
 

報道発表資料 

東京消防庁 Tokyo Fire Department 

 

平成３１年２月２２日 
 

平成３１年春の火災予防運動の実施について 

～丸の内・日比谷では、テロ災害を想定した消防演習を実施～ 

 

都民の火災予防意識の高揚を図り、火災の発生、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３１年春の火災予防運動を下記のとおり実

施します。 

また、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え、東京ミッ

ドタウン日比谷及び周辺地域では、爆破テロにより多くの負傷者が発生した想定で

消防演習を実施します。 

 

記 

 

１ 実施期間 

平成３１年３月１日（金）から３月７日（木）まで 

  

２ 推進標語 

  火の用心 一人一人の 心掛け（平成３０年度東京消防庁防火標語） 
作者 向井 洋平（むかい ようへい）さん（葛飾区在住） 

 

３ 期間中の行事 

■ 「消防フェスティバル日比谷 area ２０１９」（資料１参照） 

一日消防署長にスポーツキャスター・フィギュアスケーターの浅田舞さんを

迎えます。 

 

■ 各消防署の主な行事（資料２参照） 

   詳細及び取材を希望される社は、所轄消防署にお問合せください 

 

 

 

 

 

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日比谷 area ２０１９ 
 

１ 日時 

平成３１年３月１日（金） ９時３０分から１２時００分まで 

２ 場所 

東京ミッドタウン日比谷及び周辺地域（千代田区有楽町１－１－２） 

 

３ 内容 

  都民の皆様に火災予防意識を高めていただき、火災の発生、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、大規模なイベントを開催し

ます。 

  今回は、春の火災予防運動ポスターモデルでもある、スポーツキャスター・

フィギュアスケーターの浅田舞さん（別添え１参照）を一日消防署長に迎え、

東京ミッドタウン日比谷及び周辺地域において消防演習を実施します。演習終

了後、一日消防署長に防火防災訓練を体験していただきます。 

４ 消防演習想定 

  東京ミッドタウン日比谷１階において、何者かによるテロ行為により爆発が

演習・防災訓練

会場 

ステップ広場 

事前レクチャー 

 



発生し、多数の傷病者及び逃げ遅れ者が発生する想定で、東京ミッドタウン自

衛消防隊、丸の内消防団及び特別救助隊を含む消防隊が連携し、多数負傷者に

対する救護・救出活動や消防ヘリによる上空からのホイスト救出を行うなど、

大規模な救急・救助活動を実施します。 

  また、外国の傷病者に対し、英語対応救急隊が英語で救急活動を行います。 

５ 参加人数等 

⑴ 参加人数 ８９名（消防職員、消防団員、自衛消防隊等含む。） 

⑵ 参加隊 １５隊（消防ヘリ１機を含む。なお、消防ヘリは天候により運行

できないことがあります。） 

⑶ 統裁者 第一消防方面本部長 門倉 徹（かどくら とおる） 

⑷ 指揮者 丸の内消防署長   池田 直仁（いけだ なおひと） 

６ イベント時系列等 

  別添え２参照 

７ その他 

⑴  取材を希望する社は、２月２８日（木）１２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  報道関係者受付を８時４５分から、事前レクチャーを９時００分から東京

ミッドタウン日比谷のステップ広場消防演習会場で行います。（別図参照） 

⑶ 取材中は、自社腕章の着用をお願いします。 

⑷ イベント会場には多くの通行人や一般の見学者が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り、事故防止に十分注意してください。 

⑸ 駐車場のご用意はございませんので、あらかじめご了承ください。 

 



 

別添え１ 



 

「消防フェスティバル日比谷 area ２０１９」案内図 
 

 

 

 

 

 

 

 

≪時系列≫ 

 

 

≪会場全体図≫ 

 

≪一日消防署長、体験・見学≫ ≪式典≫ 

 

別添え２ 

 

 

                                                                       

                                                                        

                                                                      

 

 

一日署長動線 
日比谷シャンテ 

新型はしご車 

四谷Ｌ 

 

（四谷Ｌ） 

①はしご車搭乗体験 

（一日消防署長は車イス 

を介添えし搭乗する） 

②まちかど防災訓練車体験 

（一日消防署長は放水を体験する） 

東京ミッドタウン日比谷 
ステップ広場 

① 

② 

③ 

③ＥＶバイク展示見学 

（一日消防署長はＥＶバイク展示を見学する） 

９時３０分 ・委嘱状交付（１階アトリウム） 

９時４０分 ・演習開始報告 

 ・一斉放水指揮 

１０時００分 

・演習終了報告  

・一日消防署長挨拶  

・消防総監講評並びに挨拶 

１０時１５分 ・はしご車搭乗体験 ・まちかど防災訓練車体験 ・ＥＶバイク展示見学（一日消防署長） 

１０時３０分 

・感謝状贈呈（１階アトリウム） 

・囲み取材  

１０時３０分 ・広報展示、防火防災訓練等開始（ステップ広場、１階アトリウム） 

１２時００分 ・広報展示、防火防災訓練等終了・撤収 

 式典会場 
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別図 

会場案内図 
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資料２

番
号

行事名 日付 時間 場所 行事内容 方面 所属名

1 楢原出張所庁舎解放 2月23日(土) 10時00分~15時00分
名称：八王子消防署楢原出張所

所在：八王子市楢原町501

平成３０年１２月１９日に事務開始した新庁舎である楢原出張所を近隣住
民に対して部分開放し、各種体験型防火防災訓練への参加と消防行政に対
する理解を深める機会を提供する。

9 八　王　子

2 本郷消防署ふれあいフェア 2月23日(土) 10時30分~15時30分
名称：本郷消防署

所在：文京区本郷7ｰ1ｰ11

本郷消防署を近隣住民及び職員家族に開放し、音楽隊のコンサート、はし
ご車搭乗体験、お仕事体験、スタンプラリー等各種イベントを展開し、消
防署に親近感や広く消防行政について関心を持ってもらう。

5 本　　郷

3 消防少年団による火災予防広報 2月24日(日) 10時00分~12時00分
名称：モリタウン

所在：昭島市田中町562-1

消防少年団員が、住宅用火災警報器の適正な維持管理や住宅防火につい
て、広報活動を行う。

8 昭　　島

4 浅草消防署一日公開 2月24日(日) 10時00分~14時00分
名称：浅草消防署

所在：台東区駒形1-5-8

地域住民等を対象に浅草消防署の庁舎を一般開放し、各種体験型の訓練
コーナー及び政策広報テーマ等の展示コーナー等を設け、防火防災意識の
高揚と、幼児期から高齢者までのより一層の消防行政への理解と協力を得
ることを目的として開催する。

6 浅　　草

5 １０ミニッツ防災訓練 2月24日(日) 10時00分~14時00分
名称：谷保天満宮

所在：国立市谷保5209

谷保天満宮において開催される「梅祭り」の機会を捉え、神社敷地内にお
いて参拝者を対象とした「１０ミニッツ防災訓練」（初期消火訓練等）を
実施する。

7 立　　川

6 自由が丘消防ひろば 2月24日(日) 13時30分~15時30分
名称：自由が丘駅前広場

所在：目黒区自由が丘1-30

ＴＲＦの「ＳＡＭ」さんを一日消防署長に招き、駅前火災予防広報及び消
防演習を実施する。また、各種防火防災体験コーナーを開設し地域住民に
対して実践的な火災予防を推進する。

3 目　　黒

7 国立劇場消防演習 2月25日(月) 10時30分~11時30分
名称：国立劇場

所在：千代田区隼町4-1

落語家の林家正蔵氏を一日消防署長に迎え、国立劇場で自衛消防隊との消
防演習と火災予防広報を実施します。

1 麹　　町

8 避難訓練コンサート 2月25日(月) 14時00分~16時00分
名称：武蔵野市民文化会館

所在：武蔵野市中町3-9-11

武蔵野市民文化会館が主催で東京消防庁音楽隊及びカラーガーズを招いた
コンサートを実施し、コンサート中に大規模な地震が発生したという想定
により、コンサート聴衆者及び施設職員が避難訓練を実施する。

8 武　蔵　野

9
世田谷区立総合運動場（温水プー
ル棟）消防演習

2月26日(火) 10時00分~10時30分
名称：世田谷区立総合運動場温水プール棟

所在：世田谷区大蔵4-6-1
火災発生を想定した自衛消防隊の活動訓練及び消防隊との連携訓練等 3 成　　城

10 防火パレード及び消防演習 2月26日(火) 10時00分~11時00分

名称：浅草寺雷門～仲見世通り、演習はＪＲＡウ
インズ浅草にて

所在：浅草寺雷門､JRAｳｲﾝｽﾞ浅草(台東区浅草2-8-
6)

防火パレード：落語家の春風亭一之輔師匠を一日消防署長に任命し、師匠
を先頭に、町会や浅草芸者等の皆さんが火災予防を呼びかけて防火パレー
ドを実施します。
消防演習：春風亭一之輔師匠の指揮のもと、自衛消防隊・消防団・消防隊
等が連携した消防活動を実施します。

6 日　本　堤

11 駅前広報キャンペーン 2月26日(火) 10時00分~11時00分
名称：ＪＲ立川駅コンコース

所在：立川市曙町2-1-1

ＪＲ立川駅コンコースにおいて消防広報コーナーを開設し、駅利用者等に
対し住宅火災による死者低減対策等の啓発活動を行い、防火防災意識の高
揚を図るとともに、東京消防庁マスコットキャラクター「キュータ」の着
ぐるみを活用した政策広報を実施する。

