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まえがき
東京消防庁は、昭和２３年３月７日に発足して以来、都民の生命、身体及び財産を
災害から守るため、職員一丸となって邁進してまいりました。
令和元年中の火災件数は４，０８９件で、そのうち、住宅火災による死者数は８３名と
なり、昨年よりも１７名の増加となっております。
また、救急件数は過去最多となる８２５，９２９件となりました。これは、１分あたり
約１．５件の救急出場があったことになります。
さらに国内に目を向けると、昨年７月に京都市で発生したアニメーションスタジオ火災
では、多くの才能豊かな若者の命が失われ、生活に必要不可欠なガソリンの危険性が
再認識されるとともに、ガソリンスタンドにおける販売規制が強化されることとなりました。
そして、１０月に発生した首里城跡の火災では、沖縄の歴史と文化の象徴とも言うべき
正殿など貴重な建物と収蔵品が失われ、大規模木造建築物における火災の早期発見
と初期消火の重要性が改めて認識されたところであり、東京消防庁では、大規模木造
建築物や文化財（建造物）に対して、出火防止や火災発生時の対応を重点とした緊急
防火安全指導を実施しました。
一方、９月と１０月には、立て続けに台風１５号と１９号が襲来し、全国各地で甚大な
被害を受けるとともに、都内でも多くの浸水被害が発生いたしました。
このことから、本年４月には、水深１．２ｍまで走行可能な四輪駆動車をはじめ、
風力で進むエアボートなどを備えた「即応対処部隊」を発隊させ、水害や土砂災害に
対する活動体制の強化を図りました。
今年に入り、新型コロナウイルス感染症が世界中に拡大し、当庁では中国湖北省
武漢市からの帰国者で体調が優れない方を搬送しました。また、自宅や宿泊施設等
で療養中に具合が悪くなった感染者の搬送等を実施しているところであり、引き続き、
関係機関と連携し、新型コロナウイルス感染症に対応してまいります。
さて、来年は、新型コロナウイルス感染症の影響で延期された東京２０２０オリンピック・
パラリンピック競技大会が開催されます。世界各国から多くの選手や観光客が東京を
訪れることから、東京消防庁では、宿泊施設や繁華街などの安全性を高めるため、
立入検査を強力に推進し、大会期間中には、消防特別警戒を実施し大会の安全・安心
に万全を期してまいります。
東京消防庁では、「新しい日常」のもとで、必要な対策を講じ、都民サービスを

継続できるよう最大限努めていくとともに、今後も、誰もが安全で安心して暮らせる
「セーフ シティ」の実現のため、職員一人一人が力を合わせ、一丸となって、取り組んで
まいります。

令和二年十月

東京消防庁
消防総監 安藤俊雄
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東京の消防白書のアンケートにご協力ください！
　東京消防庁では、今後、東京の消防白書をより親しみをもってご覧になっ
ていただけるよう、ご意見を募集しています。
　右記のＱＲコードから東京消防庁公式アプリにログインし、
アンケートフォームにご入力ください。
　今後の東京の消防白書作成に活用させていただきます。

入力はこちらから↑
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