発 行 所
公益財団法人兵庫県消防協会
受章者の皆様

無事故への
構え一分の
隙も無く

︿全国消防関係受章者数﹀
瑞宝小綬章
三五名
旭日双光章
三名
瑞宝双光章
一〇七名
瑞宝単光章
四九二名
計
六三七名

に貢献し︑社会公共の福祉の
令和元年春の叙勲が五月二
わたり国民の生命︑身体及び
増進に寄与されたこと等︑こ
一日に発令されました︒
財産を火災等の災害から防御
れまでの抜群の功績により︑
叙勲の受章者︵消防関係︶
するとともに︑幾多の災害に
その栄誉に輝かれました︒
は︑兵庫県では︑元消防吏
対して︑率先垂範して敢然と
今回の叙勲の伝達式は︑令
員・元消防団員合わせて一八
立ち向かわれ︑地域の安全・
名が叙勲の栄に浴されました︒ 安心の確保に尽力されました︒ 和元年五月二四日︵金︶に東
京・虎ノ門の日本消防会館
また︑消防力の強化︑充実に
ニッショーホールにおいて執
受章された方々は︑永年に
努めるとともに︑消防の発展
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︒

春の叙勲︵消防関係︶伝達式が挙行

令 和 元 年

雄
義
谷

事
知
戸
井
題字

岸
編集発行人

兵庫県下受章者︵消防関係︶
◎瑞宝小綬章
元神戸市消防局
消防正監
土屋 素志
元明石市消防局
消防正監
東森 茂久

利治

元上月町消防団
団
長
䕃山
裕昭

◎瑞宝単光章
元神戸市長田消防団
副 団 長
東
好博
元神戸市兵庫消防団
団
長
髙口 信喜
元姫路市姫路東消防団
団
長
福本 眞次
元姫路市姫路西消防団
副 団 長
藤塚 昌則
元尼崎市消防団
分 団 長
栗山
茂
元西宮市消防団
分 団 長
平井 得晴
元伊丹市消防団
分 団 長
古結 信雄
元加古川市消防団
分 団 長
藤池
滋
元たつの市消防団
副 団 長
室井 政則
元西脇市消防団
団
長
遠藤
明
元高砂市消防団
団
長
石原 和彦
元高砂市消防団
副 団 長
濱谷 一繁
元三田市消防団
副 団 長
新井 泰夫
元佐用町消防団
副 団 長
阿曽 義則

第三二回危険業務従事者叙勲が
令和元年五月二一日に発令

叙勲の栄に浴された方々は︑ 兵庫県下受章者︵消防功労︶
◎瑞宝双光章
消防職員として国民の生命︑
元西宮市
身体及び財産を火災等の災害
消 防 監
東
寿徳
から防御するため︑永年にわ
元兵庫県南但広域行政事務組合
たり著しく危険性の高い業務
消防司令長 小川 宏昭
に精励するとともに消防力の
元兵庫県西はりま消防組合
強化︑充実に尽力され︑消防
消 防 監
幸島 幸博
の発展に貢献し︑社会公共の
元伊丹市
福祉の増進に寄与されました︒
消防司令長 下仲 義昭
今回の叙勲の伝達式は︑令
元兵庫県西はりま消防組合
和元年五月二九日︵水︶に東
消 防 監
進藤耕太郎
京・中央合同庁舎第二号館
元兵庫県北はりま消防組合
︵総務省︶において執り行わ
消 防 監
芹生 信弘
れました︒
元兵庫県北はりま消防組合
兵庫県関係では︑二二名の
消 防 監
西山 修一
元消防職員の方々が受章され
ました︒

元西宮市
消防司令長
元神戸市
消防正監
元尼崎市
消防司令長
元尼崎市
消防司令長
元神戸市
消防正監
元西宮市
消防司令長
元加古川市
消 防 監
元加古川市
消防司令長

