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令和三年新春メッセージ

危機を乗り越え︑
ポストコロナの新時代に挑む

新年あけましておめでとう
ございます︒
昨年は︑新型コロナウイル
スとの戦いの年でした︒しか
し︑未だ終息にはほど遠い状
況です︒
一方︑コロナ禍は社会を変
革する契機ともなりました︒
県民とともにこの危機を乗り
越え︑地域創生やデジタル化
に力強く取り組み︑ポストコ
ロナ社会を先導する活力あふ
れる兵庫をめざします︒令和
三年は本格的に歩みを進める
年とします︒

義雄

第一は︑新型コロナ対策の
充実︒自宅療養ゼロを堅持し
つつ︑入院病床や宿泊療養施
設を十分に確保します︒マス
ク着用の徹底︑検温の実施︑
外出抑制︑感染リスクの高い
施設の利用を控えるなど︑家
庭︑職場︑施設へウイルスを
持ち込まない地道な取組が何
より大切です︒一人ひとりの
行動が大切な家族や友人︑仲
間の命を守ることにつながり
ます︒是非︑ご協力をお願い
します︒
第二は︑兵庫の元気回復︒
経済の下支えを図りつつ︑ス

新年のあいさつ
岸谷

兵庫県消防協会
会長

さて︑昨年より︑新型コロ
ナウイルス感染拡大により︑
これまでに経験したことのな
い困難に直面しています︒そ
んな中︑昨年七月に九州及び
東北地方を中心に甚大な被害
をもたらした豪雨は︑コロナ
禍の中での初めての大規模災
害となり︑自然災害と感染症
との﹁複合災害﹂に備えると

ますことに対しまして︑心よ
り敬意を表するとともに︑新
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︒

公益財団法人

令和三年の新春にあたり︑
謹んでお慶び申し上げます︒
新型コロナウイルス感染症
の感染拡大が懸念される中︑
例年とは異なる新年ではあり
ますが︑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

タートアップ拠点を活用した
起業・創業の支援︑新たなサ
プライチェーンの構築を後押
しします︒兵庫と東京を専用
回線で結び︑情報ネットワー
クにより東京圏からの企業誘
致も促進します︒農林水産業
のスマート化も急務です︒〝都
市部から地方へ〟の潮流を捉
え︑兵庫への呼び込みを図り
ます︒
第三は︑安全安心の基盤強
化︒コロナ禍でも自然災害は
待ってくれません︒地震・風
水害に備える安全な県土づく
りを進めます︒県民が安心し

いう新たな課題を我々に与え
ました︒

こうした中︑消防団も︑火
災だけでなく︑様々な災害に
対処する地域防災力の中核的
な存在として欠くことができ
ないものとなっており︑我々
はより一層強固な消防・防災
体制の構築に努めていかなけ
ればなりません︒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︒

て暮らせる福祉の充実も強化
します︒
第四は︑ポストコロナも見
据えた兵庫の未来づくり︒
﹁二〇三〇年の展望﹂を具体
化する取組を進めるとともに︑
二〇五〇年頃を目標年次とす
る新ビジョンの策定に向けた
検討を加速させます︒

我々は︑戦災︑様々な自然
災害など︑幾度もの危機を乗
り越えてきました︒阪神・淡
路大震災もそうでした︒
再び︑県民の叡智を結集し
て︑兵庫の新時代をともに築
き上げるため︑挑戦していこ
うではありませんか︒

コロナ禍を
乗り越えていく 県民の
ひたむきな歩み
夢をめざして

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︒本年も引き続き消
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︑新型コロナウイル
スの収束と︑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︒

年

頭

明けましておめでとうござ
います︒
火災・自然災害が相次ぐだ
けでなく新型コロナウイルス
感染症が大きな問題となるな
ど︑大変ご苦労が多いなかの
新年ですので︑心の中は穏や
かでないものがございますが︑
そのようななか︑兵庫県消防
の皆様がそれぞれの地域の安
全のためご尽力いただいてい
ることに対し︑深く感謝し︑
敬意を表します︒
私は最近︑﹁新たな災害環
境﹂という言葉を使わせてい

