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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

　令和２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。

［特別功労（退任会長）］

　　八木　繁雄　様

［優良危険物事業所］

　　株式会社サンコーシャ

　　　相模テクノセンター　様

　　マルマテクニカ株式会社

　　　相模原事業所　様

　　有限会社多賀井商店　様

［優良危険物取扱者］

　（東邦興産株式会社）

　　金田　明久　様

［優良事務局員］

　　早川　哲志　様

　　関　　文男　様

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２年度定時社員総会は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりまして、書面会議とさせ

ていただきました。令和２年６月１日（月）に提案書を送付するとともに、２９日（月）に、令和２

年度定時社員総会の書面表決（みなし決議）をいたしました。

　提案内容は、令和元年度事業報告・決算及び令和２年度役員選任の件等について、ご審議をいただ

きまして、議案全てが承認されました。

　また、令和２年度事業計画、令和２年度収支予算等につきまして、報告を行いました。

　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

令和２年度 定時社員総会について

一般社団法人 神奈川県危険物安全協会連合会表彰

各事業のご紹介
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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

　令和２年度の受賞者は次の方々です。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す。

【 優良事業所表彰 】
東邦興産株式会社様、小田急商事株式会社 ＯｄａｋｙｕＯＸ相模大野店様、株式会社東急ストア東

林間店様、相模原市ＬＰＧ協同組合様、スリーボンドファインケミカル株式会社様、株式会社サンデ

リカ相模原事業所様、さがみリハビリテーション病院様、中村病院様、株式会社カワゾエ様、有限会

社石原組様、都市建設株式会社様、認定こども園 てるて幼稚園様、株式会社神菱商事相模原支店様、

有限会社宮嵜商店様、社会福祉法人喜楽会特別養護老人ホーム よもぎの里 愛の丘様、社会福祉法人

青芳会特別養護老人ホーム 青根苑様、株式会社宝月堂様、株式会社エフエムさがみ様、株式会社ギ

オン様

【 優良個人表彰 】
株式会社章栄石油 荒井 優子様、カプスゲル・ジャパン株式会社 長塚 俊夫様、江藤プロパン 江

藤 昭様、相模栄光幼稚園 永井 嘉明様

令和２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
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各事業のご紹介

【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

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

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。
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お知らせ

社会福祉施設等防火実務研修会の開催について
　令和２年８月１９日（水）消防指令センターで、社会福祉施設、診療所など、要援護者が入所、居

住する施設で勤務されている職員を対象とした、防火に関する実務研修会を開催いたします。

　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、何を優先して行う必要があるのか、

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ので、ぜひご参加ください。

★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

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、自衛

消防隊消火競技会を開催していますが、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、残念なが

ら中止とさせていただきます。

自衛消防隊消火競技会について

昨年の実施状況

　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

会　　場

　相模原市中央区弥栄3丁目「淵野辺公園隣接地」

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

（写真は、令和元年の研修会の実施状況です。）

※お申し込みにつきましては、お電話いただくか、ホームページをご覧ください。

TEL：042-753-9971　　　http://www.spda.or.jp

心肺蘇生、ＡＥＤの取扱い
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危機管理局からのお知らせ　防災情報

