
 

 

報道発表資料 

東京消防庁 Tokyo Fire Department 

 

 

平成２６年１１月４日 
 

平成２６年秋の火災予防運動の実施について 

 

 

 火災による死傷者の発生及び財産の損失を防ぐことを目的として、平成２６年秋

の火災予防運動を下記のとおり実施します。 

 

 

１ 実施期間 

平成２６年１１月９日（日）から平成２６年１１月１５日（土）まで 

  

２ 推進標語 

うれしいね 防火で笑顔の 人と町 

  （平成２６年度東京消防庁防火標語 作者 入月 千代子（いりづき ちよこ）

さん（世田谷区在住）） 

 

３ 期間中の行事 

⑴  「消防フェスティバル２０１４ 本所」（資料１参照） 

⑵  各消防署の主な行事（資料２参照） 

※ 詳細は、各消防署におたずねください。 

 

 

 

問合せ先 

 

 

東 京 消 防 庁 ㈹ 電話 3212－2111 

広 報 課 報 道 係 内線 2345～2349 

 



資料１ 

 

消防フェスティバル２０１４ 本所 
 

１ 日時 

平成２６年１１月６日（木） ８時４０分から１２時３０分まで 

２ 場所 

墨田区太平四丁目１番  オリナス 

３ 内容 

  都民の皆様に火災予防意識を高めていただくことを目的として、大規模なイ

ベントを開催します。 

  今回は、俳優の千葉雄大さん（別添え参照）を一日消防署長に迎え、オリナ

スにおいて消防演習を実施します。演習終了後、東京消防庁音楽隊の演奏会及

び防災トークショーを開催します。 

４ 消防演習想定 

  首都直下を震源とする強い地震が発生し、その影響によりオリナスモール３

階フードパレットにおいて火災が発生、多くのけが人が出ているとの想定で演

習を実施します。 

自衛消防隊、東京ＤＭＡＴ、災害時支援ボランティア、消防部隊が連携して大

規模な救助・救急・消火活動を実施します。 

５ 参加人数等 

⑴  参加人数 約２００名（消防職員、消防団員、自衛消防隊、災害時支援ボ

ランティア等含む） 

⑵  消防車両等 １６台 

⑶  統裁者 第七消防方面本部長 石坂 敏明（いしざか としあき）  

⑷  指揮者 本所消防署長    松本 清（まつもと きよし） 

６ 時系列 

時 間 概  要 場 所 

 ８：００ 報道関係者受付開始 

オリナスエントリーコ

ート１階（別図１） 

 ８：１５ 報道関係者へレクチャー 

 ８：４０ 
一日消防署長（俳優千葉雄大さん）に委嘱

状を交付 

 ８：５０ 演習開始 オリナスモール３階及

び屋外 

（別図１、２、３、４） 

 ９：１９ 一斉放水開始 

 ９：２５ 消防総監の講評、一日消防署長のあいさつ 

 ９：４０ 一日消防署長に感謝状を贈呈 
オリナスエントリーコ

ート１階（別図１） 

１０：００ 防火コンサート 屋外（別図３） 

１０：４０ 防災トークショー 
オリナスエントリーコ

ート１階（別図１） 



７ その他 

⑴  取材を希望する社は、１１月５日（水）１４時００分までに広報課報道係

宛へ電話でご連絡ください（電話番号 ０３－３２１２－２１１１）。 

⑵  報道機関向けのレクチャーを８時１５分からオリナスエントリーコート１

階にて行いますので、それまでに受付を済ませてください。（別図１参照） 

⑶  取材中は、自社腕章の着用をお願いします。 

⑷  イベント会場には一般の見学者が多く集まることが予想されます。また、

消防演習で消防職員も多数活動しておりますので、係員の指示に従って指定

の取材エリアを守って事故防止に十分注意してください。 

 ⑸ 駐車場のご用意はありませんのであらかじめご了承ください。 



別図１ 

 

 

 

 

 

 委嘱状交付式及び感謝状贈呈式会場図 
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１階エントリーコート

【指揮統制車】

屋外消防演習会場配置図及び取材エリア図

取材
エリアＡ

※ 「一斉放水」準備・実施の際は、取材エリアから退避してください。ただし、取材エリアＣに限っては継続して取材可能とします。
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消防演習一斉放水イメージ図



別添え  

 

「消防フェスティバル２０１４本所」一日消防署長及びポスターモデル 
 

 ちば ゆうだい 

千葉 雄大 

職業 俳優 

生年月日 １９８９年３月９日（２５歳） 

身長 １７３㎝ 

出身地 宮城県 

２０１０年に「天装戦隊ゴセイジャー」で俳優デビュー。その後は、テレビの

ドラマやバラエティ、映画等、多数に出演し活躍中。テレビドラマは「水球ヤン

キース」（７月から９月放映）、「今日は会社休みます。」（１０月から放映）、映画

では、２０１４年７月公開の「幕末高校生」、12 月公開の「アオハライド」に出

演。 

最近の主な活動等 

テレビ 

桜蘭高校ホスト部（2011）ランナウェイ～愛

する君のために（2011）カエルの王子様

（2012）黒の女教師（2012）平清盛（2012）

TAKE  FIVE ～ 俺 た ち は 愛 を 盗 め る か ～

（2013）SUMMER NUDE（2013）失恋

ショコラティエ（2014）「水球ヤンキース」

（2014）文化庁芸術祭参加テレビドラマ「最

強のオンナ」（2014） 

現在は、フジテレビ「バイキング」金曜レギュ

ラー、日本テレビ「きょうは会社休みます。」

に出演中。 

CM 資生堂「ERIXIR SUPERIEUR」（2010） 

映画 

天装戦隊ゴセイジャーエピック ON THE ム

ービー（2010）、桜蘭高校ホスト部（2012）、 

「幕末高校生」（2014 年７月～）、アオハライ

ド（2014 年１２月～） 

 



月 日 曜日

1
ビルの谷間のコンサー
ト

10 29 水 12時 15分 12時 45分

名称
日比谷シティ広場
所在
千代田区内幸町２－２－３

丸の内

2
市制５０周年記念防災
フェスタＩＮ国分寺

11 1 土 9時 00分 16時 00分

名称
国分寺市立第４小学校
所在
国分寺市西元町１－８－１

国分寺

3
地域防災コミュニ
ティー防火防災訓練及
び消防演習

11 1 土 9時 30分 11時 30分

名称
慶應義塾大学病院敷地内
所在
新宿区信濃町３５

四谷

4 見守り防火診断 11 1 土 9時 30分 11時 30分
名称・所在
野方消防署管内

野方

5 消防演習 11 1 土 10時 00分 10時 30分

名称
大田区立特別養護老人ホーム
たまがわ
所在
大田区下丸子４－２３－１

矢口

6
住宅防火対策の推進に
基づく街頭キャンペー
ン

11 1 土 10時 00分 14時 00分

名称
明治大学和泉校舎
所在
杉並区永福１－９－１

杉並

7 火災予防フェア 11 1 土 10時 00分 14時 00分

名称
アリオ亀有イベント広場
所在
葛飾区亀有３－４９－３

金町

8 奥多摩ふれあいまつり 11 1 土 10時 00分 16時 00分

名称
奥多摩町総合運動公園
所在
奥多摩町氷川９４０

奥多摩

資料２

町民が多く訪れる町内最大のイベント会場にて、消防
ブースを設置し、応急救護・広報用写真展・住宅用火災
警報器の適正維持管理や重要性等を広く広報する。

初期消火訓練、応急救護訓練、車両展示、子どもコー
ナー（消防官になってミニポンプ車・ミニ救急車に乗ろ
う！）、起震車による地震体験、都立葛飾総合高等学校
吹奏楽部による演奏　などを実施する。

①矢口消防署、矢口消防団、災害時支援ボランティア等
による消防演習
②事業所と町会等との応援協定による自衛消防訓練
③［家具類の転倒・落下・移動防止対策、救急相談セン
ター（♯７１１９）及び東京版救急受診ガイドの周知・
利用促進等］に関する広報
を実施する。

番
号

行事名
実施日時

場所 行事内容

平成２６年秋の火災予防運動における行事計画

担当所属
開始時間 終了時間

音楽隊の演奏によりオフィス街の勤務者等に、やすらぎ
や潤いを提供し火災予防の大切さを広くアピールする。

市民に対する防災力向上訓練と消防広報を実施する。
（起震車体験、応急救護訓練、煙体験ハウス、通報訓
練、家具類の転倒・落下・移動防止広報）

１日消防署長に慶応義塾大学病院竹内病院長を迎え、信
濃町町会及び周辺事業所が連携し、消防署・防災機関と
一体となって、訓練・消防演習を実施する。

見守り対象者世帯800世帯、1,000名を対象に消防職員が
来訪して、防火診断を実施する。

明治大学和泉校舎の学園祭会場に消防コーナーを開設
し、家具の転倒防止、消防団員の募集、東京版救急受信
ガイドと♯１１９の周知・利用促進キャンペーンを実施
する。



9 消防体験フェア 11 1 土 11時 00分 15時 00分

名称
上野恩賜公園ポケットパーク
所在
台東区上野公園８

上野

10

防火パレード・谷中し
たまち合同防災訓練
（谷中・千駄木地区町
会合同防災訓練）

11 1 土 13時 30分 15時 30分

名称
区立防災広場初音の森
所在
台東区谷中５－５

上野

11
町会・商店会等と連携
した防火防災訓練

11 1 土 16時 00分 17時 00分

名称
JR西荻窪駅南口周辺
所在
杉並区西荻南３－９付近

荻窪

12 港区総合防災訓練 11 2 日 9時 30分 11時 30分

名称
港区立青山中学校
所在
港区北青山１－１－９

赤坂

13 国分寺まつり 11 2 日 9時 30分 15時 30分

名称
都立武蔵国分寺公園
所在
国分寺市泉町２－１

国分寺

14
晴海オータムフェス
ティバル

11 2 日 10時 00分 15時 00分

名称
晴海客船ターミナル
所在
中央区晴海５－７－１

臨港

消防ふれあい広場（消防広報、ＰＲコーナー）
はしご車搭乗体験、ポンプ車、救急車展示、電動ミニ
カー乗車コーナー
歴史行列への参加、消防尐年団パレード、団員募集活動
家具類の転倒・落下・移動防止、＃７１１９、東京版受
診ガイドの広報

消防ＰＲコーナー、消防車両を展示及び臨港第一舟艇小
隊による放水演技を実施する。

発災対応型訓練、煙体験訓練、スタンドパイプを活用し
た初期消火訓練、子供消防防火服展示、広報パネルの展
示、消火活動演技等を実施する。新たに活動二輪車の展
示・消防活動演技、水圧ドア体験（下水道局）・着衣着
火実験展示（消防技術安全所）を導入する。
家具類の転倒・落下・移動防止対策、救急相談センター
♯７１１９の普及促進する。