7 立　　川

12
ＪＲ浜松町駅の小便小僧による火
災予防広報

2月26日(火)~
3月26日(火)

終日
名称：ＪＲ浜松町駅

所在：港区浜松町2-4

芝消防少年団結成40周年を記念し、ＪＲ浜松町駅の小便小僧を消防少年団
員制服に着せ替える。

1 　　芝　　

平成３１年春の火災予防運動における各署行事計画



13
あらかわファイアーフェスティバ
ル

2月28日(木) 10時00分~12時00分
名称：日暮里駅前イベント広場

所在：荒川区西日暮里2-24

京成日暮里駅長を一日消防署長に迎え、消防隊と消防団、災害時支援ボラ
ンティア、自衛消防隊が連携して消防演習を実施する。終了後、防火防災
体験コーナーを設け、見学者及び周辺事業所の従業員等に対し初期消火訓
練などを行う。
また、ＪＲ日暮里駅及び京成日暮里駅構内において、駅利用者に対して火
災予防広報を行う。

6 荒　　川

14
春の火災予防運動オープニングコ
ンサート

2月28日(木) 12時00分~13時00分
名称：高田馬場駅前広場

所在：新宿区高田馬場駅前広場

ＪＲ高田馬場駅早稲田口駅前広場において、お昼休みの時間に合せて音楽
隊の演奏とカラーガーズ隊の演技を実施するとともに、防火防災女性の会
によるティッシュ配布を行いＰＲ活動を展開する。

4 新　　宿

15 駅前広場 2月28日(木) 15時00分~16時00分
名称：西武鉄道清瀬駅北口及び南口

所在：清瀬市元町1-2-4

清瀬駅北口・南口ロータリー周辺において、駅利用者等に対し、署で作成
する火災予防運動に関するポケットティッシュ等の広報物を協働団体と連
携して配布し、住宅の出火防止対策等の周知を図る。

8 清　　瀬

16 街頭広報 2月28日(木) 8時40分~9時00分
名称：日本橋交差点

所在：中央区日本橋2-4先

１　管内在勤者の通勤時間帯における火災予防の街頭広報
２　職員、団員、町会、事業所等によるティッシュ等の配布

1 日　本　橋

17 消防安心窓口の開設
2月28日(木)
3月1日(金)

各日
10時00分~15時00分

名称：関区民センター

所在：練馬区関町北1-7-2

区民センターの来館者に対し、火災予防広報及び防火防災に関する相談に
対応する。

10 石　神　井

18 ＪＲ原宿駅まちかど消防広報 3月1日(金) 10時00分~11時00分
名称：ＪＲ原宿駅

所在：渋谷区神宮前1-18-20

当庁のマスコットキャラクターであるキュータによるチラシ配布等の「ま
ちかど消防広報」と併せ、駅舎に対する「自衛消防訓練指導」を実施す
る。

3 渋　　谷

19 署林野火災訓練 3月1日(金) 10時00分~11時00分
名称：永山公園グラウンド

所在：青梅市本町217

消防団、消防技術安全所（ドローン）と連携した署林野火災訓練を実施す
る。

9 青　　梅

20
平成30年度自衛消防訓練効果確認
表彰式等

3月1日(金) 10時00分~11時50分
名称：東村山消防署

所在：東村山市美住町2-28-16

表彰式及び優良防火対象物再認定交付式を行うと同時に、防火管理実務講
習会等も実施する。講習会では、エアゾール火災も発生していることから
エアゾール缶火災の実演（予定）も行い、注意喚起を呼びかける。

8 東　村　山

21 庁舎開放 3月1日(金) 10時00分~12時00分
名称：下連雀出張所

所在：三鷹市下連雀4-15-28

管轄地域の保育園児等が多数来署することから、付添いの保護者や保育士
等に対して火災予防及び政策広報の告知を行うと共に、園児に対してはし
ご車体験やミニ防火衣試着等を通じ、幼少期における防火防災教育を柱と
した庁舎解放を実施する。

8 三　　鷹

22 春の消防フェア２０１９ 3月1日(金) 10時00分~13時00分
名称：臨港消防署

所在：中央区晴海5-1-27

臨港消防署仮設庁舎裏庭にて管内住民等を対象に消防車両や水難資器材の
展示を行うことで消防署の業務への理解を求めるとともに初期消火体験及
び１１９番通報体験を実施することで防災行動力の向上を図る。
また、旧庁舎や新庁舎の写真等を展示、広報することで円滑な庁舎移転を
図る。

1 臨　　港

23 自衛消防サポート訓練会 3月1日(金) 10時00分~16時00分
名称：たなか多目的センター

所在：台東区日本堤2-25-4

事業所関係者を集め、通報・消火・避難訓練の実施、防火管理関係届出の
指導等を行う。

6 日　本　堤

24 消防演習及び火災予防フェスタ 3月1日(金) 10時30分~14時00分
名称：ザ・モールみずほ１６

所在：瑞穂町高根623

ザ・モールみずほ１６において、消防団及び自衛消防隊と連携した消防演
習を実施する。演習実施後、屋外駐車場において火災予防フェスタを開催
する。福生防災女性の会及び災害時支援ボランティアと協力し、初期消
火、応急救護及び消防相談コーナー等を通じ火災予防の啓発を図る。

9 福　　生



25 二本榎出張所消防スタンプラリー 3月1日(金) 14時00分~16時00分
名称：二本榎出張所

所在：港区高輪2-6-17

高輪児童館等の児童に対し、消火器の取扱い、ロープの結び方の指導と併
せて防火衣着装、消防車両体験乗車等をスタンプラリー形式で実施する。

1 高　　輪

26 防火のつどい 3月1日(金) 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

火災予防業務協力者等に対する感謝状贈呈式及び音楽隊、カラーガーズ隊
による地域ふれあいコンサート

2 田園調布

27 歌手による火災予防広報 3月1日(金) 15時00分~16時00分
名称：ミュージックショップ　ダン

所在：北区東十条4-5-25

演歌歌手の朝花美穂さんによる火災予防広報とミニコンサートを実施しま
す。初期消火訓練もあわせて実施します。

5 王　　子

28 消防演習 3月1日(金) 9時30分~10時50分
名称：社会福祉法人黎明会南台病院

所在：小平市小川町1-485

南台病院において、地震の発生後に火災が発生し、建物内の逃げ遅れがい
るとの想定で、消防隊、自衛消防隊及び消防団の連携により救出消火活動
を実施する。

8 小　　平

29 東久留米駅前広報 3月1日(金) 8時00分~9時00分
名称：西武池袋線東久留米駅東口・西口

所在：東久留米市東本町1-8

東久留米防火女性の会員と火災予防運動を明記したポケットティッシュを
配布し、火災予防を呼びかけます。

8 東久留米

30 春の火災予防運動に伴う消防演習 3月1日(金) 8時15分~10時00分
名称：イトーヨーカドー南大沢

所在：八王子市南大沢2-28-1

駅前の大型商業施設において、事業所自衛消防隊と連携し八王子消防署の
由木大隊による消防演習を実施し、近隣の駅利用者や施設利用者に対して
消防演習と広報活動を通じて火災予防を呼び掛ける。

9 八　王　子

31 駅前広報 3月1日(金) 9時00分~10時00分 京王線高幡不動駅、ＪＲ豊田駅、ＪＲ日野駅
日野市内の乗降客の多い３つの駅において、ティッシュ等の広報配布物を
活用し、火災予防の広報を実施する。

9 日　　野

32 国分寺署・消防団合同パレード 3月1日(金) 9時00分殻~12時00分 国分寺市内全域
・車両による市内巡回広報を火災予防運動初日に実施。
・国分寺市役所をスタートし、消防団車両及び署の車両合同で市内を巡回
し、火災予防の呼びかけを行う。

8 国　分　寺

33 総合消防演習 3月1日(金) 9時30分~10時00分
名称：高円寺パル商店街及び長仙寺

所在：杉並区高円寺南3-58-4

本堂からの出火を想定し、寺院関係者及び商店街関係者並びに町会消火
隊、消防隊、消防団との連携を通した総合的な消防演習を実施する。本商
店街は平成２１年１１月２２日の高円寺南雑居ビル火災を踏まえ、平成２
２年１１月に、商店会と消防署における協定を締結し地域の防火安全体制
の強化を図っている。以来、毎年消防演習を実施し、火災発生時の対応訓
練を実施している。

4 杉　　並

34
消防フェスティバル日比谷area
2019

3月1日(金) 9時30分~12時00分
名称：東京ミッドタウン日比谷及び周辺地域

所在：千代田区有楽町1-1-2

スポーツキャスター・フィギュアスケーターの浅田舞さんを一日消防署長
として迎え、春の火災予防運動を効果的に広報し、地域の事業所等に対す
る防火防災意識の向上を図る。会場は、平成３０年３月にオープンした東
京ミッドタウン日比谷及び東宝ツインタワービルにおいて実施する。演習
は、東京ミッドタウン日比谷１階において、何者かによるテロ行為により
爆発が発生し、多数の傷者及び逃げ遅れ者が発生する災害を想定した。演
習終了後に、同会場において、消防広報、防火防災訓練等を実施する。

1 丸　の　内

35 消防ふれあいフェア 3月1日(金) 9時30分~15時00分
名称：秋川消防署秋留台出張所

所在：あきる野市秋川5-6-2

１　煙体験、通報訓練等
２　家具類の転倒・落下・移動防止対策の周知促進
３　東京版救急受診ガイドと♯７１１９の周知・利用促進
４　住宅用防災機器の普及促進及び正しい維持管理の周知
５　防炎品の普及促進
６　違反対象物の公表制度の周知促進
７　消防自動車やミニ消防車の乗車体験

