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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４年６月２８日（火）、相模原市民会館において、公益社団法人相模原市防災協会設立

２５周年記念式典を開催いたしました。

　本村市長を始めとして、多数のご来賓をお招きし、市内関係団体、市消防局など、約４０

名のみなさまにご出席いただきました。

　式典では、当協会の運営等にご尽力をいただいた方々５名を功労者表彰、また、事業所の

災害防止に万全を期し、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

ご尽力いただいた１９事業所及び個人５名に、それぞれ優良事業所表彰及び優良個人表彰を

いたしました。

　式典での、大谷理事長のごあいさつを掲載させていただきます。

　　　ごあいさつ

公益社団法人　相模原市防災協会　理事長　大谷　新一郎
　

　相模原市防災協会は、平成９年の設立以来、本年で２５周年を迎えることとなりました。

　その前身は相模原市防災協議会であり、社団法人として順調に充実発展を遂げ、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

ら市民生活を守るため、市民の皆さまや事業所関係者の防災に係る意識、知識及び行動力の

向上を図るとともに、防災体制の強化促進に資する事業を行うなど、「災害に強いまちづくり」

に寄与することを目的として活動してまいりました。

　この２５年を顧みますと、国内外を問わず大規模な災害が多発し、甚大な被害が発生して

おります。また、新型コロナウィルスによるパンデミックが発生するなど、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深く認識するところであ

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・行政が連携して「災害

に強いまちづくり」を推進していけるよう、会員一同一致団結して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。

公益社団法人 相模原市防災協会

設立２５周年記念式典の開催



ぼうさいさんろくご（３５０号）　（3）

【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

◆（公社）相模原市防災協会表彰（敬称略）

［功労者表彰］

相模原市サービス事業等防火管理研究会　　　西　方　正　隆

一般社団法人　相模原市建設業協会　　　　　篠　﨑　栄　治

津久井危険物防災研究会　　　　　　　　　　小　川　喜　平

相模原市農業協同組合　　　　　　　　　　　須　藤　伸　一

公益社団法人相模原市防災協会　　　　　　　兒　玉　員　幸

［優良事業所表彰］

（株）三和　フードワン大野台店

（株）スーパーアルプス　城山店

（株）ケイ・エス・アイ

（株）アンカーリサイクルポート

医療法人社団相和会　渕野辺総合病院

（株）田所設備

（株）英進設備工業

合同電気工事（株）

（株）大霧建設

菊永建設（株）

学校法人佐藤学院　豊泉幼稚園

小川工業（株）小倉工場

アイダエンジニアリング（株）津久井事業所

有限会社　東屋商店

社会福祉法人敬寿会　特別養護老人ホーム　相模原敬寿園

社会福祉法人蓬莱会　特別養護老人ホーム　ケアプラザさがみはら

（株）ハートライフケア　グループホーム　ゆらり相模原

（株）日本アメニティライフ協会　グループホーム　花物語さがみ中央

（株）東横ＩＮＮ　京王線橋本駅北口

［優良個人表彰］

真田砿油（株）　　　　　　　　　　　　益　子　　武

（株）セイカ相模原営業所              古　川　敬　一

日本ルメンタム（株）相模原事業所　　  戸　内　孝　治　

東京消設（株）　　　　　　　　　　　　一　宮　英　雄

学校法人　林間のぞみ幼稚園　　　　　　藤　本　吉　伸
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　令和４年６月２８日（火）市民会館において、令和４年度定時社員総会を開催いたしました。

今回も新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行いながらの開催となりました。新たな事

業内容を追加すること及び新たな役員任期を新設する定款の変更を行うとともに、令和３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４年度事業計画・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。

　ホームページ⇒　http ://www.sdpa.or. jp

お知らせ

令和４年度 定時社員総会開催について

相模原市防災協会の
ホームページＱＲコード⇒

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
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　令和４年４月１４日（木）、１５日（金）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

ており、今回は２日間で、１１事業所から３５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、ご紹介させていただきます。なお、

