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令和元年５⽉２８⽇ 

 

 令和元年度危険物安全週間の実施について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 実施期間 

令和元年６月２日（日）から６月８日（土）まで 

 

２ 推進標語 

令和元年度東京消防庁危険物安全標語 

「知っておこう くらしの中の 危険物」(作者 鈴木
す ず き

 太佳
た か

雄
お

さん 羽村市在勤） 

 

３ 推進項目 

⑴ くらしの中の危険物品に関する知識の普及啓発 

スプレー缶には内容物として危険物が使用されているものや、可燃性ガスが噴

射剤として使われているものがあり、取扱い方法を誤ると火災や事故が発生する

おそれがあることから、使用方法及び廃棄方法を周知します。 

⑵ 危険物施設等を有する事業所に対する自主保安対策の推進 

  ア 移動タンク貯蔵所に対し、常置場所での管理及び安全な移送について指導

を行います。 

  イ 統計上重大事故等の多い施設への指導 

    全国で重大事故が多く発生している反応工程を有する製造所及び一般取

扱所に対して指導を行います。 

    500ｋＬ以上の屋外タンク貯蔵所を有する事業所に対して指導を行います。 

  ウ 他の危険物施設と比較して事故発生率が高い給油取扱所に対して、事故発

生防止対策を重点とした指導を行います。 

  大規模危険物施設を対象とした項目 

   ア 石油コンビナート等災害防止法に基づき、東京国際空港地区が石油コンビ

「危険物安全週間」は、くらしの中の危険物品に関する知識の普及啓発及び危険物
施設等を有する事業所に対する⾃主保安対策の指導を通じ、危険物に起因する災害
の発⽣を未然に防⽌するため実施するもので、今年度は６⽉２⽇から実施されます。

東京消防庁では、地域の特性に応じ、各消防署を中⼼として、危険物施設等の保安
対策指導をはじめ、危険物施設での災害を想定した消防演習等を下記のとおり実施
します。 



ナート等特別防災区域に指定されたことから、当該区域内の特定事業所に対

し指導を行います。 

   イ 大規模危険物施設の自主保安体制の向上に対する支援 

     東京危険物災害相互応援協議会（以下「東危協」という。）会員事業所のブ

ロック会議への参画や講習会への職員の派遣を行います。 
 

４ 危険物施設合同消防演習（詳細は別添え参照） 

  当庁と東危協会員事業所等が連携した消防演習を実施します。 

 ⑴ 日時 

   令和元年６月４日(火)１０時３０分から１１時３０分まで 

 ⑵ 場所 

   北区浮間五丁目８番１８号 富士アミドケミカル株式会社（赤羽消防署管内） 

 

５ 危険物安全週間期間中の各署の行事予定 

  各署の行事予定は、別表を参照してください。 

    

 

 

 

問合せ先 

                      東京消防庁（代）電話３２１２－２１１１ 

                      広報課報道係  内線２３４５～２３５０ 



 

別添え 

令和元年度危険物安全週間に伴う消防演習 

 

１ 日時 

 令和元年６月４日（火）１０時３０分から１１時３０分まで 

 

２ 場所 

富士アミドケミカル株式会社 

北区浮間五丁目８番１８号 

 

３ 目的 

  地震災害による危険物流出に対する事業所自衛消防隊の災害対応能力の向上、消防機関

等による危険物火災の対応能力の向上並びに東京危険物災害相互応援協議会 B・Ｃブロ

ック及び赤羽地区危険物施設防災相互応援協力会との連携活動能力の向上を目的として

います。 

 

４ 統裁者等 

統裁者 第五消防方面本部長 小野 修（おの おさむ） 

指揮者 赤羽消防署長 唐澤 学（からさわ まなぶ） 

 

５ 参加人員 

⑴ 東京消防庁               １３４人 

⑵ 赤羽消防団                 ５人 

⑶ 富士アミドケミカル株式会社                ３２人 

⑷ 東京危険物災害相互応援協議会 B・Ｃブロック ６人 

⑸ 赤羽地区危険物施設防災相互応援協力会   １０人 

          合計 参加人員 ５機関 １８７人 

 