の

辞

ただくことがあるのですが︑
皆様ご承知のように︑まず災
害の様相が変化してまいりま
した︒近年︑フェーン現象下
の火災等のほか︑台風や局地
的な豪雨が︑これまでの常識
を大きく超える大規模なもの
になっています︒また︑人口
動向︑地域社会の状況等社会
環境にも変化が見られます︒
消防はこうした状況変化︑
いわば﹁新たな災害環境﹂へ
の変化を正面から受けとめな
がら︑どのようなことを考え︑
実行していくべきか︑このこ

消防庁長官

横田

真二

すとともに︑心から御礼申し
上げます︒
年々激しさを増す風水害や︑
今後発生が危惧される首都直
下地震︑南海トラフ地震の大
規模災害に備え︑消防庁では︑
国民の皆様が引き続き安心し
て暮らせるように︑緊急消防
援助隊及び常備消防力の充実
強化をはじめ︑地域防災力の
中核となる消防団及び自主防
災組織等の更なる充実強化︑
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︑防災情報の伝達体制の整
備など︑消防防災行政の一層

敏文

日本消防協会

秋本

とは数年前から課題として位
置づけていますが︑新たな気
持をもって対処しなければな
らないと思います︒
阪神・淡路大震災からも二
六年が経ちますが︑今年は︑
東日本大震災から一〇年を迎
えます︒さらにさかのぼりま
すと︑関東大震災から間もな
く一〇〇年となります︒この
ようなさまざまな過去の体験
から得た教訓を活かしながら︑
最近の状況を直視してさまざ
まな対応をしなければなりま
せん︒

会長

公益財団法人

﹁新たな災害環境﹂への対応
│新春のごあいさつ│

昨年は︑七月豪雨や台風に

よる自然災害に見舞われ︑多
令和三年の新春を迎えるに
くの方々が犠牲になりました︒
当たり︑全国の消防関係者の
お亡くなりになられた方々
皆様に謹んで年頭の御挨拶を
の御冥福をお祈りするととも
申し上げます︒皆様方には︑
に︑被災された方々に心から
平素から消防防災活動や消防
お見舞い申し上げます︒
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
災害現場においては︑被災
表し︑深く感謝申し上げます︒
地の消防本部や地元消防団は
また︑新型コロナウイルス
もとより︑被災状況により県
が感染拡大する中︑救急隊員
内消防応援隊や緊急消防援助
をはじめ消防職団員の皆様に
隊も総力を挙げて救急・救助
は︑感染の危険を顧みず最前
活動等に当たっていただき︑
線で御尽力をいただき︑重ね
多くの人命を救助していただ
て感謝申し上げます︒
きました︒改めて皆さんの御
活躍・御尽力に敬意を表しま
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の推進に取り組んでまいりま
す︒とりわけ︑消防団員の処
遇改善については︑団員の報
酬や出動手当の額の引上げを
要請するとともに︑検討会を
立ち上げ︑精力的に取り組ん
でまいります︒
また︑消防防災分野におけ
るデジタル化・スマート化を
進め︑大規模災害時における
情報収集の効率化や各種手続
きの電子化を図ることで︑自
治体の消防防災業務の合理
化・効率化及び国民の皆様の
各種申請の簡素化を推し進め

そこで重要なのは︑常備消
防︑消防団など関係機関のそ
れぞれの体制を強化するとと
もに︑巾広い消防防災関係者︑
これには︑行政関係の方々は
勿論︑学者研究者︑関係メー
カー︑情報関係者︑各種企
業・団体など幅広い関係の
方々の︑いわば総参加︑総連
携︑総活躍が必要でしょうし︑
そのためにはこのような皆様
方の連携協力推進の場も必要
でしょう︒
そして︑災害発生現場の実
情に応じ︑地域の皆様のそれ