9 秋　　川



36 消防車両パレード 3月1日(金) 午前中 管内主要道路
消防車両、消防団搬送車が管内主要道路をパレードし火災予防運動を広報
する。

6 西　新　井

37 中野消防フェスタ 3月2日(土) 10時00分~14時30分
名称：中野消防署庁舎

所在：中野区中央3-25-3

地域住民に庁舎を開放し、消防演習やはしご車体験搭乗、ポンプ車体験搭
乗、放水訓練、防火衣着装体験、消火器訓練、応急救護体験、通報訓練の
各コーナーを設け、消防クイズを通して住宅防火対策を訴える。

4 中　　野

38 消防演習 3月2日(土) 10時00分~10時30分
名称：社会福祉法人　清風園

所在：町田市金井7-17-13

老人ホームから出火したとの想定で、老人ホームとが応援協定を締結して
いる町内会、中学生が参加し自衛消防訓練を実施する。なお、消防隊（ポ
ンプ車、はしご車）による消防演習も併せて行なう。

9 町　　田

39 消防演習 3月2日(土) 10時00分~11時00分
名称：都営大森西三丁目アパート

所在：大田区大森西3-1-16
共同住宅において、防火防災訓練と併せて消防演習を実施 2 大　　森

40 消防演習 3月2日(土) 10時00分~11時00分
名称：森永乳業株式会社　東京工場

所在：葛飾区奥戸1-29-1

森永乳業株式会社東京工場敷地内において、同建物を火点と想定し森永乳
業自衛消防隊、本田消防少年団とともに消防演習を行う。

7 本　　田

41 消防フェア 3月2日(土) 10時00分~11時00分
名称：イオンモール多摩平の森（湧き水の広場）

所在：日野市多摩平2-4-1

地上屋外部分で集約したイベントを実施することにより、来場者だけでな
く通行人へも視覚的な消防広報を展開する。応急救護コーナー、キッズ
コーナー、消火訓練コーナー、煙体験コーナー、プロモーションビデオ放
映などを実施する。

9 日　　野

42
春らんまん　神田消防署庁舎一般
開放

3月2日(土) 10時00分~13時00分
名称：神田消防署本署

所在：千代田区外神田4-14-3

本署を一般開放し、地域住民及び園児、小学生及び父兄を主に対象とし、
防火防災体験コーナー、ミニカー・はしご車体験、ミニ防火衣コーナー等
を設置、広報活動を実施する。ＴＶアニメ化が予定されている「炎炎ノ消
防隊」とコラボし、アニメに登場するマスコットの着ぐるみの協力及び声
優（未定）のトークショーを実施する。

1 神　　田

43 消防ふれあいフェスタ 3月2日(土) 10時00分~14時00分
名称：世田谷消防署本署

所在：世田谷区三軒茶屋2-33-21
管内住民を対象とした自由参加型の庁舎開放イベントを開催する。 3 世　田　谷

44
来て！見て！体験！２０１９豊島
消防署庁舎公開

3月2日(土) 10時00分~14時00分
名称：豊島消防署

所在：豊島区東池袋3-19-20

庁舎公開を実施し、はしご車体験乗車、消防車両の展示、各種体験コー
ナーを開設して、消防行政の理解を広げる機会とします。

5 豊　　島

45 オープン消防署 3月2日(土) 10時00分~14時00分
名称：足立消防署

所在：足立区梅島2-1-1

庁舎を開放し車両展示や防災クイズラリー、消火体験などを行い、都民の
消防への理解や防火防災意識の啓発を図る。

6 足　　立

46 小岩消防署ふれあいフェア 3月2日(土) 10時00分~14時00分
名称：都立篠崎公園第二駐車場

所在：江戸川区上篠崎四丁目2番先

地域住民、事業所の方々を対象に、初期消火訓練、応急救護訓練等の各種
訓練及びはしご車の搭乗体験、篠崎ポニーランドによるポニー乗馬体験、
江戸川区の商店街ヒーロー「エドレンジャー」とキュータによる防火防災
ショー等、楽しみながらイベントに参加することで防火防災意識の高揚を
図る。

7 小　　岩

47 町田消防署わくわく体験フェスタ 3月2日(土) 10時00分~14時00分
名称：町田消防署

所在：町田市本町田2380-3

消防署を一般に開放することで、地域住民に消防署への理解を深めてもら
うとともに、火災の原因の傾向を踏まえて火災予防を呼びかける。

9 町　　田



48
消防ふれあいフェスタin恵比寿
ガーデンプレイス

3月2日(土) 10時00分~15時00分
名称：恵比寿ガーデンプレイス

所在：渋谷区恵比寿4-20

タレントの皆藤愛子さんを一日消防署長に迎え、「消防演習」及び「防災
トークショー」を行う。
また、東京消防庁音楽隊・カラーガーズ隊による「消防コンサート」の開
催と併せ、はしご車搭乗体験、起震車による地震体験等の「消防ふれあい
コーナー」を開設する。

3 渋　　谷

49 高井戸消防フェスティバル 3月2日(土) 10時00分~15時00分
名称：高井戸出張所

所在：杉並区高井戸東3-32-2

来場者に対し、模擬消火器による初期消火訓練、応急救護訓練（ＡＥ
Ｄ）、起震車による地震体験、はしご車及び消防団搬送車、ミニ消防車乗
車体験、救助資器材や震災時の写真展示、防災ビデオ上映等のコーナーを
スタンプラリー形式で体験又は見学し、消防業務に対する理解と関心を深
めてもらう。
また、消防隊が消火活動及び救出救護の演技披露を行う。

4 杉　　並

50 火災予防フェア 3月2日(土) 10時00分~15時00分
名称：練馬消防署庁舎及び裏庭

所在：東京都練馬区豊玉北5-1-8

練馬消防署庁舎及び裏庭ではしご車の乗車体験を実施するほか、ＶＲ防災
体験車によるＶＲ体験、まちかど防災車を活用した放水体験を実施。その
他に、来場した子供達が楽しめる、職員によるダンスやホースボウリング
コーナー、ミニ消防車乗車コーナーなどを設置し、子育て世代の防災意識
向上を図る。

10 練　　馬

51 ２０１９火災予防フェスタin羽村 3月2日(土) 10時00分~15時00分
名称：羽村市動物公園

所在：羽村市羽4122番地

羽村市動物公園において、各種体験コーナーを通じて管内住民と消防とが
ふれあい、防火・防災意識の高揚を図り、火災予防の啓発を図る。

9 福　　生

52
庁舎開放（いたばしファイヤー
フェスティバル）

3月2日(土) 10時00分~13時00分
名称：板橋消防署本署

所在：板橋区板橋2-60-15

板橋消防署本署を開放し、地域住民へ消防行政への理解を深めると共に、
春の火災予防運動の推進項目への意識、知識の向上を図る。

10 板　　橋

53
庁舎開放（こもねファイヤーフェ
スティバル）

3月2日(土) 10時00分~13時00分
名称：板橋消防署小茂根出張所

所在：板橋区小茂根2-14-10

板橋消防署小茂根出張所を開放し、地域住民へ消防行政への理解を深める
と共に、春の火災予防運動の推進項目への意識、知識の向上を図る。

10 板　　橋

54
消防フェスティバル２０１９ｉｎ
映画のまち調布

3月2日(土) 10時00分~15時00分
名称：調布市文化会館たづくり及び調布駅前広場

所在：調布市小島町2-33-1

＜午前＞
女優「秋山　ゆずき」氏を一日消防署長に迎え、調布市文化会館たづくり
において、消防演習、トークショー、調布駅付近商業ビルの火災予防巡行
を実施する。
＜午後＞
ミス調布を招き、調布駅前広場及びその周辺商業施設等における消防広報
を実施する。

8 調　　布

55 第４回アスタ消防フェスタ 3月2日(土) 10時00分~15時00分
名称：アスタビル２階センターコート

所在：西東京市田無町2-1-1

大型商業施設の２階センターコートで、初期消火訓練コーナー、ＡＥＤ取
扱い訓練コーナー、防災シアターコーナー等を設置し、来場者に防火防災
意識の啓発を図ると共に、管内の武蔵野大学アカペラ同好会によるライヴ
等により多くの来場者に楽しんでもらう。

8 西　東　京

56
ファイヤープラザｉｎふかがわ２
０１９春

3月2日(土) 10時00分~5時00分

名称：深川ギャザリア、イトーヨーカ堂木場店１
階

所在：江東区木場一丁目5番

消防車両及び各種資器材の展示をはじめ、消防少年団の鼓笛隊の演奏や消
防演習をとおして、「火災予防運動」及び消防に対する理解を深めてもら
うほか、各種体験コーナー（初期消火訓練、煙体験ハウス、応急救護訓
練、火災実験展示）を設置し体験してもらうことで、地域住民の防災力向
上を図る。

