
月 日 曜日

1 震災セミナー 2 22 水 13時 30分 16時 00分
名称・実践女子大学
　　　香雪記念館
所在・日野市大坂上4-1-1

・講演会「首都直下地震－多摩の被災状況と備え－」
　　　　　講師　明治大学大学院特任教授　中林　一樹　氏
・シンポジウム「地域防災力を高めるために」
　東日本大震災を教訓に、今後、必要とされる震災対策につ
いて、市民、事業所、行政機関の立場から考察する。

日野

2
防火パレード、
消防演習

2 23 木 9時 50分 11時 00分

○防火パレード
所在・雷門→仲見世通り→伝法院
　　　通り→JRAウインズ浅草
○消防演習
名称・JRAウインズ浅草
所在・台東区浅草2-8-6

　春風亭昇太師匠を一日消防署長に迎え、近隣町会、消防
団、消防職員等が、火災予防のタスキをかけ、「地震だ！
まず身の安全」や♯７１１９を呼びかけながらパレードを実
施する。
　一日消防署長の指揮で消防演習を実施する。

日本堤

3 消防演習 2 24 金 13時 30分 14時 30分
名称・マイホームはるみ
所在・中央区晴海1-5-1

　特別養護老人ホームと近隣地域の１１の町会、自治会及び
事業所との災害時応援協定に基づいて、震災を想定した総合
的な事業所自衛消防訓練に併せて消防演習を実施する。訓練
には地元の応援隊員の他、総合教育の一環として中学校、保
育園からの参加を予定しており、約２００名の大がかりな訓
練となる。
　併せて♯７１１９ＰＲコーナーを設け、広報する。

臨港

4
廃棄物処理施設
講習会

2 24 金 14時 00分 16時 00分
名称・城東消防署
所在・江東区亀戸6-42-9

　管内の廃棄物処理施設事業者に対して、事故事例を踏まえ
た安全管理の徹底についての講習会を実施する。

城東

5 防災コンクール 2 25 土 9時 00分 12時 00分
名称・文京スポーツセンター
　　　アリーナ
所在・文京区大塚3-29-2

　コンクール形式で、管内町会・自治会が３人一組で震災時
の対応（初動措置訓練、初期消火訓練、救出救護訓練等）を
行い、防災行動力の向上を図る。

小石川

6
地域の防災訓練と
消防ふれあい広場

2 25 土 9時 00分 12時 00分
名称・調布市立第四中学校
所在・調布市若葉町3-15-1

　小学校地区協議会・若葉町地域自治会と合同により、中学
校の校庭・体育館で開催し、倒壊建物からの救出・搬送、Ｄ
級可搬ポンプ・地震・煙等の体験訓練及びBFCによる鼓笛演
奏、はしご車の搭乗体験、電動ミニ消防車など楽しみなが
ら、防火防災を学ぶイベントを実施する。
　また、東日本大震災を踏まえた広報活動を展開する。

調布
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7 庁舎開放 2 25 土 10時 00分 15時 00分
名称・矢口消防署
所在・大田区多摩川2-5-20

　庁舎を開放し、「住宅防火対策」、「事業所及び地域の防
火安全対策」について、管内の地域住民に対し広報を実施す
る。
　また、併せて「３．１１　東日本大震災等、過去の大地震
の教訓」をテーマとしたコーナーも設置することで、総合的
な防火防災対策の周知を図る。
　震災資器材及び署保有の訓練資器材（模擬消火器・通報訓
練セット・煙体験ハウス等）を活用する訓練体験コーナーを
設け、実際に体験してもらうことで防火防災行動力の向上を
図る。
　消防車両展示、はしご車体験搭乗、防災クイズ、防火衣着
装体験等を実施し、大人から子供まで楽しみながら防災を学
べる場を提供する。

矢口

8 火災予防フェア 2 25 土 10時 00分 15時 00分
名称・イトーヨーカドー東村山店
所在・東村山市本町2-2-19

　イトーヨーカドー東村山店１階エスカレータ乗り場周辺
に、パネル展示コーナー及び消防相談コーナー等を設け、家
具類の転倒・落下・移動防止対策、地震その時１０のポイン
ト、放火防止対策、住警器の維持管理方法、救急相談セン
ター及び公表制度の周知促進を図る。

東村山

9
ひので防火防災
フェスティバル

2 25 土 10時 00分 16時 00分
名称・イオンモール日の出
所在・日の出町平井237番地

　車両展示、はしご車搭乗、ＰＲコーナー、応急救護訓練、
防災講話を実施する。

秋川

10 防火防災パレード 2 25 土 10時 30分 12時 00分
名称・お花茶屋商店街
所在・葛飾区お花茶屋1

　一日消防署長（タレント　益子直美氏）、東京消防庁音楽
隊、消防尐年団、消防団、地元商店街等による防火防災パ
レードを実施する。
　また、パレード終了後には、共栄学園にて消防演習、東京
消防庁音楽隊による演奏を実施する。

本田

11
多摩セーフキッズ
セミナー

2 25 土 13時 00分 15時 30分
名称・ココリア多摩センター
所在・多摩市落合1-46

　ココリア多摩センターにおいて、小学校低学年(１年生か
ら３年生)の児童及び保護者を対象に、医師による講演、応
急手当の実習及び防火防災体験を実施するるとともに、救急
相談センターの周知促進と起震車体験により地震時における
身の安全の周知を図る。

多摩

12 消防演習 2 26 日 8時 00分 9時 00分 名称・奥多摩町内
　林野火災を想定して、消防団と連携した消防訓練を実施す
る。

奥多摩

13 発災対応型訓練 2 26 日 10時 00分 11時 00分
名称・祖師谷橋自治会
所在・世田谷区上祖師谷六丁目

　３．１１の大震災を教訓に、消防署指導のもと自治会で発
災対応型の訓練を実施する。

成城
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14
小平ファイアー
フェスタ２０１２
With FC東京

2 26 日 10時 00分 14時 00分
名称・東京ガス武蔵野苑
　　　多目的グランド
所在・小平市大沼町2-584

　FC東京応援セレモニー（錦城高校吹奏楽部による演奏や
キュータ、FC東京マスコット「東京ドロンパ」、小平市地域
宣伝隊「コダレンジャー」、「ぶるべー」が登場）をはじ
め、防災チャレンジコーナー（起震車・はしご車の体験乗
車・消火体験装置「Kesuzo」を使用する初期消火訓練・AED
取扱訓練・キックターゲット等）やFC東京の指導による親子
サッカー教室を実施し、火災予防意識及び防火防災意識の高
揚を図る。

小平

15 庁舎開放 2 26 日 10時 00分 15時 00分
名称・荏原消防署
　　　荏原平塚学園校庭
所在・品川区平塚3-16-20

　消防庁舎を一般開放し、機関車同好会が保有するミニ機関
車の乗車体験他、1４種類のブースを設けて、地域の方とふ
れあい、消防への理解と火災予防意識の高揚を図ることを目
的とし実施する。

荏原

16 庁舎開放 2 26 日 10時 00分 15時 00分
名称・府中消防署
　　　府中市中央防災センター
所在・府中市寿町1-5

　庁舎探検、はしご車乗車体験（定員制）、地震体験など、
各種体験コーナーを開設すると同時に、「地震その時１０の
ポイント」と♯7119についての周知を図る。

府中

17 庁舎開放 2 26 日 10時 00分 15時 00分
名称・由木中央市民センター
　　　由木分署
所在・八王子市下柚木2－10－6

・講演会（講師：NHKアナウンサー　小野　文恵　氏）
・消防ＰＲコーナー、消防演技
・体験コーナー
　（ロープ渡過、はしご車、ポンプ車、救急搭乗体験、
　　ミニ防火衣着装）
・起震車体験コーナー
・応急救護、初期消火、通報訓練

　八王子　

18 庁舎開放 2 26 日 10時 00分 15時 00分
名称・志村消防署
所在・板橋区相生町17-1

　「ようこそ消防署へ」と題し、都民が気軽に消防署を訪問
し、地域との交流を深めるとともに、火災予防、東日本大震
災を踏まえた家具類の転倒・落下防止、住警器、応急救護等
の体験型広報を実施する。
　なお、幼児期から社会人までの総合防災教育の推進とし
て、管内の大学の協力を得て、パネルシアターにより地震時
における行動を呼びかける。
　また、地震その時10のポイント、東京消防庁救急相談セン
ター「＃７１１９」及び違反対象物の公表制度の周知等を図
る。

志村

19 消防演習 2 26 日 10時 30分 11時 00分
名称・恵比寿出張所
　　　恵比寿ガーデンプレイス
所在・渋谷区恵比寿4-20-7

　恵比寿ガーデンプレイス内の三越恵比寿店内から火災が発
生したとの想定で消防隊と自衛消防知が連携し、消防演習を
実施する。

渋谷
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20
庁舎開放、
消防演習

2 26 日 11時 00分 15時 00分

名称・恵比寿出張所
　　　恵比寿ガーデンプレイス
　　　時計広場
所在・渋谷区恵比寿4-20-7

　ウルトラマンゼロを一日消防署長に迎え、消防演習を実施
する。また、恵比寿ガーデンプレイス内広場や隣接する恵比
寿出張所を開放し、はしご車体験乗車、起震車体験乗車、煙
ハウス体験、ミニ防火衣の試着等、親子で楽しく防災を学べ
るまつりを開催する。

渋谷

21
ファイアーフェス
ティバル２０１２
ｉｎ 品川

2 27 月 9時 35分 12時 00分
名称：シーフォートスクエア
所在：品川区東品川2-3-10

・大規模な消防演習
　　一日消防署長：ＳＨＥＬＬＹ（シェリー）さん
・消防ＰＲコーナー
　　応急救護・ＡＥＤ体験
　　東日本大震災パネル展示
　　初期消火体験
　　家具転倒・落下・移動防止展示
・防災トークショー
　　講演者：ＳＨＥＬＬＹ（シェリー）さん