てまいります︒
昨年は︑新型コロナウイル
ス感染拡大の影響により二〇
二〇年東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会が延期
となりましたが︑本年の開催
に向けて安心・安全対策に引
き続き取り組み︑消防・救急
体制を万全に整えてまいりま
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いた
だきます︒
ぞれの事情に応じながら必要
な行動を展開し︑被害を最小
限に抑えるためには︑それぞ
れの地域の対応が重要です︒
防災の原点は﹁地域﹂です︒
そこでは︑地域の皆様とさま
ざまな防災関係機関との連携
を密接にしながら︑地域の皆
様の総参加︑総活躍を進めな
ければなりません︒その場合︑
地域と密接につながっている
消防機関の存在は極めて大き
いと思われます︒
いろいろな課題がございま
すが︑今年も皆さんとご一緒
に日本消防のさらなる発展の
ため努力してまいります︒ど
うぞよろしくお願いいたしま
す︒
最後に︑県内各地の無事平
穏︑兵庫県消防の皆様のご健
勝ご多幸を心からお祈り申し
あげ︑新年のごあいさつとさ
せていただきます︒

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
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令和二年

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︑太
子町消防団の田中団長が井戸
知事から表彰状を授与されま
した︒
なお︑受賞者の方々は次の
とおりです︒︵敬称略︶

兵庫県功労者
表彰式挙行
令和二年一一月一八日︵水︶
一四時から︑兵庫県公館にお
いて︑令和二年兵庫県功労者
表彰が︑感染症対策を徹底し
た上︑挙行されました︒
表彰は︑二三の功労分野に
わたり二三二名の方が受賞さ
れました︒

◎消防関係
前神戸市
竹田
消防正監
前神戸市長田消防団
外浦
団
長
神戸市須磨消防団
鷲尾
団
長
前豊岡市但東消防団
桑田
団
長
太子町消防団
田中
団
長
佐用町消防団
矢内
団
長
雅洋
正𠮷
庄司
均
繁幸
正敏

祝辞
井戸知事
田中繁幸団長
代表受領
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受章者の皆さま

令和二年
秋の叙勲︵消防関係︶

藤田
◎瑞宝双光章
元神戸市北消防団
小西
団 長
元神戸市中央消防団
土屋
団 長
元豊岡市竹野消防団
仲治
団 長
元宝塚市消防団
福井
団 長

◎瑞宝小綬章
元姫路市
消防正監

仁

義信

雄司

元八

雄三

兵庫県下受章者︵消防関係︶
︵敬称略︶

一四名が受章

令和二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︑全国で六二二名︑うち兵
庫県では︑元消防吏員・元消
防団員合わせて一四名が叙勲
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
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︒
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︒
︿全国消防関係受章者数﹀
二九名
瑞宝小綬章
五名
旭日双光章
七四名
瑞宝双光章
瑞宝単光章 五一四名
六二二名
計

◎瑞宝単光章
元姫路市姫路東消防団
山 隆昌
分団長
元姫路市飾磨消防団
小西
治
分団長
元尼崎市消防団
川端 征二
分団長
元洲本市消防団
志保 勝則
分団長
元豊岡市豊岡消防団
河口
清
団 長
元加古川市消防団
橋本
透
副団長
元川西市消防団
加藤 万豊
分団長
元朝来市消防団
木村 敏彦
副団長
元朝来市消防団
吉成
勝
副団長

兵庫県下受章者︵消防関係︶
◎瑞宝双光章
元神戸市
中地 弘幸
消防正監
元神戸市
消防司令長 木下 茂信
元姫路市
秀行
消防司令長 表
元姫路市
消防司令長 柴田 博司

