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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）

会員一致団結し｢地
域の安全･安心なま
ちづくり｣に貢献へ

全職員職務に精励
し身近な消防を目
指します

児玉郡市広域消防本部

消防長    鈴　木　健　一
（児玉郡市防火安全協会顧問）

　消防長の鈴木健一でございます。
　会員皆様には、平素から消防行政並びに火災
予防に対して、格別のご理解とご協力を賜り、
心から感謝を申し上げます。
　昨年は、コロナ禍の影響により、様々な活動
が自粛を余儀なくされ、会員の皆様におかれま
しても、不安な日常を過ごされたことと思いま
す。
　まだまだ予断を許さない状況が続いておりま
すが、感染拡大の防止等、引き続き皆様方のご
協力をお願いいたします。 
　そのような状況下にあっても、発生が危惧さ
れている首都直下地震や大規模化する自然災害
への備え、地域住民の皆様の安全・安心に対す
る関心は非常に高まっており、消防に寄せられ
る期待もより一層大きなものとなっておりま
す。
　消防本部では、消防に求められる責務・使命
を果たすため、「安全安心なまちづくり」に向
け、緊急消防通信指令システムの部分更新など
火災・救急・救助業務の高度化、防火対象物の
実態に即した防火安全対策及び住宅防火対策な
どの推進について全力を挙げて取り組んできた
ところです。
　今後も、過去の災害や教訓、歴史に学び、全
職員とともに職務に精励して、誰からも身近に
感じてもらえる消防を目指してまいりたいと考
えておりますので、格別のご支援とご協力を賜
りますようよろしくお願いいたします。
　結びに、児玉郡市防火安全協会のますますの
ご発展と会員の皆様のご健勝をお祈り申し上
げ、挨拶とさせていただきます。

　早春の候、会員の皆様にはますますご健勝の
こととお慶び申し上げます。
　会員の皆様におかれましては、平素より協会
事業に対する深いご理解と多大なるご支援を賜
り、心から感謝申し上げます。
　昨年は、新型コロナウイルスが世界中で猛威
を振るう中、我が国においても予断を許さぬ未
曾有の災禍に見舞われ、当協会も本来であれば
定例総会において会員皆様に各議案をお諮りす
るところ、「書面開催」という異例の形となっ
てしまいました。役員の方々はじめ多くの皆様
に、ご協力頂いたにもかかわらず、思う様な協
会活動ができませんでした。新型コロナウイル
スに翻弄された１年でした。今は一刻も早く終
息することを祈るばかりです。
　さて、近年は、南海トラフを起源とする巨大
地震の発生や超大型台風の襲来、ゲリラ豪雨等
の発生率も高まっています。このような大きな
災害を乗り越えるためには、地域住民・企業の
自主防災組織への主体的な参加・連帯による地
域の総合的な防災力の向上がさらに必要となり
ます。
　いつ何時襲われるかわからない自然災害に対
し、これまでの災害による先人たちの犠牲を決
して風化させることなく、防災・減災対策につ
いて、継続して実行していく必要性を強く感じ
ております。当協会におきましても、会員相互
がさらに一致団結して地域社会の安全確保に取
り組み、「地域の安全・安心なまちづくり」に
貢献することで、地域経済の活性化、そして児
玉郡市の発展、飛躍につなげていきたいと考え
ているところであります。結びになりますが、
会員事業所のますますのご隆盛と、会員皆様の
ご健勝、ご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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役員紹介役員紹介
副会長副会長

監事監事

理事理事

幹事幹事

真下敏明【真下建設㈱】　
篠原誠一【沖電気工業㈱本庄工場】
前村正明【エステー㈱埼玉工場】
仁科正行【DOWA ハイテック㈱】
谷川克己【医療法人社団心志会本庄駅前病院】
井上　一【井上石油】
田島英治【㈲田島燃料】
野村正文【日産化学㈱埼玉工場】
相川政實【相川石油】
塩谷和弘【埼玉ひびきの農業協同組合美里スタンド】

田沼一徳
【㈱サイセキ】

山田勝治
【山田運送㈱】

武井篤美
【㈱本庄防災設備】

甲賀敏美
【東特塗料㈱本庄工場】

草間　勝
【朝日工業㈱埼玉事業所】

杉原範之【タツムテクノロジー㈱】　
木村美彦【木村燃料店】
馬場則男【㈱日本マイカ製作所】
武政公男【岡村建興㈱本庄工場】
伊藤英夫【㈱倉本産業児玉工場】
中久木総一【社会福祉法人彩の郷福祉会】

髙橋祐介【サンメンバーズ㈱】
松本知明【キヤノン・コンポーネンツ㈱】
石田康博【大鵬薬品工業㈱埼玉工場】
武藤雄二【山下ゴム㈱研究開発センター】
山﨑　充【㈱金冠堂埼玉工場】
清水徳次【やど住設㈲】
春山利朗【㈲春山ガス】
上田英基【リバー㈱児玉事業所】
松居孝晋【築野食品工業㈱関東工場】
加賀新一【日生工業㈱】

