
令和元年８月２７日現在

開催日程 開催開始時間
主催及び協力

消防署等
イベント名 イベント会場名 イベント会場住所 イベント内容 車両等

8月28日(水) 18:30-20:00 志村消防署
防火防災訓練
（徳丸親和会・徳丸第一町会）

板橋区立北野小学校 板橋区徳丸3-23-1
・模擬消火器による初期消火体験
・スタンドパイプ取扱い訓練
・応急救護訓練（心肺蘇生・三角巾）

8月29日(木) 13:00-15:00 矢口消防署 まちかど防災訓練 マックスバリュー六郷土手駅前店 大田区西六郷4-16-6
・初期消火訓練
・消防車両の展示
※本イベントは「親子防災体験」の対象となります。

8月30日(金)

10:00-14:00
※起震車の体験
は11:30まで
※荒天の場合、規
模を縮小し実施し
ます。

狛江消防署 狛江まちかどキャンペーン 狛江駅北口交通広場 狛江市元和泉1-7

・起震車による地震体験
・応急救護訓練
・初期消火訓練
・ミニ防火衣、ミニ消防車乗車体験

起震車
その他消防車両

8月30日(金) 10:00-15:00 荒川消防署
防災・救急フェア
in ゆいの森あらかわ

ゆいの森あらかわ 荒川区荒川2-50-1

・「まちかど防災訓練車」で消火体験
・起震車による地震体験
・初期消火訓練
・応急救護訓練
・ミニ防火衣着装コーナー
・はたらく消防の写生会表彰式　等

起震車
まちかど防災訓練車

8月30日(金) 7:30-12:00 丸の内消防署 三菱地所総合防災訓練 丸の内二重橋ビル 千代田区丸の内3-2-3

10:00-
＜丸の内二重橋ビル＞
・消防演習

9:30-11:00
＜東京駅北口の行幸通り＞
・初期消火訓練
・屋内消火栓訓練
・VR防災体験車訓練
＜丸の内ビルディング西側の丸の内仲通り＞
・煙体験訓練

VR防災体験車

8月30日(金)
～9月5日(月)

8:30-17:00 芝消防署 令和元年度　港区防災展 港区役所 港区芝公園1-5-25

港区役所で防災知識の高揚及び防災知識の普及・啓
発を図るため防災展が開催されます。
今年度は風水害をテーマにした防災展となり、芝消防
署も各種災害の写真やＤＶＤ放映を提供しています。

8月31日(土) 10:00-11:30 滝野川消防署 警察・消防合同震災訓練 花と森の東京病院・滝野川公園 北区西ケ原2-3-6

警察と消防の合同震災訓練
会場：滝野川公園（北区西ケ原２－１）及び花と森の東
京病院（北区西ケ原２－３－６）

特殊車両やヘリコプターの活動を間近で見ることがで
きます。

※当日会場でアプリのスタンプラリーのスタンプをゲッ
トできます。花と森の東京病院の駐車場内にＱＲコー
ドを掲示します。

その他消防車両

8月31日(土) 11:30-14:30 金町消防署
金町消防署防災救急フェア2019
inアリオ亀有

アリオ亀有　屋外イベント広場 葛飾区亀有3-49-3

・初期消火体験
・地震体験
・応急救護体験
・はしご車搭乗体験（抽選）

同時に、各町会・自治会を対象にした集合型防火防災
訓練や消防団員の募集及び＃７１１９等の広報活動を
実施

※本イベントは「親子防災体験」の対象となります。
※天候、災害の発生状況により内容を変更することが
あります。

起震車
まちかど防災訓練車
その他消防車両



令和元年８月２７日現在

開催日程 開催開始時間
主催及び協力

消防署等
イベント名 イベント会場名 イベント会場住所 イベント内容 車両等

8月31日(土) 15:00-19:00 武蔵野消防署 第３０回サマーフェスティバル 武蔵境自動車教習所 武蔵野市境2-6-43

・煙体験
・消防車両展示（はしご車は17:00まで）
・ミニ防火衣
・消火器体験
・はしご車搭乗体験（15:30～16:30　先着20組）
・バッテリーミニカー乗車体験（16:30～19:00）
※消防車両体験等は災害があった場合は中止となり
ます。