◎瑞宝単光章
元丹波市
消防司令
元芦屋市
消防司令
元三木市
消防司令

久保

上田

池上

森

松尾

眞武

藤本

藤戸

春名

濵田

服部

仁

保

善裕

隆一

信也

繁俊

敏己

正万

幸夫

諭

員己

藤本

福元

花光

定幸

利昭

民生

久保井理貴

元兵庫県美方郡広域事務組合

消防司令長
元高砂市
消防司令長
元伊丹市
消防司令長
元小野市
消防司令

式典の様子

神戸市中央区下山手通4丁目16番3号

◎瑞宝双光章
元播磨町消防団
団
長
加納

土屋素志氏の代表謝辞
元神戸市消防局消防正監

（隔月奇数月15日発行）
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受章者の皆様

安全功労者・消防功労者総務大臣表彰式

真二

県下の受賞者は次のとおり
です︒︵敬称略︶
○消防功労
神戸市水上消防団
渡邉
団
長
○安全功労
東灘小学校区防災福祉
コミュニティ

式典の様子

令和元年度

令和元年七月一二日︵金︶
午前一〇時より︑スクワール
麹町にて︑令和元年度安全功
労者・消防功労者総務大臣表
彰式が林﨑消防庁長官の出席
のもと︑盛大に執り行われま
した︒
表彰式では︑林﨑長官から
式辞︑表彰状授与が行われま
した︒

地区の代表として︑当協会
の様々な事業に対しご尽力い
ただきありがとうございまし
た︒

退任された副会長の皆さま
には︑岸谷会長から感謝状と
記念品をお贈りしました︒

副会長退任感謝状贈呈
令和元年五月二八日の定時
評議員会をもって︑当協会の
五名の副会長が退任されまし
た︒

元尼崎市消防団長島田幸司氏
をはじめ五名の副会長の皆さま︑
ありがとうございました︒

秀祐氏

大塚

元姫路市姫路東消防団長

光雄氏

髙田

元洲本市消防団長

岸本会長）
受賞者の方々（向かって左端が東灘小学校区防災福祉コミュニティ
安全功労
神戸市水上消防団長 渡邉真二氏
代表謝辞

英雄氏

釜地

相生市消防団長

和彦氏（中央）

石原

元高砂市消防団長

受賞者の方々（向かって右端が渡邉団長）
消防功労

（2）
（隔月奇数月15日発行）
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わたり二三〇名の方が受賞さ
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
防功労の受賞者を代表し︑相
相生市消防団 釜地団長が代表受領

徹
清

令和元年度

研修会では︑兵庫県上郡町
赤松地区連合自治会長 古正
好晴会長を講師に迎え︑﹁赤
松地区連合自主防災組織の取
り組み﹂と題してご講演いた
だきました︒

○第二号議案
役員の異動について
○第三号議案
令和元年度事業計画及び
歳入歳出予算について

兵庫県まとい会理事会等開催

令和元年六月二八日︵金︶
シーサイドホテル舞子ビラ神
戸において令和元年度兵庫県
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
平成三〇年度事業報告及
び歳入歳出決算について

正副会長会の様子

令和元年兵庫県功労者表彰式挙行
令和元年五月二九日︵水︶
一四時から︑兵庫県公館にお
いて︑令和元年兵庫県功労者
表彰が挙行されました︒
表彰は︑二二の功労分野に

生市消防団の釜地団長が井戸
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︶

康弘

隆喜

◎消防関係
前神戸市消防局長
菅原
前尼崎市消防局長
河本
前明石市消防局長
山本
豊岡市豊岡消防団長
河口
加古川市消防団長
田中

清光

博志

吉田

英雄

赤穂市消防団長

釜地

相生市消防団長

早金防災監による挨拶

意見交換会

赤松自治会長による講演

研修会

田中会長による挨拶
理事会

あいさつ
井戸知事

（隔月奇数月15日発行）
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令和元年 7 月15日

（隔月奇数月15日発行）

熱中症予防のために
「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

場合もありますので、注意が必要

予防啓発・注意喚起のリーフレッ

です。

ト、消防庁においても映画とタイ

の水分や塩分のバランスが崩れ、

熱中症はこまめに水分を補給し

アップした予防啓発・注意喚起の

体温調節機能がうまく働かなくな

たり、暑さを避けたりするなど適

リーフレットが作成されましたの

り、体内に熱がこもった状態のこ

切な予防を行うことで避けること

で、ぜひ参考にしていただき、元

とを言います。症状としては、め

ができます。

気に夏を乗り切りましょう。

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

気温の高い日が続くこの季節、

など、命に関わる病気です。室外

既に報道等でも取り上げられてい

だけでなく、室内においても環境

るところですが、熱中症予防が欠

条件や体調によって熱中症になる

かせません。厚生労働省において

厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/index.html
消防庁ホームページ
https://www.fdma.go.jp/

