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山本博之

　令和３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。

［関東甲信越地区

危険物安全協会連合会会長表彰］

日本板硝子株式会社

相模原事業所　様

［優良危険物事業所］

城山工業株式会社

エポメデア　様

株式会社大平特殊効果　様

興建産業株式会社

神奈川工場　様

株式会社スリーボンド

研究開発本部　様

［優良危険物取扱者］

（麹屋商事株式会社）

重草　隆生　様

［優良従事者］

渋谷　正己　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。

一般社団法人 神奈川県危険物安全協会連合会表彰
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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

　令和３年６月２９日（火）市民会館において、令和３年度定時社員総会を開催いたしました。新型

コロナウイルス感染症拡大防止の対策を取りながらの会議といたしました。

令和２年度事業報告・決算及び役員選任の件等について、審議を行った結果、議案全てが承認されま

した。

　また、令和３年度事業計画、令和３年度収支予算等につきましての報告を行いました。

　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３年度 定時社員総会開催について

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

相模原市防災協会の
ホームページＱＲコード⇒
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　令和３年６月２９日（火）相模原市民会館において、相模原市防災協会表彰式を開催いたしました。

令和３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。

令和３年度 公益社団法人 相模原市防災協会表彰

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

【優良事業所表彰】

オーケー株式会社相模原中央店 様

株式会社サット 様

株式会社金庫屋相模原支店 様

株式会社ハシモトコーポレーション 様

日本ゼトック株式会社相模原事業所 様

独立行政法人国立病院機構相模原病院 様

有限会社時田防災 様

タツヲ電気工事株式会社 様

有限会社降矢建設 様

丸豊建設株式会社 様

認定こども園相模野幼稚園 様

株式会社ニックス 様

株式会社東京衡機試験機 様

国際開発興産株式会社

　神奈川カントリークラブ 様

社会福祉法人直源会

　特別養護老人ホームりんどう麻溝 様

社会福祉法人報徳会

　特別養護老人ホームはなさか 様

社会福祉法人相武台福祉会

　新磯野保育園 様

幼保連携型認定こども園　おおのだい 様

株式会社ジェイコム

　湘南・神奈川 相模原・大和局 様　　

【優良個人表彰】

麹屋商事株式会社　重草 隆生 様

株式会社白井商事　白井 良治 様

アサヌマコーポレーション株式会社

　大塚　誠 様

長友学園　長友 正博 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。
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各事業のご紹介

　令和３年４月１３日（火）、１４日（水）に、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。

　２日間で２４事業所から４６名の方が参加されました。研修会参加者の中から、ご感想をいただき

ましたので御紹介させていただきます。

○権田金属工業株式会社　神田　昴輝さん　土方　利紀さん

　今回私は、相模原の自衛消防隊員研修会に参加させて頂きました。今回の研修で色んな事を経験さ

せてもらいました。一番印象に残ったのは、災害想定訓練です。プロの方々が普段している仕事を体

験するもので、地震が起きてそこから被害が広がっていくという内容でした。最初の方はそこまで大

変という感じはしませんでした、しかしどんどんする事が増えていき、聞き間違い、聞き漏らしや伝

える内容が違ったりとミスを何度もしてしまい焦りがとまりませんでした。訓練が終わりまず思った

事は、しっかり聞いてその内容をしっかり伝える事を心掛けていこうと思いました。今回の研修では

自分の知らなかった事やもしもの時に自分が出来る事など色々学ぶことができました。今後は今回の

研修で学んだ事を活かしていければと思います。

　令和３年４月１３日（火）、１４日（水）に、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、

新入社員防災研修会の開催新入社員防災研修会の開催

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

消火器取扱訓練 神田　昴輝さん　　土方　利紀さん

地震体験訓練 心肺蘇生・ＡＥＤ訓練
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危機管理局からのお知らせ　危機管理・防災情報
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危機管理局からのお知らせ　危機管理・防災情報
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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。

●相模原市LINE公式アカウント（＠sagamihara_city）

「友だち追加」画面の「QRコード」をタップし、右のQRコードを読み取る。

「相模原市」が表示されたら、友だち登録をして完了。

　または、IDで検索して登録。

●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

危機管理局からのお知らせ　危機管理・防災情報

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
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お知らせ

【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 相模原市高齢者福祉施設協議会』

　当協議会は、高齢者を対象に社会福祉法人が経営する施設・事業所で構成されています。

　内訳は、相模原市内の特別養護老人ホーム４０施設、養護老人ホーム１施設、ケアハウス９施

設、グループホーム１０施設、併設デイサービス２７事業所、単独デイサービス１５事業所、小

規模多機能型居宅介護４事業所、居宅介護支援事業所３２事業所です。

　高齢者が、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、当協議会では高品質のサービスを目指

して様々な研修を開催しています。

　また、地域の皆様に介護について、気軽に知っていただくために、「介護の日」のイベントを

毎年１１月に開催しています。

　今後も当協議会は、相模原市をはじめ、市・県・全国の関係機関・団体と連携を図り、地域福

祉に貢献してまいります。

一般社団法人 相模原市高齢者福祉協議会　　URL ： http://www.sagamihara-koureikyo.org/

会長　阿部　匡秀　
（社会福祉法人山久会・東林間シニアクラブ　理事長）

第３８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３８

回自衛消防隊消火競技会を開催いたします。

　ぜひご参加いただきますようお願いいたします。【※会場が変更となりました】

第３８回自衛消防隊消火競技会について

１　開催日時

　　令和３年１０月１５日（金）　午前１０時３０分から

２　会　　場

　　相模原市南区下溝３０４２－２「下溝防災消防訓練場」

３　競技内容

　（１） 屋内消火栓（１号）の部

　（２） 屋内消火栓（２号）の部（消火器、通報を含みます。）

４　説明会（８/１７）、事前訓練（９/３、１０/８）

☆　新型コロナウイルス感染防止対策を考慮して、開催します。

　　　　　　みなさまのご参加をお待ちしております。
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消防局からのお知らせ　広報ＰＲ情報

