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ご　　 挨　 　拶

児玉郡市防火安全協会

会 長　  入　　基　弘
（有限会社いりプロパン代表取締役）

児玉郡市広域消防本部

消防長    飯 　田　俊　 一
（児玉郡市防火安全協会顧問）

　児玉郡市防火安全協会の皆様には、平素から消防行政及び火災予防の推進に多大なる御支援と御協
力を賜り、心から感謝申し上げます。
　令和２年及び令和３年の２か年にわたり、新型コロナウイルス感染症の影響によって、伝統ある児
玉郡市防火安全協会の行事が縮小や自粛となったことは残念でなりませんが、そのような中、令和２
年度には入会長が（公社）埼玉県危険物安全協会連合会副会長に就任し、県との太いパイプが構築さ
れるという大変喜ばしいニュースがありました。
　また、児玉郡市防火安全協会のホームページが開設され、協会の活動が全国に発信されるという画
期的な事業が展開された年でもありました。コロナ禍において、児玉郡市防火安全協会が大きく飛躍
した年であったともいえます。
　児玉郡市広域消防本部も、管内住民の安全・安心を守るため、消防本部の組織力向上を目指して、
資機材や設備の充実、職員一人ひとりの災害対応力の向上に取り組んでいるところでございます。
　協会と消防本部が、防火・防災を通して地域社会に貢献するという同じ目標達成のために、今後も
御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
　結びといたしまして、児玉郡市防火安全協会の益々の御発展と、何よりも会員皆様の御健勝、御多
幸を祈念いたしまして、挨拶とさせていただきます。

　会員の皆様をはじめ、消防機関及び各関係団体の皆様方におかれましては、平素から当協会の事業
運営につきまして、格別の御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。　
　当協会では、令和３年度の事業としてホームページを開設し、活動や会員間によるファイルの共有、
さらに、消防本部と連携した災害予防啓発活動を実施し、地域社会の防災力向上の実現や地域住民が
安全・安心に暮らせることに繋がる活動になれば、協会の大きな目的が達成できると考えます。
　さて、国内の災害等を顧みますと、昨年７月の静岡県熱海市や 8 月の長崎県・佐賀県・広島県など、
各地で豪雨による土砂災害が発生し、甚大な被害と多くの尊い命が奪われました。また、震度５強以
上となる地震が、１０月に千葉県北西部で、年明けの１月に九州宮崎県や大分県などで発生し、改め
て自然災害の脅威を痛感させられた一年でありました。
　なお、新型コロナウイルス感染症は、昨年、収束の兆しが見えるも変異株が猛威を振るい爆発的な
感染拡大により２月時点の国内の感染者は４９０万人、死亡者は２万３千人に達しました。お亡くな
りになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、感染された方々に心からお見舞い申し上げ
ます。
　当協会では今後も、消防機関及び各関係機関とより一層強固な協力体制を構築し、地域の防災・減
災に役立つため事業活動を行って参りますので、皆様の変わらぬ御理解と御協力をお願い申し上げま
す。
　結びに、当協会各事業所の益々の御発展と、皆様の御健勝、御多幸を祈念申し上げまして、挨拶と
させていただきます。
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定例総会

協会ホームページ開設

関東甲信越地区危険物安全協会連合会表彰

(公社)埼玉県危険物安全協会連合会表彰 児玉郡市防火安全協会表彰

【功労表彰】
　東特塗料株式会社本庄工場

【優良危険物事業所表彰】
　エステー株式会社埼玉工場
【優良危険物取扱者表彰】
　冨岡商店　冨岡 良治
　リバー株式会社児玉事業所　上田 英基
【優良普及啓発活動表彰】
　朝日自動車株式会社本庄営業所
　ユニ・チャーム株式会社埼玉工場

【優良事業所表彰】
　暁運送株式会社　　
　有限会社　アライ
　社会福祉法人　明正会
　株式会社サトーラシ児玉工場
【功労事業所表彰】
　株式会社馬場商店　　
　株式会社東環エンジニアリング　　
　医療法人柏成会　青木病院

＜＜開設までの流れ＞＞
第１回開設準備会 ➡ 制作委託契約締結 ➡ 第２回開設準備会 ➡ テストページ確認
➡ 合格検査 ➡ ホームページ公開 ➡ 保守管理委託契約締結

受賞おめでとうございます。

　令和３年５月２１日（金）、五州園において、令和３年度第６６回定例総会を開催し、会員
４６名の出席により全議案とも原案どおり可決承認され終了しました。

顧問：吉田本庄市長ご祝辞

表彰式後の記念撮影

入会長あいさつ 総 会

令和３年度表彰
( 順不同・敬称略 )



火災予防ポスターコンクール
　管内小学校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、２７校の小学校が参加し、１９７０作品の応募をいただき９０作
品が入選されました。入選作品は、消防庁舎一般開放イベントと同日
に、消防本部多目的ホールにおいて展示されました。
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119番通報・応急手当体験

