
（別紙３）
平成２７年秋季全国火災予防運動関連の主な行事予定

消防本部（連絡先） 事業名 実施日時 実施場所 参加団体等 実施内容 特　　　徴
1 【住宅用火災警報機の設置促進】
1 福島市消防本部

(024-534-9103)
一般家庭防火指導 11月７日・８日

各日９：００～１１：０
０

市内８地区 福島市消防団
女性防火クラブ

消防署員、消防団員、女性防火クラブ員が市内８地
区の一般家庭を訪問し、住宅用火災警報器の設置と
適正な維持管理、住宅防火の指導を行う。

管轄の消防職員、消防団員、女性防火クラブ員が合
同で実施することにより、地域特性に配慮した密着型
の防火指導を実施することが期待できる。

2 いわき市消防本部
(0246-24-3941)

傾城緑ヶ丘団地住宅防
火等ローラープラン

11月9日（月）
9:00～12:00

常磐湯本町傾城　傾
城緑ヶ丘団地

常磐消防署 ○実施団地内の住民に対し、住宅用火災警報器関
連のチラシ等を配布し、巡回広報する。

○住宅用火災警報器が設置義務化され来年で10年
を経過することから、住警器の設置状況及び維持管
理状況を調査することにより、住民の住警器の知識
習得、防火意識の向上及び安全安心な街づくり形成
が図れる。

3 いわき市消防本部
(0246-24-3941)

家庭の防火診断
～火の元調査隊～

11月14日(土)
9:00～11:00

植田町及び中岡町
地内

勿来消防署
消防団第３支団

○消防団合同による家庭防火診断を行う。
○住警器等アンケート調査を行う。

○本年５月から７月までの３カ月のうちに、全焼の建
物火災が３件発生した地域の家庭防火診断を行うこ
とで、住警器の設置を促すとともに、火災の未然防止
が図れる。
○アンケート調査を行うことで、火災予防のための有
益な情報が得られるとともに、防火啓発にも繋がる。

4 伊達地方消防組合
(024-575-0181)

戸別訪問による住宅火
災警報器普及啓発

火災予防運動期間
中

管内全域 伊達地方消防組合 戸別訪問を実施し、住宅用火災警報器の重要性の
再確認を説示するとともに、未設置住宅への設置推
進、既設置住宅に対する維持管理の周知を図る。

戸別訪問を実施することにより、直接対話による住宅
用火災警報器の重要性の周知を図る。

5 安達地方広域
行政組合消防本部
（0243-24-1577）

ミニ消防フェアの開催 １１月１日（日）、１１
月８日（日）

二本松市（福幸祭会
場）、本宮市（しらさ
わ秋祭り会場）

警防課、北消防署、南消防署 管内で行われるイベント内において、消防車両の展
示や広報紙の配布により住警器の設置促進を訴え
る。

地域住民に消防職員や消防車両と触れ合うことで、
防災への理解を深めてもらうとともに、従兄の設置促
進を訴える。

6 安達地方広域
行政組合消防本部
（0243-24-1577）

着ぐるみを着用しての住
宅用火災警報器の設置
推進

１１月９日（月） 市内大規模店舗 北消防署 管内の大規模店舗等において消防署員が着ぐるみ
を着用し、チラシ等を配りながら、住宅用火災警報器
の設置推進を図る。

大型量販店でのチラシ配布により多くの住民に住宅
用火災警報器の早期設置を促す。展示パネルを活
用した設置場所の説明、鳴動実験の実施等。

7 安達地方広域
行政組合消防本部
（0243-24-1577）

二本松産業祭での火災
予防広報

１１月１５日（日） お城山総合グランド 北消防署 二本松産業祭において、消防署の紹介ブースを設け
住宅用火災警報器の設置及び維持管理の普及啓発
を行う。

梯子車を展示しコスプレコーナーを設け、はしご車の
前で写真撮影を可能とした消防のＰＲ、着ぐるみを活
用したチラシ等を配布し住宅用火災警報器の普及啓
発を行う。

8 安達地方広域
行政組合消防本部
（0243-24-1577）

大型物品販売店舗・地
元ＦＭ局での広報依頼

１１月９日～１１月１
５日　　　（適宜放
送）

本宮市・大玉村 大型物品販売店舗（８店舗）・
地元ＦＭ局

大型店舗での店内放送及び地元ＦＭ放送局に放送
を依頼し、火災予防や住宅用火災警報器の設置推
進等を呼びかける。

不特定多数の者が出入りする大型物品販売店舗、
地元ＦＭ局の放送により、地域住民に広く火災予防を
周知する。

9 安達地方広域
行政組合消防本部
（0243-24-1577）

一日消防団長・署長の
行事

１１月９日
（９：００～１２：３０）

本宮市・大玉村 消防協会本宮支部
南消防署

一日消防団長・署長の行事をとおして、管内事業所
等を巡回し、幼児防災教育及び火災予防運動のＰＲ
並びに住宅用火災警報器の設置を呼びかける。

地域住民に火災予防運動を広く周知し、住宅用火災
警報器の設置推進を図る。

10 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

喜久田町文化祭 10月24日（土）～
　　　　 10月25日
（日）

喜久田ふれあいｾﾝ
ﾀｰ

喜久田基幹分署
喜久田町商工会

　地区の文化祭において、作成したﾁﾗｼ等を活用しな
がら、住宅用火災警報器の早期設置及び維持管理
を促す。

展示ﾊﾟﾈﾙを活用した設置場所の説明等の実施。住
宅防火のﾁﾗｼを配布し、火災予防の啓発、住宅用火
災警報器の早期設置及び維持管理を訴える。

11 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

田村町文化祭での住宅
用火災警報器設置推進
広報

１１月１日（日） 田村公民館 田村分署 　田村町文化祭においてチラシやポケットティッシュ
等を配布しながら住宅用火災警報器の設置推進広
報を実施する。

　住宅防火を訴えるオリジナルチラシを配布し、未だ
未設置の住宅に対し早期設置を訴える。また、設置
済み住宅に対し試験機能等の操作方法の説明を実
施し、適正な維持管理を訴える。

12 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

湖南町商工祭 １１月３日（火） サンサングリーン湖
南

湖南町商工会
湖南公民館
湖南分署

　消防コーナーを設置し、住宅用火災警報器の展示
ポケットティッシュの配布を行い、設置促進を図る。

　ペーパークラフトコーナーを設置し、親子で防災意
識の向上を図る。

13 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

常葉町商工まつり １１月３日（火） 常葉町 未定 　広く住民へ火災予防啓発等を行うため消防コー
ナーを設置し広報活動を行う。

　住宅用火災警報器の展示を行い来場した住民とふ
れあい普及活動ができる。



消防本部（連絡先） 事業名 実施日時 実施場所 参加団体等 実施内容 特　　　徴
14 郡山地方広域消防組合

消防本部
（024－923－8172）

熱海町文化祭 １１月７日（土）・８日
（日）

郡山ユラックス熱海 熱海公民館 　熱海町文化祭の一角に防災コーナーを設置。来場
者とふれあい住宅用火災警報器と住宅用消火器設
置を促し、維持管理を含めた防火指導を行う。これに
関するアンケートを併せて行う。

　展示パネルを活用した設置場所の説明、鳴動実験
の実施等。
　設置・維持に関するアンケート結果を推計し、今後
の普及活動に反映する。
　児童を対象にペーパークラフト体験・クイズを行い、
地域密着感を向上させる。

15 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

老朽消火器回収及び住
宅用火災警報器の普及
促進

１１月１４日（土） 郡山消防署管内 郡山地方消防防災協会
郡山消防本部、郡山消防署、
分署

　郡山地方消防防災協会と協力し、郡山消防署管内
の消防署、分署等で老朽消火器の回収及び住宅用
火災警報器の普及促進を図る。

　老朽化（廃）消火器の回収に併せ、住宅用火災警
報器及び防災用品の展示販売を実施する。

16 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

第７回消防ふれあい
デー

１０月１７日（土）
１２：００～１４：００

イオンタウン須賀川 須賀川地方広域消防本部
須賀川地方消防設備協会
須賀川市連合女性消防隊

来場者に対し防火及び住宅用火災警報器の設置と
適切な維持管理の周知並びに老朽化消火器有料回
収、消火器無料点検を実施。

救急法や消防車両及び消防服の展示、着ぐるみによ
るチラシの配布、住警器用モデルハウスを活用した
住警器設置場所の説明、鳴動実験、消火訓練車を使
用した消火器取扱い体験を実施。その他住警器アン