7 深　　川

57 身近な家電等の火災実験・展示 3月2日(土) 10時30分~13時30分
名称：荏原消防署防災教室

所在：品川区平塚3-16-20

庁舎開放実施時に身の回りの物（家電、エアゾール缶等）の火災危険を注
意喚起する実験実演や模擬展示を実施する。

2 荏　　原

58 出向き型防災訓練 3月2日(土) 11時00分~14時00分
名称：カインズ青梅インター店

所在：青梅市新町6-9-4
大型商業施設において、利用者に対する防災訓練を実施する。 9 青　　梅



59
イケイケ消防ふれあいフェスタ２
０１９

3月2日(土) 11時00分~15時00分
名称：池袋消防署及び池袋防災館

所在：豊島区西池袋2-37-8

初期消火訓練、応急救護訓練、渡過体験、地震体験、防火衣試着体験、ぬ
りえ、クラフト工作、はしご車搭乗体験等及びフクロウ戦士トシマッハと
防災体験（午前１１時００分から１１時５０分）フクロウ戦士トシマッハ
ショー（午後１時００分から１時３０分まで）を実施する。

5 池　　袋

60 消防体験フェア 3月2日(土) 11時00分~15時00分
名称：上野恩賜公園噴水広場

所在：台東区上野公園5番20号

めずらしい消防車両の乗車や展示、音楽隊・カラーガーズ隊と一緒に職員
と少年団の歌の披露、若手職員が発案したショーやダンス等のステージイ
ベントに加え、火災実験、火災調査体験、迷路のようになった煙ハウスな
ど楽しく学べる防災体験コーナーを用意しました。また、ミニカーに乗っ
たり、消防の服を着たり、たくさんの顔出しパネルがあったりと、小さな
お子さんも楽しめます。当日は、上野警察署の協力のもと、パトカーや白
バイも体験乗車できます。

6 上　　野

61 消防演習 3月2日(土) 11時20分~11時45分

名称：交通広場（二子玉川駅バス乗り場）

所在：世田谷区玉川1-14先及び世田谷区玉川2-21
先

軽乗用車がバスロータリー内に進入し、停車中の路線バスに追突、追突し
た軽乗用車から出火し、路線バスに延焼危険の恐れが発生した。軽乗車と
路線バスには複数の逃げ遅れが発生し、消防隊による救助活動及び消火活
動を実施します。

3 玉　　川

62 城東消防フェアｉｎアリオ北砂 3月2日(土) 12時00分~14時00分
名称：アリオ北砂正面入口付近オープンスペース

所在：江東区北砂2-17-1

消火器による消火体験ゲーム、ミニ防火衣着装体験、はしご車乗車体験、
起震車による地震体験、応急救護体験（ＡＥＤの取扱い）等を設置し、防
火防災意識の普及啓発を図る。

7 城　　東

63 牛込ファイヤーフェスタ 3月2日(土) 12時30分~15時30分
名称：牛込消防署

所在：新宿区筑土八幡町5ｰ16

管内居住者等に牛込消防署の庁舎を開放し、防火防災について楽しく学
び、体験できるコーナーを設け、防火防災意識及び防災行動力の向上を図
ります。また、消防への理解の機会としてもらいます。

4 牛　　込

64 本田消防署庁舎一般開放 3月2日(土) 13時00分~16時00分
名称：本田消防署

所在：葛飾区東立石3-12-7

ミニ防火衣着装体験・初期消火体験・ちびっこレスキュー体験（ロープ渡
過）・煙体験ハウス・応急救護体験・消防ぬりえ・消防車見学・まちかど
防災訓練車（葛飾区所有）を活用した放水体験

7 本　　田

65 駅前広報 3月2日(土) 8時45分~9時30分
名称：ＪＲ奥多摩駅

所在：奥多摩町氷川210

奥多摩防火女性の会、東京都防災バランティア、奥多摩ビジターセン
ター、東京都レンジャー、警視庁青梅警察とともに、登山客、観光客に対
し山火事防止、野焼き防止、山岳事故を防止広報を実施。

9 奥　多　摩

66 烏山消防ふれあい広場 3月2日(土) 9時00分~12時00分
名称：成城消防署烏山出張所

所在：世田谷区南烏山6-14-12

ポンプ車体験乗車やミニ防火衣着装体験、家具の転倒・落下・移動防止対
策器具展示、消火器取扱い訓練等

3 成　　城

67
武蔵村山市菜の花ガーデン２０１
９

3月2日(土) 9時00分~12時00分
名称：都営村山団地北西部

所在：武蔵村山市緑が丘1460番地

武蔵村山市主催の「菜の花ガーデン２０１９」において、住宅火災による
死者防止対策を推進するとともに、はしご搭乗体験や車両展示、防火衣試
着体験、パネル展示を行います。

8 北多摩西部

68
社会福祉施設と近隣地域住民との
合同訓練

3月2日(土) 9時00分~12時00分
名称：愛生苑（社会福祉施設）及びその周辺

所在：多摩市和田1547番地

①近隣地域（四つのマンション）側の訓練　地震発生後、安否確認し、一
次避難場所（近隣の公園）へ避難。公園において消火訓練、煙体験、ＡＥ
Ｄ取扱訓練を実施。四つのマンションの要援護高齢者を社会福祉施設へ移
送する。負傷者は近隣病院へ移送する。
②社会福祉施設（愛生苑）　地震発生後、利用者の安否確認、施設内安全
確認、災害対策本部運営、自治体との連絡・連携、福祉施設避難所の設
営、避難所の受入準備・誘導を実施。
③合同で　社会福祉施設へ移送されてきた人のトリアージ、ベット及びト
イレスペース、かまどを作成、炊き出し訓練を実施する。

9 多　　摩

69 消防演習 3月2日(土) 9時00分~9時30分
名称：秋葉原ラジオ会館

所在：千代田区外神田1-15-16

ＴＶアニメ化が予定されている「炎炎ノ消防隊」、秋葉原ラジオ会館自衛
消防隊及び神田消防署がコラボレーションし、「炎炎ノ消防隊」の声優
（未定）を一日消防署長または１日消防官に任命し、秋葉原電気街口にあ
る秋葉原ラジオ会館において消防演習を実施する。

1 神　　田



70 赤塚公園ファイアフェスタ 3月2日(土) 9時30分~12時00分
名称：都立赤塚公園

所在：板橋区高島平3-1

消防ＰＲコーナーにおいてＡＥＤや消火器の取扱い方法、煙体験、消防車
両の展示、はしご搭乗体験など様々な防火防災の体験コーナーを開設す
る。

10 志　　村

71 舎人公園防災フェスタ２０１９ 3月2日(土) 9時30分~12時00分
名称：都立舎人公園

所在：足立区舎人公園1-1

舎人公園において、初期消火訓練、応急救護訓練等の防火防災訓練及び広
報活動を実施する。

6 西　新　井

72 立川消防フェア２０１９ 3月2日(土) 9時30分~12時00分
名称：東京消防庁第八消防方面訓練場

所在：立川市泉町1156-1

はしご車、ポンプ車、ＶＲ防災体験車などの搭乗体験、煙体験など各種体
験のコーナーを設けるほか、会場に隣接する立川防災館において応急救護
訓練など各種体験、こども防災体験等を実施する。
立川消防署、東京消防庁航空隊、ハイパーレスキュー隊、立川市・国立市
消防団、災害時支援ボランティア、立川・国立防火女性の会、立川消防少
年団、七番組防災消防隊、立川市・国立市の市民防火組織が連携した消防
演習を実施する。

7 立　　川

73 第６回城東防災コンクール 3月2日(土) 9時30分~12時00分
名称：アリオ北砂屋外駐車場

所在：江東区北砂2-16-1

町会、自治会員及び学生のチームが４人一組で協力し、火災の発見・通
報・スタンドパイプを活用した消火までの一連の対応を審査形式で実施す
る。

7 城　　東

74
荏原ファイヤーフェスタ及びファ
ミリーデー

3月2日(土) 9時30分~13時30分
名称：荏原消防署

所在：品川区平塚3-16-20

地域住民や職員家族に対し庁舎開放を実施し、消防署に親しんでいただく
とともに、各種訓練等の体験を通して、防火防災意識の高揚を図る。

2 荏　　原

75 駅前広報活動 3月3日(日) 10時00分~12時00分
名称：ＪＲ田端駅前

所在：北区東田端1-17-2

消防団員、防火防災女性の会員、消防少年団員が連携し、♯７１１９のパ
ンフレット等を駅利用者に手渡しして、救急車の適正利用を引き続き呼び
かける。

5 滝　野　川

76 今やろう！ぼうかぼうさい体験 3月3日(日) 10時00分~13時00分
名称：清瀬市立野塩地域市民センター

所在：清瀬市野塩1-322-2

市内の市民センターに赴き、初期消火訓練、煙体験、応急救護訓練等の防
火防災訓練体験を実施する。また同会場において、消防広報コーナーを設
置し、のぼり旗や各種パンフレット等を活用して、主に住宅の出火防止対
策の周知を図るとともに、防火防災等を呼びかける。

8 清　　瀬

77 合同防災訓練 3月3日(日) 10時00分~12時00分
名称：北区立王子第二小学校

所在：北区王子本町2-2-5

岸町一丁目町会・王子本町一丁目町会・王子本町二丁目町会が合同で防災
訓練を実施します。あわせて広報コーナーを設置し、消防演習も実施しま
す。

5 王　　子

78
石神井消防ふれあいフェスタ２０
１９春・消防車大集合

3月3日(日) 10時00分~12時00分
名称：合同会社西友　リヴィンオズ大泉店敷地内

所在：練馬区東大泉2-10-11

各種消防車両の展示及び説明により、来場者への消防に対する理解を深め
るとともに、ＶＲ防災体験車による災害疑似体験、応急救護普及車を活用
した応急救護訓練、煙ハウスを活用した避難訓練、初期消火訓練を実施
し、防火防災知識と技術の向上を図る。また、広報ブースにおいて住宅防
火促進、消防団員募集、消防相談を実施し、火災予防意識の高揚を図る。

