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Save a life. Save the Earth.

消火器のトップメーカー㈱初田製作所 代理店
各種消火器、消防設備工事及び保守点検一式

有限
会社

相模原市中央区清新6-17-21　TEL（042）773-2611㈹　FAX（042）773-2623

　会員の皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお喜

び申し上げます。

　今年度6月の定例総会後に理事皆様のご推挙をいただ

き、八木前理事長の後任として、公益社団法人 相模原市

防災協会の理事長に就任いたしました。

　微力ではございますが会員の皆様のご意見ご協力を賜り

ながら、当協会の発展に努力して参りたいと存じますので、

どうぞ宜しくお願いいたします。

　当協会は、火災や地震等による災害から相模原市民の生活を守るため、前身の任意団体である相模

原市防災協議会を発展的に解消し、平成9年4月24日に社団法人相模原市防災協会として発足しま

した。その後、新公益法人制度改革に伴い、平成24年4月1日からは公益社団法人に移行し、より

公益的な法人として、火災、地震等の災害から相模原市民の生活を守るため、市民及び事業所関係者

の防災に係る意識、知識及び行動力の向上並びに防災体制の強化促進に資する事業を行い、災害に強

いまちづくりを推進し、社会公共の安全及び福祉の向上に寄与することを目的として活動しています。

　当協会はおかげさまで、設立20年を迎えることができました。そして、「平成から令和へ」新し

い時代の幕開けとなり、これからも地域防災力の充実強化に向けてさらに頑張ってまいりますので、

よろしくお願い申し上げます。

　皆様のご理解とご支援をお願い申し上げ、ご挨拶といたします。

　　　　令和元年6月13日　　　　　　　

理事長　　大　谷　新一郎

理事長就任に際して

各事業のご紹介
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　令和元年4月18日（木）、25日（木）、26日（金）、消防指令センターで新入社員防災研修会

を開催しました。この研修会は、会員事業所の新入社員を対象として、火災予防の知識及び救命活動

等の技術を習得し、事業所の防災体制の強化を図ることを目的として、年度当初に実施しています。

　3日間で39事業所から102名の方が参加されました。研修会参加者の中から、3名の方に感想

をいただきましたので御紹介させていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○日本山村硝子株式会社　東京工場　　今成　翼さん

　先日は新入社員防災研修会に参加させていただき大変有意義で良い経験をさせていただきました。
研修会の中で消火器や消火栓を実際に使い消火訓練や火災現場に居合わせたことを想定して消防署の
人に状況を伝える通報訓練を行いました。その他にも救命救護訓練を行い、心肺蘇生法とＡＥＤの取
り扱い方について学びました。私は以前にも講習を受けたことがありましたが、訓練をしていないと
いざという時に正確な救命救護対応ができないため、繰り返し訓練して身に付けることが重要だと感
じました。
　胸骨圧迫と人工呼吸をする人やＡＥＤを操作する人、救
急車を呼ぶ人など、その場に居合わせた人と協力し、冷静
に行動することの大切さ！救急車が到着するまでの時間で
自分にどのような行動ができるのかが、救命の確率を上げ
る上で重要なことを今回の研修で学ぶことができました。
研修会に参加してたいへん良かったと思います。防災協会
ならびに消防署員の皆さまには大変お世話になりお礼を申
し上げます。

○大和製罐株式会社　東京工場　　小野　瑞希さん

　４月末日、新人社員防災研修会に参加させていただきました。内容としましては、午前中の研修が
火災や地震に関連する内容で、午後は救命に関連する内容であり、どれも実用的な内容でした。その
中でも、特に勉強になった内容は通報訓練と救命入門コースの二つの講習です。
　通報訓練では、職場で火事が発生したことを想定し、通報を行う体験をさせていただきました。通
報を受け取る方は過去に指令センターで働かれていた方であり、講習を通して、実際に１１９にかけ
た際のやり取りを具体的にイメージできました。
　救命入門コースでは、実際に人形に心肺蘇生を施しながら学びました。胸骨圧迫を行う疲労や、死
戦期呼吸、ＡＥＤの使用方法等、多くのことを学ばせていただきました。
　今回の経験を通じて、研修前よりも、実際の場面に遭遇した際に落ち着いて対処することができる