17 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

火災予防街頭ＰＲ 日程調整中 須賀川市内
玉川村内

須賀川消防署
玉川派出所

大型店舗等においてチラシやポケットティッシュ等を
配布しながら、防火及び住警器の設置促進・適切な
維持管理広報を実施する。

各店舗等の敷地内において、来客者に対し防火及び
住宅用火災警報器の設置と適切な維持管理の周知
を図る。また、電池切れに対し本体の交換を勧める。

18 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

街頭防火ＰＲ 日程調整中 ながぬまショッピング
パーク　アスク

長沼分署 大型店舗等においてチラシやポケットティッシュ等を
配布しながら、
防火及び住警器の設置促進・適切な維持管理広報
を実施する。

各店舗等の敷地内において、来客者に対し防火及び
住宅用火災警報器の設置と適切な維持管理の周知
を図る。また、電池切れに対し本体の交換を勧める。

19 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

湯本地区文化祭 １１月７日（土）
　　　・８日（日）
９：００～１２：００

天栄村湯本体育館 湯本分遣所 湯本地区文化祭にて消防ＰＲブースを設置し、各種
展示を行うとともに火災予防運動広報活動を実施。

地区住民が集まる行事に参加し、来場者へチラシを
配布するとともに、住警器等の説明を実施する。

20 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

街頭ＰＲ １１月７日（土）
１０：００～１２：００

イオンスーパーセン
ター鏡石店

鏡石分署
鏡石町女性消防隊

店内において、住宅用火災警報器の普及啓発及び
設置率調査を行う。

来客者へ直接説明及び広報を行うとともに、消防車
両の展示など消防行政を広くアピールする。

21 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

街頭ＰＲ １１月１４日（土）
１０：００～１１：３０

ヨークベニマルメガ
ステージ石川店

石川消防署 来客者に対し防火チラシを配布し、住宅用火災警報
器の設置、機器の買い替え等広報を実施する。

設置促進を行うとともに、電池交換時期となった古い
機器に対し新たな機器の買い替えを推進する。

22 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

平田村文化祭 １０月２３日（金）
　　　～２５日（日）

平田村勤労者体育
センター

平田分署 住警器パネルの展示及び防災用品の展示。火災予
防絵画・ポスター及び防火ポスターの掲示。

住警器の重要性を伝えるため、パネル等を展示し村
民の関心を高め、有効性と必要性を訴える。

23 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

街頭ＰＲ １１月１３日（金）
１５：００～１６：００

スーパー鎌倉屋 平田分署 火災予防啓発物品の配布による広報活動。住警器
に関する説明を実施。

来客者に対し火災予防意識の高揚を図るとともに、
住警器の設置促進及び適切な維持管理の説明を実
施する。

24 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

街頭ＰＲ １１月８日（日）
９：３０～１１：３０

ダイユーエイト浅川
店

浅川分署 火災予防及び住警器に関するチラシやポケットティッ
シュ等を配布しながら住宅用火災警報器の設置促進
等の広報を実施する。

住宅用火災警報器設置促進チラシを配布することに
より、早期設置を訴える。住警器展示パネルを活用し
た設置場所の説明、鳴動実験の実施等。

25 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

住宅用火災警報器設置
状況調査及び広報

期間中 管内市町村 各消防署、分署、市町村 住宅用火災警報器設置啓発

26 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

住宅用火災警報器設置
説明会

11月8日 白河市東 地元自治会、消防署・分署 署・団合同火災防御訓練終了後に説明会会場を設
営し設置啓発活動を行う。

27 喜多方地方広域
市町村圏組合消防本部
（0241－22－6213）

住宅用火災警報器設
置・維持管理促進

11/8～11/15 喜多方市、北塩原
村、西会津町

管内消防団、管内女性・婦人
消防隊、管内消防署・分署

○管内の世帯に消防団員及び消防署員が戸別訪問
し、自ら作成したチラシ等を配りながら、防火指導及
び住警器の設置・維持管理状況を確認し、設置及び
機器交換等を促進する。

○管内消防団と協力し、設置世帯に対して住警器の
維持管理を周知する。

28 会津若松地方広域市町村
圏整備組合消防本部
（0242-59-1403）

住宅用火災警報器の設
置及び適切な維持管理
の周知

運動期間中 管内全域 各消防署所 市町村広報誌を利用した広報に加え、防災無線また
は有線放送設備等を有する地域においては当該施
設を利用した広報活動を実施。さらに庁舎前にのぼ
り旗や縦看板を設置し広く住民に周知する。

29 会津若松地方広域市町村
圏整備組合消防本部
（0242-59-1403）

街頭広報 運動期間中 会津若松市、会津坂
下町、柳津町、会津
美里町

各消防署
各地域消防団
協力企業（大型店舗）

店舗を訪れた客に対し、住宅用火災警報器の設置維
持管理の徹底を訴える。



消防本部（連絡先） 事業名 実施日時 実施場所 参加団体等 実施内容 特　　　徴
30 南会津地方広域消防本部

（0241-63-3117）
住宅用火災警報器お設
置及び適正な維持管理
を推進する

火災予防期間中 管内全域 各町村
消防団・婦人消防隊
消防署

消防本部作成の全戸配布チラシ及び、各町村の広
報誌等による火災予防と住警器の設置促進及び、適
正な維持管理方法等を周知する。

31 相馬地方広域消防本部
（0244-22-4165）

火の用心「消防ひろば」 10月31日（土）～11
月1日（日）9：00～
15：00

南相馬ジャスモール
駐車場内

ＪＡそうま
南相馬消防署

「JAまつり」の開催にあたり、当署でもイベントに参加
することで多くの住民に住宅用火災警報器の必要性
について強く呼び掛け火災予防の啓発を図る。

イベント活動に参加し多くの住民にチラシ等を配布し
住警器の早期設置を促す。

32 相馬地方広域消防本部
（0244-22-4165）

消防フェア 11月8日（日）
9：00～15：30

新地町役場 新地分署
新地町役場

新地町復興産業祭りに出展し、住宅用火災警報器の
設置促進及び防火意識の向上を図る。

町民の防火意識向上が見込まれる。



消防本部（連絡先） 事業名 実施日時 実施場所 参加団体等 実施内容 特　　　徴
2 【高齢者の死者発生防止対策の推進】
1 伊達地方消防組合

(024-575-0181)
一人暮らし住宅防火診
断

未　定 伊達市月舘町 伊達市消防団月舘支団　　中
央消防署東分署

一人暮らし住宅の防火指導の実施。 地域の消防団員と合同で一人暮らし住宅の防火診
断、防火指導を実施する。

2 安達地方広域
行政組合消防本部
（0243-24-1577）

６５歳以上の一人暮等の
戸別訪問

１１月９日（月）～１１
月１５日（日）
各日9:00～12:00

管内 北・南消防署
女性防火クラブ
東北電力

管内における高齢者世帯に女性防火クラブ員及び消
防署員が戸別訪問し、チラシ等を配りながら、防火指
導及び火気管理状況を確認し、予防対策を推進す
る。

各地区の女性防火クラブ員と合同で実施するもの。

3 安達地方広域
行政組合消防本部
（0243-24-1577）

デイサービスセンターに
チラシ配布依頼

１１月９日（月）～１１
月１５日（日）
各日9:00～12:00

管内 北消防署 デイサービスセンターにチラシの配布を依頼し、高齢
者宅にチラシを持ち帰ってもらうことにより、世帯主世
代に注意してもらう。

高齢者の焼死者防止対策の推進

4 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

ふれあい防火教室 １１月６日（金） 日和田交流センター 交流センター・保育所・老人会 　三世代の交流により、火災予防を訴える。 　保育所と合同の寸劇やミニポンプ車を作成し、幼児
と保護者及び高齢者への防火意識の高揚を図る。

5 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

地域包括支援センター
員指導会

１１月上旬予定 太田熱海病院会議
室

地域包括支援センター 　センター職員が老人家庭を訪問する際の、防火上
の着眼点についての講話ならびに、住宅用火災警報
器の設置状況の確認及び早期設置を促すよう依頼
する。

　地域に密着し、一人暮らしの老人家庭を訪問してい
る地域包括支援センター員と連携することにより、高
齢者の死亡発生防止率の向上を図る。

6 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

ひとり暮らし防火訪問 期間中 湖南町地区 湖南行政センター
湖南分署
湖南町社会福祉協議会
湖南地区地域包括支援セン
ター

　関係各機関と合同で、ひとり暮らし高齢者宅の訪問
を行い、防火診断を実施する。

　関係各機関と合同で実施することにより、各機関が
火気の使用状況等を把握することができ、今後の防
火指導に反映できる。

7 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

ひとり暮らし防火訪問 期間中 安積町地区 安積分署
民生委員

　７５歳以上の一人暮らしの高齢者宅を民生委員１
名、非番員２名で自宅を訪問し、自ら作成したチラシ
及びポケットティッシュ等を配布しながら防火チェック
と併せ住宅用火災警報器の設置を促す。

　分署独自に作成した防火チェックチラシ及び１１９番
通報のしかたを記したチラシを配布し火災予防の高
揚を図るとともに、火災救急の早期通報を意識付け
る。また、住宅用火災警報器の設置状況を確認し未
設置の場合は設置を促す。