品川

22 消防演習 2 27 月 10時 00分 12時 00分
名称・独立行政法人
　　　東京国立博物館
所在・台東区上野公園13-9

　地震が発生し、東京国立博物館の本館展示室からの出火を
想定し、自衛消防隊、消防隊、消防団等が連携した消防演習
を実施する。また、起震車体験及び応急救護訓練も実施す
る。

上野

23
消防演習、
一日消防署長

2 27 月 15時 00分 16時 00分
名称・八重洲富士屋ホテル
所在・中央区八重洲2-9-1

　中央区観光大使・ミス中央を一日消防署長として招き、八
重洲富士屋ホテルにおいて大規模の消防演習を実施する。

京橋

24 消防演習 2 28 火 9時 00分 10時 00分
名称・万葉倶楽部㈱町田館
所在・町田市鶴間1685-2

　平成２３年４月に開店した温泉宿泊施設において、自衛消
防隊及び町田市消防団と連携した消防演習を実施する。

町田

25 消防演習 2 28 火 10時 00分 10時 30分
名称・ニトリ成増店
所在・練馬区旭町3-35-6

　大規模物品販売店舗における火災を想定して、事業所の自
衛消防隊、地元消防団、消防隊が連携して、救助救出及び消
防活動訓練を実施する。

光が丘

26
消防演習、
一日消防署長

2 28 火 10時 40分 11時 30分
名称・シェラトン都ホテル東京
所在・港区白金台1-1-50

　ホテル従業員を一日消防署長に任命し、消防隊と自衛消防
隊が連携した消防演習を実施する。

高輪

27 庁舎開放 2 29 水 10時 00分 15時 00分
名称・練馬消防署
所在・練馬区豊玉北5-1-8

　防火・防災の知識を楽しく学べる各種消防体験コーナーや
資料を展示し、地域の防火安全対策等の情報を提供する庁舎
開放を実施する。練馬区役所・練馬警察署の協力を得て、区
民の安全・安心のために、防火・防災・防犯の広報活動を展
開する。
　また、武蔵野音楽大学生等によるミニコンサートを実施す
る。

練馬

28 消防訓練 2 29 水 13時 30分 14時 30分
名称・東京理科大学
所在・新宿区神楽坂2-22

　東京理科大学、厚生年金病院、東京看護協会と牛込消防署
間で締結した震災時における応援協定に基づく訓練を実施
し、活動能力の向上を図る。

牛込
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29 駅前広報 2 29 水 14時 00分 16時 00分
名称・西武新宿線野方駅前
　　　南口広場
所在・中野区野方6-3-3

　「地震その時１０のポイント」及び家具類の転倒・落下防
止対策並びに♯７１１９の周知を図る。署独特に作成したパ
ンフレット、ティッシュ等の配布による広報活動を実施す
る。

野方

30
駅前広報

3 1 木 7時 30分 8時 00分

名称・上石神井駅
　　　関町駅
　　　石神井公園駅
　　　大泉学園駅

　管内の４ヵ所の駅において、朝の通勤時間帯に、住警器の
設置促進広報を実施する。
　・西武新宿線（上石神井駅・武蔵関駅）
　・西武池袋線（石神井公園駅・大泉学園駅）
　・広報テーマ　地震その時１０のポイント、住警器設置促
　　進、♯７１１９等の広報を実施する。

石神井

31 駅前広報 3 1 木 8時 00分 8時 30分
名称・京王線高幡不動駅
所在・日野市高幡139

　朝の通勤時間帯の駅の利用者に対して、＃７１１９、違反
対象物公表制度、地震その時１０のポイント」のＰＲを実施
する。
　改札付近において、リーフレット及びティッシュ配布を実
施する。

日野

32 消防演習 3 1 木 9時 00分 9時 30分
名称・イトーヨーカ堂
　　　武蔵境店西館
所在・武蔵野市境南町2-2-23

　消防演習に自衛消防訓練を兼ねて実施し、事業所の防災行
動力を向上させる。

武蔵野

33
花の種
キャンペーン

3 1 木 9時 50分 11時 30分
名称・東京国際空港第一ﾀｰﾐﾅﾙ
所在・大田区羽田空港3-3-2

　空港関係者と連携して、ターミナル内のお客さんに防火標
語が記載された花の種を配布し、火災予防を訴えるととも
に、消防演習、自衛消防訓練を実施する。

蒲田

34 消防演習 3 1 木 10時 00分 10時 30分
名称・アヴィラージュ東久留米
所在・東久留米市八幡町1-2-5

　消防演習に併せて、施設の自衛消防隊が初期消火及び救出
活動訓練を実施する。また、東久留米市消防団及び災害支援
ボランティアも参加する。

東久留米

35 駅前広報 3 1 木 10時 00分 11時 00分
名称・高尾山、高尾山頂駅
所在・八王子市高尾町

　高尾山頂駅周辺において、山火事・山の事故防止の呼びか
けを実施する。
　自衛消防訓練（高尾登山電鉄、薬王院の職員を中心とし、
売店、茶屋等の従業員による山林からの出火を想定した訓練
を実施する。）

八王子

36
「くまモン」くん
といっしょ

3 1 木 10時 00分 11時 30分
名称・ＪＲ秋葉原駅前
　　　管内保育園等
所在・千代田区外神田1他

　各地に出張して活躍中の熊本県のゆるキャラマスコット
「くまモン」くんを１日消防官に迎え、管内で火災予防を呼
びかける。

神田

37
春の火災予防運動
オープニング
イベント

3 1 木 10時 00分 12時 00分
名称・ＪＲ新大久保
所在・新宿百人町1-10先

　火災予防運動初日に署員、消防団員、事業所及び町会・自
治会の方々が街頭に出て広報活動を行い、都民に火災予防運
動を広く周知する。

新宿
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38
家具類の転倒・落
下・移動防止対策
キャンペーン

3 1 木 10時 00分 12時 00分
名称・狛江市役所
所在・狛江市和泉本町1-1-5

　狛江市役所において、家具類の転倒等の防止対策を主体と
したキャンペーンを実施する。
　・家具類の転倒等防止対策指導
　・地震その時１０のポイントの周知
　・消防相談所の開設他
（３月１日～７日　土日除く)

狛江

39 庁舎開放 3 1 木 10時 00分 15時 00分
名称・本郷消防署
所在・文京区本郷7-1-11

　管内住民及び事業所の防火防災意識の高揚及び防災行動力
の向上を図るため、庁舎を開放して体験型訓練と広報活動を
実施する。
　・地震その時10のポイントの広報
　・地震動シミュレーターの体験及び家具の転倒落下移動
　　防止器具取り付け方法の説明
　・初期消火訓練・通報訓練・応急救護訓練等

本郷

40 庁舎開放 3 1 木 10時 00分 15時 00分
名称・二天門出張所
所在・台東区浅草2-35-9

　地域の方々を対象に、初期消火訓練、応急救護訓練、ミニ
防火衣の試着等を体験していただき、消防への理解を深めて
もらう。
　また、火災予防・「地震だ！　まず身の安全」・♯７１１
９・違反対象物の公表制度の広報を実施する。

日本堤

41
消防相談コーナー
の設置

3 1 木 10時 00分 15時 00分
名称・㈱アトレ吉祥寺店
所在・武蔵野市吉祥寺南町2-1-3

　消防相談コーナーを設け、救急相談センター・違反対象物
の公表制度・地震その時１０のポイントの普及ＰＲ、住宅用
防災機器等の設置促進及び悪質販売防止の周知を図る。

武蔵野

42 駅前広報 3 1 木 10時 30分 11時 00分
名称・渋谷駅ハチ公像前広場
所在・渋谷区道玄坂一丁目

　ＪＲ渋谷駅前のハチ公像広場において、地元町会及び商店
街振興組合等とタイアップし、ハチ公像にタスキを掛け、火
災予防を呼びかけるとともに、「♯７１１９」「公表制度」
「地震！その時１０のポイント」についての広報を実施す
る。

渋谷

43
丸の内安心安全
フェアー

3 1 木 11時 00分 16時 00分
名称・マルキューブ
　　　(丸の内ビルディング内）
所在・千代田区丸の内2-4-1

　消防広報コーナー、起震体験コーナー等の開設 丸の内

44
防火ふれあい
コンサート

3 1 木 12時 00分 13時 00分
名称・サンシャインシティ
所在・豊島区東池袋3-1-1
　　　地下１階噴水広場

　当庁音楽隊による演奏を披露し、併せて「地震その時１０
のポイント」家具の転倒・落下・移動防止対策等を広報す
る。

豊島

45 消防演習 3 1 木 14時 00分 15時 30分
名称・東京２３区清掃一部
　　　事務組合 北清掃工場
所在・北区志茂1-2-36

　工場の一般見学者の避難誘導を想定した自衛消防訓練と併
せて、自衛消防隊と連携した大隊規模の消防訓練を実施す
る。

赤羽



月 日 曜日
番号 所属

実施日時
行事名 場所 行事内容

開始 終了

46
消防演習、
防火防災講演会

3 1 木 14時 00分 15時 40分
名称・赤坂パークビル
所在・港区赤坂5-2-20

　ＮＨＫに出演中の岡村真美子氏（気象予報士）を一日消防
署長に迎え、消防隊と自衛消防隊が連携した総合的な消防演
習を実施する。
　岡村真美子氏による防火防災講演会を実施する。
　　演題「地域防災～親子で考えよう安心のまちづくり」
　「地震その時１０のポイント」、救急相談センター♯７１
１９の普及促進

赤坂

47
消防演習、
一日消防署長

3 1 木 15時 00分 15時 45分
名称・ホテルグランドパレス
所在・飯田橋1-1-1

　株式会社ホテルグランドパレスの代表取締役社長を一日消
防署長に招いての消防演習を実施し、参加者及び見学者に対
し火災予防を呼びかけるとともに、震災対策の広報を実施す
る。

