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無事故への
構え一分の
隙も無く

「姫路城を背にしたはしご乗り演技」

（隔月奇数月15日発行）
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義雄

第一は︑安全安心な兵庫の
構築︒二〇二五年問題に対応
するための在宅医療・介護体
制の充実や地域医療の確保な
ど︑安心して暮らせる基盤を
つくります︒

も身近な消防団がいち早く現
場に駆け付け︑消火︑救助を
はじめ︑避難誘導や地域の巡
回など懸命に活動していただ
き︑地域防災の中核を担う消
防団の重要性が改めて認識さ
れました︒消防職員・消防団
員の皆様におかれては︑県民
の安全・安心の確保のため︑
今後とも心身の鍛錬︑技術の
錬成に努められ︑ご精励いた
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

第三は︑交流・環流の促進︒
五国の魅力を活かし︑観光交
流︑スポーツツーリズムを推
進し︑交通インフラの整備を
加速させます︒三宮再整備や

県庁舎の建替など︑まちの再
生を急ぎます︒

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︒本年は︑消防団に
かかる情報発信を強化すると
ともに︑引き続き消防団の活
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・
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︒

めざし歩まん

すこやか兵庫を

私たち兵庫は︑震災という
誰も経験したことのない試練
を一丸となって乗り越えてき
ました︒復興のその先の新た
なステージでも︑課題に対し
験や教訓を忘れず︑伝え︑こ
第二は︑地域の元気づくり︒ て果敢に挑み︑ともに手を携
れを活かし︑しっかりと備え
人口流出に歯止めをかけ︑社
え︑すこやかな兵庫の実現を
ていきます︒
会減を解消し︑自然減を縮小
めざしましょう︒
この安全安心の基盤の上に︑ する人口対策に取り組みます︒
二〇二〇年の展望の具体化を
次世代産業の創出を支援し︑
図り︑すこやか兵庫づくりに
起業しやすい環境を整えます︒
取り組み︑未来へのシナリオ
農林水産業の基幹産業化も推
平成から令和へ
をしっかりと進めていきます︒ 進し︑活力ある兵庫をつくり
新たな時代に
ます︒

復興の︑その先へ

令和二年新春メッセージ

令和新時代

新年あけましておめでとう
ございます︒
阪神・淡路大震災から間も
なく二五年を迎えます︒この
間︑国内外の人々が驚くほど
の創造的復興をなしとげまし
た︒しかし︑危機に陥った財
政の建て直しに取り組まざる
を得ないなど︑苦難の連続で
した︒令和の時代の到来とと
もに︑新たなステージへのス
タートを切る環境が整いまし
た︒
二五年目の節目を機に改め
て原点に立ち返り︑震災の経

新年のごあいさつ
岸谷

兵庫県消防協会
会長

しい年を迎え︑消防人として
の誇りを胸に︑地域を守る決
意を新たにされていることと
存じます︒
さて︑昨年は︑京都市伏見
区での爆発火災︑沖縄県のシ
ンボルで世界遺産でもある首
里城の大部分が焼失する大規
模な火災に加え︑九州北部豪
雨︑各地で河川が氾濫し︑広
範囲な浸水や土砂崩れが相次
いだ台風第一五号や一九号な
ど︑各地で様々な火災や災害
が発生しております︒
これらの火災現場や自然災
害におきましても︑地域の最

公益財団法人

令和二年の新春にあたり︑
謹んでお慶び申し上げます︒
消防団員︑消防職員並びに
ご家族の皆様におかれまして
は︑つつがなく新しい年をお
迎えのこととお慶び申し上げ
ます︒
また︑平素より︑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︒日々厳
しい訓練を重ねられ︑地域住
民の生命と暮らしを守るため
献身的にご尽力されておられ
ますことに対しまして︑心よ
り敬意を表するとともに︑新

年

頭

令和二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頂
いており︑心から敬意を表し︑
深く感謝申し上げます︒
昨年は︑台風やその影響に
よる集中豪雨等の幾多の自然
災害に見舞われ︑また七月に
は京都市伏見区の爆発火災が
発生したことなどにより︑多
くの方々が犠牲になりました︒
お亡くなりになられた方々の

（2）
（隔月奇数月15日発行）
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防
明けましておめでとうござ
います︒兵庫県消防の皆様に
とって︑今年が無事平穏なよ
い年でありますようお祈りい
たします︒
今年は︑あの阪神・淡路大
震災から二五年を迎えます︒
近年初めての大都市を直撃す
る大規模地震で︑大きな被害
をもたらしました︒兵庫県の
皆様にとって決して忘れるこ
とができない大変な体験で
あったと思います︒あの時お
亡くなりになった方々のご冥
福を今もお祈りせずにはいら
れません︒
あの年六月︑私は当時の自
治省消防庁長官に就任し︑緊

