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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

新年　明けましておめでとうございます。

令和３年の新春を迎え、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、令和２年度安全功労者総務大臣表彰を受賞することが出来ました。

さて、昨年を顧みますと、新型コロナウィルス感染拡大により生活様式が一変いたしまし

た。今なお収束が見えない中、皆様方の事業所におかれましても大変な状況が続いていると

拝察いたしております。しかしながら、このような状況においても災害はやってきます。毎

年のように大雨特別警報が発表され、地震も頻発しております。　

こうしたことから、コロナ禍など感染症対策を伴う災害への備えが重要となっており、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。

今後とも、会員の皆様とともに力を合わせ、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図り、「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、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

相模原市防災協会 理事長　大 谷 新一郎
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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

新年明けましておめでとうございます。

令和３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、日頃より本市消防行政に対しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

令和２年を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により生活様式が一変

する中、いかなる状況下においても救急や消火を始めとした消防業務を行い、安定した消防

行政サービスを継続するため、職員が一丸となって感染拡大防止に取り組むなど、常に新型

コロナウイルスへの対応を求められる一年でした。

今後におきましても、消防局といたしましては、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はもとより、消防・救急体制の強化に向けた施策の推進に努めて

まいります。

しかしながら、コロナ禍におきましても、地震や火災などの災害が発生することを忘れて

はならず、「安全で安心な暮らしやすいまち」の実現には、これまで以上に市民、事業所そ

して行政が一体となって取り組む必要があり、その懸け橋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重要なものとなります。

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

本市の消防・防災行政に対しまして、より一層のご理解と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方のご健勝とご

多幸を御祈念申し上げ、年頭の挨拶とさせていただきます。

新年のご挨拶

「安全で安心な暮らしやすい
まち」をめざして

相模原市消防局長　青 木　　浩
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各事業のご紹介

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

新年明けましておめでとうございます。

令和３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ご祝辞を申し

上げます。

皆様におかれましては、日ごろより消防団の活動に対しまして、ご理解とご協力を賜り厚

くお礼申し上げます。

昨年を振り返りますと、春先からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、４月に

は全都道府県に緊急事態宣言が発出され、私たちの生活に多大な影響を及ぼすこととなりま

した。感染症が猛威を振るう中、７月には九州・中部・東北地方などで甚大な被害をもたら

した「令和２年７月豪雨」が日本列島を襲い、多くの人命と貴重な財産が失われました。

市消防団といたしましても、火災はもとより、近年大規模化する自然災害への対応等広範

囲にわたる災害から、市民の生命、身体、財産を守るべく、喫緊の課題である消防団員の確

保をはじめ、消防団装備の充実などを推進し、より一層消防団を強化して参る所存でござい

ます。

つきましては、市民、事業所、行政が一体となり誰もが安全で安心して暮らせるまちづく

りを進めていくことが重要であり、市民と行政を結ぶ、要の役割を担っている公益社団法人

相模原市防災協会の存在意義は、ますます重要なものとなっております。

会員の皆様におかれましては、それぞれの事業所の防火・防災体制の強化に努められます

とともに、市消防団の活動に、ご理解と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、新年の挨拶とさせていただきます。

新年のご挨拶

災害に強い相模原をめざして

相模原市消防団長　原　　和 彦
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各事業のご紹介

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

自衛消防隊員研修会の開催について
　令和２年度の自衛消防隊員研修会を、消防指令センターにおいて、令和２年１２月９日（水）、及び１０日（木）

に実施いたしました。

　この研修会は、災害発生時に自衛消防隊員となる皆様を対象として実施しているもので、火災予防や防災に

関する知識、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目的としています。

　今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、年度当初予定されていました「新入社員研修」が中止

となりましたので、新入社員及び新たに異動されたみなさまも加えて実施をいたしました。

　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、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、救命訓練など、体験型の訓練内容を中心に、感染防止対策も徹底し

て実施いたしました。

　参加者の中から、日本化工機材（株）の宮根敦様にご感想文をいただきましたので、ご紹介させていただき

ます。

　研修を終えてまず考えたことは、自分が実際の現場で研修通りの行動・対応ができるのかでした。今回

の研修会では救急、救出・救護、通報、消火訓練など体験しました。研修を通して、初動が重要でそれに

よって助けられる命がある、また被害拡大を防げる可能性があると説明を受け、訓練や研修を積み重ねな

いと適切な行動・対応がとれないと改めて意識させられました。

　自然災害は未然に防ぐことは難しいが、講義の中でもあった失火は人的災害（火災）になるが日常の意

識の持ちようである程度は防ぐことはできると思いました。防災意識をもって生活することは当然ですが、

いつ発生してもおかしくない災害に対しても落ち着いて行動・対応ができるよう心掛けます。

　最後に、時間をかけて丁寧に御指導していただきありがとうございました。

地震体験訓練 感想をいただいた宮根さん 初期消火訓練

◎次回の研修会（Ｒ３年度）にも、ぜひ、参加・お申し込みをお待ちしています。

※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．sdpa．or．jp
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相模原市消防局からのお知らせ　通信指令情報

