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＜ビジター・ゲスト＞ 

埼玉西部消防局入間消防署 署長 野口晴康 様 

        消防管理課主任  中出隼人 様 

 

■■新会員推薦認証品贈呈  繁田光 会員 

 

★☆★会長の時間 粕谷康彦会長 

「11月 10日(火)四クラブ合同懇親会開催」 

東藤沢のリストラ

ンテ・シミズに於い

て、ホストクラブ入

間南ロータリークラ

ブが担当して行われ

ました。会長の近況

報告、幹事、事務局

が各クラブごとに紹介され、懇親会に入り和気

藹々の内におわりました。 

11月13日(金)国際ロータリー第2570地区第３

グループの会長幹事会が料亭魚一にて行われまし

た。ガバナー補佐吉田譲二様の挨拶があり、社会

奉仕部門委員長田中八束さん、社会奉仕委員会委

員長の齋藤栄作さんからは、のぼり旗事業協賛の

依頼のお話がありました。狭山警察署管内には４

クラブあり警察署にて交通安全団体に寄贈いたし

ます。のぼり旗 20本はクラブ名、警察署名を記し

たものを地区負担で作成します。図案、標語、イ

ラスト（手書きも可）を各ロータリーク

ラブが揃って警察署交通課に赴き、

協議の上それぞれのデザインを決定し、

地区事務所に平成27年12月20日まで

に送付する。各クラブで１本でも多く、

少なくとも会員各自数本の（事業所を

含め）ご寄付をお願い頂きたいとのこと

です。又埼玉県警にもロータリークラブ

の認識活動を知っていただき、理解を得

たいと思います。 

 

「ＩＭ開催について」 

2016 年２月 27 日(土)入間市産業文化センター

で開催されます。知識を広め、深めると共に、グ

ループの会員親睦も重要の目的です。 

私達が医者にかかり薬局で薬を頂くとき｢ジェ

ネリック医薬品」を勧められる事が多くなりまし

た。「後発医薬品」の事です。新しく作られた薬

を「先発医薬品」と呼ぶのに対し、別の製薬会社

がその薬と同じ量の同じ有効成分を使って作った

薬です。欧米では医者が、有効成分の一般名で処

方しており、英語で一般名を意味する「ジェネリ

ックネーム」から、名付けられました。新しい薬

の開発には普通 10年以上の時間と、数百億円規模

の研究開発費がかかります。すぐに真似されたら

儲からないので、特許期間が設けられています。

開発した会社が特許を出願したのち、最長 25年間

は独占的に販売できます。後発薬は特許が切れて

から作ることができるのです。後発薬メーカーは

数千万～１億円程で製品化できます。価格は一般

的に先発薬の５～６割と安く設定されており、厚

生労働省でも普及を促しています。厚労省では５

月に膨れ上がる医療費を抑えるため、2013年９月

時点で５割弱の普及率（数量ベース）を、2020年

度末までに８割に上げる方針を示し、年間１兆３

千億円の抑制になると見積もっています。原則３

割（70歳未満）の窓口負担も軽くなります。安全

性については、効能や効果を担保するため、厚労

省は主成分の血液中での濃度変化が先発薬と同じ

ことを確認した上で販売を承認。販売後は品質検

査もしている。それでも一部の医師からは、「質

が担保されていない」との声もあり、抵抗感を持

つ人はいます。外国では普及が進み米国の普及率

は９割。ドイツやフランスでは、先発薬を使う人

に後発薬との差額を自己負担させて使用を促して

います。 
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■■■ ■■■ 
《埼玉西部消防局の現状と展望》 

 入間消防署 署長   野口 晴康 様 

 

埼玉西部消防局の現状 

(1)埼玉西部消防局の概要 

（平成 27年 4月 1日現在） 

管内面積 406.32ｋ㎡  

（入間市、所沢市、狭山市、飯能市、日高市） 

管内人口  784,623人 

管内世帯数 338,506世帯 

組合予算額 10,359,314千円 

消防庁舎 

消防署 5 分署 14 通信指令センター 1 

職員数 定員数 877人  総数 868人 

消防車 95台(ポンプ車,はしご車、救助工作車等） 

救急車 25台（高規格救急車） 

その他の車両 33台（起震車、連絡車等） 

火災件数 229件（26年中）  

救急出動件数 34,314件（26年中） 

救助出動件数 470件（26年中） 

災害受信件数 46,805件（26年中） 

防火対象物数 18,228棟(平成27年3/31日現在) 