①体験コーナー
消火、ＡＥＤ取扱い、起震車、煙体験、ロープ結索体験
等
②広報展示コーナー
防炎品、住宅用防災機器、各種パネル、消防車両(P.A)
等
③火災予防広報
早稲田大学ちんどんによる体験フェア参加への呼び掛け
及び火災予防広報の推進

①防火パレード
　谷中銀座商店街において、キュータ、早稲田大学ちん
どん、消防職・団員、消防尐年団等による防火パレード
を行い、防災訓練への参加の呼び掛けを実施する。
　防火パレードを通じて、総合的な防火防災診断をはじ
め、政策広報テーマ等の積極的な広報を推進する。
②合同防災訓練
　台東区谷中地区と、よみせ通りを挟んで隣接する文京
区千駄木地区の住民が連携し、軽可搬ポンプ、スタンド
パイプを活用した放水訓練、起震車体験、救助・応急救
護訓練など、顔の見える合同防災訓練を実施する。

駅周辺の小規模飲食店等に対する防火安全対策指導を行
います。また、商店会等と連携した消防演習や地域住民
が为体となった防火防災訓練を実施する。



15 中央区産業文化展 11 2 日 10時 00分 17時 00分

名称
晴海アイランドトリトンスク
エアグランドロビー及び水の
テラス
所在
中央区晴海１－８

臨港

16 チビッコ防災教室 11 2 日 10時 00分 14時 00分

名称
あらかわ遊園運動場
所在
荒川区西尾久８－１－１

尾久

17 西部地区総合防災訓練 11 2 日 10時 00分 12時 00分

名称
三鷹市立第２小学校
所在
三鷹市野崎３-１９-１

三鷹

18 渋谷区くみんの広場 11 2･3
日･
月

10時 00分 16時 00分

名称
都立代々木公園Ｂ地区
所在
渋谷区神南二丁目

渋谷

19 喜多見地区まつり 11 3 月 9時 30分 14時 30分

名称
世田谷区立喜多見小学校
所在
世田谷区喜多見　３－１１－
１

成城

20 本郷防災コンクール 11 3 月 9時 30分 12時 30分

名称
総合体育館
所在
文京区本郷７－１－２

本郷

21
第44回くにたち秋の市
民まつり

11 3 月 9時 30分 16時 00分

名称
国立駅前大学通り
所在
国立市東一丁目5番先～二丁目
25番先

立川

22
あだち国際まつり２０
１４

11 3 月 10時 00分 15時 00分

名称
ベルモン公園
所在
梅島１－３３－７

足立

町会・自治会・事業所を対象に防災に関する競技を実施
し、地域防災行動力の向上を図ることを目的に実施す
る。３名１組で地震発生時の対応要領、初期消火応急救
護の内容を競う。

事業所・自治会等が連携した総合防災訓練を実施する。
会場において、消防コーナーを仮設し、参加者に通報訓
練・初期消火訓練・ＡＥＤ取扱訓練等を指導し、防火防
災力の高揚を図る。
また、広報パネル等で火災予防のＰＲを行う。

国立の大学通りを歩行者天国にし、市民団体のパレー
ド、路上パフォーマンス等が行われ、パレードには東京
消防庁カラーガーズ隊及び音楽隊、ＢＦＣ、女性防火の
会も参加する。歩行者天国では、起震車による地震体
験、梯子車の搭乗体験も実施される。（国立商工会为催
の「天下市」、一橋大学学園祭の「一橋祭」が大学通り
にて同時開催）

区内在住外国人等を対象に、放火火災予防の呼びかけ、
住宅用火災警報器の適正な維持管理及び家具類の転倒・
落下・移動防止対策等の周知等を図る。

音楽、カラーガーズ隊による演奏演技及び臨港消防尐年
団鼓笛隊による演奏（１１月２日のみ）と、消防展示
ブースにて広報やＰＲを実施する。
（11月2日から11月5日まで実施）

「尾久っ子ワクワクまつり」の会場にＰＲコーナーを開
設し、バッテリーミニカーの体験乗車,ミニ防火衣の着
装体験を行う。また、保護者に対し「家具の転倒・落
下・移動防止対策」及び「東京版受診ガイド、＃７１１
９」の周知、利用促進を実施する。

「防火・防災フェア」と題したブースを出展し、来場者
に火災予防及び震災対策を広報するとともに消防団員募
集や応急救護訓練、防災クイズ、ミニ防火衣着装体験等
を実施する。
また、２日に渋谷消防尐年団によるパレード、３日に当
庁音楽隊によるミニコンサートを実施する。

地域のイベントに消防ＰＲコーナーを出店し、住宅防火
及び地域防火安全に着目した対策、政策広報テーマ等の
広報活動を行う。



23 ファミリー防災デー 11 3 月 10時 00分 14時 00分

名称
四谷消防署
所在
新宿区四谷３－１０

四谷

24 わくわく消防署見学 11 3 月 10時 00分 15時 00分

名称
志村消防署高島平出張所
所在
板橋区高島平３－２－１０

志村

25 火災予防フェア 11 3 月 11時 00分 15時 10分

名称
北豊島園自動車学校
所在
練馬春日町４－３７－２４

練馬

26
消防関係法令の改正に
伴う説明会

12 3 水 14時 00分 16時 30分

名称
キャロットタワー
所在
世田谷区太子堂４－１－１

世田谷

27 消防演習 11 4 火 10時 00分 11時 00分

名称
ニュー新橋ビル
所在
新橋２－１６－１

芝

28 消防演習 11 4 火 10時 00分 11時 00分

名称
荒川区役所
所在
荒川区荒川２－２－１

荒川

29 消防演習 11 4 火 10時 00分 11時 00分

名称
葛飾区役所
所在
葛飾区立石５－１３－１

本田

30 消防演習 11 4 火 10時 30分 11時 00分

名称
瑞江第一ホテル
所在
江戸川区瑞江２－６－１６

江戸川

31 消防演習 11 4 火 14時 30分 16時 25分

名称
東京大学農学部
所在
弥生１－１－１

本郷

32 消防演習 11 4 火 15時 30分 17時 00分

名称
電気通信大学
所在
調布市調布ヶ丘１－５－１

調布

ショートアニメ「野良スコ」キャラクターのコタローを
一日消防署長に迎え、消防団、事業所、自为防災組織と
連携した消防演習を実施する。

適マークを受けた宿泊施設 瑞江第一ホテルで、従業員
による自衛消防活動と消防演習を実施する。

消防隊、自衛消防隊、消防団等と連携した消防演習実施
後，ＡＥＤの取扱い要領等を指導する。

消防庁舎を一般開放し、はしご車体験乗車、ミニ防火
衣、電動ミニカーのコーナーを設けるなど、地域住民と
の交流を深め、防災への関心を高めるための広報活動を
行う。また11月11日には志村坂上出張所にて消防署見学
を実施する。

消火訓練、消防車両の展示、ミニ消防車、防火衣体験を
実施する。
消防ＰＲコーナーを設置し、＃７１１９、公表制度、地
震対策等のリーフレットを活用した広報活動を実施す
る。

荒川区長指揮のもと、自衛消防隊及び消防団と消防隊が
連携し、消防演習を実施する。

世田谷消防署管内で消防設備業の届出をしている消防設
備業者や電気事業業者を対象として、法令改正等につい
ての説明会を実施する。

①職員、学生による自衛消防訓練
②消防演習

初期消火訓練、煙体験、応急救護訓練、防災展示、防災
ゲームなど、体験して防災行動力を向上させるイベント
を実施する。協働団体と連携して地域住民に住宅防火対
策等リーフレットを配布する。

①消防隊と連携した自衛消防訓練
②一日消防署長(第１９回新橋こいち祭「ゆかた美人コ
ンテスト」グランプリ)
を実施する。



33 消防演習・消防広報 11 5 水 9時 00分 15時 30分

名称
アリオ西新井
所在
足立区西新井栄町１－２０－
１

西新井

34
立川駅前広報キャン
ペーン

11 5 水 10時 00分 11時 00分

名称
JR立川駅
所在
立川市曙町２－１－１

立川

35 消防演習 11 5 水 14時 00分 15時 00分

名称
朝日生命代田橋ビル
所在
杉並区和泉１－２２－１９

杉並

36 防火のつどい 11 5 水 14時 00分 16時 00分

名称
町立古里小学校
所在
奥多摩町小丹波７５

奥多摩

37
戸越銀座商店街と防火
防災に関する協定の締
結

11 5 水 15時 00分 15時 30分

名称
荏原消防署
所在
品川区平塚３－１６－２０

荏原

38
秋の火災予防運動消防
フェスティバル２０１
４本所

11 6 木 8時 40分 12時 30分

名称
オリナス
所在
墨田区太平4-1

本所

39
牛込郵便局火災予防広
報協力式

11 6 木 9時 00分 9時 30分

名称
牛込消防署
所在
新宿区筑土八幡町５－１６

牛込

40 自衛消防訓練 11 6 木 10時 00分 11時 30分

名称
日東工器株式会社
所在
大田区仲池上２－９－４

田園調布

41
要配慮者等の防火防災
診断

11 6 木 10時 00分 12時 00分
名称・所在
北区東田端地区

滝野川

奥多摩消防署開署４０周年を記念して、表彰式及び東京
消防庁音楽隊の演奏を実施する。

多摩地区最大の乗降客を誇るJR立川駅コーンコースにお
いて、①家庭内の電気器具、調理用機器の適正利用②放
火防止対策③救急車の適正利用（＃７１１９＆東京版救
急受信ガイド）の広報④家具の転倒・落下防止措置の普
及④消防尐年団の周知及び入団促進を呼びかける。

①消防演習
②音楽隊・カラーカーズ隊による演奏会
③一日消防署長－千葉雄大
④消防車両展示

消防車両と同じ赤を基調とした車両を運行している牛込
郵便局のバイク９５台、集配車２０台に火災予防を呼び
かけるステッカーを張り火災予防の広報活動の協力をい
ただく。11月6日初日は牛込消防署長と牛込郵便局長に
よるステッカーを貼ったバイクと集配車の出発式を行
う。

東京電力、関東電気保安協会、東京ガス、地域包括セン
ターと合同で要配慮者家庭の電気・ガスの点検等防火防
災診断を行う。
(11月7日13時00分から16時00分まで同様に実施)

