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四つのテスト
●真実かどうか　
●みんなに公平か　
●好意と友情を深めるか　
●みんなのためになるかどうか

  ２００９～１０年度
  第２６５０地区のテーマ
『育てよう人』
  国際ロータリー第２６５０地区
  ガバナー　富田謙三
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第22回 12月22日 
通算1488回

▼次項へつづく

１.開会の点鐘　17時30分
２.ソング
　「きよしこの夜」
３.お客様の紹介
４.会務報告
５.家族親睦忘年例会

例会プログラム
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例会状況報告
第21回 12月8日 
通算1487回
Ｒ.Ｃ.は出席から 1487回　
●会員数         　68名　　
●出席免除者数　　 21名
●出席者数　　　　 52名
●補填者数　　　　　－
●出席率　　　　 85.2％

1485回の修正　
●会員数         　68名　　
●出席免除者数　　 21名
●出席者数　　　　 52名
●補填者数　　　　  7名
●出席率　　　　 96.7％

1487回例会
会長報告
日曜日ですけれど、奈良平城京ロータリークラブの創立２５周年の記念式典ならびに祝賀
会に、私と幹事の植村さんの二人で出席してまいりました。ホテル日航奈良で行われたの
ですが、大変多くのビジターの方、海外からの友好クラブなどの方もたくさんおいでにな
っておられました。国内の友好クラブの方もおられましたし、大変盛大に催されましたこ
とを、ご報告いたします。
それともう一点報告ですが、地区の方から再三催促をされております、４月３～４日の地
区大会、（本大会は４日の日にあるのですが、）これの申し込みが１２月２１日、もう今
週いっぱいで〆切ということになりますので、お金の方は後日で結構ですので今日出席の
お申し込みを事務局の方にお願いできたら、と思っております。受付の方に申し込み用紙
がありますので、そこに各自お名前を書いて提出して下さい。４月の事を１２月に申し上
げますのは非常に早くて申し訳ないのですが、宜しくお願いします。
それと、今年も今回と来週、あと二回をもちまして終わるわけですが、あっと言う間の半
年と申しますか、無我夢中でやってまいりまして、今年は地区のテーマが「育てよう、人」、
私どものクラブが、キーワードといいますか、「育てる」ということで、活動をしてまい
りました。前半の最後の（来週は友愛例会ですので）締めくくりとして、「育てる」とい
うことに関しまして松下幸之助さんが、著書の中でお話をされていることがあるのですが、
「育てる」ということで、「部下を育てる」とかそういった事を書かれているんですが、
読ませて頂きたいと思います。

"日頃、部下の言うことをよく聞く人のところでは、比較的人が育っている。それに対して
あまり耳を傾けない人の下では人は育ちにくい、そういう傾向があるように思われます。
なぜそうなるかというと、やはり部下の言葉に耳を傾ける事によって、部下が自主的にも
のを考えるようになり、それがその人を成長させるのだと思う。けれども自分の言うこと
に上司が耳を傾けないというのでは、ただ惰性で仕事をするということになって、成長も
止まってしまう。上司としてどんな場合でも、大事なのは耳を傾けるという基本的な心構
えを常にもっているということだ"
というようなことを、朝礼などで言われたそうです。私たちも、今年のテーマ「育てよう」
「ロータリーを進化させよう、活性化させよう」ということで取り組んでおりますので、
後半は是非みんなでよく話し合い、意見を出し合う、そういったことで、積極的に進めて
いきたいと思っております。皆さんのご協力を宜しくお願いしたいと思います。