　令和元年4月18日（木）、25日（木）、26日（金）、消防指令センターで新入社員防災研修会

を開催しました。この研修会は、会員事業所の新入社員を対象として、火災予防の知識及び救命活動

新入社員防災研修会の開催新入社員防災研修会の開催

制服・作業服・帽子・防寒衣・防火服・防災用品・消防防災機器・その他関連用品

本社／〒252-0332 相模原市南区西大沼１－６－６

TEL 042-753-7531　FAX 042-753-7538
e-mail:info@kantoukoike.co.jp　  ・ 環境生活文化機構会員

株式会社 関東小池

各事業のご紹介
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ようになったと思います。相模原市防災協会の皆様、誠にありがとうございました。

○ＪＡ神奈川県厚生連相模原協同病院　医事課　　小泉　明洋さん

　この度は、貴重な体験をさせていただきありがとうございました。消火器の使用や震災体験車など
日常では体験できないものばかりで当初防災というものは専門色の強い分野だと思っていましたが、
防災とは私達の日常生活・身近なところ、あらゆる場面でごく普通に存在しているものだと感じました。
　その感覚に今回学習した知識やノウハウを活用して、まずは自分の生活圏内を総点検して、実践し
ていきたいと思います。
　そして、その防災意識を私の周りに少しずつでも広げて
いくことで、有事の際には減災に結びつくように努力して
いきたいと思います。
　初期救命に関しては自分が勤務している場所は病院なの
で有事の際でも誰かがなんとかしてくれるだろうと考えて
おりましたが、研修を通して迅速な対応で一人の命を救う
ことができる可能性があるということを学び、その場に居
合わせた時は「当事者」の一人として責任ある行動を心が
けようと感じました。

搬送訓練 修了証の交付心肺蘇生・AED取扱い訓練

震度体験 煙体験消火器取扱訓練

消防・防災のことならまず相談!!

消火設備・火災報知設備
避難設備・非常放送設備

設計施工
保守点検

〒252-0318
相模原市南区上鶴間本町4-48-18

（042）744-4167㈹
（042）744-4169　

消火栓設備工事設計施行

神奈川県県営水道登録工事店

相模原市指定下水道工事店

相模原市中央区中央6丁目10の26

㈱ 今 井 水 道
代表取締役　今 井 寿 幸

電話　相模原 （042）752-5234・5235

各事業のご紹介各事業のご紹介
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　6月19日（水）、神奈川県立かながわ労働プラザ（横浜市中区寿町）において、令和元年度一般