麹町

48 駅前広報 3 1 木 15時 00分 17時 00分
名称・清瀬駅北口・南口
所在・清瀬市元町1-2-4周辺

　連絡橋内及び北口・南口にて、消防職員、清瀬防災女性の
会、清瀬消防尐年団と連携し、火災予防運動・地震その時１
０のポイント・家具類の転倒・落下・移動防止対策・＃７１
１９・違反公表制度の周知促進広報を実施する。

清瀬

49 駅前広報 3 1 木 15時 30分 17時 00分
名称・ＪＲ中央線　西荻窪駅
所在・杉並区西荻南3-25-1

　荻窪防火女性の会員の協力を得て、「地震その時１０のポ
イント」の普及・家具類の転倒・落下・移動防止対策の普及
及び、東京消防庁救急相談センターの周知促進・「東京版救
急受診ガイド」の周知促進する。

荻窪

50 ライトアップ 3 1 木 18時 00分 21時 00分
名称・二本榎出張所
所在・港区高輪2-6-17

　東京都選定歴史的建造物に指定されている二本榎出張所庁
舎をライトアップする。（３月１日～３月７日）

高輪

51 駅前広報 3 2 金 8時 00分 8時 30分
名称・ＪＲ豊田駅
所在・日野市豊田4

　朝の通勤時間帯の駅の利用者に対して、＃７１１９、違反
対象物公表制度、地震その時１０のポイント」のＰＲを実施
する。
　改札付近において、リーフレット及びティッシュ配布を実
施する。

日野

52 消防演習 3 2 金 9時 00分 10時 00分
名称・ヴィータ聖蹟桜ケ丘
所在・多摩市関戸4-72

　「桜ケ丘商店会連合会応援協定」を結んでいる事業所が、
合同で自衛消防訓練を実施するとともに、消防演習を実施す
る。
　また、違反対象物の公表制度、救急相談センター、地震時
における「身の安全」についても周知促進を図る。

多摩

53 庁舎開放 3 2 金 9時 00分 15時 00分
名称・秋留台出張所
所在・あきる野市秋川5-6-2

　煙体験、消防自動車及びミニ消防車の乗車体験、通報訓練
等を実施する。

秋川

54 消防演習 3 2 金 9時 30分 10時 30分
名称・国分寺駅ビル
所在・国分寺市南町3-20-3

　国分寺駅ﾋﾞﾙ自衛消防隊やJR国分寺駅と連携した大規模な
演習を行うとともに、東日本大震災で活躍したハイパーレス
キューの車両を展示し、震災対策を呼びかける。

国分寺



月 日 曜日
番号 所属

実施日時
行事名 場所 行事内容
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55 消防演習 3 2 金 10時 00分 10時 30分
名称・ジョイフル本田瑞穂店
所在・瑞穂町殿ヶ谷442－1

　地震により、大型物販店舗内の買い物客等が陳列物品の下
敷及び避難殺到のため、多数の傷者が発生し、火災が発生し
た想定で実施する。参加隊として、消防署隊、救助機動部
隊、消防団、自衛消防隊、災害時支援ボランティア及び米軍
横田基地消防隊と連携した大規模救助・救急演習を実施す
る。

福生

56 消防演習 3 2 金 10時 00分 11時 00分
名称・プラチナ・ヴィラ小平
所在・小平市鈴木町1-85-1

 新築の介護老人保健施設において、自衛消防訓練と大隊消
防演習を実施する。

小平

57 消防ＰＲコーナー 3 2 金 10時 00分 14時 00分
名称・ＬａＬａテラス南千住
所在・荒川区南千住4-7-2

　大規模商業施設において、消防相談及び展示コーナーを開
設し、来場者に防火・防災意識の高揚を図る。♯７１１９の
紹介、住宅用火災警報器設置促進、消防団員募集、家具類の
転倒防止、地震　その時１０のポイントの広報を実施する。

荒川

58
庁舎開放、
集合自衛消防訓練

3 2 金 10時 00分 15時 00分
名称・大井消防署
所在・品川区東大井3-6-12

　庁舎を開放し、複合用途対象物（特定用途）の該当する事
業所の関係者に対して自衛消防訓練実施要領を体得してもら
う。

大井

59 庁舎開放 3 2 金 10時 00分 15時 00分
名称・志村坂上出張所
所在・板橋区志村1-10-15

　「ようこそ消防署へ」と題し、都民が気軽に消防署を訪問
し、地域との交流を深めるとともに、火災予防、東日本大震
災を踏まえた家具類の転倒・落下防止、住警器、応急救護等
の体験型広報を実施する。
　なお、幼児期から社会人までの総合防災教育の推進とし
て、管内の大学の協力を得て、パネルシアターにより地震時
における行動を呼びかける。
　また、地震その時10のポイント、東京消防庁救急相談セン
ター「＃７１１９」及び違反対象物の公表制度の周知等を図
る。

志村

60 集合自衛消防訓練 3 2 金 10時 00分 15時 00分
名称・区立坂本町公園
所在・中央区日本橋兜町15-3

　初期消火・通報訓練・煙中避難訓練・起震車体験等を実施
する。

日本橋

61 庁舎開放 3 2 金 10時 00分 15時 00分
名称・高島平出張所
所在・板橋区高島平3-12-10

　「ようこそ消防署へ」と題し、都民が気軽に消防署を訪問
し、地域との交流を深めるとともに、火災予防、東日本大震
災を踏まえた家具類の転倒・落下防止、住警器、応急救護等
の体験型広報を実施する。
　また、地震その時10のポイント、東京消防庁救急相談セン
ター「＃７１１９」及び違反対象物の公表制度の周知等を図
る。

志村

62 消防あんしん窓口 3 2 金 10時 00分 15時 00分
名称・練馬区役所
所在・練馬区豊玉北6－12－1

　住宅用火災警報器の維持管理や防炎製品等の住宅防火対
策、家具類等の転倒・落下・移動防止等の震災対策の相談
コーナーを設置し、区民の安全・安心のための広報活動を展
開する。

練馬
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63 庁舎開放 3 2 金 10時 00分 16時 00分
名称・日本橋消防署
所在・中央区日本橋兜町14-12

・住宅用火災警報器設置相談コーナーを開設
・ロープワーク・防火衣着装・三連ばしご等各体験
・はしご車搭乗体験等を実施

日本橋

64 火災予防フェア 3 2 金 10時 00分 16時 00分
名称・大田文化の森
所在・大田区中央2-10-1

　「消防ふれあいコーナー」（震災パネル・震災資器材展
示、家具転倒防止ＰＲコーナー、消防相談コーナー、消防車
両展示）を設置する。

大森

65 火災予防指導 3 2 金 10時 00分 16時 00分 名称・ハーモニカ横丁内事業所
　ハーモニカ横丁内の各店舗の火災予防指導を実施する。
（１００店舗）

武蔵野

66 街頭キャンペーン 3 2 金 10時 30分 12時 00分
名称・阿佐谷パール商店街
所在・杉並区阿佐谷南1-36-10

　「阿佐ヶ谷地域の防火安全体制強化の推進に関する協定」
に基づき、阿佐谷パール商店街において、消防PRのための街
頭キャンペーを実施する。

杉並

67
都電チビッコ
防災教室

3 2 金 10時 45分 12時 00分
名称・都電荒川電車営業所
所在・荒川区西尾久8-33-7

　都電荒川線の車両（キュータ号）１台を貸し切り、走行す
る電車内で、管内の保育園児及び保育士を対象に紙芝居や防
災クイズなどの防火防災教室を行う。

尾久

68
火災予防フェスタ
２０１２

3 2 金 11時 00分 15時 00分
名称・ジョイフル本田瑞穂店
所在・瑞穂町殿ヶ谷442－1

　多数の来客が予想されるジョイフル本田瑞穂店の営業時間
に併せ、屋外駐車場において、店長による一日消防署長や初
期消火、応急救護、起震車体験及び消防相談コーナー等を開
設し、火災予防の周知を図る。

福生

69 消防ＰＲコーナー 3 2 金 11時 00分 15時 00分
名称・成増アクト１コンコース
所在・板橋区成増3-11-3

　東武東上線成増駅前広場において消防ＰＲコーナーを開設
し、火災予防、東日本大震災を踏まえた家具類の転倒・落下
防止、住警器、応急救護等の体験型広報を実施する。
　また、地震その時10のポイント、東京消防庁救急相談セン
ター「＃７１１９」及び違反対象物の公表制度の周知等を図
る。

志村

70 駅前広報 3 2 金 13時 30分 15時 00分
名称・京王井の頭線　久我山駅
所在・杉並区久我山4-1-11

　荻窪防火女性の会員の協力を得て、「地震その時１０のポ
イント」の普及・家具類の転倒・落下・移動防止対策の普及
及び、東京消防庁救急相談センターの周知促進・「東京版救
急受診ガイド」の周知促進する。

荻窪

71
舎人公園防災
フェスタ２０１２

3 3 土 9時 00分 12時 00分
名称・都立舎人公園
所在・足立区舎人公園1-1

　都立舎人公園において、消防ヘリコプター、ハイパーレス
キュー隊、消防団等の消防演習や音楽隊、カラーガーズ隊に
よる演奏演技を実施する。また、初期消火訓練、応急救護訓
練等の防災訓練を行うと伴に、消防行政に係る広報を実施
し、来場者に対し火災予防運動を強力にアピールし、火災予
防意識の高揚を図る。

西新井
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72
亀有わんぱく
雪まつり

3 3 土 9時 00分 15時 00分
名称・亀有公園
所在・葛飾区亀有5-36

　地元地域の行事と一体化して、広報イベントを展開する。
震災対策、＃７１１９周知促進、放火防止対策等の各種広報
やステージイベントとして、金町ファイヤー劇団による寸劇
（震災対策、＃７１１９の内容）やジャンケン大会等を実施
する。

金町

73
立川消防フェア
２０１２

3 3 土 9時 30分 12時 00分
名称・第八消防方面訓練場
所在・立川市泉町1156-1

　航空隊、八本部ハイパーレスキューと連携し、消防演習、
消防車両の展示、はしご車搭乗体験、起震車による地震体
験、昭和第一高等学校吹奏楽部による演奏、ミニ防火衣着装
体験を実施し、「家具類の転倒・落下・移動防止対策、住警
器の設置促進、♯７１１９の推進」の広報を実施する。

