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平成３０年度危険物安全週間の実施について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 実施期間 

平成３０年６月３日（日）から６月９日（土）まで 

 

２ 推進標語 

平成３０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 都民一般を対象とした項目 

  ア 身の回りの危険物品に関する知識の啓発普及 

    手指消毒用アルコール、アロマオイル、マニキュア、エアゾール缶、カセット

ボンベその他身の周りの危険物の容器の注意表示及び正しい保管・取扱い方法 

  イ 震災時の避難所や屋外催しの開催場所における危険物品に係る事故防止 

    ガソリン、灯油及びカセットボンベ等の適切な取扱いや運搬の方法並びにこれ

ら燃料が原因で発生した火災の消火方法 

 ⑵ 危険物施設等を有する事業所を対象とした項目 

  ア 震災時の避難所における安全対策の推進 

    各区市町村等で震災時に運営する避難所にガソリンや灯油の備蓄が計画され

ていることから、各区市町村の担当者等に対して、避難所において貯蔵し、又は

取り扱う危険物の数量に応じた届出等の指導を行います。 

   

  

「危険物安全週間」は、危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発を推進すること

により、各事業所における自主保安体制の確立を図ることを目的とするため実施する

もので、今年度は６月３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。 



 

イ 統計上重大事故の多い施設等への指導 

    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

所を有する事業所に対して指導を行います。 

    危険物の規制に関する政令に規定する特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋

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 事故発生率の高い危険物施設への指導 

都内において、過去５年間の全国平均と比較して事故発生率が２倍以上の給油

取扱所を有する事業所に対して、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 航空機の離発着回数が増加している羽田空港一帯（大田区羽田空港一丁目から

三丁目まで）の危険物施設を有する事業所に対する指導を行います。 

  イ 東京危険物災害相互応援協議会に対する支援 

    昨年、東京危険物災害相互応援協議会の活動に対する当庁の支援に対する覚書

が締結されたことから、当該協議会会員事業所のブロック活動訓練等に対して消

防機関と連携した訓練を実施するなど、適切な支援を実施します。 
 

４ 危険物施設合同消防演習（詳細は別添え参照） 

  当庁と東京危険物災害相互応援協議会会員事業所が連携した消防演習を実施しま

す。 

  ⑴ 日時 

    平成３０年６月５日(火)１０時３０分から１１時３０分まで 

  ⑵ 場所 

    中央区晴海五丁目１番先 

    臨港消防署敷地及び朝潮ふ頭岸壁周辺 

 

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 



 

 

平成３０年度危険物安全週間に伴う消防演習 

 

 

１ 日 時 

 平成３０年６月５日（火） １０時３０分から１１時３０分まで 

 

２ 場 所 

 臨港消防署敷地及び朝潮ふ頭岸壁周辺（中央区晴海五丁目１番先） 

 

３ 目 的 

 危険物油槽船事故における要救助者の救出能力及び海上への危険物流出災害への

対応能力の向上並びに事業所等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 第一消防方面本部長 門倉 徹（かどくら とおる） 

 指揮者 臨港消防署長    熊野 裕二（くまの ゆうじ） 

 

５ 参加人員 

⑴ 東京消防庁                       ５６人 

⑵ 東京危険物災害相互応援協議会（東危協）Ｈブロック応援隊 １５人 

                  合計 参加人員 ２機関 ７１人 

 

６ 参加車両等 

⑴ 消防車両                             ６台 

⑵ 消防舟艇（みやこどり、すみだ、はるみ、しぶき、はやて、おおえど） ６艇 

 油槽タンカー「昭東丸」（昭和日タン㈱所属 ４９７トン）      １隻 

合計 参加消防車両６、舟艇・船舶７ 

 

７ 演習想定 

 「危険物油槽タンカーが船籍不明の船舶に激突され、操船不能となり護岸に衝突、

衝撃により甲板上の乗組員が海面に投げ出されるとともに、積載している燃料が海

面に流出した。」という想定により行われます。 

 

 

 

 

 

 

別添え 

 