社団法人神奈川県危険物安全協会連合会（県下24の地区協会で構成）の表彰式が行われました。こ

の表彰は、危険物の保安管理の推進等に貢献し、災害防止に努められた業績を称えるもので、当協会

からは、次の事業所及び個人が受賞されました。

［優良危険物事業所］

尾崎理化株式会社

株式会社ナガイ

日本電子工業株式会社相模原工場

相模原市南清掃工場

株式会社章栄石油

［地区協会功労役員］

小川　喜平

　　　　　　　　　　　　　　※敬称略、順不同

受賞された皆様におかれましては、誠におめでとうございます。

　令和元年6月13日（木）、市民会館において令和元年度定時社員総会を開催いたしました。

　平成30年度事業報告・決算及び役員選任の件等について審議を行い、議案全てが承認されました。

　また、令和元年度事業計画、令和元年度収支予算等について報告を行い了承されました。

　詳細については、当協会ホームページにて公開しておりますので、ご覧ください。

　http://www.sdpa.or.jp　

定 時 社 員 総 会 の 開 催

消防用設備等の工事並びに保守点検

建設業許可

神奈川県知事許可（般－7）25219号　消防施設工事業
本　社 〒252-0336

相模原市南区当麻1，122－3

電話  042－777－5816 ㈹

FAX 042－777－5818　

E-mail : tokosyoukai@jcom.home.ne.jp

相模原市中央区横山台2-34-19　TEL（042）753-2828（代表）　FAX（042）752-9898

設計・施工からメンテナンスまでお気軽にご相談ください。

消 防 設 備　 防 災 用 品　 防 犯 設 備

システムから皆様の生活を支援します。
暮らしに安心と安全を

一般社団法人神奈川県危険物安全協会連合会表彰式

各事業のご紹介各事業のご紹介
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【お気軽にご相談下さい】

〒252-0321

相模原市南区相模台6-17-20

電話　042-744-4968

FAX　042-744-4924

mail：

akita@mx6.ttcn.ne.jp

消防用設備等工事

法 令 点 検

防 火 対 象 物 点 検

防 災 用 品 ・ 標 識

防犯セキュリティシステム

一 般 電 気 工 事

太陽光ソーラーシステム

　6月13日（木）、相模原市民会館において、多年にわたり施設の安全管理と社員の保安教育に努

め、災害防止にご尽力された事業所及び個人を表彰しているもので、令和元年度の受賞者は次の方々

です。

　受賞された皆様におかれましては、誠におめでとうございます。

受 賞 事 業 所 所 属 団 体 名

有限会社大谷商会 神奈川県石油商業組合　相模原支部

株式会社三越伊勢丹　伊勢丹相模原店
相模原市サービス事業等　防火管理研究会

小田急相模大野　ステーションスクエア商店会

東横化学株式会社関東支社　相模原事業所 公益社団法人　神奈川県ＬＰガス協会相模原支部

ＡＧＣマテックス株式会社
相模原市工場防火管理研究会

株式会社ニムラロジテック

北里大学病院
公益社団法人　相模原市病院協会

森下記念病院

株式会社河本総合防災 相模原市防災設備協同組合

株式会社祥和工務店
一般社団法人相模原市建設業協会

大同工業株式会社

上田名幼稚園 一般社団法人　相模原市幼稚園・認定こども園協会

株式会社テージーケー城山工場 津久井危険物防災研究会　城山・津久井支部

津久井振興株式会社
津久井危険物防災研究会　相模湖・藤野支部

中央産業販売株式会社　セルフ相模湖給油所

社会福祉法人　相模福祉村　特別養護老人ホーム　縁ＪＯＹ
一般社団法人相模原市高齢者福祉施設協議会

社会福祉法人清菊会　特別養護老人ホーム　清菊園

株式会社清和サービス

公益社団法人　相模原市防災協会株式会社東横イン　ＪＲ横浜線相模原駅前

ミヤコ陸運株式会社

受　　賞　　者 所 属 団 体 名

有限会社小川石油 小川美智男 神奈川県石油商業組合　相模原支部

株式会社トッパンパッケージプロダクツ相模原工場 今福　　崇
相模原市工場防火管理研究会

三菱重工株式会社相模原製作所 高岩　映善

有限会社ポテトプロパン 清水紘二郎 公益社団法人　神奈川県LPガス協会　相模原支部

学校法人古木学園　認定こども園相模林間幼稚園 古木　大悟 一般社団法人　相模原市幼稚園・認定こども園協会

【優良事業所】 （敬称略）

【優良個人】 （敬称略）

令和元年度公益社団法人相模原市防災協会表彰

各事業のご紹介各事業のご紹介
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自衛消防隊員研修会の開催
　令和元年度自衛消防隊員研修会を、令和元年5月28日（火）、

