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こころのバリアフリー市民部会 誰もが安心して過ごせるまちづくりのために市民のみなさまに「ありがとう」を伝えていきます。【都市政策課交通計画担当】

最前線で活躍する消火の要

火災、風水害などあらゆる

災害現場で人命を守り、救

急隊と連携した支援活動も

行います。

消防隊 消防 人命をつなぐ命の守り手

交通事故などでけがをし

た人や急病人のもとにいち

早く駆け付け、 応急処置を

行って病院へ搬送します。

救急隊 救急

災害現場の司令塔

火災で逃げ遅れた人の有無

など部隊が効率よく活動でき

るよう情報を集め、 指示を出

します。

指揮隊 指揮 水の事故のエキスパート

海や川などの事故で水上

オートバイを使った救助や、 潜

水による捜索を行います。 消

防隊が兼務しています。

水難救助隊 水難 消防本部を支えるジェネラリスト

市町民への火災予防啓発や救命

講習などを行います。 本部にある

消防指令センターでは、 119番通報

を受けて部隊に出動指令を出します。

本部職員 本部

救助活動のスペシャリスト

特殊な機材や技術を使い、

火災で建物に取り残された

人や事故で身体が挟まれた

人などを救助します。

救助隊 救助

消防の広域化で変わること

広域化で

変わらないこと

★広域化で名称変更

財政負担の軽減
両市町が管轄する人員や車両などの重複をなくし、 人件費や車両の購

入費などの財政負担を軽減できます。

多くの119番通報に出動可能
部隊数が増えるため、 より多くの119番通報に備えられます。 また、

出動部隊を柔軟に選べるようになり、 災害対応力が向上します。

最大3分早く現場に到着
各消防施設には消防隊や救急隊などを配置しています。 市と町の境を

越えて現場に一番近い部隊が駆け付けることで、 到着時間が最大3分早

くなり、 救命率の向上が見込めます。

広域化により、 市消防本部職員258人と寒川町消防本部職員５８人

が統合されて総勢300人以上に、出動車両は34台から43台になり、

消防体制が強化されます。 その他、 両市町が負担する予算軽減などの

効果があります。

■緊急通報ダイヤルは「１１９」番

火事や救急は119番へ。 消防本部が両市町の通報を受け付けます

■消防団は今までどおり　両市町の組織として活動を行います

※  消防団…消火 ・ 救助活動、防火啓発活動などを行う地域住民による消防組織 消防の広域化

消防施設

部隊の配置

広域化により、 小和田出

張所は小和田分署に、 寒川

町消防本部は寒川分署に変

わり、 1本部1署2分署4出

張所になります。

動画でも

広域化を

紹介

海岸出張所

鶴嶺出張所 小和田分署★

松林出張所

寒川分署★ 小出出張所

本署

茅ヶ崎市

寒川町

消防

消防

消防

消防

消防

消防 救急

救助消防 救急

指揮 本部

救急

救急

水難

水難

救急

救急

救急

本部

消防本部

広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ

神奈川県知事免許（14）第6566号

http://taiheisyoji.jp

ご相談無料 診断書無料 見積り無料

茅ヶ崎で20年、施工実績900棟！

屋根・外壁の塗り替え専門店　総合リフォーム屋根・外壁の塗り替え専門店　総合リフォーム

（株）翼工業 0120-11-2622
茅ヶ崎市南湖1-9-12（国道1号沿い）

翼工業は社会貢献のため、児

童養護施設や小学校遊具の塗

装ボランティアとして活動し

ています！

沖縄県宮古島で曝露

実験をしています！

安心塗料しか使いま

せん！



ありがとう！車椅子を利用する私から…駅前でバスを待つ私に気付き、同じバスに乗る方が運転手さんをすぐに呼んでくれました。スロープのセット、車内での

固定など手際よく対応してくれるので、一人で外出できる喜びを感じます。運転手さんをはじめ周囲の温かい気遣いに感謝します。
こころのバリアフリー

申し込みは
市 のみ▶

期間 4月4日（月）～7月3日（日）