8 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

防火チラシの配布 期間中 署及び各分署管内 署及び各分署管内 　管内の全戸に防火チラシを回覧し、防火意識の高
揚を図る

9 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

一人暮らし高齢者世帯
防火訪問

日程調整中 須賀川市内
湯本分遣所管轄内
玉川村内
鏡石町内
古殿町内

須賀川消防署・長沼分署・湯
本分遣所・玉川派出所・鏡石
分署・古殿分署
各市町村職員、福祉協議会、
東北電力、東北電力安全保安
協会

火気管理の指導及び防炎製品ぼ推進並びに住宅用
火災警報器の設置状況の確認。

各市町村担当部局と防火訪問を実施し、各世帯に合
わせた防火指導を実施することにより、理解を得られ
やすい。

10 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

一人暮らし高齢者世帯
防火訪問

１０月２６日（月）
　　　　・２９日（木）
９：００～１２：００

平田村内 平田分署
社会福祉協議会
東北電力

一人暮らし高齢者世帯を訪問し、火災予防の防火対
策指導の実施。

高齢者に対し直接指導することで防火意識の高揚を
図る。

11 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

一人暮らし高齢者世帯
防火訪問

１１月１３日（金）
９：００～１２：００

浅川町内 浅川分署 一人暮らし高齢者世帯を訪問し、火気使用時の注意
点等を説明、さらに、現状の火災発生危険を指摘し

各世帯に合わせた指摘ができるため、理解が得られ
やすい。

12 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3115）

一人暮らし高齢者世帯
防火訪問

１１月１２日（木）
　　　　・１３日（金）
９：００～１２：００

古殿町内 古殿分署
古殿町役場
古殿町女性消防団

一人暮らし高齢者世帯を訪問し、火災予防の防火対
策指導の実施。

高齢者に対し直接指導することで防火意識の高揚を
図る。

13 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

一人暮らし・高齢者宅防
火指導

期間中 管内市町村 各消防署、分署、市町村 管内の一人暮らし・高齢者宅を訪問し防火指導する。

14 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

　　　　　　　〃 11月15日 棚倉町内 消防署・棚倉町女性消防団 女性消防団と合同による、高齢者世帯防火指導訪問

15 喜多方地方広域
市町村圏組合消防本部
（0241－22－6213）

一人暮らし高齢者世帯
防火指導

11/9、11/13 喜多方市、北塩原
村、西会津町

管内社会福祉協議会、東北電
力（株）喜多方営業所

○管内の一人暮らし高齢者世帯を福祉関係者及び
消防署員が訪問し、防火対策や避難手段の確保な
どを推進する。

○冬は降雪・積雪により避難経路が限られるため、
避難手段や避難経路を指導する。
○西会津町では、東北電力の社員が同行して漏電
検査を実施する。



消防本部（連絡先） 事業名 実施日時 実施場所 参加団体等 実施内容 特　　　徴
16 会津若松地方広域市町村

圏整備組合消防本部
（0242-59-1403）

高齢社宅防火安全指導 運動期間中
（猪苗代：10/22・
27、会津美里：
11/11～13、柳津：
11/13、昭和：
11/13、磐梯：

会津若松市、湯川
村、柳津町、三島
町、昭和村、猪苗代
町、磐梯町、会津美
里町

各消防署
各自治体(市町村)
各社会福祉協議会
駐在所

関係機関と合同で高齢者世帯を訪問し、住宅用火災
警報器の設置維持管理の徹底を訴え防火安全指導
を実施。

17 南会津地方広域消防本部
（0241-63-3117）

高齢者宅防火訪問 各所々毎に火災予
防運動期間中に実
施

南会津広域消防署
管内
消防署伊南出張所
管内
消防署只見出張所
管内
消防署下郷出張所
管内
消防署舘岩分遣所
管内
消防署桧枝岐分遣
所管内

社会福祉協議会
会津地区電気協会
民生委員
各町村
消防署

①電気協会員及び民生委員等と高齢者宅を訪問し、
火気の適正使用の啓発及び漏電検査等を実施す
る。
②設置されている住宅用火災警報器等の適正な維
持管理等を推進する。



消防本部（連絡先） 事業名 実施日時 実施場所 参加団体等 実施内容 特　　　徴
3 【応急仮設住宅における火災予防対策の推進】
1 安達地方広域

行政組合消防本部
（0243-24-1577）

立て看板・のぼり旗の設
置

１１月９日～１１月１
５日

大玉村 南消防署 仮設住宅付近に火災予防運動の立て看板及びのぼ
り旗を設置する。

立て看板等を設置し仮設住宅居住者に防火思想を
普及させる。

2 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

仮設住宅訪問 期間中 管内仮設住宅 双葉消防本部 　双葉消防本部と合同で仮設住宅を訪問し、火災予
防を訴える。

　東日本大震災により、町内の仮設住宅に避難して
いる住民を直接訪問し、火災予防の意識高揚を図
る。

3 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

防火指導 期間中 矢吹町内仮設住宅3
か所

消防署 火災予防運動に伴う防火指導

4 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

応急仮設住宅防火ＰＲ 日程調整中 須賀川市内
鏡石町内

須賀川消防署・長沼分署
鏡石分署

応急仮設住宅の各住戸に、火災予防広報チラシを配
布し啓発活動を実施。

戸別訪問することで住人へ直接防火指導する。

5 会津若松地方広域市町村
圏整備組合消防本部
（0242-59-1403）

防火広報 運動期間中 会津若松市 会津若松消防署 応急仮設住宅において防火広報を実施し、火災予防
の徹底を訴える。

6 会津若松地方広域市町村
圏整備組合消防本部
（0242-59-1403）

防火指導 10月15日(木) 会津美里町宮里応
急仮設住宅

会津美里消防署
双葉広域消防本部(冨岡消防
署)
楢葉町消防団
楢葉町婦人消防隊
楢葉町役場会津美里出張所

関係機関合同による防火指導の実施。

7 相馬地方広域消防本部
（0244-22-4165）

原町区仮設住宅防火訪
問

11月11日（水）～11
月12日（木）9：00～
11：00

高見町1・2仮設
桜井町、牛越、
大鹿仮設

南相馬市女性消防隊
南相馬消防署

仮設住宅への火災予防啓蒙を図る。（概ね2時間程
度で、各戸訪問）

仮設住宅を各戸訪問しチラシ及びノベルティーを配
布し防火指導等を行うことで火災予防の啓発に努め
る。

8 相馬地方広域消防本部
（0244-22-4165）

消防訓練 11月8日
9:00～10:00

小池長沼
応急仮設住宅

南相馬市消防団鹿島区団
仮設住宅住民・鹿島分署

仮設住宅入居者を対象にした避難、通報、初期消火
訓練を実施。

併せて鹿島分署及び鹿島区消防団合同の消防訓練
を実施する。

9 相馬地方広域消防本部
（0244-22-4165）

防火ふれあい訪問 11月9日～11月１２
日

鹿島区内応急仮設
住宅

小高区女性消防隊
小高分署（非番員）

小高区住民が多く避難している鹿島区内の仮設住宅
へ防火訪問する。

女性消防隊が参加することで住民同士のつながりを
より身近に感じることができ、積極的な防火対策と災
害時の連携強化に取り組んでもらう。

10 相馬地方広域消防本部
（0244-22-4165）

仮設住宅防火訪問 11/14（土）9：00～
11：00
11/15（日）9：00～
11：00

飯野・明治仮設住宅
大野台第６仮設住宅

飯舘村消防団
飯舘村女性消防隊
飯舘分署

飯舘村村民が避難生活をおくっている仮設住宅を訪
問し、火災予防を呼びかける。

村民が避難している仮設住宅は全て村外にあるた
め、定期的に仮設住宅を訪問し、各世帯に火災予防
を呼びかけると共に、一時帰宅した際に火の取扱い
にも注意を呼びかける。

11 相馬地方広域消防本部
（0244-22-4165）

消防訓練 11月8日
9:00～10:00

小池長沼
応急仮設住宅

南相馬市消防団鹿島区団
仮設住宅住民・鹿島分署

仮設住宅入居者を対象にした避難、通報、初期消火
訓練を実施。

併せて鹿島分署及び鹿島区消防団合同の消防訓練
を実施する。

12 双葉地方広域市町村圏組
合消防本部
(0240-25-8523)

応急仮設住宅全戸訪問 11月中 応急仮設住宅（広野
町、楢葉町、富岡
町、大熊町、川内
村）

富岡消防署、仮設住宅自治会
長、役場、社会福祉協議会、
消防団

応急仮設住宅を訪問し、防火指導を行い、防火意識
の高揚を図る。

各関係機関と連携を図り、火災予防、予防救急という
ことでリーフレットを配布し理解を深めてもらう。

13 双葉地方広域市町村圏組
合消防本部
(0240-25-8523)