の

辞

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︒
また︑災害現場においては︑
被災地の消防本部や地元消防
団はもとより︑被災状況によ
り県内消防応援隊や緊急消防
援助隊も総力を挙げて救急・
救助活動等に当たって頂き︑
多くの人命を救助して頂きま
した︒改めて皆さんのご活
躍・ご尽力に敬意を表します
とともに︑心から御礼申し上
げます︒
振り返れば︑平成は︑阪

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
るなどいろいろな経験をしま
した︒それぞれに貴重な︑そ
してその後の日本消防のあり
方に関わることがいくつもあ
りましたが︑退官後もずっと
気になっていたもののひとつ
は︑全国的な応援体制ととも
に︑地域の皆さんによる地域
防災体制を整備するというこ
とでした︒
その後︑日本消防協会に勤
務することとなった後に︑東
日本大震災が発生し︑その時︑
あらためて地域防災体制の重
要性を痛感しました︒そこで︑
これを国の政策として進める

消防庁長官

林﨑

理

神・淡路大震災を受けた災害
対策法制の見直し︵平成七
年︶︑緊急消防援助隊の法律
への位置づけ︵平成一五年︶︑
東日本大震災︵平成二三年︶
を受けた相互応援の強化や住
民の円滑かつ安全な避難の確
保など︑我が国においては不
可避である大災害の不幸な経
験を経つつ︑被害の最小限化
を目指して不断の努力を積み
重ねてきた時代でした︒
新たな令和の時代におきま
しても︑これまでの災害等に
よる先人達の犠牲を決して無

敏文

日本消防協会

秋本

ことを明確にする法律の制定
を要望したのですが︑国会議
員の皆様のご理解を頂いて
﹁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﹂を制定して頂きました︒
最近︑思いがけない︑さま
ざまな火災︑自然災害が各地
で発生しています︒人口動態
等社会の状況も変化している
なか︑消防は︑どのような事
態がありましても自らの安全
を守りながら︑住民の皆様の
生命を守り抜くことができる
消防体制づくりを進めなけれ
ばなりません︒そこでも︑阪
神・淡路大震災の体験︑教訓
をいかす︑地域防災体制の充

会長

公益財団法人
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消
庫
兵
第 684 号

駄にすることが無いよう︑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
規模災害等に備え︑減災への
各種施策の一層の推進に取り
組んでまいります︒
また︑昨年は︑Ｇ二〇大阪
サミット︑ラグビーワールド
カップ二〇一九及び皇位継承
式典等という大規模で歴史的
な行事が続き︑消防庁として
も︑関係府省庁及び各自治
体・消防本部と連携し︑安
心・安全対策に取り組み︑万
全な消防・救急体制を整えた

ところです︒
本年はいよいよ夏に二〇二
〇年東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会が開催さ
れます︒皆様方におかれまし
ては︑国民が安心して暮らせ
る安全な地域づくりとそれを
支える我が国の消防防災・危
機管理体制の更なる発展のた
め︑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頂き
ます︒

庫県消防の皆様とご一緒に努
力させて頂きたいと思ってお
ります︒
最後に︑兵庫県消防の益々
のご発展︑兵庫県消防の皆様
のご健勝ご多幸をお祈り申し
あげまして︑新年のごあいさ
つとさせて頂きます︒
実強化はやはり当面する大き
な課題であると思います︒勿
論︑このことだけでなく︑広
範な︑いろいろな課題があり
まので︑私たちは︑阪神淡路
大震災の教訓をいかしながら︑
常備消防︑消防団はもとより︑
学者研究者︑消防機器メー
カー︑女性防火クラブ等︑幅
広い消防防災関係の方々のお
知恵︑お力を結集して︑消防
防災総合力を高めることも必
要だと思います︒いわば一億
総参加︑一億総活躍で努力し
なければならないと思います︒
阪神・淡路大震災から二五
年の時を迎え︑これらのこと
をあらためて思いながら︑兵

新年のご挨拶

謹んで新春のご挨拶を申し上げます︒

公益財団法人兵庫県消防協会

井 戸

和 夫

敏 三

令和二年元旦

総

金 澤

一 聡

裁

副 総 裁

荒 木

中 西

坂 本

田 中

岸 野

小 西

岸 谷

好 則

君 一

信 嘉

康 弘

雅 信

元 八

義 雄

孝

山 田

安 雄

金

西 岡

克 己

早

会

荻 野

知 大

長

副 会 長

細 川

（隔月奇数月15日発行）
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【受章者の皆様】

令和元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︑全国で六〇三名︑うち兵
庫県では︑元消防職員二名︑
元消防団員一四名が叙勲の栄
に浴されました︒
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
消防関係の方々です︒
叙勲の伝達式は︑令和元年
一二月一二日︵木︶にニッ
ショーホールで盛大に挙行さ
れました︒
︽全国消防関係受章者数︾
一名
瑞宝中綬章
一名
旭日小綬章
二七名
瑞宝小綬章
二名
旭日双光章
六八名
瑞宝双光章
五〇四名
瑞宝単光章
六〇三名
計
︿兵庫県下受章者︵消防功労︶﹀