梁善美（米山奨学生）

クリスマスイルミネーション（ＵＳＪ）

１２月２９日 休会　　１月５日 友愛例会

本日のお客様 次週の例会
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委員会報告
増井親睦委員長
　親睦委員会よりご案内申し上げます。先程もニコニコで書かせて頂きましたが、
来週今年最後の友愛例会兼親睦例会と致しましてクリスマス例会をさせて頂きます。
景品の方、まだまだ受け付けておりますので、包みはなしでも結構ですので、何か
お家の方で余った商品がございましたら、お持ち寄り宜しくお願い申し上げます。
それと、ドレスコードですが、ちょっとオシャレにしたいなぁと思いますので、そ
の点もご協力のほどよろしくお願い致します。
幹事報告
本日は第三例会ですので、本来、結婚・誕生日のお祝いをするのですが、今月は２
２日に家族親睦例会がありますので、来週に回させて頂きました。
それから、先日多田委員からご案内がありましたアンケートの件なんですが、先程
確認致しましたところ、２７名の方からしか回収できていないようです。出来る限
り、お答頂きまして、事務局の方までお送り頂きますようお願い致します。
それと、繰り返しなんですが、地区大会の申し込みをお願い致します。用紙は、受
付にございますので、お金が今日はたまたま財布に入っていない方は来週でも結構
ですので、申し込みだけをどうぞ至急お願い致します。

