
 

報道発表資料 

東京消防庁 Tokyo Fire Department 

 

平成３０年１１月２日 
 

平成３０年秋の火災予防運動の実施について 

～上野・御徒町では、爆破テロ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３０年秋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に向けてテロ災害等

に対し万全を期すため、上野・御徒町では、爆破テロにより多くの負傷者と火災が

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３０年１１月９日（金）から平成３０年１１月１５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 

■ 「上野消防フェスティバル２０１８」（資料１参照） 

一日消防署長に俳優の北村一輝さんを迎えます。 

消防演習では、テロにより発生した多数の負傷者に対して消防救助機動部隊及

び特別救助小隊による救出活動、消防ヘリによる上空からの情報収集及び指揮支

援を行うなど、大規模な救急・救助・消火活動を実施します。 

 

■ 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 

 

上野消防フェスティバル２０１８ 
 

１ 日時 

平成３０年１１月８日（木） ９時００分 

２ 場所 

台東区上野３－２４－６ 松坂屋上野店・上野フロンティアタワー 

台東区上野３－２６   御徒町南口駅前広場（以下、南口駅前広場） 

 
 

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、秋の火災予防運動ポスターモデルでもある、俳優の北村一輝さん（別

添え２参照）を一日消防署長に迎え、松坂屋上野店・上野フロンティアタワー

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ＶＲ防災体験車

や防火防災訓練を体験していただきます。 

４ 消防演習想定 

  上野フロンティアタワー及び屋外の複数個所において、何者かによるテロ行

為により火災が発生し、多数の傷者及び逃げ遅れ者が発生したとの想定で、松

坂屋上野店自衛消防隊、上野フロンティアタワー自衛消防隊、上野消防団、消

防救助機動部隊及び消防ヘリを含む消防隊が連携し、多数傷病者の対応や火災

による逃げ遅れた者の救出など、大規模な救助・救急・消火活動を実施しま

す。（別図） 

 

演習・防災

訓練会場 

南口駅前広場 

事前レクチャー 



 

５ 参加人数等 

⑴ 参加人数 約１００名（消防職員、消防団員、自衛消防隊等含む。） 

⑵ 参加隊 １７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 第六消防方面本部長 岡本 透（おかもと とおる） 

⑷ 指揮者 上野消防署長    手塚 徳（てづか ただし） 

６ 時系列 

  別添え１参照 

７ その他 

⑴ 取材を希望する社は、１１月７日（水）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 報道機関向けの事前レクチャーを８時１５分から南口駅前広場で行います。

同広場内で事前に受付をしてください。 

⑶ 取材中は、自社腕章の着用をお願いします。 

⑷ 演習会場前の中央通りは片側３車線のうち、歩道側の２車線のみを規制し

ますが、その他の車線は通常に車両が通行します。演習では、はしご車による

救出や特別救助隊等による降下が行われるため、安全管理上係員により規制

をさせていただく場合があります。 

また、イベント会場には一般の見学者や施設を利用する一般のお客様が集ま

ることが予想されます。係員の指示に従って取材をお願いします。 

 ⑸ 駐車場のご用意はありません。ご了承ください。 



別図 

消 防 演 習 概 要 図 

 



 

 

まちかど防災訓練車

の説明 

 ↓ 

放水体験 

（D級ポンプ） 

 ↓ 

移動 

 ↓ 

AED説明 

 ↓ 

AED 

胸骨圧迫体験 

「上野消防フェスティバル２０１８」会場案内図 
 

 

 

 

 

 

 

 

内容 時間 場所 具体的な行動 

委嘱状交付式開始 9：00 南口駅前公園  

演習会場へ移動開始 9：11 松坂屋とフロ

ンティアタワ

ーの間  

松坂屋とフロンティア

タワーの間を移動 

演習開始報告 9：15 

 演習開始 9：16 

一日消防署長が指揮統制車上で「降下始め」や「放水始め」の指揮 

一斉放水 9：31 
指揮統制車上  

演習終了   

演習終了報告 9：33 指揮統制車上  

一日消防署長挨拶 9：35 
指揮統制車上 

挨拶 

消防総監講評 9：37 講評・挨拶 

ＶＲ体験車 9：42 ＶＲ体験車  

一日消防署長 

防火防災訓練 9：52 
南口駅前公園 

 

感謝状贈呈式 10：00 感謝状贈呈・記念撮影 

一日消防署長取材対応  上記終了後 

≪時系列≫ 

 

≪ＶＲ防災体験≫ 

９：４２～９：５０ 

≪各体験≫ 

９：５２～１０：００ 

≪式典≫ 

１０：００～１０：１０ 

別添え１ 



 

平成３０年秋の火災予防運動の一日消防署長及びポスターモデル 
 

 

 
北村
きたむら

 一輝
か ず き

 

職業 俳優 

生年月日 １９６９年７月１７日（４９歳） 

血液型 Ａ型 

身長  １７８ｃｍ   

出身地 大阪府大阪市 

１９９０年デビュー。俳優として映画・テレビ・舞台・ＣＭ等に多数出演しており

幅広く活躍中。 

主な実績 

ＣＭ 

キリンビール「のどごし ＳＴＲＯＮＧ」 

花王 「ＳＵＣＣＥＳＳ」 

サントリーフーズ「ＢＯＳＳコーヒー」 

映画 

 「億男」（2018.10.19～上映中） 

「去年の冬、きみと別れて」 

「今夜、ロマンス劇場で」 

「羊の木」 

「テルマエ・ロマエ」 

ドラマ 

フジテレビ「シグナル 長期未解決事件捜査班」（2018） 

ＮＨＫ（大河） 「天地人」（2009） 

ＮＨＫ（大河）「北条時宗」（2001） 

 

別添え２ 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1993%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1993%E5%B9%B4


番号 行事名 場所 行事内容 方面 所属名

1 浅草　酉の市
11月1日(木)
   13日(火)
   25日(日)

0時00分~24時00分
名称：浅草酉の寺 鷲在山 長國寺他
所在：台東区千束3-19-6

浅草酉の市の警戒の際に、テーマ別に3つの消防熊手を作成し展示
することにより、効果的な広報を実施する。
3つの消防熊手のうち、1つは長國寺内の熊手ミュージアムに展示
し、他2つは消防署の警戒本部開設時に警戒本部横に展示する。

6 日本堤

2
山火事・山の事故防止キャン
ペーン

11月3日(土) 10時00分~15時00分

名称：高尾登山電鉄㈱清滝駅前広場及
びＴＡＫＡＯ５９９ミュージアム

所在：八王子市高尾町2435番3号

行楽期を迎え観光客が多く訪れる観光地である高尾山と周辺施設に
おいて、山火事と山の事故防止を登山客等に呼び掛けるイベントを
実施する。午前１０時から１２時までは、入山客を対象にした広報
活動を清滝駅前広場において実施し、午後１時から３時までは、Ｔ
ＡＫＡＯ５９９ミュージアムにおいて山岳救助車や山岳救助資器材
の展示や、体験型防火防災訓練のブースを開設し地域性を考慮した
イベントを実施します。

9 八王子

3
消防ふれあい広場ｉｎ ＳＵＮＡ
МＯ

11月3日(土) 10時00分~15時00分

名称：南砂町ショッピングセンターＳ
ＵＮＡМＯ

所在：江東区新砂三丁目4番31号

消防車両の展示、ミニ消防車乗車体験、応急救護体験、初期消火体
験、家具類の転倒落下移動防止対策広報コーナー他

7 城東

4 西新井消防フェスタ 11月3日(土) 10時00分~12時00分
名称：パサージオ

所在：足立区西新井栄町1-17-1

消防車両の展示、初期消火訓練、ミニ防火衣の着装体験及び消防広
報（住宅用防災機器の普及及び維持管理の徹底、防火防災訓練の参
加促進、応急手当の普及促進、地震の備えについて）を実施しま
す。

6 西新井

5 あだち国際まつり２０１８ 11月3日(土) 10時00分~16時00分
名称：区立ベルモント公園

所在：足立区梅島1-33-7

消防広報コーナーの設置やステージ上での防災寸劇等により、外国
人を含む区民に対し、放火防止対策、救急車の適正利用及び家具転
対策等を周知する。

6 足立

6 たちかわ楽市 11月3日(土) 10時00分~16時00分

名称：国営昭和記念公園みどりの文化
ゾーン

所在：立川市緑町(昭和記念公園敷地
内)

救急相談センター（♯７１１９）東京版救急受診ガイドの周知・利
用促進、家具類の転倒・落下・移動防止措置の促進、消防少年団へ
の入団促進及び地域防災力の向上に向けた防火防災訓練の推進を図
る。