アリオ西新井において消防演習を行い、演習終了後アリ
オ西新井１階イベント広場において防火防災に係る展示
等を行い火災予防意識の高揚を図る。

朝日生命代田橋ビルにおいて自衛消防隊、消防隊、消防
団と連携して消防演習を実施し、事業所の防火安全対策
及び付近住民への防災意識の普及を図る。また、事業所
の方々に初期消火訓練・ＡＥＤ取扱い訓練を実施する。

管内を代表する商店街の一つである戸越銀座商店街振興
組合と協定の締結を推進するとともに、厨房設備や火気
使用器具等からの出火防止指導を図る。

消防用設備等を作動させた自衛消防訓練と、消防隊との
連携訓練を実施する。



42
第６５回青空コンサー
ト

11 6 木 12時 00分 13時 00分

名称
中野サンプラザ前広場
所在
中野区中野４－１－１

中野

43
消防演習及び自衛消防
訓練

11 6 木 12時 45分 14時 00分

名称
東京工業大学
所在
大田区石川町１－３１

田園調布

44 消防演習 11 6 木 13時 30分 14時 30分

名称
山崎製パン株式会社
所在
千代田区岩本町３－１０－１

神田

45 防火のつどい 11 6 木 14時 00分 15時 40分

名称
赤坂コミュニティーぷらざ
所在
港区赤坂４－１８－１３

赤坂

46 駅前広報 11 6 木 16時 15分 16時 45分

名称
①西武新宿線　上石神井駅
②西武新宿線　武蔵関駅
③西武池袋線　石神井公園駅
④西武池袋線　大泉学園駅
所在
①練馬区上石神井1-2-45
②練馬区関町北2-29-1
③練馬区石神井町3-23-10
④練馬区東大泉1-29-7

石神井

47 オ－プニング広報 11 7 金 9時 00分 11時 00分

名称
ＪＲ新宿駅　他６駅
所在
新宿区新宿３－３８－１

新宿

48 消防演習 11 7 金 10時 30分 12時 00分

名称
新日本油脂
所在
大田区蒲田本町２－２８－１

蒲田

49 防火のつどい 11 7 金 13時 00分 16時 30分

名称
調布市グリーンホール(小ホー
ル)
所在
調布市小島町２－４７－１

調布
①火災予防業務協力者等表彰式
②防火防災落語

管内にある堀越学園高等学校の吹奏楽部によるコンサー
トを実施し、来場者に対し、住宅用火災警報器の設置促
進、適正な維持管理の推進、家具の転倒・落下・移動防
止対策の推進、救急車の適正利用等、各種広報を実施す
る。

火災予防運動開始前に駅及び周辺において防火防災女性
の会、駅職員等の協力のもと、電気火災の防止策等を印
刷したティッシュを配布し、ＰＲ活動を展開する。

　帰宅時間帯に、管内４駅においてのぼり旗を掲出し、
火災予防運動の周知促進を図るため、チラシ入りのマス
クを配布する広報活動を実施する。

自衛消防隊と連携した消防演習と、防火、防災管理に基
づいた自衛消防訓練を実施する。

震度６強の地震が発生し、危険物タンクから油が流出、
自衛消防隊による流出拡散防止及び負傷者の救護を実
施、その後、何らかの原因でタンク付近から出火、自衛
消防隊による初期消火、消防隊による泡消火を実施、隣
接する建物屋上の逃げ遅れをはしご車で救出する。

ヤマザキ製パン株式会社の自衛消防隊と神田消防署、神
田消防団が連携した消防演を実施する。

第一部で火災予防功労の表彰を行い、第二部では防火コ
ンサート（東京消防庁音楽隊及びカラーガーズ隊）を実
施する。



50 防火のつどい 11 7 金 13時 30分 15時 30分

名称
野方ウィズ
所在
中野区野方５－３－１

野方

51
東京神楽坂組合広報協
力

11 7 金 14時 00分 14時 30分

名称
兵庫横丁
所在
新宿区神楽坂四丁目８番先路
上

牛込

52 消防演習 11 7 金 14時 00分 15時 00分

名称
新宿三井ビル
所在
新宿区西新宿２－１－１

新宿

53 駅前広報 11 7 金 15時 00分 16時 00分

名称
西武池袋線清瀬駅
所在
清瀬市元町１－２－４

清瀬

54
火災予防安全もちつき
まつり

11 7 金 16時 00分 16時 40分

名称
日比谷シアタークリエ
所在
千代田区有楽町１－２－１

丸の内

55 駅前キャンペーン 11 7 金 17時 30分 18時 30分

名称
福生駅自由通路
所在
福生市東町市道第１２５９号
線等

福生

56
板橋区立第三中学校地
域連携訓練

11 8 土 9時 00分 12時 00分

名称
板橋区立第三中学校
所在
板橋区氷川町２２－３

板橋

57 地域連携型防災訓練 11 8 土 9時 00分 11時 30分

名称
府中消防署　栄町出張所
所在
府中市栄町３－１－４

府中

58
消防防災フェスティバ
ル 11 8 土 9時 30分 16時 30分

名称
東村山消防署本町出張所
所在
東村山市本町１－１－２

東村山

ＪＲ福生駅において、消防隊が火災出場時の服装で、火
災予防を呼びかける。
（ＪＲ牛浜駅、ＪＲ箱根ヶ崎駅、ＪＲ羽村駅、ＪＲ小作
駅においても日別に実施）

①のぼり旗や各種パンフレットを効果的に活用し、家具
類の転倒・落下・移動防止対策及び♯７１１９＆東京版
救急受診ガイドの周知及び利用促進を図る。
②署オリジナルの火災予防運動用チラシを作成し、通行
人に配布して火災予防運動について周知を図る。
③広報用ポケットティッシュ等を配布し、効果的な広報
活動を実施する。

板橋区立第三中学校の生徒と近隣町会が連携して防災訓
練を行う。

町会・自治会、事業所、消防団、高校生などが連携した
防災訓練（放水訓練、炊き出し訓練、救助救出活動、火
災を想定した総合訓練）を行う。

市民産業祭の会場及び隣接する本町出張所において、①
消防相談所の開設、②初期消火、通報、応急救護訓練、
③はしご車の体験搭乗、④ミニ消防車の体験、等を行な
い市民に楽しみながら火災予防を学んでもらう。

２部構成で実施し１部は火災予防の協力者約50名に対す
る表彰を実施し、２部は女優の吉沢京子さんに講師を依
頼して「絆の“わ”」と題して防災講話を実施する。

演劇「夫が多すぎて」に出演する大地真央さんを一日消
防署長に迎え、ＡＥＤを使用した応急救護訓練、火災予
防安全もちつき等各種広報を実施する。

まちかど防災訓練の一つとして、江戸の風情と歴史を残
す神楽坂の石畳の路地裏で神楽坂花柳界の芸者さんが仕
事の前にいざという時のためにＡＥＤ及び消火器の取扱
い訓練訓練を体験する。

自衛消防隊、消防団及び消防隊が連携した一連の活動に
より、各隊の連携及び活動能力の向上を図る。
また、火災多発期を迎えるにあたり火災予防を呼び掛
け、見学者に対して火災予防の意識の高揚を図る。



59
消防演習・消防イベン
ト

11 8 土 9時 30分 11時 30分

名称
ブリリア多摩ニュータウン
所在
多摩市諏訪２－２

多摩

60 消防体験フェア 11 8 土 10時 00分 15時 00分

名称
中野消防署宮園出張所
所在
中野区中央２－１８－２４

中野

61
消防フェスタin セブン
タウン小豆沢

11 8 土 10時 00分 15時 00分

名称
セブンタウン小豆沢
所在
板橋区小豆沢３－９－５

志村

62
本木出張所消防ふれあ
いまつり

11 8 土 10時 00分 12時 00分

名称
本木出張所
所在
足立区本木南町２４－１４

西新井

63 消防署一般公開 11 8 土 10時 00分 15時 00分

名称
本田消防署青戸出張所
本田消防署奥戸出張所（15
日）
所在
葛飾区青戸5-5-8
葛飾区奥戸6-6-8

本田

64
西東京市民まつりにお
ける消防ふれあいフェ
アー

11 8 土 10時 00分 16時 00分

名称
西東京いこいの森公園
所在
西東京市緑町３－２

西東京

65 消防フェア 11 8 土 10時 00分 15時 00分

名称
ふれあいホール及びその周辺
所在
日野市日野本町６－１－３

日野

66 防火のつどい 11 8 土 13時 00分 16時 00分

名称
江戸川葛西区民館
所在
江戸川区中葛西３-１０

葛西

67 防火防災パレード 11 8 土 14時 00分 15時 00分

名称
日暮里繊維街
所在
荒川区東日暮里５－５２周辺

荒川

多摩市で最初の大規模共同住宅建替対象物で、高層建築
物を踏まえた実行性のある自衛消防訓練を実施する。ま
た、火災予防運動の広報を目的に、消防イベントを合わ
せて実施する。

市開催の産業まつり会場にて、消防フェアを実施する。
消防車両展示、防火防災訓練、キッズコーナーを実施す
る。

１１月８・９日に行われる西東京市民まつりにおいて、
煙・消火・ＡＥＤ・の体験、ポンプ車展示・ミニ防衣・
消防相談による消防広報等消防ふれあいコーナを展開す
る。

各種防災展示コーナー及び体験コーナーを設置し、为に
児童及び若い世代を対象に消防庁舎を活用した防災教育
を実施する。

３部構成で防火のつどいを実施する。
第一部、火災予防業務協力者等に対する表彰式、第二
部、東葛西中学校吹奏楽部による公演会、第三部、管内
事業所等の協力を得て、お楽しみ抽選会を開催し、来場
者に対して火災予防を呼びかけ、防火防災意識の高揚を
図る。

初期消火訓練、ＡＥＤ取扱訓練の他、家具の転倒・落
下・移動防止対策の推進、救急車の適正利用等、各種広
報を実施する。

水消火器やミニ防火衣、電動ミニカーなどのコーナー開
設し、消防尐年団、消防団、災害時支援ボランティアへ
の入団を呼びかけるなど、ショッピングモールを訪れる
幅広い年齢層にむけた消防広報活動を実施する。

