
・点　鐘　半田会長

・ソング　それでこそロータリー�

・卓　話　青木信行様　  田辺 隆様�

【会長報告】

　図らずも今日１／１９は火事の時の通報番号

「１１９」。「もとの十九にしておくれ」「枯れ木に

花が咲いたなら（十九にするのもやすけれど）」

という古い歌『十九の春』や、女性の花ざかり

の頃を言う「芳紀」という言葉もありました。

　卓話をよろしくお願いします。

　
【幹事報告】

・２／１９狭山市民会館、入会３年以内の新会員

　出前研修会開催。雲が引けたようにＲＣの

　事が分かります。対象者６名。�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　神田君
　４／１４・１５親睦旅行は１０倍楽しめる企画で
金額は出来るだけ抑えて２／２にご提示します。
◎米山奨学委員会　　　　　　　  市川（洋）君
　特別寄付金１０万円、服部融亮会員より頂
きました。（拍手）
◎齋藤君�
「新老人の会」飯能支部より入会のご案内。
申し込みされますと会報が毎月届き、長生き
出来ます。百歳からは会費無料。
◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　島田君
「友」１月号。横組「ロータリー理解推進月間」
特集。昔の写真多数。関東大震災で世界から義
援金、Ｐ・ハリスが帝国ホテルで食事、東京オリ

ンピックの聖火台を東京地域のＲＣが寄贈、等。
Ｐ２７、米山学友がソウルＲＣ会長に就任。国際
大会は５／２２～２５ニューオリンズ。縦組Ｐ２、
日本ユネスコの松田氏。Ｐ７、熊本グリーンＲＣ
２９才の弁護士の記事。