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
章二九七名︑瑞宝単光章三三
四名︑計六三一名︑うち兵庫
県関係では︑二一名の消防職
員が受章されました︒
︵敬称略︶

第３５回
危険業務従事者叙勲が
令和２年１１月３日に発令

元豊岡市
中島 幾良
消防監
元淡路広域消防事務組合
消防司令長 雨瀬 行生
元北はりま消防組合
藤原 正勝
消防監
元西はりま消防組合
岩田 良彦
消防監
元西はりま消防組合
平林 祐治
消防監

◎瑞宝単光章
元神戸市
林
利幸
消防正監
元神戸市
消防司令長 瓦谷三十美
元姫路市
消防司令長 中村 隆志
元尼崎市
屋野 正人
消防司令
元尼崎市
山田
實
消防司令
元西宮市
消防司令長 勝本 雄二
元西宮市
青山 幸夫
消防司令
元加古川市
消防司令長 荻野 篤彦
元加古川市
誠
消防司令長 北川
元川西市
梶尾 松治
消防司令
元北はりま消防組合
消防司令長 岩﨑 一彦
元南但広域行政事務組合
佐藤清四郎
消防指令

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
七名︑うち兵庫県では三名が
受章の栄誉に輝きました︒

葵

﹃防災活動には︑女性目線で﹄
しずかファイヤーズ

〜女性消防団員
として〜

私は平成三〇年四月に猪名
川町消防団女性消防分団に入
団しました︒母から﹁猪名川
町が女性の消防団員を募集し
てるよ︒﹂と教えられ︑父が
消防団員であったこともあり︑
入団を決めました︒
猪名川町消防団の女性消防
分団︵ＬＡＭＰＳ︶ランプス
は︑平成二八年に発足したば
かりで︑皆さんとうまく馴染
めるか不安もありましたが︑
諸先輩方の優しいサポートと
同時期に入団した女性団員が
いてくれたおかげで︑すぐに
打ち解けることができました︒
女性消防分団員の主な活動
は︑火災予防運
動や年末火災特
別警戒での広報
活動︑地域の防
災訓練での防火
指導などです︒
入団二年目に
は︑出初式での
司会にも携わり
ました︒
私が緊張して
いるなか︑消防
団員の皆さんが
胸を張って観閲
行進を行う姿︑
機敏に一斉放水
を行う姿を見て︑
私自身も町民と
して安心感を抱

猪名川町消防団
女性消防分団
（ＬＡＭＰＳ）

きました︒災害活動だけでは
なく︑普段から町民の皆様に
安心して頂けるように務める
ことも消防団の仕事の一つで
あると感じました︒
私たち女性消防分団員が災
害出動で町民の生命︑身体︑
財産を守るということは難し
いですが︑火災予防の広報活
動や防災訓練での防火指導を
行うことで︑町民の皆様の防
災意識を高め︑減災に繋がっ
ていくと考えています︒これ
からも一人ひとりに災害の恐
ろしさや防災意識の大切さを
伝えていきたいと思います︒

高岡

淡路市消防団
減少傾向にある消防団員は︑そ
れまで男性のみが所属していまし
た︒
災害弱者を守る役割に女性なら
ではの立場や目線を持つことに
よって消防団活動の幅が広がると
の期待により︑平成二六年一二月
に女性団員を募集︒
当初一〇名程度の想定を大幅に
超える多数の応募の結果︑平成二
七年四月︑二〇歳代〜六〇歳代の
二六名︵当時︶を任命︑女性消防
団員が発足しました︒
多くの女性消防団員の加入が高
く評価され︑平成二七年七月に総
務大臣から感謝状が淡路市消防団
へ︑平成三〇年一一月には県内で
活躍する女性をたたえる﹁ひょう
ご女性未来・縹賞﹂に選ばれまし
た︒
現在は本部所属となる女性消防
隊﹁しずかファイヤーズ﹂として
隊員四一名が在籍︒
火災予防運動︑高齢者住宅への
防火訪問︑応急手当普及員一六名
を養成しての応急手当講座などの
活動や災害時の後方支援に備えて
います︒
また︑最近では﹁災害時こそ女
子力で乗り切っていこう！﹂をコ
ンセプトに防災や社会貢献を専門
に学ぶ女子学生を中心に活動して
いる神戸学院大学のサークル﹁防
災女子﹂と女性目線のやってみた
くなる防災についての意見交換な
ども行っています︒
今後も様々な防災事業に対して︑
女性の持つ繊細さなどを通じて市
民の皆様と一緒に防災意識の高揚
に取り組んでまいります︒