8月31日(土) 9:00-10:30 成城消防署 命を守る震災訓練in喜多見地区 世田谷区立喜多見中学校 喜多見四3-20-1

・震災資器材を使用した救助救出訓練
・まちかど防災訓練車を使用した初期消火訓練
・消火器を使用した初期消火訓練
・ＡＥＤを使用した応急救護体験
・１１９番通報体験
・煙体験
・はしご車の体験搭乗(訓練に参加した方の中から抽
選）

※災害出場等の事情により、搭乗できない場合もあり
ます。
※小雨決行(一部訓練内容が変更となります。)

まちかど防災訓練車

8月31日(土) 9:00-12:30 芝消防署 ファイヤーフェスタ2019 芝消防署 港区東新橋2-13-7
・体験型の防災訓練
・消防隊の業務、訓練の見学　等

その他消防車両

8月31日(土) 9:30-11:30 渋谷消防署 渋谷区総合防災訓練 代々木公園サッカー場 渋谷区神南2-3

東京湾北部を震源とする首都直下地震が発生し、渋
谷区が震度６強の揺れに襲われた場合を想定し、多く
の関係機関が連携して行う総合防災訓練です。
※荒天時は、中止となる場合があります。

その他消防車両

8月31日(土) 9:30-12:30 志村消防署 しむら防災・救急フェア２０１９ 旧板橋区立高島第七小学校 板橋区高島平3-13-3

板橋区が主催する「防災フェア」と合同で、「しむら防
災・救急フェア」を開催
・親子防災体験
・初期消火体験
・応急救護体験
・はしご車搭乗体験　等

8月31日(土)
～9月1日(日)

10:00-15:00 田園調布消防署
防災フェア２０１９
＠田園調布消防署

田園調布消防署 大田区雪谷大塚町13-22

・最新型ＶＲ装置による初期消火体験
・お子様向け消火ゲーム
・消防車乗車体験
・塗り絵、消防折り紙コーナー

公式アプリのスタンプがもらえるＱＲコードを会場に掲
示します。

8月31日(土)
～9月1日(日)

10:00-16:00
※8月31日（土）の
開催時間は、12:00
‐16:00

渋谷消防署 渋谷防災フェス２０１９
代々木公園Ｂ地区
野外ステージ及びケヤキ並木

渋谷区神南2-3

・ハイパーレスキュー隊による活動演技
・ＶＲ防災体験車による災害疑似体験
・起震車による地震体験
・まちかど防災訓練車による放水体験
・はしご車搭乗体験

※荒天時は、中止となる場合があります。
※実施内容は、変更となる場合があります。
※スタンプラリー用のQRコードについては、消防広報
テントに掲示します。

VR防災体験車
起震車
まちかど防災訓練車
その他消防車両



令和元年８月２７日現在

開催日程 開催開始時間
主催及び協力

消防署等
イベント名 イベント会場名 イベント会場住所 イベント内容 車両等

9月1日(日) 10:00-15:00 尾久消防署 尾久ふれあいデー 尾久消防署 荒川区東尾久8-44-4

・ミニ消防車の運転体験
・救急車の展示
・防火衣着装体験
はしご車塔乗体験(抽選)　等

※駐輪場は宮ノ前児童遊園を用意しております。
※はしご車搭乗体験の抽選会は、10：30と13：00(各10
組)

その他消防車両

9月1日(日) 13:30-15:00 豊島消防署 作品展示＆防災・救急体験 そごう・西武西武池袋本店 南池袋1-28-1

・家具類の転倒・落下・移動防止対策の紹介
・模擬消火器による初期消火体験
・東京版救急受診ガイドウェブ版体験
・応急救護体験

9月1日(日) 8:30-12:00 滝野川消防署 管内防災訓練のお知らせ
北区立滝野川もみじ小学校
他２０会場

北区滝野川3-72-1他

管内２１会場で３２町会・自治会で防災訓練を実施
・初期消火訓練（模擬消火器・スタンドパイプ・Ｄ級ポン
プ）
・応急救護訓練（三角巾による包帯法・ＡＥＤによる心

9月1日(日) 9:30-11:30 西新井消防署 めざせ！ぼうさいマスター 西新井消防署本木出張所 足立区本木南町24-12
・消火器を使った初期消火体験
・応急救護体験
・消防車両の乗車体験　等

まちかど防災訓練車

9月1日(日)
～9月1日(日)

