
　気温は上がって来たようです
が、お天気がイマイチで今はど
うにか止んでいますが午前中ポ
ツポツと降っていました。
今日は例会後ここで第１グルー
プの三役会が行われるため、横
須賀の４クラブから多くのお客
様がお見えです。
また本日卓話をお願いしている
三浦市消防長亀井様と消防司令補鎌倉様、ようこそ
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2016 年 4 月 14 日　第 2643 回 例会
◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　国歌斉唱

◇　ロータリーソング 『我らのなりわい』

◇　四つのテスト唱和

◇　ゲスト ・ ビジター紹介

◇ 国際ロータリー会長
　　　K.R.″ラビ” ラビンドラン（COLOMBO RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　田中　賢三（茅ヶ崎 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　岡　昌憲（横須賀 RC)
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓星野　　雄
　　　副 会 長︓松崎　貞男
　　　幹　　事︓鈴木　正孝
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓笠倉　正弘
　　　副委員長︓藤　喜代司
　　　委　　員︓長瀬　六朗　　奥山　浩司
◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘
◇ 例会場　三浦商工会議所 3 階ホール
　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎２丁目２２番 1６号
◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346
◇ website　http://www.miura-rc.jp
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 会長報告　　　　　　　　　　星野　雄　会長　　

おいで下さいました。卓話も楽しみですが、同時に
ロータリークラブ（RC）ってこんな事をしている
のかと少しでもお分かり頂ければと思います。
9日（土）、IM（インターシティーミーティング１
年に１度横須賀三浦地区の RC会員が集まり会議、
研鑽、親睦をすること）がメルキュールホテルで行
われました。
岡ガバナー補佐（AG）、斎藤補佐付幹事、小林横須
賀 RC副会長お疲れ様でした。講演会も懇親会もと
ても素晴らしく、昨年三浦 RCがマホロバでさせて
頂いたので、その御苦労が少しはわかります。来年
は横須賀北 RCの伊与田 AGなのでそれも楽しみで
す。
１７日（日）は地区研修協議会です。以前と同じく、
有難いことに横須賀南西 RCさんのバスが三崎口ま
で迎えに来てくれ、車内も和やかで会場の相模女子
大まで往復してくれます。しっかり勉強しましょう。
しかも帰りには南西 RCさんが計画してくれた懇親
会まで予定されています、楽しく行きましょう。
先程紹介にありましたが、本日の卓話は今日のこの
日横須賀の４RCの幹部が見えるという事で当クラ
ブの秋本会員（職業分類は和菓子販売、公職として
三浦市消防団長）に相談し、だいぶ前から計画させ
て頂きました。横須賀と三浦の市民の安心安全に
とって共通のまた重要な課題としての「消防広域化」
について知識情報を深めて頂き、さすが地域と関わ
りの深い横須賀（三浦）のロータリアンと言われる
一助となればと思います。

ゲスト　三浦市消防長 亀井隆宏氏　消防司令補 鎌倉氏
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かながわ 2780 ロータリー Eクラブ様 ガバナー補佐 岡 昌憲様・補佐付幹事 斎藤秀人様

横須賀 RC様　横須賀北 RC様

横須賀西 RC様横須賀南西 RC様
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・第 1グループガバナー補佐 岡 昌憲 様
　4 月 9日開催の IMでは、星野会長はじめ三浦クラ
　ブの皆様には大変お世話になり有難うございました。
　お陰様で無事に終了しました。
　本日はグループ三役会のため訪問させていただきま
　した。宜しくお願いします。
・横須賀 RC副会長 小林康記 様　本日初めて三浦 RC
　さんに参加させて頂きます。宜しくお願い致します。
・横須賀西 RC 和田 光弘 様　久しぶりに来ました。
　三浦海岸から金田回りできました。やはり「三浦の海
　は世界一」思い出しました。
・横須賀南西 RC 宮本清志 様　本日は宜しくお願いし
　ます。
・横須賀南西 RC 大橋昭夫 様　宜しくお願い致します。
・かながわ 2780 ロータリー Eクラブ 渡辺 力 様、松島乃梨子様
　本日第 1グループ三役会でメイキャップさせて頂き
　ました。どうぞよろしくお願い致します。
・星野　雄会員　三浦市消防長 亀井様、本日卓話宜しく
　お願い致します。
　第1グループ三役の皆様、ようこそ三浦へ。
　高木さん、花見の写真をありがとうございました。
・松崎貞男会員　入会して 40年を過ぎました。
　出来るだけ皆様の手間にならないようにいたします。
・高木　巌会員　亀井消防長ようこそ。
　卓話楽しみです。
・芹川直行会員　
　1.第1グループ三役の皆さん、亀井消防庁、ようこそ。
　2. 本日、中学校の内科健診のため早退します。
　3. 高木さん、お花見の写真ありがとうございます。
・鈴木正孝会員　 亀井消防長、本日は宜しくお願いし
　ます。第 1グループ三役の皆様、ようこそ三浦へお
　出で下さいました。
・鈴木康仁会員　三役の皆さん、三浦へようこそ。
　先週は IMの参加有難うございました。岡ガバナー
　補佐、立派に出来ましておめでとうございます。
・秋本清道会員　消防長をお招きしました。消防広域
　化についてお話し頂きます。私も制服で来ました。
・笠倉正弘会員　 亀井消防長様、本日のお話し宜しく。
　岡ガバナー補佐はじめ、三役の皆様ようこそ。」
・藤喜代司会員　消防長様、今日は卓話ありがとうご
　ざいます。三役会の皆様、ご出席有難うございます。
・長瀬六朗会員　亀井様、卓話楽しみにしております。
　しばらく休みましてすいません。
・奥山浩司会員　亀井様、卓話よろしくお願いします。
　入会月ありがとうございます。
・岩野　明会員　お花見例会欠席のおわび。

