
第８号
平成２９年３月１０日

年１回発行

事務局　　 〒 367-0035　本庄市西富田 904 －３
　　　　　 児玉郡市広域消防本部　予防課内
　　　　　 TEL 0495-24-8392　 FAX 0495-24-8393
E メール    boukakyoukai@kodamakouiki.jp

発　行　　 児玉郡市防火安全協会
　　　　　 会　長　　入　　　基　弘　　 

児 玉 郡 市 防 火 安 全 協 会

新児玉分署完成予想図



協　会　だ　よ　り（ 2 ）第８号 平成２９年３月１０日発行

ご　　 挨　 　拶

児玉郡市防火安全協会

会 長　  入　　基　弘

児玉郡市広域消防本部

消防長    中 野  三 千 雄

　児玉郡市防火安全協会会員の皆様には、平素から消防行政の円滑な推進に格

別のご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　世界でも日本は地震大国だと言われていますが、平成以降各地で発生している地震、中でも東日本

大震災以来さまざまな自然災害が日本列島各地で発生し、多くの被害をもたらしていると思います。

　昨年は、４月の熊本地震、８月の東北・北海道台風被害、１０月の阿蘇山噴火や鳥取中部地震など

大自然の猛威を感じたことと思います。

　このような中、消防本部といたしましても、自然災害が必ず近いうちに発生すると職員一人一人が

心構えをもち、様々な訓練に取り組んでおり、地域の皆様が「安心して暮らせる安全な地域づくり」

の実現に向けて職員一丸となって訓練に励んでおります。会員皆様方のより一層のご支援、ご協力を

賜りますようお願い申し上げます。

　結びにあたり、児玉郡市防火安全協会並びに各事業所のますますの発展と、会員の皆様方のご健勝、

ご多幸を心から祈念申し上げ挨拶とさせていただきます。

　会員の皆様には、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

　児玉郡市防火安全協会の活動に対しまして、日頃より格別な、ご支援ご協力

を賜り誠にありがとうございます。昨年の５月の総会におきまして、児玉郡市防火安全協会の会長に

就任しました、入です。

　その職責の重さを改めて感じ身の引き締まる思いであります。もとより微力ではありますが協会の

伝統と実績を継承しながら、会員相互の親睦を深め、防火・防災意識の高揚が図れるよう、一生懸命

努力してまいりたいと考えております。

　また前 田島会長におかれましては長年にわたり協会運営にご尽力され、各事業所の防火・防災対策

活動に大きく貢献されました。改めまして、前会長の功績に敬意を表すとともに、感謝申し上げる次

第です。

　さて国内における災害状況を顧みますと、４月に発生した熊本地震では、観測史上初となる震度７

の地震が２回発生し、又東北・北海道を襲った台風１０号による豪雨災害や、鳥取中部を中心とした

地震、そして大風による新潟県糸魚川の大火災と広範囲にわたり甚大な被害がもたらされ、改めて自

然災害の驚異を痛感させられた一年でありました。そして、危険物施設等の安全対策強化について一

層その重要性を再認識しました。本年も協会として日頃の防火・防災意識の高揚と安全管理思想の啓

発、普及活動に努めていきたいと思います。

　結びに各事業所の益々のご発展と皆様のご健勝、ご多幸をご祈念申しあげまして、挨拶とさせてい

ただきます。
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第30回自衛消防隊屋内消火栓操法大会

防火管理講習会

防火安全協会が協賛した事業

優　勝　沖電気工業株式会社本庄工場Ａ

準優勝　キヤノン・コンポーネンツ株式会社Ｂ

第３位　神川町役場

優　勝　美里町役場

準優勝　さいたまセレモニー

第３位　上里町役場

防火管理講習の様子

女子
の部

　平成２８年６月２４日(２時間)防火管理(再)