8 立川

7
泉町三丁目地区連合自治防災会
防災コンクール

11月3日(土) 9時00分~12時00分
名称：泉町多喜窪公園所在：国分寺市
泉町3-5

泉町三丁目地区連合防災会の住民及び約２５の事業所が参加し、地
震発生時の初動対応、火災発見時の伝達要領、避難要領、初期消火
訓練、応急救護等を実施する。

8 国分寺

8
第４３回府中刑務所文化祭にお
ける消防広報

11月3日(土) 10時00分~15時00分
名称：府中刑務所特設会場

所在：府中市晴見町4-10

来場者に対し防火防災意識の高揚を図るため、防火防災訓練を実施
する。その他、政策広報の告知、火災予防運動の事前広報、広報展
示ブースの開設及び車両の展示等を実施する。

8 府中

9 消防パレード 11月3日(土) 12時00分~12時30分
名称：神楽坂通り

所在：新宿区神楽坂1丁目から6丁目

神楽坂まち飛びフェスタ「坂にお絵かき」のオープングパレードに
合わせ、当庁音楽隊、カラーガーズ隊、消防少年団、消防団、消防
職員がパレードを行い、防火防災を呼びかけます。

4 牛込

10 すぎなみフェスタ２０１８
11月3日(土)
    4日(日)

10時00分~15時30分
名称：杉並区桃井原っぱ公園

所在：杉並区桃井3-8-1

・１１月３日（土）４日（日）の２日間にわたり杉並区内の事業所
が参加する大規模なイベント
・車両展示及び広報ブースにおいて、事業所内什器類の転倒・落
下・移動防止対策及び家具類の転倒防止対策、そして住宅用火災警
報器の設置と維持管理を指導する。

4 荻窪

11 日の出町産業まつり
11月3日(土)
    4日(日)

10時00分~16時00分(4
日は15時まで)

名称：日の出町民グランド

所在：日の出町平井2777

町民が多く訪れる日の出町産業まつりのイベント会場にて、消防Ｐ
Ｒコーナーを開設し、火災予防、家具転対策、救急相談センター等
について広報活動を行う。

9 秋川

12 東やまと産業まつり
11月3日(土)
    4日(日)

10時00分~16時00分
名称：東大和市役所周辺

所在：東大和市中央3-390

市内の企業の展示会や販売、模擬店のほか、市民のフリーマーケッ
トなどが開催されます。当署では、会場内において消防広報ブース
を設け、住宅火災対策の広報や消防車両の展示等を行い市民の火災
予防意識の高揚を図ります。

8
北多摩
西部

13
ＯＴＡふれあいフェスタ２１０
８

11月3日(土)
    4日(日)

10時00分~16時00分
名称：平和島公園他

所在：大田区平和島4-2他

大田区主催の催物で、大森消防署管内の４会場において消防広報
コーナーを開設し、各種施策についての広報及び露店に対する火災
予防指導を行う。

2 大森

14 学園祭での応急救護要領の指導
11月3日(土)
    4日(日)

10時00分~17時00分
名称：お茶の水女子大学

所在：文京区大塚2-1-1
お茶の水女子大学の学園祭において、応急救護要領の指導を行う。 5 小石川

15
第６８回はたらく消防の写生会
表彰式

11月4日(日) 9時00分~13時00分
名称：小金井消防署

所在：小金井市本町6-6-1

はたらく消防の写生会入選者の表彰を行い、表彰後、同行している
家族とともに防災訓練を体験してもらい家族ぐるみで防火防災行動
力の向上を図ります。

8 小金井

16 港区総合防災訓練 11月4日(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

発災対応型訓練、煙体験訓練、起震車体験、倒壊家屋からの救出訓
練等を実施する。

1 赤坂

17 第３５回国分寺まつり 11月4日(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

国分寺市内最大規模のまつりにて、国分寺消防少年団鼓笛演奏、消
防ふれあい広場(家具転倒対策、♯７１１９＆東京版救急受診ガイ
ド等広報)、はしご搭乗体験搭乗、ポンプ車、救急車展示、音楽隊
演奏、ミニ防火衣着装体験等を実施する。

8 国分寺

18 くにたち秋の市民まつり 11月4日(日) 9時30分~16時00分 国立駅前及び周辺道路

救急相談センター（♯７１１９）東京版救急受診ガイドの周知・利
用促進、家具類の転倒・落下・移動防止措置の促進、消防少年団へ
の入団促進及び地域防災力の向上にけた防火防災訓練の推進を図
る。また、はしご搭乗体験等の各種広報コーナーを設けて、広く火
災予防の普及啓発を呼びかける。

8 立川

19 防災コンクール 11月4日(日) 10時00分~11時00分
名称：練馬区立南町小学校

所在：練馬区練馬2-7-5

各町会、自治会を対象とした、１チーム３名で地震発生時の初動処
置対応要領、可搬ポンプ操作技術操作等を競技方式で実施する。

10 練馬

平成３０年秋の火災予防運動における行事計画

日時

資料２



20
「第６８回はたらく消防の写生
会」表彰式と防災訓練

11月4日(日) 10時00分~11時50分
名称：小石川消防署

所在：文京区白山3-3-1

管内の学校を対象に行った「はたらく消防の写生会」参加の優秀作
品に対する表彰を行うとともに、表彰式参加の児童及び保護者に対
し防災訓練を行い防火防災の意識の高揚を図る。

5 小石川

21 しな水de火災予防 11月4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
水族館の水槽を活用した火災予防広報活動を実施する。 2 大井

22 消防フェスタ 11月4日(日) 10時00分~14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

ショッピングモールを訪れる幅広い年齢層の都民に対して、火災予
防の啓発を中心に消防広報を行います。車両の展示や消防服の着装
体験、PRコーナー等を行います。
絵本「消防じどうしゃじぷた」でおなじみの「じぷた」も来ます。

10 志村

23 消防庁舎開放 11月4日(日) 10時00分~15時00分
名称：杉並消防署

所在：杉並区阿佐谷南3-4-3

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
（AED）、はしご車乗車体験、救助資器材・震災パネル展示、防災
ビデオ上映等のコーナーをスタンプラリーで体験又は見学してもら
う。また、特別救助隊による救助演技披露を行う。

4 杉並

24
東京国際フォーラム自衛消防訓
練

11月6日(火) 10時00分~10時30分
名称：東京国際フォーラム

所在：千代田区丸の内3-5-1

東京２０２０大会競技会場である当該防火対象物において、自衛消
防隊と消防隊との連携による施設の実態を踏まえた自衛消防訓練を
実施し、施設関係者等に対する防火防災指導を図る。

1 丸の内

25 浅草防火のつどい 11月6日(火) 13時00分~15時00分
名称：浅草公会堂

所在：台東区浅草1-38-6

第１部　火災予防業務協力者表彰式
第２部　ロケット団による防火防災漫才

6 浅草

26 防火防災のつどい 11月6日(火) 13時30分~15時40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

第一部：火災予防業務協力者等表彰式（１３時３０分～１４時３０
分）
第二部：国崎信江氏による防火防災講演（１４時４０分～１５時４
０分）「災害！その時、あなたは家族の命を守れますか。～女性と
して、母としての視点で防災を考える～」

6 足立

27 火災予防業務協力者表彰式 11月6日(火) 14時00分~15時00分

名称：キャロットタワー５階　生活文
化財団セミナールーム

所在：世田谷区太子堂4-1-1

火災予防業務に協力し、その功労が顕著である個人または団体を表
彰する。

3 世田谷

28
消防演習
（ニュー新橋ビル）

11月7日(水) 9時30分~11時00分
名称：ニュー新橋ビル

所在：港区新橋2-16-1

東京を代表する新橋駅前の繁華街の象徴的な存在であるニュー新橋
ビル及びＳＬ広場前で、一日消防署長（こいち祭りゆかた美人グラ
ンプリ）を招いて、消防演習を実施する。

