
令和４年 

新春号(第28号) 

『あなたの行動力が家族を守る！』 

【署長あいさつ】 

 

【団長あいさつ】   

  地域の皆様には平素より南消防団へ格別なご支援ご協力頂き厚く御礼申し上げます。 

本年度も新型コロナウイルスが猛威をふるいましたが、皆様のご理解とご協力のもと、南消防団は感染防止

対策を徹底し、訓練や防災指導等の消防団活動を実施することができました。 

  昨年４月には外国人防災指導チームが発足し、横浜橋通商店街で熱中症予防キャンペーンを多言語で行

うなど地域特性にあった活動を推進しました。 

  今後とも地域防災力の要として、感染防止対策を徹底し、訓練や研修に取り組み、南消防署と連携し、   

防火・防災に努めてまいりますので、ご支援・ご協力をお願いいたします。 

  昨年は、新型コロナウイルスの影響で、防災活動が制限されるなか、南消防署で予定されていた事業は、

ほぼ推進することができました。 

  これは、自治会・町内会や事業所をはじめとした地域の皆様や南区役所・南警察署などの防災関係機関

の御支援・御協力の賜物であると思います。本当にありがとうございました。 

  また、南消防団員の皆様には、今年も、災害対応・訓練・地域指導とご尽力頂くことになりますが、消防署と

連携を強固にし、南消防団・消防署が一丸となって、南区の安全・安心に取り組んでいきましょう。 

  どうぞよろしくお願いします。 

遠距離送水訓練 

  根岸米軍住宅跡地で大規模災害を想定した消防署と消防団合同の遠距離送水訓練が行われました。 

消防隊が100ミリホースを使用し、15,000リットル水槽に給水、ここから元ポンプ３台で３線延長し、中ポンプ2台を中継して先ポンプ  

から双口媒介によりガンタイプノズルで２口放水しました。（可搬式小型ポンプ計12台、65ミリホース計57本、40ミリホース計6本使用、

高低差約10メートル、総延長距離約400メートル） 

  訓練中多々トラブルはありましたが、全員で協力して遠距離の送水訓練を行うことができました。 

上空から見た様子 

給水地点 

一斉放水地点   

一斉放水６線 水槽から水を送る可搬式小型ポンプ３台 

令和３年11月14日 

 根岸米軍住宅跡地 

発行/編集 横浜市南消防団広報委員会  

年末年始消防特別警戒、激励巡視 

  小林副市長による激励巡視が行われました。 

南消防署にて出動演習を行い、消防職員およ

び消防団員に対しての激励をいただきました。 

  その後、会議室にて、昨年度発足した外国人

防災指導チームの活動やこれまでの女性消防

団員の活動などの報告の他、地域の特性に合

わせた活動について意見交換を行いました。 

令和３年12月28日 

南消防署 ・南区役所 

もう一つの顔 〈南消防団団員紹介シリーズVOL.19〉第二分団 ～親子団員～ 

 
  父からの紹介で、大学１年生

時に消防団に入団しました。 

普段生活していく中では体験

できないような訓練が多々ある

ので、有事の際に、とても為に

なることばかりです。 
  消防団を通して、自分も地域

の一員であり、地域に貢献する

ことの重要性を学びました。 
  ４月から社会人となります

が、継続して消防団活動に尽

力していきたいと思います。 

 
  私の入団は、町内会長に勧められ自分に出来ることが少しでもあるならばと思い

入団しました。早いもので、20年が過ぎ、現在は息子２人も一緒に活動しています。 
  また町内では民生児童委員を仰せつかり充実した日々を送らせて頂いています。 
  地域に根ざした消防団員として、更に努力して参ります。 

 普段は主に運送の仕事をして

おり、消防団に入ったきっかけは

お義父さんのカッコいい姿を見

て、災害が多い中、少しでも誰

かの為に役に立てればと思い

入団しました。 
  資機材の取り扱いや応急手

当等の事を学べて凄く勉強に

なっています。 
  一つでも出来る事を増やして

これからも頑張ってまいります。 

宮﨑健次さん 【写真中央】 

宮﨑健太さん 【写真左】 竹内聖さん 【写真右】 

広告 

 
 

