
別　　表

番号 行事種別 月日 曜日 時　　　間
場　所　名　称
所　在　地

内　　　　　容 所属名

１ 消防演習 １月１８日 金 １０時００分～１１時００分
長命寺

清瀬市下清戸２－４７０

文化財防火デーに伴い、指定文化財である「薬師如来立像」を所
有する長命寺において消防演習を実施し、防火思想の普及啓発
を図るもの。

清瀬

２ 消防警戒 １月１９日 土 ８時００分～１１時００分
奥氷川神社

奥多摩町氷川１７８
奥氷川神社で行われる伝統行事「やぶさめ」に際して消防特別警
戒を実施する。

奥多摩

３ 消防演習 １月１９日 土 ９時３０分～１１時００分
奥氷川神社

奥多摩町氷川１７８
奥氷川神社（文化財）に対する、防火防災意識の普及啓発を目的
として、防災ボランティアと合同で消防演習を実施する。

奥多摩

４
消防演習

自衛消防訓練
１月１９日 土 １０時００分～１０時２０分

一之江名主屋敷
江戸川区春江町２－２１－２０

未定 江戸川

５ 消防演習 １月２０日 日 ９時００分～１０時００分
豊鹿嶋神社

東大和市芋窪１－２０６７

演習は「参拝者のたばこの不始末により、境内の落ち葉に着火し、
さらに、強風により神社本殿方向に延焼拡大した。宮司及び氏子
数名により消火を試みたが、火勢が強く消火できなかった。」という
想定で行われ、神社の自衛消防隊が文化財を搬出します。最後
には東大和市消防団と消防隊が連携した一斉放水が行われま
す。

北多摩西部

６ 消防演習 １月２１日 月 １０時００分～１０時３０分
啓明学園　北泉寮

昭島市拝島町５－１１－１５
文化財を守る防火安全等に関する協定に基づく自治会等との連
携訓練及び消防演習を実施

昭島

７ 消防演習 １月２２日 火 ９時００分～９時４０分
金龍山浅草寺

台東区浅草２－３－１

浅草寺自衛消防隊、浅草神社自衛消防隊、近隣町会、災害時支
援ボランティア、消防団及び消防隊が連携し、消防演習を実施す
る。
各新聞社等にも案内を出し、広く都民等に文化財愛護に関する意
識の普及と防災意識の高揚を図る。