消防出初式観閲行進の様子

初出式
防災女子（神戸学院大学意見交換会）

令和２年秋の褒章が
11月３日に発令

︽兵庫県下受章者︵消防功績︶︾
◎藍綬褒章
神戸市須磨消防団
鷲尾 庄司
団 長
姫路市家島町消防団
中村 國彦
団 長
伊丹市消防団
久保 善一
副団長

がんばってます、
女性消防団員

（4）
（５月・
８月・
１１月・
１月発行）
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われら若手消防団員

わ が 町

長
さ ん

神河町は︑兵庫県のほぼ中
央に位置するハート形の町で
す︒美しいススキの高原﹁砥
峰高原﹂︑清流が流れ絶える
ことなく湧き出る名水スポッ
ト﹁越知川名水街道﹂︑日本
遺産に認定された播磨と但馬
を結ぶ鉱石の道﹁銀の馬車
道﹂︑アルパカなどの動物と
触れ合える﹁農村公園ヨーデ
ルの森﹂や新しいスキー場
﹁峰山高原リゾート ホワイ
トピーク﹂など︑四季を通じ
自然を楽しむことができる町
です︒
神河町消防団は︑平成一七
年一一月に旧神崎町と旧大河
内町が合併して誕生しました︒

市川町消防団

堀岡

兵庫県のほぼ中央に位置す
る市川町は︑人口約一万一千
人︑面積八二・六七平方メー
トル︑周囲を山に囲まれ︑中
央部には清流市川が流れる自
然が豊かな町です︒
令和二年四月一日に就任さ
れた堀岡団長は︑地域の安全
と安心のために本部及び二六
分団︑総勢四九三名の市川町
消防団の先頭に立ち︑災害発
生時には沈着冷静な判断力と
決断力で陣頭指揮に当たりま
す︒また︑平時には消防団目
標の﹁減災・防災意識の高い
まちづくり﹂の実現に向け︑
地域住民や自主防災組織と連
携した初期消火訓練や心肺蘇
生訓練等の実施を奨励し︑地
域の防災力の向上に取り組ま
れています︒
その堀岡団長を就任以来悩
ませているのが新型コロナウ
イルス感染症です︒平日夜や
休日にはお子さんのスポーツ
クラブでの活動に奥さん共々
参加される家族思いの堀岡団
長は︑消防団員が新型コロナ
ウイルス感染症に感染すると
家族にも影響が及ぶことを非
常に心配されています︒その
ため︑今年度の消防団活動で
は新型コロナウイルス感染症
への感染対策を徹底すると共