消防の広場 11月10日 楢葉町 内郷白水応
急仮設住宅

富岡消防署 応急仮設住宅集会所において防火講話、AED取扱、
消火器取扱等を実施する。

住民に対し、防火意識の高揚を図り火災予防に繋げ
る。



消防本部（連絡先） 事業名 実施日時 実施場所 参加団体等 実施内容 特　　　徴
4 【ホテル・旅館等における防火安全対策の徹底】
1 伊達地方消防組合

(024-575-0181)
防火査察 火災予防運動期間

中
防火管理体制の充実、消防用設備等の維持管理の
徹底及び違反防火対象物に対する是正指導等防火
安全対策の徹底を図る。

火災が発生した場合に避難経路となる通路、階段
等、延焼拡大防止等に重要な役割を果たす防火戸、
防火シャッター等の管理状況の確認。

2 安達地方広域
行政組合消防本部
（0243-24-1577）

ホテル・旅館へ防火対象
物制度の周知を目的とし
た広報

１１月９日（月）～１１
月１５日（日）

管内 警防課 防火対象物表示制度を周知し、防火体制の更なる確
立を訴えるもの。

表示マーク対象のホテル・旅館へ表示制度の周知を
行い、申請を促しつつ、防火体制を訴える。

3 安達地方広域
行政組合消防本部
（0243-24-1577）

ホテル・旅館等を対象と
した予防査察の実施

１１月９日（月）～１１
月１５日（日）
各日9:00～12:00

管内 北消防署・南消防署 防火安全上不備事項がある施設等に対して、立入検
査を実施し防火安全対策について指導する。

防火安全上不備事項がある施設等に対して火災予
防運動期間中に立入検査を行うことにより、防火安
全対策の重要性について理解してもらい、不備事項
の改善を図る。

4 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

立入検査 期間中 署及び各分署管内 署及び各分署 　対象施設の立入検査を実施し、違反事項の早期改
善並びに出火時の避難誘導等について指導する

5 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

チラシ配布 期間中 署及び各分署管内 署及び各分署 　立入検査時にチラシを配布し、出火防止について
啓発する

6 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

ホテル・旅館等立入検査 11月中 管内市町村 各消防署、分署、市町村 防火安全対策の指導及び違反是正

7 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

防火査察・指導 火災予防運動実施
期間中

各署所管内 各署所 立入検査を実施し、防火チラシを配布するとともに火
気管理等について防火指導を実施。

防火戸及び避難口確保等の指導を重点的に実施す
る。

8 会津若松地方広域市町村
圏整備組合消防本部
（0242-59-1403）

防火対象物査察指導 運動期間中 管内全域 各消防署所
会津若松建設事務所
喜多方建設事務所

ホテル・旅館等に対し建築指導関係機関と合同で立
入検査を実施し、消防用設備・避難施設等の適正な
設置維持管理および防火管理の徹底を指導する。

9 南会津地方広域消防本部
（0241-63-3117）

管内の旅館・民宿組合
等を対象とした消防訓練
の実施

調整中 南会津広域消防本
部管内全域

管内の各旅館・民宿組合等 旅館・民宿等の組合毎に消防訓練を実施する。

10 相馬地方広域消防本部
（0244-22-4165）

建設事務所合同査察 11月12日（木）
14：00～16：00

市内作業員宿舎 相双建設事務所
相馬消防署

近年当地方で増加している作業員宿舎を対象とした
立入検査を、相双建設事務所と合同で実施する。

作業員宿舎の立入検査を建築及び消防合同で実施
することにより、違反事項を早急に改善させ、火災予
防に努める。



消防本部（連絡先） 事業名 実施日時 実施場所 参加団体等 実施内容 特　　　徴
5 【高齢者や障がい者等が入所する小規模社会福祉施設及び有床診療所における防火安全対策の徹底】
1 伊達地方消防組合

(024-575-0181)
防火査察 火災予防運動期間

中
１１月月間査察計画
による伊達市保原町
管内

中央消防署 防火管理体制の充実、消防用設備等の維持管理の
徹底及び違反防火対象物に対する是正指導等防火
安全対策の徹底を図る。

2 安達地方広域
行政組合消防本部
（0243-24-1577）

消防訓練指導 １１月９日（月）～１１
月１５日（日）

管内 北消防署・南消防署 小規模社会福祉施設の避難訓練時に施設ごとの実
情に合った訓練指導を行い防火安全対策を図る。

施設ごとの実情に合った訓練指導を行い防火安全対
策を図る。

3 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

グループホーム輝防災
訓練

１１月上旬 グループホーム輝 グループホーム輝 　消防計画を基に行動内容を確認後、実訓練を行い
火災対応力の向上を図る。

　火災から高齢者を避難させる困難性を認識してもら
うことで、防火意識の高揚を図る。

4 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

立入検査 期間中 署及び各分署管内 署及び各分署 　対象施設の立入検査を実施し、違反事項の早期改
善並びに出火時の避難誘導等について指導する

5 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

チラシ配布 期間中 実施分署予定管内 実施予定分署 　立入検査時にチラシを配布し、出火防止について
啓発する

6 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

社会福祉施設等の訓練
指導

11月中 管内市町村 各消防署、分署、市町村 指導マニュアル等を活用した、効果的かつ確実な訓
練の指導。

7 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

防火査察・指導 火災予防運動実施
期間中

各署所管内 各署所 立入検査を実施し、防火チラシを配布するとともに火
気管理等について防火指導を実施。

避難口の確保状況や、夜間災害時の行動等を重点
的に指導する。

8 会津若松地方広域市町村
圏整備組合消防本部
（0242-59-1403）

防火対象物査察指導 運動期間中 管内全域 各消防署所 障害者・老人介護施設に対し立入検査を実施し、消
防用設備・避難施設等の適正な設置維持管理および
防火管理の徹底を指導する。



消防本部（連絡先） 事業名 実施日時 実施場所 参加団体等 実施内容 特　　　徴
6 【街頭広報（パレード）】
1 福島市消防本部

(024-534-9103)
防火パレード １１月９日

１０：３０～１１：３０
福島駅前通り 福島愛隣幼稚園

福島南ロータリークラブ
福島県消防設備協会

幼稚園児が火の用心の法被を着用し拍子木を鳴らし
ながらパレードを実施し、市民に対し防火意識の啓
発を呼びかける。

防火パレードを行うとともに、福島南ロータリークラブ
及び福島県消防設備協会の会員が協力して住宅用
火災警報器のチラシを配布し、住宅火災等の予防を

2 いわき市消防本部
(0246-24-3941)

消防団第４支団・常磐消
防署合同防火パレード

11月8日（日）
7:45～11:00

常磐管内 常磐消防署
消防団第４支団第１、２、３分
団

○防火啓発の音声テープを流しながら広報を行う。 ○消防団・消防署が一体となって、広く市民へ火災予
防思想の普及及び効果的な火災予防を訴えることが
できる。

3 いわき市消防本部
(0246-24-3941)

消防団第５支団・支所・
消防署合同パレード

11月8日(日)
8：30～9：30

いわき市内郷地区
いわき市好間地区

消防団第５支団・内郷支所
好間支所・内郷消防署

○内郷・好間地区を車両19台でパレードを実施する。 ○内郷・好間地区を消防車両等で火災予防の啓発を
行い、地域住民に対しより一層の防火意識の高揚を
図る。

4 いわき市消防本部
(0246-24-3941)

支所・分遣所・消防団第
６支団・婦人消防隊合同
パレード

11月8日（日）
9：00～12：00

いわき市三和町地
区

管内消防団・支所・婦人消防
隊・三和分遣所・いわき中央
警察署

○三和地区を車両13台でパレードを実施する。 ○三和地区を消防車両等で火災予防の啓発を行
い、地域住民に対し、より一層の防火意識の高揚を
図る。

5 いわき市消防本部
(0246-24-3941)

街頭広報 11月9日（月）～13日
（金）
各日7:00～7:30

湯本第一中学校
湯本第二中学校
湯本第三中学校
磐崎中学校
JR湯本駅

常磐消防署 ○各中学校前において防火啓発のチラシ等を配布
し、街頭広報をする。

○一般市民だけでなく中学生に対して広報を実施す
ることにより、より広い層の市民に火災予防運動の開
始を周知するとともに、更なる防火啓発を図ることが
できる。

6 いわき市消防本部
(0246-24-3941)

泉幼稚園幼年消防団防
火パレード

11月9日(月）
10：00～11：30

いわき市ＪＲ泉駅付
近

小名浜消防署
泉幼稚園

○幼年消防クラブの音楽隊とともに火災予防のパ
レードを実施する。

○火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、幼年
消防クラブとともに町を楽器演奏しながらパレードし、
火災予防思想の一層の普及を図る。

7 いわき市消防本部
(0246-24-3941)

江名分遣所・消防団第２
支団第１分団合同防火
パレード

11月15日（日）
8：30～10：30

いわき市江名地区 小名浜消防署江名分遣所
消防団第２支団第１分団

○消防車両が隊列を組み、火災予防広報を実施す
る。

○火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、管内
の広範囲を車両で巡回することで火災予防思想の一
層の普及を図る。

8 伊達地方消防組合
(024-575-0181)