29日（水）、30日（木）の3日間、消防指令センターで実施

して、24事業所から67名の参加をいただきました。

　この研修会は、自衛消防隊員となる従業員の皆様を対象として

実施しているもので、火災予防に関する知識、消火技術等を習得

していただき、事業所の自衛消防力の強化を図ることを目的とし

ています。

　研修内容は、水消火器、屋内消火栓を使用した初期消火訓練や、

119番通報訓練装置を用いた通報訓練、煙体験ハウスの避難訓

練、起震車での震度体験、応急担架を使用した搬送訓練など、体

験型の訓練内容を中心に実施した後、大地震発生時に火災が発生

したという想定訓練を行いました。訓練で得られたものを各事業

所で活かしていただければ幸いです。

　なお、参加した感想を、医療法人悠心会　森田病院の参加者3

名にいただきました。

◯医療法人悠心会　森田病院　　看護部　秋元　誠さん、桐山　真弓さん、　事務　岩田　尚美さん

　自衛消防隊員研修に参加させていただき、起震車や消火器、消火栓の取扱い訓練、煙体験と貴重な
体験をさせていただきました。
　講義では「首都直下型地震がいつ起きてもおかしくない」ということを改めて感じたと同時に、防
災対策ができているか考えるきっか
けになりました。
　訓練では各班に分かれ、大地震に
よる火災を想定した救助訓練を行い
ました。混乱して誤った情報収集を
してしまいましたが、実際の災害時
は、焦らず適切な行動を取れるよう
に心がけたいと思います。
　今回、職場の訓練とは違い、多く
の体験をしたことで、防災に対する
意識が変わりました。研修で学んだ
体験を無駄にせず、今後も防災に対
する意識を持ち続け、他職員にも伝
えていきたいと考えています。

各事業のご紹介各事業のご紹介
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社会福祉施設等防火実務研修会の紹介
　令和元年６月１１日（火）消防指令センターで、社会福祉施設、有床診療所等、要援護者が入所、

居住する施設の職員を対象とした、防火に関する実務研修会を開催しました。

　特に、夜間、休日などの少人数勤務の際に、万一火災が発生した場合、何を優先して行わなければ

ならないかが重要となってきますので、いざというときの対応を踏まえた研修内容としております。

★研修会の内容★
１ 過去に発生した社会福祉施設等の火災事例について

２ 緊急時の要援護者搬送訓練

（身近な物品を使用して救出・搬送、ベッドからの搬出、階段での搬送方法等）

３ 心肺蘇生法(胸骨圧迫)、ＡＥＤの取扱い訓練

４ 深夜の施設における火災対応訓練

（自動火災報知設備、１１９番通報、火災通報装置、初期消火活動、避難救出要領等）

ベッドからの搬送 避難誘導、救出要領心肺蘇生、ＡＥＤの取扱い

第３６回自衛消防隊消火競技会について
　事業所における、自衛消防隊員の初期消火技術の向上と士気の高揚を図ることを目的として、第

36回自衛消防隊消火競技会を次のとおり開催いたします。

第３６回自衛消防隊消火競技会について

１　開催日時

　　令和元年１０月１０日（木）　午前９時００分から午後１時３０分まで

２　会　　場

　　相模原市中央区弥栄３丁目「淵野辺公園隣接地」

３　競技内容

　（１） 消火器及び通報の部

　（２） 屋内消火栓（２号）の部

　（３） 屋内消火栓（１号）の部

☆　昭和の時代から続いている競技会です。令和元年ぜひ、ご参加をお待ちしております。

お知らせお知らせ
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住宅用火災警報器等、消防設備に関するご相談は当組合へ！