大介

﹁地域の安全と
安心のために﹂

風などの自然災害に備え︑災
現在︑七分団二七部︑団員数
害が発生した際は団員間で円
五九五名で構成され︑町民の
滑な活動ができるよう︑地車
安心安全を守る為︑日々活動
の活気を消防団活動に活かし︑ しています︒
防災訓練に全力で取り組んで
平岡団長は︑平成一一年四
いく強い意気込みです︒
月に︑旧大河内町消防団に入
今後も︑海と山に囲まれ︑
団され︑平成二八年から副団
環境や交通の利便性に恵まれ︑ 長を経て︑令和二年四月に団
震災から復興した東灘区の街
長に就任されました︒
を災害から守り続けるため︑
今年度は︑新型コロナウイ
我々団員一同︑池田団長を支
ルス感染症の影響で︑度重な
えていく所存です︒
る行事の中止や︑思うように
訓練等が実施できない状況で︑
何かできることはあるか︑常
﹁ハートの町で
愛される団長﹂ に前向きに考えておられます︒
九月に実施した教育訓練では︑
新たに本部役員になった副団
神河町消防団
長に︑自ら礼式・規律を熱心
に指導されておられました︒
平岡 靖浩
日頃から︑迅速かつ適確な指
導を行い︑時にはユーモアな
一面も見せ︑献身的な態度に
より︑団員はもとより地域住
民からも厚い信頼があります︒
年々︑人口減少に伴い︑若
手の団員確保が困難な状況の
中︑町民からの消防団に対す
る期待は大きく︑団員に求め
られる任務も複雑多様化傾向
にありますが︑地域の幅広い
ニーズに応えられるように︑
将来を見据えた持続可能な消
防団を目指し︑日々努力され
ている団長です︒

の団

徹

﹁海と山に囲まれ︑
震災から復興した
街を守り続ける﹂
神戸市東灘消防団

池田

神戸市東灘区は神戸市の東
端に位置し︑アクセスの良さ
と︑海と山に囲まれた自然あ
ふれる環境が好まれ︑古くか
ら良好な住宅地として発展し
てきました︒この東灘区を災
害から守る神戸市東灘消防団
の団長に︑池田団長は令和二
年四月に就任しました︒
団長は昭和五九年の入団以
来︑地域防災の発展に尽力さ
れ︑平成七年の阪神・淡路大
震災では︑瓦礫からの救助を
主として活動し︑その勇敢な
姿は今でも記憶に残っていま
す︒避難所では︑団長の兄が
行う炊き出しを率先して手伝
うなど︑その郷土愛の精神に
地域の方からの感謝が絶える
ことはありませんでした︒
また︑東灘区では︑伝統行
事である地車︵だんじり︶ま
つりが毎年五月に開催され︑
そのまつりを安全に開催する
ため︑警察と消防団が協力し
て団長を中心とした警備によ
り︑事故の無いまつりが開催
されています︒
団長は︑今後発生が危惧さ
れる南海トラフ地震や巨大台

に︑感染予防のために非常に
困難な決断を迫られる場面に
何度も直面されました︒中に
は苦渋の思いで下された決断
も有られたと推察します︒け
れども︑大局を見据えた堀岡
団長の英断は︑消防団員のみ
ならず地域住民の理解や納得
を得られるものでしょう︒
堀岡団長がこれからも市川
町の安全と安心のために益々
ご活躍されることを期待いた
します︒

希佐

﹁ひと まち 守る
福崎町消防団！﹂

福崎町消防団

松岡

福崎町は︑兵庫県の中播磨
地域の中心に位置し︑市川中
流の両岸にひろがり︑豊かな
自然と日本民俗学を確立し歴
史に名を残す柳田國男生誕の
地で歴史と文化が漂う魅力あ
ふれるまちです︒
福崎町消防団は︑松岡団長
以下六〇〇名︑消防車両三四
台をもって︑地域の安全・安
心のため活動しています︒
松岡団長は︑平成一三年に
福崎町消防団に入団され︑平
成二一年に分団長となり︑平
成二四年には本団幹部に抜擢
されました︒以後︑副支部長︑
支部長︑副団長を歴任し︑令
和二年に団長に就任しました︒
持ち前の行動力と冷静な判
断力で︑災害現場においては︑
適確な指揮をとるとともに︑
率先して活動にあたられてい
ます︒
松岡団長は︑﹁消防団員は
家族の支えがあってこそ︒地
域を守るとともに︑家族を守
るためにも︑どんな時でも訓
練と警戒を怠ってはならな