日本堤

８ 自衛消防訓練 １月２２日 火 １０時００分～１０時４５分
北区ふるさと農家体験館
北区赤羽西５－２－３４

北区有形文化財に指定されている対象物において、自衛消防訓
練（避難訓練・初期消火訓練・通報訓練等）を実施し、関係者の防
火管理体制の充実強化を図る。

赤羽

９
消防演習

自衛消防訓練
１月２２日 火 １０時００分～１１時００分

成田山東京別院深川不動堂
江東区富岡１－１７－１３

文化財施設において火災が発生した想定で、自衛消防隊による１
１９番通報・初期消火・避難誘導等を実施し、その後消防隊が到着
し消火活動及び一斉放水を実施する。

深川

１０ 消防演習 １月２３日 水 ９時３０分～１０時１０分
御穂鹿嶋神社
港区芝４－１５－１

消防演習を実施予定。 芝



番号 行事種別 月日 曜日 時　　　間
場　所　名　称
所　在　地

内　　　　　容 所属名

１１
消防演習

自衛消防訓練
１月２３日 水 １０時００分～１０時３０分

自由学園明日館
豊島区西池袋２－３１－３

重要文化財における消防演習及び自衛消防訓練を実施する。 池袋

１２ 消防演習 １月２３日 水 １０時００分～１０時３０分
寛永寺根本中堂

台東区上野桜木１－１４－１１
消防演習実施後、職員に対する応急救護訓練（ＡＥＤ）を行う。 上野

１３ 消防演習 １月２３日 水 １０時００分～１０時３０分
真照寺

八王子市川町４９３－２
文化財防火デーに伴う消防演習を実施する。 八王子

１４ 消防演習 １月２３日 水 １０時００分～１１時３０分
吉祥寺

文京区本駒込３－１９－１７
区指定の文化財である吉祥寺の本堂から出火した想定で、自衛
消防隊と連携した消防演習を実施する。

本郷

１５ 消防演習 １月２３日 水 １０時００分～１２時００分
明王山　宝仙寺

中野区中央２－３３－３

消防演習（消防隊、消防団、自衛消防隊、町会消火班、災害時支
援ボランティア）を実施後、寺院境内において防火防災訓練（VR
防災体験車、まちかど防災訓練車）を実施する。

中野

１６
消防演習

自衛消防訓練
１月２３日 水 １４時００分～１５時００分

浄土宗明顕山　祐天寺
目黒区中目黒５－２４－５３

祐天寺本堂から出火した想定で、祐天寺自衛消防隊、目黒消防
署及び目黒消防団が連携した消防演習を実施する。
自衛消防隊の活動（発見・通報・初期消火・避難誘導等）、消防
隊、消防団による一斉放水を実施する。

目黒

１７ 消防演習 １月２４日 木 ９時３０分～１０時００分
徳本寺

台東区西浅草１－３－１１

管内の文化財を火災、地震その他の災害から守るため、文化財の
所有者、管理者その他の関係者及び文化財施設の周辺住民に対
して防火防災体制の充実強化を呼びかけるとともに、管内住民の
文化財愛護に関する意識の普及と防火防災意識の高揚を図る。

浅草

１８ 消防演習 １月２４日 木 １０時００分
池上本門寺

大田区池上１－１－１

五重塔から出火したとの想定で、池上本門寺自衛消防隊、災害時
支援ボランティア、消防団及び消防隊による消防演習を実施す
る。

大森

１９ 消防演習 １月２４日 木 １０時００分～１０時３０分
護国寺

文京区大塚５－４０－１

文化財関係者に対して防火防災体制の充実強化を図るよう呼び
掛け、マスコミを通じて都民等に広報を行うことにより、文化財愛護
に関する意識の普及と防火防災意識の高揚を図る。

小石川

２０ 消防演習 １月２４日 木 １０時００分～１０時３０分
養玉院如来寺

品川区西大井５－２２－２５

品川区指定文化財「如来堂」を有する寺院の本堂から出火を想定
した消防演習。消防職員、消防団員、市民消火隊、自衛消防隊が
連携して活動する。

大井
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２１ 消防演習 １月２４日 木 １０時００分～１０時３０分
密蔵院

大田区田園調布南２４－１８
消防隊、消防団、自衛消防隊、市民消火隊及び災害時支援ボラ
ンティアが連携した消防演習を実施する。

田園調布

２２
消防演習

自衛消防訓練
１月２４日 木 １０時００分～１０時３０分

萬昌院功運寺
中野区上高田４－１４－１

功運寺の職員と消防隊が連携した活動を行います。 野方

２３ 消防演習 １月２４日 木 １０時００分～１０時３０分
豊玉氷川神社

練馬区豊玉南２－１５－１５

自衛消防隊、消防団、災害時支援ボランティア、町会等と連携した
消防演習を実施します。広報活動としては、区広報誌、署ホーム
ページ、管内事業所でのテレビ広報、地域新聞やJ－COMに事前
広報を行っての広報活動を実施します。