８ 演習時系列 

時 間 活動経過等 

１０時３０分  演習開始（事故発生） 

  ・船籍不明の船舶が「昭東丸」に激突、操船不能となり「昭東

丸」は護岸に衝突、乗組員２名が海上に投げ出され、昭東丸積

載燃料が海面へ流出 

 乗組員による救出活動 

 ・消防隊（消防艇）出場 

   消防艇「しぶき」による救出活動 

   消防艇「はるみ」と東危協応援隊の連携によるオイルフェン 

スの展張 

空中作業車による注水 

東危協応援隊及び消防隊による注水 

 消防艇「おおえど」、「すみだ」による注水 

 ・活動終了 

１１時００分  演習終了報告 

  ・感謝状贈呈、挨拶 

１１時３０分 終了 記念撮影 

 

９ 取材について 

⑴ 取材希望の方は６月４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。 

⑵ 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。 

⑶ 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。 

⑷ 台船上で撮影する場合は、原則ヘルメット及びライフジャケットを着用するこ

ととされていますので、自社でヘルメット及びライフジャケットをお持ちの方は

持参し、着用してください。 

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あらかじめご了承ください。 

 



 

 

 
 

 

演習場所案内図 

演習実施場所 

演習実施場所 

臨港消防署敷地及び朝潮埠頭岸壁周辺（中央区晴海五丁目１番先） 



 

入口 
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演 習 図 

受付テント 

月島Ａ 

 



 別表         平成３０年度危険物安全週間行事予定表 

 No. 実施日 時間 場所 行事種別 実施内容 所属
担当者

（電話）

1 10:00～12:00
セシオン杉並
（杉並区梅里1-22-32）

広報活動

セシオン杉並まつり2018。車両展示、初期消火訓
練とともに広報活動を実施。危険物安全週間のチ
ラシの配布及びDVD放映などにより普及啓発を図
る。

杉並
高円寺出張所 松岡
主任
(03-3316-0119)

2 10:00～
都立水元公園
（葛飾区水元公園3-2）

広報活動
葛飾菖蒲まつり開催に併せて、バーベキュー広場
においてカセットコンロや着火剤の正しい取扱方
法を広報する。

金町
危険物係 長塚係長
(03-3607-0119)

3 14:00～15:00
文京シビックホール小ホール
(文京区春日1-16-21) 講習会

一日消防署長として米村でんじろう先生を迎え、
「教えて！でんじろう先生　親子で学ぶ暮らしの
中の危険物」を開催する。

小石川
危険物係 村本統括
 (03-3812-0119)

4 10:00～10：30
エネオス滝島商事(株)小平喜
平ＳＳ
(小平市喜平町1-2-19)

訓練演習等
給油取扱所における火災想定演習
参加隊：小平２小隊、小平指揮隊、小平市消防団
第8分団、従業員：７名

小平
危険物係 橋本主任
 (042-341-0119)

5 10:00～
日本化薬株式会社東京研究事
務所
(北区志茂3-31-12)

訓練演習等
自衛消防隊、東危協Ｂ、Ｃブロック応援隊及び消
防隊、消防団による消防演習を実施。

赤羽
危険物係 中島係長
 (03-3902-0119)

6 14:00～15:00

独立行政法人国立印刷局東京
工場
(北区西ヶ原2-3-15)

講習会
事故発生状況を踏まえた危険物施設の事故防止対
策について講話。

滝野川
危険物係 佐野士長
 (03-3916-0119)

7 13:30～
渋谷消防署管内の一定規模以

上）
防火指導

一定規模以上の飲食店には、消防署長の承認がな
ければカセットボンベ等の危険物品を持ち込めな
いことなどについて、チラシを作成して配布し周
知を図る。

渋谷
査察係 神谷主任
 (03-3464-0119)

8 10:30～11:30
臨港消防署敷地内及び朝潮ふ
頭岸壁周辺
（中央区晴海5-1先）

訓練演習等
東京消防庁　消防演習
詳細は別途連絡します。

臨港
(03-3534-0119)