野上　利樹　君　本年もいろいろとお世話になりありがとうございました。
（次回例会の欠席のお詫びも兼ねて）

増井　義久　君　来週は、今年のしめくくりの親睦友愛例会です。ご参加宜敷お願い
します。又、景品のご協力ありがとうございます。

多田　実　　君　ニコニコ協力
冨川　悟　　君　ニコニコ箱に協力。

ニコニコ箱　本日計 13,000円　累計　1,208,000円

市町村の消防の広域化について　
奈良県総務部知事公室　消防救急課長　岩口　清　氏
はじめに
ご紹介を頂きました、県で消防を担当しております岩口でございます。本日は、このような会にお招き頂き、誠に有り
難うございます。本日は、「消防の広域化」ということでございますが、奈良県の消防の現状を含めまして、消防の広
域化をご説明させて頂きます。お手元に青い「消防の広域化」のリーフレットと、「消防本部の現況」という２枚もの
の資料がございますでしょうか。
（資料の確認）
消防といいますと、よくご存知のとおりでございますが、江戸時代に発達をしております。町火消、江戸城を守るため
に大名に命じた大名火消しなど、特に「いろは４８組」の町火消などが有名でございます。・�京都では所司代のもとに
大名火消、町火消。・�大坂では町奉行のもとに町火消。・�長崎でも、長崎奉行のもとに町火消が置かれておりまし
た。・�大名のお膝元の城下町では、武家火消、町火消が置かれていたようです。・�奈良では、奈良奉行のもとにどう
だったのか、ということになりますが、奈良奉行は、１６１３年に設けられておりますが、町火消が置かれていたかど
うかは分かりませんが、町年寄などのもとで、火の見櫓の修理などが行われていたようです。
（奈良奉行は、１６１３年に設置、徳川幕府の直轄地）
・�古くは、平安時代に御所の建物を火災から守る「禁裡火消」があったという記録があるそうです。
さて、現在の消防制度は、終戦後の警察制度改革に伴って、自治体消防として「消防組織法」が成立し、現在に至って
おります。そして、この消防組織法で、「市町村は、当該市町村の区域における消防を充分に果たす責任を有する。」
とされております。つまり、消防は、市町村の仕事ということであります。
奈良県の消防の現況
　さて、少し簡単に、奈良県の消防の現況を説明しますと（資料１ページ）、体制という面からは、県内には１３の消
防本部があります。常備消防を持っていない十津川村、野迫川村がございます。奈良市は、人口３６万人あまりで一番
大きく、次が中和広域消防組合で２３万人あまりです。一番小さいのは、吉野広域行政事務組合で、人口１万５千人弱
で、管轄面積は逆に一番広いです。消防署所は５１か所、消防職員は１,７６０名となっています。救急車は７５台、消
防ポンプ車・はしご車・救助工作車・化学消防車などの車両は約２８０台。
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・�全国の消防職員一人当たりの管轄人口・・・・８０３名
・�奈良県の消防職員一人当たりの管轄人口・・・７９７名
・�吉野や宇陀では、２５１人、３４０人と、南和地域では少なく、
　 平野部では全国平均以上です。
・�職員一人当たりの管轄面積は、全国が２.３３平方キロ、奈良県が
　 ２.１０平方キロと若干下回っていますが、管轄人口とは逆に南和地
　 域の管轄面積が広くなっています。
・�全国の消防署所１か所当たりの管轄人口・・・・２６,０３７人
　（人口１２７,７６７,９９４人、４,９０７ヶ所）
・�奈良県の消防署所１か所当たりの管轄人口・・・２７,８６８人
　（人口１,４２１,３１０人、５１ヶ所）
管轄人口や面積から奈良県の消防力はというと、全体としては全国並みと
いうことになるでのはないかと考えられます。
一方、消防団は県内には３９消防団、消防団員が約９千名、消防車両は約６００台という状況です。
・�全国の消防団員一人当たりの管轄人口・・・・１４４名（全国の消防団員　約８９万人）
・�奈良県の消防団員一人当たりの管轄人口・・・１５９名
・�全国でも消防団員の減少が危惧されていますが、奈良県においても多い時には２万３千人いましたが、９千人
と減少し、大規模な災害時には消防団の果たす役割は大きく、また、住民に対する防災意識の普及啓発など地域の
防災リーダーとして期待されていることから、今後も一層の消防団の活性化を推進していく必要がございます。
また、市町村の消防の支援のため、都道府県に航空消防隊が設けられています。
奈良県においても、消防防災ヘリコプター１機が、奈良市矢田原のヘリポートを基地に、救急搬送や遭難事故の救
助活動、あるいは山火事などの消火活動などに対し、出動しております。昨年（平成２０年）は、７５件の緊急出
動がございました。
消防の任務という面からは、消火、救助、救急搬送、予防などの業務がございます。
まず、火災につきましては、奈良県では、平成２０年が４７３件。うち、建物火災が２８４件で全体の６割。出火
原因（平成１９年中）はといいますと、「たばこ、火遊び、漏電」などがございますが、第１位は「放火」で５４
件、１１.７％、放火の疑いを含めると
９７件、２１.６％となっています。
尚、今年は火事のニュースが多いように思いますが、奈良県の本年９月末現在では、３４５件（前年比：２５件減）、
死者が１４人（前年比：４人増）という状況です。
　次に、救助関係につきましては、平成２０年が４４１件（うち交通事故１３１件、水難事故２７件）（前年比：
５５件減）。
・�全国の救助活動　５３,２９５件（前年５４,４０７件、前年比：１,１１２件／２.１％増）
・�奈良県の救助活動　４４１件（前年４９６件、前年比：５５件／１１.１％減）
・�奈良県の救助出動　７３１件（前年７６４件、前年比：３３件減）
・�水難事故が、平成１８年が１９件、平成１９年が２３件、平成２０年が２７件で、いずれの年も、滋賀県より
　 多い。
　次に、救急搬送につきましては、平成２０年が５４,９５８件（うち急病が３２,６００件／５９.３％、一般負
傷が７,９３５件／１４.５％、交通事故が５,７７３件／１０.５％。前年比：１,９３２件／３.４％減。平成８年
の３８,４６０件に対し、約１.４３倍。）
搬送件数については、高齢化社会ということからも、増加傾向は続くといわれています。搬送時間に関しては、平
成２０年が病院等への収容時間が３５.８分で、全国が３５.０分、前年が奈良県も全国も３３.４分。
・全国の救助活動　　５,０９７,０９４件（前年５,２９０,２３６、前年比：１９３,１４２件／３.７％減）
　次に、予防という面では、主に火災予防ということになりますが、全国で火災による死者は、平成２０年が１,
９６９人、毎年２,０００人前後の方が亡くなられています。その内５００名（平成２０年は５３５名）あまりが
自殺という状況です。また、自殺を除く１,４１９名のうち７９２名、５５.８％が逃げ遅れとなっています。ま
た、平成２０年中の住宅火災（死者１,３２５名）では、自殺を除く１,１２３名のうち７１０名が６５歳以上の高
齢者で、６３.２％と６割を超えており、増加傾向が続いています。
　お手元にティッシュをお配りしておりますが、このような状況から、住宅用火災警報器の設置が義務付けられて
います。ご自宅に、まだ取り付けておられない方は、是非ともよろしくお願いします。奈良県では、設置期限は平
成２１年５月末となっていました。警報機は寝室、会談などに取り付けて頂くことになっています。ひとつひとつ
が個別に作動して警報を鳴らすタイプと、無線で連動するタイプがございます。詳しくはお近くの消防署などに問
い合わせて頂ければ、と思います。
　また、消防にはどれぐらいの費用が使われているか、といいますと、施設整備や車両の購入などで若干の変動は
ございますが、大半が人件費であり、県全体では約２００億円弱という状況です。