立川

74 庁舎公開 3 3 土 10時 00分 12時 00分
名称・小岩消防署
所在・江戸川区鹿骨2-42-1

　本署庁舎・裏庭を公開し地域住民に対する消防広報活動を
実施する。消防車両展示、はしご車体験、初期消火体験、応
急救護体験、ミニ防火衣着装体験や＃７１１９、住警器設置
促進、家具転倒防止等のPRコーナーを設置し啓発を図る。

小岩

75 避難所運営訓練 3 3 土 10時 00分 12時 00分
名称・世田谷区立喜多見中学校
所在・世田谷区喜多見4-20-1

　区役所、中学校、町会が参加し地震時の避難所としての実
践的な運営訓練を実施する。校舎・倉庫内点検、バーナー操
作・発電機操作、トイレ設置・炊き出し訓練等を実施する。
また、消防署指導のもと応急手当、ＡＥＤ取扱訓練を実施す
る。

成城

76 庁舎開放 3 3 土 10時 00分 13時 00分
名称・足立消防署
所在・足立区梅島2-1-1

　初期消火、起震車、はしご車搭乗、ロープ渡過、ミニ防火
衣着装、応急救護等の体験を通して消防署に対する親しみを
深めてもらい、地域の防火防災意識を高める。

足立

77 庁舎開放 3 3 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

　消防庁舎を開放し、来場者に防火・防災に関する様々な体
験を実施する。また、消防車両の展示や消防隊訓練体験等を
行い、消防への理解を深めてもらう。家具の転倒・落下・移
動防止対策、「地震その時１０のポイント」等の周知促進を
図る。

豊島

78 庁舎開放 3 3 土 10時 00分 14時 00分

名称・石神井公園出張所
　　　区立光和小学校

所在・練馬区石神井町2-16-1

　新庁舎の石神井公園出張所において庁舎開放を実施
　・各種体験・展示コーナー
　　（はしご車・１１９番通報・応急救護・煙体験・
　　消火体験・地震体験・ミニ防火衣・ミニ消防車）
　・一日消防署長（ゴーカイジャー）指揮による消防演習等

石神井



月 日 曜日
番号 所属

実施日時
行事名 場所 行事内容

開始 終了

79 防火・防災フェア 3 3 土 10時 00分 14時 00分
名称・東京タワー
所在・港区芝公園2-4-8

　東京タワー屋外の敷地及び屋内展示スペース（約２５０
㎡）を使用しての、地域の様々なコミュニティーを通じた防
災訓練及び総合防災教育を実施する。
　第二、第六方面消防救助機動部隊のスーパーアンビュラン
ス、大型救助車、大型ブロアー搭載車等の車両展示及び東日
本大震災出場隊員の体験報告を実施する。
　はしご車の体験乗車を実施する。
　「家具類の転倒落下防止」・「地震その時１０のポイン
ト」等の政策広報の実施する。
※３日（土）・４日（日）の２日間、同内容で実施

芝

80 庁舎開放 3 3 土 10時 00分 14時 30分
名称・板橋消防署
所在・板橋区板橋2-6-15

・広報コーナー「違反対象物の公表制度の周知促進、救急相
談センターの周知促進、地震時における「身の安全」の周知
促進、防火衣の着装等」
・体験コーナー「はしご車の搭乗体験、煙体験、応急救護
等」
・お祭りコーナー「ペーパークラフト、輪投げ等

板橋

81 庁舎開放 3 3 土 10時 00分 14時 30分
名称・下井草出張所
所在・杉並区下井草3-30-10

　庁舎を開放して近隣住民の防火防災意識の高揚を図る。
　・東日本大震災を踏まえた広報
　　（地震その時１０のポイントの普及、
　　　家具類の転倒落下移動防止対策の普及）
　・東京消防庁救急相談センターの広報
　・ミニ防火衣の着装・記念撮影
　・住宅用火災警報器の未設置住宅への設置促進、
　　適正な維持管理・悪質販売の注意喚起

荻窪

82 庁舎開放 3 3 土 10時 00分 15時 00分
名称・新町出張所
所在・世田谷区新町1-22-11

　近隣住民や保育園、幼稚園、小学校に呼びかけ、庁舎を見
学してもらう。
　防災に関するビデオ、パネル、クイズ等をとおし、消防の
仕事を学んでもらう。

玉川

83 庁舎開放 3 3 土 10時 00分 15時 00分
名称・小石川消防署
所在・文京区白山3-3-1

　庁舎を開放し、起震車体験、初期消火訓練等を行い、震災
時における防火防災行動力の向上を図る。また、「海賊戦隊
ゴーカイジャー」のゴーカイレッドを迎え、多くの家族連れ
が楽しく各種体験できるイベントを実施する。

小石川

84 庁舎開放 3 3 土 10時 00分 15時 00分
名称・柴又出張所
所在・葛飾区柴又5-8-6

　出張所の庁舎を開放し、応急救護訓練、初期消火訓練、通
報訓練、ミニ防火衣試着体験、スタンプラリー、記念撮影な
どを実施する。併せて、会場内で＃７１１９周知促進、震災
対策等の広報を実施する。

金町
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85
ひなまつり
消防広場

3 3 土 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

　ショッピングモールの顧客に対して、放火防止対策、家具
類の転倒落下措置要領、救急相談センターの周知を行う。特
に幼児、児童及び保護者に対して子供の火遊び防止を呼びか
ける。

北多摩西部

86 消防ＰＲコーナー 3 3 土 10時 00分 15時 00分
名称・イオン板橋ショッピング
　　　センター
所在・板橋区徳丸2-6-1

　大型物販施設において消防ＰＲコーナーを開設し、火災予
防、東日本大震災を踏まえた家具類の転倒・落下防止、住警
器、応急救護等の体験型広報を実施する。
　また、地震その時10のポイント、東京消防庁救急相談セン
ター「＃７１１９」及び違反対象物の公表制度の周知等を図
る。

志村

87 庁舎開放 3 3 土 10時 00分 15時 00分
名称・昭島消防署
所在・昭島市松原町1-14-1

　消防庁舎を一般開放し、住宅用火災警報器及び家具類の転
倒・落下・移動防止器具に関する展示、相談、取付け体験の
コーナーを設け設置促進を広報する。
　また、消防訓練、消防車両積載器具等の展示、応急救護、
初期消火、避難等の体験コーナーを設置する。

昭島

88 庁舎開放 3 3 土 10時 00分 15時 00分
名称・青戸出張所
所在・葛飾区青戸5-5-8

　防火防災に関する展示、体験、学習を実施する。 本田

89 庁舎開放 3 3 土 10時 00分 15時 30分
名称・三鷹消防署
所在・三鷹市新川6-28-14

　消防相談コーナー、体験コーナー・消火体験・煙体験・応
急救護体験・はしご車搭乗体験・ミニ防火衣体験・地震体
験、展示コーナー・消防車両・震災用簡易救助器具・家具転
倒防止・住宅用火災警報器、ヨーヨーつり等を実施する。

三鷹

90
消防ふれあい
コーナー

3 3 土 10時 00分 16時 00分
名称・高円寺パル商店街
所在・杉並区高円寺南3-58-22

　高円寺地域の商店会、町会・自治会、消防署とで締結した
「防火安全体制強化の推進に関する協定」に基づき、防災訓
練・自衛消防訓練を含めた実戦的かつ総合的な消防演習を実
施する。また、その後、「地震だ！まず身の安全」、家具類
転倒防止等、震災対策に関する消防PR活動を実施する。

杉並

91 消防ＰＲコーナー 3 3 土 10時 30分 12時 30分
名称・ナショナル田園
所在・世田谷区玉川田園調布
　　　2-6-21

　スーパー「ナショナル田園」において、はしご体験乗車ほ
か消防ＰＲコーナーを開設する。

玉川

92
あらかわファイ
ヤー＆ミュージッ
クフェア

3 3 土 10時 30分 12時 30分
名称・荒川区立第三峡田小学校
所在・荒川区荒川1-43-1

　管内の幼稚園児、小学生による楽器演奏及び防火防災体験
コーナーを開設する。

荒川

93 庁舎開放 3 3 土 10時 30分 15時 00分
名称・中野消防署
所在・中野区中央3-25-3

　消防庁舎を都民に開放し、地域住民とふれあう機会を通じ
て、消防業務について理解を深めていただくとともに、各種
イベントを体験して防火・防災思想の高揚を図り、また、住
宅用火災警報器の設置促進等を広報する。

中野　
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94
消防防災フェア
2012四谷

3 3 土 11時 00分 14時 00分
名称・四谷ひろば
所在・新宿区四谷4-20

　東日本大震災を踏まえ、体験型の訓練や防災関連知識を身
につけられる企画展示等を行い管内住民等の防災行動力の向
上を図る。

四谷

95
防災体験＆ふれあ
いコンサート

3 3 土 12時 00分 16時 00分
名称・第二砂町中学校
所在・江東区東砂8-10-9

　体育館で、当庁音楽隊と第二砂町中学校吹奏楽部との合同
演奏を実施する。
　校庭で、周辺町会の住民を対象とした防災訓練の実施及び
救助演技、起震車体験、煙ハウス体験、ミニ消防車走行、災
害写真展示、消防相談コーナーの設置を実施する。

城東

96 庁舎開放 3 3 土 13時 00分 16時 00分
名称・牛込消防署
所在・新宿区筑土八幡町5-16

　地域住民を対象に牛込消防署の庁舎を開放し、防火服の試
着や様々な消防訓練に参加して、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、防災意識及び防災行動力の
向上を図る。