小野田敏行

◎瑞宝小綬章
元神戸市
消防司監

南川

義信

元神戸市
消防正監

◎瑞宝双光章
元姫路市姫路西消防団
団
長 大塚 秀祐

◎瑞宝単光章

良一

元神戸市須磨消防団
副 団 長 鈴木 祥弘
元神戸市北消防団
副 団 長 上仲

元尼崎市消防団
分 団 長 吉野

勇

生人

元姫路市飾磨消防団
副 団 長 大前 信行

元明石市消防団
副 団 長 田中

元相生市消防団
副 団 長 絹笠

元芦屋市消防団
分 団 長 田中

元西宮市消防団
分 団 長 茶谷

元西宮市消防団
分 団 長 岡田

健三

伸幸

巖

和泰

元香美町消防団
副 団 長 西内

元稲美町消防団
副 団 長 福島

元淡路市消防団
副 団 長 松本

元高砂市消防団
分 団 長 三村

一博

隆雄

節夫

一三

令和元年度秋の褒章伝達式

〜令和元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授
与される藍綬褒章は全国で九
五名︑うち兵庫県では芦屋市
消防団の岸野団長が受章の栄
誉に輝きました︒
伝達式は令和元年一二月一
七日︵火︶にスクワール麹町
において行われました︒
︽兵庫県下受章者︵消防功績︶︾
◎藍綬褒章
芦屋市消防団
岸野 雅信
団
長

第三三回

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

章二九一名︑瑞宝単光章三二
七名︑計六一八名︑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︒
叙勲の伝達式は︑令和元年

危険業務従事者叙勲が
令和元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

【受賞者の皆様】

（4）
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順不同︶

一二月一一日︵水︶に総務省
講堂で盛大に挙行されました︒

小野

泰男

兵庫県下受章者︵消防関係︶
◎瑞宝双光章
元神戸市
消 防 監

元淡路広域消防事務組合
柏木 康宏
消防司令長

元南但広域行政事務組合
消防司令長 中島 正昭

元北はりま消防組合
消 防 監 西田 藤一

元芦屋市
消防司令長

◎瑞宝単光章
元三木市
消防司令

元尼崎市
消防司令

元川西市
消防司令

樋口

有馬

大野

甲斐

小林

文夫

昌信

憲彬

五郎

博

元西はりま消防組合
消防司令長 日下 誠人

元小野市
消防司令

元神戸市

消防司令長

堀之内和已

敏裕

秀樹

松本

明

土居

元高砂市
消防司令

的場

元神戸市
消 防 監

元南但広域行政事務組合
消防司令 田路 雅洋

元三田市
消防司令

中島

英二

元三木市
消防司令

消防司令長

安居

宮田

勤

幸一

正

消防司令長

元神戸市

渡邉

元加古川市

眞二

消防司令長

西井

政晴

元西宮市

消防司令長

元神戸市

船越

元淡路広域消防事務組合
東田 惠裕

消防司令長

元姫路市

消防司令長

第二四回全国女性消防操法大会開催
芦屋市女性消防隊︑﹁優秀賞﹂受賞

開会式

分は消防団員です︒﹂と﹁消防
団﹂を認識されている方もい
れば︑﹁自分の住んでいる地
域に消防団はあるのか？﹂
﹁消防団ってどんな活動して
いるの？﹂と﹁消防団﹂の認
識が薄い方もおられました︒
今回のイベントには︑子ど
も達からお年寄りまで︑様々
な年代の方々が来場されます︒
少なからず﹁消防﹂﹁防災﹂
に興味を持っておられるから
こそ来場してくださった方々

だと思います︒このような場
所で﹁消防団﹂をＰＲするこ
とは︑﹁消防団﹂への認識や
興味に繋がります︒それが︑
団員確保の第一歩になると実
感しました︒
今後もこのような機会を活
かし︑県消防協会としても
﹁消防団﹂のＰＲに努力して
参りますので︑県内各支部の
皆様もご協力をよろしくお願
いします︒

︵公財︶
兵庫県消防協会事務局

県消防協会もブース展示参加

震災を風化させない ―
―

兵庫県広域防災センター実戦デモ

!!