9:00-13:00 多摩消防署
令和元年度東京都・多摩市
合同総合防災訓練

多摩中央公園・パルテノン多摩
多摩市落合2-35　多摩中
央公園

9:00-13:30
・地震が発生した際の身を守る訓練
・家具類の転倒・落下・移動防止対策の紹介
・倒壊した家屋からジャッキを活用した救出救助訓練
・スタンドパイプによる初期消火訓練
・キティちゃんやキュータによる防災トークセッション
・ハイパーレスキュー隊の車両展示
・音楽隊による防災パレード
・山岳レスキュー隊と一緒に救助体験　等

11:00-
公的機関による救出救助訓練

＜その他＞
・スタンプラリー開催

※イベント進行上、一時中断する時間があります。

VR防災体験車
起震車
まちかど防災訓練車
その他消防車両

9月2日(月) 12:00-16:00 世田谷消防署 防災フェスタ in 世田谷 世田谷区役所中庭 世田谷区世田谷4-21-2

・初期消火訓練
・応急救護訓練
・煙体験
・東京消防庁音楽隊によるミニコンサート
・ＶＲ防災体験車による災害疑似体験

VR防災体験車
まちかど防災訓練車

9月2日(月) 14:30-16:00 本所消防署
親子でチャレンジ！
錦糸公園で放水体験

墨田区錦糸公園ふれあい広場 墨田区錦糸4-15-1

・まちかど防災訓練車による初期消火体験
・スタンドパイプ（消火資器材）の訓練

※参加者に記念品をお渡しします！(数量限定)
※公式アプリスタンプラリー用のQRコードをまちかど
防災訓練車付近に設置します。
※本イベントは「親子防災体験」の対象となります。

まちかど防災訓練車

9月2日(月)
～9月3日(火)

10:00-16:30
最終日は16:00ま
で

日本橋消防署 防災・救急フェア 八重洲地下街センタースポット 中央区八重洲2-1

・地震動シミュレーターによる地震動体験
・家具類の転倒・落下・移動防止対策の紹介
・応急手当体験
・EVバイク展示
・はたらく消防の写生会作品展示



令和元年８月２７日現在

開催日程 開催開始時間
主催及び協力

消防署等
イベント名 イベント会場名 イベント会場住所 イベント内容 車両等

9月2日(月)
～9月4日(水)

9:30-15:30 足立消防署 防災救急フェア 足立区役所１階アトリウム 足立区中央本町1-17-1

・消火器の取り扱い訓練
・応急救護訓練
・ミニバイク乗車体験
・ミニ防火衣着装体験

その他消防車両

9月2日(月)
～9月6日(金)

8:30-17:00 町田消防署 防災救急フェア 町田市役所１階 町田市森野2-2-22 ・各種消防広報

9月3日(火) 9:30-16:30 板橋消防署 まちかど防災展２０１９ ハッピースクエア 板橋区大山町31-4

・家具類の転倒・落下・移動防止対策の展示
・防炎品の普及促進
・スタンドパイプ資器材展示
・東京版救急受診ガイド紹介
・ＡＥＤ取扱訓練
・消防団募集広報
・風水害に関する普及啓発

9月6日(金) 14:00-16:30 八王子消防署 防災・救急フェア 生涯学習センター 八王子市東町5-6

第一部　14:00-14:50
救急業務協力者等に対する感謝状の贈呈式

第二部　15:00-16:00
防災講演会 「戦後復興からの街づくり」
八王子郷土資料館から講師をお招きしを行います。

※参加希望者は8月30日（金）までにお電話でお申し
込み下さい。定員に達した場合は、入場をお断りする
場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ご連絡先：八王子消防署警防課防災安全係　０４２-６
２５－０１１９　（内線３２０）

9月6日(金) 9:00-12:00 矢口消防署 まちかど防災訓練 オーケー矢口店 大田区矢口2-12-23
・まちかど防災訓練車による初期消火訓練体験
※本イベントは「親子防災体験」の対象となります。

まちかど防災訓練車

9月7日(土) 10:00-12:00 江戸川消防署 防災訓練 大島小松川公園　さくら大橋付近 江戸川区小松川1

・ＶＲ防災体験車による災害疑似体験
（9:30より整理券配布：先着160名）
・応急救護体験
・ミニ防火衣着装体験
・ミニ消防車に乗っての記念撮影　等
※来場者の方々には記念品を差し上げます。

VR防災体験車

9月7日(土)
11:00-15:00
※雨天決行

渋谷消防署 渋谷消防署救急防災フェア
新宿高島屋１階明治通り口特設会
場

渋谷区千駄ヶ谷5-24-2

・応急救護訓練
・起震車体験
・ミニ消防車の乗車体験、
・ミニ防火衣を着て写真撮影
・消防車ペーパークラフトコーナー

※　スタンプラリー用のＱＲコードについては、フェア内
の受付に掲示します。

起震車
その他消防車両

9月7日(土)