今回は、職場の研修担当の方からも返信とともに、参加者が「たくさんの学びを得られた」

ことについて、温かいお礼のお言葉をいただきました。ご協力ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○特別養護老人ホーム　マナーハウス横山台　 佐々木 凛さん・堀江 花さん・大澤 冬弥さん
　煙体験や通報訓練、救護訓練などの体験をする機会が、日常ではあまりないので、良い体
験ができた。実際の災害発生時は、電気が消えたり、煙がこもって前が見えないこともある
と思うので、パニックを起こさず普段通りの行動を取れるようにしたいと思った。そして職
場だけでなく、自宅の避難経路も確認する必要があると考えた。
　また、あまり深く考えてなかった心肺蘇生法などの重要性が分かり、知っている事で助け
られる命がある事に気づいた。職場や職場以外でも、人が倒れていたら知識を活かして率先
して助けたいと思った。
　今回の研修を通して、普段の生活においても
防災を意識することや、緊急時に際して、意識
する行動を学ぶことができた。煙体験や地震体
験、ＡＥＤの使用方法など、学んだことから次
にどのように行動していくかを今後考えること
で、この研修を活かしていきたい。

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

お知らせ

　令和４年４月１４日（木）、１５日（金）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

新入社員防災研修会の開催新入社員防災研修会の開催

消火器取扱訓練地震体験訓練 心肺蘇生・AED訓練 119番通報訓練

佐々木凛さん　堀江花さん　大澤冬弥さん
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消防局からのお知らせ　相模原消防署情報

はじめに、皆さんにクイズです。
日本全国に消防署（分署・出張所を除く。）はどれくらいあると思い
ますか？

答えは、「１，７１８か所」（令和３年４月１日現在）です。少し言い方
を変えると、「消防署長」が「１，７１８人」いるということになります。
１／１，７１８か所の「相模原消防署」と１／１，７１８人の「相模原消防
署長」を紹介させていただきます。

【相模原消防署長】
栗原敏実（くりはら　さとみ）
昭和５６年相模原市消防局入庁。
相模原消防署査察指導課長、消防局予防課長等を歴任し、
令和３年度から現職。
若い頃は、消防職員の甲子園、全国救助隊大会において、
「はしご登はん」で全国大会出場の経験あり。
趣味は読書で、池井戸潤の大ファン。消防署では半沢直
樹を地で行く署長。温和な見た目からは想像できないよ
うな鋭い指摘があることから、相模原消防署の署員は「倍
返し」されないように、市民目線で、正確かつ丁寧な仕
事を心がけています。
休日には、家族で近所の焼肉屋さんでハイボールと上
ロースで英気を養います。
≪コメント≫
会員の皆様と連携し、市内の安全・安心の確保に努めて
まいりますので、引き続き、ご理解・ご協力をお願いい
たします。

こんにちは、相模原市消防局です。
今号から市内４つの消防署をリレー方式で紹介します。
記念すべき第１回は、相模原市の中心に位置する相模原消防署です。

全国 相模原市
消防局

相模原
消防署

消防本部数 ７２４ １ －

消防署数 １,７１８ ４ １

分署・出張所数 ３,０９９ １７ ４

消防職員数 １６７,０７３ ７８０ ２０３

うち女性職員 ５,８８５ ３６ １２

相模原消防署

〒２５２－０２３９

相模原市中央区中央２－２－１５

電話:０４２（７５１）０１１９

知ってほしい！
設置後１０年交換です！！

住宅用火災警報器

相模原消防署車庫前
（朝の職員の交代風景）

※全国は令和３年４月１日現在、相模原市は令和４年４月１日現在

【消防豆知識①】
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消防局からのお知らせ　相模原消防署情報

【相模原消防署の特徴】
１　相模原消防署の管内には、市内で唯一、救助隊が２隊配置されています。
　相模原消防署本署に「スーパーレスキューはやぶさ（特別高度救助隊）」、
田名分署には水難救助を得意とする「特別救助隊」を配置しています。