練馬

２４
消防演習

自衛消防訓練
１月２４日 木 １０時００分～１０時４０分

日蓮宗西中山　妙福寺
練馬区南大泉５－６－５６

文化財施設関係者と連携し、災害対応能力の向上を目的とした消
防演習及び自衛消防訓練を実施する。消防団、災害時支援ボラ
ンティア及び近隣町会も参加予定。

石神井

２５
消防演習

自衛消防訓練
１月２４日 木 １０時００分～１１時００分

乗連寺
板橋区赤塚５－２８－３

演習において、自衛消防隊と消防隊・消防団らと連携した実践的
な自衛消防訓練を行い、文化財の実態に応じた火災・震災対策な
どの防火管理指導を行う。

志村

２６ 消防演習 １月２４日 木 １０時００分～１１時００分
大松氷川神社

練馬区北町８－２２

消防演習の実施（自衛消防訓練を同時に実施）により、演習対象
物関係者及び付近住民等の火災予防意識の高揚を図ると同時
に、文化財防火に係る広報を行う。

光が丘

２７ 消防演習 １月２４日 木 １０時００分～１１時００分
石浜神社

荒川区南千住３－２８－５８
管内の文化財対象物（建築物）において、自衛消防隊、消防団、
消防隊が連携した消防演習を実施する。

荒川

２８
消防演習

自衛消防訓練
１月２４日 木 １０時００分～１１時００分

塩船観音寺
青梅市塩船１９４

千三百年を超える歴史ある寺院において、火災を想定し、塩船観
音寺自衛消防隊による自衛消防活動及び重要文化財の搬出を行
う。その後、消防隊、青梅市消防団並びに自衛消防隊が連携した
消防演習を行う。

青梅

２９ 消防演習 １月２４日 木 調整中
九品仏淨真寺

世田谷区奥沢７－４１－３
消防隊、自衛消防隊、消防団、区民消火隊及び災害支援ボラン
ティアが連携した大隊消防演習を行う。

玉川

３０ 消防演習 １月２５日 金 ９時００分～１０時００分
高幡山明王院金剛寺
日野市高幡７３３

関東三大不動の一つとして挙げられ伝統と格式のある高幡不動尊
において、文化財関係者のみならず、近隣の商店会関係者の積
極的な参加、そして災害時支援ボランティアも加わり、文化財の保
護、地域の防災行動力の向上を目的とした実効的かつ実戦的な
消防演習を実施する。

日野
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３１ 消防演習 １月２５日 金 ９時２０分～９時５０分
帝釈天　題経寺

葛飾区柴又７－１０－３

女優の小室安未さんを一日消防署長に、お笑い芸人の野口寅次
郎さんをバケツ消火隊長に迎え、自衛消防隊、金町消防団、市民
消火隊等を連携した消防演習を実施する。

金町

３２ 消防演習 １月２５日 金 ９時３０分～１０時００分
次太夫堀公園民家園

世田谷区喜多見５－２７－１４

旧城田家住宅主屋、旧秋山家住宅土蔵、旧安藤家住宅、旧谷岡
家表門などの名家屋敷を移築、消防小屋や水田を復元し、江戸
時代後期から明治時代初期にかけての農村風景を再現し、囲炉
裏には毎日火がたかれ「生きた農村」をテーマに運営され、来場
者が昔ながら生活や風習を体験できる施設です。民家から出火し
たとの想定で自衛消防隊と消防隊が連携する消防訓練を実施しま
す。

成城

３３ 消防演習 １月２５日 金 ９時３０分～１０時００分
妙法寺

杉並区堀ノ内３－４８－８

消防隊、消防団員、自衛消防隊、災害時支援ボランティア及び地
元町会の区民消火隊と連携した総合訓練を行う。最後に一斉放水
を行う。

杉並

３４ 消防演習 １月２５日 金 １０時００分～１０時２０分
株式会社高島屋日本橋店
中央区日本橋２－４ー１

国指定重要文化財（建造物）で、消防演習及び街頭広報（広報制
作物配布）を実施する。

日本橋

３５
消防演習

自衛消防訓練
１月２５日 金 １０時００分～１０時３０分

井草八幡宮
杉並区善福寺１－３３－１

神社、近隣町会、災害時支援ボランティア、消防団、消防隊が連
携しての総合訓練を実施する。

荻窪

３６ 消防演習 １月２５日 金 １０時００分～１０時３０分
小山八幡神社

品川区荏原７－５－１４
文化財防火デーに伴う消防演習を実施し、文化財周辺の住民の
文化財愛護に関する意識の普及と防火防災意識の高揚を図る。

荏原

３７ 消防演習 １月２５日 金 １０時００分～１０時３０分
法明寺　鬼子母神堂

豊島区雑司が谷３－１５－２０

国の有形重要文化財の法明寺鬼子母神堂から出火したとの想定
で、自衛消防隊、消防隊、消防団、災害時支援ボランティア、町会
が連携した自衛消防訓練及び消防演習を実施する。

