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令和元年度　全国統一防火標語

ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心

〒252-0239　
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相模原市防災協会 検索

パソコン、タブレット、
スマホでご覧になれます

令和2年　防災講演会　
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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

新年　明けましておめでとうございます。

令和2年の輝かしい新春を迎え、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。

会員の皆様におかれましては、日ごろより、協会の運営などに多大なるご支援やご協力を

いただいておりますことに、心より感謝申し上げます。

お陰を持ちまして、当協会の事業運営は順調に実施することが出来ております。

今後とも、会員の皆様とともに力を合わせ、「災害に強いまちづくり」の推進に貢献して

いきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

さて、昨年を顧みますと、8月の九州北部豪雨や12都県に大雨特別警報が発表された台

風19号による大雨災害、また、暴風災害となった台風15号など、かつて経験したことの

ないような被害が発生し、本市でも甚大な被害が発生しました。　

こうしたことから、多様化する災害への備えはますます重要となっており、当協会の担う

使命の重さを改めて深く認識いたしたところであります。

今後も地域に密着した公益性の高い事業を展開し、市民・事業所・行政が連携した地域防

災力の向上を推進していけるよう取り組んでまいりますので、ご支援ご協力をよろしくお願

いいたします。

結びに、本年が災害の無い穏やかな一年となりますことと、皆様のますますのご多幸とご

健勝をご祈念申し上げまして、年頭の挨拶とさせていただきます。

新年のご挨拶

災害に強いまちづくり

理事長　大 谷 新一郎
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新年明けましておめでとうございます。

明るく希望に満ちた令和2年の新春を迎え、公益社団法人相模原市防災協会会員の皆様に

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

皆様には、日頃から本市消防行政に対しまして、ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げ

ます。

令和元年を振り返りますと、近年の気候変動により大型化する台風が全国各地で猛威を振

るう中、台風第19号が東日本の広範囲に甚大な被害をもたらし、本市においても緑区を中

心に多くの人命と貴重な財産が失われました。

消防局といたしましても、災害に対する備えを更に盤石なものとし、相模原72万市民の

生命、身体及び財産を守るため、施設及び装備の充実、火災予防思想の普及啓発、救急救命

体制の充実などの施策を進めるとともに、職員一人ひとりの知識及び技術の向上を図り、さ

らなる消防力の強化に取り組んでいるところでございます。

しかしながら、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりは、市民、事業所そして行政が

一体となって取り組むことが重要であり、この橋渡し役の担い手である公益社団法人相模原

市防災協会の果たす役割はますます大きなものとなっております。

会員の皆様におかれましては、各事業所の防火・防災体制の充実強化に努められますとと

もに、今後も消防行政にご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

結びに、公益社団法人相模原市防災協会のますますのご発展と会員の皆様のご健勝を心か

らご祈念申し上げ、新年の挨拶といたします。

新年のご挨拶

安全で安心して暮らせる都市
さがみはらをめざして

相模原市消防局長　青 木　　浩
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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

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

防災講演会を開催しました防災講演会を開催しました
恒例の防災講演会を、阪神・淡路大震災の発生から25年目となる「防災とボランティアの日」

1月17日（金）に、杜のホールはしもとで開催しました。

今回は、総務省消防庁国民保護・防災部長の小宮大一郎氏をお迎えして、近年、全国各地で頻発し

ている地震、大雨等による災害対策やＴＯＫＹＯ2020を控えてのテロ対策など、変わりつつある

防災対策について講演いただきました。

多くのご来賓や会員事業所の皆様、そして市民の皆様のご参加をいただき、盛大に開催することが

出来ましたことと、熱心にご聴講いただきましたことにつきまして、心より感謝を申し上げます。

これを契機として、これからの防災対策に肝要な研修や訓練を実施してまいりますので、会員の皆

様のご参加をよろしくお願いいたします。

森副議長あいさつ 小 宮 講 師
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お知らせ
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【問い合わせ】　相模原市消防局　危険物保安課　　　
０４２-７５１-９１３６（危険物班）　　

相模原市消防局からのお知らせ

消防法が改正され、令和２年２月１日から次のとおり施行されます！
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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