消防庁
ポスター

消防庁
リーフレット

厚生労働省
作成
リーフレット

（4）

防災の情報発信拠点とし、消防防災に対する皆さんの関心の向上等を進める。
○消防防災関係者の研修拠点のひとつとする。

○消防殉職者の慰霊碑の安置などにより、消防関係者の精神的な中枢とする。

固な消防体制づくりに貢献することができる日本消防の総合的な中核拠点となるよう建
設されます。

具体的には次のような事項の実現をめざします。
○幅広い消防防災関係者の集結拠点とする。

○幅広い消防防災関係者の情報交流、これを活かした連携協力、日本消防総合力の
向上をめざす。

養父市消防団
南あわじ市消防団
たつの市消防団
太子町消防団
兵庫県消防協会佐用郡支部

整備スケジュール（現在の想定）
2019年11月…都市計画決定
2020年12月…既存躯体解体〜建設工事
2024年 １ 月…竣工

「公益財団法人

日本消防協会通知より抜粋」

兵庫県消防協会では引き続
きご協力の受け入れ体制を整
えておりますので︑今後とも
ご協力のほどよろしくお願い
申し上げます︒

新会館建物概要
・延床面積 約16,000㎡（地上13階、地下２階）
・構造
ＳＲＣ造（一部ＲＣ造）
・階層構成 １階
…日本消防防災情報センター、エントランス等
２階
…多様な会議室、ホワイエ
３階〜５階 …ニッショーホール（１階席、２階席で1,000席）
６階〜12階 …オフィス（13階は機械室等）
屋上
…全国消防殉職者慰霊碑

丹波篠山市消防団

○消防関係者はもとより、一般国民の皆さん、青少年など幅広い方々に対する消防

丹波市消防団 春日支団
第一分団 第一部

良次

われら
若手消防団員
〜地域消防団に
根差して〜

﹁消防庁国民保護・防災部地
域防災室﹂

近年︑災害が多様化・大規
模化しており︑地域防災力の
中核的存在として︑消防団が
果たす役割はますます大きく
なっています︒
そこで︑消防庁では︑消防
団の災害対応能力の向上を図
るため︑平成三〇年一二月一
四日に閣議決定された﹁防
災・減災︑国土強靱化のため
の三か年緊急対策﹂として︑
国庫補助金︵正式名称 消防
団設備整備費補助金︵消防団
救助能力向上資機材緊急整備
事業︶︶を創設しました︒
この補助金の補助対象資機
材は︑ＡＥＤ︑油圧切断機︑
エンジンカッター︑チェーン
ソー︑ジャッキ及びトラン
シーバーであり︑こうした資
機材の配備を促進しています︒

私は︑丹波市職員として︑くらし
の安全課に三年勤務し︑丹波市消防
団の事務を担当しておりました︒そ
の縁もあってか︑昨年度に丹波市消
防団に入団したばかりではあります
が︑二年目の今年度から地元部の班
長として活動することとなりました︒
いざ︑消防団員として活動してみる
と︑自分がいかにこれまで消防団の
ことをよくわかっていなかったのか
痛感することとなりました︒
昨年は︑消防操法大会があり︑各
団員皆さんもそれぞれ仕事があり忙
しい日々を送られている中︑大会に
向け夜遅くまで懸命に練習に取り組
む姿には非常に感銘をうけました︒
社会人になり︑何か一つのことに向

けて︑皆で一生懸命に取り組む機会
というのはそう多くはないと思いま
す︒そういった意味でも消防団員と
しての活動は貴重であり︑大切にし
ていきたいと思っています︒
また︑ここ最近では︑火災だけで
なく台風や豪雨などによる水害も増
え︑他府県では大規模な自然災害も
起きており︑地域住民からは消防団
への期待がますます高まっています︒
私たち消防団員は︑地域防災の要と
して︑積極的に消
火活動や防災活動
に取り組み︑地域
住民の安心・安全
に今後も努めてい
く所存です︒

消防団の災害対応能力向上のための補助金が創設されました

河南

ご協力ありがとうございました

新日本消防会館は、これまでと異なる様相の災害が多発し、少子高齢化、地域社会の

新日本消防会館建設に対し︑ 〇ご協力賜りました消防団及
下記のとおりご協力を賜りま
び団体︑個人
したこと︑厚く御礼申し上げ
西宮市消防団
ます︒
芦屋市消防団
皆様からの寄付金について
伊丹市消防団
は︑令和元年七月八日にその
相生市消防団
全額を日本消防協会にご寄付
赤穂市消防団
いたしました︒多大なるご協
宝塚市消防団
力を賜り︑誠にありがとうご
川西市消防団
ざいました︒
三田市消防団