　相模原市消防局では、「消防行政への理解と協力の促進」、「優秀な人材の確保」、「幼少期からの消

防への憧れの醸成」などを目的に様々な広報を実施しています。本記事では、消防広報の一部を紹介

させていただきます。

ＳＮＳによる広報

インスタグラムとフェイスブック
では、相模原市消防局が主催又は
参加する各種イベント、訓練の様
子、消防局が保有する実働車両等
のほか、消防局の様々な魅力を写
真や動画により発信しています。

ツイッターでは、相模原市内で
発生した火災、救助事故、緊急
消防援助隊・国際消防救助隊
（本市）の出動状況や１日及び
年間累計の災害情報を発信して
います。

　ホームページのほか、様々なＳＮＳを活用し、広報を実施しています。

【ぜひ、 フォローと応援をお願いします。】

インスタグラム フェイスブック ツイッター

コラボレーションによる広報
　市内の企業等と連携（コラボレーション）し、消防をＰＲする商品を製作いただく広報を実

施しています。昨年度は、次の商品が販売されました。今年度も引き続きコラボレーションが

できる企業を募集しています。詳細はホームページをご確認ください。

緊急災害ダンボールベッド
（株式会社東鈴紙器（中央区小町通））
　ダンボール側面に「いざという時」に必要となる情報をＱ
Ｒコードを読み込むことにより得られることがピクトグラム
により表現されているなど、様々な工夫が施されています。

ブルーベリージャム
（ローズベリーファーム（緑区川尻））
　ジャムの瓶に貼られるラベルには、「１１９番通報時のポ
イント」が印刷されているおり、日頃から確認できるように
なっています。

【お問い合わせ先】 　 消防部消防総務課　ＴＥＬ ０４２－７５１－９１０５ （直通）

インスタグラム フェイスブック ツイッターＱＲコード：
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　ご不要の消火器は廃棄の窓口となる「特定窓口」（消火器販売店等）または「指定引取場所」（メー
カー営業所等）へお持ちください。
　お近くの窓口は消火器リサイクル推進センターのホームページまたはお電話（03－5829－6773）
でご確認できます。

　見た目が新しく見える消火器でも、長い間設置していると経年で不具合が生じることがあります。
　メーカーが推奨する消火器の設計標準使用期限は、製造よりおおむね１０年です。
　古くなった消火器は、いざという時に使用できない恐れがあり、そのまま放置していると、事故に
つながる場合があります。

消防局からのお知らせ　防火・防災情報

　消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、２０１１年１月１日の規格省令
改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは２０２１年１２月３１日までです。
　２０２２年１月１日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、計画的な交換・
リサイクルをお願いいたします。

旧規格消火器は２０２１年１２月３１日までに交換が必要です

旧規格消火器を見分けるには

消火器の設計標準使用期限はおおむね１０年です

ご不要になった消火器はお近くの販売店へ

廃棄窓口ＨＰは
こちらから検索　⇒

消火器リサイクル
推進センターＨＰは
こちらから検索　⇒

【お問い合わせ先】
消防局消防部予防課
０４２－７５１－９１１７（直通）

ここをチ
ェック！

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
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消防局からのお知らせ　救急情報

私たち救急隊員が出場する０～６
歳の子どもの事故（一般負傷）は
一年間におよそ４５０件あり、そ
のほとんどが家庭内で発生してい
ます。
今日は「保護者の方が、気をつけ
ていれば防げた事故」についてご
紹介します。

河上救急救命士

知ってほしい予防救急救急救命士が
お教えします！！

「予防救急」ってなに？
ほんの少しの注意や心がけ
で、救急車が必要になるよ
うな病気やケガを防ぐ取組
のことです。

頭部のけが
●ソファから飛び降りて、
テーブルに頭をぶつけた。
→子どもは頭が重いので、頭
部のケガが多いのです。柔ら
かすぎるソファは注意が必要
です。

やけど
●子どもがポットに手を置
いたら、熱湯が体にかかっ
た。
●熱い味噌汁を子どもにこ
ぼしてしまった。
→ポットの蓋にはチャイル
ドロックをかけましょう。
熱すぎる味噌汁に注意。

思わぬ事故
●ベランダに置いた物入に乗っ
た子どもが外に転落した。
●おつまみのピーナツを鼻の穴
に入れてしまい取れなくなった。

誤飲
●灰皿にあったたばこを
口にいれてしまった。
●ペットボトルに入れた
ワックスを飲んでしまっ
た。
→灰皿は使用したらすぐ
かたづける。危険なもの
は子どもの手の届かない
ところにおいてください。

もう一度　家族みんなで　お家の点検
警防部救急課　電話 042-751-9142 お子さんの目線で確認すると、危険な箇所が見つかります。

予防救急でお家時間を楽しく安全に！