お知らせ

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

相模原市消防局からのお知らせ

長期の保管は事故のもと！！
使用していない高圧ガス容器はありませんか？

　長期間保管している高圧ガス容器は、腐食等による破裂やガスの漏洩のほかに、盗難や紛

失に繋がる恐れがあります。これらの容器を発見した場合は、速やかに販売店に返却するよ

うにしてください。

【問い合わせ】　相模原市消防局　危険物保安課  　　　　
０４２-７５１-９１３７（ガス･火薬保安班）

【事故事例】長期保管した酸素容器の破裂

（２０１６年５月　長崎県）

　魚市場内で酸素容器が破裂し、付近の従業員

４名が負傷、天井パネルの一部が落下し、軽ト

ラックのフロント部分が大破した。破裂した容

器は２つに分かれ飛散し、片方は３０ｍ以上離

れた場所で発見された。当該容器は、いけすへ

の供給用として１０年以上前から接続されたま

まであり、塩水などによる腐食が破裂の原因と

して疑われている。
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お知らせ

相模原市防災協会の正会員団体様のご紹介コーナー

『神奈川県石油商業組合相模原支部』

　当組合は、相模原市で石油製品販売を営む、36の事業所で構成されています。

　地域社会への貢献活動として、ガソリンスタンドに「かけこみ110番」が設置されてお

ります。「こまったときは、いつでもおいで」を合言葉にガソリンスタンドを緊急避難場所

として活用していただく運動です。

　また、「災害時の徒歩帰宅者支援に関する協定」を神奈川県・相模原市と締結しており、

大規模災害発生時に可能な範囲で、徒歩帰宅者に「一時休憩所として飲料水・トイレの提

供・情報提供」などを行います。

　ガソリンをはじめとした石油製品は、私たちにとって大切なライフラインです。災害時、

一日も早く石油製品を地域の皆様に安定供給できるよう努力してまいります。

神奈川県石油商業組合 相模原支部 事務局　０４２-７５８-００３９

神奈川県石油商業組合相模原支部

　支部長　小川美智男

『相模原市印刷広告協同組合』

※新たに『 相模原市防災協会の正会員様のご紹介コーナー 』が始まりました。

第2回目は、【神奈川県石油商業組合 相模原支部】様と【相模原市印刷広告協同組合】様です。

今後も順次ご紹介してまいりますので、よろしくお願いいたします。

相模原市印刷広告協同組合

代表理事　長田　功

　当組合は、印刷・製本業を営む25社で構成された事業協同組合です。

　多種多様な印刷業務に対応するため、25社がそれぞれ得意とする分野で、企画、提案か

ら製品完成に至るまで責任を持って業務に取り組んでおります。

　組合の力を最大限に生かすべく、社会貢献活動には積極的に取り組み、市のアダプト制度

を利用した緑化事業の推進や、無料の広報誌作成の講習会の開催など長く活動を続けていま

す。

　また、防災に関しては相模原市と災害協定を結び、災害時に広報誌等の印刷物の発行に迅

速に対応できる体制を整えております。

　これからも、受け身の印刷業にとどまらず、情報サービス業としての役割を担い、新しい

分野にチャレンジする努力を怠らず、地域に密着したサービスの提供に努めてまいります。

相模原市印刷広告協同組合　０４２-７７６-６１００
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お知らせ

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

相模原市消防局からのお知らせご存じですか？

消防団協力事業所表示制度
消防団活動への協力が社会貢献として認められ、その取り組みを広く公表できる制度です。

　事業所の消防団活動への協力が社会貢献として広く認めら

れ、信頼性が向上すると同時に、事業所の協力を通じて地域防

災体制をより一層充実させることを目的とした制度です。「消

防団協力事業所」として認められた事業所は、「消防団協力事

業所表示証」を事業所の社屋等へ表示できるほか、ホームペー

ジや従業員の名刺等に掲載することにより、広く一般に「消防

団協力事業所」として広報することができ、事業所のイメージ

アップにつながります。

相模原市消防団協力事業所

＜表示証＞

□従業員が消防団員として３名以上入団している

□従業員の消防団活動について積極的に配慮している　　

□災害時等における消防団への資機材等の提供など協力をしている

□その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に

寄与している

※上記のいずれかが該当する事業所

（公社）相模原市防災協会では４３事業所が認定されております。

お問い合わせ：相模原市消防局　消防総務課　TEL ０４２－７５１－９１１６

消防団員 絶賛募集中！自分たちの街は
自分たちのチカラで！

表
示
制
度
の
認
定
基
準

募集中
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お知らせ

★研修会の内容★
・応急手当
・心肺蘇生法
・ＡＥＤの取扱い
・救急救命士による救命処置の展示

会員事業所救命研修会（後期）を開催します！！
いざというときのために！ 防災協会からのお知らせ

会員事業所救命研修会（第１回）を開催します！！
いざというときのために！

新入社員防災研修会を開催します！！
自分たちの職場は　自分たちで守る！

★研修会の内容★
・救出救護（応急担架作成、応急手当）
・心肺蘇生法
・ＡＥＤの取扱い

★研修会の内容★
・火災予防と防災管理（講話） 
・心肺蘇生法、ＡＥＤの取扱い
・消火訓練、通報訓練、避難訓練（煙体験） 
・震度体験

募集

募集

募集

相模原市防災協会 検索

ホームページ　http://www.sdpa.or.jp

[お申し込み・お問い合せ先]　公益社団法人相模原市防災協会
電話　０４２－７５３－９９７１
FAX　０４２－７５３－０３７４
Mail　info＠sdpa.or.jp