牛込

97 消防演習 3 3 土 14時 00分 14時 30分
名称・四谷ひろば
所在・新宿区四谷4-20

　大規模地震を想定した消防演習演習を実施する。 四谷

98 消防演習 3 4 日 9時 00分 10時 30分
名称・都立東大和公園内山林
所在・東大和市湖畔三丁目

　消防隊、消防団が連携して林野火災の消防演習を実施す
る。

北多摩西部

99 消防防災フェア 3 4 日 9時 00分 12時 00分
名称・豊島区立池袋西口公園
所在・豊島区西池袋1-8

　東日本大震災から１年となることを踏まえ、震災に備えた
体験訓練をはじめ各種広報展示を実施する。
　・身近な器材を活用した救出救護訓練　・応急手当訓練
　・初期消火訓練　・ポンプ車、救急車乗車体験
　・DVD「東日本大震災・緊急消防援助隊東京都隊の活動」
　　の上映　・本郷化学機動中隊の車両・装備展示
　・ミニ防火衣着装体験　・その他政策広報関連の展示

池袋

100
ママさん防災
バレーボール大会

3 4 日 9時 00分 15時 00分
名称・江戸川消防署
所在・江戸川区中央2-9-13
　　　３階方面体力練成室

　管内のママさんバレーボールチームと近隣町会に呼び掛
け、防災訓練及び「バレーボール大会」を実施する。また、
東京ガス支店の協力を受け、住宅用火災警報器ほかガス機器
の安全装置の普及を図る。新しい「地震その時１０のポイン
ト」等の広報を実施する。

江戸川

101
火災予防親善ママ
さんバレーボール
大会

3 4 日 9時 00分 17時 00分
名称・鷺宮体育館
所在・中野区白鷺3-1-13

　区立鷺宮体育館においてママさんバレーボール大会（第２
６回）を実施し、屋外では、町会・自治会及び大会参加者に
よる防災訓練も実施する。

野方

102 消防演習 3 4 日 9時 30分 9時 55分
名称・髙島屋東京店
所在・中央区日本橋2-4-1

　日本橋署隊と髙島屋東京店自衛消防隊との連携による火災
対応演習を実施する。

日本橋
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103
防災コンクール、
庁舎開放

3 4 日 9時 30分 13時 30分
名称・本所消防署
所在・墨田区横川4-6-6

　防災コンクール
　（町会・自治会単位による1チーム3名で、大声コンテス
ト、初期消火、救出救護の技術を審査する。）
　庁舎一般開放を実施するとともに、ちらしを配布し救急相
談センターの周知促進を図る。

本所

104 千駄木マラソン 3 4 日 9時 40分 13時 00分
名称・文京区立文林中学校
所在・千駄木五丁目周辺

　文京区関係機関と協力して、署員が「火災予防」たすきを
かけ、マラソン大会に参加し、火災予防を呼びかける。
　また、消防団員と協力して消防相談コーナーを設け、名刺
サイズの救急相談センターの案内広告（署オリジナルで作成
したもの）及び違反対象物の公表制度や地震その時１０のポ
イント等のちらしを配布するとともに、消防団員の入団促進
活動を行う。

本郷

105 駅前広報 3 4 日 10時 00分 11時 00分
名称・東急二子玉川駅
所在・世田谷区玉川2-22-13

　火災予防、住宅用火災警報器の設置普及等に関する広報活
動を実施する。

玉川

106 駅前広報 3 4 日 10時 00分 12時 00分
名称・西武池袋線練馬駅
所在・練馬区練馬1-3-5

　消防署員及び消防尐年団員が西武線練馬駅前で、「地震そ
の時　１０のポイント」等の地震対策を呼びかけるパンフ
レットやティッシュを配布する。

練馬

107 防災訓練 3 4 日 10時 00分 12時 00分

名称・若林町会
　　　梅丘２・３丁目町会
所在・若林一丁目～
　　　若林五丁目
　　　梅ヶ丘二・三丁目

　自助、共助による地域防災力の向上と被害軽減を図ること
を目的とし、若林町会、梅丘２・３丁目町会区域内で街区を
使用した大規模な同時多発発災対応型防災訓練を実施する。
震災時に火災・救助事象等が同時に多発した想定で、町会、
小田急シティバス㈱、国士舘大学、若林・梅ヶ丘あんしんす
こやかセンター、民生員、消防団等が協力し、スタンドパイ
プ等を活用した初期消火訓練、救助救出訓練及び災害時要援
護者の緊急避難等を実施する。

世田谷

108 庁舎開放 3 4 日 10時 00分 13時 00分
名称・竹丘出張所
所在・清瀬市竹丘2-7-6

　庁舎を活用し、市民が楽しみながら各種訓練を体験し、防
火防災について学ぶとともに、「地震その時１０のポイン
ト」「家具類の転倒・落下・移動防止対策」の周知促進広報
を重点に実施する。
（家具類の転倒・落下・移動防止対策相談コーナー・住宅用
火災警報器相談コーナー、各種防災体験コーナー、各種消防
体験コーナー、ミニ防火衣試着、ヨーヨー釣り等）

清瀬

109 庁舎開放 3 4 日 10時 00分 13時 00分
名称・成城消防署
所在・世田谷区成城1-21-14

　本署庁舎を地域住民、職員家族に開放し、「来て、見て、
体験！　地震への備え」をキャッチフレーズに、地震への備
えと行動体験、火災危険要素発見、消防車両の展示等コー
ナーを設置し開催する。

成城



月 日 曜日
番号 所属

実施日時
行事名 場所 行事内容

開始 終了

110 防火防災フェア 3 4 日 10時 00分 14時 00分
名称・東急ツインズＥＡＳＴ
　　　銅像前広場
所在・町田市原町田6-5

　地震時の対応について「新地震　その時１０のポイント」
の周知促進広報、「東京消防庁救急相談センター」の周知促
進、「違反対象物の公表制度」の周知促進、ＡＥＤを使用し
た応急救護訓練、煙体験ハウス、東日本大震災の写真パネル
展示、消防相談所の開設等を実施する。

町田

111 消防ＰＲコーナー 3 4 日 10時 00分 14時 00分
名称・ダイエー西台店
所在・板橋区蓮根3-8-12

　大型物販施設において消防ＰＲコーナーを開設し、火災予
防、東日本大震災を踏まえた家具類の転倒・落下防止、住警
器、応急救護等の体験型広報を実施する。
　また、地震その時10のポイント、東京消防庁救急相談セン
ター「＃７１１９」及び違反対象物の公表制度の周知等を図
る。

志村

112 庁舎開放 3 4 日 10時 00分 14時 00分
名称・赤羽消防署
所在・北区赤羽南1-10-4

　管内の幼稚園及び小学校の児童を主な対象として庁舎開放
（初期消火体験、煙体験ハウス、はしご車搭乗体験等）を実
施し、保護者を含めて消防業務への理解及び火災予防を呼び
かける。

赤羽

113 駅前広報 3 4 日 10時 00分 14時 00分
名称・JR田端駅北口
所在・北区東田端1-17-1
　　　田端ふれあい橋周辺

　通行人等を対象に「地震その時１０のポイント」、家具類
の転倒・落下・移動防止対策の普及促進、住警器の設置促進
や適切な維持管理をはじめ,救急相談センター（＃７１１
９）の周知促進や違反対象物の公表制度等について強力に広
報キャンペーンを実施する。

滝野川

114 庁舎開放 3 4 日 10時 00分 14時 00分
名称・千住消防署
所在・足立区千住中居町9-14

　地域住民へ火災予防の啓蒙のため庁舎開放を行い、防災体
験・イベント・各種展示等を実施する。
　また、イベントコーナーでは、地元小学校の吹奏学部が参
加し火災予防演奏会を実施する。

千住

115 庁舎開放 3 4 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

　ポンプ車・はしご車乗車体験・煙体験・応急救護訓練等
様々な訓練、体験コーナー、住宅用火災警報器設置促進及び
♯７１１９等の広報を実施する。

蒲田

116 庁舎開放 3 4 日 10時 00分 15時 00分
名称・王子消防署
所在・北区王子4-28-1

　本署庁舎開放において、各種コーナーを設置して実施す
る。
（救急コーナー、火災対策コーナー、震災対策コーナー、煙
体験コーナー、消防車両展示、初期消火訓練コーナー、ミニ
消防車体験コーナー他）

王子

117
ファイアー
フェスティバル
葛西

3 4 日 10時 00分 15時 00分
名称・イトーヨーカドー葛西店
所在・江戸川区東葛西9-3-3

　集客効果のある大型店舗において、はしご車の搭乗体験、
起震車体験、署自作の防火・防災輪投げ等により、都民との
ふれあいを通じ、地震時の身の安全・家具類の転倒防止対
策・違反対象物の公表制度・♯７１１９等について広報を実
施する。

葛西
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118
深川春の子供
まつり

3 4 日 10時 00分 15時 00分
名称・森下文化センター
　　　高森公園
所在・江東区森下3-12-17

　煙体験、初期消火訓練、家具類の転倒落下移動防止対策Ｐ
Ｒ、消防相談コーナーを設ける。

深川

119 庁舎開放 3 4 日 10時 00分 15時 00分
名称・本田消防署
所在・葛飾区東立石3-12-7

　防火防災に関する展示、体験、学習を実施する。 本田

120 消防青空相談所 3 4 日 10時 00分 15時 00分
名称・小平市中央公園
所在・小平市津田町1-1

　近隣住民の憩いの場となっている中央公園内において、消
防行政に関する「青空相談所」を開設し、地震に対する備え
として家具類の転倒・落下・移動防止対策や♯７１１９等の
普及促進とAED取扱訓練や応急手当訓練を実施する。

小平

121 庁舎開放 3 4 日 10時 00分 15時 00分
名称・青梅消防署
所在・青梅市師岡町3-2‐5

　消防署の仕事を地域住民等に公開し、体験やクイズ等によ
り身近な消防署をアピールすると伴に業務内容の理解を深め
てもらう。また、東日本大震災を踏まえ各種防災訓練や家具
類の転倒・落下・移動防止対策の普及啓発を行う。