２　相模原消防署の管内は、火災件数及び救急出動件数が市内で最も多い。
　相模原市における令和３年中の火災件数は「１３１件」で、その内「４０件」が相模原消
防署管内で発生しています。また、救急出動件数も、市内２０隊の救急隊１隊当たりの年間
出動件数が「１，７９２件」に対し、相模原消防署６隊の救急隊１隊当たりの年間出動件数は
「２,３５９件」です。更に、相模原消防署本署の第１救急隊の年間出動件数は「３，１５９件」で、
救急隊の中で最も多く出動しています。

３　消防車両・救命ボートの配置台数が市内ナンバーワン！
　消防車や救急車などの消防車両は、市内全域で「１５９台」を配置しています。その内「４３
台」が相模原消防署管内です。また、河川や湖などで活用する救命ボートは、市内全域で
「１４艘」を配置しており、その内「６艘」が相模原消防署管内に配置しています。

４　相模原消防署の管内は、防火対象物の数も市内ナンバーワン！
　消火器、自動火災報知設備などの消防用設備の設置が必要なスーパー、飲食店、病院、共
同住宅などの防火対象物は、市内全域で「２１，５９８棟」にものぼり、その内、相模原消防
署管内には「８，６６５棟」あります。それらの防火対象物で火災が発生しないように、また、
万が一、火災が発生した場合には被害が最小限となるように、計画的に立入検査を実施して
います。

相模原消防署は、「スーパーレスキューはやぶさ
（特別高度救助隊）」を配置しています。

【消防豆知識②】
　特別高度救助隊（「スーパーレスキューはや
ぶさ」は相模原市の愛称です。）とは、「救助隊
の編成、装備及び配置の基準を定める省令（総
務大臣が定めた救助隊のルール）」に基づき、
東京消防庁及び政令指定都市に配置しなければ
ならない高度な救助器具、技術等を装備し、通
常の救助活動や大規模災害に加え、テロなど特
殊な災害にも対応する救助隊のことです。その
他にも救助隊は、人口１０万人以上の都市には
「特別救助隊」を、中核市等には「高度救助隊」
を配置するよう定められています。相模原市で
は、「特別高度救助隊１隊」、「高度救助隊１隊」
及び「特別救助隊２隊」の合計４隊の救助隊を
配置しています。

スーパーレスキューはやぶさ
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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

令和３年度より代表理事に就任しました山本です。就任時は新型コロナ感染症の影響による経済活動の縮小で
印刷物が激減、更にペーパーレス化の加速などで印刷業界にとって大変厳しい状況でした。
組合の活動も思うようにできず、コロナ時代の新しい価値観の中でどのように活動していくかは大きな課題で
した。
これまで一社では取り組みの難しい事業にも組合として一致団結し、積極的に取り組んできました。相模原市
と協働での各種ガイドブックの発行、15年以上継続している市のアダプト制度を利用した緑化推進事業、広報誌作成
の無料講習会や子ども向けのワークショップ等々、様々な事業を実施してきました。
これまで取り組んできた社会貢献事業は、全てSDGsの理念と結びついております。新体制では新たにSDGs推進・
シビックプライド醸成委員会を設け、SDGsを踏まえ、相模原のシビックプライドの向上に取り組む事業展開を
軸として活動しています。
２年目に入り、これまでの事業を更に深化させ、パズルを使って
さがみはらを学ぶ「ぴーしーず教室」等の新たなプログラムの
実践、MUDの視点を取り入れた広報誌の講習会の企画、紙媒体と
電子媒体の双方向からの情報発信など新たな活動を開始しています。
今後も会員21社の組織力で、地元企業の強みを生かした活動を
続けて参ります。

代表理事　山本　博之

相模原市印刷広告協同組合

相模川自然の村　アダプト制度（里親制度）さがみはら SDGs パートナー登録証授与式

山本博之

21
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皆様の、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

第39回自衛消防隊消火競技会の開催について
　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とともに、自衛消防体制を