10 石　神　井

79 春の火災予防運動に伴う消防演習 3月3日(日) 10時00分~12時30分
名称：イーアス高尾

所在：八王子市東浅川町550-1

大型商業施設であるイーアス高尾において、消防演習と消防広報活動を実
施する。事業所自衛消防隊と連携し八王子消防署の本署大隊による消防演
習を実施し、その後、車両展示やはしご車搭乗体験、各種体験型防火防災
訓練を実施し、来場者に対して火災予防を呼び掛ける。

9 八　王　子

80 光が丘消防署一般公開 3月3日(日) 10時00分~13時00分
名称：光が丘消防署本署

所在：練馬区光が丘2-9-1

各種体験コーナーをとおして火災予防広報及び防火防災意識の普及啓発を
行う。

10 光　が　丘



81 消防署一般公開（庁舎開放） 3月3日(日) 10時00分~13時00分
名称：東久留米消防署

所在：東久留米市幸町3-4-34
救助演習、消防演習、東京ガスによる火災予防講座等を実施します。 8 東久留米

82 野方フェスタ 3月3日(日) 10時00分~14時00分
名称：野方消防署

所在：中野区丸山2-21-1

野方消防署における庁舎開放で、地震動シミュレーター、煙体験、初期消
火訓練及び応急救護訓練をイベントに盛り込んだ体験型の庁舎開放を実施
する。また、はしご車の搭乗体験、バッテリーカーの乗車コーナー及び防
災輪投げ等のイベントコーナーを開設し、防火防災訓練に参加できない子
育て世代が、子供とともに楽しみながら訓練に参加できるような内容で実
施し、消防への理解と火災予防意識の高揚を図る。

4 野　　方

83 庁舎開放 3月3日(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

近隣住民の方を対象に、庁舎を開放して防火防災行動力向上を図るための
各種イベントを実施します。

5 王　　子

84
消防ふれあい広場
（狛江消防署庁舎公開）

3月3日(日) 10時00分~14時00分
名称：狛江消防署

所在：狛江市和泉本町1-23-10

はしご車搭乗体験、放水体験、車両展示、ミニ防火衣着装体験、電動ミニ
カー乗車体験、防災スタンプラリー等

8 狛　　江

85
かまたファイヤーフェスティバル
（庁舎開放）

3月3日(日) 10時00分~15時00分
名称：蒲田消防署本署

所在：大田区蒲田本町2-28-1

「かまたファイヤーフェスティバル」と称して庁舎開放を実施し、その中
で、消火体験や煙体験などの各種体験プログラムを通じて、防火防災に関
する知識の普及と「子育て世代」の保護者も含めた地域住民の防災行動力
の向上を図る。

2 蒲　　田

86 荻窪ファイアーフェスタ２０１９ 3月3日(日) 10時00分~15時00分
名称：荻窪消防署

所在：杉並区桃井3-4-1

庁舎を活用し、初期消火体験・はしご車体験乗車・起震車・応急救護体
験・ミニ防火衣着装体験・ミニ消防車乗車体験・火災実験・炊き出し・消
防相談などの広報活動を実施する。

4 荻　　窪

87 火災予防フェスティバル 3月3日(日) 10時00分~15時00分
名称：区立荒川遊園

所在：荒川区西尾久8-1

火災予防フェスティバルは例年荒川遊園で実施されているが、今回は荒川
遊園が設備交換の為、閉館していることから、区立荒川遊園で実施する。
更に、あらＢＯＵＳＡＩという区のイベントがあり、荒川消防署と尾久消
防署が１年おきに担当が変わって実施されている。今回は、尾久消防署が
担当であることから同時開催を行い、同一敷地内において火災予防フェス
ティバルとあらＢＯＵＳＡＩを実施する。

6 尾　　久

88 むさしの消防フェスタ2019 3月3日(日) 10時00分~15時00分
名称：武蔵野消防署

所在：武蔵野市吉祥寺北町4-6-1

武蔵野消防署の庁舎を開放し、防火防災体験や子ども向けのイベントを用
意し、親子で防火防災について学ぶ場を提供する。また、消防隊や救助隊
による演技や車両展示などを通じて消防行政への理解を深めてもらうとと
もに、身近で親しみやすい消防署をアピールする。

8 武　蔵　野

89 消防フェスタ 3月3日(日) 10時00分~15時00分

名称：三鷹駅南口ペデストリアンデッキ及び緑の
小広場

所在：三鷹市下連雀3-46

三鷹駅利用者及び地域住民に対して、煙体験、初期消火訓練、ＡＥＤ体験
等の消防体験コーナー及び火災予防パネルコーナーを設置し、広報活動を
行う。

8 三　　鷹

90 防火防災フェア 3月3日(日) 10時00分~16時00分
名称：イトーヨーカドー大森店

所在：大田区大森北2-13-1

商業施設において、ミニ防火衣着装体験や、訓練用消火器を使った射的
ゲーム等をとおし、防火防災訓練を実施することにより防火防災意識の高
揚を図る。

2 大　　森

91
葛西南部地区協議会九自治会合同
防災訓練

3月3日(日) 10時00分~12時00分
名称：やまびこ公園

所在：江戸川区清新町1-1

葛西南部地区協議会９自治会員約４００名が参加し、避難訓練、起震車に
よる地震体験、応急救護訓練、通報連絡訓練、煙体験、スタンドパイプを
活用した初期消火訓練等を実施し、地域の自主防災力の向上を図るととも
に、災害時に消防署、消防団、自治会が相互に協力体制の構築を図る。

7

92 しな水ｄｅ火災予防 3月3日(日) 10時00分~14時00分
名称：しながわ水族館

所在：品川区勝島3-2-1

しながわ水族館の魚と消防が水槽内でコラボする。その他にも、幼児児童
向けの広報展示コーナーや消火器体験コーナーなどを設けて火災予防の普
及活動を実施する。

2 大　　井



93 消防フェア 3月3日(日) 10時00分~14時00分
名称：小石川消防署

所在：文京区白山3-3-1

消防庁舎を開放し、各種体験及び展示を通じて、地域の防災行動力向上を
図るとともに、消防業務の広報を実施します。

5 小　石　川

94 島忠ホームズ葛西店での消防広報 3月3日(日) 10時00分~15時00分
名称：島忠ホームズ葛西店

所在：江戸川区東葛西9-3-6

住宅用火災警報器や防炎製品の展示による住宅用防災機器等の普及、住宅
火災予防対策のチラシの配布等を行い、地域住民に対し住宅防火を推進す
る。また、起震車による地震体験や家具類の転倒・落下防止対策を推進す
る。消防少年団による火災予防広報を実施する。

7

95 消防演習 3月3日(日) 11時00分~11時15分
名称：合同会社西友　リヴィンオズ大泉店敷地内

所在：練馬区東大泉2-10-11

「石神井消防ふれあいフェスタ２０１９」来場者に対して消防に対する理
解を深めてもらうため、会場内において石神井特別救助隊による消防演習
を実施する。

10 石　神　井

96 火災予防コンサートin府中 3月3日(日) 11時00分~16時00分
名称：フォレストサイドビル１階

所在：府中市宮町1-41-1

府中市内を拠点としている演奏グループ（コスモス・ベアーズ、ＮＥＣ府
中吹奏楽団、東芝府中吹奏楽団）による演奏会を通して火災予防を呼びか
ける。また、屋外において消防体験コーナー等を設け地域住民とコミュニ
ケーションを図りながら政策広報を周知する。

8 府　　中

97 無火災町会・自治会感謝状贈呈式 3月3日(日) 11時30分~12時00分
名称：パティオ十番

所在：港区麻布十番2-13
１年以上無火災の町会・自治会に署長感謝状を贈呈するもの。 1 麻　　布

98
消防車両等での火災予防広報パ
レード

3月3日(日) 11時30分~12時30分
名称：パレード開始場所　多摩ニュータウン市場

所在：多摩市永山7-4

多摩市、多摩中央警察、多摩消防署、多摩市消防団、多摩消防少年団、多
摩消防懇話会、多摩災害防止協会、多摩危険物安全協会、多摩防火女性ク
ラブ、東京多摩グリーンロータリークラブが参加し、消防車両等１７台が
多摩管内をパレードする。

9 多　　摩

99 第３１回防火防災チャレンジデー 3月3日(日) 12時00分~14時30分
名称：パティオ十番

所在：港区麻布十番2-13

火災予防運動の周知及び地域防災力の向上を図り、火災予防思想の普及を
図るため、地域住民を対象に、初期消火訓練、応急救護訓練、起震車体験
等の防火防災訓練等を実施する。

1 麻　　布

100 消防ふれあいＤＡＹ 3月3日(日) 12時30分~15時30分
名称：玉川消防署

所在：世田谷区中町3-1-19

消防車両の展示や初期消火訓練、ポンプ車乗車体験、資器材の展示等を行
います。（災害出場時及び天候により内容を変更する場合があります。）

3 玉　　川

101
品川ファイアーフェスティバル２
０１９

3月3日(日) 13時00分~15時00分

名称：品川シーサイドフォレスト　ジュネーヴ広
場

所在：品川区東品川4-12

・「あそぼうさい」の実施
・特殊消防車両展示
・各種防火防災体験（初期消火・起震車・煙ハウス）
・電気火災実験、天ぷら油火災実験
・日立ソリューションズ吹奏楽団の演奏