変容など社会環境も変化する中で、地域の皆さんとともに地域の安全を確保する一層強

（隔月奇数月15日発行）
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第一部﹁津波避難訓練﹂
この訓練は︑平日昼間の保

わせて後の訓練のウォーミン
﹃兵庫区保育所防災フェア﹄
グアップをしました︒
神戸市兵庫消防団
その後︑消防団員︵約三〇
名︶が︑着衣着火に対する消
育所において︑ 火方法やシーツを用いた煙避
難方法の体験︑震災紙芝居︑
南海トラフ地
消防車見学の三班に分かれて
震が発生し︑
園児全員に安全に体験しても
津波警報が発
らうことができました︒
令されたとい
特に︑着衣着火に対する消
う想定で︑地
火方法の﹁ストップ・ドロッ
震の揺れに対
プ＆ロール︵止まる・倒れ
する安全確保
る・転がる︶﹂は︑子供に限
等の初動対応
らず︑大人にも消火効果があ
から始まり︑
ります︒
保育士の指導
今後も多くの子どもたちに
の下︑徒歩で
参加してもらい︑地域の防災
高台にある避
火の粉の行方を追いながら火
意識が高まることを期待して
難場所の湊川
災が発生しないように奮闘し
公園に向けて︑ います︒
ています︒
津波からの避
︻女性消防団員︼
難を開始しま ︻参考︼
本市消防団には︑現在七名
﹁アメリカ式の防火教室﹂
す︒
の女性消防団員が在籍してい
当時のアメリカ社会でも︑
避難に三〇
ます︒それぞれ応急手当普及
子どもの火遊びによる火災が
分以上かかる
員の資格を有しており︑自主
多かったようです︒子どもが
保育所もありますが︑園児た
神戸市兵庫消防団は︑毎年
防災会の訓練時などに市民に
家で火遊びをしていて火災を
ちは︑﹁お・は・し・も︵押
五月に兵庫区内の保育園児
救命処置を指導していますが︑ ︵五歳児 年長組︶を対象に︑ さない・走らない・しゃべら
起こし︑自分で消火しようと
その他にも市内の商業施設で
して着衣に着火し︑慌てて走
ない・戻らない︶﹂を守りな
自分の命を守るための﹁防災
開催される防火イベントなど
り回って火だるまになってし
がら元気に安全に避難しまし
フェア﹂を開催しており︑今
に参加し︑火災予防の普及啓
まう︒消防士たちが︑目の当
た︒
年で開催八回目を迎え︑延べ
発活動に加えて︑消防団への
たりにした子ども達の悲劇を
四〇〇名以上の園児と保育士
加入促進運動を実施していま
見かねて︑子ども達を火災か
第二部﹁防火教室﹂
に参加いただいています︒
す︒現在︑自分たちでも出来
ら守るために考案した防火教
避難先である湊川公園内の
この﹁防災フェア﹂は︑当
る﹁避難所運営ゲーム︵ＨＵ
室です︒
時の第四分団髙橋副分団長が︑ 区役所公会堂で︑大崎消防団
Ｇ︶﹂を考察中で将来的に市
長から﹁火事が起きた時に︑
全国消防団員意見発表会に参
民に対して災害時の避難所運
どうやって
加した際に︑在日米海軍司令
営を楽しく分かりやすく指導
逃げたらい
部地域統合消防隊予防課長︑
出来るように話し合いを重ね
いかを体験
長谷川祐子氏が︑子ども達を
ています︒
することで︑
火災から守るために考案した
自分の命を
﹁アメリカ式の防火教室﹂の
守るという
講演に感銘を受け︑その講演
行動に活か
の内容を参考に﹁防火教室﹂
してほし
として開催し︑その後︑区役
い︒﹂とあ
所等多くの支援を受け現在の
﹁防災フェア﹂となりました︒ いさつがあ
り︑神戸市
消防音楽隊
の演奏に合
自主防災会合同訓練での救急講習

伊丹市消防団は県下でもっ
とも人員の少ない消防団です︒
ですが自分たちが生まれ育っ
た地元を愛し︑自分たちで地
域を守りたいと思う気持ちは
変わりません︒これからも郷
土愛護の精神を大切にして地
域を守ります！

シーツを用いた避難訓練

Pick Up!