神戸市

福崎町

神河町

市川町

（５月・
８月・
１１月・
１月発行）
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い︒﹂という思いを強く持ち︑
常に真摯な姿勢で︑何事にも
焦らず︑冷静に判断される指
導力と統率力はずば抜けたも
のがあり︑あらゆる災害現場︑
訓練においてリーダーシップ
を発揮され︑団員からの信頼
は言い表せないほど厚いもの
があります︒
一方で︑普段の団長の素顔
は︑明るくユーモアがあり︑
団長がいるだけでその場を和
ませてくれます︒また︑普段
は﹁希さん︵まれさん︶﹂と
誰からも親しまれており︑優
しい性格で︑何でも話しやす
く︑相談しやすい雰囲気を
持った存在でもあります︒
松岡団長が就任されてから
まもなく一年が経ちますが︑
これからも益々ご奮闘してい
ただき︑福崎町消防団を牽引
し︑﹁ひと まち 守る 福
崎町消防団！﹂をモットーに︑
災害から町民の生命・財産を
守るリーダーとしてのさらな
る活躍が期待されています︒

資機材の取扱訓練等は︑分団
や班単位の訓練へと規模を縮
小しました︒

明石市消防団では︑新型コ
ロナウイルス感染症に対して
は長期的に対応していく必要
があると認識しており︑これ
までとは違う訓練や研修方法
等を考案し︑感染拡大防止対
策のもと消防団活動を推進し
ていきたいと考えています︒

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
現状のまま統合し︑団員定数
二︐八九八名で発足しました︒
その後︑丹波市消防審議会の
答申のもと︑組織改革や定数
の改正を行い︑平成二七年四
月一日の第二次組織再編によ
り条例定数一︐七〇六名で構
成しています︒
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︒令和二年度は︑
新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため︑必要最小限度
の活動に留めています︒
これまでの活動の様子につ
いて︑その一部を紹介します︒

﹃丹波市消防団です！﹄

団員間の距離をとった水管延長訓練

丹波市消防団
丹波市消防本部と丹波市消防
団で合同訓練を実施
消防団単独の訓練では経験
できない山林火災を想定した
訓練を丹波市消防本部と丹波
市消防団の合同により実施し
ました︒この訓練の実施によ
り消防団員一人ひとりのポン
プ等の操作技術の向上を図る
ことができました︒
また︑訓練で改めて消火活
動の指揮や危険行為について
確認し︑今後の火災等有事の
際に活かすことができると実
感できました︒

自主防災組織と一緒に地域消
防力を強化
火災の際︑延焼を最小限に
抑えるのが地域住民で組織す
る自主防災組織です︒丹波市
では消防団OBも加わり自主
防災組織を形成し︑身近なと
ころの防災力強化に努めてお
り︑地域が一体となって消防
力の強化を図っています︒消
防団は初期消火の必要性を広
く理解していただくため︑一
緒に実地訓練を行い︑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︒

女性消防分団も頑張っていま
す
小学校ＰＴＡや自治会が行
う心肺蘇生法やＡＥＤの使い
方を学ぶ救急救命講習会で消
防署員の補助をしています︒
講習会では︑特に応急手当普
及員の資格を持つ女性消防団
員が中心となって活動します︒
また︑地域毎に毎月一回︑

中学校へ消防団について講演
市内の中学校の子供たちに
消防団の活動について︑お話
をいただきたいと先生から依
頼があり︑消防団が日頃︑ど
のような活動をしているのか
講演を行いました︒地域の子
供たちに消火活動・水防活動
など消防団の活動内容を知っ
てもらうよい機会になりまし
た︒

これから消防団員になってくれるかな

救急救命講習会に励んでいます

Pick Up!

