〇

地区にあります︒いずれの酒造も︑

プロジェクト︵山崎中心市街地活性

ちです︒

﹁大神の御粮︑沾れて黴生えき︑

化委員会︶﹂が︑兵庫県地域再生大

四季折々の美しい風景が楽しめるま

森林であり︑その中には県内最高峰

した兵庫県中西部に位置し︑琵琶湖

宍粟市

ら

とほぼ同じ大きさの六五八㎢の面積

知

●宍粟の酒蔵通り

お

を有しています︒そのうち約九割が

●宍粟市の紹介

日本酒発祥の地

域

すわはち︑酒を醸さしめて︑庭酒に

︽レトロなまち歩き︾

【イベントの様子（改修した町屋の前）】
洲本城まつり

地

︻かび︵麹︶を生やしたと
伝えられる庭田神社
ぬくゐの泉︼

※上記三点、しそう森林王国観光協会提供

（8）
（隔月奇数月15日発行）
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