▼次項へつづく
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消防の広域化とは
　さて、本題の消防の広域化ですが、「いま、なぜ消防の広域化なのか」ということですが、災害の大規模化、複
雑化など、消防を取り巻く環境が大きく変わってきています。こういった変化に的確に対応して、住民の生命・財
産を守るのが、消防の責務でございます。しかしながら、小さな消防本部では様々な課題がございます。
リーフレットにも記載の通りですが、
①�初動体制、救急車、救急隊が出動していると、出動要員に余裕がなく、他の災害が発生すれば非常招集をかけ
なければならない。
②�火災などの予防のための立ち入り検査などの要員の養成が困難。
③�財政規模が小さいが故に、車両や資器材の導入が困難。
など、様々な課題がございます。
消防の広域化は、消防の規模を拡大することで、様々なスケールメリットを活かし、消防体制の充実強化を図り、
一層の住民サービスの向上を図るものでございます。
たとえば消防本部には、火災の災害現場での消防活動の他に、職員の給与や人事などの総務的な事務、あるいは１
１９番通報を受けての通信指令業務などもあります。広域化により消防本部が統合されれば、これらの仕事が効率
化され、事務職員や通信指令員などであった職員を、消防隊員として災害現場で活動させることができ、消防の本
来業務といいますか、現場で活動する消防隊員を増強できます。
　それでは、どういった規模の消防本部かといいますと、一般論としては、大きければ大きいほど、火災などの災
害への対応能力が強化され、また組織の管理や財政的な面からも望ましいとなるわけですが、この度の広域化の一
つの目安といいますか、目標としては、管轄人口が３０万人以上とするのが適当とされています。
＜消防の広域化によって期待できるメリット＞
①�初動体制の強化や消防署所の配置の適正化などによる、時間短縮などが可能になります。たとえば、１１９番
通報で消防車が２台出動する場合、現在は火災の規模に応じ、周辺の消防へ応援を要請していますが、広域化され
ますと、最初の通報から必要な規模の出動が可能となります。また、消防署の配置や管轄の見直しなどにより、よ
り近くから出動などが行われることになります。尚、県内の消防本部では、一次出動で、車両・人員の殆どが出動
するため、二次出動では７７％の消防本部(１０本部)が、非番職員の招集に頼っています。
②�現場で活動する消防隊員の増強や、予防や救急などの専門化を図れます。消防本部には、職員の給与や人事な
どの総務、通信指令業務などもあります。こういった事務が効率化され、現場要員を増強できます。また、小さな
消防本部では、専門的な人材の養成や確保が難しく、職員数が増えれば、例えば救急隊員の専任化や、火災予防の
専門職員なども可能となります。尚、県内の７割（９本部）の消防本部においても、勤務要員の確保上の問題か
ら、専門的な研修への派遣など、教育訓練体制に課題があるとされています。また、救急隊の専任化の率を全国と
比較しますと、全国が３３％なのに対し、奈良県は２３％と１０ポイントほど低い状況にあります。
③�財政規模が大きくなり、はしご車や高機能の通信指令システムの導入など、消防体制の基盤強化や、職員が増
える事に伴う人事ローテーションが容易になるなど、組織の活性化が図られます。
そこで、国（総務省消防庁）では、消防の広域化の対象は、常備消防であり、いわゆる消防団はその対象でないこ
ととし、また、消防の体制の整備及び確立を図ることを旨として、消防の広域化を推進するために、平成１８年６
月に消防組織法を改正し、また、同年７月には「市町村の消防の広域化に関する基本指針」が示されました。
　県のこの推進計画を策定後、昨年、平成２０年度は協議会設置の準備を進め、本年４月には、広域化の推進体制
として、県内３９市長村長と消防団代表の消防協会会長、現場の消防代表の消防長会会長および県危機管理監を構
成員とする「奈良県消防広域化協議会」が設立されました。
現在、県内１消防本部体制とするための様々な課題解決に向けた検討・協議がなされているところです。
　今後は、名称や本部位置、負担金割合や職員給与の調整、施設・設備の整備計画、部隊出動計画や消防団との連
携などを協議し、それらをまとめた「広域消防運営計画」を策定し、組合規約など各市町村議会の承認を得て、広
域化の実現となります。
　消防の広域化につきまして、ご理解、ご支援をお願い申しあげまして、私の話を終わらせて頂きます。