︵公財︶
兵庫県消防協会事務局

フォトセッション

伊賀市女性消防隊
三郷市女性消防隊
芦屋市女性消防隊
加賀市女性消防隊
瀬戸市女性消防隊
山県市女性消防隊
北上市女性消防隊
三豊市女性消防隊
浦安市女性消防隊

開会式の様子

子ども達もたくさん来てくれました 三木市消防団小型ポンプ操法披露

令和元年一一月一三日
︵水︶九時〜
赤レンガ倉庫イベント広場
︵横浜市︶

優秀賞
三重県
埼玉県
兵庫県
石川県
愛知県
岐阜市
岩手県
香川県
千葉県

会場ゲート

︻大会結果︼
優 勝
熊本県 八代市本部女性消防隊
準優勝
佐賀県 唐津市女性消防隊
準優勝
山口県 和木町女性消防隊

令和元年一〇月二七日
︵日︶︑素晴らしい秋晴れの
中︑兵庫県広域防災センター
にて︑実戦デモが開催され︑
子ども達からお年寄りまでた
くさんの来場者がありました︒
関係各機関の訓練展示や
ブース展示だけではなく︑起
震車による地震体験︑煙避難
訓練も行われ︑さらに︑自衛
隊による炊出訓練では来場者
にカレーがふるまわれました︒
県消防協会もブースにて︑パ
ネル展示やＤＶＤ上映︑消防
団啓発チラシやグッズの配布
を行い︑多くの来場者に﹁消
防団﹂をＰＲさせていただき
ました︒
また︑三木市消防団が小型
ポンプ操法を披露したり︑明
治時代の手引き腕用ポンプを
使って︑来場者に放水体験を
していただいたり︑子どもも
大人も楽しみながら消防団の
活動を知っていただくことが
できました︒
来場者からは︑﹁近所の方
が消防団に入っている︒﹂﹁自

色々な消防車両の写真に興味津々
展示ブースへ来てくださった
亀井県災害対策局長と北田県消防課長

明治23年配備の手引き腕用
ポンプを使った放水体験

芦屋市女性消防隊の皆さん
は︑操法経験ゼロからのス
タートでした︒県代表として
出場が決定してから当日まで︑
一生懸命訓練を重ね︑この度
の結果につながりました︒
県協会事務局も︑何度か練
習を拝見しましたが︑いつも
にこやかな女性団員の皆さん
が︑練習ではきりっとした表
情で︑真剣にお互い声を掛け
合って訓練に励まれていまし
た︒そして︑選手の皆さんだ
けではなく︑団長をはじめ幹
部の皆さん︑サポートされて
いる団員の皆さん︑消防本部
の皆さん︑そしてそれぞれの
ご家族が一丸となり︑チーム
を支えておられることが︑ひ
しひしと伝わってきました︒
大会当日は︑選手の皆さん
には時折笑顔も見られました
が︑やはり緊張されている様
子でした︒その緊張に打ち勝
ち︑素晴らしい結果を残して
くださいました︒芦屋市女性
消防隊の皆さん︑改めてお疲
れ様でした︒そして応援者や
各種サポートをされた関係者
の皆さまもお疲れ様でした︒
︻大会日程︼
・激励交流会
令和元年一一月一二日
︵火︶一七時二〇分〜
パシフィコ横浜会議セン
ター︵横浜市︶
・大会

開会式（防災監あいさつ）

岸谷会長からの激励

表彰式後、笑顔で記念写真

岸谷会長、岸野団長、選手の皆さんで記念撮影
３番員和田さん
（表彰台）
４番員信岡さん
(表彰台）

突撃取

材
令和元年一一月一三日
︵水︶︑神奈川県横浜市の赤
レンガ倉庫イベント広場にお
いて︑第二四回全国女性消防
操法大会が開催されました︒
本大会は︑女性消防隊の消
防技術向上と︑士気の高揚を
図り︑地域における消防活動
の充実に寄与することを目的
として︑隔年で開催されてい
ます︒四七都道府県の代表が︑
それぞれ訓練を重ね︑安全で
確実に︑迅速な行動を基本と
した軽可搬ポンプによる基本
操作の技術等を競いました︒
当県からは︑芦屋市女性消
防隊︵芦屋市消防団︶が代表
として出場し︑見事六位︵優
秀賞︶という素晴らしい成績
を修め︑さらに三番員の和田
友見子さんと四番員の信岡史
恵さんが優秀選手として表彰
されました︒
いよいよ操法開始
放水

（隔月奇数月15日発行）
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Pick Up!