豊島

３８ 消防演習 １月２５日 金 １０時００分～１０時３０分
五智山遍照院総持寺
西新井１－１５－１

文化財に対する防火防災意識の高揚を目的として、消防隊、文化
財関係者、消防団及び地域住民が一体となった自衛消防訓練活
動、消防演習を実施する。

西新井

３９ 消防演習 １月２５日 金 １０時００分～１０時３０分
大國魂神社境内
府中市宮町３－１

国指定文化財をはじめ、多くの文化財を抱える大國魂神社におい
て、文化財関係者、自衛消防隊、災害時支援ボランティア及び消
防隊が連携した消防演習を実施する。

府中

４０ 消防演習 １月２５日 金 １０時００分～１０時３０分
浮岳山昌楽院　深大寺

調布市深大寺元町５－１５－１

文化財（深大寺境内）から出火したとの想定で、深大寺院内自衛
消防隊、深大寺自衛消防隊（深大寺そば組合による組織）、防火
女性の会及び調布市消防団等と連携した消防活動を実施する。

調布
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４１ 消防演習 １月２５日 金 １０時００分～１０時４５分
稲荷神社

武蔵野市緑町１－６－５
神宮関係者及び防災ボランティアによる防災訓練と、消防団及び
消防署隊による消防演習を実施する。

武蔵野

４２ 消防演習 １月２５日 金 １０時００分～１１時００分
明治神宮

渋谷区代－木神園町１－１

明治神宮外拝殿の西伺候座付近から出火を想定し消防隊、消防
団、明治神宮自衛消防隊、災害時支援ボランティア及び地域町会
が連携し一斉放水を実施する。
また、消防演習終了後に起震車体験、煙体験ハウス及びチラシ配
布等の広報活動を実施する。

渋谷

４３ 消防演習 １月２５日 金 １０時００分～１１時００分
牛嶋神社

墨田区向島１－４－５

牛嶋神社境内から火災が発生、神社関係者が初期消火を実施す
るも消火不能となり、延焼拡大したという想定で消防演習を実施す
る。

本所

４４
消防演習

自衛消防訓練
１月２５日 金 １０時００分～１１時００分

大沢の里　古民家
三鷹市大沢２－１７－３

消防団と連携し、ポンプ隊１隊、指揮隊１隊により消防演習を実施
し、文化財関係者及び周辺地域住民に対して火災予防対策の推
進を図る。あわせて、文化財施設の自衛消防活動体制の強化を
図る。

三鷹

４５ 消防演習 １月２５日 金 １０時００分～１１時００分
江戸東京たてもの園
小金井市桜町３－７－１

管内の文化財である、江戸東京たてもの園内で消防隊、消防団、
市民消火隊、建物関係者と合同の消防演習（自衛消防訓練）を実
施する。

小金井

４６ 消防演習 １月２５日 金 １０時００分～１１時００分
小平ふるさと村

小平市天神町３－９－１

旧小川家住宅玄関等ほか４棟の小平市指定有形文化財を保有す
る「小平ふるさと村」にて自衛消防隊、消防隊及び消防団が連携し
た消防演習を実施します。

小平

４７ 消防演習 １月２５日 金 １０時００分～１１時００分
臨済宗金剛山正福寺地蔵堂
東村山市野口町４－６－１

正福寺地蔵堂（国宝）において自衛消防訓練及び消防演習（自衛
消防隊及び消防団参加）を実施する。また、消防演習を見学に来
た園児に対し、防火防災教育を推進する。

東村山

４８ 消防演習 １月２５日 金 １０時３０分～１１時００分
安養院

板橋区東新町２－３０－２３

消防演習を通じて、火災発生時における初期消火及び文化財の
運び出しを行い、消防隊、自衛消防隊、災害時支援ボランティア、
消防団が連携して消火活動を実施する。
演習見学者に対し、文化財に対する防火防災意識の高揚を図る
た広報活動を実施する。