マイ・タイムラインを作ってみよう！！

マイ・タイムラインとは？

　災害に備えて、自分や家族の避難に備えた行

動をあらかじめ決めておくものです。

　作成シートや作成ガイドブックは、市ホーム

ページからダウンロードできます。

（作成ガイドブックは、各まちづくりセンター

でも配布しています。）

災害時の行動計画

マイ・タイムラインに関するお問い合わせはこちらへ

相模原市　危機管理局　危機管理課

〒252-0239

中央区中央２－２－１５

電話　０４２－７６９－８２０８

マイ・タイムラインの作り方

　次の６つのステップで、安全に避難するための行動について考え、作成シートに記入していきます。

ハザードマップで自宅（周辺）の状況を

確認する１ 避難をするときに何を持っていくか

考える（非常持出品）４
◆ハザードマップを見て、自宅や近くに

浸水や土砂災害の危険がないか確認し

ます。

◆防災ガイドブックなどを見ながら、　

非常持出品を考えます。

◆避難のときに両手が自由に使えるくら

いの量にしましょう。

避難する場所を決める２ 警戒レベルごとに自分や家族が何をする

か、避難を完了するまでの行動を考える５
◆ハザードマップなどを見ながら、避難

する場所や避難経路を決めます。

◆避難する場所はいくつか用意しておく

ほうがよいでしょう。

◆どのタイミングで何をするのか考えま

しょう。

◆避難先までどのくらい時間がかかるか

も考慮しましょう。

避難情報や気象情報から自分の

「避難の目安」を考える３ 共助の視点から地域に対しての行動を

考える６
◆どの情報が出されたときに避難を始め

るか考えます。（避難情報以外にも、気

象情報も避難の目安として考えます。）

◆避難に時間がかかる方が家族にいる場

合は、早めの避難を考えましょう。

◆近所に避難の呼びかけを行うことな

ど、自分ができることを考えましょう。

共助とは？

「自分たちのまちは自分たちで守る。」

ため、隣近所でお互い助け合うことです。

マイ・タイムライン

QRコード
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防災情報の確認方法
災害に備えるためには、自ら積極的に情報を集めることが重要です。

ひばり放送の内容や市からの防災情報は下記の方法で入手できますのでご活用ください。

●さがみはらメールマガジン「防災」

①受付用アドレスに空メールを送信（二次元バーコードからも送信できます）

（entry-sagamihara@bousai-mail.jp）

②返信されたメール本文のリンクをクリック

③リンク先のページから登録

●テレビ（テレビ神奈川データ放送）

①３ch（テレビ神奈川・tvk）を選局

②リモコンの「d（データ）」ボタンを押す

●Twitter

アカウント名

相模原市災害情報（@sagamihara_kiki）

防災情報に関する問い合わせはこちらへ

相模原市　危機管理局　緊急対策課

〒252-0239
中央区中央２－２－１５
電話　０４２－７０７－７０４４

●電話（テレホンサービス）

０１８０－９９４－８３９（有料）

ひばり放送の内容を電話で確認できます。

●ラジオFMHOT839（エフエムさがみ）
〔周波数〕８３．９MHz

災害時には、緊急情報等を聞くことができます。

●アプリで確認（Yahoo！防災速報・スマ保災害時ナビ）

災害等に関する情報や市からの避難情報、気象情報、

避難所の開設状況等が確認できます。

ＱＲコード アプリアイコン ＱＲコード 「災害時ナビ」トップ画面

避難情報や気象情報が
確認できます。

危機管理局からのお知らせ　防災情報
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作ってみよう！感染防止用フェイスシールド

　新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、消防局では職員が感
染防止用フェイスシールドを手作りし、救急現場や受付業務で活
用しています。

　この手作りフェイスシールドは、公益社団法人
相模原市防災協会が考案し、消防職員が作成した
ものです。

　フェイスシールドの作り方は、相模原市ホーム
ページ（消防情報）もご覧ください。

救急隊も使用しています！　相模原消防式フェイスシールドの作り方
●用意するもの
◎透明のプラスチックシート（A４サイズ）※消防局では圧着したラミネートフィルムで作成
しています。　◎ゴム紐（長さ５０センチ）　◎結束バンド　◎クッション材（隙間テープ
（両面テープ付）（長さ２０センチ）　◎ストロー（長さ２センチにカット）　◎パンチ穴補強
シール

●作り方
①プラスチックシートの長辺側左右２か所に穴を開け、パンチ穴補強シールで補強します。
②穴の間にクッション材を貼ります。
③ゴム紐の両端を穴に（クッション側から）通し、結束バンドで留めます。
④長さを調節できるよう、ゴム紐の中央にストローを通します。
⑤完成！！

フェイスシールド使用上の注意点
１フェイスシールドの装着前に、必ず手洗い、消毒などを行ってください。
２フェイスシールドを外すときは、ゴム紐部分を持ち、シールドの前面には触れないようにしてく
ださい。また、使用後は、必ず手洗い、消毒などを行ってください。