 ニコニコ BOX 報告　　　　　　岩野　明 会員
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 25,000 円    263,000 円 288,000 円
財      団 5,000 円   94,000 円 99,000 円
ポ  リ  オ 1,000 円   15,000 円 16,000 円
米　　山 5,000 円   88,000 円 93,000 円
周　　年 0 円   3,000 円 3,000 円
　 計 360,000 円   463,000 円 499,000 円

 出席報告　　　　　　　　　　　　岩野　明 会員
・会員総数：24名
   　本日出席：14名　欠席：10名
　　出席率 58.3%

　

 幹事報告　　　　　　　　　　　松崎 貞男 会員
＊お誕生日お祝い

　

〔３月分〕　
　星野英夫会員　S19.3.25　長瀬六朗会員　S12.3.24
　高橋　龍会員　S53.3.28　菱沼国男会員　S23.3.8
〔４月分〕　　
　該当なし

＊横須賀北RC週報　第2621～2629回
＊三浦市防災講演会
＊鎌倉中央RC　1290～1291回
＊ハイライト米山193

＊入会月お祝い
　　

　　松崎貞男会員　1973年　　相澤静夫会員　1987年
　　土田成明会員　2009年　　藤喜代司会員    2009年　
　　高橋　龍会員　2014年　　佐藤周一会員　2014年　
　　奥山浩司会員　2014年



◇消防の広域化ってなに？
　　三浦市消防本部と横須賀市消防局は、平成 29年 4月 1日に消防の広域化を
　実施します。
　消防の広域化とは、２以上の市町村が消防事務を共同して処理すること又は市
　町村が他の市町村に消防事務を委託することを言います。
　　三浦市の場合は、横須賀市に消防事務を委託する形で行います。
　ただし、消防団の事務は広域化の対象外としていますので、三浦市消防団はこ
　れまでと変わりはありません。

◇どうして消防の広域化をするの？
　　災害の大規模化や住民ニーズの多様化など、消防を取り巻く環境は大きく変
　化しています。
　　消防の任務は、この変化に的確に対応し、各自治体が保有する施設及び人員
　を活用して、市民の皆さ　んの生命、身体及び財産を守ることにあり、全国の
　消防組織による統一的な事項です。
　　どこの消防本部も同様なことは、「施設と人員を活用する」という項目であり、消防本部の規模によ
　り絶対的に違うことは、「車両の保有台数」、「あらゆる災害に対応する特殊車両の数」、「１つの災害に
　対応する車両及び人員の導入数」などであり、消防の施設及び人員が多いほど効率的な運用が可能とな
　り、保有数が少ない小規模消防本部ほど多くの問題を抱えています。
　　また、人口減少・少子高齢化社会にあっては市町村の財政基盤の脆弱化（ぜいじゃくか）や高齢者の
　増加による救急件数の増大などが懸念される中、一層の消防力の強化はもとより、現在の消防力を維持
　していくことも難しくなることが見込まれます。
　　一般的に、消防本部の規模は大きいほど災害対応能力が強化されるとされていることから、住民の皆
　さんが、安心安全に暮らせる災害に強い消防体制の基盤強化を図るうえで、消防の広域化は最も有効な
　手段です。

◇消防の広域化で何が変わるのか？
　　三浦市の消防事務を横須賀市に事務委託することで、三浦市消防本部と横須賀市消防局の２つの組織
　が統合され１つの消防組織となります。
　すなわち、三浦市域の消防事務を横須賀市が担うことになり、三浦市は消防事務の管理執行権限を失い、
　消防事務の法令上の責任は横須賀市が負うこととなります。　　
　　分かりやすく申しますと、三浦市消防本部という名称はなくなり、消防署や消防車両等の名称等が横
　須賀市消防局に変更となります。

◇消防の広域化により期待できる効果は？
　１　出場指令の効率化
　　　三浦市及び横須賀市においては、すでに広域化の第一歩として平成 25年 4月 1日より消防指令事
　務の共同運用を開始し、共同指令センターの運用を行っております。
　現在の共同指令センターでは、両市それぞれの運用により消防車等を出場させていますが、委託方式に
　よる広域化に伴い、同一の運用を行うことで、より効果的かつ迅速な運用が可能となり、特に市境付近
　では各市において消防車両等の到着時間の短縮が期待できます。