本木出張所の庁舎を都民に開放して、防火防災に係る展
示等を行い火災予防意識の高揚を図る。

地域の防火安全体制強化の推進に関する協定を締結した
日暮里繊維街において、繊維街組合員と連携して防火防
災パレードを実施し、火災予防等を呼びかける。



68 足立区総合防災訓練 11 9 日 8時 30分 12時 30分

名称
西新井さかえ公園一帯
所在
足立区西新井栄町１－１９－
１

千住

69
千住双葉小学校避難所
運営訓練

11 9 日 8時 30分 12時 30分

名称
千住双葉小学校
所在
足立区千住大川町１７－１

千住

70 中野区防火防災訓練 11 9 日 9時 00分 12時 00分

名称
中野区立江原小学校
所在
中野区江原町１－３９

野方

71
東部地域祭に伴う広報
活動

11 9 日 9時 00分 15時 00分

名称
東部区民館・周辺
所在
江戸川区東瑞江１－１７－１

江戸川

72
消防演習及び総合的な
防火防災診断等

11 9 日 9時 00分 16時 30分

名称
小山田桜台団地
所在
小山田桜台一丁目

町田

73
キラリ町田祭における
消防広報

11 9 日 9時 00分 16時 00分

名称
原町田大通り
所在
町田市原町田六丁目先

町田

74
消防演習＆ファイア
キッズフェスティバル

11 9 日 9時 20分 14時 00分

名称
三越伊勢丹日本橋本店
所在
中央区日本橋室町1－４－１

日本橋

75 防災コンクール 11 9 日 9時 30分 13時 00分

名称
南町小学校
所在
練馬区練馬２－７－５

練馬

76
ファイヤーフェスティ
バル

11 9 日 9時 30分 15時 30分

名称
横山町公園
所在
八王子市横山町１０－９

八王子

団地における消防演習、まちかど防災訓練、総合的な防
火防災診断等を本署及び各出張所で協力し、オール町田
消防署で実施する。

キラリ町田祭オープニングセレモニーでの音楽隊による
防火防災演奏会を実施する。
消防コーナー出店、東京版救急受診ガイド及び＃７１１
９東京救急相談センターの広報、スタンドパイプ、ＡＥ
Ｄ、体験等を実施する。

著名人を一日消防署長に委嘱し防災講話による市民等へ
の火災予防意識の高揚をはかるとともに、横山町公園を
中心をとする消防パレードで広報活動を実施する。消防
団音楽隊演奏並びに地域団体参加によるアトラクショ
ン、消防広報ＰＲコーナーを設置したイベントを実施す
る。

消防尐年団による広報活動、各種広報展示コーナー、起
震車体験等を行う。

各町会・自治会を対象とした地震発生時の初動措置、初
期消火、応急救護訓練のコンクールを実施します。
＃７１１９、公表制度、地震対策等のリーフレットを配
布し、周知促進を実施する。

消防隊と自衛消防隊の連携をした消防演習を実施。三越
の社員に一日消防署長を委嘱し実施する。その後、店舗
１階にて、子ども向けの消防イベントを実施する。

中野区民を対象に消防署、消防団、警察、自衛隊、水道
局、東京電力等が参加し、震災を想定した発災対応訓
練、避難誘導訓練、避難所開設、運営訓練などを実施す
る。

足立区総合防災訓練のメイン会場である西新井栄公園及
び区立第七中学校において、放水体験訓練、応急救護訓
練、ハイパーレスキュー隊の車両展示、消防演習を実施
し地域住民の防災行動力の向上を図る。

地震に関する地域危険度の高い地域が存する地域におい
て、震災時における避難所の運営訓練や各種防災訓練、
家具類の転倒等防止対策の普及啓発を実施し地域住民の
防災行動力の向上を図る。



77 庁舎開放 11 9 日 10時 00分 14時 00分

名称
品川消防署大崎出張所
所在
品川区西品川１－７－９

品川

78 防災まもりんぴっく 11 9 日 10時 00分 15時 00分

名称
蒲田消防署
所在
大田区蒲田本町２－２８－１

蒲田

79 庁舎開放 11 9 日 10時 00分 14時 00分

名称
目黒消防署
所在
目黒区下目黒６－１－２２

目黒

80
防火防災感謝祭
（庁舎開放）

11 9 日 10時 00分 14時 00分

名称
王子消防署
所在
北区王子４－２８－１

王子

81 消防演習 11 9 日 10時 00分 10時 30分

名称
パークタウン大通り中央団地
２号棟
所在
練馬区光が丘３－９－２

光が丘

82 庁舎開放 11 9 日 10時 00分 14時 00分

名称
深川消防署
所在
江東区木場３－１８－１０

深川

83
葛西臨海公園２５周年
記念フェスティバル

11 9 日 10時 00分 15時 00分

名称
都立葛西臨海公園
所在
臨海町６－２

葛西

84
防災ふれあい祭り
（庁舎開放）

11 9 日 10時 00分 14時 00分

名称
小平消防署
所在
小平市仲町２１

小平

消防演習を行い、地域住民に対して防災意識の普及啓発
を図る。

消防庁舎を開放し、消防署ならではの体験等を通じ、政
策広報を中心とした防火防災意識の高揚を図り地域に密
着した消防署をアピールする

幼年から高齢者まで幅広い年齢層に対して、住宅火災等
における被害の低減するため、各種体験、展示コーナー
をとおし防災行動力の向上を図る。
①体験コーナー
　初期消火・煙体験・起震車・応急救護・１１９番通報
②展示コーナー
　住宅防火対策・震災対策・消防団、尐年団募集

深川消防署を地域住民等に開放し、庁舎内案内、車両展
示、各種体験コーナーを設定する。

葛西臨海公園２５周年記念フェスティバル会場におい
て、各種消防の体験コーナー、展示コーナー等を開設
し、消防広報を展開する他、消防演習を実施し、来場者
に対して火災予防を呼びかけ、防火防災意識の高揚を図
る。

庁舎を開放して消防について見て・感じて・体験しても
らうイベントを開催する。はしご車の搭乗体験、防火衣
着装体験、ロープ渡り体験、消防ミニカーコーナー、応
急救護体験等を実施する。

①災害写真、広報パネル等の掲示
②消防車の体験乗車
③消防ミニカー体験乗車
④スタンドパイプによる放水訓練等
⑤電気火災実験の展示

はしご車乗車体験のほか、防災に関する要素を取り入れ
た競技を行い、楽しく学ぶことができる行事。また火災
予防に関する展示や応急救護訓練の体験も行い、誰もが
気軽に防火防災体験をできるようにする。



85 火災予防フェスタ 11 9 日 10時 00分 15時 00分

名称
イオンモールむさし村山
所在
武蔵村山市榎１－１－３

北多摩西部

86 消防フェア 11 9 日 10時 00分 15時 00分

名称
ふれあいホール及びその周辺
所在
日野市日野本町６－１－３

日野

87 防火パレード 11 9 日 11時 00分 12時 00分

名称
巣鴨地蔵通り商店街
所在
豊島区巣鴨３－３２先

豊島

88 駅前広報 11 9 日 11時 00分 11時 45分

名称
ＪＲ尾久駅前
所在
北区昭和町１－２－１６

滝野川

89
小岩駅前
消防フェスタ

11 9 日 11時 00分 13時 00分

名称
ＪＲ小岩駅及び小岩ショッピ
ングセンター「ポポ」
所在
江戸川区南小岩７－２４－１
５

小岩

90
亀戸十三間通り
消防ふれあい広場

11 9 日 12時 30分 16時 00分

名称
亀戸十三間通り商店街歩行者
天国(明治通り)
所在
江東区亀戸二丁目先

城東

91

キュータとご当地キャ
ラのＧＯ！ＧＯ！ファ
イヤーフェスティバル

11 9 日 13時 00分 16時 00分

名称
松屋通り
所在
中央区銀座３－６先

京橋

92
大井消防署
キッズフェスタ

11 9 日 13時 30分 15時 30分

名称
大井消防署
所在
品川区東大井３－６－１２

大井

市開催の産業まつり会場にて、消防フェアを実施する。
消防車両展示、防火防災訓練、キッズコーナー、防災寸
劇、音楽隊によるコンサートを実施する。

①松屋通り会場及び三越前において、管内アンテナ
ショップのご当地キャラに協力を依頼し、キュータとと
もに電気・火気設備火災防止啓発チラシとティッシュを
配布し、火災予防をＰＲする。イベント終了後、ご当地
キャラに署長感謝状を贈呈する。
②定格容量体験、はしご車乗車体験、消火器体験、ミニ
消防車、ＡＥＤ体験等を実施する。

消防ふれあい広場
応急救護、ＡＥＤ体験、防火衣着装体験、消防ＰＲコー
ナー
家具類の転倒・落下・移動防止対策、救急車の適正利用
（＃７１１９＆東京版救急受診ガイド）の周知及び促進

お婆ちゃんの原宿でおなじみの商店街を消防尐年団、商
店街公式イメージキャラクター「すがもん」と早稲田大
学生ちんどん研究会による防火パレード実施する。

ＪＲ小岩駅、小岩ショッピングセンター及び小岩消防署
が協力し、キャラクター着ぐるみ参加の広報活動を展開
する。

①商店街の歩行者天国において、消火訓練、防火衣の着
装、ミニ消防自動車の乗車、家具類の転倒・落下・移動
防止策の展示物等、住民参加の体験型イベントコーナー
を開設する。
②防火・防災標語の募集を実施する。

ＪＲ尾久駅前において火災予防及び下半期政策広報テー
マについて広報活動を行う。

管内の幼児・小学生とその保護者を対象に庁舎を開放
し、イベントを通して防火・防災思想の普及を図る。
消防活動展示・消火器訓練・はしご車体験・ミニ防火衣
試着を実施する。



93
第64回はたらく消防の
写生会表彰式

11 9 日 14時 00分 15時 30分

名称
府中市立府中第一小学校
所在
府中市寿町２－６

府中

94
ファイヤーマンパレー
ド

11 9 日 15時 30分 16時 00分

名称
東久留米駅西口ロータリー
所在
東久留米市本町一丁目付近

東久留米

95
まちぐるみ一斉火の用
心

11 9 日 19時 00分 20時 00分
名称・所在
向島消防署管内全域

向島

96 防火防災診断 11 9 日 時 分 時 分
名称・所在
管内９町会等

王子

97
第６４回はたらく消防
の写生会入賞作品展示

11 10 月 8時 30分 17時 00分

名称
青梅市役所
所在
青梅市東青梅１－１１－１

青梅

98 総合的な防火防災診断 11 10 月 9時 30分 11時 30分
名称・所在
管内１１町会・自治会

大森

99 消防演習 11 10 月 10時 00分 11時 00分

名称
グランドハイアット東京
所在
港区六本木６－１０－３

麻布

100
消防演習及び防火防災
ミュージックベル演奏

11 10 月 10時 00分 10時 30分

名称
区立特別養護老人ホーム白金
の森
所在
港区白金台５－２０－５

高輪

101
一日消防署長・消防演
習

11 10 月 10時 00分 10時 30分

名称
東京芸術劇場
所在
豊島区西池袋１－８－１

池袋

青梅市役所１階ロビーにおいて、第６４回はたらく消防
の写生会の入賞作品を展示する。
（11月10日から11月14日まで）

「第３５回東久留米市市民みんなのまつり」において、
駅前ビルを活用したはしご車による消防演技や消防隊・
消防団・災害時支援ボランティア等が多摩六都マーチン
グバンド（地元市民団体）の演奏にあわせて、パレード
を実施する。