1 芝

29 消防演習 11月7日(水) 10時30分~11時00分

名称：特別養護老人ホーム　フローラ
石神井公園

所在：練馬区下石神井3-6-13

高齢者福祉施設から火災が発生したとの想定で、施設自衛消防隊と
近隣町会、消防隊、消防団等が連携し活動を実施する。

10 石神井

30 消防演習 11月7日(水) 11時00分~11時30分
名称：東京団地倉庫足立事業所

所在：足立区入谷6-2-11

事業所自衛消防隊、消防団、消防隊が連携した消防演習を実施し、
防火防災意識の高揚を図ります。

6 西新井

31 火災予防コンサート 11月7日(水) 12時20分~12時50分
名称：飯田橋グラン・ブルーム

所在：千代田区富士見2-10-2

東京消防庁音楽隊による演奏及びカラーガーズ隊による演技並びに
火災予防広報

1 麹町

32 消防広報・相談コーナー 11月7日(水) 13時00分~16時00分

名称：アトレ吉祥寺店

所在：武蔵野市吉祥寺本町1-4番

ＪＲ吉祥寺駅西口改札前通路において、消防広報・相談コーナーを
開設し、防火防災に係る広報と消防に関する相談を実施する。

8 武蔵野

33 防火のつどい 11月7日(水) 15時00分~17時00分
名称：きゅりあん（小ホール）

所在：品川区東大井5-18-1

第一部は火災予防業務協力者等の表彰式、
第二部は登山家　野口健さんを講師にお迎えし、演題「災害を生き
抜くために」の防火防災講演を実施する。

2 大井

34 大型物品販売店舗での広報 11月7日(水) 時間調整中

名称：コープみらいコープ小川西町店
他２箇所

所在：小平市小川西町1-2-1

大型物品販売店舗前にて署員及び防火女性の会により広報物を配布
し、火災予防運動の周知を図る。

8 小平

35
上野消防フェスティバル２０１
８

11月8日(木) 9時00分~14時00分

名称：松坂屋上野店・上野フロンティ
アタワー前、おかちまちパンダ広場
所在：台東区上野3-24､台東区上野3-
26

消防演習及び防火防災訓練 6 上野

36 消防演習 11月8日(金) 10時00分~10時30分
名称：古賀オールビル

所在：中央区日本橋小伝馬町7-2

・一日消防署長の実施
・従業員による自衛消防訓練及び消防演習の実施
・消防広報の実施

1 日本橋

37 防火防災のつどい 11月8日(木) 13時00分~15時00分
名称：かつしかシンフォニーヒルズ

所在：葛飾区立石6-33ｰ1

・火災予防業務協力者に対する表彰式
・フリーアナウンサー　吉田照美氏による防火防災講話

7 本田

38 市民防火のつどい 11月8日(木) 13時30分~16時00分
名称：日野市民会館煉瓦ホール

所在：日野市神明1-12-1

第一部では、予防業務功労協力者に対する表彰式を実施する。
第二部では、『陸上競技と火災予防』をテーマに、コニカミノルタ
陸上競技部　副部長　酒井勝充　氏による講演会を実施する。

9 日野

39 防火のつどい 11月8日(木) 13時30分~15時15分

名称：台東区生涯学習センター　２階
ミレニアムホール

所在：台東区西浅草3-25-16

火災予防業務功労者等の表彰及び三遊亭笑遊師匠による防火落語を
実施する。

6 日本堤

40 集合型自衛消防訓練 11月8日(木)
14時00分~16時00分 17

時30分~19時30分

名称：本所消防署
      楽天地ダービービル別館

所在：墨田区横川4-6-6
      墨田区江東橋3-6-2

自衛消防訓練未実施事業所を対象に、本所消防署で消火・通報・避
難訓練を実施する。また、ＶＲ車体験を新たに導入し、リアルな災
害体験を実施する。(昼間）
　１７時３０分からは、繁華街の中心にある楽天地ダービービル別
館において、夜間営業の飲食店等を対象に訓練を行い、自衛消防訓
練未実施の違反是正を行う。

7 本所



41
繁華街特別査察
（芝地区）

11月8日(木) 14時00分~17時00分
名称：芝地区（田町駅前）

所在：港区芝3､5丁目､三田1､2丁目

港区建築課、地元商店会と連携し、繁華街一斉査察及び火災予防広
報を協力に推進していく。５０棟ほどの雑居ビル等実施予定。

1 芝

42 防火のつどい 11月8日(木) 14時00分~16時00分

名称：赤坂区民センター3階赤坂コ
ミュニティーぷらざ

所在：港区赤坂4-18-13

第一部で火災予防業務協力者等の表彰を行い、第二部で、「Kiss
ポート赤坂ベルクワイア」によるハンドベル防火防災コンサートを
実施する。

1 赤坂

43 防火のつどい 11月8日(木) 14時00分~16時00分
名称：野方ＷＩＺ（野方区民ホール）

所在：中野区野方5-3-1

第一部　火災予防協力者等の表彰
第二部　防火防災講演会（講師　防災食アドバイザー　今泉マユ子
氏）

4 野方

44
秋の火災予防演習に伴う消防演
習

11月9日(金) 午前中
名称：特別養護老人ホーム花みずき

所在：大田区大森西4-12-1

特別養護老人ホームにおいて、自衛消防隊と連携した消防演習を実
施することにより、防火防災意識の高揚を図る。

2 大森

45 駅前広報 11月9日(金） 7時30分~8時30分
名称：東久留米駅西口及び東口

所在：東久留米市東本町1-8

朝の通勤時間帯を捉え防火女性の会と連携し、火災予防運動を明記
したポケットティッシュ及びチラシを配布する。

8
東久留
米

46 消防演習 11月9日(金） 8時30分~9時30分
名称：サンスクエア

所在：北区王子1-4-1

サンスクエアにて火災が発生したという想定で、消防隊、消防団、
自衛消防隊が連携して消火・通報・避難誘導・救助活動等の他、一
斉放水を実施

5 王子

47 消防演習及び一日消防署長 11月9日(金) 8時45分~9時45分
名称：玉川髙島屋

所在：世田谷区玉川3-17ｰ1

玉川髙島屋本館から出火、上階に延焼危険大し、屋上に取り残され
た要救助者を救出する。
玉川髙島屋の方に、一日消防署長として消防演習の指揮をとっても
らいます。

3 玉川

48 消防演習 11月9日(金) 9時00分~9時30分

名称：ニトリ狛江ショッピングセン
ター

所在：狛江市岩戸南2-4-3

自衛消防隊、消防隊・消防団との連携を主眼に消防演習を実施す
る。

8 狛江

49 消防演習 11月9日(金) 9時15分~9時45分
名称：フレンテ南大沢新館

所在：八王子市南大沢2-1-6

複合商業施設の自衛消防隊と連携し、地域協力団体の協力を得て、
火災予防を強く啓発するために八王子消防署の消防部隊と連携した
消防演習を実施します。

9 八王子

50 一日消防署長、消防演習 11月9日(金) 9時30分~9時50分

名称：味の素ナショナルトレーニング
センター

所在：北区西が丘3-15-1

アスリート選手を一日消防署長に迎え、消防演習を実施する。 5 赤羽

51 管内一斉広報活動 11月9日(金) 10時00分~11時00分
名称：品川駅　他

所在：港区高輪3-26-27

品川駅及び管内地下鉄駅（白金高輪駅、白金台駅、高輪台駅、泉岳
寺駅）で一斉広報を実施し、火災予防を呼びかける。

1 高輪

52 消防演習 11月9日(金) 10時00分~12時00分
名称：渋谷ストリーム

所在：渋谷区渋谷3-21-3

を超える大規模建築物である渋谷ストリームで消防隊、消防団、自
衛消防隊と連携した消防演習を実施する。
また、消防演習終了後に、広報ブースの出店、煙ハウスによる煙体
験等を実施する。

3 渋谷

53 第７３回青空コンサート 11月9日(金) 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

学校法人　堀越学園高等学校　吹奏楽団の協力を得て防火コンサー
トを実施する。

4 中野

54
福生防災女性の会会員による広
報活動

11月9日(金) 12時10分~13時00分 福生消防署管内
福生防災女性の会会員により、管内駅周辺や防火のつどい会場にお
いて、防火防災等の広報活動を実施します。