に参集の可否
と安否状況を
連絡網でまわ
してから分団
車庫に参集し︑
最後は団本部
から消防局に
収集した被害
﹃郷土愛を大切に﹄
状況等を情報
伊丹市消防団
提供して訓練
終了となりま
自治体消防体制をスタートさ
兵庫県の南東部に位置する
す︒分団から
せ︑昭和三二年には最大で五
伊丹市は︑面積が二五・〇九
は﹁気を引き
分団二六ケ班三九九名まで拡
平方メートルと非常にコンパ
締めるのにも
大しましたが︑常備消防の拡
クトながら人口は一九万八千
ちょうど良
充とともに再編し︑現在は岸
余人を数え︑阪神間の中核都
い﹂との意見
谷消防団長以下一団本部六分
市として発展してきました︒
があり︑今後
団一〇〇名︵条例定数一〇三
また︑平たんな地形と温暖な
も様々な想定で実施する予定
名︶で地域に密着した防火防
風土に恵まれ︑古くから交通
です︒
災活動を実施しています︒
の要衝として発展し︑江戸時
︻いたみ花火大会︼
代の伊丹郷町では酒造業が栄 ︻情報収集・非常招集訓練︼
毎年七万人を超える来場者
近年︑大きな被害をもたら
え︑全国から酒をたしなむ文
で賑わう花火大会のラストを
す自然災害が頻発しています︒ 飾る﹁黄金しだれ柳の重ね咲
人墨客が訪れ︑俳諧文化の中
このような状況を鑑みて本市
心として栄えたまちでもあり
き﹂は︑今ではいたみ花火大
消防団では︑本格的な出水期
ます︒
会の恒例となっています︒八
を迎える前に全団員を対象と
本市消防団は︑明治四二年
月の終わりに開催されること
﹁伊丹消防組﹂として発足し︑ した非常招集訓練を実施して
もあり夏の最後に花火を見て
います︒災害情報メールを受
昭和二三年消防組織法施行に
締めくくろうとたくさんの来
信した団員は︑分団長から順
伴い﹁伊丹市消防団﹂として
場者で盛り上がりを見せます
が︑事故なく無事に終えられ
るよう消防団も警戒警備にあ
たっています︒打ち上げポイ
ントの河川敷を挟んで両側は
住宅などが立ち並んでおり︑
花火を見たい気持ちを抑えて
情報伝達・非常招集訓練の様子（本部）

ストップ・ドロップ＆ロール
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いたみ花火大会

わ が 町

団 長

名を馳せ︑名神高速道路と阪
﹁強固な団結力の
の
さ ん
神高速︑鉄道ではＪＲ東海道
源
は
﹂
本線・福知山線・東西線︑阪
急電鉄︑阪神電鉄が通り︑ま
三田市消防団長の任に着きま
﹁新たな消防団への
尼崎市消防団
さに交通至便のエリアです︒
ビジョン﹂ した︒
松風 俊明
松風団長は︑昭和四六年四
生まれも育ちも三田っ子の
月に入団され︑郷土愛護の精
芝団長は︑持ち前の笑顔と統
三田市消防団
神を懐き︑地域の防火防災に
率力で団員七〇四名という大
芝
秀世
尽力されてこられました︒分
所帯を率いておられます︒昼
団長︑副団長を歴任されたの
夜を問わず災害時には︑消防
ち平成三一年四月一日に第六
本部と連絡を密にとり︑災害
代尼崎市消防団長に就任され
対応にあたられています︒
ました︒
趣味のゴルフは楽しむだけ
強いリーダーシップと持ち
ではなく︑団員とのふれあい
阪神広域圏に属する尼崎市
前の指導力で︑ポンプ操法大
の場としても活用され︑年１
は︑大阪平野の西部にあって︑ 会や機械器具点検︑水防工法
回の﹁三田市消防団ファイ
三田市消防団は七分団で構
兵庫県の東南部に位置し︑総
訓練などでは地区の分団を幾
ヤーマンズゴルフコンペ﹂は
成されております︒三田市は
面積五〇・七二平方キロメー
度となく優勝に導くとともに︑
大変楽しみにされています︒
農村と都市の二つの顔を併せ
トル︑二一万七千世帯︑人口
日ごろの訓練や研修にて人材
腕前も確かで︑本年五月には
持つ田園都市で︑三田牛や母
約四五万一千人を擁する中核
の育成や技術の向上にも注力
イーグルを記録されました︒
子茶︑うど等の畜農産物が有
市です︒
されています︒
団長は三田市民のため︑ま
名です︒
市域の東は神崎川︑左門殿
オフには皆とお酒を飲むの
た団員のため︑今までの三田
三田市消防団の芝秀世団長
が大好きで︑自宅には囲炉裏
市消防団のよき伝統は踏襲し︑ 川を隔てて大阪市と︑猪名川
は︑昭和五五年に三田市消防
を挟んで豊中市と接し︑北は
があり︑消防団関係者を招き
時代に沿った新しいビジョン
団に入団され︑以後三九年間︑ を常に思い描いておられます
伊丹市と︑西は武庫川を境に
宴会を催され懇親を図るとと
分団長や副団長を歴任し︑消
西宮市と接し︑南は大阪湾に
もに︑消防にかかわる様々な
ので︑一層の防災力強化に繋
防団活動の第一線で活躍して
面しています︒
人々の結束を強固なものにし
がると確信しております︒
こられ昨年一一月より八代目
古くから交通の要衝として
てこられました︒
常に消防のことを考えてお
られ︑消防団の活動はもちろ
んのこと地域の行事や祭りな
どにも積極的に参画し地域と
も結びつきも日ごろから心が
け︑地域防災における人と人
の連携にも一役かっておられ
ます︒