女優・三吉彩花さんの一日消防署長指揮による大規模消
防演習を実施し、火災予防運動の実施を広く都民に呼び
かける。

①自衛消防隊、消防隊、消防団等が連携し、火災を想定
した消防演習を実施する。
②同日１４時３０分から、同場所で管内居住者（消防団
員在籍者等）のミュージックベル演奏により防火防災を
広報する。

管内全８１町会・自治会の方と消防職員、消防団員が一
緒に街を巡回し、火の用心を訴える。

家具類の転倒・落下・移動防止対策、住宅用火災警報器
の維持管理等や防炎品の普及促進及び放火火災予防対策
など、自助意識を醸成し住民一人ひとりの防災行動力の
向上及び火災等被害の低減を図る。
(11月9日～14日に9町会実施）

人命危険の高い大規模防火対象物において、防災セン
ターを中核とした自衛消防活動及び消防隊と消防団が連
携した演習を実施する。

「第６４回はたらく消防の写生会」で入選した１７１
名、保護者、学校長先生などが参列し表彰式を実施す
る。また、併せて消防車両の展示や府中消防尐年団によ
る演技披露及び入団の周知促進を行う。

予防運動週間期間中、民生委員、町会・自治会と合同で
管内に住む災害時要援護者宅を訪問して居住環境の安全
化を図るともに、アームカバー（防炎品）１００双を配
布する。



102 消防演習 11 10 月 10時 00分 11時 00分

名称
しんあい清戸の里
所在
清瀬市下清戸１－３０５－１

清瀬

103 防火のつどい 11 10 月 13時 25分 16時 00分

名称
文京シビックセンタ-小ホール
所在
文京区春日１－16－21

小石川

104 防火のつどい 11 10 月 13時 30分 16時 00分

名称
全電通労働会館
所在
千代田区神田駿河台３－６－
２

神田

105 浅草防火のつどい 11 10 月 13時 30分 15時 30分

名称
浅草公会堂
所在
台東区浅草１－３８－６

浅草

106 防火のつどい 11 10 月 14時 00分 16時 00分

名称
西新井法人会館
所在
足立区栗原３－１０－１６

西新井

107
消防演習及び一日消防
署長

11 11 火 9時 00分 10時 00分

名称
玉川高島屋Ｓ．Ｃ
所在
世田谷区玉川３－１７－１

玉川

108 消防演習 11 11 火 10時 15分 11時 15分

名称
シチズンホールディングス㈱
所在
西東京市田無町６－１－１２

西東京

109 防災講演会 11 11 火 10時 30分 11時 30分

名称
北区防災センター
所在
北区西ヶ原２－１－６

滝野川

110
一日消防署長・消防演
習

11 11 火 10時 30分 11時 30分

名称
日本電子株式会社
所在
昭島市武蔵野３－１－２

昭島

①火災予防業務功労者に対する表彰式及び春風亭一之輔
氏による防火防災講演を実施
②広報コーナーの設置　はたらく消防の写生会優秀作品
の展示、住宅用火災警報器、家具類の転倒・落下・移動
防止対策、防炎製品等の展示

①消防隊、消防団及び自衛消防隊との連携による大規模
な消防演習を実施する。
②見学に来た一般市民に対し、パンフレット等を活用
し、家具類の転倒・落下・移動防止対策及び♯７１１９
＆東京版救急受診ガイドの周知及び利用促進を図る。

シチズンホールディングス㈱自衛消防隊と連携した、消
防演習及び消防広報活動を実施する。

①日本電子㈱執行役員総務本部長に一日消防署長を委嘱
②自衛消防隊、消防団と消防隊等が連携した消防演習を
実施する。

①第一部として火災予防業務協力者に対する表彰式を行
う。
②第二部としてタレント　Ｗコロンによる火災予防爆笑
ライブを行う。

第一部　消防行政への協力者及び協力事業所に対する感
謝状、表彰状の贈呈を実施する。
第二部　防火講演会：作詞家、作家、プロデューサーで
ある阿木耀子氏による防火講演を実施する。
　　　　演題「自分らしく生きるために」

玉川髙島屋ショッピングセンターにおいて、消防隊及び
自衛消防隊が連携し大隊演習を実施する。
一日消防署長を㈱髙島屋玉川店副事業部長に委嘱予定。

管内居住者、管内事業所関係者を対象に講師　雷門小助
六師匠による防災講演会を行う。

①東邦音楽大学附属中・高校の生徒による演奏会
②火災予防業務協力者等に対する表彰式
③防火・防災講和（稲川　淳二氏）



111
火災予防フェア
in飯田橋グランブルー
ム

11 11 火 11時 30分 12時 30分

名称
飯田橋グランブルーム
所在
千代田区富士見２－１０

麹町

112 防火のつどい 11 11 火 13時 30分 16時 00分

名称
日本橋社会教育会館
所在
中央区日本橋人形町１－１－
１７

日本橋

113 防火のつどい 11 11 火 13時 30分 15時 30分

名称
品川区立スクエア荏原
所在
品川区荏原４－５－２８

荏原

114 防火のつどい 11 11 火 13時 30分 16時 00分

名称
防火のつどい
所在
世田谷区世田谷４－２１－２
７

世田谷

115 防火のつどい 11 11 火 13時 30分 15時 30分

名称
上野学園石橋メモリアルホー
ル
所在
台東区東上野４－２４－１２

上野

116 防火防災のつどい 11 11 火 13時 30分 15時 40分

名称
センターまちや（ﾑｰﾌﾞﾎｰﾙ）
所在
荒川区荒川７－５０－９

荒川

117 防火のつどい 11 11 火 13時 30分 16時 00分

名称
秋川ふれあいセンター
所在
あきる野市平沢１７５－４

秋川

118
火災予防業務功労表彰
式

11 11 火 14時 00分 15時 00分

名称
住友不動産汐留浜離宮ビル
所在
中央区銀座８－２１－１

京橋

119 防火のつどい 11 11 火 14時 00分 16時 00分

名称
大田区立池上会館
所在
大田区池上１－３２－８

田園調布

120 防火のつどい 11 11 火 14時 00分 16時 00分

名称
生涯学習センター
所在
練馬区豊玉北６－８－１

練馬

第１部　火災予防業務協力者に対する表彰式
第２部　落語家　三遊亭歌武蔵による防災落語

第一部　消防行政功労者表彰
第二部　桂　文治さんによる防火にまつわる落語講演会
＃７１１９、公表制度、地震対策等のリーフレットを配
布し、周知促進を図る。

秋の火災予防運動週間における当署の为要行事と位置づ
け、第一部を「火災予防協力者表彰」第二部 防火講演
会は、当署管内出身で著名な、日本料理店 店为、笠原
将弘氏をゲストに迎え実施する。

火災予防業務功労者の表彰式及び女性講談師による防火
防災講談を開催。講談師には日本橋在住の神田蘭さんを
迎える。

火災予防業務等に功労のあった事業所、個人の方の表彰
式を実施する。終了後、政策広報テーマに関する広報を
実施する。

今年終了した飯田橋駅前の大規模再開発地区の商業施設
「飯田橋グランブルーム」において、当庁音楽隊のコン
サートとカラーガーズ隊のドリル演技をを実施し、あわ
せて消防相談コーナーを設置、地域と一体となった火災
予防の普及啓蒙を図る。

第一部　火災予防業務功労者等への表彰式
第二部　生島ヒロシさんによる「防火・防災講演」

第一部　火災予防業務協力者等に対する感謝状等の贈呈
式
第二部　上野学園学生による防火演奏会

第一部　火災予防協力者表彰式
第二部　防火寄席　吉本興行所属のエハラマサヒロ氏を
講師に招き、地元住民に対して、笑いを交えながら火災
予防について呼びかける。

第一部　火災予防業務協力者に対する表彰式
第二部　陸前高田市長、戸羽太氏による講演会



121
防火のつどい・防火防
災講演会

11 11 火 14時 00分 16時 00分

名称
亀戸文化センター３階「カメ
リアホール」
所在
江東区亀戸２－１９－１

城東

122 防火のつどい 11 11 火 14時 00分 16時 00分

名称
東久留米市生涯学習センター
所在
東久留米市中央町２－６－２
３

東久留米

123
自衛消防隊と連携した
消防演習

11 11 火 15時 00分 16時 00分

名称
新青山ビル
所在
港区南青山１－１－１

赤坂

124 駅前広報キャンペーン 11 11 火 17時 00分 18時 00分

名称
ＪＲ大井町駅
所在
品川区大井１－２－１

大井

125
火災予防ゲートボール
大会

11 12 水 8時 30分 13時 00分

名称
奥多摩町総合運動公園
所在
奥多摩町氷川９４０

奥多摩

126 自衛消防訓練指導会 11 12 水 10時 00分 15時 00分

名称
神田消防署　本署
所在
千代田区外神田４－１４－３

神田

127 消防演習 11 12 水 10時 00分 11時 00分

名称
ＮＨＫ放送センター
所在
渋谷区神南２－２－１

渋谷

128 防火のつどい 11 12 水 10時 00分 11時 50分

名称
西河原公民館
所在
狛江市元和泉２－３５－１

狛江

129 一日消防署長 11 12 水 10時 40分 11時 20分

名称
国立成育医療研究ｾﾝﾀｰ
所在
世田谷区大蔵２－１０－１

成城

高齢者世帯の多い奥多摩町の管内特性の中で、地元老人
会の強い協力ももと、ゲートボール大会を通して火災予
防の啓発を図る（初期消火訓練等を実施）。

防火のつどい
第一部　火災予防業務協力者等表彰式
第二部　スポーツキャスター荻原次晴氏を迎え、「次に
晴れればそれでいい」と題して防火講演会を実施する。

俳優の石黒賢さんの一日消防署長による、国立成育医療
研究センター自衛消防隊と消防隊の連携を为眼とした演
習を実施する。併せて防火安全対策等にについても周知
する。

管内の著名建物のひとつであるＮＨＫ放送センターにお
いて、ＮＨＫ職員による自衛消防訓練とあわせて、大隊
規模の消防演習を実施する。

大規模防火対象物に対して、自衛消防隊と連携した消防
演習を実施し、合わせて広報効果を高めるため、事業所
関係者を１日消防署長に任命する。

管内事業所の関係者を対象に、通報、初期消火、避難誘
導などの基礎訓練のほか屋内消火栓放水体験など実戦的
な体験を取り入れて実施する。

第一部　火災予防業務協力者等に対して、感謝状の贈呈
等表彰式を実施する。
第二部　タレントのテツandトモを講師として招き、防
火防災講演会を行う。

①火災予防業務に協力された個人及び団体に対する感謝
状及び表彰式の贈呈
②防火防災講演会の開催
　講演者　長谷川祐子(元米海軍地域統合消防隊予防課
長)
　演題　「驚きの地域防災力　アメリカ式知恵を学ぶ」