9 福生

55 火災予防業務協力者表彰式 11月9日(金) 13時30分~15時30分
名称：ころぽっくる

所在：清瀬市中清戸3‐235‐5

日頃より防火防災予防業務に格別の協力をしている事業所及び個人
を表彰する。

8 清瀬

56 防火のつどい 11月9日(金) 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

第一部は火災予防業務協力者に対する表彰式を実施。第二部はなぞ
かけ漫談のねづっち氏を迎え、防火に関する講演会（防火漫談）を
実施する。

10 石神井

57 防火のつどい 11月9日(金) 13時00分~15時00分
名称：奥多摩町福祉会館

所在：奥多摩町氷川199

1部：火災予防協力者の表彰式、２部：落語：来場者に落語をとお
して、防火防災の知識及び意識の向上を図る。

9 奥多摩

58 防火のつどい 11月9日(金) 13時00分~15時10分
名称：福生市民会館（小ホール）

所在：福生市福生2,455番

火災予防功労者に対する表彰及び落語家　林家久蔵さんを講師に招
き、防火防災講演を実施します。

9 福生

59 防火防災のつどい 11月9日(金) 13時00分~15時45分
名称：霞共益会館

所在：青梅市野上町2-21-5
火災予防協力者に対する表彰式・防火防災漫才（ロケット団） 9 青梅

60
防火のつどい（消防業務協力者
表彰式、防災講演会）

11月9日(金) 13時30分~15時00分
名称：北区防災センター

所在：北区西ヶ原2-1-6

消防業務協力者等の表彰式実施後に、落語家の春風亭一蔵氏により
防火防災の意識の向上を目的とした演目を披露する。

5 滝野川

61 防火のつどい 11月9日(金) 13時30分~15時10分
名称：全電通労働会館

所在：千代田区神田駿河台3-6

第一部　火災予防業務協力者等に対する表彰式
第二部　ジュディ・オングさんをお迎えした防火講演会

1 神田

62 防火のつどい 11月9日(金) 13時30分~15時30分
名称：小岩アーバンプラザ

所在：江戸川区北小岩1-17-1

第１部　火災予防業務協力者等に対する表彰式
第２部　大山加奈さんの防火講演会

7 小岩

63 防火のつどい 11月9日(金) 13時30分~15時30分

名称：三鷹市芸術文化センター「星の
ホール」

所在：三鷹市上連雀6-12-14

第１部　火災予防業務協力者表彰式
第２部　防災講演会「女性の視点を生かし避難所生活をもっと元気
に」　講師　公立大学法人神奈川県立保健福祉大学 教授　吉田穂
波氏

8 三鷹



64 防火のつどい 11月9日(金) 13時30分~15時30分
名称：永山公民館ベルブホール

所在：多摩市永山一丁目5番3号

第一部　防火防災功労者に対する表彰式
第二部　講演会　演題「笑顔を引き出す話し方」講演者　桂　歌助
師匠
第三部　消防演習グリナード永山１号館（グリナード広場）

9 多摩

65 防火のつどい 11月9日(金) 13時30分~15時20分
名称：秋川ふれあいセンター

所在：あきる野市平沢175-4

第１部では火災予防功労者等に対する表彰式を実施。１４時４０分
からの第２部では、俳優の伊吹吾郎さんを迎えての火災予防トーク
ショーを行う。

9 秋川

66 防火のつどい 11月9日(金) 13時30分~15時20分

名称：スクエア荏原
      ひらつかホール

所在：品川区荏原4-5-28

第一部：火災予防業務協力者等表彰式
第二部：東京大学名誉教授　村井俊治氏による講演会「地震予測は
可能か？」

2 荏原

67 防火のつどい 11月9日(金) 13時30分~15時30分
名称：江東区文化センター所在：江東
区東陽4-11-3

第１部　火災予防業務協力者等に対する表彰
第２部　フジテレビアナウンサー奥寺　健氏を講師に迎え、「命を
守る行動を起こしていただくために」を演題とした防火防災講演会

7 深川

68 防火のつどい 11月9日(金) 13時30分~15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

火災予防業務協力者に対する表彰式を行う。
三遊亭楽之介さんを講師に招いて防火防災講演会を行い、管内住民
の防火意識の向上を図る。
講師とともにセンターまちや周辺で火災予防の広報を行う。

6 荒川

69 防火のつどい 11月9日(金) 13時30分~16時00分
名称：練馬区生涯学習センター

所在：練馬区豊玉北6-8-1

練馬区生涯学習センターにおいて、火災予防業務協力者に対する表
彰式及び管理栄養士の今泉マユ子さんによる防災食をテーマにした
防災講演会を実施。

10 練馬

70 防火のつどい 11月9日(金) 13時30分~16時00分
名称：東部フレンドホール

所在：江戸川区瑞江2-5-7

１部消防行政へ協力して頂いている方々への表彰式、２部林家種平
さんによる防火防災落語口演会

7 江戸川

71
火災予防業務協力者等に対する
表彰式

11月9日(金) 14時00分~15時00分
名称：としま産業振興プラザ

所在：豊島区西池袋二丁目37番4号
火災予防業務協力者等に対する表彰式を実施する。 5 池袋

72 火災予防業務協力者等表彰式 11月9日(金) 14時00分~15時00分
名称：調布市グリーンホール

所在：調布市小島町2-47-1
火災予防業務協力者に対する表彰式 8 調布

73 火災予防業務協力者表彰式 11月9日(金) 14時00分~15時00分
名称：西新井法人会館

所在：足立区栗原3-10-16

火災予防業務に功労のあった管内事業所、個人の表彰を実施しま
す。

6 西新井

74 防火のつどい 11月9日(金) 14時00分~15時35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

第１部　火災予防業務功労者等に対する表彰式
第２部　防火防災広報
第３部　東京消防庁音楽隊による演奏及びカラーガーズ隊による演
技

6 千住

75 防火のつどい 11月9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に対する表彰式及び地域ふれあいコンサート 2

田園調
布

76 防火のつどい 11月9日(金) 14時00分~16時00分
名称：四谷区民ホール

所在：新宿区内藤町87

火災予防業務協力等功労者を表彰するとともに、童謡歌手なげのあ
やか氏ほか３名を招き、火災予防に関するファミリーコンサートを
実施する。

4 四谷

77 防火のつどい 11月9日(金) 14時00分~16時00分
名称：牛込箪笥区民ホール

所在：新宿区箪笥町15番地

第1部（午後2時から午後2時40分）火災予防業務協力者表彰、第2部
（午後2時50分から午後3時50分）元　南三陸消防署副署長で現在、
震災語り部の佐藤誠悦さんによる「大震災を語る」と題した防火講
演会を実施します。

4 牛込

78 防火のつどい 11月9日(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

第一部　火災予防業務協力者等表彰式
第二部　平野啓子さん（語り部・かたりすと、元NHKアナウン
サー）による防火・防災講演会

10 志村

79 防火のつどい 11月9日(金) 14時00分~16時00分

名称：本所都民防災教育センター(本
所防災館５階）

所在：墨田区横川4-6-6

第１部　火災予防功労者等表彰式
第２部　日本大学第一中学・高等学校音楽部による演奏会

7 本所

80 消防演習 11月9日(金) 15時00分~15時40分
名称：町田市役所

所在：町田市森野2-2-22

火災による逃げ遅れがいるとの想定で、町田市役所の自衛消防隊と
連携し、消防演習を実施する。また、演習終了後、自衛消防隊の演
技披露も行う。

9 町田

81
北多摩西部消防署開署５０周年
記念式典

11月9日(金) 15時00分~15時45分

名称：東大和市民会館（ハミングホー
ル）

所在：東大和市向原6-1

北多摩西部消防署開署５０周年に伴い、記念式典を実施します。式
典が、火災予防運動の初日であり、多くの市民が参加することから
ポスターや場内アナウンス等で火災予防運動を広報し、市民の火災
予防意識の向上を図ります。

8
北多摩
西部

82 渋谷駅前まちかど消防広報 11月9日(金) 15時00分~16時00分
名称：渋谷駅ハチ公像前広場

所在：渋谷区道玄坂2-1

忠犬ハチ公像へのたすき掛け（火災予防運動表記）、チラシ配布及
び大型街頭ビジョン１４面放映による「まちかど消防広報」を実施
する。

3 渋谷

83 駅前広報 11月10日(土) 8時30分~10時00分
名称：ＪＲ奥多摩駅

所在：奥多摩町氷川210

奥多摩町に登山及びレジャーに訪れる都民に対して、奥多摩防火女
性の会、奥多摩ビジターセンター、警視庁青梅警察署、東京都レン
ジャーと合同で安全登山及び山火事防止を広報する。

9 奥多摩

84 八王子消防体験フェスタ 11月10日(土) 9時30分~12時00分
名称：八王子消防署

所在：八王子市上野町33番地

平成３０年秋の火災予防運動における主要行事として、八王子消防
署庁舎の一部を一般開放し、各種防火防災訓練を体験するコーナー
を設け、消防車や救急車の乗車体験、消防隊の活動展示を通して参
加者の消防行政に対する理解を深め地域防災力を高める機会を提供
する。また、八王子市消防団音楽隊の協力を得てミニコンサートを
実施し、幅広い年代層が楽しめるイベントを実施します。

9 八王子

85 はたらく消防の写生会表彰式 11月10日(土) 10時00分~12時00分

名称：本所都民防災教育センター(本
所防災館５階）

所在：墨田区横川4-6-6

第６８回はたらく消防写生会の入賞者に対し表彰式を実施する。
出席者　入賞者児童　１１２名　保護者約２００名

7 本所



86 猪方出張所庁舎公開 11月10日(土) 10時00分~12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

