
・どこがどのように辛い？

・かかりつけ医はある？

・持ち物の用意をお願いしたい

● 草加八潮消防組合議会が開催されました
主な内容は、以下のとおりです。

◆　令和３年第１回定例会（３月２９日）
　予算１件（令和３年度一般会計）、条例５件及び委員会提出議案１件が審議され、

いずれも原案可決となりました。

◆　令和３年第１回臨時会（５月２８日）
　財産の取得５件が審議され、いずれも原案可決となりました。

● プレアライバルコールを開始しました
　プレアライバルコールとは、救急隊が現場でスムーズに

活動を行い、傷病者を病院へ搬送するまでの時間を短縮す

ることを目的として、救急車が現場に到着するまでの間に

情報収集を行うことです。

　救急車を要請した際に、救急隊から通報者や関係者の

皆さんに折り返しの連絡をする場合がありますので、

ご理解ご協力をお願いいたします。

新体制

令和３年度も草加八潮消防組合を

よろしくお願いします

令和３年度の主な施策
　■消防車両の購入（計４台）
　　（消防ポンプ自動車、はしご自動車、高規格救急自動車２台） 3 億 5,046 万 1,000 円
　■八潮市消防団の消防ポンプ自動車の購入（１台） 1,527 万 8,000 円
　■草加消防署（消防局機能含む）建設基本設計・実施設計委託（令和３年度分）

8,380 万 0,000 円
　■草加市消防団機械器具置場建設工事費 4,209 万 5,000 円
　■草加・八潮市内小中学校のＡＥＤ整備 1,471 万 0,000 円
　■（仮称）八潮消防署南分署建設基本計画策定業務委託（一式） 572 万 0,000 円

予算額 構成比率歳 入 内 訳

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

組　合　債
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財産収入・寄附金・
繰越金・諸収入
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１００％
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議　会　費

総　務　費

消　防　費
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分担金及び負担金
９１．２９％

その他　８.７１％■歳入 ■歳出 その他　５.１５％

消防費
９４．８５％

　この度、草加八潮消防組合の消防長に就任いたしました
冨田でございます。
　草加市・八潮市の市民の皆さまには、平素から消防行政
に対して、格別のご理解とご協力を賜り、心から感謝を申
し上げます。
　市民の皆さまが、安心に暮らせる安全なまちづくりの実
現に向け、当消防局では、精強な救助隊・消防隊の育成、
救急活動体制の強化、火災予防対策の充実強化、地域防災
力のより一層の向上等の施策に全力で取り組んでまいりま
す。
　また、過去の災害や教訓、歴史に学び、全職員とともに
英知を結集し、職務に精励して、多くの市民の皆さまに信
頼される組織にしてまいりたいと考えておりますので、当
消防局の消防行政運営に対するご支援とご協力をよろしく
お願いいたします。

草加八潮消防組合　
消防長　冨田　忠彦

令和３年４月１日、
草加八潮消防組合に
新消防長が就任しま
した。
『SLAM DUNK』と
『黒子のバスケ』を
こよなく愛するバス
ケットマンです。

令和３年度　一般会計予算の概要
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●所属

八潮消防署消防第2課

●氏名
わたなべ  よしまさ

渡　邉　義　雅

●自己紹介

　宮城県の工業高校出身、部活動は中高とも
野球をしていました。面白いこと、楽しいこ
と、本を読むことが好きです。飽き性なの
で、何か熱中できるものを紹介して頂けたら
嬉しいです。
　仕事をいち早く覚え頑張りたいと思います
のでご指導宜しくお願い致します。

●所属

草加消防署
谷塚ステーション

●氏名
とみた    こうへい

冨　田　康　平

●自己紹介

　東京都足立区出身、水泳を８年間、野球を
13年間続けていました。中学、高校、大学
では野球部に所属していました。趣味は服を
買うことです。
　早く一人前になれるよう、新人らしく元気
に一所懸命に頑張っていきたいと思います。

●所属

八潮消防署消防第1課

●氏名
こばやし　りゅうじ

小　林　竜　士

●自己紹介

　国士舘大学体育学部体育学科卒業の小林竜
士と申します。吉川市出身です。大学ではボディ
ビルディングとクラシックフィジークという競技
をしていました。とにかく体を鍛えることが好
きで、それを活かしていきたいと思っています。
　精一杯頑張りますので、よろしくお願いいた
します。

●所属

草加消防署
谷塚ステーション

●氏名
　　　  かなや           りく

金　谷　　　陸

●自己紹介

　出身は草加市で、学生のときに部活で陸上
と柔道をしていました。草加八潮消防組合の
一員として、一日でも早く一人前になれるよ
う努力していきますので、ご指導ご鞭撻を賜
りますよう、よろしくお願い申し上げます。

●所属

草加消防署北分署

●氏名
   やすだ　けいじろう

安　田　慶次郎

●自己紹介

　東京国際大学人間社会学部人間スポーツ学
科出身の安田慶次郎です。体育会剣道部に所
属していました。剣道歴は19年になり、今
後も続けていきたいと思っています。仕事で
は、明るく取り組み、努力していきたいで
す。よろしくお願いします。

●所属

草加消防署北分署

●氏名
            おおくま　  りん

大　熊　　凜

●自己紹介

　出身は東京都で、学生時代はバスケット
ボールに励んでいました。銭湯のアルバイト
でサウナの熱波師をしていたので、厳しい環
境下での経験を活かしたいです。右も左も分
からない未熟者ですが精一杯頑張りますので
ご指導よろしくお願いします。