編集後記：この度編集委員のメンバーが新しくなりました。未経験のあなたも一緒に始めてみませんか？心よりお待ちしております。 

横浜市南消防団団員募集 

入団申請は 

◆消防団員の要件 

  □ 満18歳以上の方 □ 南区に在住、在勤、在学の方 

  □ 健康な方      □ 年齢70歳で定年退職となります 

  □ 外国人の方も条件付きで入団できます 

あなたにもできる、もう一つの顔 

問合せ先：南消防署 

コチラ！  
  総務・予防課消防団係 

TEL: ０４５-２５３-０１１９  
 横浜市南消防署 

  署長 今山 徹 

横浜市南消防団  

団長 有賀 和彦 

（宮﨑健次さん御子息） （宮﨑健次さん娘婿） 



消防隊と消防団の連携訓練 

第二分団 第三分団 

消防操法技術訓練会  

  コロナ感染症の為に１年以上にわたり日常の訓練も制限

を受ける中、南消防団の六つの分団は消火活動のレベルを

維持確認する為に訓練を繰り返し行いました。 

  そして消火活動の基本である可搬式小型ポンプによる 

放水訓練を競技形式で実施しました。 

  確実に火を鎮める為の基本動作が習得出来ているか、

審査員の厳しいチェックを受け、採点の結果第五分団が 

最優秀と賞されました。 

号令に従って位置につく様子 

放水の準備を行う様子 放水の様子 

令和４年南区消防出初式 
令和４年１月５日（水） 

みなみん（南公会堂） 

  新年の出発となる出初式が行われました。 

長年消防団に尽力された方など功労者をたたえ、代

表者への表彰が行われました。 

  また横浜市消防音楽隊による門出を祝う演奏及び

ドリル演技が行われ、消防署ならびに消防団の活動

を紹介するスライドショーが放映されました。 

  最後に消防署員と消防団員の代表者によって防災

の誓いが宣言されました。 

令和４年南区消防出初式にて表彰された方々（順不同・敬称略） 

20年勤続表彰 防災の誓い（消防職員・消防団員） 

【20年勤続消防団員】 

第二分団副分団長 宮﨑 健次 

第四分団団員  塚本 繁 

第五分団団員  森 祐二 

第六分団部長  玉田 俊直 

第六分団部長  萩原 克彦 

☆県知事・市長表彰  

☆市長表彰  

第五分団団員  須原 照安 

第一分団部長  菊池 秀貴 
第二分団団員  髙木 信 

第五分団副分団長 木下 潤 

【30年勤続消防団員】  

☆局長・消防団長表彰 

第一分団班長 尾形 尚希 

第一分団班長 増田 峰幸 
第一分団団員 尾形 亜由美 
第三分団班長 廣瀬 隆行 
第五分団部長 澁谷 健 
第五分団団員 金子 高浩 
第六分団班長 山野 雅史 

第六分団班長 渡邉 雅彦 
第六分団団員 荒井 利和 

【10年勤続消防団員】 

【優良消防団員】  

 第二分団分団長 秋元 寛 

 第二分団部長 西村 惠子 

 第二分団班長 森 りえ子 

 第四分団部長 湯淺 辰夫 

 第四分団班長 江成 純 

第五分団班長 飯田 政弥 

第六分団班長 中村 明 

☆市長表彰   

【優良消防団員】 
第一分団部長     望月 隆 

第三分団副分団長 仲野 秀信 

第三分団部長     谷 小夜子 

第三分団班長     石橋 賢一 

第五分団班長     竹内 正親 

第六分団部長     玉田 俊直 

第六分団班長     青山 万希也 

☆局長表彰  

☆消防団長表彰  

南太田一丁目第３町内会 
中村町一丁目第二あずま会 
日枝東部町内会 
ウッドパーク横浜永田自治会 
中島町一・二丁目町内会 
六ツ川台団地自治会 
向洋電気土木株式会社 

株式会社小俣組 

【一般功労者】 

☆消防団長表彰  

第一分団班長 尾形 尚希 
第二分団団員 藤原 浩 
第三分団班長 久保田 洋 
第四分団班長 岡本 慎一 
第五分団班長 村上 幸宏 
第五分団班長 清水 光子 
第六分団班長 渡邉 雅彦 

【優良消防団員】 

☆消防団長表彰  

第四分団班長    金子陽一郎のご家族  

第四分団班長   豊田 一也のご家族 

第四分団団員   鈴木康太郎のご家族 

第四分団団員   中村 遼成のご家族 

第四分団班長   岡本 慎一のご家族 

第四分団団員   佐東 大就のご家族 

【消防団員の家族】 

☆消防団長表彰  

第四分団副分団長 村本 吉男 
第四分団団員     村本 智枝 
第五分団部長     田中 廣行 
第五分団団員     田中 涼 
第五分団部長     加藤 勝代 
第五分団団員     加藤 絢 

第五分団団員     加藤 淳 

第五分団団員     須原 照安 

第五分団団員       須原 康仁 

【親子団員に対する表彰】 

～令和３年 秋の叙勲・褒章～  

【藍綬褒章】 田中 肇 副団長 

横浜国立大学教育学部付属特別支援学校敷地内 
令和３年10月31日 

  訓練を通じて顔の見える関係を構築し、通常災害をはじめ大規模震災発生時に円滑な災害活動を行えるよう、消防隊と消防団

の連携強化を図る訓練を行いました。コロナ禍の中で感染拡大防止対策を十分に行い、各担当地域の特性に合わせた実践的訓

練です。 
 

●第一分団 即消（即時消火） ～ 中継 ～ 連携  六ツ川消防出張所 １２月 

        水利：消火栓 ― 消防隊ポンプ車 ― 小型ポンプ１台 ― 放水（２線） 

●第二分団 遠距離送水 根岸米軍住宅跡地  １０月 

        水利：消火栓 ― 消防隊ポンプ車 ― 大型水槽 ― 小型ポンプ２台 ― 放水（２線） 

●第三分団 ボート取扱要領  蒔田公園ふれあいアクアパーク  １０月 

        ボート組立 ― 搬送 ― 水上運航 

●第四分団 遠距離送水（吸管取水）  鶴巻橋付近  ７月 

        水利：大岡川 ― 小型ポンプ ― 水槽 ― 小型ポンプ２台 ― 放水（２線） 

●第五・六分団合同 遠距離送水（低水位ストレーナー取水） 与七橋・中里橋付近  １０月 

        水利：大岡川～小型ポンプ―水槽―小型ポンプ２台―放水（２線） 