車両展示、ミニ防火衣着装体験、電動消防ミニカー乗車体験、放水
体験等

8 狛江

87
消防ふれあいまつり～開放！小
平消防署～

11月10日(土) 10時00分~14時00分
名称：小平消防署

所在：小平市仲町21

小平消防署を一般開放し、はしご車搭乗体験、放水体験、ミニ防火
衣の着装体験などのコーナーを設け、楽しく体験していただきなが
ら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。

8 小平

88 消防体験フェア 11月10日(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

宮園出張所を一般開放し、ポンプ車搭乗体験、ミニ防火衣着装体
験、消火器体験、応急救護等のコーナーを設ける。

4 中野

89 庁舎開放（防火防災フェア） 11月10日(土) 10時00分~14時00分

名称：大和出張所、鷺宮出張所

所在：中野区大和町2-2-15、中野区鷺
宮5-24-25

ミニ防火衣の着装、ポンプ車の乗車体験及び応急救護訓練、初期消
火訓練等の防火防災訓練を行うなど体験型の庁舎開放を２か所同時
に開催する。

4 野方

90
武蔵野の森公園「防災フェス
タ」における消防広報

11月10日(土) 10時30分~15時00分

名称：武蔵野の森公園　大芝生広場周
辺

所在：朝日町3-5-12

来場者に対し防火防災訓練を実施する。その他、火災予防運動の周
知、広報展示ブースの解開設及び車両の展示等を実施する。

8 府中

91
本田消防署　奥戸出張所庁舎開
放

11月10日(土) 10時00分~15時00分
名称：本田消防署　奥戸出張所庁

所在：葛飾区奥戸8-10ｰ9

１　ミニ防火衣着装、ポンプ乗車体験、実験コーナー
２　家具類の転倒・落下・移動防止対策、「＃７１１９」の周知

7 本田

92 ＶＲ災害体験車 11月10日(土) 14時00分~15時30分
名称：まろにえ富士見通り（路上）

所在：東久留米市本町3-2

１１月１０日・１１日に開催される、東久留米市民みんなのまつり
に参加し、ＶＲ災害体験及び初期消火訓練を実施する。

8
東久留
米

93 深井戸を活用した防災訓練 11月10日(土) 時間調整中
名称：練馬区立南大泉地区区民館

所在：練馬区南大泉2-10-16

本年３月に設置された震災対策用水利（深井戸）の概要及び活用要
領について、区民館職員及び地域住民に対して周知するとともに、
深井戸を活用した放水訓練を実施する。

10 石神井

94 消防フェスティバル
11月10日(土)
    11日(日)

9時00分~16時00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

第5７回市民産業まつりで本町出張所敷地内に広報ブースを設定
し、防火女性の会、災害時支援ボランティア、消防少年団の支援に
よる市民の防火防災の高揚を図る。

8 東村山

95 日野市産業まつり消防広報
11月10日(土)
    11日(日)

10時00分~15時00分

名称：日野市民の森ふれあいホール及
び駐車場

所在：日野市日野本町6-1-3

日野市主催による「日野市産業まつり」において実施する消防広報
で、起震車やキュータも活用するとともに、１０日には当庁音楽
隊、カラーガーズ隊による演技演奏も行われ、多数の来場者に対し
て効果的な広報を実施する。

9 日野

96
西東京市民まつり消防ふれあい
コーナー

11月10日(土)
    11日(日)

各日10時00分~15時30
分

名称：西東京いこいの森公園

所在：西東京市緑町三丁目2番

西東京市民まつり来場者にＶＲ体験車で火災の疑似体験してもらう
ことで防災意識の向上を図る。また、会場内に消防ふれあいコー
ナーを設置し、初期消火、ＡＥＤ取扱い、煙体験、通報の各種訓練
を実施してもらうことで、防災への関心を持ってもらう。

8 西東京

97 あきる野市産業祭
11月10日(土)
    11日(日)

10時00分~16時00分(11
日は9時~)

名称：都立秋留台公園

所在：あきる野市二宮673-1

あきる野市内外から多くの来場者が訪れるあきる野市産業祭会場に
おいて、消防ＰＲコーナーを開設し、火災予防、家具転対策、救急
相談センター等について広報活動を行う。

9 秋川

98 消防ふれあい広場
11月10日(土)
    11日(日)

10時00分~16時00分
名称：昭島市民会館駐車場

所在：昭島市つつじヶ丘3-7

昭島市産業まつり会場において、身近な電気製品等からの火災予防
の呼びかけ、救急相談センター等の周知、まちかど防災訓練の実施
の働きかけ、家具類の転倒・落下・移動防止対策の推進を図る。

8 昭島

99 防災コンクール 11月11日(日) 9時00分~12時00分
名称：文京総合体育館

所在：文京区本郷7-1-2

町会・自治会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。３名１組のチーム対抗で、震災発生時の対応や消火
器での消火、応急手当などを楽しんで身につける。

5 本郷

100 五町会合同防火防災訓練 11月11日(日) 9時00分~12時00分
名称：多摩市立聖ヶ丘中学校

所在：多摩市聖ヶ丘二丁目17番地

聖ヶ丘中学校を避難所とする五町会３００名が参加する防災訓練。
初期消火訓練、ＡＥＤ訓練、応急救護訓練、炊き出し訓練等を実施
することで、災害時に町会が相互に協力体制を構築することを図
る。

9 多摩

101 はたらく消防の写生会 11月11日(日) 9時10分~12時30分
名称：本所防災館

所在：墨田区横川4-6-6

第６８回はたらく消防の写生会において入賞した児童１２５名に対
して表彰式を行い表彰する。

7 向島

102 はたらく消防の写生会表彰式 11月11日(日)
9時30分~11時30分(時

間は調整中)

名称：臨港消防署

所在：中央区晴海5-1-27

はたらく消防の写生会入賞者に対し、表彰式を実施するとともに庁
舎裏庭にて各種訓練を実施することで若年層に対する防火防災意識
の向上を図る。

1 臨港

103 出向き型防災訓練 11月11日(日) 10時00分~12時00分
名称：今寺４丁目運動場

所在：青梅市今寺4-10

かすみフードフェスティバル会場での出向き型防災訓練（ＢＦＣ活
動を含む。）

9 青梅

104 防火防災コンクール 11月11日(日) 10時00分~12時00分
名称：北区立なでしこ小学校

所在：北区志茂1-34-17

町会・自治会の代表者等が初期消火、応急救護等の技術を競い合う
ことで、防火防災行動力の向上を図る。

5 赤羽

105 竹丘地域防災交流会 11月11日(日) 10時00分~15時00分

名称：竹丘緑地公園

所在：清瀬市竹丘2-7ｰ4

地域住民の交流会にて、消防広報、応急救護訓練、初期消火訓練、
はしご車搭乗体験等を実施する。

8 清瀬

106

やぐちファイヤープリベンショ
ンキャンペーンこども消防体験
ｉｎ東急プラザ蒲田「かまたえ
ん」

11月11日(日) 11時00分~15時00分

名称：東急プラザ蒲田屋上「かまたえ
ん」及び蒲田駅西口広場

所在：大田区西蒲田7-69-1

蒲田駅西口広場及び商業施設に来場された子育て世代等に対し火災
予防広報を実施する。

2 矢口

107 ２０１８キラリ☆まちだ祭 11月11日(日) 11時00分~16時00分
名称：原町田大通り

所在：町田市原町田6-4付近

ＪＲ町田駅前の原町田大通りで行われるイベントに広報ブースを出
し、火災予防広報を実施する。

9 町田



108
消防ＤＡＹ（はたらく消防の写
生会表彰式）

11月11日(日) 13時00分~16時00分

名称：成城大学澤柳記念講堂と講堂前
広場

所在：世田谷区成城6-1-20

管内の小学校16校、約2000名が参加した「はたらく消防の写生会」
の入賞児童に対する表彰式を開催するとともに「消防ＤＡＹ
（親子で楽しく学べる体験型防火防災訓練）」を開催する。講堂内
では、表彰式典の他、成城大学レストロ・アルモニコ管弦楽団の演
奏会、成城消防少年団による防災絵本「ガタガタ村の大なまず」の
朗読会など。講堂前広場ではＶＲ防災体験車やまちかど防災訓練
車、各種防火防災訓練コーナーを実施する。