【出席報告】※無断欠席なし。【ＭＵ】なし。

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・青木消防長、田辺予防主幹、本日はお忙しい中、

　有難うございます。よろしくお願いします。

　　　平沼君、半田君、安藤君、和泉君、田辺君

　大木君、大河原君、市川（洋）君、小久保君、間邉君�

・早退。　　矢島（巌）君、神田（敬）君、齋藤君�

本日計１３，０００円、累計額８９６，６２２円。

◎２６日例会当番は大崎会員、齋藤会員です。

�
【卓　　話】

講師紹介　　　　平沼ロータリー情報委員長

　私は今、防火安全協会の会長をしておりま

す。協会員では小崎会員が一番古く、一番新

しい方は細田（吉）会員。新会員募集中。是非

加入して下さい。青木氏は昨年４月の着任。

それ以前の消防長には卓話を頂いたり、ＧＳＥ

メンバーに地震体験をさせたりとお世話にな

りました。配布した「消防広域化推進計画」を

ご覧下さい。

青木様　当消防本部は１

本部、１署、５分署体制

で１９５名の職員により

飯能・日高、１４万市民の

安全を守っております。

Ｈ８年度から消防事務の

共同運用を行っており、

今回は２度目の広域化。

これは法改正によるもの

で全国的なものです。県では国の指針を受け

Ｈ２０年３月に「埼玉県消防広域化推進計画」

を策定。国では消防力強化、消防行財政運用

の効率化等のため、自主的な市町村消防の広

域化推進の必要からＨ１８年度に「消防組織法」

が一部改正、併せて基本方針が示されました。

それに基づき、自主的な市町村消防の広域化

推進の必要がある場合には「計画」を定めるも

のとされました。

「（改正）消防組織法」において“広域化”とは、

２以上の市町村が、消防団の事務を除く消防

事務の共同処理、または、他の市町村への事務

委託により消防体制の確立を図るというもの

です。「計画」策定の背景には、消防を取り巻く

環境の変化、市町村財政の現状があります。

また、人口は減少、高齢社会となり、火災件数

はほぼ一定なのに対し、救急件数は毎年増加、

１０年で１．５倍になっています。

　埼玉には全国で３番目に多い、３６消防本部

があります。管轄人口は、伊奈町が最少で３万

６千人に対し、さいたま市消防局１１７万６千人。

１０万人未満の小規模消防本部が１２。管轄面積

も５ｋｍ２（蕨市）から８９２ｋｍ２（秩父）と幅が

あり平均約１０５ｋｍ２、全国平均の４分の１です。

県内消防本部の消防費の内訳は人件費８５．９％、

物件費、維持補修費を合わせた固定的経費は

９割以上となり、より一層の効率化を進めて

行くには現行の体制では限界があります。

　課題としては、職員の高齢化、定数の減少で

人事の硬直化が進み組織の活性化に支障が生

じる事が予想され、また、団塊の世代の大量退

職による一時的な消防力低下も懸念されてい

ます。更に、災害の大規模化、ＮＢＣ災害への

消防態勢の確立を考える必要があります。

　消防広域化推進の目的は、多数の部隊の統

一運用により、第１次出場態勢を増加させ、

初動態勢の強化が図れる事、第２次出場以降

の出場態勢および二次的災害に備えた補完態

勢の確保と被害の軽減に向けた効率的な対応、

管轄地域の拡大に伴う諸署の適正配置、施設・

設備の充実が図れる事です。

　消防に関する財政基盤の確立と行財政運用

の効率化ですが、本部機能の統合を行い、総

務と通信指令部門を統合する事で、諸署への

人員の適正配置、救急救助隊員等の専任化に

よる専門的・高度なサービスの提供が可能と

なり、現在、消防本部毎に設置している無線設

備や特殊車両等の重複投資も回避出来ます。

更に、予防技術資格者、救急救命士等の専門

職員の計画的養成も行えます。

　消防態勢の基盤の強化ですが、財政規模の

拡大で、高度な通信指令装置の導入、適材適所

の職員配置、職員の研修・養成が行われます。

　飯能・日高は、所沢・狭山・入間との組み合わ

せで「埼玉第４ブロック」となります。

　Ｈ２１年１０月、所沢市消防本部内に事務局と

して「広域消防課」が設置、飯能から１名を派

遣しています。市長会議の結果、協議会を設立。

昨年１月、５市による協定が締結。２月の協議会

で所沢市長が会長、沢辺飯能市長が職務代理

に指名。下部組織も設置、協議を重ねている状

況です。広報誌、ＨＰも是非ご覧下さい。

田辺様　Ｈ１６年の「消防

法」改正で「住宅用火災

警報器」の設置が義務付

けられました。ホームセ

ンター等で売られている、

電池で１０年もつ警報器

が標準的です。改正の背

景には昨年で約５万件、

１日１４０件の火災が発生

している状況があります。建物火災では住宅

で発生するものが７割、逃げ遅れによる死者

数は年間１，０００人超。出火原因の１位は「放火」

（の疑い）ですから、死者数を半減させるには

警報器の設置ということになります。市では

Ｈ２０年６月から寝室（および階段）に煙の感

知器の設置をお願いしていますが（管轄域の）

推計設置率は未だ５２．２％です。これを、関係

団体のご協力で１００％にしたい。

　火災で一番先に発生するのは熱ではなく煙

です。高気密・高断熱の住宅には煙感知器が

非常に有効です。

　飯能・日高では台所への設置義務はなく、

職員が訪問販売することもありません。悪質

な訪問販売にはご注意下さい。

　火災では３つの動作「知る・消す・逃げる」を

お願いしていますが、煙を感知「知る」器具が

一番大事。「消す」消火器は、知る時間が遅れて

目の高さより高い所に火が上がってしまって

は消せません。最終的には「逃げる」です。高齢

者や小さい子は「消す」を跳ばして「逃げる」。

そして通報して下さい。「知る」が一般住宅に

普及しておりませんでしたから、是非、ご理解

頂き、設置して頂きたいと思います。
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非常に有効です。

　飯能・日高では台所への設置義務はなく、

職員が訪問販売することもありません。悪質

な訪問販売にはご注意下さい。

　火災では３つの動作「知る・消す・逃げる」を

お願いしていますが、煙を感知「知る」器具が

一番大事。「消す」消火器は、知る時間が遅れて

目の高さより高い所に火が上がってしまって

は消せません。最終的には「逃げる」です。高齢

者や小さい子は「消す」を跳ばして「逃げる」。

そして通報して下さい。「知る」が一般住宅に

普及しておりませんでしたから、是非、ご理解

頂き、設置して頂きたいと思います。

飯能ロータリークラブ会報

第２４２４　例会
２月２日（１、水）
当番　島田君、杉田君

晴

当 番 小川君、大野君

地域を育み、大陸をつなぐ

ロータリー理解推進月間

利 他 の 心 で 行 動 し よ う

半　　　田　　　　　武 今年度  会報・広報担当：和泉由起夫

雨 間 保 弘馬 場 正 春

例会場：マロウドイン飯能

西　　川　　武　重　郎

レイ・クリンギンスミス

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

飯能警察署長（あるいは副署長）

卓 話「飯能警察署からのお話」

田 辺   隆様
青木信行様埼玉西部広域消防本部 消防長

埼玉西部広域消防本部 予防課主幹

１）消防関係の広域化について
２）住宅用火災警報器設置推進について

【四つのテスト】