６ 参加車両等 

⑴ 消防車両等（ドローン１台含む。＊） １１台 

⑵ 消防団車両             １台 

合計 参加車両等 １２台 

   ＊演習当日の状況により、変更となる場合があります。 

 

７ 演習想定 

 「東京湾北部を震源とする直下型地震により、工場内でけが人が複数発生、屋外タン

ク貯蔵所から危険物が漏洩し、火災が発生した」という想定により行われます。 

 

 

 

 



８ 演習時系列 

時 間 活動経過等 

１０時２９分  演習開始報告 

１０時３０分  ・演習開始（地震発生）  

 ・第５工場でけが人が複数発生、屋外タンクから危険物（ト

ルエン）が漏えいする。 

自衛消防隊による初動対応、東京危険物災害相互応援協

議会及び赤羽地区危険物施設防災相互応援協力会応援隊によ

る資機材相互応援活動 

 ・消防隊出場 

 通報を受けた消防隊が到着・現場確認 

 ドローンによる情報収集 

・余震発生、屋外タンクから出火する。 

 化学車による消火活動 

 ・全隊一斉放水（１１時０５分） 

１１時１０分  演習終了報告 

１１時１１分  講評 

１１時３０分 終了 

 

９ 取材について 

⑴ 演習に伴う事前レクチャーを１０時００分に演習会場内で行います。 

⑵ 取材にあたっては、受付を行い、自社腕章を着用するとともに、係員の指示に従っ

てください。なお、施設内に入るときは、身分証の提示を求められますので、持参し

てください。 

⑶ 施設内は原則ヘルメットを着用することとされていますので、見学席以外では、自

社ヘルメットを着用してください。 

⑷ 取材希望の方は６月３日（月）の１２時００分までに東京消防庁広報課報道係まで

電話でご連絡ください。 

⑸ 演習会場は、多数の消防隊員等の活動や消防車両の出入りがあります。係員の指示

に従い事故防止に十分注意してください。 

⑹ 演習実施場所以外での撮影及び指定場所以外への立ち入りはできません。 

⑺ 構内は全面禁煙とされています。 

⑻ 駐車場のご用意はありませんので予めご了承ください。 

 