3 成城

109 はたらく消防の写生会表彰式 11月11日(日)
第一部 13時00分
第二部 14時30分

名称：日本体育大学所在：世田谷区深
沢7-1ｰ1

平成３０年上半期に実施した「はたらく消防の写生会」の入賞者に
対して、表彰式を実施する。

3 玉川

110
はたらく消防の写生会表彰式及
び防火防災訓練

11月11日(日) 13時30分~15時30分
名称：北区立王子小学校体育館

所在：北区王子2-7-1

はたらく消防の写生会入賞者（約８８名）に対する表彰式とその保
護者等に対する防火防災訓練等の実施

5 王子

111 はたらく消防の写生会表彰式 11月11日(日) 13時00分~16時30分
名称：学校法人　成蹊学園

所在：武蔵野市吉祥寺北町3-3-1

学校法人成蹊学園において、武蔵野芸術専門学校の校長をお招き
し、第６８回はたらく消防写生会表彰式を実施する。また、消防広
報コーナー、車両展示、防火防災体験コーナーを開設して、親子で
火災予防への参画意識の助長や防災意識の高揚を図る。

8 武蔵野

112 ファイヤーマンパレード 11月11日(日) 14時35分~15時40分

名称：まろにえ富士見通り（路上）

所在：東久留米市本町1-4から東久留
米市本町3-2まで

１１月１０日・１１日に開催される、東久留米市民みんなのまつり
に参加し、各関係団体と連携し消防車両を含めたパレードを行う。

8
東久留
米

113 自衛消防訓練指導会 11月12日(月) 10時00分~15時00分
名称：神田消防署

所在：千代田区外神田4-14-3

管内事業所で訓練未実施や訓練敷地がなく実訓練ができない事業所
を対象に各訓練を実施する。

1 神田

114 自衛消防訓練 11月12日(月) 10時30分~16時00分
名称：赤坂インターシティAIR所在：
港区赤坂1-8-1

赤坂インターシティAIRの各事業所約5000名に対する自衛消防訓練
及び来場者に対する防火防災訓練を実施する。消火栓を使用した放
水訓練、エレベーター閉じ込め体験訓練、応急救護訓練、起震車体
験、VR防災体験車による訓練等を行う。また、音楽隊による防火防
災コンサートを行い、参加者に対し防火防災意識の普及啓発を図
る。

1 赤坂

115 防火のつどい 11月12日(月) 13時30分~15時00分
名称：和光大学ポプリホール鶴川

所在：町田市能ヶ谷1-2-1

火災予防業務協力者表彰式及びテツandトモによる防火防災お笑い
ライブを実施する。

9 町田

116 防火のつどい 11月12日(月) 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

火災予防業務功労表彰式及び音楽隊によるふれあいコンサートを実
施し防火・防災意識の高揚を図る。

4 新宿

117 防火のつどい 11月12日(月) 13時30分~15時30分
名称：中野サンプラザ

所在：中野区中野4-1-1

火災予防業務に功労のあった方への表彰状伝達と併せ慶應義塾大学
環境情報学部　准教授「大木　聖子」さんを講師で招き、「これか
らの地震防災」と題しての講演会を実施する。

4 中野

118 消防演習 11月12日(月) 14時00分~14時30分
名称：東日本旅客鉄道㈱東京支社

所在：北区東田端2-20-68
テロ災害を想定し、事業所と消防隊が連携した訓練を実施する。 5 滝野川

119 乙種防火管理講習 11月13日(火) 9時30分~12時30分
名称：麻布消防署本署

所在：港区元麻布3-4-42

主に管内事業所で選任予定の４０名を対象とした乙種防火管理講習
の実施

1 麻布

120 総合的な消防演習 11月13日(火) 9時30分~11時30分
名称：セントラルプラザ

所在：新宿区神楽河岸1番1号

飯田橋駅近くの事業所の自衛消防隊と消防隊が連携した消防演習を
実施したのち、消火訓練、応急救護訓練等を実施します。

4 牛込

121 消防演習 11月13日(火) 10時00分~11時00分
名称：三菱鉛筆株式会社新本社ビル

所在：品川区東大井5-23-37
自衛消防訓練による各種訓練を実施後、消防演習を実施する。 2 大井

122 消防あんしん窓口 11月13日(火) 10時00分~12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

光が丘区民センターロビーに消防相談窓口を開設し、光が丘防火女
性の会と協力し火災予防広報を実施する。

10 光が丘

123 自衛消防集合訓練
11月13日(火)
 　~15日(木)

10時00分~16時00分

名称：浅草消防署、浅草橋出張所

所在：台東区駒形1-5-8､台東区浅草橋
3-10-5

自衛消防訓練未実施事業所に対し、初期消火、通報、避難誘導訓練
を指導する。

6 浅草

124 防火のつどい 11月13日(火) 13時00分~15時00分
名称：目黒区民センターホール

所在：目黒区目黒2-4-36

火災予防業務協力者等に対する感謝状の贈呈及び東京音楽大学によ
る防火防災を呼びかけるミニコンサートを開催する。

3 目黒

125 防火のつどい 11月13日(火) 13時20分~15時30分
名称：日本橋公会堂

所在：中央区日本橋蛎殻町1-31-1

１　火災予防業務協力者に対する表彰
２　防火防災講談 出演：講談師 神田 山緑 先生

1 日本橋

126 消防設備士講習会 11月13日(火) 13時30分~15時30分
名称：池袋防災館

所在：豊島区西池袋二丁目37番8号

管内消防設備業に勤務する消防設備士に対する講習（消防用設備の
技術基準の解説、ＶＲ防災体験車による災害疑似体験）

5 池袋

127 防火のつどい 11月13日(火) 13時30分~15時30分

名称：文京シビックセンター（小ホー
ル）

所在：文京区春日1-16-21

東邦音楽大学附属中学・高等学校の生徒による演奏会、火災予防協
力者に対する表彰式を通じて、防火防災意識の高揚を図る。

5 小石川

128 防火のつどい 11月13日(火) 13時30分~15時40分
名称：板橋区立文化会館小ホール

所在：板橋区大山東町51-1

第一部　火災予防業務協力者等に対する表彰式
第二部　防火漫談　講師　ねづっち

10 板橋



129 防火のつどい 11月13日(火) 13時30分~15時00分
名称：葛西区民館

所在：江戸川区中葛西3-10-1

第一部　火災予防業務に協力された個人・団体に感謝状及び表彰状
の贈呈
第二部　毒蝮三太夫氏による防火・防災講演

7

130 防火防災のつどい 11月13日(火) 13時30分~15時20分
名称：北区赤羽会館講堂

所在：北区赤羽南1-13-1

第一部　表彰式（火災予防業務協力者等に感謝状の贈呈及び表彰状
の授与を行う。）
第二部　防火講演会（プロレスラーの蝶野正洋さんによる防火講演
会を実施し、火災予防を呼びかける。）

5 赤羽

131 防火のつどい 11月13日(水) 13時30分~15時30分

名称：ベルサール汐留（住友不動産汐
留浜離宮ビル２階）

所在：中央区銀座8-21-1

第１部　火災予防業務協力者に対する表彰式
第２部　防火講演（落語）　桂雀々さんによる落語

1 京橋

132 防火のつどい 11月13日(火) 14時00分~16時00分
名称：高輪区民センターホール

所在：港区高輪1-16-25

第１部　火災予防業務協力者等表彰式

第２部　フリーアナウンサー　寺島　尚正氏による防火防災講演会

1 高輪

133 防火のつどい 11月13日(火) 14時50分~16時30分
名称：いきいきプラザ一番町

所在：千代田区一番町12
火災予防運動表彰式及び外部講師による防火防災講演会 1 麹町

134 消防設備業実務講習会 11月13日(火) 19時00分~20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

東村山消防署へ消防設備業の届出をしている消防設備業者に対し
て、最新の消防法令の動向及び実務上の留意事項等について教養及
び情報提供する。

8 東村山

135
高齢者福祉施設に対する自衛消
防集合訓練

11月14日(水) 9時00分~16時30分
名称：成城消防署

所在：世田谷区成城1-21-14

管内の老人ホームからデイサービスまで各種の高齢者福祉施設を中
心に呼びかけ、高齢者福祉施設の夜間帯など従業員が少ない時間帯
を葬礼した自衛消防訓練ができるように各種消防用設備を設営し、
自由に好きな時間に訓練ができるよう会場を開放して、指導係員を
配置した集合訓練を開催する。

3 成城

136 青梅市役所消防演習 11月14日(水) 9時30分~10時30分
名称：青梅市役所

所在：青梅市東青梅1-11

自衛消防隊及び消防隊が連携した消防演習を実施する。また、自衛
消防審査会優勝隊の操法展示を行う。

9 青梅

137 ＪＲ浅草橋駅広報活動 11月14日(水) 9時30分~11時30分
名称：ＪＲ浅草橋駅構内

所在：浅草橋1-18-11

火災予防運動における街頭広報活動として、浅草橋管内で最も人通
りの多いＪＲ浅草橋駅の協力のもと、駅利用者及び外国人観光客並
びに地域住民に対し、秋の火災予防運動並びに日本滞在時の火災予
防を広く呼びかけるもの。