●所属

草加消防署青柳分署

●氏名
          こばやし    ふみや

小　林　史　弥

●自己紹介

　出身は東京の足立区です。中学高校と陸上
競技をしていて種目は100m、200mを専
門としてやっていました。趣味はアニメや
YouTubeを見たり、体を動かすことが好き
です。精一杯頑張りますのでよろしくお願い
します。

●所属

草加消防署西分署

●氏名
さかい     まさと

酒　井　将　人

●自己紹介

　趣味はドライブ、サイクリング、キャンプ、
ツーリング、ウインタースポーツなどです。週
末には、友人とラーメン屋を巡るドライブをし
たり、仲間とフットサルをしています。
　入庁後は、冷静な判断を心掛け、１日でも早
く戦力になれるよう頑張りますので、よろしく
お願いします。

●所属

草加消防署消防第1課

●氏名
やすま     まさき

安　間　雅　輝

●自己紹介

 川口市在住で、草加南高等学校出身です。
小学校では野球、中学でテニス、高校では陸
上の中距離をやっていました。趣味はアニメ
の鑑賞とトレーニングです。陸上で培った体
力を活かして訓練についていけるよう頑張り
ます。

●所属

草加消防署消防第２課

●氏名
こじま      かつや

小　嶌　勝　也

●自己紹介

　中学、高校と剣道部に所属していました。
趣味は釣りと水泳です。海や川、プールなど
水辺ばかり遊びに行ってます。
　これから肉体的にも精神的にも消防士とし
てしっかり出来るよう努力していきたいで
す。

●所属

草加消防署西分署

●氏名
           きわた    ゆうせい

木　綿　遊　世

●自己紹介

　神奈川県出身で、5歳の時に草加市に引越
してきました。小学校１年生から高校3年生
までサッカーを一筋にやってきました。
　趣味は漫画を読むことと運動をすることで
す。入庁後は、高校生の頃よりも責任感を持
ち、気持ちを切り替えて全力で頑張ります。

●所属

草加消防署青柳分署

●氏名
           きしだ          せい

岸　田　　　聖

●自己紹介

　八潮市に住んでいます。草加南高等学校出
身で、バスケットボール部に所属しておりま
した。バスケットボールは小学校から12年
間続けてきました。趣味はランニングやト
レーニングです。
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・どこがどのように辛い？

・かかりつけ医はある？

・持ち物の用意をお願いしたい

● 草加八潮消防組合議会が開催されました
主な内容は、以下のとおりです。

◆　令和３年第１回定例会（３月２９日）
　予算１件（令和３年度一般会計）、条例５件及び委員会提出議案１件が審議され、

いずれも原案可決となりました。

◆　令和３年第１回臨時会（５月２８日）
　財産の取得５件が審議され、いずれも原案可決となりました。

● プレアライバルコールを開始しました
　プレアライバルコールとは、救急隊が現場でスムーズに

活動を行い、傷病者を病院へ搬送するまでの時間を短縮す
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　救急車を要請した際に、救急隊から通報者や関係者の

皆さんに折り返しの連絡をする場合がありますので、

ご理解ご協力をお願いいたします。

新体制

令和３年度も草加八潮消防組合を

よろしくお願いします

令和３年度の主な施策
　■消防車両の購入（計４台）
　　（消防ポンプ自動車、はしご自動車、高規格救急自動車２台） 3 億 5,046 万 1,000 円
　■八潮市消防団の消防ポンプ自動車の購入（１台） 1,527 万 8,000 円
　■草加消防署（消防局機能含む）建設基本設計・実施設計委託（令和３年度分）

8,380 万 0,000 円
　■草加市消防団機械器具置場建設工事費 4,209 万 5,000 円
　■草加・八潮市内小中学校のＡＥＤ整備 1,471 万 0,000 円
　■（仮称）八潮消防署南分署建設基本計画策定業務委託（一式） 572 万 0,000 円

予算額 構成比率歳 入 内 訳

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

組　合　債

歳 入 合 計

財産収入・寄附金・
繰越金・諸収入

３７億７，６５３万０，０００円
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２３５万７，０００円

９２２万３，０００円
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９１．２９％

０．０８％

０．０６％

０．２２％

８．３５％

１００％

予算額 構成比率歳 出 内 訳

議　会　費

総　務　費

消　防　費

公　債　費

予　備　費

歳 出 合 計

１２８万４，０００円

６，０１６万０，０００円

３９億２，３６１万３，０００円

１億４，６６６万７，０００円

５００万０，０００円

４１億３，６７２万４，０００円

０．０３％

１．４５％

９４．８５％

３．５５％

０．１２％

１００％

分担金及び負担金
９１．２９％

その他　８.７１％■歳入 ■歳出 その他　５.１５％

消防費
９４．８５％

　この度、草加八潮消防組合の消防長に就任いたしました
冨田でございます。
　草加市・八潮市の市民の皆さまには、平素から消防行政
に対して、格別のご理解とご協力を賜り、心から感謝を申
し上げます。
　市民の皆さまが、安心に暮らせる安全なまちづくりの実
現に向け、当消防局では、精強な救助隊・消防隊の育成、
救急活動体制の強化、火災予防対策の充実強化、地域防災
力のより一層の向上等の施策に全力で取り組んでまいりま
す。
　また、過去の災害や教訓、歴史に学び、全職員とともに
英知を結集し、職務に精励して、多くの市民の皆さまに信
頼される組織にしてまいりたいと考えておりますので、当
消防局の消防行政運営に対するご支援とご協力をよろしく
お願いいたします。

草加八潮消防組合　
消防長　冨田　忠彦

令和３年４月１日、
草加八潮消防組合に
新消防長が就任しま
した。
『SLAM DUNK』と
『黒子のバスケ』を
こよなく愛するバス
ケットマンです。

令和３年度　一般会計予算の概要
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