﹃市民から信頼される消防団を目指して﹄

安全な暮らしのために︑日夜積

車四九台を保有し︑市民の安心
置き︑市民の安心安全な生活を

うに向き合っていくかを念頭に

丹波篠山市消防団
丹波篠山市は︑平成一一年四

に見えない脅威に対し︑どのよ
月一日に旧多紀郡四町︵篠山
守るためにこの研修を今後の活

えて︑例年四月に二一分団の正

ての日々の点検・訓練活動に加

は異常気象が頻発しています︒

害はありませんでしたが︑近年

は︑豪雨や台風による大きな被

動に活かしていきたいと考えて

丹波篠山市消防団では︑消防

極的に活動を行ってい ま す ︒

市名変更の要望があり︑令和元
副分団長と新入団員を対象に正
今後においても自然災害等に適

が合併し︑市制施行による﹁篠

年五月一日︑市の名称を﹁丹波
副団長と丹波篠山市消防本部署

昨年は幸いにも丹波篠山市で

篠山市﹂に変更しました︒
員が講師となり︑消防無線の通

います︒

丹波篠山市は︑兵庫県の中東

山市﹂が誕生しました︒その後︑ 出 初 式 ︑ 年 末 警 戒 ︑ 年 間 を 通 し

部 に 位 置 し ︑ 人 口 は 四 一︐ 七 六

切に対応するため︑これまでの

しています︒

〇人︵平成三一年一月末現在︶︑ 信 方 法 や 礼 式 ・ 部 隊 訓 練 を 実 施
総面積は三七七・五九平方キロ
また︑昨年九月一日の防災の

経験から得た反省点や改善点を

メートルで東は京都府︑西・北
日には︑班長以上二〇〇名の団

市民の安心安全確保のため︑市

国指定の特別天然記念物・コウ

また︑平成一七年九月には︑

暮らしのために日夜積極的に活

七名で城崎地域の安全・安心な

揮車一台を保有し︑団員数一二

豊岡市城崎消防団

ノトリが自然放鳥され︑人もコ

人と小規模ですが︑温泉地であ

管轄区域の人口は約三千三百
豊岡市の消防団は市町合併前

ることから夜間人口は宿泊され

︵公財︶兵庫県消防協会

消防団見学会が開催されまし
た︒福崎町消防団では毎年︑
学校・地域と連携協力し︑小

学三年生を対象に消防団見学
会が開催されています︒
見学会は︑消防団の方の自
己紹介から始まり︑消防団に
ついてのクイズで学習をした
り︑車両や資機材に実際に触
れてみたり︑質疑応答や放水

ら一一月一七日まで合計一二回

今回は令和元年四月一四日か

加します︒

る観光客などによって大幅に増

の六消防団を残す多団制を採用

指しています︒

動を行っています︒

消防団員の思いを語ります

ウノトリも住みやすいまちを目

自然環境に恵まれています︒

定され︑多彩な四季を織りなす

氷ノ山後山那岐山国定公園に指

山陰海岸国立公園に︑山岳部は

悠然と流れています︒海岸部は

中央部には母なる川・円山川が

は日本海︑東は京都府に接し︑

が合併してできたまちです︒北

町︑日高町︑出石町︑但東町︶

一市五町︵豊岡市︑城崎町竹野

日︑兵庫県の北東部に位置する

豊岡市は︑平成一七年四月一

﹃アカデミー訓練を実施﹄

令和元年一二月二三日
︵月︶福崎町辻川公民館にて︑
田原小学校三年生を対象に︑

福崎町消防団
小学生に向けた消防団見学会が開催

決意を新たに活動していきます︒ ポ ン プ 自 動 車 一 〇 台 ︑ 団 本 部 指

〇班体制で︑装備としては消防

豊岡市城崎消防団は五分団一

踏まえながら訓練を重ねていき︑ しています︒

は丹波市・加東市︑南は大阪

民から信頼される消防団として

「礼式・部隊訓練」

員を対象とした防災に対する危

府・三田市などに隣接していま
す︒
丹波篠山市消防団は︑一団二
一分団︑団員数一︐二一五名
︵平成三一年四月一日現在︶で
活動しています︒
装備としては︑水槽付ポンプ
自動車八台︑消防ポンプ自動車
一一台︑小型動力ポンプ付積載

機管理として︑講師を招き原子
力災害を含む防災全般の研修会
を行いました︒丹波篠山市は︑
福井県高浜町の関西電力高浜原
発から約五〇キロメートルに位
置しています︒消防団が地域の
安全確保に必要不可欠な存在で
あることから︑原発災害に備え
て原子力に対する知識と理解を
深め︑有事の際の心構えを身に
つけることで︑放射能という目

行われた城崎消防団アカデミー

訓練の様子を紹介します︒

この訓練は受講生を班長級の

団員を中心とした一二名の上級

訓練と入団から間もない団員一

二名の基本訓練の二コースに分

け︑それぞれの団員の資質向上

を目的とし︑豊岡消防署城崎分

署に指導を依頼しました︒

初日の四月一四日は受講者全

員にパワーポイントを用いた座

学講習が行われ︑熱心な質疑応

答がなされました︒その後︑上

級・基本訓練とも各四回の講習

体験なども行われました︒
元消防団員である辻川区長
様や消防団の皆さんが﹁消防
団員の思い﹂と題し︑児童の
皆さんへ﹁活動の思い﹂を伝
えました︒
自分の町を好きになり︑皆
で力を合わせて地元を守る気
持ち︑そして地域の活動に取
り組むことで︑地域を盛り上
げていくことができる︒自分
たちの町を守るという思いを
持って︑大人になったら一緒
に活動しましょう︒と児童へ
向け︑思いのこもったお話を
されました︒
見学会は全て福崎町消防団
で企画・進行を行い︑随所に
子どもたちが楽しみながら消
防団を知る工夫がなされてい