6 浅草

138
信濃町地域防災コミュニティー
防火防災訓練及び消防演習

11月14日(水) 10時00分~10時35分
名称：創価学会本部第５駐車場

所在：新宿区信濃町22

一日消防署長に信濃町町会長を迎え、信濃町町会及び周辺事業所が
連携し、消防署・防災機関が一体となって、訓練・消防演習を実施
する。

4 四谷

139
新宿アイランド消防演習・一日
消防署長

11月14日(水) 10時30分~11時30分
名称：新宿アイランドタワー

所在：新宿区西新宿6-5-1

多数の人が集まる特定複合用途対象物において、大規模災害発生時
の対応訓練を実施し、広く都民に火災予防を訴える。自衛消防隊と
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。
　煙体験、初期消火訓練等を実施する。
　新宿区出身の三井梨紗子さんに一日消防署長を務めてもらう。

4 新宿

140 消防演習 11月14日(水) 12時15分~14時15分
名称：東京工業大学

所在：大田区石川町1-31
消防演習及び消防広報活動 2

田園調
布

141 第４８回町ぐるみ総合防災訓練 11月14日(水) 13時00分~14時30分
名称：堀留児童公園

所在：中央区日本橋堀留町1-1

・堀留地区４町会と、東京織物卸商防災協力会関連事業所が連携し
た総合防災訓練の実施
・消防広報の実施

1 日本橋

142
宿泊施設関係者に対する防火防
災管理講習会

11月14日(水) 14時00分~15時00分
名称：神田消防署

所在：千代田区外神田4-14-3

神田旅館組合に所属する宿泊施設の関係者に対し、宿泊施設での火
災事例その他を説明し、防火防災管理に関する意識の高揚を図る。

1 神田

143 防火のつどい 11月14日(水) 13時30分~15時00分
名称：国際連合大学本部

所在：渋谷区神宮前5-53-70

防火防災功労者の表彰及び漫才コンビ「ロケット団」による防火防
災漫才を実施する。

3 渋谷

144 消防演習 11月14日(水)
14時30分~15時00分(変

更の可能性あり)

名称：新橋演舞場

所在：中央区銀座6-18-2

新派俳優　喜多村緑郎さんを一日消防署長に迎えて、消防演習を実
施します。

1 京橋

145 防火のつどい 11月14日(水) 13時30分~15時20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

火災予防業務功労者等表彰式
上野学園大学講師、学生及び卒業生によるコンサート

6 上野

146 防火のつどい 11月14日(水) 13時30分~15時30分
名称：ゲートシティ大崎

所在：品川区大崎1-11-1

第一部　火災予防功労者表彰式
第二部　防火防災講演会　紙芝居師・さるびあ亭かーこ氏による防
火防災講演

2 品川

147 防火のつどい 11月14日(水) 13時30分~15時30分
名称：大田文化の森

所在：大田区中央2-10-1

火災予防業務協力者等に対する表彰及び「森の音楽会」（コンサー
ト）を通じて、地域の防火防災意識の高揚を図る。

2 大森

148 防火のつどい 11月14日(水) 13時30分~15時30分

名称：区立南大塚地域文化創造館ホー
ル

所在：豊島区南大塚二丁目36番1号

第１部「火災予防業務協力者に対する表彰式」
第２部「東京音楽大学学生による防火演奏会」

5 豊島

149
下町人情火災予防フェアｉｎ南
千住

11月14日(水) 14時00分~15時30分

名称：イトーヨーカ堂食品館三ノ輪店
前

所在：荒川区南千住1-9-1

駐車場で車両展示等を行い、荒川区社会福祉協議会、事業所、荒川
防火防災協会女性部と連携し、火災予防及び政策広報を実施するこ
とにより、広く地域住民の防火防災意識の普及啓発を図る。
地域の防火安全体制の強化に伴う協定に基づく商店街の飲食店等に
火気指導を行う。

6 荒川



150 防火のつどい 11月14日(水) 14時00分~16時00分
名称：大田区産業プラザＰｉＯ

所在：大田区南蒲田1-20-20

第一部 火災予防業務功労者に対する表彰式
第二部 防火・防災講演会 寺田 理恵子氏による講演会

2 蒲田

151 集合型自衛消防訓練 11月14日()水 14時00分~16時00分
名称：北千住駅南口コンコース

所在：足立区千住旭町42

北千住駅周辺に所在し、法令に基づき年２回以上自衛消防訓練が実
施されていない特定用途の事業所に対する訓練。なお、オープン参
加も受け付ける。

6 千住

152 出前防災訓練 11月15日(木) 9時00分~12時00分
名称：マルエツ保谷住吉店

所在：西東京市住吉町六丁目1番28号

マルエツ保谷住吉店の駐車場に訓練場所を設置し、来店した方々等
に初期消火訓練を実施してもらい消火器の使用方法を覚えてもら
う。

8 西東京

153 自衛消防サポート訓練 11月15日(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

自衛消防訓練未実施等の事業所に対し、消火器・屋内消火栓・自動
火災報知設備等の取扱訓練を実施する。

6 日本堤

154
不動産業者等に対する消防関係
法令説明会

11月15日(木) 10時00分~11時00分
名称：野方消防署３階防災教室

所在：中野区丸山2-21-1

管内の不動産業者等の従業員を対象に、テナント入居時の消防関係
法令の適用等を周知し、円滑なテナントの入れ替えを図るために、
集合教養を消防署にて実施する。

4 野方

155 消防演習及び防災訓練 11月15日(木) 11時30分~12時50分
名称：首都大学東京日野キャンパス

所在：日野市旭が丘6-6

首都大学東京日野キャンパスの自衛消防隊と消防隊との連携した消
防演習を実施する。また、在学生や周辺住民を対象に消火や起震車
などの防災訓練も実施する。

9 日野

156 防火のつどい 11月15日(木) 13時00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

・火災予防功労者等に対する表彰式
・落語家の三遊亭歌武蔵さんによる火災予防講話

4 荻窪

157 ふれあい防火防災のつどい 11月15日(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1-8-9

火災予防業務功労者等への表彰を実施し、その後、危機管理アドバ
イザー国崎信江氏による防火防災講演を実施する。

1 臨港

158 防火のつどい 11月15日(木) 13時30分~16時00分
名称：ムーブ町屋　ムーブホール

所在：荒川区荒川七丁目50番9号

第１部　火災予防業務協力表彰式
第２部　防火防災講演会
第３部　お楽しみ抽選会

6 尾久

159 防火のつどい 11月15日(木) 13時30分~15時30分

名称：ル・シーニュ　５・６階バルト
ホール

所在：府中市宮町1-100

火災予防業務協力者等に対する表彰式及び火災予防マジックショー
を実施し、市民に対して防火防災意識の高揚及び政策広報の周知を
図る。

8 府中

160 三愛石油　消防演習 11月15日(木) 14時00分~15時10分

名称：三愛石油株式会社・羽田支社貯
油基地

所在：大田区羽田空港3-7-1

三愛石油株式会社の自衛消防隊と消防隊との連携訓練を実施する。
（一般公開不可）

2 蒲田

161 防火防災のつどい 11月15日(木) 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

第一部（１４時００分～１４時５０分）火災予防業務協力功労者に
対する表彰式
第二部（１５時００分～１６時００分）東京消防庁音楽隊・カラー
ガーズ隊による火災予防コンサート

4 杉並

162 本郷防火のつどい 11月15日(木) 14時00分~16時30分
名称：文化シヤッターBXホール

所在：文京区西片1-17-3

火災予防業務協力者等に対する表彰式及び防火講演会、防火演奏会
を実施。
防火講演会：順天堂大学医学部池田講師による講話
防火演奏会：尚美ミュージカルカレッジ専門学校によるジャズ演奏
会