幼稚園児による防火パ
レード

１１月　５日（木） 伊達市梁川町商店
街

梁川保育園
梁川中央保育園
交通安全協会梁川支部
中央消防署北分署

保育園児による防火パレードを実施し、市民に「火の
用心」を呼びかける。

保育園児による「鼓笛隊」、「火の用心」の呼びかけに
より市民の防火意識の高揚を図る。

9 伊達地方消防組合
(024-575-0181)

伊達支部消防団防火パ
レード

１１月　９日（月） 伊達支部管内 伊達支部消防団
伊達地方消防組合

防火パレードをとおして住民の防火意識の高揚を図
る

消防団伊達支部管内をパレードすることにより火災
が発生しやすい時季を迎え、火災予防思想の普及を
図る。

10 伊達地方消防組合
(024-575-0181)

霊山支団と霊山町内園
児による防火パレード

未　定 伊達市霊山町 伊達市消防団霊山支団　　中
央消防署東分署

防火パレードをとおして住民の防火意識の高揚を図
る

地域の消防団員による防火パレードにより、防火意
識の高揚が図られる。

11 伊達地方消防組合
(024-575-0181)

街頭啓発広報 １１月１５日(日）また
は１１月２２日(日）
９時～１２時

ファンズ保原店 中央消防署 着ぐるみを活用し広報を実施、合わせてチラシ･ポ
ケットティッシュ・風船等を配布しながら買い物客へ
「住宅用火災警報器設置の対策」「火の用心」を呼び
かける。

着ぐるみを活用しての街頭啓発

12 伊達地方消防組合
(024-575-0181)

街頭啓発広報 １１月　８日（日） 百彩館んめ～べ 中央消防署西分署 着ぐるみを活用し広報を実施、合わせてチラシ･ポ
ケットティッシュ・風船等を配布しながら買い物客へ
「住宅用火災警報器設置の対策」「火の用心」を呼び
かける。

消防車両の展示および着ぐるみを活用しての街頭啓
発

13 安達地方広域
行政組合消防本部
（0243-24-1577）

消防車両による防火広
報

１１月９日（月）～１１
月１５日（日）

管内 北消防署・南消防署 消防車両にて計画に基づき防火広報実施する。 消防車両を使用しての防火広報により、火災予防の
啓蒙活動を行う。

14 安達地方広域
行政組合消防本部
（0243-24-1577）

着ぐるみを着用して火災
予防等の啓発

１１月９日（月） 市内大規模店舗 北消防署 管内の大規模店舗等において消防署員が着ぐるみ
を着用し、チラシ等を配りながら、火災の予防対策を
啓発推進する。

大型量販店でチラシ等を配布し、火災予防の啓蒙活
動を行う。着ぐるみを着用することにより啓蒙活動の
効果を上げる。



消防本部（連絡先） 事業名 実施日時 実施場所 参加団体等 実施内容 特　　　徴
15 郡山地方広域消防組合

消防本部
（024－923－8172）

つつみ幼稚園防火パ
レード

１１月２日(月) 守山地区 田村町つつみ幼稚園
田村分署

　つつみ幼稚園園児と合同で防火パレードを実施し、
火災予防の啓発を図る。

　防火パレードを実施し、管内住民に防火意識の高
揚を図る。

16 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

三代少年消防クラブ合
同防火パレード

１１月２１日(土) 湖南町三代地区 消防団湖南地区隊
湖南分署
三代少年消防クラブ
郡山北警察署福良駐在所

　三代少年消防クラブと合同で防火パレードを実施
し、火災予防を呼びかける。

　徒歩によるパレードを実施し、火災予防を呼びかけ
る。

17 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

自主防災会との夜間警
戒

期間中 大槻中央地区全域 大槻中央地区自主防災会 　自主防災会と合同で夜間の警戒活動を実施する。 　自主防災会が主体となり警戒活動を実施し、火災
予防の啓蒙を図る。

18 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

消防団合同防火パレー
ド

期間中 実施予定分署管内 実施予定分署 　消防団と合同で広報活動を実施し、地域住民に対
して火災予防の啓発を図る。

　消防団と合同で広報活動を実施し、地域住民への
火災予防の啓発を図る。また地元消防団との連携体
制の強化を図る。

19 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

防火パレード 期間中 管内市町村 各市町村・消防団
消防署・分署

署・団合同防火パレード

20 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

幼年消防クラブ防火パ
レード

11月4日 棚倉町内 棚倉幼稚園幼年消防クラブ・
消防団・消防署

幼年消防クラブとの合同による防火パレード 幼稚園児の呼びかけにより、防火意識の高揚を図
る。

21 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

　　　　　　　　〃 11月5日 矢祭町内 やまつりこども園幼年消防クラ
ブ・消防署・分署

幼年消防クラブ員による、町内の防火パレード 幼稚園児の呼びかけにより、防火意識の高揚を図
る。

22 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

防火広報 予防運動期間中 各署所管内 各署所 各管内を消防車両により防火広報する。 各管内全域への防火広報を実施することで、広く火
災予防思想の周知を実施する。

23 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

広報パレード １１月１４日（土） 浅川町内 浅川町消防団
浅川分署

浅川町内を消防車両により防火広報をする。 消防団の地域性及び機動力を生かし町内全域への
防火広報を実施することにより、地域住民の防火意
識の高揚を図る。

24 喜多方地方広域
市町村圏組合消防本部
（0241－22－6213）

防火パレード 11/1、11/8、11/15 喜多方市、北塩原
村、西会津町

管内消防団、管内女性・婦人
消防隊、管内消防署・分署

○管内市町村を消防団及び消防署の車両により、火
災予防を呼びかけながらパレードを実施する。

○管内全域をパレードする。

25 喜多方地方広域
市町村圏組合消防本部
（0241－22－6213）

ちびっこ防火パレード 11/10 西会津町 尾野本保育所、女性消防隊、
西会津消防署

○西会津町尾野本地区内において、幼児・女性消防
隊・消防署員が火災予防を呼びかけながら徒歩でパ
レードする。

○法被・拍子木・ぬいぐるみを使用する。

26 会津若松地方広域市町村
圏整備組合消防本部
（0242-59-1403）

幼年消防防火パレード 10月28日 会津美里町 会津美里消防署
認定こども園ひかり

園児および小中学生による鼓笛吹奏楽防火パレード
を実施し、火災予防の啓蒙を図る。

27 会津若松地方広域市町村
圏整備組合消防本部
（0242-59-1403）

安心安全フェアー 11月1日 会津若松市（アピタ
会津若松店）

ユニー㈱アピタ会津若松店
会津若松消防署
会津若松消防署城南分署
会津若松警察署
会津若松婦人消防隊
門田報徳保育園
どんぐり山保育園
大熊町幼稚園

アピタ会津若松店にて、消防車両の展示、煙体験ハ
ウス等の各種体験スペース、参加園児による鼓笛隊
パレードや演舞を織り交ぜて火災予防広報を実施す
る。

市民が多く集まる大型小売店の協力を得て、休日を
楽しむ家族や買い物客等を対象に、警察消防両関係
機関合同で、防犯、交通安全、防火、防災の取り組
みを楽しく体験してもらい、市民自らが安心・安全に
ついての認識を高めることを目的とする。

28 会津若松地方広域市町村
圏整備組合消防本部
（0242-59-1403）

防火パレード 運動期間中
（坂下・三島：11/1、
柳津：11/7、磐梯・
昭和：11/8、美里・
金山：11/15）

管内各地域 各消防署所
各地域消防団
各地域自治体

関係機関合同による防火パレードを実施し火災予防
の啓蒙を図る。



消防本部（連絡先） 事業名 実施日時 実施場所 参加団体等 実施内容 特　　　徴
29 会津若松地方広域市町村

圏整備組合消防本部
（0242-59-1403）

防火パレード 11月5日 昭和村 会津坂下消防署昭和出張所
地元幼年少年消防クラブ

幼年幼年消防クラブによる防火パレードを実施し火
災予防の啓蒙を図る。

30 会津若松地方広域市町村
圏整備組合消防本部
（0242-59-1403）

防火パレード 11月8日 会津若松市 会津若松消防署城南分署
会津若松市消防団
各地区婦人消防隊
協力企業（大型店舗）

関係機関合同による防火パレードおよび大型店舗で
の街頭広報を実施し、来店者に対して火災予防の啓
蒙を図る。

31 会津若松地方広域市町村
圏整備組合消防本部
（0242-59-1403）

街頭広報・防火イベント 11月9日 会津坂下町（リオン
ドール・ダイユーエイ
ト）

会津坂下消防署
協力企業（大型店舗）
坂下三人小町

地元PR大使である坂下三人小町を一日消防署長に
任命し来店者に対して火災予防を訴えるとともに、煙
体験ハウスを展示し火災の煙を疑似体験してもらうこ
とで火災に対する意識の高揚を図る。

