
〒100-8119
東京都千代田区大手町 1-3-5
電話　03-3212-2111（代）

東 京 消 防 庁 TOKYO   FIRE   DEPARTMENT

【協賛】  株式会社東京ビッグサイト　
 　　　 一般財団法人東京都消防懇話会　 
　　　  一般財団法人東京消防協会　 
　　　  東京消防信用組合　
　　　  公益財団法人東京連合防火協会

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/

日時：平成２７年１月６日（火）
　　　８時００分開場
　　　９時３０分開式
場所：東京ビッグサイト

【江東区有明】



9：22～
 

オープニングパレード 
（儀じょう隊・音楽隊・ 
カラーガーズ隊）

Opening Parade  
（by the Honor Guard, the TFD Band 
and the Color Guard） 

音楽隊演奏・カラーガーズ隊演技

Opening 開式 

国旗掲揚 National Flag Raising 

訓示・告辞・祝辞 Instructions, Address and Greetings 

東京消防歌斉唱 Tokyo Fire Department Song 
部隊検閲 Fire Company Inspection 

表彰 Commendation 

音楽隊演奏 TFD Band - Color Guard Performance カラーガーズ隊演技 
小隊操練 Company Footdrill 

消防少年団祝賀パレード

徒列部隊等分列行進

機械部隊分列行進

Junior Fire Department Parade 

Emergency Responder Parade 

Fire Apparatus Parade 

木遣り行進 Kiyari  Parade 
はしごのり演技

（一般社団法人 江戸消防記念会） 
Ladder Stunts（by the Edo Firemanship 
Preservation Association） 

消防演技 Citizens - TFD Volunteers - Career 
Firefighters Demonstration 

一斉放水 Simultaneous Water Shooting 
はしご隊演技 Aerial Ladder Demonstration 

国旗降納 National Flag Lowering 

閉式 Closing 

10：14～ 〉〉〉〉〉〉〉

徒列部隊等分列行進

10：51～ 〉〉〉〉〉〉〉

機械部隊分列行進

11：01～ 〉〉〉〉〉〉〉

海外都市救助隊の紹介 Introduction : Overseas Rescue Team

9：30

9：31

9：33

10：09

10：14

10：25

10：45

10：51

11：01

11：09

11：19

11：44

11：47

11：49

10：00

10：33



一般社団法人 江戸消防記念会 

（23 区） 
 丸の内・麴町・神田・京橋・日本橋・臨港・芝・麻布・赤坂・高輪 
 品川・大井・荏原・大森・田園調布・蒲田・矢口 
 目黒・世田谷・玉川・成城・渋谷 
 四谷・牛込・新宿・中野・野方・杉並・荻窪 
 小石川・本郷・豊島・池袋・王子・赤羽・滝野川 
 板橋・志村・練馬・光が丘・石神井 
 上野・浅草・日本堤・荒川・尾久・千住・足立・西新井 
 本所・向島・深川・城東・本田・金町・江戸川・葛西・小岩 

各消防団 
（多摩地域） 
 小平市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・青梅市・羽村市・
　八王子市 各消防団

向ヶ岡弥生町会（文京区）

渋谷区立広尾中学校
立川国際中等教育学校

（横断幕）板橋　　（東京消防少年団連盟旗）向島
（鼓笛隊）調布・福生
（団旗手隊・徒列隊）
　麴町・京橋・臨港・高輪
　品川・荏原・田園調布・矢口
　世田谷・成城・渋谷
　四谷・新宿・野方・荻窪
　本郷・池袋・赤羽
　板橋・志村・石神井
　浅草・荒川・千住・西新井
　向島・城東・金町・葛西
　立川・小平・狛江・北多摩西部・東久留米・西東京
　八王子・町田・奥多摩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各消防少年団

株式会社ザ・キャピトルホテル東急
株式会社ホテルオークラ東京
日本空港ビルデング株式会社
株式会社セルリアンタワー東急ホテル
学校法人東京女子医科大学
東京大学工学部工学系研究科
株式会社東武百貨店
光が丘ＩＭＡ
日本ビューホテル株式会社浅草ビューホテル
荒川区立特別養護老人ホームサンハイム荒川
医療法人社団泰正会介護老人保健施設ビーバス成光苑
株式会社立飛ホールディングス
株式会社東京精密

日本防災士会 

日本橋・大森・玉川・四谷・小石川・尾久・本所・小金井・秋川
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各消防ボランティア