【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

相模原市消防局からのお知らせ　通信指令情報

１秒でも早く現場に到着するために！！　～相模原市の１１９番を受ける通信指令室
高度な技術を駆使したシステムを使い、１１９番を受けています！

こんにちは！これから
さがみんが通信指令室
の紹介をするミン！

多目的画面 自動出動画面 地図用画面

タッチパネル

指令台
３つの画面とタッチパネルで構成されています。
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相模原市消防局からのお知らせ　通信指令情報相模原市消防局からのお知らせ　通信指令情報

１１９番受付から出場まで

火事ですか、
　救急ですか

災害種別・場所特定　電話の位置情報などをもとに、災害発生地点が
画面上に表示され、その現場に適した部隊が自動的に選ばれます。

出場指令　選定された部隊の車両運用端末装置に情報が
送られ、最短で現場到着可能なルートが表示されます。

１１９番で指令課係員は、まず場所の特定に力を入れるミン！
災害種別と場所が特定できれば通報者と会話途中でも部隊を選び、
出場指令を出すことができるミン！

より早く場所を特定するために…
　固定電話から通報されると位置情報システムにより、瞬時に住所などの情報と地図用画面に位置が表示され
ます。携帯電話ですと、ＧＰＳ機能で絞り込むのに若干時間がかかります。また、市境などでは他市の消防機
関につながってしまうこともあります。

固定電話があれば固定電話から、携帯からはGPS機能をオンに！！
※お使いの機種、通報場所の状況により位置情報の精度が異なります。

ＧＰＳ位置情報ＯＮ ＧＰＳ位置情報ＯＦＦ

出場！！

誤差半径
４１ｍ

誤差半径
4,100ｍ
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お知らせ相模原市消防局からのお知らせ　通信指令情報

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

外出先から通報するとき、場所の特定につながる住所表示いろいろ

自動販売機 公衆電話

電柱

相模原市では電柱位置検索システムを導入しており、電柱の
地域表示と番号を伝えていただくことで場所が特定できます！！

国道４１３号の西野々交差点（緑区青野原）から両国橋（山梨県境）間ではカーブミラー、
街路灯の管理番号から場所を特定できます！
※上記のような目標物が少ない区間ではカーブミラー、街路灯の管理番号を登録してい
ます。

千代田１５０

【お問い合わせ先】　消防局指令課　０４２－７５１－９１２３

いかがでしたか？場所を特定するため、いろいろな情報を役立て
ていただければうれしいミン。１１９番通報ではあわてず、落ち
着いて情報をいただけると助かるミン！これからも消防行政にご
理解・ご協力お願いしますミン！

このほかにもお店や交差点の名前、
家の表札なども場所の特定につなが
るミン！
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お知らせ相模原市消防局からのお知らせ　通信指令情報