5 本郷

163 消防演習 11月15日(木) 18時00分~18時30分
名称：深大寺周辺

所在：調布市深大寺元町5-15-1

深大寺周辺のそば店が出火したとの想定のもと、深大寺そば組合自
衛消防隊、調布市消防団及び調布消防署隊と連携した夜間演習

8 調布

164 アメ横商店街消防演習 11月16日(金) 9時00分~9時30分
名称：アメ横商店街

所在：台東区上野6-4

アメ横商店街、アメ横センタービル及びＪＲ都市開発等と連携した
消防演習

6 上野

165 消防演習 11月16日(金) 9時00分~9時45分
名称：ポンテポルタ千住

所在：足立区千住橋戸町1-13
事業所、消防隊、消防団が連携した消防活動演技 6 千住

166 火災予防運動に伴う消防演習 11月16日(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

梯子隊による救出及び消防隊の一斉放水。　　
演習終了後、煙体験及びクンレンダーによる初期消火訓練を実施。

8 三鷹

167 多摩モノまつり２０１８ 11月17日(土) 10時00分~15時00分
名称：多摩モノレール車両基地

所在：立川市泉町1078番地92

多摩都市モノレールが主催する「多摩モノまつり２０１８働く車大
集合」の機会を捉えて、ポンプ自動車を活用した消防広報等を実施
する。

8 立川

168
「第４回スマプラフェスタ２０
１８　わっしょい！」への参加

11月17日(土) 10時00分~15時00分
名称：スマイルプラザ中央町

所在：目黒区中央町2-32-5

障害者福祉施設における地域のイベントに併せて、防火防災指導及
び火災予防広報を実施する。

3 目黒

169 東品川出張所庁舎一般開放 11月17日(土) 11時00分~15時00分
名称：東品川出張所所在：品川区東品
川3-25-11

・消防車両展示・体験乗車
・ミニ消防車の体験乗車
・初期消火体験、煙体験、応急救護体験
・消防隊による演技披露　など

2 品川

170
第６８回はたらく消防の写生会
表彰式

11月17日(土) 13時30分~15時30分

名称：東京理科大学葛飾キャンパス図
書館大ホール

所在：葛飾区新宿六丁目3番1号

第６８回はたらく消防の写生会表彰式、防火防災指導、防火防災体
験、東京都立葛飾総合高等学校吹奏楽部による演奏会を実施する。

7 金町

171
社会福祉施設９施設相互応援協
定合同消防訓練

11月17日(土) 14時00分~15時00分

名称：社会福祉法人多摩大和園　特別
養護老人ホーム　やまと苑

所在：東大和市狭山2-1264-4

管内の社会福祉施設９施設の災害活動相互応援協定に基づく、災害
時の自衛消防活動を通して協定内容を確認します。さらに、各施設
の火災予防への取組みを話し合っていきます。

8
北多摩
西部

172 はたらく消防の写生会表彰式 11月17日(土) 14時00分~16時00分

名称：豊島消防署３階防災教室及び裏
庭

所在：豊島区東池袋三丁目19番20号

第１部「はたらく消防の写生会優秀作品の児童に対する表彰式」
第２部「児童の父兄や来場者を対象とした防火防災訓練」

5 豊島



173
根津弥生七ヶ町連合会スタンド
パイプ競技会

11月18日(日) 10時00分~12時00分
名称：藍染大通り

所在：文京区根津2-30先

七つの町会が合同で、スタンドパイプによる初期消火、三角巾によ
る応急手当、担架による傷病者の搬送等、動作の正確性とタイム測
定による競技会を実施する。町会、消防団等地域の防災力の担い手
が参加することで、地域防災力の向上を図る。

5 本郷

174
ＧａＲＮe　チャリティフェス
ティバル

11月18日(日) 10時30分~14時00分
名称：小金井自動車学校

所在：小金井市

小金井地域住民と官公署の連携による地域活動の活性化を目的とす
るイベントに消防広報ブースを出展し、防火防災思想の普及啓発を
図るものです。

8 小金井

175 消防ふれあい広場 11月18日(日) 10時30分~15時00分
名称：狛江市民まつり　本町通り会場

所在：狛江市和泉本町1-7

まちかど防災訓練車を活用したを活用した訓練、車両展示、ミニ防
火衣着装体験、電動消防ミニカー乗車体験、防災スタンプラリー
（景品あり）等

8 狛江

176 ギンザ消防セミナー
11月19日(月)
    20日(火)

14時00分~18時00分
名称：京橋消防署　銀座出張所

所在：中央区銀座7-11-17

自衛消防訓練未実施事業所を中心に、銀座出張所を開放した自衛消
防訓練指導を行います。

1 京橋

177 自衛消防訓練指導者講習会 11月20日(火) 14時00分~15時30分
名称：玉川消防署

所在：世田谷区中町3-1ｰ19

高齢者福祉施設等の防火管理者を対象とした自衛消防訓練指導者講
習会を実施します。

3 玉川

178
社会福祉施設相互応援協定訓練
及び連絡会

11月20日(火) 14時00分~16時00分
名称：ニチイホーム西武柳沢

所在：西東京市柳沢5-2-3

災害時の応援協定を結んでいる西東京市内の社会福祉施設（３５施
設）の中が輪番で、火災予防運動期間の前後に本協定に基づく年２
回の経緯訓練と連絡会を行っているものである。定期訓練では、地
震と火災を想定した自衛消防訓練、総合応援に関する連絡訓練、施
設利用者の受け入れ訓練を実施し、連絡会においては、社会福祉施
設における自衛消防に関係した議題について議論するなど、各種知
識や行動力の向上に努めている。

8 西東京

179
金町消防署・警視庁亀有警察署
テロ災害対応訓練

11月22日(木)

テロ災害対応訓練
10時00分~11時00分

防火防災訓練
11時30分~16時00分

名称：金町駅前団地広場

所在：葛飾区東金町1丁目36番

亀有警察署と合同でテロ災害を想定した訓練を実施する。訓練終了
後、ＶＲ防災体験車を活用し、実践的な防火防災訓練を実施する。
※時間は変更になる場合があります。

7 金町

180
事業所と町会が連携したまちか
ど防火防災訓練

11月21日(水) 13時30分~15時30分
名称：株式会社ヤマザキ物流敷地

所在：清瀬市旭が丘1-255-3

事業所の自衛消防訓練と合わせ、近隣町会および付近住民と連携し
て防火防災訓練を実施する。

8 清瀬

181
日通自動車学校における消防広
報活動

11月23日(金) 10時00分~14時00分
名称：日通自動車学校所在：杉並区宮
前5-15-1

実施場所で行われるフリーマーケットにおいて広報ブースの出展を
することにより、参加事業所及び来場者に対する防火・防災意識の
向上を図る。

4 荻窪

182 fire fes 小金井 11月25日(日) 11時00分~15時00分

名称：武藏小金井駅南口駅前　フェス
ティバルコート

所在：小金井市本町6-14付近

小金井消防署開署２０周年を迎えるにあたり、これまでの間、ご支
援ご協力をいただいている市民のみなさんに感謝の気持ちを表すイ
ベントを開催し、併せて防火防災思想の普及啓発を図るものです。

8 小金井

183 消防演習 11月27日(火) 10時00分~10時30分
名称：品川駅

所在：港区高輪3-26-27

駅ホームで多数傷病者が発生した想定の訓練。消防隊は駅職員と協
力し、駅構内まで傷病者を搬送し、救護所の設定及びトリアージを
実施する。

1 高輪

184 昭島消防２０周年感謝祭 12月1日(土) 11時00分~14時00分
名称：昭島消防署

所在：昭島市松原町1-14-1

昭島消防署開署２０周年に併せて、地域住民の方々に消防に対する
理解を深めてもらえるよう、庁舎を一般公開し、体験・展示や消防
隊の演技を披露する。
体験：VR防災体験車・まちかど防災訓練車による初期消火訓練・は
しご車搭乗・防火衣着装、展示：消防車両・震災用品・はたらく消
防の写生会受賞作品、見学：消防演技（救出救護）、広報：「まち
かど防災訓練」「家具類の転倒・落下・移動防止対策」、「救急相
談センター♯７１１９」、「東京版救急受診ガイド」他

8 昭島

185
外国人旅行者及び外国人居住者
に対する消防ＰＲ

期間中

名称：東京日暮里繊維卸協同組合加盟
店

所在：荒川区東日暮里5-33-10

外国人旅行者及び外国人居住者を対象として、東京日暮里繊維卸協
同組合と連携し、各店舗に多言語表記した火災予防リーフレットを
置き、買い物に訪れた外国人に対し防火防災意識の普及啓発を図
る。

6 荒川

186 まちかど防災訓練 期間中 管内全域所在
防火防災診断等の機会に消火器、スタンドパイプ等の消火資器材を
使用した「まちかど防災訓練」を実施し、地域の実情及び訓練参加
者の技量に適した実戦的な「まちかど防災訓練」を推進する。

2 蒲田

187 自衛消防訓練及び防火管理指導 期間中 管内の京王線駅周辺
自衛消防訓練未実施事業所に対する訓練指導及び防火管理者選任指
導

8 調布

188 まちぐるみ一斉火の用心
期間中及びその

前後
向島消防署管内

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。

7 向島
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