
令和元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　住宅用火災警報機普及啓発活動【住宅用火災警報器の設置促進】

1 福島市消防本部
（０２４－５３４－９１０３）

一般家庭防火指導 11月９日（土）・１０日
（日）
各日９：００～１１：００

福島市内８地区 福島市消防団
福島市女性防火クラブ

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 伊達地方消防組合消防
本部（024-575-0181）

住宅防火指導 期間中及びその前後 管内 単独で実施 管内の住宅を訪問し、住警器の普及・維持管理等
含めた住宅防火指導を実施する。

戸別調査により住警器の設置有無を把握していることから、未設置世
帯を中心に訪問し、普及率の向上及び火災による被害の低減を図るこ
とができる。

3 安達地方広域行政組合
消防本部
（0243-22-1211）

大型量販店店頭での広報 11月8日 二本松市内大規
模店舗

北消防署 管内大規模店舗において消防署員が着ぐるみを着
用し、チラシ等を配って住宅用火災警報器の設置
推進広報を実施する。

大型物品販売店舗の来店者に広報することで、多くの住民に住宅用火
災警報器の重要性や注意点について周知することができる。

4 安達地方広域行政組合
消防本部
（0243-22-1211）

大型物品販売店舗・ラジオ
放送局での広報

１１月９日～１５日（適宜
放送）

本宮市、大玉村 大型物品販売店舗（６店
舗）、地元ＦＭ局

管内の大型物品販売店舗・ラジオ放送局に依頼し、
店内放送により火災予防及び住宅用火災警報器設
置推進の広報を実施する。

大型物品販売店舗・ラジオ放送局での放送により、来店者や聴取者に
広報する。

5 安達地方広域行政組合
消防本部
（0243-22-1211）

一人暮らし高齢者防火診断 １１月１日～１８日 本宮市、大玉村 南消防署、本宮市・大玉
村女性消防協力隊

消防職員及び各市村の女性消防協力隊員が2人一
組となり、管内の一人くらし高齢者宅の防火診断を
実施。

一人暮らし高齢者を火災等の災害から守るため、住宅防火診断を実
施し、防火指導を行うとともに、住宅用火災警報器の設置等を推進す
る。

6 安達地方広域行政組合
消防本部
（0243-22-1211）

一日消防団長・署長の行事 １１月 １１日 本宮市 南消防署、福島県消防協
会本宮支部

一日消防団長・署長の行事をとおして、菅内事業所
等を巡回して、火災予防運動のＰＲ及び、住宅用火
災警報器の設置促進を呼びかける。

管内地域住民に広く、火災予防運動を周知するとともに、住宅用火災
警報器の設置促進を呼びかける。

7 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024-923-8172）

街頭活動 １１月９日（土）～１１月
１５日（金）

管内大型物販店 消防署及び各分署 〇チラシ、啓発グッズ等を配付し、「火災ゼロ」に向
けて市民の防火意識の向上を図り、住宅用火災警
報器の早期設置及び適切な維持管理を実施する。