講習会　７月２８・２９日 ( ２日間 ) 及び、平

成２９年２月１５・１６日 ( ２日間 )　甲種防火

管理「新規」講習会を児玉郡市広域消防本部 ( 多

目的ホール ) において開催いたしました。

　なお平成２９年度も２回甲種防火管理講習を

開催予定です。開催日等は、市町広報誌または

消防本部ホームページに掲載されます。

男子
の部

成　績成　績

　平成２８年１０月１３日（木）、児玉郡市広域消防本部（駐車場）において、児玉郡市広域消防本部主
催、児玉郡市防火安全協会協賛による第３０回自衛消防隊屋内消火栓操法大会が盛大に開催されました。
参加チームは１４事業所から男子１５チームと女子５チームが参加し、各事業所の代表として気迫あふ
れる活動を見せてくれました。



防火ポスター展
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　管内小学４・５・６年生を対象に、火災予防ポスターを募集したところ、２２の小学校が参加し、３，
０８６点の応募をいただき２３４点が入選されました。入選作品は、平成２９年春季全国火災予防運動に
合わせ、「ウニクス上里」様に展示されました。

株式会社　武蔵野銀行本庄支店・本庄南支店　様
　　　　　　　　　本庄市駅南二丁目２８－１７

神川町立青柳小学校　４年１組　落合　優羽

本庄市立本庄西小学校　４年１組　岡芹　希嘉

上里町立神保原小学校　５年１組　大澤　璃音

本庄市立秋平小学校　５年１組　下山　陽菜美

美里町立大沢小学校　６年１組　坂本　結唯

神川町立青柳小学校　６年１組　北嶋　愛澄

児玉郡市広域消防本部　児玉郡市防火安全協会

本庄市立中央小学校　４年２組　野中　珠里

本庄市立中央小学校　５年２組　栗田　紬生

上里町立上里東小学校　６年２組　川村　奈々恵

上里町立上里東小学校　４年１組　下重　結衣花

本庄市立中央小学校　５年３組　南　希和

美里町立大沢小学校　６年１組　染野　恋渚

上里町立賀美小学校　４年１組　吉澤　和

上里町立上里東小学校　５年３組　簾田　晴

本庄市立本庄東小学校　６年１組　中村　菜摘

本庄市立旭小学校　４年２組　小山　羚華

本庄市立旭小学校　５年２組　杉　日世里

本庄市立本庄西小学校　６年２組　平川　大樹

本庄市立北泉小学校　４年１組　宮川　遥

本庄市立本庄西小学校　５年２組　今井　くるみ

本庄市立金屋小学校　６年１組　伊能　哲伸

本庄市立秋平小学校　４年１組　堀口　裕翔

上里町立七本木小学校　５年１組　須永　瑠乃

本庄市立北泉小学校　６年２組　中島　陽南子

上里町立長幡小学校　４年１組　亀井　瑠宝

上里町立七本木小学校　５年２組　林　舞凛

上里町立長幡小学校　６年２組　塩谷　知菜美

上里町立神保原小学校　４年１組　小林　つぐみ

神川町立青柳小学校　５年２組　平野　風花

上里町立神保原小学校　６年１組　中藤　愛乃

平成29年 第27回 火災予防ポスターコンクール優秀作品

新会員の紹介

ポスター展での来場者の様子｡
（ウニクス上里）

ポスター展、金賞・特別賞受賞者。
（消防本部多目的室）
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火災・救急件数
【本庄市・美里町・神川町・上里町】

火災種別 建物 林野 車両 その他
　※1 合計 死傷

者数
平成28年 30 3 5 8 46 5
平成27年 39 1 7 12 59 10

※ 1　その他とは、建物、林野、車両火災以外の火災件数です。　

救急種別 急病 交通 一般
負傷

その他
　※2 合計 搬送

人員
平成28年 3,744 692 818 920 6,174 5,706
平成27年 3,520 676 740 887 5,823 5,428

※ 2　その他とは、火災、自然災害、水難、加害、自損、転院搬送等の件数です。

 親善ゴルフ大会

  消防本部からのお知らせ

　１０月２１日(金)、美里ロイヤルゴルフクラ
ブさんにおいて会員親善ゴルフ大会が開催され
ました。
　総勢１９名の参加で、ゴルフを通じ会員様の
交流を深めていただきました。
　また、開催にあたり多数の会員様より賞品を
協力していただき、大変ありがとうございました。