３フェイスシールドを再使用する場合は、必ず消毒を行ってください。

【お問い合わせ先】　相模原市消防局警防課　０４２－７５１－９１４１

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

消防局からのお知らせ　警防・装備情報
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消防局からのお知らせ　救急情報

熱中症にご注意ください！！
【はじめに】

　梅雨が明けて、暑い夏がやってきます！

　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は、熱中症で救急搬送される方

が多くなる傾向があります。

　今年は、新型コロナウイルス感染症の出現に伴い、一人ひとりが感染防止の３つの基本である、①

身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗いや「３密（密集、密接、密閉）」を避ける等を取り入

れた新しい生活様式の実践が求められており、その生活様式に併せた熱中症予防行動が必要になりま

す。

【熱中症とは？】

　温度や湿度が高い中で、汗をかくことにより、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ることで、体温が上昇し、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。

【熱中症予防行動のポイント】

・マスクを着用している場合には、強い負荷の作業や運動は避け、のどが渇いていなくてもこまめに

水分補給を心掛けるようにしましょう。また、周囲の人との距離を十分にとれる場所で、適宜、マ

スクをはずして休憩することも必要です。

・新型コロナウイルス感染症を予防するためには、冷房時でも換気扇や窓開放によって換気を確保す

る必要があります。この場合、室内温度が高くなるので、熱中症予防のためにエアコンの温度設定

をこまめに調整しましょう。

・３密（密集、密接、密閉）を避けつつも、熱中症になりやすい高齢者、子ども、障害者への目配り、

声掛けをするようにしましょう。

【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！！

【お問い合わせ先】　相模原市消防局救急課　０４２－７５１－９１４２

熱中症にご注意ください！！

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
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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

『一般社団法人相模原市建設業協会』

　当協会は、相模原市内に本社を有している土木・建築の建設業を営む５９社の企業で構成

され、今年で、おかげさまで６０周年となりました。

　市民の安全・安心をテーマに「まちづくり」の一翼を担い、地域の防災活動等に貢献して

おります。特に冬の凍雪害に対する対応や、近年、台風等による災害対応も会員一丸となり

対応しております。

　また、社会貢献の一助として、土木・建築に関する無料の相談ですとか、相模川クリーン

作戦への参加等も実施しております。

　今後においても、市民の安全・安心をテーマに取り組んでまいります。

一般社団法人相模原市建設業協会　TEL ０４２-７５３-２１６４

会長　篠﨑　栄治

『公益社団法人神奈川県ＬＰガス協会相模原支部』
支部長　齋藤　正行

　私達の支部は、旧津久井地区を除く相模原市内の事業所６３社で構成されています。

　当支部では、災害対策の一環として、相模原市へＬＰガス発電機を３台ずつ合計３０台寄

贈してまいりました。

　毎年、相模原市総合防災訓練に参加し、応急仮設住宅へのＬＰガスの供給、並びに炊き出

し訓練を実施しております。

　また、相模原市と「災害時の給食施設におけるガス器具緊急保守点検及び修繕に関する協

定」を締結し緊急時に備えております。

　ＬＰガスは、ライフラインとして地域の皆様と密接に関わっておりますので、災害時にお

きましてもいち早く状況を把握し、その情報を共有できるよう２４時間連絡がとれる体制を

整えております。

　昭和４６年に発足し、おかげさまで本年度設立５０周年を迎えます。

　これからも「災害に強いＬＰガス」を合言葉に努力を続けてまいります。

相模原支部URL ： https://www.sagamiharalpg.jp/

　このたび、公益社団法人相模原市防災協会（理事長 大谷 新一郎）は、令和２年度安全功労者総務

大臣表彰（団体の部）の受賞が決定いたしました。これからも会員事業所の皆様や関連団体等のご協

力をいただきながら、防火・防災に関する普及啓発など、災害に強いまちづくりを推進する事業をよ

り一層進めてまいります。

令和２年度 安全功労者 総務大臣表彰の受賞について
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そのビニールシートは大丈夫？

