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2020年 6月号（4）

～草加市・八潮市を共に守る仲間を募集～
消防職員採用試験（令和３年４月１日採用予定）

◆ 採用試験の御案内

採用予定人数

申込方法

持参の場所

郵送の場合

第１次試験

５名程度 ７月２０日（月）から
８月　７日（金）まで受付期間

持参又は郵送のいずれかにより、募集要項記載の必要書類等を提出

・提 出 先　埼玉県草加市神明２丁目２番２号　　草加消防署３階総務課

・受付時間　９時００分から１７時００分まで（土日祝日を除く）

　※　代理持参不可

・送付先
　　〒340-0012　埼玉県草加市神明２丁目２番２号
　　草加八潮消防組合　消防局総務課人事経理係
・送付方法
　　角形２号封筒の表に「採用試験申込」と朱書きし、簡易書留又は特定記録
　郵便で送付してください。
・期間内必着

日時　令和２年９月２０日（日）
会場　草加八潮消防組合　八潮消防署

※　募集要項及び採用試験申込書は、草加八潮消防組合の各施設又は当組合ホームページにて取得できます。

◆ 職員募集案内ホームページ掲載中！

　草加八潮消防組合の概要や特色、消防の業務、先
輩職員の声、求める職員像など様々な情報を掲載し
ています。
　消防士になるのが子供の頃からの夢だった方、人
の命を救いたいという熱い気持ちを持っている方、
体力には自信がある！という方、ぜひ採用試験に申
し込んでください。熱く楽しく共に働く仲間を待っ
てます！

● 組合ホームページ
　https://soka-yashio119.jp

消防局総務課人事経理係
ＴＥＬ：048－924－2112
ＦＡＸ：048－924－8338
e-mail：soumu@soka-yashio119.jp

職員採用に関する
お問い合わせ

QR コード▶

　消防を身近に感じてもらいたい！消防士を目指しているあなたの参考になったらいいな！
とゆー思いから、前回バズッた？梶原くんに続き、今回皆さんにご紹介するのは、入庁３年目、
総務課の倉島くんです！事務方です！この若さでスーツを着こなすオシャレさんです！ちなみに
オシャレのお手本は直属の先輩だそうです。
　では、さっそく倉島くんにインタビューしてみたいと思います。

消防士にはこんな人もいるよ消防士にはこんな人もいるよ

倉島くん：中学生の頃、たまたま通りかかった火災現場での消
防隊の活動風景がかっこよくて、ずっと忘れられず、
気が付いたら消防士を志していました。

記　　者：王道のきっかけですね～。
では、消防士になって感じたことはどんなこと？

倉島くん：上司や先輩に教わった技術はどれも一朝一夕ではも
のにできず、毎日訓練を繰り返し行い現場で使える
ものに仕上げることは、とてもやりがいのあるもの
でした。

（２面につづく。）

後方にいる先輩達に気を遣い
本気の“ジョジョ立ち”ができない倉島くん

☝スーツを着こなす倉島くん☝

☜ 笑顔が素敵な倉島くん

消防士を目指したきっかけは？
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草加八潮消防組合議会が開催されました

◆ 令和 2年第 1回定例会（3月 27日）
　 予算 2 件、条例 4 件、監査委員の同意 1 件、公平委員会委員の同意 1 件及び議員提出議案

1 件が審議され、いずれも原案可決、同意となりました。
◆ 令和 2年第 1回臨時会（5月 22日）
　 規約の変更 1 件、財産の取得 4 件が審議され、いずれも原案可決となりました。

　キャンプやＢＢＱ（バーベキュー）が最近人気ですが、普段使用しないものを使う時は、設定や慣れな
い操作、普段調理しない人が使用することで、思わぬ事故や火災につながる危険があります。

倉島くん：また、去年から総務課に所属し経理を担当していま
すが、毎月期限が決まっている支払いなど、正確さ
を求められる仕事がほとんどですので担当間での
ホウレンソウ（報告・連絡・相談）はとても大事な
ものだと感じています。

記　　者：お金を扱う仕事は神経がすり減りますよね。
　　　　　何か仕事の疲れを癒す方法は？
倉島くん：趣味のゲームや映画鑑賞をしたり、歌うのが好きな

ので友達を誘ってカラオケに行きます。
記　　者：確かに！忘年会での“髭男”めっちゃ上手かったです！
　　　　　では、最後に未来の消防士へのメッセージをお願い

します！

◆２台並べたカセットコンロに鉄板を置いて焼きそばを調理。カセットボンベが加熱
され、爆発して１５人が負傷した。

　▶コンロのボンベ部分を覆うような調理器具は使用しないでください。
また、必ず製品の取扱説明書を読んで正しく使用してください。

◆スクリーンタープの中で整備不良のコンロ（燃料はホワイトガソリン）
をトーチバーナーで炙ったところ、コンロから炎が上がりスクリーン
タープの一部が燃えた。

　▶スクリーンタープやテント内での火の取扱いは非常に危険です。また、
道具のメンテナンスを怠らず、正しい取扱方法で使用してください。

◆テントのキャノピー（ひさし）の下で炭火のＢＢＱコンロを使用し食事
をしていた。その後テント内にいたところ一酸化炭素中毒を発症した。

　▶一酸化炭素中毒の症状は頭痛、吐き気、めまい（眠気）等があり、最悪の場合は死に至る恐ろしい
ものです。テントの１面だけを全開にしても換気は十分に行われません。室内の全ての空気を入れ
替える必要があります。　多くの方が消防士の仕事といえば、消防、救急、救助現場での活動を想像すると思いますが、消

防の仕事はそれだけではありません。災害の被害を最小限に抑えるには何ができるのかを考えて、

消防設備を見直したり、消防車を購入したり、消防資機材を整備・更新することも立派な消防の仕

事です。未来の消防士になる皆さんにも消防には色々な業務があり、その一つ一つが重要であり、

どれか一つでも欠けてしまったら消防は成り立たないことを知っていただき、消防士になったとき

には、縁の下の力持ちである事務の仕事にも興味を持っていただきたいです。

未来の消防士へのメッセージ

記者の
感想

キャンプやＢＢＱでの火災・事故をなくそう！

　縁の下の力持ちとして現場の職員を支えている倉島くん！若いうちは現場
で活躍したいという気持ちもあると思いますが、前向きに今の業務に取り組
んでいる姿はとてもスマートです！これからも倉島くんの活躍に期待したい
と思います！

☝職場の先輩たちとＢＢＱ ☝

☝直属のオシャレ先輩がこの中にいます
▲燃えたスクリーンタープ内部

令和2年度　一般会計予算の概要

令和２年度の主な施策

■ 消防車両の購入（3 台） 2 億　132 万 7,000 円

■ 草加市消防団及び八潮市消防団の消防ポンプ自動車の購入（各１台） 4,223 万 9,000 円

■ 高機能消防指令システム部分更新機器の購入（一式） 1 億 8,384 万 9,000 円

■歳入 その他 8.61％

分担金及び負担金
91.39％

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

36億8,230万1,000円

370万6,000円

70万2,000円

3億3,360万0,000円

40億2,903万2,000円

予算額

91.39％

0.09％

0.02％

8.28％

100％

構成比率歳入内訳

財産収入・寄附金・
繰越金・諸収入 872万3,000円 0.22％

219万0,000円

3,861万2,000円

38億8,902万2,000円

9,420万8,000円

500万0,000円

40億2,903万2,000円

予算額

0.05％

0.96％

96.53％

2.34％

0.12％

100％

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

■歳出

消防費
96.53％

その他 3.47％

火災・事故事例
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