　２　救急対応の迅速化
　　　市境における市中心部からの遠隔地域では、両市において管轄する一番近い救急隊が出場中の場合
　に、次の救急隊の到着時間が遅くなるという問題をかかえています。しかし、広域化することで、これ
　までの市域による管轄区域にとらわれず、最も近い消防署から救急隊を出場させることが出来るため、
　例えば次に近い救急隊が横須賀市域の救急隊であっても瞬時に出場させることができ、到着時間の短縮
　が図られます。

　３　災害対応力の向上
　　災害活動においては、初期の段階でいかに迅速に多くの人員及び車両を投入し活動できるかが、被害
　の軽減に非常に大きく影響します。
　現在、三浦市では火災発生によりポンプ車が全３隊出場することとなっています。
　広域化により横須賀市域の部隊も三浦市の火災に出場することになるため、現在よりも出動部隊数が増
　加することから、災害対応力の向上が期待できます。
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 卓　話　　「三浦市と横須賀市の消防広域化について」　三浦市消防長　亀井隆宏様
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　４　同時火災発生時の対応力の強化
　　現在、三浦市においては、第１火災発生後に非直人員を参集して第 2火災に備えるよう非常配備が必
　要となっています。
　広域化後は、運用する消防車等が増加することで、第２火災が発生しても包囲態勢の構築に必要な車両
　が確保でき、万が一に第３火災が発生しても対応が可能となります。

　５　弾力的な消防基盤の構築
　　より広域に連携して各自治体が保有する消防力を統合して消防基盤の強化を図ることで、今後予測さ
　れる人口減少に対し、消防力の保有数を見直す時期が来た場合にも消防力を低下させることなく対応が
　可能となり、広域化の効果により現在の横須賀市規模の消防力は維持できるものと見込んでいます。

　６　重複投資の効率化
　　消防事務を行う自治体では、指令装置、無線設備、特殊車両等の高額な各種資機材について、それぞ
　れの自治体で整備しています。
　広域化によって消防本部が統合されることで、このような重複投資は効率化できますが、三浦市におい
　ては指令装置や無線設備は、指令業務の共同化により既に効率化されているため、広域化では特殊車両
　の効率化により財政負担の削減が可能となります。

７　職員数の削減
　　広域化により総務部門での削減と警防要員の効率化により一定の人員減が見込まれます。
　　
◇現在の状況は？
　　スムーズな消防の広域化の移行を行うために、三浦市消防本部と横須賀市消防局において、「横須賀市・
　三浦市消防広域化協議会」という組織を設立し、両市消防職員だけでなはなく両市市役所職員も交え、　
　諸課題等の詳細な協議を行っています。

◇広域化後の消防体制などはどうなるの？
　　現在の三浦市消防本部は、三浦市立病院前にある消防本部及び消防署、また引橋分署及び三崎分署で
　構成され、1本部 1消防署 2分署の体制ですが、広域化後は消防本部及び消防署と引橋分署を統合し、　
　市の中心部である県立三崎高校跡地に新消防庁舎を建設・移転、名称を横須賀市消防局 三浦消防署とし、
　三崎分署については、場所に変更はありませんが名称を横須賀市消防局三浦消防署三崎出張所とし、1　
　消防署 1出張所体制となります。
　横須賀市消防局全体の組織としますと、１局４消防署１分署 10出張所、職員数約 500 名の組織体制と
　なり、三浦市域も含め市民の安全安心を守ることとなります。
　　三浦消防署には指揮隊・消防隊・救助隊・救急隊、三崎出張所に消防隊と救急隊を配置します。
　　消防団は広域化の対象外とされていますので、三浦市消防団に変わりはなく、広域化後も三浦消防署
　とこれまでと変わらぬ連携した活動を行います。
　　現三浦市の消防職員については、三浦市を退職し横須賀市の職員として採用されます。
　　市民の皆様から見た大きな違いは、救急車を要請した場合、災害が発生した場合など、「横須賀市消防
　局」と書かれた服を着た消防職員及び「横須賀市消防局」と書かれた消防車や救急車などの車両が駆け
　付けることになります。
　　最初は違和感があるかもしれませんが、消防サービスに変わりはありません。また、119 番通報につ
　いてもこれまでと変わりません。

◇財政支援などはあるの？
　　消防の広域化については、国・県が推進する事業であるため、広域化に要する経費については、国及
　び県の財政支援が措置されます。
　　三浦市においては、広域化を実施するため様々な準備をする必要があり、具体的には、新消防庁舎の
　建設、消防車両・職員被服・資器材などを整備しますが、これらについては国・県の財政支援を活用す
　ることで、市の負担が軽減されます。

◇最後に・・・
　　消防の広域化実施まで、約 1年。
　　市民の皆様の安全安心を確実に守るべく、スムーズな広域化への移行を実現するため、今後も両市協
　力して協議・調整を進めてまいります。市民の皆様におきましても、ご協力をお願いいたします。
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