　新型コロナウイルスの感染拡大により国難とも言える

事態になりました。この影響は、２０２０東京オリンピッ

ク・パラリンピックの延期にはじまり、全国高校野球選

手権大会が春夏共に中止され、各地の祭事などの大規模

イベントが早々に中止を決定するなど、目に見える経済

的打撃に加え、各業界でも営業の自粛による取引の急減、

外出制限に伴うテレワークの実施など、企業経営をはじ

め従業員の皆様の生活にも多大な影響が出ています。そ

んな中、ソーシャルディスタンス（社会的距離）を確保

し、人との接触を避け、検温や消毒を徹底して営業して

いる店舗や飲食店を見かけます。写真のような遮蔽対策

は新型コロナウイルスなどの飛沫により感染が拡大する

ウイルスには、大変有効であり、政府やマスコミも推奨

しています。もちろん、本市消防局内の各事務所や防災

協会事務所でも実施しています。

　では、これらの遮蔽対策は防火安全の観点からどのような危険が潜んでいるのでしょうか。今回は

ビニールシートを用いた遮蔽について考えてみます。

　新型コロナウイルス感染防止対策として使用され

ているビニールシートの材質は、ポリエチレン製の

ものやポリウレタン樹脂製のものなど様々のようで

す。これらの、所謂、ビニール製品と称されるもの

は布や紙と違い水を含みませんので、濡れていても

容易に着火し、燃焼します。白熱電球など高温とな

る器具に近接した場合、換気などによる冷却効果が

低下し、蓄熱することで着火温度に到達し、火災に

繋がることがあります。ビニール製品は、ひとたび

火が着くと見る間に放射状に炎が拡大し、更に溶融

した樹脂が滴下して床面などで燃焼を続け、延焼拡

大することがあります。加えて、燃焼に伴い有害な

ガスが発生することも忘れてはなりません。

　新型コロナウイルス対策も必要なことですが、火事の怖さも忘れないようにしましょう。

　なお、皆さんの事業所が、防炎防火対象物に該当し、ビニールシート等を設置している場合は、基

準に抵触していないかを確認し、必要に応じて、防炎物品や難燃性又は不燃性のものを使用してくだ

さい。

　防炎規制の細則、防炎物品等の情報は、総務省消防庁から「防炎の知識と実際」という冊子が発刊

されており、同庁のホームページでも掲載しております。

　防炎製品の性能や効果に関する詳細は、「公益財団法人 日本防炎協会」のホームページでもご確認

いただけます。

　ビニールシートの設置にあたりご不明な点は、消防局予防課又は最寄りの消防署へお尋ねください。

コロナ時代の防災対策
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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

㈱ザイマックス防災テクニカ神奈川

㈱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6-7-6
TEL042-705-1672

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

　これを機会に企業の防火防災安全対策はもとよりご家庭の防火安全対策にも防炎製品を取り入れ

て、火災被害の軽減にお役立てください。

　最後に、ビニールシート等を設置する場合は次の点に注意してください。

・熱源から離す

　発熱する電球などが接触しないようにしてください。また、暖房機器や加熱調理機器などの火

気設備は、相模原市火災予防条例で可燃性の物品等からの離隔距離が定められていますので、こ

れらの機器の付近に設置する場合は必ず確認してください。

・主に天井面などに取り付けられている消防用設備等からの離隔空間を確保する

　自動火災報知設備の感知器やスプリンクラー設備のヘッド付近に設置すると、火災が発生した

際に、火災を感知しない場合や散水障害となる場合があります。自動火災報知設備の感知器から

は６０ｃｍ以上、スプリンクラー設備のヘッドからは４５ｃｍ以上の距離や間隔をあけるように

してください。

・設置面積を必要最小限に留める

　ビニール製品は燃焼速度が速いため、万一、火災が発生した場合に被害が拡大するほか、避難

に影響が出ることが考えられます。

　事業所の新型コロナウイルスの感染予防対策も大切ですが、火災予防対策も忘れずに防火点検

の徹底をお願いします。

【お問い合わせ先】　相模原市消防局予防課　０４２－７５１－９１１７