１０ 都民の皆様へ 

   演習実施場所はスペースに限りがあるため、一般の方の見学スペースの設定はご

ざいませんので、予めご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

演習実施場所 

富士アミドケミカル㈱ 

演習場所案内図 

富士アミドケミカル㈱ 

事業所入口 
事前レクチャー 

集合場所 



別表

開催日 開始時間 イベント名 イベント会場名 イベント詳細 所属

6月1日 10:00 府中環境まつり２０１９
府中公園
府中市府中町2-26

【対象者】どなたでも
【内容】消防広報ブースを設置
（危険物関係の広報、ポンプ車の乗車体験やミニ防火衣の着装体験等）

府中

6月1日 10:00
黄金井名物市における消防広
報

フェスティバルコート
小金井市本町6-14

【対象者】どなたでも
【内容】はしご車搭乗体験（抽選）、ミニ防火衣着装体験、煙体験、身近な危険物
の実演実験

小金井

6月2日 9:30
臨港消防団・町会合同操法大
会

臨港消防署
中央区晴海5-1-27

【対象者】どなたでも
【内容】操法大会の機会をとらえ、来場者にスプレー缶等の適切な取り扱いに関
する知識の普及啓発の実施

臨港

6月2日 10:00
中央区地域防災フェア
十思スクエア
消防広報コーナー

十思スクエア
中央区日本橋小伝馬町5-1

【対象者】中央区在住の方
【内容】消防広報コーナーを設置。

日本橋

6月3日 9:00 危険物安全週間広報コーナー
台東区役所１階ロビー
台東区東上野4-5-6

【対象者】どなたでも
【内容】日常生活における身近な危険物に関するパネル展示。

上野
浅草
日本堤

6月4日 9:30
危険物施設に対する自衛消防
訓練指導の実施について

行船石油株式会社　北葛西店
北葛西2-10-25

【対象者】どなたでも
【内容】ＶＲ防災体験車を活用した火災・風水害の体験、まちかど防災訓練車を活
用した初期消火訓練、ＡＥＤ取扱い訓練、応急担架作成訓練の実施。

葛西

6月5日 10:00 危険物・火災安全教室
東京消防庁東久留米消防署
東久留米市幸町3-4-34

【対象者】どなたでも
【内　容】スプレー缶・電子レンジ・天ぷら油などの公開実験。
身近な危険物品に関する講義、 １１９番通報、消火器取扱いの訓練、煙ハウスで
の避難体験。放水体験、消防車見学及び体験乗車を実施。

東久留米

6月5日 14:00 危険物実務講習会
西新井消防署　2階防災教室
足立区伊興2-5-11

【対象者】西新井消防署管内の危険物施設を有する事業所に勤務される方（既に
個別に連絡してあります。）
【内　容】講習会等（講習内容は、危険物施設における事故発生状況、震災時の
給油取扱所における営業継続　支援ツールについて、ＤＶＤ視聴等）

西新井

6月5日 15:00 危険物実務講習会
麹町消防署
千代田区麹町1-12

【対象者】麹町消防署管内在住、在勤で危険物施設を有する事務所に勤務してい
る方
【内容】①講習会（危険物施設における災害発生状況、身近な危険物に起因した
火災事例）②初期消火訓練（消火器、屋内消火栓を使用した体験訓練）
【その他】受講を希望される方は、６月３日（月）までに麹町消防署予防課危険物
係まで、電話でお申込みください。電話：03-3264-0119

麹町

6月5日 14:00
平成３１年度本所消防署危険
物安全実務講習会

本所消防署１階防災教室
東京都墨田区横川4-6-6

【対象者】本所消防署管内危険物施設担当者等
【内容】①DVD教養②最新の危険物事故事例について③初期消火訓練

本所

6月5日 10:00 《多摩》ふれあい防災フェスタ
京王バス南株式会社多摩営業所
東京都多摩市南野1-1-1

【対象者】危険物施設の従業員及び地域住民
【内容】火災等の災害発生を想定した消防演習。起震車体験、初期消火、応急救
護、消防車両展示、身近な危険物ＰＲコーナーなど

多摩

6月6日 13:00 西東京危険物安全管理講習会
西東京消防署
東京都西東京市中町1-1‐6

【対象者】西東京市内在勤の危険物取扱者で危険物取扱いに従事している方
【内　容】①講習会（平成３０年中の危険物施設の災害概要、危険物品にかかる
事故事例、身の回りの危険物品の正しい貯蔵方法及び取扱い方法）②実験展示
（消防技術安全所員による実験展示・実験映像の上映）
【その他】受講を希望される方は、５月３１日（金）までに西東京消防署予防課危険
物係まで、電話でお申込みください。電話：042-421-0119

西東京

6月7日 14:30 危険物実務講習
足立消防署
足立区梅島2-1-1

【対象者】足立消防署管内に事業所で保安監督者をされている方
【内容】危険物施設における事故状況と、事例から学ぶ自主保安対策について

足立

6月12日 14:00 危険物取扱者等実務講習会
江戸川消防署　１階防災教室
江戸川区中央2-9-13

講習会
【対象者】江戸川消防署管内の危険物関係事務所の従業者
【内容】事故防止に関する講義

公開実験
【対象者】どなたでも
【内容】燃焼実験の展示

江戸川

6月16日 10:00 府中流鏑馬における消防広報
府中けやき並木通り
東京都府中市宮町1-2

【対象者】どなたでも
【内容】消防広報ブースを設置。
危険物関係の広報、ポンプ車及びはしご車展示を実施。

府中

令和元年度危険物安全週間行事予定表
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