9 15:20～
石神井西小学校体育館
（練馬区関町北1-1-5）

訓練演習等
プール開き前の応急救護訓練及び危険物に関する
教養を実施する。

石神井
関町出張所　坂田

主任
（03-3920-0119）

10 10:00～11:30
東京電力フュエル＆パワー㈱
品川火力発電所
(品川区東品川5-6-22)

訓練演習等
東京危険物災害相互応援協議会会員事業所と連携
した消防演習を実施する。

品川
危険物係 主任
(03-3474-0119)

11 10:00～10:30
関東バス株式会社丸山営業所
（中野区江古田1-40-2）

訓練演習等

施設関係者に対し、危険物の流出その他の事故が
発生したときの応急措置及び事業所防災計画に基
づく活動等について指導するとともに、施設関係
者と連携した消防演習を実施し、自衛消防活動能
力の向上を図る。

野方
危険物係 鈴木主任
(03-3330-0119)

12 13:30～16:30
グリーンカレッジホール
 (板橋区志村3-32-6)

講習会

公益財団法人市民防災研究所の坂口氏を講師と
し、最近の火災事例を踏まえた事業所の震災対策
等について、危険物施設関係者等に対し講演会を
開催する。（352事業所に案内状送付）

板橋
危険物係 佐野主任
(03-5398-0119)

13 10:00～
東信石油株式会社（移動タン
ク貯蔵所）
（練馬区中村北3-3-1)

訓練演習等 危険物災害を想定した訓練を実施する。 練馬
消防係 藤宮係長
(03-3994-0119)

14 15:00～16:00
武蔵小山商店街
中延商店街

広報活動

「キュータ」、「えばぞう」と商店街のキャラク
ター（着ぐるみ）のコラボレーションにより商店
街で、身の回りの危険物品に関するリーフレット
を配布

荏原
危険物係 佐藤係長
(03-3786-0119)

15 14:00～15:00
蒲田消防署防災教室
(大田区蒲田本町2-28-1)

講習会

１　危険物施設等を有する事業所等への自主保安
対策指導及び普及啓発
２　石油コンビナート等特別防災区域等について
の情報提供

蒲田
危険物係 佐藤統括
(03-3735-0119)

16 13:00～14:00

大井ふ頭第１、第２バース
㈱ダイトーコーポレーション
大井事業所
（品川区八潮２-１-２）

講習会

大井ふ頭地区における災害相互援助協定に基づく
連絡会において、平成２９年中の危険物施設等に
おける事故事例、災害相互協定の実効性について
の検証を実施する。

大井
危険物係長谷川係長

（03-3765-0119）

17 13:30～15:30
ＮＴＴドコモ
(東京都港区港南2-1-6) 訓練演習等

①ＡＥＤ取扱い・避難・１１９番通報訓練
②危険物安全週間のＰＲ及び身近な危険物を周知
する。
参加者：８０名

高輪
港南出張所 大木主
任(03-3458-0119)

18 6月9日(土) 13:30～15:00
区民ひろば南池袋
(豊島区南池袋3-15-12)

訓練演習等

防災訓練にあわせて
・身の回りの危険物品に関する知識の啓発普及
・震災時の避難所や屋外催しの開催場所における
危険物品に係る事故防止を呼びかける
（町会関係者４０名）

豊島
地域防災係 諏訪主
任(03-3985-0119)

19 6月26日(金) 11:00～
日本化薬株式会社　東京工場
(足立区新田1-23-1)

訓練演習等
危険物製造所の火災を想定し、消防署、消防団及
び自衛消防隊が連携して合同演習を実施する。

千住
危険物係 山口係長
(03-3882-0119)

20 6月27日(水) 15:00～16:35
国立大学法人東京工業大学
（大田区石川町1－31）

講習会
東京工業大学大学院生及び大学職員に対して初期
消火訓練、VR防災体験、危険物の燃焼実験及び講
義を実施する。　参加予定人員　１５０名

田園調布
自衛消防担当 係長
(03-3727-0119)

6月6日(水)

6月7日(木)

6月8日(金)

6月5日(火)

6月4日(月)

6月3日(日)

6月2日(土)