〇住宅用火災警報器を設置することの必要性を説明し、未設置世帯
に対する早期設置を促す。
〇既に設置している住宅には、適切な維持管理の重要性を訴える。

8 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024-923-8172）

老朽化（廃）消火器等回収事
業・住宅用火災警報器設置
促進活動

11月９日（土）
９：００～１２：００

郡山市内の分署
（郡山消防署、大
槻基幹分署及び
中田分署を除く）

郡山地方消防防災協会
郡山地方広域消防組合

〇老朽化（廃）消火器等による破裂事故防止するた
め、一般家庭に設置された消火器回収及び住宅用
火災警報器設置促進活動を実施する。

〇老朽化（廃）消火器の回収に併せて、住宅用火災警報器及び防災
用品の展示販売を実施する。

9 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

街頭PR 11月9日（土）
10：00～12：00

リオン・ドール
鏡石店

鏡石分署
鏡石町女性消防隊

リオン・ドール鏡石店敷地内において、住宅用火災
警報器の設置普及及び維持管理の啓発PRを実
施。

リオン・ドール鏡石店の来客者へ直接広報する。

10 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

住宅用火災警報器全戸調査 火災予防運動期間中 玉川村内 玉川分署 住宅用火災警報器全戸調査のアンケート未提出の
世帯を訪問しアンケートの調査を行う。

アンケートに協力してもらうことによって住宅用火災警報器の啓発活動
を行い、未設置世帯に対しては設置を勧めることにより設置率の向上
を図る。

11 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

横断幕、立て看板及び桃太
郎旗の掲示

火災予防運動期間中 各署所 各署所 掲示物を介し、地域住民に対して火災予防啓発及
び防火意識の高揚並びに住警器の設置推進を図
る。

住警器設置促進を図る

12 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

街頭PR 11月9日
14：00～15：30

ヨークベニマルメ
ガステージ石川
店

ヨークベニマルメガステー
ジ石川店

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。

13 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

チラシ回覧 １１月初旬回覧板 各市町村 各市町村 住警器設置促進チラシを回覧板にて各世帯へ回覧
する。

住民に対し住警器の設置促進を図る。

14 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

街頭ＰＲ 11月3日（日）
9時30分～10時30分

浅川町役場駐車
場

浅川町商工会
石川消防署浅川分署

浅川町産業祭において、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。

住宅用火災警報器設置維持及び設置推進チラシを配布することによ
り、誤作動防止及び早期設置を訴える。

15 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

街頭PR 11月2日、11月3日 古殿町民体育館 石川消防署古殿分署 左記実施場所において、チラシ等の配布及び住警
器モデルハウスの展示を行い、住宅用火災警報器
の設置呼びかけを行う。

来場者へ住警器モデルハウスを見てもらい、住宅用火災警報器の必
要性を訴え、更なる設置率向上を目指す。



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 白河地方広域市町村圏
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10：00～12：00 白河市東地区 白河消防署東分署 会場に住宅用火災警報器のパネルを設置し、適切
な設置と維持管理の必要性を伝える。

来場した方に対し、住宅用火災警報器の重要性を認識させ設置及び
維持促進の啓発を図る。

17 白河地方広域市町村圏
消防本部
（0248-22-2170）

大型商業施設店頭での着ぐ
るみ等を使用しての街頭活
動

11月8日 白河市内 白河消防署 白河市公認キャラクター「しらかわん」を一日消防長
に認定し、さらにちびっこ消防隊「グスタフ」及び消
防車両を展示して防火広報を実施する。

キャラクターを活用し直接チラシ、ポケットティッシュを手渡すことによ
り、㏚効果及び幅広い年代の防火・防災意識を高める。

18 喜多方地方広域市町村
圏組合消防本部
（0241-22-6213）

消防団合同住宅用火災警報
器普及・維持管理啓発活動

11月17日（日）
9:00～12:00

喜多方市熱塩地
区

喜多方市消防団第二支
団

設置率・調査率の低い地区を訪問、チラシを配布し
設置状況並びに維持管理について啓発する。

消防団と協力することで、スムーズな調査を行う。結果を行政機関へ
報告することで、共同購入等設置率向上へ向けた対策を図る。

19 喜多方地方広域市町村
圏組合消防本部
（0241-22-6213）

一般家庭防火指導（戸別訪
問による普及啓発）

11月9日（土）
9:00～12:00

西会津町群岡地
区

西会津消防団第三分団
西会津消防署

一般家庭世帯に消防団員及び消防署員が戸別訪
問し、防火診断を実施し、結果について防火指導を
実施する。　また、防火予防のチラシ配布及び、住
宅用火災警報器の調査、指導を実施する。

・地域担当消防団と合同で実施し、地域に根差した防火指導と意識高
揚を図る。　また、住警器設置状況も調査し、未設置宅への設置促進
と設置宅への自主点検を併せて指導する。

