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会長の時間        鈴木 真澄 

今日は大変お忙しい中、埼玉西部消防局企画消防

部消防広域化の「森田浩之」次長様には卓話をお引

き受けいただきありがとうございます。 

 埼玉西武消防局の「消防広域化」についてのお話

でした。 

 消防の公域化推進計画に基づき、所沢、飯能、狭

山、入間市の 5 市及び日高市の消防事務を広域再編

し、「埼玉西部消防組合」を 2015 年 4 月 1 日より

開始し、開始後のﾒﾘｯﾄについてのお話でした。 

 一つは各市との連携することにより、119 番通報

から現場到着までの大幅な時間短縮、総務部・指令

部門の統合で 42 人の削減ができ、現場活動員の強

化が図れたこと、全体予算の削減も大きく、何より

も火災や地震などの災害から住民の生命・財産を守

り、それぞれの地域の安心安全のために強力体制が

できたことが一番の成果とのことでした。 

 企業でもいろいろな部門での重複作業、その他合

理化対策で活用できる内容でしたので、とても参考

になりました。 

 先日地区の会長幹事会があり、3 月 14 日の IM に

ついてｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の沼崎様からお話がありました。 

 地区ﾃｰﾏ「行動、ACTION」、IM ﾃｰﾏ｢ﾛｰﾀﾘｰを楽し

み、思いを次代につなぐ」です。 

会場は狭山東武ｻﾛﾝです。  

全員登録ですので多くの参加をお願いされまし

たので、宜しくお願い致します。 

今日は一か月一回の内田会長ｴﾚｸﾄの時間ですの

で、内田ｴﾚｸﾄ、宜しくお願します。 

 

 会長ｴﾚｸﾄの時間       内田 学 

こんにちは、寒いので体が硬くなって、いません

か？ 

前回より、肩が回るようになりましたか？ 

第６段回目は、ストレッチを説明いたします。準

備運動をかねて、手を水平に横に開いて、ゆっくり

90 度以上回してみます、5~6 回前回の、手のひら

を上に向け水平に開きそのまま手を挙げて耳につ

くようにします、 

次は手の平を下に向け、上に挙げてください、 

■出席報告 

月 日 1/27 

会員数 36 

出席者 29 

出席率 80% 

前回修正 86.1% 

 

荻野 賢司 

 

 

 

荻野 安次 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

2/3 「掃除力が強い会社を育 

てる」ﾒﾝﾀﾙﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ（株） 

代表取締役 今村 暁様 

2/10 例会取消 定款第 6-1-C 

2/17 吉川所沢警察署署長様 

 

    2 月会員誕生 

室伏 秀樹 山田 富男 

新井 正義 髙橋 和男 

 



どうですか、前回よりは、肩が動くようになりま

したか？前屈します、（ゆっくり、いきを吐きなが

ら）椅子に座り、片足を脹脛が当たるように足を乗

せて、そのままお辞儀をするように、前へゆっくり

倒し、10~20 数える間そのままの姿勢でいてくださ

い。あしを組み替えてもう 1 度、これはお尻の後ろ

の筋肉を伸ばすのですが、伸びているのが解ります

か？ 

最後にも前屈してみてください。らくに前屈でき

るようになりましたか？ 

これで終わります。お疲れさまでした。 

 

幹事報告          堀江 大 

◆国際ﾛｰﾀﾘｰ細則第 13 条による公表 

 2016~17 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ候補者  

井埜 利博様（熊谷ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ） 

◆2020 年ﾋﾞｼﾞｮﾝ提言について 

◆2 月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ 1$＝118 円 

◆次年度会長ﾒｯｾｰｼﾞとﾃｰﾏ 

◆ﾊｲﾗｲﾄよねやま 178 号 

◆2015 年 1 月「ｸﾗﾌﾞ請求書」についてのお知らせ 

◆ﾛｰﾀﾘｰの公式ﾛｺﾞの取り扱いについて、「ﾛｰﾀﾘｰの

友」1 月号 13,14 ﾍﾟｰｼﾞに載っております。 

◆2015.2.14RLI ﾃﾞｽｶｯｼｮﾝ・ﾘｰﾀﾞｰ養成講座開催 

◆ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ主催のﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙﾊﾟｰﾃｨｰ「登録者推薦」の

お願い 

◆「第 7 回 ｵﾘｴﾝﾃｨｼｮﾝ」開催のご案内 2/3（火） 

◆学友会ﾆｭｰｽ  1 月号（第 187 号） 

◆「高校生社会体験活動」御協力のお礼 

◆米山記念奨学生終了式及び歓送迎会 2/22（日） 

◆IM 開催のご案内並びに登録についてのお願い 

 3/14（土） 狭山東武ｻﾛﾝ 全員登録 3000 円 

◆第 4 回市内 5 ｸﾗﾌﾞ会長幹事会開催 2/19（木） 

 2/19（木）午後 6 時 30 分～ 「寿司やぐら」 

◆次年度会長・幹事登録のお願い 

◆「第 18 回・所沢ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｶｯﾌﾟｻｯｶｰ大会」協賛のお

礼とご案内 

◆例会変更・・・入間 RC、所沢 RC、新所沢 RC 

◆週報・・・入間 RC、入間南 RC、狭山中央 RC、

新所沢 RC 

 

