
　平素より袋井保安管理協会の事業運営につきまして、会員の皆様のご理解

とご協力を賜わりまして深く感謝申し上げます。

　昨年度は新型コロナ感染の影響で様々な事業が中止となりました。袋井保

安管理協会としても昨年が創立４０周年の年にあたり、何とか各事業や記念

式典など実施したいと考えましたが、２０２０オリンピック、パラリンピッ

クの延期など国を挙げての緊急事態ということで全ての予定していた事業を

中止致しました。そして、本年度は総会開催に向け準備をしてきましたが、

まだまだコロナ感染が収束していない中、人が集まる総会はリスクが高いと

考え、皆様の安全の確保と安心して集会ができる状態でないと判断し中止にいたりましたこと会員皆様

方のご理解を宜しくお願い致します。

　さて、前々から言われている地球温暖化が加速されている現在、近々では県内中部地区での竜巻によ

る家屋破損、怪我人など大きな災害が発生しました。また、東北を中心とした、かなり強い地震などあ

らゆるところで様々な災害が発生しております。南海トラフ地震につきましても、いつ起こってもおか

しくない状況になっています。皆さんのご家庭や事業所はどうでしょうか？あらゆる災害に対しての防

災が出来ているでしょうか？

　これは人命に関わる問題であり、課題でもあります。そういった皆様方の声を真摯に受け止めて、一

緒になって活動するのが袋井保安管理協会の責務でもあり、将来希望をもった明るい袋井市、森町にし

ていくことが我々の役目でもあります。３年程前に大停電があったことは記憶に新しいと思います。私

もすぐに食料を買いにコンビニエンスストアに行きましたが、残っていたのは菓子パン１つだけでした。

当然カップラーメンなどはありませんでした。何かあれば人はパニックに陥り、生きるための食糧、水

などを買いあさります。災害に備えまずは非常食の準備をしておくことが重要です。

　各事業所やご自宅の再点検を実施し、今一度確認をして下さい。そして困ったことがあればなんでも

相談して下さい。袋井保安管理協会は老若男女問わず皆様が安全、安心して暮らせる希望の持てる袋井

市、森町にしていきたいという思いがあります。

　結びに袋井保安管理協会への会員皆様方のご支援、ご協力を今まで以上にお願いいたしまして私の挨

拶に代えさせて頂きます。どうぞ今後とも宜しくお願い致します。

会長挨拶 共和ライフテクノ株式会社袋井工場　平川 和之

是非、職場にて回覧・掲示をお願いいたします。 （1）

No.80
令和３年８月２日発行

発行所

編　集

事務局

袋井保安管理協会
広 報 委 員 会
袋井消防本部予防課



（2）

※ 表彰事業所は次のとおりです。

　令和３年度袋井保安管理協会通常総会が新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止になったこ
とから令和３年度袋井保安管理協会会長表彰の授与ができなかったため、平川会長、事務局が５月21
日(金)に会員事業所に出向き表彰状と記念品を手渡しました。

令和３年度優良事業所・功労者表彰の授与について

ヤマハ発動機㈱袋井南工場 様
静岡県立遠江総合高等学校 様
社会福祉法人愛光会
　　　袋井ハローこども園 様

優良事業所表彰

防火管理功労者表彰

㈱袴田製作所森工場　袴田 康文 様
㈱サンワネッツ　　　白畑 浩史 様

保安功労者表彰

おめでとうございます。
今後もより一層の防火対策をお願いします。

保安管理協会事務局一同

㈱ザ・フォレストカントリークラブ
　　　　　　　　　　　末木 洋之 様
社会福祉法人明和会めいわ可睡保育園
　　　　　　　　　　　寺田 文子 様

永年に渡り保安監督業務お疲れさまです。
今後も無事故無災害でお願いします。

保安管理協会事務局一同

おめでとうございます。今後もお客様、園児の皆様の安心、
安全のために更なるご活躍をご期待しております。

保安管理協会事務局一同



（3）

普通救命講習の開催

受講された方からのコメントを紹介します。

　令和３年度袋井保安管理協会主催によります、普通救命講習が６月９日(水)から始まりました。本年
度は新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで年間を通じて10回、1回あたりの参加者を10名と限
定して開催し、７月末までに第３回までが終了しています。なお、本年度の予約は好評により既に定員の
100名に達しております。

救命処置の仕方や心停止してしまう原因を授業で
習ったよりも深く知ることが出来ました。また、
AEDの使い方を詳しく学べた事がとても良かった
です。今回は初対面の方と協力しながら心肺蘇生
を行うこともあり、相手の方と息を合わせるのが
難しく、一つ一つ声をかけていく事が大切だと感
じました。

ルンビニ第二保育園　岡村茉耶

救命処置の実践では、少人数ということもあり、
一人ひとり良いところ、悪いところのポイントを
説明していただいてとても分かりやすかったです。
また、順番を待つ間、自分と比べながら見ている
と胸骨圧迫の押す力の差やリズムが人それぞれで
した。救命の連鎖で繋ぐとき圧迫のリズムが遅く
なると効果が減ってしまうため、協力者と声を出
してタイミングよく交代することが大事であるこ
とが分かりました。

メロープラザ　岩倉恵美子

介護福祉士となり人の死に立ち会うことが多く
なったことで改めて人の命の大切さを実感し、こ
の講習を受けて救急蘇生法をしっかりと学び身に
つけ、緊急時に自分が率先して人を助けたいと感
じました。実践を通じて自分１人だけが正しく動
けていても周りの人と協力できなければ助けるこ
とは難しいと実感しました。そして講習で学んだ
ことを自分の中だけで留めることなく職場研修等
を活用し多くの人と学び共有することで緊急時に
１人でも多くの人を救えたらと思います。