置︑いざという時の緊急通報の
仕方などを呼びかけます︒
また︑養父方面隊本部の女性
消防団員は︑消防団と消防本部︑
地域住民との合同火災防御訓練
の際に︑消火栓操法に取り組み
ました︒機敏で整然とした操法
を披露したことにより︑﹁女性
でも消火栓を使用した初期消火
をすることができる﹂ことを周
知し︑関係者から高く評価を受
けました︒
これからも養父市消防団女性
団員は︑市民一人一人の防火意
識を高め︑安全で安心な地域づ
くりのために活動を続けていき
ます︒

養父市消防団

﹃地域の防火意識を高めるために﹄

養父市消防団では︑消防団員
一二四六名のうち一八名の女性
消防団員が活躍しています︒
養父市消防団は旧町ごとに八
鹿・養父・大屋・関宮の四方面
隊が組織され︑女性消防団員は
主に各方面隊本部に所属し︑消
防大会や操法大会等の運営補助
や︑防火パレードや夏祭り等で
の呼びかけなどの防火啓発に取
り組んでいます︒
関宮方面隊本部の女性消防団
員は︑春と秋に八〇才以上の高
齢者世帯へ防火訪問をしていま
す︒花のポット苗を高齢者へ手
渡すとともに︑雑談を交えなが
ら火の元確認や火災警報器の設

女性消防団員による消火栓操法

（隔月奇数月15日発行）
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三田市

尼崎市

がんばってます、女性消防団員

の

子育て応援都市あいおい

域

家賃を毎月一万円
補助します！

相生市は兵庫県の南西部に
位置し︑南はペーロン競漕が
行われる相生湾と風光明媚な
瀬戸内海︑北にはのどかな田
園と緑豊かな山々が広がって
います︒車や電車での交通ア
クセスも良く︑近隣都市から
も近いため︑通勤や通学にも
便利です︒また︑﹁子育て応
援都市﹂宣言をし︑子育てし
やすい環境を整えています︒
今回は︑子育てしやすい環
境とする﹁一一の鍵﹂をご紹
介します︒
一

せ

三

妊婦さんの
不安解消！

市内に住宅を新築または購
入された世帯に二五万円を交
付します︒︵申請者が四〇歳
未満で夫婦または子どもを養
育している家庭に限ります︶

家を新築された
二
世帯に奨励金！

相生市

ら

お子様のご誕生に
お祝い金！

妊婦さんが受診する妊婦健
康診査にかかる費用を助成し
ます︒︵全一四回分︑計一〇
万二千円を限度︶
四

一五歳までの医療費
が無料！

贈呈します︒︵総額三一万
円︶
五

〝子育て応援チケッ
ト〟プレゼント！

中学三年生までの医療費は
無料です︒︵所得制限あり︶
六
お子様が誕生された世帯を
対象に三歳になるまで利用で
きる﹁子育て応援券︵二万
円︶﹂をお渡しします︒チ
ケットは延長保育や予防接種
などに活用できます︒︵転入
の場合は金額が異なります︶
七 保育料が無料です！
市立幼稚園の保育料は無料
です︒また︑私立幼稚園や保
育所・認定こども園の場合に
は月額八千円を限度に支援し
ます︒
四歳・五歳児の〝あ
八 ずかり保育〟やって
ます！

