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２０２２年１１月１５日『火曜日』横須賀北ＲＣ

「横須賀北ロータリークラブの歌」
武藤 修儀 会長
横須賀市北消防署地域防災係長
矢島 僚太 様

ビジター
誕生日祝い
入会記念日のお祝い
「出席報告」
（本日）11 月 15 日
総数

出席対象数

出席数

出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ

計

18 名

18 名

11 名

61.11％

2名

14 名

修正出席率

77.78％

（前々回）11 月 1 日
総数

出席対象数

出席数

出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ

計

18 名

18 名

9名

50.00％

5名

14 名

「メーキャップされた会員」
地区青少年交換委員会（11/5 11/12

11/13）前川永久会員
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修正出席率

77.78％

「ニコニコＢＯＸ」
三役
皆様こんにちは。少しずつ寒くなって参りまし
たのでお体に気を付けてください。
本日は 横須賀市北消防署地域防災係長 矢島
僚太様 宜しくお願い致します
佐々木 SAA
福嶋義信会員 横須賀市北消防署地域防災係長 矢島僚太様
卓話宜しくお願い致します
小出純子会員 矢島様 本日のｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します
前川永久会員 横須賀市北消防署地域防災係長 矢島僚太様
金井 副 SAA
ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します。
竹永 薫会員 本日は横須賀市北消防署地域防災係長 矢島僚太様 ようこそ
お越し頂きました
髙田源太会員 横須賀市北消防署地域防災係長 矢島僚太様ようこそおいで下
さいました。ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します
佐々木佑倫会員 空気も乾燥して参りました。「地域の防災について」矢島係長
ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します。
金井秀樹会員 気温のｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝが激しいので体調にご留意頂き 本日も宜しく
お願いします
ニコニコＢＯＸの合計は 10,000 円（累計 142,000 円）
財団ＢＯＸの合計は 6,000 円(累計 30,500 円)
ご協力有難うございました。次週も宜しくお願い致します
「会長あいさつ」
・本日は 11 月の最終例会となります。だんだん寒くなって参りました。ｺﾛﾅ感染
の方も少しずつ増えて来ているようで体調の方どうぞお気を付けください。
「幹事報告」
◎本日は 11 月最終例会ですので財団 BOX を廻します
◎回覧 ①12 月例会予定（出欠のご回答を宜しくお願い致します）
②ﾊｲﾗｲﾄよねやま 272 ③横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報
◎配布 ①ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信
「委員会報告」
【地区青少年交換委員会 前川永久会員】
2023 年出発の青少年交換学生の選考試験が 11/12（土）
11/13（日）行われました
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【竹永 薫会員】
横須賀北ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞとの親睦ｺﾞﾙﾌが 11 月 10 日（木）開催さ
れました。当ｸﾗﾌﾞより 3 名が参加致しました。
来年はこちらが ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞとなりますので日程調整を行い
多くの方に参加頂ければと思います。宜しくお願い致します
「スピーチ」
「地域の防災について」
横須賀市北消防署地域防災係長

矢島

僚太

様

消防局（消防本部）
〈総務課〉
総務課は、消防業務の企画及び局内の事務事業に関する連絡調整、職場の環境
整備や安全衛生のほか、新たな人材確保に向けた職員の採用や職務能力向上の
ための研修派遣、服務規律などの事務を行っています。
総務、企画、人事、給与、福利厚生、庁舎管理、営繕、経理、議会対応、表彰
など
〈予防課〉
予防課は、火災予防の対策や建築物等に設置する消防用設備等の審査、検査を
担当する予防係、危険物施設の許認可等を担当する危険物係及び建築物等の防
火安全指導を担当する査察係で構成しています。また、幼児期・小学 3 年生を対
象とした防火教室、婦人防火ｸﾗﾌﾞ等に対する育成指導を行うなど、市民への火災
予防思想の普及啓発を目的に業務を行っています。
〈警防課〉
警防課は、火災や救助現場において、迅速かつ的確に消防活動が行えるよう、
総合的な訓練や専門的な研修などを企画し、活動隊員の育成にあたっています。
また 地域特性に合わせた消防車両・消防活動資機材等の整備、消防水利の維持
管理や自主防災組織の指導支援、更には火災原因調査支援など、円滑な消防活動
が遂行できる体制づくりに努めています。
〈救急課〉
救急課は、高度かつ専門化する救急業務に対応するため、三浦半島地区のﾒﾃﾞ
ｨｶﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ体制での病院実習のほか、医療機関と連携した救急ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝを実施
しています。また、高度な救急処置法を習得するための訓練の企画、救急活動用
資器材の整備及び救急統計の分析・検討を行っています。このほかにも救急にお
ける市民協働体制を構築するため、応急手当普及員の育成や患者等搬送事業者
の認定などを行い、ひとりでも多くの命を救うことに努めています
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〈指令課〉 119 番受付
平成 25 年 4 月から横須賀市と三浦市の 2 市で指令ｾﾝﾀｰの共同運用を開始し、
平成 27 年 4 月には葉山町の参加により 2 市 1 町体制での共同運用となりまし
た。平成 29 年 4 月から横須賀市と三浦市は事務委託方式による広域消防として
運用を開始したことから、現在は 1 市 1 町での共同運用となっています。広域
的な災害対応の協力関係が築け、大規模災害時にはより効果的な対応が期待さ
れます。
『横須賀市・三浦市広域消防運用開始』
消防を取り巻く社会情勢は時代と共に大きく変化します。一方で消防は市民の
生命、身体及び財産をあらゆる災害から守るという変わらぬ使命があり、常に万
全の体制で市民の信託に応える必要があります。これまで横須賀市と三浦市は
それぞれが消防組織を運用してきましたが、社会情勢の変化による課題等に、柔
軟かつ効果的・効率的に対応できる組織を目指し、平成 29 年 4 月 1 日から両市
域を一元的に管轄する広域消防として運用を開始しました。この広域化による
ｽｹｰﾙﾒﾘｯﾄとして、災害対応の迅速化や対応力の強化、消防財政運営の効率化等が
見込まれています。
☆救急医療支援ｼｽﾃﾑの整備
☆横須賀消防の情報をﾗｼﾞｵで発信
☆119 番通報に「より早く」対応
☆起震車（地震体験車）の運用を開始
☆新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策について
☆無人航空機（ﾄﾞﾛｰﾝ）運用開始
☆YOKOSUKA 消防ﾊﾟﾚｰﾄﾞ 2022 の開催
☆Zoom を活用した業務の効率化
☆熱海市に緊急消防救助隊を派遣
☆横須賀市消防団長が油圧ｼｮﾍﾞﾙとﾎｲﾙﾛｰﾀﾞｰを横須賀市消防局に寄付
☆国際消防救助隊県内合同訓練を実施
☆機動救急隊の運用開始
☆消防局 WEB 会議ｼｽﾃﾑの運用開始
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