▼次項へつづく

奈良大宮ＲＣ　職業奉仕委員会 副委員長　西口栄一
入会させていただいて早ゃ数年が経ちまして、《四つのテスト》は歌のおかげで、覚えましたが《四大奉仕》
（今や?三大奉仕でしたっけ？）となると、語句は知っていても、感覚としてまで理解できてはいないと感じ
ております。
本年度は【職業奉仕】に関わらしていただき、皆様個々のロータリアン経験や、職業の違いからもくるであ
ろう感覚の相違などを、【それぞれの職業奉仕感】 といったテーマで募り、以前にも作成されてましたよう
な冊子にまとめるべく、年末の例会より、用紙をお配りしようとしておりますので、どうか皆様ふるって、
ご記入をお願い申し上げます。
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NOMC第１37回「山の辺の道」
（日　 時）　平成21年　11月　8日 （日）
（参加者）　麹谷・小池・楠原・橋本
　　　　　　増井（大人1+子供3）・高野・向井

（行　程）
　　　　8：36　　JR奈良駅　発
　　　　 ｜　　　　電車
　　　　9：01　　JR三輪駅　着　（歩き）
　　　　 ｜　　　　　　大神神社　通過
　　　　 ｜　　　　　　桧原神社　通過
　　　 12：30　　石上神宮　着
　　　　 ｜　　　　　＜昼食＞
　　　　 ｜　　　石上神宮　発
　　　　 ｜　　　　　白川ダム　通過
　　　　 ｜　　　　　弘仁寺　　通過
　　　 16：30　　円照寺　発　（解散）

NOMC第138回「竜王山から巻向山」
（日　 時）　平成21年　12月13日 （日）
（参加者）　麹谷・飯田・小池・森下
　　　　　　増井（大人1+子供3）・谷川・向井・植倉

（行　程）
　　　　7：47　　大和西大寺駅　発
　　　　 ｜　　　　電車
　　　　8：08　　天理駅　着
　　　　8：15　　天理駅　発　
　　　　 ｜　　　　タクシー
　　　　8：30　　天理ダム　着（歩き開始）　
　　　　 ｜
　　　　9：35　　竜王山 北城跡　通過
　　　　 ｜
　　　 10：10　　竜王山頂　通過
　　　　 ｜
　　　 11：35　　巻向山山頂　着
　　　　 　　　　　　　＜昼　食＞
　　　 12：20　　巻向山山頂　発
　　　　 ｜
　　　 13：40　　長谷寺駅　着（歩き終了）
　　　 13：52　　長谷寺駅　発
　　　　 ｜　　　　電車
　　　 14：40　　大和西大寺駅　着　（解散）

ＮＯＭＣ

例会変更
＊橿原ロータリークラブ
・２０１０年１月1日（金）・・・定款第６条１節（ｃ）により休会。
・事務局休局・・・２００９年１２月２９日（火）～２０１０年１月５日（火）
※事務局休局中、御用の際は、ＦＡＸにてご連絡下さいますようお願い申し上げます。
　また、留守電もご利用ください。
　＊事務局　ＴＥＬ：０７４４－２８－２８０１　ＦＡＸ：０７４４－２８－２８０２
  ＊緊急連絡先　幹事：藤岡宏章氏　　携帯電話：０９０－３４９２－３５１８