　住宅火災による死者の約７割が65歳以上の高齢者で、死亡
原因の約５割が逃げ遅れ。早い発見が大事。あなたやあなたの
家族を逃げ遅れから守る住宅用火災警報器の設置を！
　すべての住宅には、寝室のほか２階など上の階に寝室がある
場合は、その階の階段にも住宅用火災警報器の設置が義務付け
られています。

放火・放火の疑い
たき火
こんろ
　

主な出火原因

優　勝　室田幸広 様　（株式会社本庄防災設備）

準優勝　根本孝代 様　（株式会社輝本商会）

第３位　宮川岳大 様　（株式会社オーク）
結結　  　  果果



定例総会定例総会
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防火安全協会の行事防火安全協会の行事

消防行政への助成

  ５月２０日（金）、埼玉グラン
ドホテル本庄において、平成２８
年度の定例総会を開催し、会員
７３名出席で全議案とも原案どお
り可決承認され、終了しました。

　平成２８年１１月３０日（水）消防本部において、消防職員意見発表会が開催され精鋭職員１０名が参
加し、全員今後の消防本部を背負って立つ期待できる内容でした。

児玉郡市広域消防本部消防職員意見発表会

定　例　総　会

平成２８年度児玉郡市防火安全協会表彰者　平成２８年度埼玉危険物連合会表彰者



平成２９年賀詞交歓会平成２９年賀詞交歓会
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住宅防火防災推進シンポジウム住宅防火防災推進シンポジウム

　平成２９年２月１７日（金）、五州園において、顧問
吉田信解本庄市長のご臨席を賜り、７８名の参加で、平成
２９年賀詞交歓会が開催されました。
　会員間の交流と親睦を深め、新しい年の始まりにふさわ
しいお祝いができました。

顧問吉田信解本庄市長のご祝辞 入会長の挨拶

　平成２８年度総務省消防庁主催の住宅
防火防災推進シンポジウム当日の様子。
（平成２８年１１月１９日土曜日）



編 集 後 記

　平成２８年１１月９日（水）平成２８年度埼
玉県下２７消防本部（局）一斉住宅用火災警報
器設置対策広報を実施いたしました。
　パンフレット入ポケットティシュを配布
し、設置を呼びかけました。
　ゆるキャラグランプリ全国第２位、本庄
市の「はにぽん」を一日消防署長として招
き、本庄駅頭にて予防課職員と住宅火災警
報器設置啓発活動に貢献しました。

会 員 募 集
　当協会では、会員相互の親睦を図るとともに、消防機関との連絡を密にして、消防関係法令に基づく防
火管理体制を確立し、災害を防止して各事業所の振興発展と社会公共の福祉の増進を目的としております。
　会員事業所の皆様で、主旨に賛同し、入会希望の事業所がございましたら、是非ともご紹介くださいま
すようお願いいたします。
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　今号の表紙についてですが、平成２８年度完成予定の、児玉分署庁舎です。
　本年も「協会だより」第８号を発行する運びとなりました。発行に際しまして、当協会員の皆
様はじめ、多くの方々に対して、防災、防火等の情報発信として「協会だより」の発行を目指し
ていきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　題字・前会長（田島英治）

住宅用火災警報器設置対策広報住宅用火災警報器設置対策広報

本庄駅頭にて住宅用火災警報器設置啓発活動

住宅用火災警報器
設置はおすみですか？ 　点検は実施してますか？

住宅用火災警報器は、大切な命と財産を火災から守ります。
住宅火災警報器設置対策連絡会

当協会では、随時会員を募集しております。当協会では、随時会員を募集しております。

消　防　行　政
© 2010

© 2011

本年度のポケットティシュデザイン