を受け︑一一月一七日に最終の

総合訓練を行いました︒総合訓

練の内容は火災出動時の無線開

局から︑ポンプ自動車運行・現

場指揮本部との情報伝達・放水

活動等多方面にわたる実践に即

したものでした︒最後に豊岡消

防署城崎分署長から講評を受け︑

訓練を修了しました︒参加受講

者の中から合格者に対し︑出初

式で修了表彰を行いました︒

豊岡市城崎消防団は今回の訓

練を契機に︑今後とも︑さらな

る消防団員の充実強化を図り︑

安全・安心なまちを目指してい

ます︒
幼い頃から消防団を身近に
感じることで消防団への理解
や︑地域に根ざした防災意識
が培われます︒
この見学会のような活動が
﹁自分たちのまちは自分たち
で守る大切さ﹂を伝え︑将来︑
地域を支え︑守る人材の育成
に繋がることを改めて認識し
ました︒

きます︒

【消防署にて訓練想定】

放水開始！水の勢いがすごい！

「防災研修会」
いよいよ見学会開始！

【ロープワークに挑戦】
防火衣を着てヘルメット装着！気分は消防団員さん

町・西紀町・丹南町・今田町︶

「新入団員研修」

（6）
（隔月奇数月15日発行）
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【最終日の総合訓練】

わ が 町

の団

長

﹃神戸女子大学

高見あすか

員﹂という︒︶の資格を保有し︑
各種団体や学校等で行われる救
急講習会の指導員として活動を
行っています︒
今後は私たちが卒業した後も︑
次の世代へ知識や技術を引き継
ぎ︑長きにわたって地域の方々
に愛され︑また︑頼りにされる
存在を目指し︑前進していきた
いと考えています︒

団員

神戸市須磨消防団

学生消防団員﹄

神戸市須磨区は︑南部に平家
物語にも謳われた︑鵯越の逆落
としで有名な一ノ谷合戦の舞台
があり︑北部は大規模ニュータ
ウンとして構成されています︒
また︑自然豊かな六甲山の山並
みと︑美しい須磨海岸の砂浜が
あり︑神戸市民はもちろん︑県
外からの観光客にも人気のある
素敵な街です︒
このように﹁地域力﹂と﹁情
熱﹂があふれる街にある大学
﹁神戸女子大学﹂の学生消防団
員を紹介します︒
神戸女子大学は︑二〇一〇年
四月に︑女子大学では国内初め
てとなる﹁消防団協力事業所﹂
に認定されました︒今年は登録
一〇年を記念する年になります︒
現在︑神戸女子大学には︑私た
ち学生消防団員一三名が在籍し
ています︒
私たちが実際に活動している
内容の一部を紹介すると︑主に
防災に関する広報活動︑地域の
防火・防災訓練での住民の方へ
の防火指導︑さらに救急インス
トラクター︵神戸市での呼び名
で︑一般的には﹁応急手当普及

令和元年一二月二七日︵金︶︑小野市消防団
団長飛田佳孝氏が御逝去なさいました︒
飛田氏は平成二六年五月より当協会の評議員
を︑令和元年五月からは監事を歴任され︑当県
の消防団活動の充実強化に寄与してくださいま
した︒
ご逝去の報に接し︑謹んでお悔み申し上げる
とともに︑心よりご冥福をお祈りいたします︒

区民大会での広報活動

﹁淡路市消防団は
安全第一！﹂

長です︒団長は昭和六二年四
月に入団され︑平成三一年四
月に団長に就任︒火災発生時
にはいち早く現場に駆けつけ︑
陣頭指揮をとる行動力に溢れ
た団長です︒普段は中原水産
という水産加工場と直営食堂
を営まれ︑絶品のシラス丼を
提供する一方︑全国大会で三
位となったアマチュアロック
バンドのギタリストとしての
一面を持つ﹁ロックな団長﹂
です︒
そんな団長も平成一六年の
台風二三号災害の際には︑洲
本川の氾濫で︑自宅が床上浸
水する中︑地元消防団の分団
長として避難の呼び掛けや逃
げ遅れた高齢者の救出活動に
奔走されました︒
これからの抱負をお聞きす
ると︑﹁近年は過去の経験を
上回るような災害が全国で続
いており︑市民の消防団員へ
の期待も高まっている︒特に
安全管理については再徹底し
て任務にあたりたい︒﹂と熱
く話されました︒
これからの洲本市消防団に
どうぞご期待ください