日　時 　令和２年２月12日（水）、13日（木）、14日（金）のいずれか1日
13時30分～16時30分

場　所 　相模原市消防指令センター４階講堂　（中央区中央2－2－15）
対　象 　会員事業所関係者　各日50名程度募集（先着順）　１月31日（金）〆切
費　用 　無　料
申込み 　「会員事業所救命研修会受講申込書」によりFax又はE-mailで
その他 　・当日の受付は、13時00分から13時20分まで

・受講者には、「応急手当講習テキスト」を配付します。
・実技訓練を実施しますので、運動しやすい服装でご参加下さい。
・駐車場のご用意はありません。
・研修会終了後、「普通救命講習Ⅰ修了証」を交付します。

日　時 　令和２年４月３日（金）　　10時30分～16時00分
場　所 　ボーノ相模大野サウスモール３階　ユニコムプラザさがみはら

（南区相模大野3－3－2）
対　象 　会員事業所関係者　50名程度募集（先着順）　３月23日（月）〆切
受講料 　１名あたり500円（正会員、賛助会員とも、当日受付にて徴収します）
申込み 　「会員事業所救命研修会受講申込書」によりFax又はE-mailで
その他 　・当日の受付は、10時00分から10時20分まで

・受講者には、「応急手当講習テキスト」を配付します。
・実技訓練を実施しますので、運動しやすい服装でご参加下さい。
・駐車場のご用意はありません。
・研修会終了後、「普通救命講習Ⅰ修了証」を交付します。

日　時 　令和２年４月14日（火）、15日（水）、16日（木）のいずれか1日
10時00分～16時00分

場　所 　相模原市消防指令センター　（中央区中央2－2－15）
対　象 　会員事業所の新入社員 各日50名程度募集（先着順）４月３日（金）〆切
受講料 　１名あたり正会員　1，000円　　　賛助会員　2，000円
申込み 　「新入社員防災研修会参加申込書」によりFax又はE-mailで
その他 　・当日の受付は、９時30分から９時50分まで

・受講者には、「応急手当講習テキスト」を配付します。
・実技訓練を実施しますので、運動しやすい服装でご参加下さい。
・駐車場のご用意はありません。
・研修終了後、「修了証」及び「救命入門コース参加証」を交付いたします。

　この研修会は会員事業所の方々を対象として、応急手当の普及啓発を図り、日常はもとより、大規模災害時における事業
所の自主救護能力の向上に資することを目的として開催します。

　この研修会は会員事業所の方々を対象として、応急手当の普及啓発を図り、日常はもとより、大規模災害時における事業
所の自主救護能力の向上に資することを目的として開催します。

　この研修会は、会員事業所の新入社員の方々を対象として、防災に係る意識、知識及び行動力の向上を図り、災害の発生
を未然に防ぐことや、災害による被害の軽減を目的として開催します。



（10）　ぼうさいさんろくご（３４０号）

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

お知らせ

令和２年２～４月分　各種講習会 開催日程
講習内 容 講 習 日 会　　　場 受 付 期 間

防火・防災管理講習（併催） ３月１１日（水）～１２日（木）

ボーノ相模大野

２月１４日（金）のみ※
甲種 防火管理講習 ３月２５日（水）～２６日（木） ３月２日（月）のみ※
防火・防災管理講習（併催） ４月２２日（水）～２３日（木） 【申し込み方法が変更されます】★
防火対象物点検資格者講習 ２月１８日（火）～２１日（金） １月６日（月）～１月２１日（火）※
防火対象物点検資格者再講習 ３月３日（火） １月７日（火）～１月２１日（火）※
防火対象物点検資格者再講習 ４月３日（金） ２月２１日（金）～３月９日（月）※
自衛消防業務講習（新規） ３月１８日（水）～１９日（木） 神奈川県消防学校 １月９日（木）～１月２３日（木）※
自衛消防業務講習（再講習） ４月２日（木）

ボーノ相模大野
２月１７日（月）～３月６日（金）※

自衛消防業務講習（再講習） ４月２１日（火） ３月５日（木）～３月２３日（月）※
新入社員防災研修会 ４月１４日（火）～１６日（木） 消防指令センター 各開催日の２週間前まで※

会員事業所救命研修
２月１２日（水）～１４日（金） 消防指令センター

各開催日の２週間前まで※
４月３日（金） ボーノ相模大野

※締切後も空席状況により、受付可能な場合もございますので、お問い合わせください。
　各講習会のお申込み、お問い合わせ：相模原市防災協会　TEL：042-753-9971　FAX：042-753-0374

令和２年度（2020）４月以降から、防火・防災管理講習の申し込み先は、
【一般財団法人 日本防火・防災協会】へのお申込みとなり、受講料等が変更になります。

お申込み、お問い合わせ：（一財）日本防火・防災協会　TEL：03-3591-7121
申し込み方法等の詳細は、（一財）日本防火・防災協会のホームページをご覧ください。
　　　　　　　　　　　http://www．n-bouka．or．jp/

★防火、防災管理講習のみ、４月以降のお申し込み方法が、次のとおり変更になりますので、ご注意ください。

★申し込み方法等の変更について★