危険物施設数 1,351施設（〃現在） 

消防団員数  1,433人（〃現在） 

(2)埼玉西部消防局の組織 

管理者 1人 副管理者 4人 組合議会 16人 

（所沢市 6人、狭山市 3人、入間市 3人、飯能市

2人、日高市 2人） 

監査委員 2人、公平委員会、会計管理者 

消防局長―企画総務部―企画財政課・総務課 

―警防部―予防課・警防課・救急課 

―通信指令センター―指令管理課・指令第 1･2･3

課―消防署統括監―所沢中央署・所沢東署・狭山

署･入間署・飯能日高署（5署［消防管理課・予防

指導課・消防第 1･2･3課］14分署） 

(3)平成 27年 11月 19日８時 30分現在 

の出動状況 

災害出動 

統計（件） 
火災 救急 救助 警戒 

年累計 177 29,879 442 4,202 

前年計 229 34,314 470 4,811 

入間消防署 18 2,107 43 496 

西武分署 6 1,263 12 89 

藤沢分署   6 1,914 11 213 

埼玉西部消防局の展望 

第 1次埼玉西部消防組合総合計画の策定 

策定の趣旨 

 消防組合では、消防広域化後の部隊運用及び事

務処理等を一元的に管理し、災害時における初動

体制の強化を図るとともに、消防行政の円滑な運

営に努めてきました。一方で、火災予防対策や人

口の高齢化に伴う救急需要の増大をはじめ、大規

模地震や集中豪雨などの自然災害、山林火災や山

岳救助などの地域特有の災害など、複雑多様化・

大規模化する様々な災害に備えることが重要な課

題となっています。こうした消防行政を取り巻く

状況に配慮しつつ、住民の生命、身体及び財産を

様々な災害から守るため、中長期的な展望に立っ

た第１次埼玉西部消防組合総合計画を策定したも

のです。 

計画の構成及び期間 

 消防組合の総合計画は、基本計画（10年、5年後

に見直し検討）と実施計画（3年間の計画・毎年度

見直し、ローリング方式）の２構造としています。

このように簡素な構成とすることで、基本計画と

実施計画の位置付けや役割を明確にし、分かりや

すく実践的な計画としています。 

10年後の目標 

自主的・自律的な消防組合運営を推進できる組

織体制の確立 

人口動態及び消防救急需要を見据えた消防職員

と消防署所の適正配置 

首都直下地震などの大規模災害に備えた災害対

応力の充実・強化 

自ら学び、考え、行動する自律型職員の育成 

目標に向けた取組み方針 

「長期財政計画」及び「定員適正化計画」との

整合性を保ち、健全な財政運営に取り組みなが

ら組織力の充実を図ります。 
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消防力を効率的・効果的に配置するため、消防職

員、消防署所及び消防車両の適正配置について

調査研究を行います。 

「車両整備計画」

に基づき消防車両等

の整備を計画的に進

め、併せて全国的見

地からの災害対応体

制を構築します。 

職員の能力開発に

つなげる職員研修及び人事評価制度など人材育成

ビジョンを構築します。皆様のご協力が無ければ

入間消防署も輝けることが出来ません。これから

もご協力宜しくお願い致します。 

 

平成 27年度防火標語 

「無防備な 心に火災が かくれんぼ」をイメー

ジした防火ポスター用絵画作品を、管内にある高

等学校の生徒の皆様に募集いたしましたところ、

12校から 92点もの応募をいただきました。最優

秀賞を受賞された、県立芸術総合高等学校 1年

北島歩古（きたじま あゆこ）さんの作品です。 

北島さんの作品をもとに、当組合オリジナルの防

火ポスターを作成し、管内の自治会や主要な事業

所などへ送付させていただき、それぞれの施設で

掲出いただくこととなります。 

★幹事報告  忽滑谷明幹事 

①市内各中学校区の地域交流研修会について 

12/8西武中学校区は馬路会員、12/11豊岡中学

校区は粕谷会長、12/11東金子中学校区は滝沢

会員が出席いたします 

②来年 2/27 開催予定の第３グループＩＭの準備

に於いて、各クラブより実行委員を選出する事

となっておりましたが、会長幹事と協議し当ク

ラブからは忽滑谷幹事を選出といたしました。 

 