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 相模原市幼稚園・認定こども園協会』

　当協会は、相模原市内の私立幼稚園・認定こども園の全５０園が加盟する団体です。

　相模原市内の「幼児教育に関する調査研究、啓発活動の実施及び研究活動に対する支援を行うとともに、

幼児教育関係者の教養向上及び福祉増進を図ることにより幼児教育の充実発展に寄与することを目的」に活

動を続け、一昨年、市内全５０園の幼稚園・認定こども園が加盟しての設立５０周年を迎えることができま

した。

　幼稚園・認定こども園は、原則満３歳〜５歳の小さな子ども達に幼児教育を行う教育機関ですので、子ど

もたちへの安全教育として、園毎に、年に何回かの地震対応や火災対応の避難訓練や消防訓練を行い、万が

一のときのための子ども達の意識づけと避難指導を行っています。また、相模原市の総合防災訓練にも順番

に参加し、防災意識を高めています。

　今年度は新型コロナウイルス感染拡大のため、３密回避やこまめな消毒等、子ども達の安全な生活環境作

りにも努めてまいりました。

　これからも大切なお子さまを安心・安全にお預かりし、未来の日本、相模原市を背負う子ども達の幼児教

育に邁進してまいります。

 一般社団法人　相模原市幼稚園 ・認定こども園協会URL　http://info@soshiyo.net

会長　黛　　裕治　
（清心幼稚園 理事長兼園長）

『相模原市サービス事業等防火管理研究会』
会長　安藤　義和　

（神奈川中央交通東株式会社 相模原営業所 所長）

　当研究会は、市内の多様なサービスを提供する事業所など５３事業所で構成しています。

物品販売店を中心に、昭和４５年から防火管理上必要な知識及び技術の研究と防火思想を高揚し、企業の健

全な発展に寄与するとともに、防火を通じての会員相互の連絡協調を図ることを目的として、積極的に活動

しています。

　本年度は、新型コロナ感染症の拡大に伴い、例年、実施していた防災協会主催の防災体制の強化を図る研

修等が一部中止となりましたが、自衛消防隊員研修及び社会福祉施設等防火実務研修会には多くの事業所か

ら参加しました。

　今後も更なる防火管理体制の強化の促進を図り、災害に強いまちづくりを目指すとともに、当研究会の役

割を果たし、地域社会の安全・安心に貢献してまいります。

相模原市サービス事業等防火管理研究会事務局 （消防局予防課） ０４２-７５１-９１１７
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相模原市消防局からのお知らせ　消防団情報相模原市消防局からのお知らせ　防火・防災情報

電気機器からの火災を防止するために
電気製品の電源プラグやコードを定期的に点検しましょう

●普段差したままになりがちな、テレビ、ＯＡ機器などの電源プラグを一度抜いて、定期的

に掃除をしましょう。長期間差したままだと、溜まった埃が湿気を吸着して漏電し、出火

することがあります。これをトラッキング現象といいます。

●次のことにも十分注意しましょう

・電源プラグに、転倒や落下により可燃物が触れることで、トラッキング現象が発生し、火

災に至るケースがありますので、使わない電気製品の電源プラグは抜いておきましょう。

・暖房器具は定期的に点検を行い、調子が悪いものは使用しないようにしましょう。また、

石油ファンヒーターを使用する際は、燃料の誤給油に気を付けましょう。

・電源コードを引っ張ったり、家具等で踏みつけると、電線の一部が断線（半断線）するこ

とがあります。この状態で電気製品を使用し続けると、その部分が異常発熱し、出火する

ことがあります。
【お問い合わせ先】 　相模原市消防局予防課　０４２－７５１－９１１７

１ ２ ３

ホコリ

　コンセントと電源プラ

グの間にホコリが溜ま

り、湿気が加わると…

湿気

　湿気を吸収したホコリ

を介し、電源プラグの両

極間で微小電流が発生…

　電気が流れることによ

り生じた抵抗で発熱し、

出火することがありま

す。（トラッキング現象）

《タコ足配線》

※テーブルタップから、いくつもの差込口を増やすタコ足配線

は、消費電力が大きくなり、電源コードや電源プラグが異常

発熱し、短絡や出火に至るおそれがあり危険です。

テーブルタップは、定格容量以下で使用し、通電中の電源コー

ドは延ばして使うようにしましょう。
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相模原市消防局からのお知らせ　消防団情報相模原市消防局からのお知らせ　防火・防災情報

消防団協力事業所表示制度とは？

　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」として認定された事業所は、「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、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

【消防団協力事業所表示証】

【次のいずれかに該当する事業所を認定しています】

□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に協

力している

□その他消防団活動に協力することにより、地域の防災

体制の充実強化に寄与している

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 募集しています！皆様の力を必要としています！
女性や大学生も大歓迎！！

表示制度の認定基準

募集中

地域社会への貢献の証

市内に在住・在勤の１８歳以上の健康な人であれば

どなたでも入団できますので、興味のある方は、

お近くの消防署又は消防総務課までお問い合わせください。
市ホームページ
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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

新型コロナウイルスに負けない！！

★会員救命研修会の開催について★

令和3年3月に実施予定の「会員救命研修会」を募集中です。

お申込み、 申請のお問い合わせは、　
（公社） 相模原市防災協会
TEL：042-753-9971　FAX：042-753-0374
詳細は、（公社）相模原市防災協会の
ホームページをご覧ください。

http://ｗｗｗ.sdpa.or.jp/

その他、各種講習会を実施しています。
ぜひお問い合わせください。

　防火ポスターコンクール
最優秀賞作品（下記・表紙
にも掲載）が、路線バス車
内に掲示されています。

お知らせ