相模原市防災設備協同組合
事務局　〒252-0318　相模原市南区上鶴間本町4-48-8

TEL  042-740-1222　　FAX  042-744-4169

㈱岡　本　商　会

㈲ススム消防設備

東　京　消　設㈱

㈱ 見 上 防 災 設 備

㈲初　田　商　会

㈲防　災　電　設

㈱カ　ワ　ゾ　エ

㈱ ト　ー　 タ　 ス

南区双葉1-5-1
TEL042-744-0558

中央区田名塩田4-17-9
TEL042-777-6388

南区上鶴間本町4-48-18
TEL042-744-4167

南区御園1-11-23
TEL042-742-5494

中央区清新6-17-21
TEL042-773-2611

緑区名倉3149
TEL042-687-4264

南区若松3-47-15
TEL042-744-3145

中央区淵野辺4-15-21-102
TEL042-707-7115

相 模 設 備 工 業 ㈱

㈲セーフティワン

㈱東　弘　商　会

㈱日本防災センター

㈱河 本 総 合 防 災

㈲時　田　防　災

㈱ ア　　 キ　　 タ

㈲相模共栄防災設備

中央区横山台2-34-19
TEL042-753-2828

中央区清新2-1-6
TEL042-796-8761

南区当麻1122-3
TEL042-777-5816

南区上鶴間8-16-11
TEL042-744-2670

中央区鹿沼台2-1-3
TEL042-752-6121

中央区清新5-4-7
TEL042-772-5718

南区相模台6-17-20
TEL042-744-4968

緑区大島2885
TEL042-762-0880

熱中症にご注意ください！！
【熱中症による（疑い含む）救急搬送の状況】
　昨年（平成30年）は、最高気温38℃を記録するなど猛暑が続き、市内において救急搬送された

方が456人と、5月から9月までの間における過去最多を記録しました。

まだ身体が暑さになれていない時期の蒸し暑い日や真夏の気温の高い日に、熱中症で救急搬送される

方が多くなる傾向があります。

【熱中症とは？】
　温度や湿度が高い中で、体内の水分や塩分（ナトリウムなど）のバランスが崩れ、体温の調節機能

が働かなくなり、体温上昇、めまい、体のだるさ、ひどいときにはけいれんや意識の異常など、様々

な障害をおこす症状のことです。

家の中でじっとしていても、室温や湿度が高いために、体から熱がにげにくく熱中症になる場合があ

りますので、注意が必要です。

【熱中症予防のポイント】
・部屋の温度をこまめにチェック！

・のどが渇かなくてもこまめに水分の補給を！

・無理をせずに適度な休憩を！

【熱中症の応急手当】

・涼しい場所や日陰のある場所へ移動させる。
・衣服を緩め、体を冷やす（首筋・わきの下・太もものつけねなどを冷やすと効果的です）
・自分で飲めるようであれば、スポーツドリンク、塩分と糖を含んだ飲料水を飲ませま

しょう。
※ただし、自分で水が飲めない、意識がない、全身のけいれんなどがある場合は、すぐに
救急車を呼びましょう！！

熱中症にご注意ください！！

お知らせお知らせ
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令和元年度 相模原市総合防災訓練令和元年度 相模原市総合防災訓練令和元年度 相模原市総合防災訓練
日　時　　令和元年９月１日（日）午前１０時から午前１１時３０分まで

　　　　　※防災フェア（展示・体験）は、午前９時から正午まで

場　所　　相模総合補給廠一部返還地（相模原市中央区）

相模原市地域防災計画に基づき、大規模地震災害発生時における迅速かつ

円滑な災害応急対策の実施等を目的として、「令和元年度相模原市総合防災

訓練」を実施します。

この訓練は、市民、防災関係機関等と連携、協力し実施するもので、

どなたでもご自由にご参加・ご見学いただけます。

いざという時に自分の身を守り、大切な人を守るためにはどのように行動

すべきかを、防災訓練を通して、考えてみましょう。

【主な訓練内容】

１．さがみはら１分間行動訓練

２．市民訓練

３．救出救助・消火訓練

４．医療救護訓練

５．救護所運営訓練

６．ライフライン復旧訓練

７．緊急交通路確保・

　　道路啓開訓練

７．災害ボランティア訓練

８．航空機訓練　　　　など

※このほか防災フェアではさまざ

まな展示・体験ができるコー

ナーをご用意しています。

【注意事項】

訓練会場には駐車場がありませ

んので、公共交通機関等でのご来

場をお願いいたします。

JR相模原駅北口徒歩５分

【お問合せ】

　相模原市危機管理局

　緊急対策課

　TEL：042-707-7044

お知らせ