★委員長報告 

会員増強委員会 齋藤栄作委員長 

ロータリークラブが中心となって設立した、入

間基地の雇用対策協議会が 30周年を迎えます。式

典を産業文化センターで来週の木曜日 2時から、

「我々は東日本大震災を忘れない」と題して行い

ます。例会が終わってからでも構いませんから、

是非お出で下さい。又、豊田さんが会長をされて

いる会でもあり、入られていない方々も良い会で

すので入会をお願い致します。 

親睦活動委員会 細淵克則委員長 

12 月 17 日のクリスマス例会はご家族に喜んで

頂ける内容になっていますので、詳しいご家族の

構成をお知らせ下さい。素晴らしいプレゼントを

用意いたします。そこで 12月 3日に家庭集会を開

きますのでメンバーの方々は宜しくお願いします。 

社会奉仕委員会 滝沢文夫委員長 

忽滑谷幹事が、社会奉仕委員長の時に進められ

た、海難事故に遭ったトルコ軍艦エルトゥールル

号への日本人による救援活動を題材にした映画が

完成し、12月 5日よりユナイテッドシネマ入間で

上映されます。題名「海難 1890」 支援として 

特定非営利活動法人エルトゥールルが世界を救う 

 

健康管理委員会  

 本日はインフルエンザの予防接種を実施いたしま

した。山根宏夫先生ありがとうございます。 
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＜出席報告＞ 馬路宏樹委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

42名 33名 82.5％ 70.0％ 
事前欠席連絡 1名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 晝間和弘ＳＡＡ 

粕谷康彦君～野口署長、中出様ようこそ入間ＲＣ

へお出で下さいました 卓話宜しくお願いします。

加藤さん写真ありがとうございます。 

宮崎正文君、後藤賢治君～野口署長本日は宜しく

お願い致します。 

友野政彦君～野口署長、救急でお世話になってい

ます。 

加藤国夫君～万燈まつりの焼芋機の御礼いただき

ました。 

細淵克則君～先日のＫ－ＲＯＣＫコンサートでド

ラムを敲きながら「夜のハイウエー」絶叫する晝

間君、最高にカッコ良かったです。 

晝間和弘君～15日の音楽イベント大成功でした 

ご来場、ご協力して頂いた方々ありがとうござい

ました。加藤さん写真ありがとうございます。予

防接種ありがとうございます。 

摂田順一君、山岸義弘君、宮寺成人君、西山祐三

君、友野政彦君、滝沢文夫君、田中快枝君～加藤

さん写真ありがとうございます。 

岩崎茂君、吉永章子君～早退いたします。 

本日\26,000 累計\381,000 

 

 

 

 

 

 

■回覧、配布物 

① RI2570地区派遣学生 9月次報告書 

② 入間万燈まつり実行委員会からのご協賛御礼 

③ バギオだより 2015年 11月号 Vol.51 

④ ハイライトよねやま 188 

⑤ 航空自衛隊入間基地司令より航空祭お礼状 

⑥ RI2820地区からの鬼怒川水害見舞いお礼 

⑦ 腎・アイバンク第 27号 

⑧ 12/10家族コンサート例会出欠表 

⑨ 12/17クリスマス家族例会出欠表 

⑩ 万燈まつり慰労例会会計報告 

⑪ 入間南 RCとの合同例会会計報告 

⑫ 本日の卓話資料 

⑬ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑭ 入間ＲＣ週報 18,19号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年 11月 2015年 12月 

日 曜 事業などの内容 日 曜 事業などの内容 

3 火 入間航空祭   ―――未定――― 

6 金 入間市小中一貫教員研究発表会  

10 火 ４クラブ合同懇親会 

13 金 入間市表彰審査委員会  

25 水 冬の交通事故防止運動の出陣式 

29 日 神山龍一君の相撲日本一を祝う会  

RI2570地区 11・12月の粕谷会長スケジュール 2015～2016 年度 