対象 市内在住の20歳以上の方で、 Vitalityアプリを現在使っ

ていない方100人〈申込制（先着）〉

申込 3月2日（水）19時～18日（金）17時

茅ヶ崎バイタリティ ・ ウオーク

アプリを使って健康づくり
保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

茅ヶ崎バイタリティ ・ ウオークの流れ

歩いて
ポイント獲得

目標達成で必ず当たる
アクティブチャレンジ

累計ポイントで
当たる

毎週アプリ

で 目 標 が 設

定される。 歩

いてポイント

を獲得

毎週ポイントクリア後、

アプリのルーレットでい

ずれかの賞品が当たる。

（例）スターバックス コー

ヒーのドリンクチケットや

L
ロ ー ソ ン

AWSONの引換券

累計2000ポイ

ントで抽選へ。

22人にChoice!

CHIGASAKI認

定品が当たる

ウオーキングやジョギングなどを行い、 スマートフォンやウェア

ラブル端末で歩数・心拍数を計測し、 アプリと連動することでポイ

ントを獲得。 毎週設定されたポイントをクリアすると、 ドリンクチ

ケットなどがもらえます。 さらに、 実施期間に獲得した累計ポイ

ントでC
チ ョ イ ス

hoice! C
チ ガ サ キ

HIGASAKI 認定品が抽選で当たります。

茅ヶ崎の魅力の発信とイメージ向上を目指すオリジナル

ブランドです。

「CHIGASAKI LOCAL TOURISM」第3弾を発行

茅ヶ崎でスローライフのすすめ
産業振興課観光担当

新世代の湘南サウンドとして
注目されるSPiCYSOLが登場

自然が満喫できるオーシャン
ビューのカフェ

えぼし岩の観光周遊船。えぼし岩
と富士山が並んで見えることも

講座受講後、ジュニア・リー
ダーズ・クラブに所属して活動

日時  4月23日（土）他（全6回） 場所 市役所本庁舎会議室他

対象 4月に市内の中学1年生になる方20人〈申込制（先着）〉

申込 4月8日（金）まで

中学生 ・ 高校生がボランティアで活躍

ジュニアリーダー養成講座
青少年課育成担当

新中学1年生

参加者募集

養成講座

小学生になったら、子ども会に参加しよう

子どもが主体となり、 学年を超えて地域での交流や活動を行います。 お

住まいの地域の子ども会活動など、 詳細はお問い合わせください。

※ 子ども会活動がない地域もあります

対象 小学生

ニューノーマルな観光のかたちを提案する

冊子「C
チ ガ サ キ

HIGASAKI L
ロ ー カ ル

OCAL T
ツ ー リ ズ ム

OURISM」

第3弾を3月4日（金）から配布します。

今回は茅ヶ崎を愛してやまない4人組バン

ドS
ス パ イ シ ー ソ ル

PiCYSOLをアンバサダーに迎え、 市内

の自然やアクティビティ、 ローカルグルメな

どを紹介します。 いつもよりゆとりを持っ

た過ごし方で、 茅ヶ崎ならではのスローラ

イフを楽しんでみませんか。

ジュニアリーダーとは、 地域のイベントや

子ども会で小学生などと一緒にゲームやレ

クリエーションを行う中学生・高校生です。

ジュニアリーダー養成講座では、 活動に

必要な安全講習、野外活動訓練などを実施。

仲間と支え合い学び合う経験を通して成長

できます。

市は健康づくりに関する協定を結ぶ住友生命保険相互会社と協働で、 スマー

トフォンのV
バ イ タ リ テ ィ

italityアプリを使った健康づくりに取り組みます。 歩いてポイントを

ためて賞品をゲットしながら、 運動習慣を身に付けませんか。

オレの胡
こしょう

椒

茅ヶ崎サーフサンド 生チョコスペシャル
アイス

茅ヶ崎しらすせんべい
ここは、茅ヶ崎！
サザンサブレ

ギョサン湘南ネイ
ビー

◀ 自分だけ
のオリジ
ナルサン
ダル手彫
り体験

◀ 茅ヶ崎ナン
プラー

　えぼしの雫
しずく

配布場所

市役所産業振興

課、茅ヶ崎市観光協

会、観光案内所な

ど。市 でも掲載

Choice! CHIGASAKI

認定品の賞品
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