間隔をとっての訓練礼式

〇感染拡大防止対策をとった
新入団員訓練
訓練の縮小により︑各分団︑
﹃コロナ禍における消防団活動﹄
各班では訓練方法を検討しま
した︒
明石市消防団
特にこれからの消防団の担
まず︑災害出動については︑ い手である新入団員への訓練
市民を災害から守ることが消
をどうするかが︑大きな課題
防団の最も重要な任務である
となりました︒
ため出動人員︑規模の縮小は
当市の東方面を管轄する第
せず︑活動中の感染拡大防止
一︑第二分団では︑感染拡大
対策を徹底しました︒具体的
防止について検討を重ね︑訓
には︑参集時からのマスク着
練中のマスク着用︑訓練団員
用︑車両︑詰所の換気︑現場
の間隔を広くとること及び短
での不必要な密集の禁止及び
時間による訓練といった工夫
出動後の資機材等の消毒を行
をとり︑一〇月に新入団員訓
いました︒
練を実施しました︒
また︑マニュアルの見直し
分団及び班役員が指導者を
も行い︑長時間待機が想定さ
務め︑訓練礼式︑水管延長及
れる水防活動については︑詰
び放水訓練を実施︑新入団員
所の待機人数を制限し︑自宅
の理解促進のためベテラン団
待機活用も新たな対応として
員も一緒になって訓練を行い
整備しました︒
ま
した︒
定例的に取り組んでいる資
初めての消防団活動であり︑
機材点検や訓練は︑従来︑多
また︑コロナ禍ということも
くの団員で行っていましたが︑ あって不安な気持ちの新入団
必要最小限の人数へと変更し
員でしたが︑感染防止対策の
ました︒特に︑訓練は︑例年︑ 徹底やベテラン団員の支援及
全班を召集し行っていた新入
び工夫された指導内容により︑
団員訓練︑水防訓練及び救助
新入団員にとっては実りのあ
る訓練となりました︒

明石市は︑東経一三五度の
日本標準時子午線上にあり︑
東西一五・六キロメートル︑
南北九・四キロメートル︑面
積は四九・四二キロ平方メー
トルと東西に細長い形をして
おり︑温暖な気候︑風光明媚
な地で︑瀬戸内海からの恵み
により︑海産物が豊富なまち
となっています︒
明石市消防団は︑昭和二二
年に発足し︑町村の合併に伴
い組織を改め︑現在は八分団︑
五〇班︑一︐〇四〇名体制で
市内の消防警備についていま
す︒
当市は︑気候が穏やかな地
域ではありますが︑平成七年
の阪神・淡路大震災をはじめ︑
近年は大型化した台風の上陸
や接近︑また︑平成二九年に
は市東部大蔵市場において大
規模火災が発生するなど︑さ
まざまな災害被害を受けてき
ました︒
明石市消防団では︑これら
の災害に対し︑動員力を活か
した災害防除活動を行うとと
もに︑平常時には訓練や警戒
活動を実施し︑地域防災力の
充実強化に尽力してきました︒
しかし︑今年に入り︑新型
コロナウイルス感染症が発生︑
世界的に流行し︑従来の消防
団活動では感染リスクが高い
業務があることから︑さまざ
まな感染拡大防止対策を検討
しました︒

消防本部と合同訓練

（6）
（５月・
８月・
１１月・
１月発行）

令和３年１月15日

防
消
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地域と連携して消火活動に取り組みます

女性消防分団の専用車両で火
災予防の巡回放送を実施して
火災予防の啓発に努めていま
す︒
さらに︑イベントなどで住
宅用火災報知器の設置や救急
車の呼び方などの寸劇を行い︑
市民の方に防火等に関心を
もってもらう啓発活動もして
います︒

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︒コロ
ナ渦での新年となり︑
消防出初式の規模縮小
などを余儀なくされて
いる消防団もあるかと
思いますが︑皆様にお
かれては︑決意新たに
消防団活動へ向き合っ
て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︑秋の叙勲等の記事
を掲載しております︒
受章者の皆様︑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︒