20 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調査 11月15日（金）
9:00～12:00

管内(調整中) 西会津消防署 管内の住宅を戸別訪問し、住宅用火災警報器の設
置状況について調査する。

住警器の条例設置と一部設置、未設置の管内全区データベースを作
成、更新し、設置推進活動の効率化を図る。

21 喜多方地方広域市町村
圏組合消防本部
（0241-22-6213）

住宅用火災警報器普及啓発
活動

11月9日（土）
9:00～12:00

山都分署管内 山都分署 住宅用火災警報器の設置促進、維持管理指導 住宅用火災警報器の未設置、一部設置、未実施宅を訪問し設置調査
及び促進活動をする

22 喜多方地方広域市町村
圏組合消防本部
（0241-22-6213）

住宅用火災警報器普及啓発
活動

11月15日（金）
9:00～12:00

山都分署管内 山都分署 住宅用火災警報器の設置促進、維持管理指導 住宅用火災警報器の未設置、一部設置、未実施宅を訪問し設置調査
及び促進活動をする

23 喜多方地方広域市町村
圏組合消防本部
（0241-22-6213）

住宅用火災警報器普及啓発
活動

11月9日（土）
9:00～12:00

蛇平、小野川地
区

北塩原分署員
北塩原婦人消防隊

住宅用火災警報器の設置促進、維持管理指導 住宅用火災警報器の未設置、一部設置、未実施宅を訪問し設置調査
及び促進活動をする。

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

ラジオ（FMあいづ）による広
報

10月28日（月） 会津若松市 会津若松消防署
会津若松市役所

会津若松市役所によるラジオ放送「FMあいづ市役
所情報スタジアム」に出演し住警器設置促進及び
火災予防について広報する。

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

火防検査 11月4日（月）
9:00～

磐梯町 磐梯出張所
磐梯町役場
磐梯町消防団

磐梯町役場、消防団と合同による一般家庭の住宅
防火診断を実施する。

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

住宅用火災警報器の設置及
び適切な維持管理の周知

火災予防運動期間中 管内市町村 管内市町村、各消防署、
分署、出張所

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
ぼり旗や立て看板を設置し広く住民に周知する。

27  南会津地方広域市町
村圏組合消防本部
(0241-63-3117)

住宅用防火災報知器設置及
び適正な維持管理の推進

火災予防運動期間中 管内全域 各町村
各消防団・婦人消防隊
消防署

消防本部作成のチラシを全戸に配布するとともに各
町村の広報誌を活用して住警器の設置促進と適正
維持管理について周知する。

住宅防火を訴えるチラシを全戸に配布し、未設置住宅の設置推進と取
り替え等の適正維持管理を住民に周知する。

28 相馬地方広域市町村圏
組合
（0244-22-4165）

住警器設置状況調査 １１月９日・１０日 飯舘村 飯舘村消防団 村全行政区の帰還世帯の住警器設置状況につい
て聞き取り調査を実施する。

29 双葉地方広域市町村圏
組合消防本部
（0240-25-8523）

応急仮設住宅訪問 11月11日から11月12日 いわき市、会津
若松市、郡山市、
二本松市、福島
市、南相馬市、本
宮市

富岡町消防署、富岡町婦
人消防隊、大熊町消防
団、大熊町社会福祉協議
会、浪江町役場、双葉町
役場、浪江町社会福祉協
議会、双葉町社会福祉協
議会、双葉警察署、浪江
消防署

東日本大震災で今も仮設住宅へ入居中の世帯に
対して訪問することで、住宅用火災警報器の作動
状況等をチェックし、正常に作動することを確認行
う。電池切れ等があった場合は早期交換を促すとと
もに、居住者の健康状態等を確認する。

震災後仮設住宅が完成してから、毎年訪問を行っている。入居者数は
かなり減少しているが、高齢者等が多く存在していることから、丁寧な
訪問が必要である。

30 双葉地方広域市町村圏
組合消防本部
（0240-25-8523）

大型物品販売店舗での住宅
用火災警報器設置推進広報

11月9日～11月15日 浪江町 浪江消防署 イオン浪江店にて、チラシ入りポケットティッシュを
配り、住宅用火災警報器設置推進広報を実施す
る。

買い物に訪れた住民に、チラシ入りポケットティッシュ及びリーフレット
を配ることにより、住宅用火災警報器の重要性を理解してもらい、電池
交換や点検など維持管理について説明し意識の高揚を図る。



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

31 双葉地方広域市町村圏
組合消防本部
（0240-25-8523）

帰町住民全戸訪問 11月14日から11月15日 大熊町内 富岡消防署
大熊町役場
大熊町社会福祉協議会
大熊町消防団

居住制限が解除された地区の居住者の自宅へ訪
問し、火災予防および住警器の設置状況や、作動
状況などを点検し、住警器の設置促進を図る。

居住者がまだまだ少ない状況であるため、全戸訪問が可能であり、内
容の濃い火災予防および住警器設置指導ができる。



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

2 【高齢者の死者発生防止対策の推進】

1 いわき市消防本部
（0246-24-3941）

下綴女性消防クラブ合同高
齢者家庭調査

11月９日(土)
9:00～12:00

いわき市内郷綴
町地区

内郷消防署
下綴女性消防クラブ

○女性消防クラブ員と署員が合同で高齢者家庭調
査を実施する。

○地元住民で組織された女性消防クラブと合同で広報活動を実施する
ことにより、クラブ会員との連携を深め、調査地域の住民との距離を縮
めるきっかけを作ることができる。