板橋

４９ 自衛消防訓練 １月２５日 金 １５時００分～１６時００分
足立区立郷土博物館
足立区大谷田５－２０－１

総合訓練（通報訓練、消火訓練、避難訓練）
同施設内からの出火を想定した自衛消防訓練（総合訓練）を実施
する。足立消防署が訓練に立ち会い指導を行う。訓練を通じて、
同施設職員及び来場者の文化財防火への意識を高める。

足立

５０
消防演習

自衛消防訓練
１月２６日 土 ９時００分～９時４０分

旧前田家本邸　洋館
目黒区駒場４－３－５５

地域の貴重な文化財の保護及び区民等の文化財愛護に関する
意識の普及と防火防災意識の高揚を図るため、自衛消防隊、目黒
消防署及び目黒消防団が連携した消防演習を実施する。
自衛消防隊の活動（発見・通報・初期消火・避難誘導等）、消防
隊、消防団による一斉放水を実施する。

目黒



番号 行事種別 月日 曜日 時　　　間
場　所　名　称
所　在　地

内　　　　　容 所属名

５１ 消防演習 １月２６日 土 ９時３０分～１０時００分
旧多摩聖蹟記念館

多摩市連光寺５－１－１
多摩消防署、多摩市消防団、多摩市役所と連携し消防演習を実
施する。

多摩

５２ 消防演習 １月２６日 土 ９時３０分～１０時３０分
福生院

福生市熊川７１６
火災を想定し、関係者による自衛消防活動及び消防署隊、消防
団隊と連携した消防演習を実施する。

福生

５３ 消防演習 １月２６日 土 １０時００分～１０時４０分
大宮八幡宮

杉並区大宮２－３－１

消防隊、消防団員、自衛消防隊、災害時支援ボランティア及び地
元町会の区民消火隊と連携した総合訓練を行う。最後に一斉放水
を行う。

杉並

５４ 自衛消防訓練 １月２６日 土 １０時００分～１１時００分
氷川神社

北区浮間２－１９－６
当該対象物において自衛消防訓練を通して、施設関係者に対し
火気管理等の指導を行い火災危険要因の排除を図る。

赤羽

５５ 消防演習 １月２６日 土 １０時００分～１１時００分
国分寺薬師堂

国分寺市西元町１－１３－１６

国分寺市、国分寺市消防団、近隣町会・自治会、災害時支援ボラ
ンティア、近隣事業所自衛消防隊等と連携し、国の重要文化財で
ある薬師堂如来坐像及び薬師堂等の建造物を火災から守る消防
演習を実施する。

国分寺

５６ 消防演習 １月２６日 土 １０時３０分～１１時００分
住吉神社

中央区佃１－１－１４

中央区区民文化財を保管している住吉神社にて文化財関係者と
連携し、災害対応能力の向上を目的とした消防演習、防災訓練及
び自衛消防訓練を実施する。消防演習では自衛消防組織、町会・
自治会関係者、災害時支援ボランティア及び消防団と消防隊が連
携を図り、文化財関係者自衛消防体制及び地域の共助体制の充
実強化並びに公設消防隊との連携要領の確認を実施する。

臨港

５７
自衛消防訓練
防災訓練

１月２６日 土 １０時３０分～１１時００分
国営昭和記念公園　こもれびの

里
立川市緑町３１７３

国営昭和記念公園内に存する「昭和　武蔵野　農業」をテーマと
する「こもれびの里」の移築茅葺き屋根古民家において、自衛消
防隊とボランティアスタッフによる自衛消防訓練を実施することで、
文化財に関する防火防災意識の高揚を図る。