東京消防庁
災害時支援

ボランティア等

一般社団法人 ジャパンケネルクラブ 
特定非営利活動法人 全国災害救助犬協会 
特定非営利活動法人 日本救助犬協会 
ＮＰＯ法人 日本レスキュー協会 

災害救助犬
参加団体

株式会社小田急百貨店　町田店応急手当
奨励事業所

ｋｍホールディングス株式会社 
京王自動車株式会社 サポートＣａｂ

キ ャ ブ

株式会社 Ａ‘ＺＵＭＡ
株式会社 プライニング・システム
有限会社 城北民間救急ひまわり
株式会社 宮園福祉 江戸川営業所
民間救急フィール

民間救急

さいたま市消防局・千葉市消防局 
横浜市消防局・川崎市消防局 緊急消防援助隊

ソウル消防災難本部海外都市救助隊

消防少年団

木遣り・はしごのり

消防団

防災市民組織

中学校・高等学校

自衛消防隊
正午より、以下の内容で実施予定です（順不同）。
・はしごのり演技（一般社団法人江戸消防記念会）
・防災アイドル「さんみゅ～」
・山岳救助隊トークショー
・新春コンサート（東京消防庁音楽隊、カラーガーズ隊）

ステージイベントの内容については、予告なく変更となる場合があります。

はしご車搭乗体験…抽選で 240 組（抽選整理券を先着 1,000 枚配布） 
消防車両乗車体験…抽選で 100 組（抽選整理券を先着 200 枚配布）
・抽選を希望される方は、東５ホールにお集まりください。 

※抽選整理券の配布時間は８時３０分から９時３０分までを予定していますが、なくなり次第終了します。 
・はしご車搭乗体験・消防車両乗車体験は出初式終了後に実施します。 

※強風などの荒天の場合には、予告なく体験を中止することがありますのでご了承ください。

ステージイベント(東6ホール)
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11：09～ 〉〉〉〉〉〉〉

木遣り行進・はしごのり演技

安全には万全を期していますが、消防演技において爆発音や大きな炎が発生します。 
また、風向きにより放水の水しぶきがかかることがあります。あらかじめご了承ください。 

11：19～ 〉〉〉〉〉〉〉

消防演技

11：44～ 〉〉〉〉〉〉〉

一斉放水・はしご隊演技

高めよう！地域の防災力 

防火防災訓練で 

「地域の防災力」を高めよう！ 

みなさんのご自宅近辺の路上などを訓練場

所として、消火器やＤ級ポンプ、スタンドパ

イプなどを活用し、ご近所同士で行う訓練が

「まちかど防災訓練」です。 

身近な場所での実践的な訓練が「地域の防

災力」を高めます。 

まちかど防災訓練 

 消防団員募集 

市町村にお住まいの方は

各市町村まで、２３区内

にお住まいの方は最寄り

の消防署までお問合せく

ださい。 

そのためには あなたの力が必要です！ 

東京消防庁のソーシャルメディア 

消 防
しょうぼう

少年団
しょうねんだん

に入ろう！ 
入団の方法や活動内容など、 

詳しくはお近くの消防署までお問合せください。

！

さあ、あなたも消防ボランティアに登録して、
一緒に活動してみませんか？

東京消防庁

災害時支援
ボランティア
募集中！
お近くの東京消防庁の消防署までお問合せください

防災とボランティアの日１月17日（土） 
防災とボランティア週間１月15日（木）～１月21日（水）



会場マップ

埋立地

東京港

一般観客席 一般観客席

車いす席一般観客指定席

モニター

授乳室

第１案内所

はしご車・消防車両
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乗車

観覧エリア

東６ホール

東３ホール

東５ホール

一般観客席
指定券引換所

式典会場

※　ご来場の際は、公共の交通機関をご利用いただくか、　会場周辺の有料駐車場をご利用ください。
※　一般観客席（立見席を含む）は、定員に達した場合、　入場制限をさせていただきます。
　　（式典の模様は、屋内のモニターでも、ご覧いただけます。）
※　一般観客席の一部が指定席となります。    ※　手話通訳をご希望の方は、係員に申し出ください。

モニター

部隊行進・消防車両乗車体験エリア

屋内の展示・イベントは
９時～14時までとなり、
内容等については予告
なく変更となる場合が
あります。

第２案内所
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