2 伊達地方消防組合中央
消防署東分署（024-
586-1254）

高齢者世帯に対する防火診
断

未定 伊達市月舘町 消防団と合同で実施 消防団員と共に高齢者世帯を訪問し、住宅防火指
導を実施する。

高齢者世帯に訪問することにより、きめ細かい住宅防火指導が実施で
きる。結果、住宅火災の発生と死傷者の低減を目指す。

3 安達地方広域行政組合
消防本部
（0243-22-1211）

一人暮らし高齢者等防火診
断

11月9日～11月15日

11月中

二本松市 北消防署・女性防火クラ
ブ員
東和出張所・岩代出張所

消防職員、女性防火クラブ員が合同で管内一人暮
らし高齢者宅や高齢者夫婦世帯を訪問し、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。

地区の女性防火クラブ員と合同で実施することにより、コミュニケーショ
ンのとれた防火診断が実施できる

4 安達地方広域行政組合
消防本部
（0243-22-1211）

デイサービスセンターにパン
フレット配布依頼

11月9日～11月15日 二本松市 北消防署
東和出張所
岩代出張所

デイサービスセンターに住宅火災予防パンフレット
の配布を依頼し、来所した高齢者に持ち帰ってもら
うことで高齢者世帯に火災予防を周知する。

高齢者世帯の死者発生防止対策として、より多くの高齢者への周知を
図るもの。

5 安達地方広域行政組合
消防本部
（0243-22-1211）

一人暮らし高齢者防火診断 １１月１日～１８日 本宮市、大玉村 南消防署、本宮市・大玉
村女性消防協力隊

消防職員及び各市村の女性消防協力隊員が2人一
組となり、管内の一人くらし高齢者宅の防火診断を
実施。

一人暮らし高齢者宅の防火診断を実施することにより、高齢者を火災
等の災害から守る。

6 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024-923-8172）

独居老人家庭訪問 １１月１日（金）～１１月
３０日（土）

郡山市喜久田
町、片平町及び
待池台

喜久田基幹分署
各行政ｾﾝﾀｰ及び民生委
員

〇関係機関と協力し、管内独居老人家庭を訪問し、
住宅用火災警報器設置促進及び維持管理等を促
す。

〇住宅用火災警報器のパンフレット、パネル等を活用し、必要性を説
明するとともに、設置している住居に点検及び維持管理について説明
する。

7 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024-923-8172）

一人暮らし世帯の防火訪問 １１月中 郡山市安積町地
区

安積分署
民生委員

〇７５歳以上の一人暮らしの高齢者宅を民生委員と
分署員で訪問し、分署で作成した防火チラシ、ポ
ケットティッシュ等を配布しながら住宅防火チェックと
併せ住宅用火災警報器の設置及び点検を促す。

〇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
期通報を意識づける。また、住宅用火災警報器の設置状況を確認し、
未設置世帯への早期設置及び各警報器の点検を促す。

8 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024-923-8172）

一人暮らし世帯の防火訪問 １１月１３日（水）～１１
月１５日（金）

郡山市湖南町 湖南行政センター
湖南町社会福祉協議会
湖南地区地域包括支援
センター
湖南分署

〇関係各機関と合同で、一人暮らし高齢者宅の訪
問を行い、防火指導を実施する。

〇関係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。

9 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024-923-8172）

防火訪問 １１月９日（土）～１１月
１５日（金）

都路まどか荘 都路分署 〇高齢者施設を訪問し、当該施策を推進する。 〇施設を訪問し、職員に趣旨を説明することにより、火災予防と併せて
災害弱者の対応を検討させる。

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の防
火訪問

11月13日（水） 須賀川市内 東北電力
地域包括支援センター

一人暮らし高齢者世帯を訪問し、火器管理の指導、
防炎物品・防炎製品の推進及び住宅用火災警報器
の設置状況調査を実施。

各世帯への防火訪問を行うことにより、火災予防思想の一層の普及を
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の防
火訪問