ＪＲ大井町駅前において火災予防を呼びかけ、防火・防
災意識の高揚を図る。



130 自衛消防集合訓練 11 12 水 11時 00分 14時 00分

名称
浅草橋出張所
所在
台東区浅草橋３－５－１０

浅草

131 防火防災のつどい 11 12 水 12時 30分 15時 00分

名称
かつしかシンフォニーヒル
ズ・アイリスホール
所在
葛飾区立石６－３３－１

本田

132 防火のつどい 11 12 水 13時 00分 15時 30分

名称
曳舟文化センター
所在
墨田区京島１－３８－１１

向島

133 防火のつどい 11 12 水 13時 00分 15時 00分

名称
三鷹市芸術文化センター
所在
三鷹市上連雀６－１２－４

三鷹

134 防火のつどい 11 12 水 13時 30分 15時 30分

名称
なかのＺＥＲＯホール
所在
中野区中野２－９－７

中野

135 防火のつどい 11 12 水 13時 30分 15時 30分

名称
区立文化会館小ホール
所在
板橋区大山東町５１－１

板橋

136 防火のつどい 11 12 水 13時 30分 15時 30分

名称
武蔵村山市民会館（さくら
ホール）
所在
武蔵村山市本町１－１７－１

北多摩西部

137 防火のつどい 11 12 火 14時 00分 16時 00分

名称
大田区産業プラザPIO４階
所在
大田区南蒲田１－２０－２０

蒲田

138 防火のつどい2014 11 12 水 14時 00分 16時 00分

名称
大田区民プラザ大ホール
所在
大田区下丸子３－１－３

矢口

火災予防業務協力者等表彰式、東京消防庁音楽隊による
防火防災コンサート及び広報パネル等で火災予防のＰＲ
を行う。

第一部　火災予防業務協力者表彰式
第二部　防災講演会
　　　講師　防災システム研究所　所長　山村武彦　氏
　　　演題「大地震に備える～実践的防災・危機管理
～」

火災予防業務協力者等表彰式と、「社団法人落語協会四
代目月の家圓鏡氏」による防火防災講演会を行う。

第一部　火災予防業務協力者等表彰式
第二部　東京理科大学国際火災科学研究科教授　辻元誠
氏による防火防災講演
　　　「墨田区墨田に住んで防災を考える」

①火災予防業務協力者に対する表彰式
②防火防災歌謡ショー　歌手：たいら　いさお氏
（「NHKおかあさんといっしょ」３代目“歌のおにいさ
ん”）

自衛消防訓練未実施事業所に働きかけ、自衛消防集合訓
練（初期消火訓練、通報訓練、応急救護訓練等）を実施
する。

火災予防業務協力者の表彰式及びタレントの稲川淳二氏
による防火講演を実施する。
また、来場者に対し住宅用火災警報器の設置促進、適正
な維持管理の推進、家具の転倒・落下・移動防止対策の
推進、救急車の適正利用等各種広報を実施する。

①火災予防業務功労者表彰式
②防火・防災講演会　北多摩西部消防署副署長　髙山
幸夫氏　「災害から学ぶもの－東日本大震災を体験して
－」

第一部：火災予防業務協力功労者に対する表彰式
第二部：防災講演会　講師/国崎　信江さん（㈱危機管
理教育研究所）
第三部：防災演奏会　演奏/東京実業高等学校　マーチ
ングバンド部



139 防火のつどい 11 12 水 14時 00分 15時 30分

名称
江戸東京博物館
所在
墨田区横網１－４－１

本所

140
秋の火災予防運動表彰
式防火の集い

11 12 水 14時 00分 16時 00分

名称
立川グランドホテル
所在
立川市曙町２－１４－１６

立川

141 表彰式 11 12 火 15時 00分 16時 30分

名称
市民会館小ホール
所在
日野市神明１－１２－１

日野

142
火災予防業務協力者表
彰式

11 12 水 15時 30分 16時 00分

名称
ルネ小平
所在
小平市御園町１－８－５

小平

143
災害時要配慮者を対象
とした総合的な防火防
災診断

11 12 日 時 分 時 分
名称・所在
北区東十条五・六丁目
北区中十条五丁目

王子

144 消防演習 11 13 木 9時 00分 10時 00分

名称
ＪＲ東小金井駅構内
所在
小金井市梶野町５－１－１

小金井

145
アーケード商店街の実
態調査と警防視察

11 13 木 9時 30分 10時 30分

名称
中延商店街（スキップロー
ド）
所在
品川区東中延２－７－１９

荏原

146
一日消防署長・消防演
習

11 13 木 9時 30分 10時 30分

名称
東京都立産業技術研究セン
ター多摩テクノプラザ
所在
昭島市東町３－６－１

昭島

147 消防演習 11 13 木 9時 30分 10時 00分

名称
ＪＲ青梅駅
所在
青梅市本町１９２

青梅

予防業務功労協力者に対する表彰式を実施する。

消防隊、青梅市消防団、ＪＲ職員が協力・連携した消防
訓練を実施する。

管内の火災予防業務協力者の表彰及び国立音楽大学学生
による弦楽四重奏の防火演奏会を行う。

消防業務協力者への表彰式を実施する。

駅構内で危険物質による災害が発生して、不特定多数の
傷者が発生し小金井署隊及び特化小隊・ＤＭＡＴとの連
携した救助演習を実施する。

①火災予防業務功労者の表彰
②テツ＆トモによる防火防災講演会

①高齢者あんしんセンター、東電、東ガスと連携した総
合的な防火防災診断の実施
②たばこ、ストーブ、こんろ等からの出火防止対策の指
導
③放火火災予防対策の指導（11月12日～14日に実施）

①アーケード街店舗に対し、入居状況や避難施設及び防
火設備の維持管理状況実態調査を行う。
②火災発生時に危険度の高いアーケードに対し、設備の
設置状況及びアーケード屋上等の視察を行い消防活動等
に反映していく。（11月13日、14日、15日実施）

①東京都立産業技術研究センター多摩テクノプラザ所長
に一日消防署長を委嘱する。
②自衛消防隊、消防団と消防隊等が連携した消防演習を
実施する。



148 集合自衛消防訓練 11 13 木 10時 00分 15時 00分

名称
麹町消防署
所在
千代田区麹町１－１２

麹町

149
簡易宿泊所・地元町会
合同訓練

11 13 木 11時 00分 13時 00分

名称
福祉プラザ台東清峰会　他
所在
日本堤1.2丁目清川1.2丁目周
辺

日本堤

150 防火のつどい 11 13 木 12時 30分 16時 00分

名称
かめありリリオホール
所在
葛飾区亀有３－２６－１

金町

151 防火防災のつどい 11 13 木 13時 00分 16時 00分

名称
晴海アイランドトリトンスク
エア　第一生命ホール
所在
中央区晴海１－８

臨港

152 防火のつどい 11 13 木 13時 00分 15時 00分

名称
ヤクルトホール
所在
港区東新橋１－１－１９

芝

153 防火のつどい 11 13 木 13時 00分 15時 00分

名称
大泉学園ゆめりあホール
所在
練馬区東大泉１－２９－１

石神井

154 防火のつどい 11 13 木 13時 00分 16時 00分

名称
まちだ中央公民館
所在
町田市原町田６－８－１

町田

155 防火のつどい 11 13 木 13時 00分 15時 40分

名称
瑞穂ビューパークスカイホー
ル小ホール
所在
瑞穂町箱根ヶ崎２４７５

福生

156 防火のつどい 11 13 木 13時 30分 15時 15分

名称
牛込箪笥区民ホール
所在
新宿区箪笥町１５

牛込

①火災予防業務協力者等に対する表彰式
②講演会　講師：日本大学第三高等学校硬式野球部　小
倉全由監督

第一部　火災予防功労等の表彰
第二部　テレビリポーターの東海林のり子さんを講師に
迎えた防火講演会

自らの事業所では容易に実施できない震災対策を重点に
置いた訓練を、消防署を活用し管内の事業所員に来署し
てもらい実施することで、より実践力を身につけてもら
う。

第一部　　火災予防業務協力者表彰式
第二部　　防火防災講演会「巨大地震に備える～企業と
地域の防災対策～」講師：防災ｼｽﾃﾑ研究所所長　山村武
彦氏

第一部　火災予防功労表彰式
第二部　防火講演会
　　　　講師　女優　榊原るみさん

簡易宿泊所の組合及び地元町会合同の災害対応訓練の実
施する。地震発生により数か所から火災が発生したとの
想定で、近隣の事業所及び町会がスタンドパイプやまち
かど消火栓を活用し消火活動と避難訓練を行う。また、
避難完了後には、ＡＥＤの取扱訓練を行う。

第一部　表彰式「火災予防業務協力者への表彰」
第二部　防火講演「タレントのテツandトモさんによる
防火講演」

第一部　表彰式(火災予防業務功労者・協力者に対して
感謝状、表彰状を贈呈する。)
第二部　講演会(１９９２年バルセロナオリンピック金
メダリスト岩崎恭子氏による防火講演会)

①表彰式
②落語家・入船亭扇好による防火防災講演会
を実施する。



157 防火フェスタ 11 13 木 13時 30分 15時 30分

名称
東京富士大学二上講堂
所在
新宿区下落合１－９－７

新宿

158 防火のつどい 11 13 木 13時 30分 15時 30分

名称
杉並区立勤労福祉会館
所在
杉並区桃井４－３－２

荻窪

159

表彰式及び第1３回い
ちょうコンサート表彰
式及び第1３回いちょう
コンサート

11 13 木 13時 30分 15時 30分

名称
光が丘IMA４階ＩＭＡホール
所在
練馬区光が丘５－１－１

光が丘

160 消防演習 11 13 木 13時 30分 14時 00分

名称
株式会社明昭すみだ明生苑
所在
墨田区東墨田２－３－１０

向島

161 防火のつどい 11 13 木 13時 30分 15時 30分

名称
東部フレンドホール
所在
江戸川区瑞江２－５－７

江戸川

162 防火のつどい 11 13 木 13時 30分 15時 30分

名称
コール田無
所在
西東京市田無町３－７－２

西東京

163 防火のつどい 11 13 木 13時 30分 15時 30分

名称
小金井市民交流センター
所在
小金井市本町６－１４－４５

小金井

164 防火のつどい 11 13 木 14時 00分 16時 00分

名称
高輪区民センター
所在
港区高輪１－１６－２５

高輪

165 本郷防火のつどい 11 13 木 14時 00分 16時 30分

名称
文化シヤッツター
所在
西片１－１７－３

本郷

166 防火のつどい 11 13 木 14時 00分 15時 30分

名称
第五方面体育館
所在
豊島区西池袋２－３７－８

池袋

火災予防業務協力者等表彰式及び防火講演（落語家　林
家　久蔵）を実施する。

第一部　火災予防業務協力者の表彰
第二部　毒蝮三太夫さんの防火防災講話

株式会社杉田製線とすみだ明生苑の災害時応援協定に基
づく合同訓練に消防職員、消防団員が連携して火災対応
訓練を実施する。

第一部　優マーク認定証贈呈式（東部ﾌﾚﾝﾄﾞﾎｰﾙ等に対し
て）、火災予防業務協力者表彰式
第二部　講演「大規模地震への備えと対応」市民防災研
究所 事務局長 坂口　
第三部　江戸川区立春江中学校吹奏楽部による演奏