11:00-15:00
※終了時間は変
更する場合があり
ます。

上野消防署 防災救急フェア
おかちまちパンダ広場
（御徒町南口駅前広場）

台東区上野3-26

・消防車両展示
・煙体験
・起震車による地震体験
・放水体験
・応急救護訓練
※参加者は、抽選ではしご車に乗れます。
※雨天中止

起震車
まちかど防災訓練車

9月7日(土) 13:00-15:30 京橋消防署 防災救急フェア 銀座松屋通り 中央区銀座3-6

・模擬消火器による初期消火訓練
・まちかど防災車による放水訓練
・応急救護訓練
・起震車による地震体験
・消防車両の体験乗車
・ミニ防火衣着装体験
・消防広報コーナー　等

起震車
まちかど防災訓練車



令和元年８月２７日現在

開催日程 開催開始時間
主催及び協力

消防署等
イベント名 イベント会場名 イベント会場住所 イベント内容 車両等

9月7日(土) 14:30-17:30 町田消防署
みんなの防災トライアル
ｉｎ町田２０１９

町田市立総合体育館 町田市南成瀬5-12 ・各種消防広報

9月7日(土)

9:00-15:00
※荒天の場合、イ
ベント内容に変更
の可能性あり

本田消防署 第１７回立石フェスタ 株式会社タカラトミー西側駐車場 葛飾区立石7-8

・消防ポンプ車両の展示
・ミニ防火衣着装体験
・第６９回はたらく消防の写生会優秀賞作品レプリカの
展示
・防火防災標語の公募（標語を考えてくださった方には
記念品を差し上げます。※数量限定）

9月8日(日) 10:00-12:00 東久留米消防署 東部地域センター祭り 東部地域センター
東久留米市大門町2-10-
5

・初期消火訓練
・応急救護訓練

9月8日(日) 10:00-12:00 中野消防署 防火防災訓練 中野区役所 中野区中野4-8-1
・応急救護訓練
・起震車による地震体験

起震車

9月8日(日) 10:00-14:30 蒲田消防署 救急防災フェア
東京国際空港（羽田空港）
国際線旅客ターミナル
４階イベントスペース

大田区羽田空港2-6-5

・救急相談センター及び東京版救急受診ガイドの紹介
・応急救護訓練
・外国人旅行者を対象とした救急に関する意識調査
・救急活動に関するパネル展示
・消火効果測定器による初期消火訓練

9月8日(日)
10:00-14:30
※VR防災体験者
搭乗は12:00から

府中消防署 防災救急フェア
フォレストサイドビル（伊勢丹フォーリ
ス）
及びけやき並木通り

府中市宮町1-41-1

・初期消火体験
・煙体験
・応急救護体験
・ＶＲ訓練車搭乗体験　等

VR防災体験車
その他消防車両

9月8日(日) 10:00-15:00 西新井消防署
第６９回はたらく消防の写生会
表彰式＆防火防災訓練

西新井法人会館 足立区栗原3-10-16

・起震車による地震体験（午後）
・消火訓練
・応急救護訓練　等

・第69回はたらく消防の写生会表彰式
※表彰該当者には事前ご案内いたします。

起震車

9月8日(日)

10:00-15:00
※終了時間は変
更する場合があり
ます。

上野消防署
防災訓練
（青少年フェスティバル
～下町っ子祭り～）

上野恩賜公園　水上音楽堂周辺 台東区上野公園2

消火器を使用した初期消火訓練
・ミニ防火衣等着装体験
・防災対策コーナー

※雨天中止となります。
9月8日(日) 10:00-16:00 町田消防署 フェスタなかまち 町田第一小学校 町田市中町1－20－30 ・各種消防広報

9月8日(日) 11:00-15:30 玉川消防署
防災・救急イベント
（イザ・カエルキャラバン）

二子玉川ライズ内　ガレリア 世田谷区玉川2-21-1

・地震動シミュレーターによる地震体験
・初期消火訓練
・ミニ消防車乗車体験
・ミニ防火衣着装体験
・車両展示

その他消防車両

9月8日(日)
13:00-16:00
※雨天時、内容の
変更あり

神田消防署 防災・救急フェア ワテラス広場
千代田区神田淡路町2-
101

・初期消火訓練(まちかど防災車）
・ミニカーの消防車乗車体験
・ミニ防火衣着装体験
・親子で体験できる防災訓練
・AED取り扱い訓練
・消防車両展示
地震体験車はしご車搭乗体験　１３時から１回目１５組
１回目の「はしご車搭乗券」は１２時３０分から配布しま
す。