 

 ニコニコボックス     師岡 友次 

鈴木 真澄 森田 浩之次長様にはお忙しい中卓話

をお受けいただき有難うございます。

どうぞ宜しくお願い致します。 

堀江 大  森田様 よろしくお願いします。 

内田 学  森田様・須田様本日はよろしくお願い

致します。元、第 2 分団員です。 

室伏 秀樹 埼玉 西部消防局 森田次長卓話よろ

しくお願いします。70 歳の高齢者運

転講習大変でした。5 年後にもっと面

倒な講習があるそうです。 

栗原 和明 前回、前々回欠席。又、1 月 6 日ｺﾞﾙﾌ

ｺﾝﾎﾟﾀﾞﾎﾞ以上多く叩きましたので、ﾆｺ

ﾆｺに寄付させて頂きます。 

荻野 安次 いつも帰りに送っていただき有難う

ございます。今後もよろしくお願いし

ます。 

宮岡 實  本日早退します。 

 

卓話  ＜消防広域化について＞ 

～消防力の強化～ 

 埼玉西部消防局 

企画総務部次長  森田 浩之様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 広域化の趣旨 

 消防の広域化は、常備消防の規模を拡大すること

で、行財政上の様々なｽｹｰﾙﾒﾘｯﾄを活かし、消防体制

の整備及び充実強化を図り、住民ｻｰﾋﾞｽの一層の向

上を図るものです。 

 

２ 消防組織法の改正・埼玉県消防広域化推

進計画の策定 

 国において、消防力の強化による住民ｻｰﾋﾞｽの向

上や消防に関する行財政運営の効率化と基盤の強



化を図るため、自主的な市町村消防の広域化を推進

することが必要であるとして、「消防組織法の一部

を改正する法律」が平成 18 年 6 月 14 日に公布・施

行されました。このことにより、埼玉県では消防長

官が定める基本方針に基づき、平成 20 年 3 月に「埼

玉県消防広域化推進計画」を策定しました。 

 

３ 消防の広域化（埼玉西部消防組合の設

立） 

 消防は火災や地震などの災害から住民の生命・財

産を守り、それぞれの地域の安心安全のために大切

な役割を課せられ、消防がより大きく強力な体制の

もとで活躍するﾆｰｽﾞが高まっていました。また、消

防組織法の改正の状況を踏まえ、「埼玉県消防広域

化推進計画」で示された、所沢市、飯能市、狭山市、

入間市、及び日高市の 5 市において、「埼玉県消防

広域化第 4 ﾌﾞﾛｯｸ協議会」を設立し約 1 年 8 ｹ月に亘

る様々な検討を行った結果、5 市消防を広域化する

ことにより、ｽｹｰﾙﾒﾘｯﾄを活かした住民ｻｰﾋﾞｽの向上

や行財政上の効率化が図れるとして、消防広域化に

ついて合意され、5 市それぞれの市議会において消

防の広域化が議決され、平成 25 年 4 月 1 日より所

沢市、飯能市、狭山市、入間市及び日高市の消防事

務を広域再編し、「埼玉西部消防組合」として業

務を開始しました。 

＊消防職員数 862 名、管内人口約 79 万人を有する

政令市並みの規模の組織となりました。 

 

４ 広域化により得られた主なﾒﾘｯﾄ 

≪初動体制の強化≫ 

 災害現場においては、初期の段階でいかに多くの

消防力（人員・車両）を投入できるかが被害の軽減

に大きく影響しますが、消防の規模が大きくなるこ

とで、12 台の消防車両が出動可能となり、初動体

制が強化されました。また、総務部門・指令部門の

統合で 42 名の現場活動職員の増強が図れました。 

 

≪現場到着時間の短縮≫ 

 災害出勤は直近編成となることから、市境付近で

発生した災害にあっては、これまでの応援協定に基 

 

 

づく出動ではなく市境を越えて直近の署所から即

座に消防車両が災害現場へ出動するため、現場到着

時間が短縮されました。 

 

 

 

≪高機能通信指令ｼｽﾃﾑの整備≫ 

管轄人口約 79 万人に対応し、119 番通報から現

場到着までの大幅な時間短縮と活動終了までの中

枢を担う再新鋭の高機能通信指令ｼｽﾃﾑを整備し運

用しています。 

 

 

今週の担当 髙橋 和男 