火災予防業務協力者等に対する表彰式及び防火講演会を
実施する。
講師　東大工学部　土橋先生
防火演奏会　尚美ミュージックカレッジ専門学校生

火災予防業務協力者に対する表彰式を実施する。
立教大学のチアリーディングチームによる演技

①管内の火災予防に貢献した協力者等に贈呈を行う。
②東京消防庁音楽隊の演奏を通じた、防火防災思想の普
及啓発を行う。

火災予防業務協力者に対する表彰及び講師を招いての講
演会を実施し、防火防災意識の高揚を図る。
第一部　火災予防業務協力者表彰
第二部　講演会　講師　半井　小絵さん（気象予報士）

①火災予防功労者等に対する表彰式
②タレントの麻木久仁子さんによる、防火防災講演会
「防火防災トークショー」を実施する。

①火災予防業務功労者等表彰式
②川村　晃司氏（テレビ朝日コメンテーター）を講師に
招き、防火防災講演を行う。



167 防火のつどい 11 13 木 14時 00分 16時 00分

名称
東京芸術センター２１階天空
劇場
所在
足立区千住１－４－１

千住

168 消防演習 11 13 木 14時 00分 15時 00分

名称
介護老人保健施設ジェロント
ピア菊華
所在
江戸川区鹿骨３－１９－１１

小岩

169 あきしま防火のつどい 11 13 木 14時 00分 16時 00分

名称
フォレスト・イン昭和館
所在
昭島市拝島町４０１７－３

昭島

170
山火事・山の事故キャ
ンペーン

11 14 金 9時 30分 15時 00分

名称
高尾山・清滝駅前
所在
八王子市高尾町２２０５

八王子

171
庁舎公開・自衛消防訓
練集合訓練

11 14 金 10時 00分 15時 00分

名称
日本橋消防署及び中央区立坂
本町公園
所在
中央区兜町１４－１２

日本橋

172
防火のつどい（表彰式
とふれあいコンサー
ト）

11 14 金 10時 00分 12時 00分

名称
駒沢深沢校舎
所在
世田谷区深沢６－８－１８

玉川

173 自衛消防訓練審査会 11 14 金 10時 00分 16時 00分

名称
府中市民陸上競技場
所在
府中市寿町２－２０

府中

174 防火のつどい 11 14 金 13時 00分 15時 00分

名称
目黒区民センター
所在
目黒区目黒２－４－３６

目黒

高尾登山電鉄清滝駅前において、山岳救助資器材展示な
どの消防ＰＲコーナーを開設するとともに、登山道にお
いて山火事・山の事故防止について登山者に対して呼び
かけを実施する。

①火災予防業務協力者等に対する表彰式
②「フォレスト　レディース・スウィング　オーケスト
ラ」、「茜（あかね）」の皆さんによる火災予防コン
サート

府中市内の事業所３８隊が参加し、火災発見から消火器
による初期消火、屋内消火栓設備による消火活動、消防
機関への通報など、自衛消防隊等の技術を競い合う。

事業所職員を１日消防署長に迎え、自衛消防隊、小岩消
防団及び消防隊(特別救助隊・梯子車・救急車等)が連携
し、火災を想定した訓練を実施する。

①火災予防業務協力者表彰式
②ピアノ 迫香織里さん、サックス 野澤美香さんによる
火災予防コンサート

第一部　火災予防業務協力者表彰式
第二部　防火防災落語
　　　　講師：四代目 月の家圓鏡師匠

火災予防業務協力者等に対する表彰式を実施する。
東京消防庁音楽隊によるコンサートを行う。

管内在住・在勤の区民向けに自衛消防集合訓練を実施。
併せて、庁舎公開を実施する。



175 防火のつどい 11 14 金 13時 00分 15時 00分

名称
清瀬市児童センター
所在
清瀬市中清戸３－２３５－５

清瀬

176 消防演習 11 14 金 13時 00分 13時 25分

名称
オリンパスメディカルシステ
ムズ（株）日の出工場
所在
日の出町平井３４－３

秋川

177 防火のつどい 11 14 金 13時 30分 16時 00分

名称
東商ホール（東京商工会議
所）
所在
千代田区丸の内３－２－２

丸の内

178 防火防災講演会 11 14 金 13時 30分 15時 30分

名称
ホテルニューオータニ
所在
千代田区紀尾井町４－１

麹町

179 防火のつどい 11 14 金 13時 30分 16時 00分

名称
ゲートシティホール
所在
品川区大崎１－１１－１(ｹﾞｰﾄ
ｼﾃｨ大崎ｳｴｽﾄﾀﾜｰ地下1階)

品川

180 防火のつどい 11 14 金 13時 30分 15時 30分

名称
いすゞホール
所在
品川区南大井６－２６－２

大井

181 防火のつどい 11 14 金 13時 30分 15時 40分

名称
大田文化の森ホール
所在
大田区中央２－１０－１

大森

182 防火のつどい 11 14 金 13時 30分 15時 20分

名称
成城ホール
所在
世田谷区成城６－２－１

成城

消防隊によるはしご車救出訓練と、一斉放水を実施す
る。

第一部で火災予防業務協力者等に対する表彰式を実施
し、第二部では、元TBSアナウンサーの生島ヒロシ氏に
よる防火防災講演会を実施する。
施設内にのぼり旗を掲示したり、来場者に対し各種パン
フレットを配布し、家具類の転倒・落下・移動防止対策
及び♯７１１９＆東京版救急受診ガイドの周知及び利用
促進を図る。

表彰式と、東京管区気象台上原秀晴氏を公園に招き、
「災害から命を守る」～知っておきたい気象庁の防災気
象情報～をテーマに講演を実施する。併せて防火安全対
策等についても周知促進する。

第一部　表彰式
第二部　火災予防コンサート

火災予防業務協力者等に対する表彰及び落語家の橘屋富
藏師匠による防火防災講演会を通じて、地域の防火防災
意識の高揚を図る。

管内事業所の関係者に対し、表彰及び講演を通して、防
火防災思想の普及啓発を図る。
第一部　表彰式
第二部　講演会　講師：露木茂氏　演題：テレビの中か
ら社会を見る

第一部　火災予防業務功労者等に対する表彰式
第二部　防火防災講演会　講師　岩崎恭子氏
演題「幸せはいつも自分でつかむ」

第一部　表彰・感謝状の授与式
第二部　防火防災講演会　日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ｽｷｰ部監督 日
本ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸﾉﾙﾃﾞｨｯｸｽｷｰﾁｰﾑ監督　荒井 秀樹さん　講演
演題「ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸの最前線～ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ選手達とともに
～」



183 防火のつどい 11 14 金 13時 30分 15時 00分

名称
国際連合大学
所在
渋谷区神宮前５－５３－７０

渋谷

184 防火のつどい 11 14 金 13時 30分 15時 30分

名称
豊島区民センター６階文化
ホール
所在
豊島区東池袋１－２０－１０

豊島

185
表彰式と防火防災のつ
どい

11 14 金 13時 30分 15時 30分

名称
旧赤羽中学校体育館
所在
北区志茂１－１９

赤羽

186 防火のつどい 11 14 金 13時 30分 16時 30分

名称
ムーブ町屋ムーブホール
所在
荒川区荒川７－５０－９

尾久

187 防火防災のつどい 11 14 金 13時 30分 16時 00分

名称
足立区役所庁舎ホール
所在
足立区中央本町１－１７－１

足立

188 防火のつどい 11 14 金 13時 30分 15時 15分

名称
武蔵野スイングホール
所在
武蔵野市境２－１４－１

武蔵野

189 火災予防表彰式 11 14 金 13時 30分 17時 00分

名称
東村山市民センター
所在
東村山市本町１－１－１

東村山

190 防火防災のつどい 11 14 金 13時 30分 16時 00分

名称
青梅市民会館
所在
青梅市上町３７４

青梅

191 防火のつどい 11 14 金 13時 30分 15時 30分

名称
永山公民館ベルブホール
所在
多摩市永山１－５－３

多摩

第一部　火災予防功労等表彰式
第二部　防災講話「２つの大震災の教訓」青梅消防署副
署長
第三部　「防災一人語り＆ミニコンサート」女優　三咲
順子

第一部として防火防災功労者に対する表彰式、第二部と
して防火防災講演会を実施し、広く市民に対して火災予
防意識の普及を図る。

火災予防業務協力功労者等の表彰式及び防火演奏会を実
施する。

火災予防業務功労者及び自衛消防訓練審査会の表彰を実
施する。

第一部にて、火災予防業務協力者表彰式を実施。第二部
にて、コメンテーター　東海林のり子さんを講師に迎え
て、「取材現場から防災を考える」と題して、防火講演
会を開催する。

①火災予防業務功労者表彰式
②防火防災講演会
　講師　ＮＨＫ解説委員（自然災害・防災担当）山﨑登
氏
　演題　「地域で地震災害に備える」

火災予防業務協力者等に対する表彰式及び三遊亭若圓歌
講師による防災講演会を実施する。

第一部　火災予防業務協力者の表彰式
第二部　管内の東京音楽大学生による防火演奏会

２部構成とし、第一部は、火災予防業務功労者に対する
表彰式を実施する。第二部は、講師（落語家 三遊亭 京
楽 氏）による防火防災講演（防災落語）を実施し、火
災予防を呼びかける。