幼・小・中学校の
給食費は完全無料！

市立幼稚園では希望する四
歳児及び五歳児を対象に延長
して教育活動を月額五千円で
実施しています︒︵通常保育
終了後一六時三〇分まで︶
九

神崎郡福崎町
豊かな自然の風物に囲まれ︑妖怪に出会える町

七種山は︑播磨国風土記に
﹁奈具佐山﹂の名で檜が生え
る山として書かれています︒

〜七種山︵なぐさやま︶に
ついて〜

■柳田國男生家
■七種の滝
日本民族学を開拓し︑確立
七種の滝は︑雄滝・雌滝︑
した柳田國男の生家です︒人
以下四八滝あるといわれてお
生を回顧した著書﹃故郷七十
り︑県下八景・県観光百選・
年﹄に自ら﹁日本一小さい
近畿観光百選に選ばれていま
家﹂と表現したこの家での暮
す︒このうち雄滝は︑落差七
らしが︑民俗学研究の源に
二メートル幅三メートルを誇
なったと書き記されています︒ り︑梅雨など特に水量の多い
時期には迫力のある滝を見る
ことができます︒また︑太鼓
橋近くにある虹ヶ滝では︑運
が良ければ虹が出た滝を間近
で見ることができます︒

豊富な献立メニューと栄養
バランスのとれた給食を完全
無料で実施しています︒
一〇 現代版の寺子屋
小学五・六年生の希望者を
対象に︑放課後の居場所づく
り・自習力と基礎学力の向上
を図るため︑週一回の国語と
算数の学習塾︑月二回程度の
英語︑月三回の珠算の教室を
無料で実施しています︒︵珠
算のみ小学四年生も対象︶
一一 充実した英語教育！
幼児期から中学校卒業まで︑
段階に応じた英語教育のため︑
総合的なプログラムを実施し
ます︒
気候も穏やかで暮らしやす
いまち﹁あいおい﹂に是非お
越し下さい︒

現在も檜や杉の人工林が整備
され︑森林浴を満喫すること
ができます︒
主に流紋岩類からなる七種
山の山内では︑つなぎ岩︑笠
岩等の奇岩や︑雄滝をはじめ
とした七種四八滝が見られる
ことでも知られ︑関西百名山
やふるさと兵庫五〇山にも選
ばれています︒また︑稜線で
繋がっている七種槍︑薬師峯
と総称して七種三山と呼ばれ
ています︒

〜辻川山公園の妖怪につい
て〜

■河童の河太郎︑河次郎と
子河童たち
河太郎︵ガタロ
ウ︶と河次郎︵ガ
ジロウ︶は︑福崎
町出身の柳田國男
の著書﹃故郷七〇
年﹄に登場する
駒ヶ岩の河童のガ
タロをモチーフに
した河童の兄弟で
す︒池のほとりに
いるのが兄の河太
郎です︒弟の河次
郎は時間がくると
子河童たちと池の
中から飛び出てき
ます︒

■逆さ天狗
地上三メートルの位置につ
くられた不気味な小屋から︑
時間がくると扉の軋る音とと
もにおしゃべりな天狗が飛び
出してきます︒手には大好物
のもちむぎどら焼きを持って
います︒

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︒
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︒
また︑今月も紙面作
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︒
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・体調管理にお気を
つけください︒

逆さ天狗

地

市内の賃貸住宅を契約し入
居された新婚世帯に︑三年を
限度に毎月一万円︵総額三六
万円︶の家賃補助をします︒
︵婚姻三年以内で夫婦どちら
かが四〇歳未満の家庭に限り
ます︶

知

相生市にお住まいの方が出
産した場合︑お祝い金として
一万円を贈呈︒その子が三人
目以降であった場合︑相生市
に住み続けることで︑次年度
以降︑三年間毎年一〇万円を

七種山

柳田國男生家

お
相生ペーロン祭（ペーロン競漕）

（8）
（隔月奇数月15日発行）

令和元年 7 月15日
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万葉岬から望む瀬戸内海

幼稚園無料給食

七種の滝

河童の河太郎、河次郎と子河童たち