32 会津若松地方広域市町村
圏整備組合消防本部
（0242-59-1403）

街頭広報 11月13日 柳津町 会津坂下消防署柳津出張所 大型店舗において街頭広報を実施し、火災予防の啓
蒙を図る。

33 南会津地方広域消防本部
（0241-63-3117）

防火パレード １０月８日（金） 南会津町（旧田島町
管内）

南会津地方振興局
田島保育園
暁の星幼稚園
一日消防署長　南会津警察署
南会津町消防団田島支団
南会津町婦人消防隊
南会津広域消防署

幼稚園児・保育所児童及び消防車両等による防火パ
レード実施
駅前広場において幼稚園児,一日消防署長等による
アトラクションを実施し、地域住民への防火意識の啓
発を行う。

34 南会津地方広域消防本部
（0241-63-3117）

防火パレード １０月１４日（水） 南会津町（伊南村地
域）

伊南保育所
南会津町消防団伊南支団
消防署伊南出張所

保育園児及び消防車両による防火パレード実施

35 南会津地方広域消防本部
（0241-63-3117）

防火パレード １１月９日（月） 只見町管内 只見町
只見町消防団
消防署只見出張所

消防車両による防火パレード実施

36 南会津地方広域消防本部
（0241-63-3117）

防火パレード １１月１０日（火） 桧枝岐村管内 桧枝岐村
桧枝岐村消防団
桧枝岐村婦人消防隊
消防署桧枝岐分遣所

幼年消防クラブ及び消防車両による防火パレード実
施

37 相馬地方広域消防本部
（0244-22-4165）

防火鼓笛パレード 11月　9日（月）
10：00～11：00

相馬市内 市内保育園、幼稚園
消防団、相馬消防署

市内保育園児、幼稚園児による相馬市内の鼓笛パ
レードを実施。

市内保育園児、幼稚園児が市内路上において防火
に関する鼓笛パレードを行うことで市内住民の防火
意識の向上を図る。

38 双葉地方広域市町村圏組
合消防本部
(0240-25-8523)

幼年消防クラブ防火パ
レード

①11月9日
②11月10日

①広野町
②川内村

①広野幼稚園、楢葉分署
②認定こども園かわうち保育
園、川内出張所

地域住民の防火意識の高揚を図ることを目的とし
て、広野町内及び川内村内のパレードを実施する。

幼年消防クラブ員として町民及び村民に対し火災予
防の啓発を図り、社会での集団活動を体験すること
により自主性、協調性などを養い、幼年期における防
火防災意識の高揚を目的とする。

39 双葉地方広域市町村圏組
合消防本部
(0240-25-8523)

消防車両による防火広
報

11月9日～11月15日 広野町、楢葉町、
富岡町、大熊町、
川内村

富岡消防署 日中及び夜間に消防車両にて防火広報を実施。ま
た、帰還困難区域等の墓地警戒を実施。

消防車両による防火広報で住民及び帰還困難区域
等に入域する作業員等に対する啓蒙活動となり、火
災予防に繋がる。

40 双葉地方広域市町村圏組
合消防本部
(0240-25-8523)

防災無線による火災予
防運動広報

11月9日～15日 広野町、楢葉町、川
内村、富岡町、双葉
町、浪江町、葛尾村

富岡消防署、浪江消防署、各
役場

各役場に依頼し、秋季火災予防運動週間実施中であ
る内容の防災無線を朝、夕の１日に２回行う。

防災無線により全住民に対する啓蒙活動となり、火
災予防に繋がる。

41 双葉地方広域市町村圏組
合消防本部
(0240-25-8523)

浪江町十日市祭りでの
消防の広場

11月14日 二本松市 浪江消防署 浪江町の伝統祭りである十日市祭りで消防ブースを
開き、来場者へ火災予防リーフレットの配布等を行
う。



消防本部（連絡先） 事業名 実施日時 実施場所 参加団体等 実施内容 特　　　徴
7 【広報紙等による広報】
1 福島市消防本部

(024-534-9103)
火災予防絵画・ポスター
コンクール入選作品展
示会

１１月７日
～１１月１５日

こむこむ２階交流
ホール

福島市幼少年女性防火委員
会

福島県火災予防絵画・ポスターコンクール福島地区
審査会の入賞作品を展示し、火災予防の啓発を図
る。

集客が多い施設のエントランスに展示することによ
り、多くの市民に絵画・ポスターを見てもらい防火意
識の啓発が図れる。

2 いわき市消防本部
（0246-24-3941）

ポスターコンクール優秀
作品展示

11月7日（土）～11月
17日（火）

ショッピングセンター
エブリア

ショッピングセンターエブリア
予防課

○大規模店舗に、いわき市火災予防ポスターコン
クール優秀作品を展示する。

○火災予防ポスターを展示し、多数の市民の目に触
れさせることで、火災予防啓発を図る。

3 いわき市消防本部
（0246-24-3941）

市政情報誌「広報いわ
き」への記事掲載

11月中 市内全域 予防課 ○回覧板等を通じて、市内の各世帯に配布される市
政情報誌に火災予防運動関連記事を掲載する。

○広報誌を通じて、火災予防運動の概要や火災予防
の知識を、広く市民へ周知する。

4 伊達地方消防組合
(024-575-0181)

防火ポスター（チラシ）作
成

消防本部 管内小学３年生を対象に火災予防に関する絵画作
品を募集、最優秀作品を活用し防火ポスター（チラ
シ）を作成して管内全世帯に配布する。

伊達地方消防組合募集の絵画を防火ポスターにして
管内全世帯に配布する。

5 安達地方広域
行政組合消防本部
（0243-24-1577）

林野火災防止広報 １１月９日（月）～１１
月１５日（日）

二本松市 警防課 登山者を対象に、登山口において山火事防止を訴え
るチラシの配布と標識を設置する。

6 安達地方広域
行政組合消防本部
（0243-24-1577）

立看板・のぼり旗の設置 １１月９日（月）～１１
月１５日（日）

管内 北消防署・南消防署 「火の用心」、「火災予防運動実施中」等の看板・のぼ
り旗設置。

火災予防運動実施中である旨を地域住民に周知し、
火災予防の啓蒙活動を行う。

7 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

各ミニコミ誌等への記事
掲載依頼

期間中 各ミニコミ誌の配布
地域

リビング郡山、だいすき、街こ
おりやま、こおりやま情報

　管内で配付されているミニコミ誌等へ火災予防の記
事掲載を依頼し、住民への周知を図る。

　住民により身近なミニコミ誌に本運動に係る記事を
掲載することにより、効果的に火災予防の啓発を図
る。

8 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

火災予防チラシの作成、
配付

期間中 管内全域 郡山地方広域消防組合
各関係機関

　各消防署、分署等が関係機関と協力しオリジナル
の火災予防チラシを作成、配付する。

　各消防署、分署等が地域性や特性を活かした地域
密着型のチラシを作成する。

9 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

市町広報誌による広報 期間中 管内全域 構成市町 　構成各市町の広報誌に春季全国火災予防運動、
老朽化消火器等回収の記事を掲載する。

　事前広報と火災予防及び住宅用火災警報器の設
置促進を図る。

10 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

防災無線による広報 期間中 田村市管内 郡山消防署
田村消防署及び分署・分遣所
構成市町

　防災無線を活用し、住民に火災予防及び住宅用火
災警報器の設置促進を図り、火災ゼロを目指す。

　防災無線を活用し、住民に火災予防及び住宅用火
災警報器の設置促進並びに防火意識を促進する。

11 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

店内放送による広報 期間中 管内物販店 署及び各分署 　管内の大型物販店に店内放送を依頼し、来客への
住宅用火災警報器早期設置の啓発並びに出火防止
を促す

12 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

電光掲示板による広報 期間中 田村市船引町管内 田村地区交通安全協会・パチ
ンコ店

　田村地区交通安全協会及びパチンコ店に設置され
ている電光掲示板を活用し、住民に火災予防運動の
周知を図る

13 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

立て看板及び幟旗の設
置による広報

期間中 田村消防署・移分駐
所

田村消防署 　庁舎前に火災予防運動の立て看板及び幟旗を設
置することにより住民に火災予防運動の周知を図る

14 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

「火災予防運動実施中」
マグネット貼り付け

期間中 各消防車両 郡山消防署 　消防車両にマグネットを貼り付け、火災予防を訴え
る。

　住民に火災予防の思想普及を図る。

15 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

管内各市町村広報誌掲
載

管内各市町村広報
誌10月、11月号へ
掲載

管内各市町村 須賀川地方広域消防本部
各市町村

秋季全国火災予防運動実施の広報誌掲載。 広報誌へ掲載することで、広く本運動を住民に周知
できる。火災予防運動に関してだけではなく、住宅用
火災警報器に関しても掲載する。