11月9日（土）～11月15
日（金）のうち１日　9：00
～11：00

岩瀬、長沼地区 長沼署員　当番1名、非番
1名
須賀川長沼・岩瀬地域包
括支援センター2名

須賀川長沼・岩瀬地域包括支援センター職員ととも
に訪問し、火気の設置、維持、使用状況について指
導を行う。

各世帯への防火訪問を行うことにより、火災予防思想の一層の普及を
図る。

12 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

一人暮らし高齢者世帯の防
火訪問

令和元年11月13日、14
日のいずれか1日で調
整中

鏡石町内 鏡石町役場
地域包括支援センター

ホームヘルパー及び役場職員とともに訪問し、防火
安全体制の指導を行う。

各世帯への防火訪問を行うことにより、火災予防思想の一層の普及を
図る。

13 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

一人暮らし高齢者世帯の防
火訪問

日程調整中 湯本分遣所管内 湯本分遣所及び天栄村
役場支所

管内一人暮らし高齢者世帯を訪問し、住宅防火及
び火気管理等について指導及び住警器設置につい
ての説明を実施。

各世帯への防火訪問を行うことにより、火災予防思想の一層の普及を
図る。

14 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

一人暮らし高齢者世帯の防
火訪問

11月12日(火)
9：00～11：30

石川町内 石川町社会福祉協議会 石川町社会福祉協議会と連携し、一人暮らし老人
世帯防火訪問を実施、防火指導を実施する。

火災多発期を迎え、一人暮らし老人世帯の防火訪問を実施し、住宅防
火対策や逃げ遅れ防火対策を指導する。

15 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

一人暮らし高齢者世帯の防
火訪問

11月13日（水） 玉川村内 玉川村社会福祉協議会
他

一人暮らし高齢者世帯を訪問し、防火指導を実施
する。

火気、暖房器具の管理を指導し、住宅用火災警報器の設置状況の確
認及び設置促進を図ることで一人暮らし高齢者宅の火災予防に万全
を期す。

16 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

一人暮らし高齢者世帯の防
火訪問

11月8日（金）
9時00分～12時00分

浅川町 浅川町社会福祉協議会
石川消防署浅川分署

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
し発生を防ぐ。

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。

17 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

一人暮らし高齢者世帯の防
火訪問

10月24日（木）
  9時00分～11時30分
11月中（日程調整中）

平田村内 平田村社会福祉協議会
東北電力郡山電力セン
ター
石川消防署平田分署

一人暮らし高齢者世帯を訪問し、火災予防防火指
導の実施。

住宅火災の死者のうち、約7割を占める高齢者に対し、防火意識の高
揚を図る。
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18 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

65歳以上高齢者世帯防火訪
問

未定 古殿町 石川消防署古殿分署
古殿町役場
古殿町女性消防団
古殿町社会福祉協議会

６５歳以上の高齢者世帯を対象に防火訪問を行う。 古殿町及び女性消防団と連携して防火訪問を実施し、火災予防啓発
及び住宅用火災警報器設置促進を図る。また、申し出のあった世帯に
対して住宅用火災警報器取付サービスを行う。

19 白河地方広域市町村圏
消防本部
（0248-22-2170）

高齢者世帯の防火指導 11月10日 棚倉町内の高齢
者世帯

棚倉町消防団
（女性消防団）

消防署員と女性消防団員で、高齢者世帯を訪問し
防火指導を行う。

防火・防災講話を実施し高齢者の防災意識を高める。

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

高齢者宅防火安全指導 11月15日（金）
9：00～

磐梯町 磐梯出張所
磐梯町役場
磐梯町社会福祉協議会
磐梯駐在所

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
指導を実施する。

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

高齢者世帯防火安全指導 11月13日（水） 柳津町 柳津出張所
柳津町社会福祉協議会
会津坂下警察署柳津駐
在所
会津坂下警察署西山駐
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
指導を実施する。

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する。

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

一人暮らし老人世帯等の防
火診断

火災予防運動期間中 金山町 金山出張所
金山町役場社会福祉係
会津坂下警察署
東北電力

一人暮らし老人世帯を訪問し住宅防火診断を実施
して、防火意識の高揚を図る。

関係機関と合同で、一人暮らし老人世帯等に対し火気使用器具の状
況、消火器・住宅用火災報知器の設置維持管理状況、その他防火に
関する事項について、住宅防火診断表を使用して調査を実施、調査結
果を基に防火指導を実施する。