青梅

122 庁舎開放 3 4 日 10時 00分 15時 30分
名称・東久留米消防署
所在・東久留米市幸町3-4-34

　庁舎や訓練施設を活用して、市民が防火防災について学
び、参加、体験できるイベントを開催する。
（起震車体験、煙体験ハウス、初期消火訓練、応急救護訓
練、特別救助隊の演技披露、ロープ結索、消防ミニカー乗
車、はし子乗車等）

東久留米

123
火災予防ママさん
バレーボール大会

3 4 日 10時 00分 16時 00分
名称・小金井市立総合体育館
所在・小金井市関野町1-13-1

　地域のママさんバレーボールチームを対象に、バレーボー
ルを通じて火災予防意識の高揚を図り、また、起震車による
地震体験を実施する。

小金井

124
山火事防止
キャンペーン

3 4 日 10時 30分 11時 30分
名称・多摩湖周遊道路周辺
所在・東大和市多摩湖五丁目

　消防尐年団が山火事防止の立て看板を作成、設置するとと
もに、ハイカーに対して山火事防止を呼びかける。

北多摩西部

125 庁舎開放 3 4 日 10時 30分 15時 00分
名称・光が丘消防署
所在・練馬区光が丘2-9-1

　消防署を一般に公開して、各種訓練体験、はしご車の体験
乗車、レスキュー隊体験、起震車による地震時の対応訓練等
を実施する。また、住宅用火災警報器や家具の転倒落下防止
措置等の消防に関する相談コーナーを設ける。

光が丘

126
品川ファイアー
フェスティバル
２０１２

3 4 日 10時 30分 15時 30分
名称：品川シーサイドフォレスト
所在：品川区東品川4-12

・初期消火体験
・応急救護・ＡＥＤ体験
・起震車体験
・防火衣着装体験
・広報展示等

品川
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127 庁舎開放 3 4 日 10時 30分 15時 30分
名称・新宿消防署
所在・新宿区百人町3-29-4

　地域住民やファミリーを対象をした庁舎開放を行い、消防
に関する人・物・体験を通して、署員とふれあうことで、消
防への理解を深め、火災予防や震災対策などの当庁の施策を
ＰＲする。

新宿

128
火災予防コンサー
トin府中、
ホコ天で消防体験

3 4 日 10時 30分 16時 30分
名称・フォーリス1階
　　　「光と風の広場」
所在・府中市宮町1-41

　大型物品販売店のイベント広場において、府中市内を活動
拠点としている吹奏楽団３楽団による演奏会を実施する。併
せて、周辺の歩行者天国において消防体験（１２時３０分か
ら１５時３０分まで）も実施し、消防の仕事を理解してもら
うと同時に消防相談コーナーにおいて家具類の転倒・落下・
移動防止対策の展示と♯7119についてのPRを行う。

府中

129
第２４回
防災チャレンジ
デー

3 4 日 11時 00分 14時 00分
名称・麻布十番　パティオ広場
所在・港区麻布十番2-13

　麻布十番商店街の広場を会場に、地震体験、煙体験、初期
消火体験、応急救護など、楽しく防災を学ぶコーナーを開設
する。また、各コーナーごとに工夫を凝らし、新しくなった
「地震その時１０のポイント」をＰＲする。

麻布

130 消防フェア 3 4 日 11時 00分 15時 00分
名称・上野公園
所在・台東区上野公園８
　　（正岡子規記念球場裏）

　初期消火訓練、煙体験、起震車体験、車両展示及び消防広
報コーナーを設け、消防体験並びに展示を通じ都民とふれあ
いの中で火災予防広報を実施する。また、早稲田ちんどん研
究会の協力を得て、地域住民、通行人等に火災予防広報を呼
びかける。

上野

131 ちんどん宣伝隊 3 4 日 11時 00分 15時 00分
名称 ・谷中銀座商店街
所在・台東区谷中3-11

　谷中銀座商店街の地域住民、買い物客、通行人等に対して
住警器の未設置住宅設置促進、適正維持管理及び火災予防広
報を呼びかける。

上野

132
地震！！備えて
安心安全キャン
ペーン

3 4 日 11時 00分 16時 00分
名称・イトーヨーカ堂木場店
住所・江東区木場1-5-30

　木場ギャザリア及び大規模店舗と協力し震災対策コーナー
を設け防災行動力向上のキャンペーンを実施する。
　・家具類の転倒落下移動防止器具取り付け体験、器具展示
　・起震車体験　・応急救護　・初期消火訓練・ＤＶＤ視聴
　・東日本大震災写真展示　・消防相談等のコーナー
　　を設ける。

深川

133
路上喫煙・ポイ捨
て禁止駅前キャン
ペーン

3 4 日 11時 30分 14時 00分
名称・大江戸線勝どき駅前
所在・中央区勝どき一町目先

　勝どき駅前交差点付近にて「路上喫煙・ポイ捨て」禁止
（平成１６年６月１日条例施行）の呼びかけを、中央区環境
保全課と合同で実施する。

臨港
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134
臨港消防フェア
２０１２

3 4 日 12時 00分 14時 30分
名称・勝どきビュータワー
　　　区立月島第二児童公園
所在・中央区勝どき1-8-1

  駅前大規模複合施設の敷地にて自衛消防訓練と消防演習を
伴う消防フェアを実施する。大地震への備えを重点に、非常
食炊出し、民間企業の協力を得て防災機器展示等多数のコー
ナーを設け、町会、区が参加する体験型消防フェアで防火防
災意識の向上を図る。
　また、救命コーナーを設け、ＡＥＤ体験と♯７１１９のＰ
Ｒを実施する。

臨港

135 庁舎開放 3 4 日 12時 30分 16時 00分
名称・池袋消防署
　　　池袋防災館
所在・豊島区西池袋2-37-8

　都民の身近な防災拠点である消防庁舎を開放し、各種訓練
体験をはじめとする広報展示を実施する。
　・はしご車搭乗体験・ポンプ車、救急車乗車体験
　・ミニ防火衣着装体験・応急手当訓練・ロープ結索訓練
　・DVD「東日本大震災・緊急消防援助隊東京都隊の活動」
　　の上映・初期消火訓練(防災館)・通報訓練(防災館)
　・視聴覚教材の視聴(防災館)・その他政策広報関連の展示

池袋

136
Go!Go!ファイヤー
フェスティバル

3 4 日 13時 00分 16時 00分
名称・銀座松屋通り
所在・中央区銀座3-6先

　起震車による地震体験、家具類の転倒落下防止器具の展
示、はしご車体験乗車、消火体験、ミニ防火衣、ミニ消防
車、パネル展示、ＡＥＤを使った応急手当指導等による広報
を実施し、併せて救急相談センターの周知促進を図る。

京橋

137
女性防災
コンテスト４１

3 4 日 13時 00分 16時 30分
名称・墨田区立向島中学校
所在・墨田区東向島4-18-19

　各町会・自治会の選手（女性５名１チーム）による震災時
の防災行動力について競う。
　防災コーナーとしてスタンドパイプセットを使った模擬訓
練等を展示し、地域防災力を高め防災意識の向上を図る。

向島

138
表彰式、
春のコンサート

3 4 日 13時 30分 15時 10分
名称・駒澤大学深沢校舎
　　　アカデミーホール
所在・世田谷区深沢6-8-18

・防火防災標語の優秀作品に対する表彰
・災害時支援ボランティアへの感謝状伝達
・東京消防庁音楽隊による春のコンサート

玉川

139 駅前広報 3 5 月 8時 00分 8時 30分
名称・ＪＲ日野駅
所在・日野市大坂上1

　朝の通勤時間帯の駅の利用者に対して、＃７１１９、違反
対象物公表制度、地震その時１０のポイント」のＰＲを実施
する。
　改札付近において、リーフレット及びティッシュ配布を実
施する。

日野

140 相談コーナー 3 5 月 9時 00分 11時 00分
名称・北区中央図書館
所在・北区十条台1-2-5

　図書館の来館者及び公園内一般人に対して、政策広報テー
マ及び火災予防の広報を実施する。

王子

141 命の尊さ講座 3 5 月 9時 00分 11時 00分 名称・管内中学校7校
　総合防災教育の一環として、管内中学校の7校の生徒に対
し、救命講習等を通じ、人とのふれあいや、命の尊さににつ
いて指導する。

葛西
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142 消防演習 3 5 月 10時 00分 11時 00分
名称・シナガワグース
所在・港区高輪3-13-3

　消防隊と自衛消防隊が連携した消防演習を実施する。 高輪

143 集合自衛消防訓練 3 5 月 10時 00分 14時 30分
名称・麹町消防署
所在・麹町1-12

　管内事業所に勤務する方を対象に、起震車体験・救出訓練
等震災対応要領を中心とした自衛消防訓練を実施する。併せ
てＴＢＳラジオリフレッシュキャンペーンを同時開催する。

麹町

144 庁舎開放 3 5 月 10時 00分 15時 00分
名称・大沢出張所
所在・三鷹市大沢3-9-17

　消防相談コーナー、体験コーナー・消火体験・応急救護体
験・ミニ防火衣体験、展示コーナー・消防車両・震災用簡易
救助器具・家具転倒防止・住宅用火災警報器、ヨーヨーつり
等を実施する。

三鷹

145 消防あんしん窓口 3 5 月 10時 00分 15時 00分
名称・光が丘区民センター
所在・練馬区光が丘2-9-6

　住宅用火災警報器や家具の転倒落下防止等、消防に関する
疑問に答える相談窓口を開設する。

光が丘

146 消防あんしん窓口 3 5 月 10時 00分 15時 00分
名称・早宮地区区民館
所在練馬区早宮4－14－5

　住宅用火災警報器の維持管理や防炎製品等の住宅防火対
策、家具類等の転倒・落下・移動防止等の震災対策の相談
コーナーを設置し、区民の安全・安心のための広報活動を展
開する。