特別養護老人ホーム明和苑　澤田有生



（4）

●ボタンを押す、または紐を引いて、
　年に１度は作動確認をしましょう。

⬇
音が鳴らない場合は…

●電池がきちんとセットされているか
　確認をしてください。

⬇
それでも音が鳴らない…

●「電池切れ」か「本体故障」です。
　取扱い説明書を見てください。

住宅用火災警報器
10年を目安に交換をしましょう

定期的な作動確認
●家庭用中性洗剤を浸して、十分に
　絞った布で軽く拭いてください。
●ベンジン、シンナーなどの有機溶剤
の使用、水洗いは絶対にしないでく
ださい。
●お掃除方法は機種により違います。
　取扱説明書を見てください。

※警報器は最大10年を目安に
　交換をお勧めします！！

定期的なお手入れ

すでに設置されている方へ

「ボタンを押す」 「ひもを引く」
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　2011年1月1日に消火器の規格省令が改正されたことにより、旧規格の消火器は2021年
12月31日を過ぎると消火器として認められなくなりますので、早めの交換をお願いします。

　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（住宅用消火器はおおむね5
年）です。
　新規格の消火器の本体には「設計標準使用期限」
が書かれています。設計標準使用期限が書かれてい
ない消火器は旧規格ですので、早めの交換をお願い
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

皆さんの事業所は大丈夫ですか？

適応火災のマーク

普通火災用 油火災用 電気火災用

適応マークを
確認してください!!

消火器の設計標準使用期限は
おおむね10年です



危険物取扱作業に従事されている方へ危険物取扱作業に従事されている方へ

令和３年度　危険物取扱者保安講習
富士市文化会館「ロゼシアター」
つま恋リゾート彩の郷
三島市民文化会館
静岡労政会館
静岡市東部勤労者福祉センター清水テルサ
クリエート浜松
富士市文化会館「ロゼシアター」
富士市文化会館「ロゼシアター」
つま恋リゾート彩の郷
つま恋リゾート彩の郷
アミューズ豊田
アミューズ豊田
三島市民文化会館
静岡労政会館
静岡市東部勤労者福祉センター清水テルサ
クリエート浜松
クリエート浜松
掛川市生涯学習センター
沼津市民文化センター
静岡市東部勤労者福祉センター清水テルサ
掛川市生涯学習センター
富士市文化会館「ロゼシアター」
沼津市民文化センター
静岡市東部勤労者福祉センター清水テルサ

140
150
300
150
230
130
270
140
150
150
140
140
300
150
230
130
130
300
250
230
300
270
250
230

定員 会　　場講習日講習種別申請期間開催時期
11/５(金) 午前
11/10(水) 午前
11/18(木) 午前
11/19(金) 午後
11/25(木) 午前
11/30(火) 午後
11/４(木) 午後
11/５(金) 午後
11/９(火) 午後
11/10(水) 午後
11/17(水) 午前
11/17(水) 午後
11/18(木) 午後
11/19(金) 午前
11/25(木) 午後
11/29(月) 午後
11/30(火) 午前
２/３(木) 午前
２/10(木) 午前
２/17(木) 午前
２/３(木) 午後
２/９(水) 午後
２/10(木) 午後
２/17(木) 午後

給油取扱所

給油取扱所

一般※

一般※

８月２日(月)

～

８月31日(火)
締切日必着

12月１日(水)

～

12月28日(火)
締切日必着

令和３年
11月期

令和４年
２月期

※ 給油取扱所、コンビナート以外は一般です。     
○受講申請書（受講案内）の入手方法     
　袋井保安管理協会事務局および袋井消防本部管内消防署・分署・分遣所で配布しています。
　県下の消防局・消防本部または消防署内にある「地区協会」、および消防署(一部)で配布しています。
○詳細は、一般社団法人静岡県危険物安全協会連合会のホームページでご確認ください。

令和３年度  甲種防火管理再講習のご案内令和３年度  甲種防火管理再講習のご案内
令和３年11月11日(木)　午後１時～午後４時
袋井南コミュニティセンター
50名
7,000円
１次募集 ： 令和３年９月30日(木) ～10月７日(木)
２次募集 ： 令和３年10月25日(月)～10月26日(火)
※1次募集で満席となった場合は、２次募集は実施しません。
※FAXでの申込期間は、期間内の平日、午前９時～午後４時です。
※2次募集はインターネット受付・クレジット決済のみです。
協会HPの申込フォームまたはFAX用申込用紙に必要事項を記入し、FAXで申込み。
①顔写真つき本人確認書類（原本に限る。）※運転免許証、マイナンバーカード等
②筆記用具
③テキストを入れる袋又は鞄
(一財)日本防火・防災協会
ＴＥＬ : 03-6263-9903
ＦＡＸ : 03-6274-6977

１.講習日時
２.講習会場
３.募集定員
４.講習料金
５.申込期間

６.申込方法
７.持 ち 物

８.お問い合わ
せ、ＦＡＸ
申込送付先

〇 詳細は一般財団法人日本防火・防災協会のホームページでご確認ください。

本年度より甲種防火管理再講
習の開催を袋井消防本部から
(一財)日本防火・防災協会に
委託事業として変わっており
ます。