2 品　　川

102
「矢口ファイヤーフェスタ２０１
９　～集まれ！未来の消防士～」
（庁舎開放）

3月3日(日) 13時00分~15時30分
名称：矢口消防署（本署）

所在：大田区多摩川2-5-20

消防署を一般開放して、はしご車・ポンプ車体験乗車、電動ミニ消防車乗
車、初期消火体験、ロープ渡り体験等の各種体験コーナーを設置する。

2 矢　　口

103 防火防災標語表彰式 3月3日(日) 13時10分~15時00分
名称：玉川消防署防災教室

所在：世田谷区中町3-1-19
平成３０年度防火防災標語署入選児童に対し、表彰式を実施します。 3 玉　　川

104 長岡コミセンまつり 3月3日(日) 9時00分~12時00分
名称：長岡コミニュティーセンター

所在：瑞穂町箱根ｹ崎1180

各種体験コーナーを通して管内住民と消防がふれあい、防火・防災意識の
高揚を図るとともに、火災予防の啓発を図る。

9 福　　生



105
火災予防　ママさんバレーボール
大会

3月3日(日) 9時30分~16時00分
名称：小金井市総合体育館

所在：小金井市関野町1-13-1

地域の皆さんとの交流を図りながら、防火防災訓練を実施し、広く防火防
災について理解を深めてもらうママさんバレーボール大会を実施する。

8 小　金　井

106
小金井消防署庁舎一般公開・小金
井ファイア-フェス２０１９

3月3日(日) 9時30分~13時00分
名称：小金井消防署

所在：小金井市本町6-6-1

防火防災体験、消防演技披露、消防車両乗車体験、ミニ救急車乗車体験、
幼児向けコーナー等、市民のみなさんに消防を身近に感じ防火防災意識を
高めてもらう目的で実施する。

8 小　金　井

107 消防演習 3月4日(月) 11時00分~11時40分
名称：迎賓館赤坂離宮

所在：港区元赤坂2-1-1
迎賓館赤坂離宮の自衛消防隊と連携した消防演習を実施する。 1 赤　　坂

108 総合消防演習 3月5日(火) 10時00分~10時30分
名称：阿佐谷パールセンター

所在：杉並区阿佐谷南1ｰ33-8

アーケード街の店舗からの出火を想定し、商店街事業所の自衛消防隊、町
会・自治会及び消防団、消防隊による連携を通した総合的な消防演習を実
施する。本商店街は、平成２１年の高円寺南雑居ビル火災を踏まえ、平成
２２年１１月に商店会と消防署における応援協定を締結し地域の防火安全
体制の強化を図り、依頼、商店会が中心となり毎年消防演習と併せてアー
ケードの消防用設備の機能確認を行い、火災発生時の対応を再確認してい
る。

4 杉　　並

109
ニッセイアロマスクエア自衛消防
訓練及び消防演習

3月5日(火) 10時00分~11時00分

名称：ニッセイアロマスクエア及び大田区民ホー
ル・アプリコ全域

所在：大田区蒲田5-37-1

ニッセイアロマスクエア内事業所の自衛消防訓練及び消防演習を実施す
る。

2 蒲　　田

110 物品販売店舗における店頭広報 3月5日(火) 10時00分~12時00分
名称：マルエツ赤羽台店

所在：北区赤羽台2-4-53

物品販売店舗の利用客に対し、総合的な防火防災診断及び住警器の維持管
理等の広報を実施し、火災予防を呼びかける。

5 赤　　羽

111 消防あんぜん窓口 3月5日(火) 10時00分~12時00分
名称：練馬区光が丘区民センター

所在：練馬区光が丘2-9-6

光が丘防火女性の会を中心として、消防相談窓口を開設し、広報紙等を配
布しながら火災予防を呼びかける。

10 光　が　丘

112 自衛消防訓練 3月5日(火) 10時00分~12時00分
名称：都電荒川車庫

所在：荒川区西尾久8-33-7

推進項目で船舶車両火災とあることから、都電荒川車庫内において火災が
発生したと想定し設置されている屋内消火栓を活用した自衛消防訓練を実
施する。

6 尾　　久

113
篠崎出張所ふれあいフェア（庁舎
開放）

3月5日(火) 10時00分~12時00分
名称：小岩消防署篠崎出張所

所在：江戸川区南篠崎町五丁目13番1号

近隣住民、保育園の園児等を対象に庁舎を開放し、初期消火訓練、応急救
護訓練、車両見学、幼児向け防災教育（紙芝居等）、篠崎ポニーランドに
よるポニー記念撮影等を実施する。

7 小　　岩

114 消防演習 3月5日(火) 10時00分~14時00分
名称：ニチイホーム江古田の杜

所在：中野区江古田3-10-4

平成３０年９月にオープンしたプライム江古田の杜（複合用途）内の老人
ホームにおいて消防演習を実施し、演習後、老人ホームでの自衛消防訓練
及び共同住宅等の居住者を対象とした防火防災訓練を実施する。

4 野　　方

115 防火防災フェア 3月5日(火) 10時00分~15時00分
名称：イトーヨーカ堂東村山店

所在：東村山市本町2-2-19

防災グッズの作成やパネル展示等を通じて、市民の防火防災意識の高揚を
図る。

8 東　村　山

116 集合自衛消防訓練 3月5日(火) 10時00分~15時20分
名称：麹町消防署永田町出張所

所在：千代田区永田町1-8-3

管内事業所の勤務者等を対象に、永田町庁舎内で消火・救助・応急救護等
の訓練を実施します。

1 麹　　町

117 消防演習 3月5日(火) 11時00分~11時30分
名称：狛江市役所

所在：狛江市和泉本町1-1-5
狛江消防署、狛江市消防団等による消防演習 8 狛　　江



118 集合自衛消防訓練 3月5日(火) 12時30分~16時00分
名称：千住消防署車庫内

所在：足立区千住中居町9-14

自衛消防訓練未実施事業所に対しお知らせを送付し、１１９番通報要領及
び消火器による消火、煙体験ハウスによる避難要領等を実施し、自衛消防
訓練１件として扱う。また、訓練充足事業所においても、自由に参加でき
るようよびかける。

6 千　　住

119 社会福祉施設での消防演習 3月5日(火) 13時30分~15時00分
名称：にんじんの会　西恋ヶ窪にんじんホーム

所在：国分寺市西恋ヶ窪1-50-1

特別養護老人ホームにて自衛消防訓練、防災訓練及び消防演習を実施し、
防火防災意識の向上を図る。

8 国　分　寺

120 防火管理講習会 3月5日(火) 13時30分~15時00分
名称：奥多摩町福祉会館

所在：奥多摩町氷川199
事業者を対象とした、防火管理の適正化を指導。 9 奥　多　摩

121 署乙種防火管理講習 3月5日(火) 9時20分~17時00分
名称：麻布消防署防災教室

所在：港区元麻布3-4-42

管内の防火管理者未選任事業所（主に飲食店）を対象とした乙種防管理講
習を実施する。

1 麻　　布

122 くるる消防演習 3月5日(火) 9時00分~11時30分
名称：くるる

所在：府中市府中町1-50

俳優の六角精児氏を１日消防署長に迎え、府中駅前の商業施設であるくる
るにおいて消防演習を実施する。演習終了後、立入検査、トークショーを
実施する。

8 府　　中

123 消防演習 3月5日(火) 9時00分~12時00分
名称：東京医科歯科大学医学部付属病院

所在：文京区湯島1-5-45

管内における有数の大規模建物において事業者による災害時対応訓練後、
消防演習を実施することにより事業所の災害対応能力を高めるとともに、
高層建物における警防隊の活動要領の再確認を実施する。

5 本　　郷

124
協定に基づき、大規模商業施設が
相互に連携した合同訓練

3月5日(火) 9時00分~9時45分
名称：ココリア多摩センター及びその周辺

所在：多摩市落合1-46-1

「多摩センター地区における災害活動に関する相互応援協定」にもとづ
き、大規模商業施設約３０社が連携して合同訓練を実施し、実践的な教
育・訓練（消火訓練、ＡＥＤ訓練等）をとおして災害能力の向上を図る。

9 多　　摩

125 浮間舟渡病院　消防演習 3月5日(火) 午前中(調整中)
名称：浮間舟渡病院

所在：板橋区舟渡1-17-1

事業所自衛消防隊、消防団、消防隊が連携して消防演習を行い、防火防災
意識の高揚を働きかける。

10 志　　村

126 優マーク交付式 3月5日(火) 調整中
名称：ダイワロイネットホテル有明

所在：江東区有明3-7-3

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴う各関連
施設が多い有明地区のホテルに対し、優マークを交付することで、事業所
の自主管理体制を強化し防火防災管理体制の充実強化を図る。

7 深　　川

127 消防演習 3月6日(水) 10時00分~
名称：日機装株式会社

所在：東村山市野口町2-16-2
自衛消防隊と連携した消防演習 8 東　村　山

128 自衛消防訓練指導会 3月6日(水) 10時00分~15時30分
名称：神田消防署本署

所在：千代田区外神田4-14-3

管内法８該当事業所の防火管理者に対し、事業所における自衛消防訓練指
導要領（初期消火要領・通報要領・自火報取扱い要領・内栓取扱い要領）
について教養を行い、各事業所における自衛消防訓練を促進させる。