練馬

147 防災講演 3 5 月 13時 30分 14時 30分
名称・日本橋消防署
所在・中央区日本橋兜町14-12

　佐藤前東京消防庁警防部長による防災講演会を実施する。 日本橋

148
歌手による
広報活動

3 5 月 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
　　　北区王子4-28-1

　ミュージックショップに歌手が出演して、政策広報テーマ
及び火災予防の広報を実施する。

王子

149 消防演習 3 6 火 9時 00分 10時 00分
名称・パルテノン多摩
所在・多摩市落合2-35

　「多摩センター地区相互応援協定」を結んでいる事業所
が、合同で自衛消防訓練を実施するとともに、消防演習を実
施する。
　また、違反対象物の公表制度、救急相談センター、地震時
における「身の安全」についても周知促進を図る。

多摩

150 消防演習 3 6 火 9時 30分 10時 30分 名称・小茂根の郷
所在・板橋区小茂根4-11-11

　地域災害時応援協定に基づく、事業所自衛消防隊、茂呂町
会、板橋消防団第７分団、消防隊による合同訓練を実施す
る。

板橋

151 庁舎開放 3 6 火 9時 30分 12時 00分
名称・三鷹消防署下連雀出張所
所在・三鷹市下連雀4-15-28

　消防相談コーナー、体験コーナー・消火体験・応急救護体
験・ミニ防火衣体験、展示コーナー・消防車両・震災用簡易
救助器具・家具転倒防止・住宅用火災警報器、ヨーヨーつり
等を実施する。

三鷹
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152 消防演習 3 6 火 10時 00分 10時 30分
名称・あじさい苑
所在・北区中十条4-16-32

　区立特別養護老人ホームにて、居住者・町会・自治会・消
防署が連携した消防演習を実施するとともに、１０のポイン
ト・高齢者の防火防災対策・消防救急相談センターの周知・
住宅用火災警報器の設置促進・違反対象物の公表制度の広報
を実施する。

王子

153 消防演習 3 6 火 10時 00分 11時 00分
名称・東日本旅客鉄道㈱青梅駅
所在・青梅市本町192番

　地震を想定しホーム上での救助・救急活動及び火災発生に
よる消火・救助活動など多数傷病者等を想定し、消防活動要
領の向上、関係機関相互の連携強化を図る。

青梅

154 庁舎開放 3 6 火 10時 00分 14時 30分
名称・久我山出張所
所在・杉並区久我山2-11-7

　庁舎を開放して近隣住民の防火防災意識の高揚を図る。
　・東日本大震災を踏まえた広報
　　（地震その時10のポイントの普及、
　　　家具類の転倒落下・移動防止対策の普及）
　・東京消防庁救急相談センターの広報
　・ミニ防火衣の着装・記念撮影
　・住警器の未設置住宅の設置促進・適正な維持管理・
　　悪質販売の注意喚起

荻窪

155 消防演習 3 6 火 13時 30分 14時 30分
名称・日本放送協会
　　　放送技術研究所
所在・世田谷区砧1-10-1

　地震時の火災を想定した、自衛消防隊、消防隊、消防団の
連携を主眼とした消防演習を実施する。

成城

156 庁舎開放 3 6 火 10時 00分 15時 30分
名称・浅草消防署
所在・台東区駒形1-5-8

・各種体験コーナー
（起震車、はしご車、応急救護、火災実験、家具転倒防止器
具取付、消防体験コーナー及び台東区役所防災課、東京ガ
ス、東京電力による防災コーナーの併設）
・自衛消防集合訓練を合わせて実施（管内事業所の集合教
養）

浅草

157 消防演習 3 7 水 9時 00分 9時 30分
名称・浅草文化観光センター
所在・台東区雷門2-18-9

　火災予防思想の普及を図るため、浅草雷門前のリニューア
ルした浅草文化観光センターにおいて、事業所自衛消防隊と
消防隊及び消防団による消防演習を実施する。

浅草

158 消防演習 3 7 水 10時 00分 11時 00分
名称・錦糸町ステーションビル
所在・墨田区江東橋3-14-5

　自衛消防隊と協力した消防演習を実施するとともに、見学
者に冊子「地震その時１０のポイント」や冊子「家具類の転
倒・落下・移動防止対策ハンドブック」を配布して周知促進
を図る。

本所

159 庁舎開放 3 7 水 10時 00分 12時 00分
名称・平和台出張所
所在・練馬区平和台4-9-3

　防火・防災の知識を楽しく学べる各種消防体験コーナーや
広報展示を設置し、地域の防火安全対策等の広報活動を展開
する庁舎開放を実施する。

練馬



月 日 曜日
番号 所属

実施日時
行事名 場所 行事内容

開始 終了

160
駅前広報
キャンペーン

3 7 水 10時 00分 15時 00分
名称・ＪＲ大井町駅東口
所在・品川区大井1-2-1

　駅利用者の時間帯に、のぼり、横断幕の掲出、資料の配
布、ＡＥＤの展示等を実施する。

大井

161 庁舎開放 3 7 水 10時 00分 15時 00分
名称・牟礼出張所
所在・三鷹市牟礼2-6-17

　消防相談コーナー、体験コーナー・消火体験・応急救護体
験・ミニ防火衣体験、展示コーナー・消防車両・震災用簡易
救助器具・家具転倒防止・住宅用火災警報器、ヨーヨーつり
等を実施する。

三鷹

162
自衛消防サポート
訓練会

3 7 水 10時 00分 16時 00分
名称・二天門出張所
所在・台東区浅草2-35-9

　管内事業所及び地域の方々を対象に、自衛消防訓練を実施
するとともに、火災予防・「地震だ！　まず身の安全」・♯
７１１９の広報を実施する。
（７日（水）８日（木）の２日間実施）

日本堤

163 消防演習 3 7 水 10時 30分 11時 00分
名称・特別養護老人ホーム
　　　上中里つつじ荘
所在・北区上中里2-45-2

　自力避難困難者が多数入居する特別養護老人ホームにおい
て消防演習を実施し、事業所自衛消防隊、応援協定を締結町
会、事業所と消防隊が連携した訓練を町会長による一日消防
署長の指揮のもとで実施する。

滝野川

164 駅前広報 3 7 水 13時 00分 15時 00分
名称・高島屋南入口前
所在・立川市曙町2-39-3

　地震シュミレーターを活用した長周期地震動の体験、ミニ
防火衣着装体験、家具類の転倒・落下・移動防止対策、住警
器の設置促進、♯７１１９の推進のちらし等を配布する。
（７日・８日の二日間実施）

立川

165 防火のつどい 3 7 水 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

　地域防災功労者、消防行政協力者に対する表彰式、防火防
災トーク、火災予防コンサートを実施する。

田園調布

166 消防演習 3 7 水 14時 30分 15時 30分
名称・信愛の園
所在・清瀬市梅園2-3-15

　昨年、管内の特別養護老人ホーム５事業所間で締結された
災害時応援協定事業所「信愛の園」で、応援協定に基づく事
業所間の支援活動及び自衛消防隊・消防署・消防団とが連携
をして消防演習を実施する。

清瀬

167 消防演習 3 7 水 14時 30分 15時 30分
名称・特捌養護老人ホーム寿楽荘
所在・奥多摩町海澤500番地

　建物火災を想定して、自衛消防隊と連携した消防演習を実
施する。

奥多摩

168 防火防災講演 3 8 木 14時 30分 16時 00分
名称・日経ホール
所在・千代田区大手町1-3-7

   東京海上日動リスクコンサルティング㈱ 上席研究員 指
田 朝久 氏による東日本大震災の教訓と防災について講演を
開催し、BCPや帰宅困難者問題について管内事業所の震災対
策を普及を図る。

丸の内



月 日 曜日
番号 所属

実施日時
行事名 場所 行事内容
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169
六本木ヒルズ
震災訓練、
麻布消防フェア

3 9 金 9時 00分 10時 30分
名称・六本木ヒルズアリーナ
所在・港区六本木6-10-1

　六本木ヒルズ内事業所とヒルズ住民、消防署が一体となっ
て合同防災体験訓練を実施する。
　六本木ヒルズアリーナを使って各種訓練コーナーを設置す
る他、六本木ヒルズ自治会長を一日消防署長に任命し、第二
方面本部消防救助機動部隊からスーパーポンパーと屈折放水
塔車等が参加して、大規模な消防演習を実施する。

麻布

170
自衛消防訓練
審査会

3 9 金 9時 00分 13時 40分
名称・旧今川中学校
所在・千代田区鍛冶町2-4

　東日本大震災から１年を迎えたことに伴い、災害の教訓を
生かし、事業所における自衛消防力の向上を図る。また、事
業所及び都民の地震等に対する意識の高揚と防災行動力の向
上を図る。

神田

171 消防演習 3 9 金 10時 00分 11時 00分
名称・京王線飛田給駅
所在・調布市飛田給1-24

　電車火災を想定した演習を実施する。多数傷病者発生時の
消防部隊の技能向上と事業所自衛消防隊との連携活動や事業
所の防災行動力の向上を図る。
　また、東日本大震災や♯7119、公表制度の政策広報も展開
する。

調布

172 防災キャンペーン 3 9 金 10時 00分 15時 00分
名称・モリタウン
所在・昭島市田中町562-1

　東日本大震災から１年を迎え、市民に対し地震に対する備
え等について普及する。
（起震車体験、家具類の転倒・落下・移動防止器具に関する
展示、震災パネルの展示、「地震その時１０のポイント」及
び救急相談センター等のちらしの配布）

昭島

173
防災シンポジウム
in福生・羽村・瑞
穂

3 9 金 14時 00分 16時 00分
名称・福生市民会館
所在・福生市福生2455

　東日本大震災を教訓として、管内の地域防災の要である町
会長協議会長及び町内会連合会長のパネルディスカッション
や大規模事業所による事業所としての防災対策や横田基地在
日米軍による東日本大震災での活動を講演し、地震に対する
備えや地域防災力の重要性について呼びかける。