充実強化することを目的として、自衛消防隊消火競技会を開催いたします。２年ぶりの消火競技会と

なります。ぜひご参加いただきますようお願いいたします。

第39回自衛消防隊消火競技会の開催について

１　開 催 日　令和４年１０月１４日（金）午前１０時３０分から（受付は午前10時00分から）

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）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・抽選会（8/1９）

５　事前訓練（９/２、１０/７） 

　競技会に参加した場合は、法定訓練として取り扱われます。

　☆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。

お知らせ

―あなたの暮らしを豊かに トータルライフ設計―

株式会社　三　 友　　

Ｌ Ｐ ガ ス ・ 灯 油 ・ 燃 料 一 般
システムキッチン・浴槽・各種住宅機器

〒 252-0303　相模原市南区相模大野１－３５－２
TEL ０４２（７４２）８８００　　FAX ０４２（７４２）９９８６
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あなたの事業所のＡＥＤ💔

消防局からのお知らせ　救急情報

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

💡メリット①　消防指令室の地図にＡＥＤ情報を掲載します

ご近所から119番通報があったとき、 あなたの事業所にＡＥＤがあることをご案
内します

💡メリット②　相模原市ホームページのＡＥＤマップに掲載します

地域に貢献している、 頼れる事業所であることをＰＲできます

💡メリット③　実際に地域のためにＡＥＤを使用したら、 交換パッドを消

防局から無償で提供します

💡メリット④　ＡＥＤ登録事業者向けの無料の救命講習会を実施してい

ます

相模原市消防局 警防部 救急課 TEL042-751-9142

あなたの地域のみんなも守る！　～ＡＥＤ使用可能施設登録制度～

すごろく

あそんで学ぼう！

↓こま　　ハサミできってね　　サイコロ↓

スタート
のどがかわいた

みずをのもう

（１かいやすみ）

こまめにエアコンの

おんどをちょうせい

みずあび

しよう

へやのかぜとおし

をよくしよう

（１つすすむ）

おそとでマスクをはずすときは

２メートルはなれよう

（２つすすむ）

ゴール！
げんきにたのしいなつを！

まだ登録してないの？えっ!?

↓↓申請はコチラ！↓↓

メールで申請できます
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市民訓練・防災フェア
初期消火や応急救護などの体験
防災関係機関などによる展示・体験コーナー

危機管理局からのお知らせ　防災情報

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

令和４年度 相模原市総合防災訓練令和４年度 相模原市総合防災訓練令和４年度 相模原市総合防災訓練
日　時　　令和４年９月４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及び相模原スポーツ・レクリエーションパーク

　　　　　ＪＲ相模原駅北口　徒歩１０分
※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。

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

害応急対策を図ることができるよう、「令和４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。

【主な訓練内容】
１．さがみはら１分間行動訓練
２．市民による訓練
３．情報収集活動訓練
４．緊急交通路確保・道路啓開訓練
５．救出救助・消火訓練
６．医療救護訓練
７．航空機訓練　
８．救護所運営訓練
９．現地合同調整所運営訓練
10．ライフライン復旧訓練
11．救援物資輸送訓練
※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。

【お問合せ】
　相模原市危機管理局　緊急対策課
　TEL：042-707-7044

訓練見学
自衛隊、在日米陸軍、警察、消防などが連携して
実施する救出救助や消火・医療救護訓練の見学

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、訓練の規模を変更することがあります。

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
防災訓練を通じて
考えてみましょう！
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危機管理局からのお知らせ　防災情報

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

防災情報の入手方法
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右のQRコードを読み取るかsagamihara@cousmail-entry.cous.jpに空メールを送信

②返信されたメール本文のリンク先ページから登録

※迷惑メール設定などによっては、受信できない場合があります。

※iCloudメールは安定して届かない場合があるため、他のアドレスを登録することを

おすすめいたします。

●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

●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。

●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

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

●相模原市LINE公式アカウント
「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、「追加」をして完了。

　または、ID（＠sagamihara_city）で検索して登録。

受付用アドレス

QRコード