まちかど防災訓練車
その他消防車両

9月8日(日) 9:00-12:00 小平消防署
新東京自動車教習所
フリマフェス防災訓練

新東京自動車教習所 小平市小川町1-2364

・ミニ防火衣着装体験
・ポンプ車との記念撮影
・防災講話
・応急救護訓練　等

その他消防車両

9月8日(日) 9:30-12:00 志村消防署 蓮根団地自治会防火防災訓練 蓮根団地
板橋区蓮根2-3017
新蓮根団地17号棟

・通報訓練
・初期消火訓練
・応急救護訓練

9月9日(月) 10:00-10:45 神田消防署 消防演習 コープビル 千代田区内神田1-1-12 ・消防演習
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9月12日(木) 9:00-15:00 中野消防署 防火防災訓練 中野区役所 中野区中野4-8-1
・応急救護訓練
・初期消火訓練
・起震車による地震体験

起震車

9月14日(土) 10:00-11:00 豊島消防署 防災救急フェア ｉｎ 巣鴨 髙岩寺境内 豊島区巣鴨3-35-2
・救急相談センターや東京版救急受診ガイドの紹介
・応急救護体験
・家具類の転倒・落下・移動防止対策の紹介

その他消防車両

9月14日(土) 10:30-12:00 東久留米消防署 ぼくらのまちのなりきりヒーロー
イオンモール東久留米
むさしのグリーンパーク

東久留米市南沢5-17-62

東久留米市・東久留米消防署・田無警察署の合同イ
ベント
・初期消火訓練
・なりきり消防士体験
・なりきり救急隊員体験

※体験内容は変更になる場合があります。

その他消防車両

9月14日(土) 13:00-15:00 池袋消防署 ＯＹＡＫＯフェスタ「親子消防体験」 東武百貨店池袋店８階屋上 豊島区西池袋1-1-25

・応急救護体験
・初期消火訓練
・ミニ消防車の乗車体験
・ミニ防火衣の着装体験
・防災クイズ
・防災劇やライブ　等

※ご来場の方には、素敵なプレゼント（数量限定）があ
ります。

9月14日(土)
～9月15日(日)

11:30-18:00 町田消防署 フェスタまちだ 原町田大通り１０９会場 町田市原町田6-8-1 ・各種消防広報

9月16日(月) 12:30-15:45 杉並消防署 消防フェア 明治大学泉キャンパス 杉並区永福1-9-1

・地震体験
・煙体験
・ミニ消防車乗車体験
・ミニ防火衣試着
・初期消火訓練
・応急救護訓練
・防災クイズ
・消防車両展示（はしご車・救助車等）
・救急相談センター及び東京版救急受診ガイドの紹介

まちかど防災訓練車

9月21日(土)
9:00-12:00
※実施時間未定・
変更あり

町田消防署
成瀬コミュニティーセンターまつり
開催に伴う防災訓練

成瀬コニュニティーセンター 町田市西成瀬2-49-1 ・各種消防広報

9月22日(日)

10:00-15:00
※終了時間は変
更する場合があり
ます。

上野消防署 防災訓練（下町こどもまつり）
入谷南公園
（雨天時：台東区立駒形中学校体育
館）

台東区松が谷3-23-7

・消防車両乗車体験（雨天時はミニカー乗車体験へ変
更）
・消火器を使用した初期消火訓練
・ミニ防火衣等着装体験
・防災対策コーナー

＊雨天時も場所を変更し実施いたしますが、荒天時は
中止となります。（雨天時：台東区立駒形中学校体育
館　北上野二丁目１５番１号）

9月22日(日)
9:00-13:00
※荒天中止

矢口消防署 防災訓練（高畑町会） 高畑小学校 大田区西六郷3-28-23 ・震災時を想定した防災避難訓練

※災害対応、天候等により、イベント内容の変更または中止をする場合があります。
※屋外のイベントの場合は、気温の上昇が見込まれます。熱中症対策を万全にしてご来場ください。
※最新のイベント情報については、東京消防庁公式アプリをご覧ください。

◆東京消防庁公式アプリダウンロードページ

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/inf/app/index.html