消防本部（連絡先） 事業名 実施日時 実施場所 参加団体等 実施内容 特　　　徴
16 白河地方広域消防本部

（0248-22-2170）
市町村広報紙及び防災
無線による広報

期間中 管内市町村 各市町村・消防署・分署 市町村で発行する広報誌に広報記事を掲載し、また
防災無線等を活用し地域住民へ予防啓発する。

17 喜多方地方広域
市町村圏組合消防本部
（0241－22－6213）

火災予防広報 11/9～11/15 喜多方市、北塩原
村、西会津町

各市町村、ＦＭ局、ケーブルテ
レビ

○広報誌への火災予防運動の記事掲載、ＦＭ局や
ケーブルテレビを使用した防火に関する放送を実施
する。

○マスメディアを使用して広域的な範囲で広報する。

18 会津若松地方広域市町村
圏整備組合消防本部
（0242-59-1403）

市町村広報誌での広報 各市町村 市町村広報誌による火災予防広報

19 南会津地方広域消防本部
（0241-63-3117）

火災予防チラシの作成 １０月末全戸配布 南会津広域消防本
部管内全域

南会津消防設備協会
南会津危険物安全協会
南会津防火管理連絡協議会
南会津地方広域少年婦人防
火クラブ委員会
管内各町村
管内各消防団
南会津広域消防本部

防火チラシを作成し、管内全戸に配布し火災予防啓
発を実施。

20 相馬地方広域消防本部
（0244-22-4165）

南相馬チャンネルでの
放映

期間中 市内 南相馬消防署 テレビでの放映を行い強く火災予防の啓発活動を行
う

各種メディアを通し広報活動を行い、住民の更なる火
災予防の意識を高める

21 相馬地方広域消防本部
（0244-22-4165）

除染休憩所に防火ポス
ター配布

火災予防期間前 小高区内除染休憩
所

小高分署(当番員) 防火ポスターの配布し、休憩所に掲示依頼する。 防火ポスターの掲示により、除染作業員の防火意識
の高揚を図り防火に努めてもらう。

22 双葉地方広域市町村圏組
合消防本部
(0240-25-8523)

広報誌による防火広報 11月中 広野町、楢葉町、富
岡町、大熊町、川内
村

各役場 各町村の広報誌に秋季全国火災予防運動について
の記事及び住宅防火のポイント等をまとめた記事の
掲載を依頼し、防火意識の高揚を図る。

広報誌に記事掲載することで多くの住民に対し効果
的な広報活動となる。



消防本部（連絡先） 事業名 実施日時 実施場所 参加団体等 実施内容 特　　　徴
8 【その他】
1 いわき市消防本部

（0246-24-3941）
支所・団・署合同防災訓
練

11月8日（日）
9:00～12:00

入遠野小学校 常磐消防署遠野分遣所
常磐消防署
消防団第４支団
下根岸婦人消防隊
常磐女性消防クラブ
遠野支所・常磐支所
入遠野小学校
入遠野地区自主防災会９組織

○通報・避難及び配慮者搬送訓練・初期消火訓練指
揮運用訓練・救助救急訓練・消火訓練・炊き出し訓
練。

○総合防災訓練を実施することで、地域住民に対す
る火災予防思想の徹底と、災害発生時における防災
体制の確立を図る。

2 いわき市消防本部
（0246-24-3941）

男女共同参画社会の日
イベントに伴う広報

11月8日(日)
13：30～16：00

いわき市総合保健
福祉センター

一般市民 ○幼児及び小学生向け消防かるた大会 ○幼児及び小学生の防火意識の高揚を図る。

3 いわき市消防本部
（0246-24-3941）

住警器マンとのおやくそ
く
～デジタル紙芝居～

11月10日(火)
10:30～11:30

田人保育所 田人分遣所
田人保育所幼年消防クラブ

○スライド投影による紙芝居を行う。 ○幼児期に防火教育を行うことで、火遊びの防止等
が期待できる。

4 いわき市消防本部
（0246-24-3941）

勿来第一小学校少年消
防クラブ特別訓練

11月11日(水)
10:30～11:30

勿来第一小学校 勿来消防署
勿来第一小学校少年消防クラ
ブ

○災害対応訓練を行う。 ○消防訓練とは異なる災害対応訓練を行うことで、
自助・共助能力の向上等が期待できる。

5 いわき市消防本部
（0246-24-3941）

災害公営住宅防火診断 11月14日（土）、15
日（日）
各日9：00～11：00

いわき市久之浜町 自治会長
久之浜・大久婦人消防クラブ
管内消防団
市営住宅管理センター
平消防署四倉分署

○関係機関合同で個別訪問を行い、火災予防啓発
活動を実施する。

自治会長を含む関係機関との合同個別訪問により、
危険箇所の把握等、共通認識を持つことができるとと
もに、効果的な防火対策を促すことができる。

6 いわき市消防本部
（0246-24-3941）

消防団第２支団・小名浜
消防署合同安全管理研
修

11月15日（日）
9：00～11：30

いわき市小名浜下
神白（松下海岸）

消防団第２支団
小名浜消防署

○消防訓練等の安全管理研修を実施する。 ○火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、消防
団員へ火災現場での活動における安全管理につい
ての研修を実施し、災害対応能力の向上を図る。

7 伊達地方消防組合
(024-575-0181)

避難区域内での火災予
防対策

火災予防運動期間
中

川俣地区山木屋地
区

中央消防署南分署
消防本部

巡回パトロールの実施 一時帰宅住民や一時立入事業者等に対する火災予
防の周知

8 伊達地方消防組合
(024-575-0181)

防災教室 １１月１２日(木） 保原保育園 保原保育園
中央消防署

防火講話、避難訓練等を実施し、保育園児に対する
防火意識の高揚を図る

9 安達地方広域
行政組合消防本部

（0243-24-1577）

防災行政無線を活用し
た火災予防広報

１１月９日（月）～１１
月１５日（日）

管内 警防課　二本松市、本宮市、
大玉村

各市村の協力により、防災行政無線を活用した火災
予防広報を実施する。

管内各世帯に防災行政無線で火災予防を広報し、防
火意識の高揚を図る。

10 安達地方広域
行政組合消防本部
（0243-24-1577）

出動表示板を使用した
火災予防広報

１１月９日（月）～１１
月１５日（日）

二本松市、本宮市 警防課 消防署入口に設置している出動表示板に、火災予防
メッセージを流し、通行者への広報を実施する。

出動表示板はＬＥＤによりメッセージを表示できるた
め、これを利用し通行者へ広報する。

11 安達地方広域
行政組合消防本部
（0243-24-1577）

幼児防火・防災教育の
推進

１１月９日（月）～１１
月１５日（日）

管内の幼稚園・保育
所等

北消防署・南消防署 幼稚園に訪問し、防火ＤＶＤの鑑賞、おかしも体操を
実施し、風船等を配布する。

防火教育ＤＶＤ及び着ぐるみ等を使用して、火事の怖
さを理解してもらい、火の用心、火遊びはしない認識
を持たせる。

12 安達地方広域
行政組合消防本部
（0243-24-1577）

パチンコ店を対象とした
予防査察の実施（３件）

１１月９日（月）～１１
月１５日（日）

管内 北消防署・南消防署 立入検査を実施する。 従業者等に放火の予防対策について注意喚起する。

13 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

ＪＡたむら感謝祭の参加 １0月３１日（土）
11月１日（日）

田村総合運動公園 田村消防署　他 　ＪＡたむら感謝祭で消防ブースを設定し、来場者へ
火災予防及び住宅用火災警報器早期設置の啓発を
図る



消防本部（連絡先） 事業名 実施日時 実施場所 参加団体等 実施内容 特　　　徴
14 郡山地方広域消防組合

消防本部
（024－923－8172）

星総合病院総合防災訓
練

１１月５日（木） 星総合病院 郡山消防署 　各種イベントや体験を実施し、防火意識を高める。 　火災予防運動の思想の普及を図る。

15 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

合同消防訓練 １１月９日（月） 田村市役所 田村消防署・郡山消防署・田
村市役所・地域住民

　この訓練は、公共施設における災害に対応するた
め、地域住民と共同で防災訓練を行い、災害発生時
における相互の円滑かつ効率的な協力体制を確立
するとともに、併せて、当該消防訓練を通して火災予
防運動の推進と防火防災意識の高揚を図ることを目
的とする。