福生

174 庁舎開放 3 10 土 10時 00分 14時 00分
名称・向島消防署
所在・墨田区東向島6-22-3

　区防災機関とタイアップし、「東日本大震災から１年」を
スローガンとした展示コーナーを設け、転倒防止対策、非常
食体験、起震車体験、はしご車体験乗車など、親子で楽しめ
る各種体験コーナーを設ける。
　ＰＲコーナーを通じて火災予防、地震対策を主眼とした広
報を行い、また救急相談コーナーや違反対象物公表制度の利
用促進を図る。

向島



月 日 曜日
番号 所属

実施日時
行事名 場所 行事内容

開始 終了

175
防災スプリング
フェスタ荻窪

3 10 土 10時 00分 15時 00分

名称・桃井原っぱ公園
　　　プロムナード荻窪
　　　荻窪消防署内
所在・杉並区桃井3-4、7、8

　各種コーナー（消防車両の展示、はしご車体験搭乗、応急
救護コーナー、消防士に変身、消防車乗車記念撮影コー
ナー、放水体験コーナー、初期消火コーナー、ミニ消防車運
転コーナー、煙体験コーナー、消防ミニシアター、地震体験
コーナー、ふれあい動物コーナー、給食コーナー、丸太切り
コーナー、杉並区役所、荻窪警察署、東京ガス）を設定し地
域住民の防火防災の意識の高揚と絆を構築する。

荻窪

176
地域連携
活性化イベント

3 10 土 10時 00分 16時 00分
名称・国営昭和記念公園
所在・立川市緑町3173

　ミニ防火衣着装体験、家具類の転倒・落下・移動防止対
策、住警器の設置促進、♯７１１９の推進のちらし等を配布
する。

立川

177 防災訓練 3 10 土 11時 00分 14時 00分
名称・赤坂中学校
所在・港区赤坂9-2-3

　町会、赤坂中学校ＰＴＡ協力のもと、港区避難所運営訓練
が実施時、訓練参加者に起震車による震度体験、地域住民の
防災行動力の向上をめざし応急救護訓練、初期消火訓練を実
施する。
　「地震その時１０のポイント」、救急相談センター♯７１
１９の普及促進

赤坂

178 庁舎開放 3 10 土 12時 00分 15時 30分
名称・国分寺消防署
所在・国分寺市本多1-7-15

　消防庁舎を開放し、地域住民等との交流を深めるととも
に、楽しみながら防火防災を学んでもらう。
（はしご車体験乗車・地震体験ｼｭﾐﾚｰﾀｰを始めとした震災対
策や各種体験、消防車両の展示・ｷｯｽﾞｺｰﾅｰなどを予定）

国分寺

179

金町セーフキッズ
セミナー
～親子で学ぼう
　　　応急手当～

3 10 土 13時 00分 16時 00分
名称・亀有地区ｾﾝﾀｰ
所在・葛飾区亀有3-26-1

　小児科医の講話、応急救護クイズ、応急手当の体験（親子
５０組）
　普通救命講習（子供に携わる職種の方３０名）を実施しす
る。また、会場内で＃７１１９の周知促進を図る。

金町

180
応急救護セミ
ナー、火災予防バ
レーボール大会

3 11 日 9時 00分 14時 30分
名称・嶺町文化センター体育館
所在・大田区田園調布本町7-1

　管内のママさんバレーボールチームに対して応急救護セミ
ナーとスポーツを通じて、救急相談センターの周知促進を図
る。

田園調布

181 防災フェア 3 11 日 9時 00分 15時 00分
名称・天王寺森公園外
所在・東村山市本町3-45

　平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災での経験を
ふまえ、市・警察・ライフラインに関係する事業所と連携し
た市民参加型の防災訓練等を実施し、市民に震災の備えを呼
びかける。

東村山

182 防災訓練 3 11 日 10時 00分 12時 00分
名称・滝下橋緑道
所在・世田谷区喜多見7-27

　3.11の大震災の教訓を忘れないために、町会員１００名が
区役所、消防署指導のもと、起震車による地震体験、煙体
験、Ｄ級ポンプ取扱い訓練、ＡＥＤ訓練、消火器による消火
訓練等を実施する。

成城
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183
第８回
子どもフェスタ

3 11 日 10時 00分 14時 30分
名称・豊島区立池袋第三小学校
所在・豊島区西池袋3-14-3

　「青尐年養成リーダー連絡会」が主催する行事に参加し、
小中学生をはじめとした多数の来場者に対し、総合防災教育
の一環として各種訓練体験をはじめとする広報展示を実施す
る。
　・池袋消防尐年団演技披露・応急手当訓練
　・初期消火訓練・ミニ防火衣着装体験
　・ポンプ車、救急車乗車体験・その他政策広報関連の展示

池袋

184 庁舎開放 3 11 日 10時 00分 15時 00分
名称・世田谷消防署
所在・三軒茶屋二丁目33-21

　消防ふれあい感謝デーとして消防庁舎を開放し、東日本大
震災を踏まえ、当署が出場した被災地の１年経過後の復興の
現状をパネルで紹介する。また、震災時に対する事前策とし
て家具類の転倒・落下・移動防止、地震から身を守る「地震
その時１０のポイント」と世田谷区内の一時避難場所と避難
所の説明、チビッコ消防体験、はしご車搭乗体験を実施す
る。

世田谷

185
火災予防
フェスティバル

3 11 日 10時 00分 15時 00分
名称・あらかわ遊園
所在・荒川区西尾久6-35-11

　東日本大震災から1年を迎え、「大地震に備え体験しよ
う！！防火・防災訓練」をテーマに親子で体験できる各種防
火・防災体験コーナー（長周期地震動体験・初期消火、煙体
験・応急救護AEＤ・通報訓練・はしご車搭乗体験・消防ミニ
カ―乗車体験等）のコーナーを設け、防火防災意識の高揚を
図る。

尾久

186 消防ＰＲコーナー 3 11 日 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

　大型複合用途施設において消防ＰＲコーナーを開設し、火
災予防、東日本大震災からちょうど１年にあたる日であるこ
とを踏まえ、特に都民に対し家具類の転倒・落下防止対策を
訴えるほか、住警器、応急救護等の体験型広報を実施する。
　また、地震その時10のポイント、東京消防庁救急相談セン
ター「＃７１１９」及び違反対象物の公表制度の周知等を図
る。

志村

187 消防フェアー 3 11 日 10時 00分 15時 00分
名称・ひばりタワー
所在・住吉町3-10-25

　ひばりタワー敷地を活用した自衛消防訓練、初期消火、応
急救護、ジャッキ等を活用した各種訓練、家具の転倒・落下
防止設置促進コーナーや東日本大震災の写真展示と広報活動
を実施する。

西東京

188 庁舎開放 3 11 日 10時 00分 15時 00分
名称・狛江消防署
所在・狛江市和泉本町1-23-10

　狛江消防署を一般開放し、市民とのふれあいをもとに様々
な内容を実施する。
　・各種体験コーナー(通報・初期消火、ミニカー乗車、
　　ミニ防火衣着装等)
　・家具類の転倒等防止対策指導
　・救急相談センター「＃７１１９」及び違反対象物の公表
　　制度の周知促進
　・パネル展示、ＤＶＤ放映(東日本大震災)他

狛江
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189 庁舎開放 3 11 日 10時 00分 15時 30分
名称・緑町出張所
所在・小金井市緑町2-2-42

　新庁舎完成に伴う庁舎見学及び各訓練体験コーナー等を設
けて体験を実施する。

小金井

190
観梅まつり
消防広報コーナー

3 11 日 10時 00分 16時 00分
名称・観梅まつり
所在・青梅市梅郷4-527

　消防広報コーナーを設け、推進項目の広報を実施する。併
せて、消防特別警戒を実施する。

青梅

191
地震への備え
～3.11まちの絆～

3 11 日 13時 30分 15時 30分
名称・北多摩西部消防署
所在・東大和市上北台1-956-1

　自主防災組織、自衛消防隊が一体となった地震を想定した
合同訓練を実施する。
　庁舎開放を行い、家具類の転倒落下防止措置の展示やＡＥ
Ｄ・消火体験、消防車両の乗車体験などを行う。

北多摩西部

192 消防演習 3 12 月 10時 00分 10時 30分
名称・ルーデンス立川
　　　ウェディングガーデン
所在・立川市泉町935－1

　事業所の自衛消防隊、消防署隊が連携した消防活動訓練を
実施し、消防活動能力の向上を図る。

立川

193
ケアマネさん
防災教室

3 12 月 10時 00分 11時 30分
名称・矢口消防署
所在・大田区多摩川2-5-20

　東日本大震災から１年を迎えるにあたり、災害時要援護者
と接する機会の多い、管内３ヶ所の地域防包括支援センター
に所属するケアマネージャー約６０名を対象に防災教室を開
催する。
　「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」、「日常生活で生ずる事故の状況」、「心
肺蘇生法の改正内容」、「ほのお君による初期消火訓練」等
の講義及び実技を行い、災害時要援護者の安全対策の充実強
化を図る。

矢口

194
ザ・クルソー・
レスキュー

3 13 火 9時 00分 12時 00分
名称・東久留米総合高校
所在・東久留米市幸町5-8-46

　学生及び周辺自治会の住民が煙体験、初期消火訓練、通報
訓練、応急救護訓練、起震車体験を行い、最後に消防演技を
実施する。

東久留米

195
消防演習、
震災訓練

3 14 水 10時 30分 11時 30分
名称・江戸川競艇場
所在・江戸川区東小松川3-1-1

　大規模施設を訓練会場として、自衛消防訓練を兼ねた消防
演習及び東日本大震災の教訓を踏まえた震災訓練を実施す
る。
（参加隊は、ハイパーレスキュー隊、東京ＤＭＡT、特別救
助隊、はしご隊、ポンプ隊、救急隊、消防団等を予定）

江戸川

196 一日消防署長 3 15 木 14時 15分 15時 30分
名称・ウェスティンホテル東京
所在・目黒区三田1-4-1

　ウェスティンホテル東京において、八代亜紀さんを一日消
防署長に迎え、ウェスティンホテル東京自衛消防隊、目黒消
防団及び消防隊が連携した消防演習を実施する。

目黒