立川

５８ 消防演習 １月２７日 日 ９時００分～１０時００分
圓成寺

町田市鶴間５－１７－１
消防署と町田市消防団とともに消防演習を実施することより、文化
財の関係者の防火防災体制の強化を図る。

町田

５９ 消防演習 １月２７日 日 ９時３０分～１０時３０分
松本神社

羽村市羽西３－７－１
火災を想定し、関係者による自衛消防活動及び消防署隊、消防
団隊と連携した消防演習を実施する。

福生

６０
消防演習

自衛消防訓練
１月２７日 日 １０時００分～１０時３０分

穴守稲荷神社
大田区羽田５－２－７

自衛消防隊による活動、消防団、町会、市民消火隊と消防隊が連
携した消防演習を実施する。

蒲田



番号 行事種別 月日 曜日 時　　　間
場　所　名　称
所　在　地

内　　　　　容 所属名

６１ 消防演習 １月２７日 日 １０時３０分～１１時００分
二宮神社

あきる野市二宮２２５２
消防団、自治会、災害時支援ボランティア及び署隊と連携した消
防演習の実施

秋川

６２ 消防演習 １月２７日 日 １３時３０分～１４時１０分
御嶽神社

瑞穂町石畑１８４８
火災を想定し、関係者による自衛消防活動及び消防署隊、消防
団隊と連携した消防演習を実施する。

福生

６３
自衛消防訓練
防災訓練

１月２８日 月 ９時００分～９時３０分
谷保天満宮

国立市谷保５２９０

立川消防署、国立市消防団及び自衛消防隊が連携した消防演習
の実施に併せて、市民等を対象とした防火防災訓練を実施するこ
とで、文化財に関する意識の普及と防火防災意識の高揚を図る。

立川

６４ 消防演習 １月２８日 月 １０時００分～１０時２０分
染谷不動尊

府中市白糸台１－１１－８

木造平屋の染谷不動尊から出火したとの想定で、地域住民による
発見、通報、初期消火並びに文化財の搬送を行った後に消防隊
及び消防団隊による一斉放水を実施する。

府中

６５ 消防演習 １月２８日 月 未定
日枝神社

千代田区永田町２－１０－５
千代田区指定文化財の日枝神社において、消防演習及び火災予
防広報を実施する。

麹町

６６ 消防演習 １月２９日 火 １０時００分～１０時３０分
旧岩崎邸庭園

台東区池之端１－３－４５
消防演習実施後、職員に対する自衛消防訓練を行う。 上野

６７ 消防演習 １月３０日 水 １０時００分
ニコライ堂

千代田区神田駿河台４－１－３

地震が発生し堂内から火災が発生したとの想定で自衛消防隊、消
防団、消防隊が連携し、消火・避難誘導・検索・救助活動を行う。
演習のフィナーレで一斉送水を行う。

神田

６８ 消防演習 １月３０日 水 時間未定
麻布山善福寺

港区元麻布１－６－２１
社務所での自衛消防訓練、消防演習、同敷地内幼稚園における
総合防災教育の実施。

麻布

６９ 消防演習 ２月３日 日 １０時００分～１１時００分
曹洞宗長圓寺

武蔵村山市本町３－４０－１

演習は「本殿側において、放火により出火し、住職及び関係者に
より消火器で初期消火したが、火勢が強く効果がなく延焼拡大し
た。」という想定で行われ、神社の自衛消防隊が文化財を搬出しま
す。最後には武蔵村山市消防団と消防隊が連携した一斉放水が
行われます。

北多摩西部

７０ 広報活動 ２月３日 日 １２時００分～１４時３０分
新田神社

大田区矢口１－２１－２３
武蔵新田商店会主催の「第４回武者パレード」に参加し広報活動
を行うとともに、消防広報ブースを開設する。

矢口