ぬりえ優秀作品

水消火器体験

救助訓練展示

ミニはしご車

金賞・特別賞受賞者

審査会

展示会場

地震体験（起震車）

　令和３年１１月１３日（土）・１４日（日）の２日間、児玉郡市広域消防本部・中央消防署において、子
供たちをターゲットにした消防庁舎一般開放イベントが開催されました。　
　新型コロナウイルス感染防止対策を講じ、当協会の協賛と協会員が協力し、住宅用火災警報器の展示や
水消火器による初期消火、１１９番通報、応急手当、地震体験、ミニはしご車の乗車などの体験ブースを
設け、子供から大人まで多くの来場者が楽しみながら防火・防災について学ぶことができ、大盛況のうち
に終了しました。

消防庁舎一般開放イベント
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児玉郡市防火安全協会特別講習会

消防職員意見発表会

今年度購入備品

　危険物を取り扱う事業所における自主保安体制の確立を呼びかけるとともに、広く住民の危険物に対す
る意識の高揚及び啓発を図り、住民生活の安全を確保することなどを目的として、特別講習会を開催して
います。
　会員の危険物に関する安全意識の普及啓発、事故防止の徹底を図ることを目的として、今回は令和３年
６月２５日（金）に、当協会・草間副会長の事業所である朝日工業株式会社埼玉事業所において、第１回
特別講習会を開催し、２６名の参加がありました。

　令和３年１１月２６日（金）児玉郡市広域消防本部多目的ホールにおいて、第２４回消防職員意見発表
会が精鋭職員６名で開催されました。
　この発表会は、消防職員の更なる発展を目的とし、業務や災害活動に対する課題等を意見として発表す
るもので、第４３回埼玉県消防職員意見発表会への代表者選考を兼ねて開催されました。
　当協会では参加賞の助成を行い、消防本部と協会ともに地域の安全・安心を守る役割の大切さを共有し
ました。

　火災原因調査資器材である
超音波カッターを購入し、消
防本部へ移管しました。
　超音波カッターは、刃先に
振動を伝え、摩擦熱を起こす
ことで材料を切断し、通常の
カッターより力を入れる必要
がなく、切断面もきれいにな
るのが特徴です。 電源タップ切断超音波カッター

草間副会長による講話 工場内見学

表彰式 表彰式後の記念撮影

工場内見学



埼玉八栄工業㈱
本庄市児玉町共栄240

染・きもの武井
本庄市若泉1‒1‒32

柿沼畳店
児玉郡神川町大字関口179‒2

トーエイ物流㈱本庄物流センター
本庄市いまい台2‒63

不二ドライブイン
本庄市1314

㈱アサヒペン東日本物流センター
本庄市児玉町共栄800‒2

㈲梅月堂
本庄市児玉町児玉78

㈱須賀          
児玉郡上里町大字金久保1095

新会員の紹介

埼玉八栄工業株式会社

本庄市児玉町共栄240

���   0495-73-3311

＝事業内容＝
・地盤改良用機械設備の開発設計・製作及び販売
・建設機械整備・改造
・地盤改良工事請負
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カナイ石油㈱上里給油所
児玉郡上里町大字七本木2018‒8

ハノンシステムズ・ジャパン㈱
本庄市児玉町共栄350‒24

新会員の紹介

☆随時新会員募集中☆
児玉郡市防火安全協会の主旨にご賛同いただける事業所が
ございましたら是非ご紹介ください。
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編 集 後 記
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　会員皆様のご協力をいただき、「協会だより」も第１３号を発行する運びとなりました。
　今後も事業所及び地域へ微力ながら貢献させていただきたいと考えております。会員皆様のご
支援とご協力をお願い申し上げます。
　なお、協会への意見やご寄稿等がございましたら、お気軽にお声がけください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　題字・前会長（田島英治）

４
～

６
ｍ

いのちを守る のポイント

4つの習慣

6つの対策

様々な火災の中でも、特に住宅で発生する火災で多数の死者が出ており、その出火原因はたばこ、

ストーブ、こんろ、電気機器など、生活する上で身近にある機器が多く を占めます。

日頃から取り組んでいただく 住宅防火対策として、4つの習慣、6つの対策からなる「 住宅防火いの

ちを守る10のポイント 」を取りまとめました。

是非、ご家族の皆様で住宅火災からいのちを守るための対策をご確認く ださい。

①火災の発生を防ぐために、ストー
ブやこんろ等は安全装置の付い
た機器を使用する

④火災を小さいうちに消すために、
消火器等を設置し 、使い方を確
認しておく

⑤お年寄りや身体の不自由な人は、
避難経路と避難方法を常に確保
し、備えておく

⑥防火防災訓練への参加、戸別訪
問などにより、地域ぐるみの防火
対策を行う

②火災の早期発見のために、住宅
用火災警報器を定期的に点検し、
10年を目安に交換する

③火災の拡大を防ぐために、部屋
を整理整頓し 、寝具、衣類及び
カーテンは、防炎品を使用する

①寝たばこは絶対にしない、させない ②ストーブの周りに燃えやすいものを置かない

③こんろを使うときは火のそばを離れない ④コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く

児玉郡市防火安全
協会ＨＰはこちら

児玉郡市広域消防
本部ＨＰはこちら

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
　　　　　 H　　 P    https://kdbouka.jp
発　行　　 児玉郡市防火安全協会　会　長　　入　　　基　弘