大澤貞夫【㈲暁光社】　
木村達夫【㈲小菊】
宮川容子【大森クローム工業㈱埼玉工場】
林　光俊【本庄ガス㈱】
安原輝義【武州製薬㈱美里工場】



関東甲信越地区危険物安全協会連合会表彰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(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児玉郡市防火安全協会表彰
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　令和２年４月１７日㈮に開催予定でしたが新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面による開催と
なりました。７議案が審議され全て原案のとおり承認されました。
　なお、議案については次のとおりです。

令和２年度定例総会

◎第1号議案　令和元年度事業報告承認について　
◎第2号議案　令和元年度一般会計収支決算承認について
◎第3号議案　令和元年度特別会計収支決算承認について
◎第4号議案　令和2年度事業計画（案）について
◎第5号議案　令和2年度一般会計予算（案）について
◎第6号議案　令和2年度特別会計予算（案）について
◎第7号議案　令和2年度役員改選（案）について　

　令和２年５月２１日㈭に消防本部多目的ホールにおいて伝達式が執り行われました。
　表彰者は以下のとおりです。受賞の皆様、おめでとうございます。

○功労表彰（個人）　
　入　基弘（児玉郡防火安全協会会長）

○優良事業所表彰（３事業所）
　東特塗料株式会社本庄工場
　ユニ・チャーム株式会社埼玉工場
　山進社印刷株式会社

○協会功労表彰（３事業所）
　高橋自動車株式会社
　共立印刷株式会社本庄第１工場
　本庄ケーブルテレビ株式会社

○優良危険物事業所（２事業所）
　フクレックス株式会社
　埼玉ひびきの農業協同組合神川セルフスタンド

○優良危険物取扱者
　増田浩孝（児玉化学工業株式会社埼玉工場）

○優良普及啓発活動（２事業所）
　社会福祉法人彩の郷福祉会
　株式会社ウニクス　ウニクス上里　

令和２年度表彰令和２年度表彰
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放射温度計は火災現場や調査で、顔出しパ
ネル等は火災予防イベントで使用します。

協会特別講習会協会特別講習会

消防職員意見発表会消防職員意見発表会

今年度購入備品等今年度購入備品等

　当協会では、会員の危険物の保安に対する意識の高揚及び
防火防災思想の向上を目的として、例年６月の危険物安全週
間と１１月の秋季全国火災予防運動の実施にあわせ、特別講
習会を開催しています。今年度は、新型コロナウイルス感染
症の影響で１１月１９日（木）の開催となりました。
　今回は、熊谷地方気象台より講師をお招きし、「大雨と災
害」をテーマに講習していただきました。
　近年、異常気象により、全国で大雨による河川の決壊等の
災害が相次ぎ、参加者も熱心に聴講されていました。

　令和２年１１月２６日（木）消防本部多目的ホールにおい
て、第２３回児玉郡市広域消防本部消防職員意見発表会が開
催されました。
　この発表会は、消防組織の更なる発展を目的とし、業務や
活動に対する課題等を意見として発表するもので、第４２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。

放射温度計

顔出しパネル作成 火災予防啓発グッズ
（トイレットペーパー・花の種）



消防フェア
　秋の火災予防運動期間の令和２年１１月１４日（土）・１５日（日）の２日間、本庄市内のスーパービ
バホーム本庄店において消防本部主催による消防フェアに当協会が協賛いたしました。（今号表紙）
　イベントブースでは住宅防火診断をはじめ、住警器モデルハウスによる効果実演や住警器の取り付け体
験の他、煙ハウス体験や消防車乗車体験など普段では体験できない内容に参加者から好評をいただきまし
た。また、協会員から提供された品を賞品とし、スタンプラリーを実施しました。賞品を手にした方々は
たいへん喜ばれ、２日間で約１,０００人の方の来場をいただき火災予防への関心が高められました。
　後日、消防長から協会員へ感謝状が授与されました。
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日泉化学㈱埼玉工場
本庄市児玉町児玉８３３－１　　【５/２９入会】

三鷹寿司
児玉郡上里町七本木３５５３－３【６/３０入会】

㈱井田建設
本庄市沼和田１００２－２　　　　【７/８入会】

宗教法人　大光普照寺
児玉郡神川町二ノ宮６６７－１　　【１０/２入会】

㈱文林堂印刷
本庄市寿３－１－１　　　　　　【６/２９入会】

㈱ニューホンダHondaCars熊谷本庄店
本庄市日の出４－１１－１３　　　【７/２入会】

ジャスタヌーン
児玉郡神川町関口５６－８　　　【９/１７入会】

野口建材興業
児玉郡神川町下阿久原３１７　【１０/３１入会】

新会員の紹介 新たに入会された事業所です。皆さんよろしくお願いします。
【会員募集中！】ご紹介お待ちしております。
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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１２号を発行する運びとなりました。令和
２年度は新型コロナウイルス感染症の影響で協会事業も中止や縮小が相次ぎました。新型コロナ
ウイルス感染症の一日も早い終息と、従来の平穏な日常を送れるよう心より願っております。
　また、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）

児玉郡市消防の
情報はこちら事務局　　 〒 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
発　行　　 児玉郡市防火安全協会　会　長　　入　　　基　弘

取り換えの際は連動式を推奨します！

当協会は消防団を応援しています！

「消防団応援プロジェクト」
　の詳しい情報はこちら ➡