の命を助けられるよう思いを込めて活
動に参加してきました︒
自分自身︑とても学ぶことが多く︑
やりがいを感じています︒
また︑入団二年目の時には︑市の消
防ポンプ操法大会に一番員として出場︒
三月・四月の二ケ月間︑男性団員や母
親に熱烈指導を受け︑見事﹁優勝 ﹂
とまではいきませんでしたが︑好成
…
績を収めることができました︒
入団から早くも六年になろうとして
います︒学生から社会人となった現在︑
不規則勤務の仕事で︑消防団活動には
様々な制約がありますが︑初心を忘れ
ず︑母親と共にこれからも頑張ってい
きたいと思っています︒

前列中央が筆者

淡路市消防団

私が︑川西市女性消防団に入団した
のは︑母親の影響です︒
母親は川西市女性消防団が結成され
た平成五年八月から消防団員として活
動していました︒私が幼い頃から︑一
ケ月に一度の定例会議に一緒に連れて
いってもらったり︑消防団活動の話を
聞いて育ったからか︑消防団のことを
身近に感じていました︒
一八歳になったと同時に︑私も当然
のように入団していました︒
男性団員とは違って火災現場への出
動はありませんが︑市の行事︵花火大
会やマラソン大会︶で救護班として出
動する他︑防火・防災啓発活動やＣＰ
Ｒ講習会などを通じて︑一人でも多く

（公財）兵庫県消防協会

がんばってます、女性消防団員
お悔み

富弘

〜母の背を見て
消防団へ〜

!!

!!

上田

われら
若手消防団員

怪我をすることのないよう︑
さ ん
常に安全第一で消防活動に取
り組みます︒
三号による水害では︑自宅の
被災状況も顧みず︑避難者の
誘導や︑土砂の撤去活動にも ﹁ロックな団長﹂
精力的に取り組みました︒現
洲本市消防団
在では被災当時を知る団員も
減少しており︑その貴重な活
中原 章晴
動経験は︑団員の模範となっ
ております︒加えて︑責任感
は非常に強く︑穏健なその性
格は地域住民や関係機関も厚
い信頼を寄せています︒
そんな団長は日頃︑製造業
に従事しており︑仕事の現場
洲本市は︑淡路島の中央部
では誰よりも現場の安全確認
に位置する人口約四万四千人
を怠りません︒その堅実さは
消防活動でも活かされており︑ のまちです︒市内には大浜海
岸︑三熊山︑成ヶ島といった
火災時には︑常に広い視野で
瀬戸内海国立公園の指定地域
状況を把握し︑地域住民だけ
もあり︑自然豊かな市です︒
でなく︑消防団員の身の安全
また︑ドラゴンクエストシ
にも細心の注意を払っていま
リーズの生みの親である堀井
す︒
雄二氏の出身地で︑市民広場
また︑幹部団員の育成を重
には記念碑も建てられていま
点とした訓練に積極的に取り
す︒
組まれ︑より一層の消防・防
洲本市消防団は︑本部及び
災力の向上を図っています︒
一六の分団で構成されており︑
今後も淡路市消防団は︑上
その先頭に立つのが 中原団
田団長の指揮のもと︑誰一人

柚美
松浦

淡路市消防団は平成一七年
の淡路市誕生と同時に発足し︑
現在は五地区︑二五分団︑消
防ポンプ自動車八台︑小型動
力付積載車八一台︑団員数一︐
七五二人体制で︑日夜消防活
動に精励しています︒
上田団長は︑平成七年に旧
津名町消防団に入団され︑平
成二五年に津名地区団長︑平
成二七年には副団長に就任さ
れ︑平成三一年より淡路市で
は五代目の消防団長を拝命さ
れました︒
また︑平成一六年の台風二

川西市消防団第１１分団
（愛称：チェリーファイアー）

（隔月奇数月15日発行）
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酒米の王様と呼ばれる﹁山
田錦﹂を使った小野市の逸品
を味わってみませんか︒
市内では︑酒米山田錦の生
産が盛んで︑特に市の東部に
あたる下東条地区は︑高品質
とされる地域ランク特Ａ地区︒
それらの酒米で作ったお酒と
して︑平成三〇年五月に﹁生
一本純米吟醸﹂を︑一二月に
は精米歩合三五パーセントの
﹁純米大吟醸﹂を販売︒さら
に今年は︑それらのお酒を
使ったスイーツ四種が誕生し
ました︒

山田錦を味わい尽くす

地

酒蔵は長野県上伊那郡辰野
町 妥協なしの一五〇年
辰野町は︑長野県のほぼ中
央に位置し﹁日本中心の標﹂
があります︒また︑ホタルの
名所︑松尾狭があり︑ホタル
の飛び交う六月には祭りが開
かれています︒

せ

そんな辰野町で江戸後期か
ら創業一五〇年以上の歴史を
もつ㈱小野酒造店が︑小野市
の山田錦を使った日本酒﹁お
の恋﹂を製造しています︒
同店の杜氏は︑純米大吟醸
への思いも強く︑麹を作る工
程では蔵に泊まり込み︑二時
間おきに様子を見ているそう
です︒
●おの恋生一本純米吟醸
同店イチおしの商品で︑フ
ルーティーですっきりした飲
み囗︒