1 神　　田

129 葛西ファイヤーフェスティバル 3月6日(水) 10時00分~15時00分
名称：アリオ葛西店

所在：江戸川区東葛西9-3-3

住宅用火災警報器や防炎製品の展示による住宅用防災機器等の普及、住宅
火災予防対策のチラシの配布等を行い、地域住民に対し住宅防火を推進す
る。また、消防車両の展示、応急救護訓練、初期消火訓練等各種体験コー
ナー等を実施し、消防業務への理解と関心を深めてもらい、火災予防を訴
える。

7

130 消防演習 3月6日(水) 10時30分~12時00分
名称：東急雪が谷検車区

所在：大田区南雪谷2-16

消防隊、消防団、東急電鉄職員が連携した消防演習、自衛消防訓練を東急
池上線車両を活用して実施する。

2 田園調布



131 消防演習 3月6日(水) 11時00分~11時30分
名称：ドイト西新井店、ライフ江北駅前店

所在：足立区西新井本町2-31

事業所自衛消防隊、消防団、消防隊が連携して消防演習を実施し、防火防
災意識の高揚を働きかける。

6 西　新　井

132 消防演習 3月6日(水) 11時15分~11時40分
名称：日本橋船着場付近及び滝の広場

所在：中央区日本橋1-9先

１　船舶火災を想定とした消防演習
２　近隣事業所と消防隊・消防団の連携訓練

1 日　本　橋

133 消防訓練及び防火防災訓練 3月6日(水) 14時00分~15時30分

名称：Shibamata FU-TEN及び区立柴又七丁目児童
遊園

所在：葛飾区柴又7-12-19､葛飾区柴又7-11

柴又七丁目道路狭隘地域において地域住民を主体として、近隣関係機関等
と連携した消防訓練及び防火防災訓練を実施する。

7 金　　町

134
高齢者福祉施設に対する自衛消防
集合訓練

3月6日(水) 9時00分~16時00分
名称：成城消防署３階防災教室及び屋上

所在：世田谷区成城1-21-14

初期消火訓練、１１９番通報訓練、消防用設備等の操作要領、電子学習
室、自衛消防訓練通知書作成要領、救急車適正利用指導、防火管理全般の
相談関係

3 成　　城

135 消防演習 3月6日(水) 9時00分~9時45分
名称：島忠ホームズ北赤羽店

所在：北区浮間5-3-24
自衛消防隊と連携し、大隊規模の消防演習を実施する。 5 赤　　羽

136 消防演習 3月6日(水) 9時30分~12時00分

名称：飯田橋ファーストタワー及び飯田橋ファー
ストビル敷地内

所在：文京区後楽2-6-1

消防演習を実施する。 5 小　石　川

137 消防演習 3月7日(木) 10時00分~10時30分
名称：イトーヨーカドー昭島店

所在：昭島市田中町562-1

駅前の商業施設において、多数の利用客の前で消防演習を実施し、防火防
災意識の普及啓発を図る。

8 昭　　島

138 消防演習 3月7日(木) 10時00分~11時00分
名称：奥多摩

所在：奥多摩町小丹波528
園児、先生方と連携した通報、避難、初期消火訓練を実施。 9 奥　多　摩

139
東京国際空港第一旅客ターミナル
ビル自衛消防訓練及び消防演習

3月7日(木) 10時00分~12時00分

名称：東京国際空港第一旅客ターミナルビル及び
その周辺

所在：大田区羽田空港3-3-2

地震により火災が発生したとの想定で、自衛消防活動及び消防隊と連携し
た消防演習を実施する。

2 蒲　　田

140 みんなで自衛消防訓練 3月7日(木) 10時00分~13時00分
名称：大井消防署

所在：品川区東大井3-6-12

防火管理者が義務付けられている事業所に対し、初期消火訓練、１１９番
通報訓練、応急救護（ＡＥＤ取扱い）訓練、避難訓練などを実施させる。

2 大　　井

141 防火防災訓練 in 赤坂消防署 3月7日(木) 12時30分~15時00分
名称：赤坂消防署

所在：港区南青山2-16-9

体験参加型訓練として、ＶＲ消火器による消火訓練、消防設備の取扱訓
練、１１９番通報訓練、応急救護訓練、消防技術安全所による電気火災実
験、ガスメーター復旧体験等を実施する。

1 赤　　坂

142 消防演習 3月7日(木) 9時15分~9時45分

名称：東急電鉄武蔵小山駅ロータリー及び武蔵小
山駅ビル

所在：品川区小山3-4-8周辺

駅ビル関係者、消防団、消防隊による消防演習を行い、見学者に対して火
災予防を呼び掛ける。

2 荏　　原

143 テロ災害消防演習 3月8日(金) 10時00分~11時00分
名称：日本工学院専門学校／東京工科大学

所在：大田区西蒲田5-23-22

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を見据えて、事業
所、警察機関、消防機関が連携して大規模なテロ災害消防演習を実施す
る。

2 矢　　口



144
品川駅地区総合防火管理協議連絡
会合同訓練

3月8日(金) 10時00分~11時30分
名称：品川駅

所在：港区高輪3-26-27

品川駅において女優の森矢カンナさんに一日消防署長を委嘱し、品川駅地
区総合防火管理協議連絡会と連携した化学災害対応訓練を実施する。

1 高　　輪

145 消防フェスタ戸倉 3月8日(金) 10時00分~12時00分
名称：国分寺消防署戸倉出張所

所在：国分寺市新町1-14-8

戸倉出張所の庁舎を開放し、近隣住民及び園児を対象とした各種体験コー
ナーを設け、防火防災意識高揚を図り、総合防災教育も実施する。

8 国　分　寺

146 自衛消防サポート訓練会 3月8日(金) 10時00分~16時00分
名称：日本堤消防署二天門消防出張所

所在：台東区浅草2-35-9

事業所関係者を集め、通報・消火・避難訓練の実施、防火管理関係届出の
指導等を行う。

6 日　本　堤

147 消防演習 3月8日(金) 11時00分~12時00分
名称：ホテルグランドヒル市ヶ谷

所在：新宿区市谷本村町4-1

管内著名な対象物で自衛消防訓練と消防演習を実施し、事業所と消防隊と
の連携強化及び防火対象物の防火安全体制の構築を図ります。

4 牛　　込

148 防火ふれあいコンサート 3月8日(金) 12時00分~13時00分
名称：サンシャインシティ地下１階噴水広場

所在：豊島区東池袋3-1

音楽隊の演奏と国内最大級の大型ビジョンにより、多くの来場者を動員し
広く火災予防及び地域防災力向上を呼びかけます。

5 豊　　島

149
赤羽消防署ふれあいフェア２０１
９

3月9日(土) 10時00分~14時00分
名称：赤羽消防署仮庁舎

所在：北区神谷3-11-22

子供及び保護者を主な対象とした初期消火訓練、煙体験、はしご車体験乗
車（抽選制）、総合的な防火防災診断の広報、消防団員募集活動、車両展
示等を実施し、消防業務への理解及び火災予防を呼びかける。

5 赤　　羽

150
本田消防署南綾瀬出張所庁舎一般
開放

3月9日(土) 10時00分~15時00分
名称：南綾瀬出張所

所在：葛飾区東堀切2-28-25

ミニ防火衣着装体験・初期消火体験・応急救護体験・消防車見学・スタン
ドパイプでの放水体験・バッテリーカー乗車体験・スタンプラリー

7 本　　田

151 町会・自治会対抗レスキュ―大会 3月9日(土) 9時30分~12時00分
名称：白鷺せせらぎ公園多目的広場

所在：中野区白鷺1-4

町会・自治会を対象とした、競技形式で実施する防火防災訓練で、年齢・
性別によりタイムハンデを設けており、老若男女を問わず訓練に参加する
ことができる。訓練内容は、各町会等に配置されている救助資器材を活用
した救助・救出訓練及びスタンドパイプを活用した初期消火訓練等を実施
する。

4 野　　方

152 防災コンクール 3月9日(土) 9時30分~12時00分
名称：本所防災館５階体育館

所在：墨田区本所4-6-6

管内の町会から代表参加者を３名ずつを選出、町会対抗により災害伝達、
初期消火、救出救護訓練など、日頃の訓練成果を競い合う。当日は広報
コーナーも設け、見学者にも気軽に防火防災知識の向上を図ってもらう。
また、ＶＲ車も使い、リアルな防災体験ができる住民参加の行事とする。
ＳＴＯＰ！電気火災のスローガンのもと、職員による「電気火災・スプ
レー缶火災」の実験も行う。

7 本　　所

153
２０１９防災“知っている”から
“できる”にする日

3月10日(日) 10時00分~15時00分
名称：ガスミュージアム

所在：小平市大沼町4-31-25

ガスミュージアム駐車場にて、ＶＲ防災体験車及びポンプ車展示等の広報
活動を実施し火災予防及び♯７１１９の普及活動を実施する。

8 小　　平

154 防災ライフフェスタ２０１９ 3月10日(日) 10時00分~16時00分
名称：代々木公園A地区

所在：渋谷区代々木神園町1番

代々木公園Ａ地区で行われる防災ライフフェスタにおいて、消火訓練、地
震体験、応急救護訓練等が体験できる広報ブースを開設し、家具転、火災
予防等の普及啓発を行う。

3 渋　　谷

155 向島消防ふれあいフェア 3月10日(日) 10時30分~15時00分
名称：向島消防署裏庭

所在：墨田区東向島6-22-3

向島消防署の庁舎を地域住民に開放し、はしご車体験、初期消火体験、起
震車体験等の防火防災体験を通して消防署を身近に感じてもらうことで、
消防行政への更なる理解及び地域住民の防火防災意識の高揚を図る。