192 防火のつどい 11 14 金 14時 00分 15時 30分

名称
ハリウッドビューティ専門学
校
所在
港区六本木６－４－１

麻布

193 防火防災のつどい 11 14 金 14時 00分 16時 00分

名称
セシオン杉並
所在
杉並区梅里１－２２－３２

杉並

194 防火のつどい 11 14 金 14時 00分 16時 00分

名称
四谷区民センター９階
所在
新宿区内藤町８７

四谷

195 防火のつどい 11 14 金 14時 00分 16時 00分

名称
成増アクトホール
所在
板橋区成増３－１１－３

志村

196 防火のつどい 11 14 金 14時 00分 16時 00分

名称
小岩アーバンプラザ
所在
江戸川区北小岩１－１７－１

小岩

197
社会福祉施設等に対す
る安全対策講習会

11 14 金 14時 00分 15時 00分

名称
小平消防署
所在
小平市仲町２１

小平

198
聖路加ガーデン消火・
救助体験訓練

11 14 金 14時 15分 15時 30分

名称
聖路加タワー親水公園広場
所在
中央区明石町８－１

京橋

199 消防演習 11 14 金 15時 00分 16時 00分

名称
杏林大学病院
所在
三鷹市新川６－２０－２

三鷹

200 表彰式 11 14 金 15時 00分 16時 30分

名称
国分寺駅ビルＬホール
所在
国分寺市南町３－２０－３

国分寺
火災予防業務協力者等に対する表彰式を実施し、地域の
防災力向上への共助意識の醸成を図る。

法令改正概要の説明及び夜間における防火管理体制につ
いての講習会を実施する。

病院職員による自衛消防訓練及び消防署隊および消防団
による消防演習を実施する。

第一部　火災予防業務協力者等に対する表彰式
第二部　東京消防庁音楽隊ふれあいコンサート

火災予防業務協力者等に対する表彰式と、国立新美術館
青木保館長による防火講演会を行う。

第一部　「表彰式」管内の住民及び事業所の火災予防協
力者に対し感謝状を贈呈する。
第二部　「講演会」タレント　稲川淳二氏　演題「私
は、消防の味方です。」

火災予防業務協力等功労者を表彰するとともに、気象
キャスター渡辺蘭氏を招き、防火防災に関する講演会を
実施する。

第一部　火災予防業務協力者等に対する感謝状及び表彰
状の贈呈
第二部　講師　三遊亭歌武蔵師匠　講演「江戸に学ぶ防
災の知恵」（仮題）

①聖路加ガーデンの親水公園広場、屋内広場、遊歩道の
３つの区域で、消火コーナー、応急手当コーナー等８
コーナーを設け、聖路加タワーの約６０の事業所からそ
れぞれ代表者を選出し、コンクール形式で防災訓練を実
施する。
②コンクールに参加しない約６０事業所１０００人の従
業員は、避難訓練等の自衛消防訓練を実施し、コンクー
ルの各コーナーを見学する。



201
防火防災訓練・消防演
習

11 15 土 9時 00分 12時 20分

名称
武蔵野市立第二小学校
所在
武蔵野市境３－２－１５

武蔵野

202
石神井ファイヤーフェ
スティバル２０１４秋

11 15 土 9時 00分 11時 30分

名称
ＪＡ東京あおば石神井支店
所在
練馬区石神井町５－１１－７

石神井

203 浅草橋出張所一日公開 11 15 土 10時 00分 15時 30分

名称
浅草橋出張所
所在
台東区浅草橋３－５－１０

浅草

204 猪方出張所庁舎開放 11 15 土 10時 00分 15時 00分

名称
狛江消防署猪方出張所
所在
狛江市猪方２－５－１６

狛江

205 消防演習 11 15 土 14時 00分 14時 30分

名称
ドーミー城北公園
所在
板橋区桜川２－２－７

板橋

206
福祉施設９施設合同相
互応援協定合同訓練に
伴う消防演習

11 15 土 14時 00分 14時 30分

名称
特別養護老人ホーム　風の樹
所在
東大和市蔵敷３－８７３－１

北多摩西部

207
第３２回ふれあい
区民防災コンクール

11 16 日 9時 30分 11時 30分

名称
南長崎スポーツセンター
所在
豊島区南長崎４－１３－５

池袋

208 防火防災コンクール 11 16 日 10時 00分 12時 00分

名称
区立赤羽小学校
所在
北区赤羽１－２４

赤羽

福祉施設９施設による相互応援協定に基づき、９施設合
同訓練に伴う消防演習を実施する。

武蔵境自为防災会を中心とし、防火防災訓練を実施す
る。あわせて消防演習及び火災予防広報を実施する。

猪方出張所庁舎開放を実施する。
[実施内容]
庁舎開放、車両展示、初期消火、応急救護訓練、ﾐﾆ防火
衣着装体験

管内住民を対象に庁舎を公開し、火災予防意識の普及を
図ることを目的に各種体験コーナー（消火、通報、応急
救護、起震車、家具類の転倒・落下・移動防止対策、住
宅用防災機器、火災実験コーナー等）を設置。体験コー
ナーでスタンプラリーを開催する。

消防計画に基づく、自衛消防の組織と連携した消防演習
を実施する。

町会員によるＤ級ポンプ及びスタンドパイプ操法のコン
クールを実施する。

区立赤羽小学校校庭において管内の町会・自治会が参加
し、日頃のまちがど防災訓練の成果確認及び防災行動力
の向上を目的に消火、応急救護技術等を競い、防火防災
意識の高揚を図る。

①近隣５町会の参加によるまちかど防災訓練
②消防演習
③ＪＡ東京あおば石神井支店と協力し、１１９円野菜の
販売に併せた火災予防運動の周知促進
④はしご車の体験搭乗、広報コーナー及び応急救護体験
コーナーの設置



209
消防ふれあい広場（狛
江市民まつり）

11 16 日 10時 00分 15時 30分

名称
本町通り
所在
狛江市和泉本町１－１１－１

狛江

210 豊島防火防災フェスタ 11 16 日 13時 00分 16時 00分

名称
豊島区立総合体育場
所在
豊島区東池袋４－４１－３０

豊島

211
はたらく消防の写生会
入賞者表彰式

11 16 日 13時 30分 15時 45分

名称
日本体育大学記念講堂
所在
世田谷区深沢７－１－１

玉川

212 消防演習 11 17 月 10時 00分 11時 00分

名称
ＴＯＣ有明
所在
江東区有明３－５－７

深川

213 防火のつどい 11 18 火 10時 00分 12時 00分

名称
江東区文化センター
所在
江東区東陽４－１１－３

深川

214
エアゾール缶・カセッ
トボンベに起因する火
災予防講習会

11 18 火 13時 30分 15時 00分

名称
関戸公民館
所在
多摩市関戸四丁目７２番

多摩

215 吉祥寺ムーフェスタ 10 19 水 14時 00分 17時 00分

名称
吉祥寺平和通り
所在
武蔵野市吉祥寺本町１－１

武蔵野

216 消防演習 11 20 木 10時 30分 11時 30分

名称
特別養護老人ホーム・六月
所在
足立区六月１－６－１

足立

217 自衛消防サポート訓練 10 23 木 10時 00分 16時 00分

名称
日本堤消防署二天門出張所
所在
台東区浅草２－３５－９

日本堤

エアゾール缶の仕組みや廃棄等の穴開けによる事故の実
態、ガス抜きキャップによるガス抜き要領の実演等を実
施する。

狛江市为催の市民まつりに防火防災普及活動として参加
する。
（実施内容)
てんぷら油火災実験映像等放映、エアゾール缶噴射剤の
燃焼実験、ミニ防火衣着装体験、はしご車体験乗車、通
報・初期消火訓練等、家具転倒防止対策の普及促進、御
嶽山噴火災害活動写真展示、東京消防庁災害時支援ボラ
ンティア、狛江消防尐年団防火パレード

消防広報、消防演習、車両展示、初期消火、応急救護訓
練等を実施する。

自衛消防隊と消防隊が連携した消防演習
他に、本署各部及び署所単位において、自衛消防隊と消
防隊が連携した消防演習を実施する。

火災予防業務協力者の表彰及び防災講演会を実施する。

はたらく消防の写生会入賞者（177名）の表彰式を実施
する。
エントランスにおいて消防車両を展示し、記念撮影を実
施する。

社会福祉施設の自衛消防隊、消防団及び災害時応援協定
を締結する自治会が参加して、消防隊と連携した消防演
習を実施する。

自衛消防訓練未実施及び法定回数不足の事業所（対象
物）を対象に自衛消防訓練の実施方法を指導し、自衛消
防活動能力の向上を図る。

第一部　「第２８回豊島女性防災コンクール」
（競技内容）1大声訓練 2煙体験ハウスによる避難訓練
3消火器による初期消火訓練　4Ｄ級可搬ポンプによる消
火訓練　5三角巾による応急手当訓練・１１９番通報訓
練
第二部　「チーム対抗バケツリレー」、「豊島消防尐年
団規律訓練指導」



218 防火のつどい 11 26 水 13時 30分 15時 40分

名称
台東区生涯学習ｾﾝﾀｰﾐﾚﾆｱﾑﾎｰﾙ
所在
台東区西浅草３－２５－１６

日本堤

219 火災予防セミナー 10 29 水 14時 00分 15時 20分

名称
光が丘区民センター
所在
練馬区光が丘２－９－６

光が丘

220
東村山市消防５０周年
記念式典

11 30 日 9時 00分 12時 00分

名称
都立東村山中央公園
所在
東村山市富士見町５－４

東村山

221 防災ふれあいフェア 11 30 日 11時 00分 15時 00分

名称
杏林大学八王子キャンパス
所在
八王子市宮下町４７６

八王子

222 小便小僧による広報 　 時 分 時 分

名称
ＪＲ浜松町駅
所在
港区海岸１丁目

芝

223
高齢者に対する総合的
な防火防災診断

　 時 分 時 分
名称・所在
荻窪消防署管内

荻窪

東村山消防署開署５０周年及び東村山消防団創設５０周
年を記念し、東村山市消防５０周年記念式典を実施す
る。
東京消防庁音楽隊、カラーガーズ隊による演奏及び演技
並びに消防署及び消防団による合同演習を実施する。

杏林大学と連携し、地域住民に対して消火訓練、火災発
見大声体験並びにはしご車搭乗体験などのイベントを実
施する。

①住宅防火の推進を図る。
②事業所における安全対策の推進を図る
③救急相談センターの普及啓発を行う。
④救急車の適正利用について周知する。

①火災予防業務功労者等に対する表彰式
②防火講演会　講師　春風亭一朝　師匠
③東京消防庁音楽隊による火災予防コンサート

火災による死者の絶無を目指し、荻窪消防署管内におい
て、火災予防運動期間中及びその前後に、高齢者に対す
る総合的な防火防災診断を集中的に実施する。

【期間：１０月２７日(月)～１１月２６日(水)】
ＪＲ浜松町駅の小便小僧による火災予防広報を実施す
る。
（衣装：特別救助隊）
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