小野市

ら

●おの恋純米大吟醸
やわらかさのあるフルー
ティーな香りで後味すっきり︒
ワイングラスで飲むのがおス
スメ︒

●和酒餡︵わしゅあん︶
店舗のイメージであるクマ
をあしらったマドレーヌ生地
にお酒を混ぜ込んだ餡入り︒
●おの恋カステラ
お酒を混ぜ込んだカステラ︒
酒を酌み交わすように︑カス
テラを囲んで楽しい時間を︒
●日本酒ボンボン
市内にある浄土寺にちなみ︑
形は仏像の顔︒中からあふれ
出す日本酒はフルーティー︒
●米の雫
酒米の形をしたメレンゲ︒
運が良ければ︑幸せを感じる
ハート形と出会えるかも︒

人と緑のホームタウン

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︒
昭和三〇年三月に加古村︑
母里村︑天満村が合併して稲
美町が誕生しました︒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

稲美町

が訪れています︒偶然にも︑
歌碑では﹁令﹂﹁和﹂の字が
横に並んでいます︒
いなみ
平成三〇年度には園路等の
改修を行うとともに新たに数
人で賑わっています︒こ
奇屋門の入口が完成しました︒
れらのため池や水路︑水
敷地内にある憩いの館では︑
田︑集落によって構成さ
無料湯茶サービスをしていま
れた稲美町特有の景観は︑ す︒
文化庁から﹁稲美のため
ぜひこの機会に︑いなみ野
池群﹂として︑文化的景
万葉の森にお立ち寄りくださ
観の重要地域に指定され
い︒
ています︒
■所在地
当町には︑国道や鉄道
加古郡稲美町国安一二八六
の乗り入れはありません
五五
が︑近隣の四市に囲まれ
■電話
た地理的条件から︑基幹
〇七九 四九二 三七七〇
産業の農業のほか︑住宅
■開園時間
地や工業用地としても開
七〜九月／九時三〇分〜一
発が進んでいます︒
七時〇〇分
一〇〜六月／九時三〇分〜
一六時〇〇分
■休園日
毎週月曜日︑年末年始︵一
二月二八日〜翌年一月四
日︶
﹁令和﹂ゆかりの地〝いなみ野
万葉の森〟
稲美町は古来より万葉集に
詠まれた﹁いなみ野﹂に位置
し︑〝いなみ野万葉の森〟は
当時のいなみ野と瀬戸内海を
形造った日本庭園です︒
園内には約一二〇種類の万
葉植物や﹁いなみ野﹂が詠ま
れた歌碑があり︑新元号﹁令
和﹂の典拠となった万葉集の
歌も三〇年以上前から〝いな
み野万葉の森〟に歌碑として
設置されています︒
新元号のゆかりの地として
テレビや新聞で取り上げられ
たこともあり︑多数の来園者

編 集 後 記

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︒新年
を迎え︑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︒
さて︑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︑三面・四面で
は︑秋の叙勲・危険業
務従事者叙勲の記事を
掲載しております︒受
賞者の皆様︑誠におめ
でとうございます︒
本年も引き続き﹁兵
庫消防﹂のご愛読をよ
ろしくお願いいたしま
す︒

〜お詫び〜
兵庫消防一一月号﹁ひょう
ご消防のつどい二〇一九の開
催﹂の記事において︑誤記が
ございました︒

︵誤︶﹁加古川市消防本部﹂
←
︵正︶﹁加古川市消防団﹂

お詫びして訂正いたします︒

⇒

アクセスは
こちらから

万葉の森

公益財団法人兵庫県消防
協会では、県下消防団の活
躍を広めるため、Face
bookページを開設致しま
した。各消防団の活動につ
いて、投稿をしていきます
ので消防団員の皆様には是
非 、 当協 会 ペ ー ジ のフォ
ローをお願いします。
また、皆様の活躍を広く
県民の方などへお届けでき
ますよう、当協会ページや
投稿記事をシェアしていた
だき、友達へ拡散していた
だけますようお願いします。

知

日本酒﹁おの恋﹂を使った
逸品スイーツ
こだわり抜いて作られた日
本酒﹁おの恋﹂を使ったお菓
子︵スイーツ︶づくりに︑市
内洋菓子店が挑戦︒特産品に
こだわった逸品スイーツとし
て新たに販売を開始します︒

FacebookページのURL
https://www.facebook.com/
hyoshokyo

ため池群

兵庫県消防協会
Facebookページの
開設のお知らせ

お
高温の蒸米を手で均一に広げて冷ます作業＝㈱小野酒造店で

和酒餡
（パティスリーアプレシエ）
おの恋カステラ
(パティシエゲンタロウ)
日本酒ボンボン
（アベニュー・ド・ラペ）
米の雫
（お菓子の家シェシエ）

（8）
（隔月奇数月15日発行）
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