7 向　　島



156 消防ふれあいフェスタ 3月10日(日) 10時30分~14時00分
名称：新宿消防署

所在：新宿区百人町3丁目29番4号

庁舎を開放し「新宿未来特使鉄腕アトム」をはじめ新宿区のご当地キャラ
クター３体に登場してもらい。一日消防署長や救助隊長、はしご隊長等と
して任命し、各体験コーナー及びＰＲコーナーを通して住民の方々へ各種
消防施策を広報するとともに防災行動力の向上を図る。

4 新　　宿

157
柴又地域重要文化的景観選定１周
年記念イベントに伴う広報活動

3月10日(日) 11時00分~15時00分
名称：帝釈天題経寺及び参道

所在：葛飾区柴又7-6-14

葛飾・柴又地域の重要文化的景観選定１周年記念イベントが実施されるの
に合わせ、住宅防火対策・家具転対策・東京消防庁救急相談センター・消
防団及び少年団募集等の広報を実施する。

7 金　　町

158 観梅まつり火災予防パレード 3月10日(日) 13時10分~13時30分
名称：神代橋通り

所在：青梅市梅郷3-902

観梅市民まつりにおいて、東京消防庁音楽隊、カラーガーズ隊、消防少年
団鼓笛隊による火災予防パレードを実施する。

9 青　　梅

159
ＶＲで防災体験ｉｎ亀戸フェス
ティバル２０１９

3月10日(日) 14時10分~16時00分
名称：亀戸十三間通り商店街歩行者天国会場

所在：江東区亀戸2-26番先ほか

ＶＲ防災体験車による防災体験、消防車両展示、消防団員募集広報コー
ナーにより防火防災意識の普及啓発を図る。

7 城　　東

160 武蔵村山市避難所体験訓練 3月10日(日) 9時00分~12時00分
名称：武蔵村山市立小中一貫校村山学園

所在：武蔵村山市緑が丘1460

武蔵村山市で主催する避難所体験訓練会場において、住宅火災による死者
防止対策を推進するとともに、各種訓練やパネル展示を行います。

8 北多摩西部

161 東大和防災フェスタ 3月10日(日) 9時30分~0時30分
名称：都立東大和南公園

所在：東大和市桜が丘2-106-2

東大和市で主催する防災イベント会場において、住宅火災による死者防止
対策を推進するとともに、車両展示、防火衣試着体験、パネル展示、長周
期地震動体験コーナー（地震動シミュレーター）を開設します。

8 北多摩西部

162 武蔵野市内駅伝競走大会消防広報 3月10日(日) 9時30分~11時30分
名称：武蔵野陸上競技場周辺

所在：武蔵野市吉祥寺北町5丁目周辺

火災予防に係るものを職員が身に付けて市駅伝大会に参加するとともに、
のぼり旗を用いて市民に向けて防火防災広報を実施し、火災予防の啓発を
行なう。

8 武　蔵　野

163
３．１１あの日を忘れない「住宅
火災予防」

3月11日(月) 13時00分~15時00分
名称：目黒消防署　４階防災教室、車庫、裏庭

所在：目黒区下目黒6-1-22

地域住民を中心とした住宅火災予防対策として、住宅火災予防講話を行う
とともに、ＶＲ防災体験車やまちかど防災訓練車等を活用した火災予防広
報を実施する。

3 目　　黒

164 消防演習、防火防災訓練 3月13日(水) 10時30分~16時00分
名称：大崎ガーデンシティ

所在：品川区西品川1-1-1

・消防演習
・防火防災体験（はしご車体験乗車・ＶＲ防災体験車・煙ハウス他）

2 品　　川

165 消防演習 3月13日(水) 15時00分~16時00分
名称：日本テレビ放送網株式会社

所在：港区東新橋1‐6‐1

日本テレビ社屋において、日本テレビのアナウンサーを一日消防署長に任
命し、日本テレビ自衛消防隊と芝消防署（レスキュー隊、ポンプ隊）が連
携した火災、救助活動を行うとともに、火災実験を行う。

1 　　芝　　

166 乙種防火管理講習 3月13日(水) 9時20分~17時00分
名称：四谷消防署

所在：新宿区四谷3丁目10番
管内防火管理者未選任事業所に対する講習。 4 四　　谷

167
高齢者介護サービス事業者向け防
火管理者実務講習会

3月13日(水)
   14日(木)

10時00分~11時30分
名称：田園調布消防署２階会議室

所在：大田区雪谷大塚町13-22

高齢者への介護サービスを提供している福祉施設の防火管理者に対して、
自衛消防訓練が持続して実施できるよう、訓練実施方策を署員による実技
等にて教養する。

2 田園調布

168 避難訓練落語会 3月14日(木) 13時30分~15時30分
名称：サンパール荒川

所在：荒川区荒川1-1-1

落語家の三遊亭王楽師匠の落語公演中に災害が発生した想定で、来場者や
出演者、舞台スタッフが参加して避難訓練を実施し、その後、来場者に対
して火災予防広報を行う。

6 荒　　川



169 中野ランニングフェスタ 3月17日(日) 10時00分~15時00分
名称：四季の森公園

所在：中野区中野4-13

公園内に広報ブースを設け、住宅防火対策、家具転対策、救急車の適正利
用、消防団及び消防少年団募集に関する展示やパンレット配付を実施し、
ミニ防火衣着装体験コーナーを設ける。

4 中　　野

170
消防・警察テロ災害合同訓練及び
安全安心フェア

3月17日(日) 9時45分~11時30分 新宿通り路上（伊勢丹新宿本店前～新宿アルタ前）

９時４５分～消防・警察テロ災害合同訓練
１０時３０～安全安心フェア
東京消防庁音楽隊・カラーガーズ隊による演奏演技、消防・警察車両展
示、はしご車搭乗体験、応急救護体験、ミニ消防車乗車体験

4 四　　谷

171 テロ災害対応訓練 3月19日(火) 午前中
名称：東京メトロ　市ヶ谷駅

所在：新宿区市谷田町1

多数の方が利用する施設において、災害対応訓練を実施し、関係機関との
連携強化を図ります。

4 牛　　込

172 集合自衛消防訓練 3月20日(水) 10時00分~15時00分
名称：日本橋消防署

所在：中央区日本橋兜町14-12
管内の事業所を対象として集合形式による自衛消防訓練を実施する。 1 日　本　橋

173 オープン消防 3月24日(日) 13時00分~16時00分
名称：麹町消防署及び英国大使館返還跡地

所在：千代田区麹町1-12及び一番町1

永田町特別救助隊発隊５０周年記念式典に併せて、庁舎開放等のイベント
を実施します。

1 麹　　町

174 大型物販店での消防広報
3月1日(金)
   2日(土)

10時00分~15時00分 管内大型物販店（島忠・コーナン・ドンキホーテ）
管内の大型物販店３店舗（島忠平井店・コーナン中央店・ドンキホーテ瑞
江店）において、利用者の多い時間帯に合わせ「火災予防運動実施中」と
いうのぼり旗等を活用して消防広報を実施する。

7 江　戸　川

175 集合型自衛消防訓練
3月1日(月)
   7日(木)

13時30分･14時00分
名称：本所消防署・楽天地ダービービル別館

所在：墨田区4-6-6

自衛消防訓練未実施事業所を対象に、2か所で訓練を実施し、違反是正を
図る。1日には、技安所職員による「電気火災・収れん火災」の実験も行
い、「ＳＴＯＰ！電気火災」のＰＲも行う。

7 本　　所

176 林野火災及び山の事故防止広報
3月2日(土)
   3日(日)

7時30分~8時00分
名称：ＪＲ武蔵五日市駅駅前

所在：あきる野市舘谷台16
登山者、行楽客等に対する山火事防止及び事故防止の呼び掛け 9 秋　　川

177
深大寺だるま市開催に伴う消防広
報

3月3日(日)
   4日(月)

10時00分~14時00分
名称：深大寺周辺

所在：調布市深大寺元町5丁目

消防特別警戒にあわせ、消防相談コーナーを設置し、防火女性の会と協働
して住宅防火対策等のリーフレットを配布する。

8 調　　布

178 汐入ミニ防災館
3月4日(月)~
  7日(木)

9時30分~16時00分
名称：荒川消防署汐入出張所

所在：荒川区南千住8-2-4

汐入出張所の庁舎の一部を開放し、火災予防運動の各種広報、防火防災訓
練及び応急救護訓練等を行い、地域住民の火災予防意識の高揚を図る。

6 荒　　川

179 屋内消火栓取扱、放水訓練
3月4日(月)~
  8日(金)予定

調整中
名称：有明分署及び豊洲出張所

所在：江東区有明1-2-43 江東区豊洲2-2-23

管内事業所に対して、屋内消火栓の取扱い指導と放水訓練を実施すること
により、地域事業所の自主管理体制を強化し防火防災管理体制の充実強化
を図る。

7 深　　川

180 消防演習 3月上旬(調整中) 調整中
名称：東京リハビリテーションセンター世田谷

所在：世田谷区松原6-37-1

世田谷消防署管内で来年度新規に使用開始する大型複合施設において、事
業所自衛消防隊と消防隊などとの連携による大規模消防演習を実施する。

3 世　田　谷

181
板橋区立ふれあい館における防火
防災教室

期間中及びその前
後

志村消防署管内の板橋区立ふれあい館（４館予
定）

中台､徳丸､志村､高島平ふれあい館

住宅火災のよる死者の７割が高齢者であることから、高齢者に対して住宅
の防火対策を推進する。

10 志　　村
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