16 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

園児によるペーパークラ
フト作成

11月9日（月）
11月11日（水）

郡山市立御代田保
育所
郡山市立田村保育
所

郡山市立御代田保育所
郡山市立田村保育所
田村分署

　各保育所で消防車両のペーパークラフトの作成を
園児と実施し、火災予防の啓発を図る。

　保育所を通し保護者及び地域住民への火災予防
の啓発を図る。

17 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

消防訓練 11月１３日（金） 広瀬小学校 広瀬小学校職員及び生徒 　消防訓練、防火講話を通じて、火災予防の啓発を
図る。

18 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

大槻中央自主防災会防
災訓練

11月１５日（日） 上町集会所 大槻中央自主防災会
（上町第一、第二町内会）

　初期消火訓練・応急手当訓練を通じ、地域住民の
防災意識の高揚を図る

　初期消火訓練・応急手当訓練を通じ、自主防災組
織の育成と地域住民に対し火災予防の啓発を図る。

19 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

太田熱海病院防災訓練 １１月中 太田熱海病院 太田熱海病院 　福岡県での病院火災を受け、一部ブラインド方式と
した想定を付加し、病院火災対応力の向上を図る。

　病院関係者へ、病院火災の対応の困難性を認識し
てもらうことで、防火意識の高揚を図る。

20 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

ホームページ掲載
フェイスブック掲載

期間中 管内全域 郡山地方広域消防組合 　郡山消防本部ホームページ及びフェイスブックに掲
載し火災予防期間中の活動内容の周知を実施する。

　地域住民がホームページ及びフェイスブックを確認
することにより、消防行政の活動に関心を持ってもら
い、火災予防啓発を図ることができる。

21 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024－923－8172）

中田地区自主防災訓練 期間中 駒板地区
南高倉地区

各町内会及び中田分署 　中田地区の自主防災訓練指導出向時の機会を捉
え、消火器の使用方法、救急法等を指導する。

22 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

火災防御訓練 期間中 管内市町村 管内市町村・消防団・消防署・
分署

署・団合同火災防御訓練 署団の連携を図るとともに、地域住民への防火意識
の高揚を図る。

23 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

わくわく東白川ご当地
キャラ祭りinたなぐら

11月1日 棚倉町城跡周辺 棚倉町他 町主催のイベントに参加、救急法指導や幼児を対象
とした防火衣体験

24 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

避難訓練 11月2日 泉崎保育園 泉崎保育園・消防署分署 避難訓練

25 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

サンライズひがしフェス
ティバル

11月3日 白河市東 白河市、㈱ひがし振興公社
東商工会

町主催のイベントに参加、住宅用火災警報器の設置
推進を促す。

26 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

避難訓練 11月4日～11月13日 塙町管内 各小学校・幼稚園・保育園
高校・病院

各事業所おける避難訓練指導

27 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

防火講話 11月5日 京セラ㈱棚倉工場 棚倉消防署・京セラ自衛消防
隊

自衛消防組織の強化を目的に講習会を実施する。

28 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

舘山荘避難訓練 11月10日 矢祭町舘山荘 棚倉消防署・舘山荘 避難訓練



消防本部（連絡先） 事業名 実施日時 実施場所 参加団体等 実施内容 特　　　徴
29 白河地方広域消防本部

（0248-22-2170）
安全技術講習会 11月11日 ㈱DNPテクノパック

工場内
関連事業所、消防署、分署 静電気のメカニズム及び安全対策等についての講習

会を実施し、火災予防について再認識する。

30 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

避難訓練 11月11日 白河実業高校 白河実業高校、白河消防署 避難訓練

31 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

避難訓練 11月12日 白河保育園 白河保育園、白河消防署 避難訓練

32 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

合同訓練 11月13日 イオン白河西郷店 イオン白河西郷店、西郷分署 合同訓練

33 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

避難訓練 11月16日 住友ゴム白河工場 住友ゴム白河工場、白河消防
署

避難訓練

34 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

立て看板等の掲示 予防運動期間中 各署所庁舎敷地内 各署所 立て看板、桃太郎旗、横断幕等の掲示。 立て看板、桃太郎旗及び横断幕のほか、各署所にお
いて防火ポスター等を掲示し、地域住民へ火災予防
運動及び住宅用火災警報器のＰＲを実施。

35 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

火災予防絵画・ポスター
の展示

予防運動期間中 須賀川アリーナ
浅川町中央公民館

須賀川消防署
浅川分署

須賀川地方広域消防組合火災予防絵画・ポスターコ
ンクールの入賞作品の展示。

児童・生徒が作成した火災予防絵画・ポスターの入
賞作品を、人の出入りが多い施設へ掲示することで
多くの住民へ火災予防に関する啓発を行うことがで

36 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

火災予防寸劇 １１月１３日（金）
９：３０～１１：３０

場所選定中 須賀川消防署 幼稚園・保育所・こども園を対象とした火災予防の寸
劇を実施する。

火災予防の寸劇を実施することで、子供を通して火
災予防の重要さを広報していく。

37 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

電光掲示板への広報文
掲載

予防運動期間中 須賀川市内
石川町内

須賀川消防署
石川消防署
交通安全協会

交通安全協会管理の主要道路上の電光掲示板に広
報文を掲載。

ドライバー等へ予防運動期間中であることをアピール
し、防火意識の向上及び住警器の設置促進を図る。

38 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

防災行政無線による広
報

予防運動期間中 鏡石町・浅川町
平田村・古殿町

鏡石分署・浅川分署
平田分署・古殿分署

各町村防災無線を使用し防火広報を実施する。 防災行政無線を使用することで、全世帯へ防火広報
することができる。

39 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

鏡石町ホームページ掲
載

予防運動期間中 鏡石町ホームページ 鏡石町
鏡石分署

火災予防運動の実施及び防火広報を掲載する。 インターネット上の鏡石町ホームページへ掲載し、よ
り広く広報する。

40 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

防火チラシの回覧 予防運動期間中 鏡石町
石川町

鏡石分署
石川消防署

町役場へ依頼し、防火チラシを各行政区ごとに配布
する。

回覧板を使用することで、町内各世帯へ防火につい
て広報できる。

41 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

福島空港立入検査 １１月２６日（木）・２
７日（金）

福島空港 玉川派出所 福島空港施設の立入検査を実施する。 福島空港の消防設備等、防火管理の状況及び危険
物施設を検査し、火災予防の徹底を図る。

42 須賀川地方広域消防本部
（0248-76-3114）

消火器無料点検・有料
回収

１１月８日（日）
９：００～１２：００

石川消防署 消防本部予防課
須賀川地方消防設備協会

老朽化消火器の無料点検及び有料回収を実施す
る。

老朽化した消火器の使用に伴う事故防止や、安心安
全に使用するための点検を実施する。

43 会津若松地方広域市町村
圏整備組合消防本部
（0242-59-1403）

防火ぬり絵展 運動期間中 三島町 尾瀬街道み
しま宿

会津坂下消防署三島出張所 三島保育所園児による防火に関する塗り絵を尾瀬街
道みしま宿に展示する。

44 会津若松地方広域市町村
圏整備組合消防本部
（0242-59-1403）

防火ぬり絵展 運動期間中 磐梯町 磐梯ショッピ
ングセンターYOU・ゆ
～

猪苗代消防署磐梯出張所 磐梯町内の幼稚園児および保育園児から防火に関
する塗り絵等を募集し展示する。

45 南会津地方広域消防本部
（0241-63-3117）

特別養護老人ホームと
合同の消防訓練実施

（調整中） 特別養護老人ホー
ム

南会津広域消防署



消防本部（連絡先） 事業名 実施日時 実施場所 参加団体等 実施内容 特　　　徴
46 相馬地方広域消防本部

（0244-22-4165）
消防訓練 11月９日（月）14：00

～15：00
大内新興化学工業
（株）

南相馬消防署
大内新興化学工業（株）

大内新興化学工業からの出火想定に対する合同消
防訓練を実施する。

消防訓練を合同で実施することで防火思想及び予防
対策の意識を高める

47 相馬地方広域消防本部
（0244-22-4165）

消防訓練 11月16日(月)
午後

エムセテック
株式会社

エムセテック株式会社
相馬消防署

相馬市内危険物事業所と相馬消防署合同の消防訓
練を実施する。

危険物事業所と消防署が合同で訓練を実施すること
で、有事の際の活動要領及び指揮統制要領の把握
に努める。

48 相馬地方広域消防本部
（0244-22-4165）

ＪＡそうま飯舘総合支店
合同訓練

11月13日(金) ＪＡそうま飯舘総合
支店

飯舘分署
ＪＡそうま

ＪＡそうまと合同で消防訓練を実施する。

49 相馬地方広域消防本部
（0244-22-4165）

防火対象物避難訓練 １１月9日（月）
9：30～

なごみの里福田 なごみの里福田
新地分署

防火対象物（なごみの里福田）の避難訓練を実施す
る。

避難訓練を実施することによって有事の際の対応を
確認することが出来る。

50 双葉地方広域市町村圏組
合消防本部
(0240-25-8523)

火災予防のぼり旗設置 11月9日～11月15日 広野町、楢葉町、川
内村、
富岡町、大熊町、双
葉町、
浪江町、葛尾村

富岡消防署、浪江消防署 管内の主要道路にのぼり旗の設置。 住民及び作業員等の殆んどが主要道路を利用する
ので多くの方に火災予防を呼びかけられる。

51 双葉地方広域市町村圏組
合消防本部
(0240-25-8523)

秋季全国火災予防運動
期間中における警戒体
制強化

11月9日～11月15日 浪江町、双葉町、葛
尾村

浪江消防署 消防車両を使用して日中及び夜間に警戒活動を実
施する。

消防車両が日中及び夜間に警戒活動を実施すること
により、防火意識の高揚を図り、放火されない環境造
りを行う。