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

一人暮らし高齢者防火指導 火災予防運動期間中 昭和村 昭和村役場
昭和出張所
会津坂下警察署昭和駐
在所

昭和村役場、会津坂下消防署昭和出張所、会津坂
下警察署昭和駐在所と合同で、一人暮らし高齢者
世帯の防火安全指導を実施する。

専用のチェックシートで火災予防意識の高揚を図り、暖房機器の正し
い使用方法、コンロやコンセント周りの清掃、安全な燃料補給方法の
徹底を図る。

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

高齢者宅防火安全指導 火災予防運動期間中 会津美里町 会津美里消防署
会津美里町民生児童委
員協議会
会津美里町社会福祉協
議会

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
指導を実施する。

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

高齢者宅防火安全指導 火災予防運動期間中 会津若松市河東
町
湯川村、猪苗代
町

各市町村、社会福祉協議
会、各消防署、出張所

関係機関と合同で高齢者世帯を訪問し、各種パン
フレット等を活用し火災予防を訴えるとともに住宅用
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。

住宅用火災警報器設置の徹底、経年劣化した住宅用火災警報器の交
換必要性など高齢者を中心とした住宅防火対策の推進を促す。

26  南会津地方広域市町
村圏組合消防本部
(0241-63-3117)

高齢者宅防火訪問 火災予防運動期間中 管内全域 社会福祉協議会
会津地区電気工事安全
協会
民生委員
各町村
消防署

民生委員、会津地区電気工事安全協会田島支部
の協力を得て高齢者宅を訪問し、火気の適正使用
の啓発及び漏電検査等を実施する。また、住警器
の維持管理について指導を行う。

高齢者世帯に対して火気の適正使用の啓発及び漏電検査等を実施す
るとともに住警器の維持管理について指導を行い高齢者宅等からの
出火防止を図る。

27 相馬地方広域市町村圏
組合
（0244-22-4165）

防火訪問及び住警器設置状
況調査

１１月14日・15日9：00～
12：00

南相馬市小高区 小高分署・社会福祉協議
会

高齢者世帯に防火訪問し、火災予防を呼びかける
と共に住警器設置状況についても調査する。

28 相馬地方広域市町村圏
組合
（0244-22-4165）

防火訪問及び住警器設置状
況調査

１１月13日・14日9：00～
12：00

飯舘村 飯舘分署・社会福祉協議
会・東北電力

高齢者世帯に防火訪問し、火災予防を呼びかける
と共に住警器設置状況についても調査する。

29 双葉地方広域市町村圏
組合消防本部
（0240-25-8523）

火の用心ふれあいグランドゴ
ルフ大会

11月26日 川内村 川内出張所
川内村体育協会グランド
ゴルフ部

村民とグランドゴルフを通じて交流を図ると共に水
消火器取扱訓練、防火講話を実施し、防火意識の
高揚を図る。

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌは高齢者に人気があり多くの方が参加している。、消防職
員と交流を深めることにより、防火意識の高揚を図る。

30 双葉地方広域市町村圏
組合消防本部
（0240-25-8523）

幾世橋集合団地及び斉藤屋
敷集合住宅訪問

１１月９日～１１月１５日 浪江町 浪江消防署 火災予防・予防救急等をリーフレットの配布。 高齢者世帯の防火及び救急に対する意識の高揚を図る。



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

3 【乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進】

1 伊達地方消防組合消防
本部（024-575-0181）

車両広報 期間中及びその前後 管内全域 単独で実施 消防車両を用いて火災予防広報を実施する。 乾燥・強風時の火災予防広報により、火災の発生を未然に防止するこ
とを目指す。

2 安達地方広域行政組合
消防本部
（0243-22-1211）

車両による防火広報 11月9日～15日 二本松市 北消防署
東和出張所
岩代出張所

消防車両で管内の防火広報を実施し、乾燥、強風
時の屋外での火気使用について注意を呼び掛け
る。また、夜間も広報を行うことにより、家庭内での
火気器具の取り扱いについて注意を促す。

消防車両を使用しての防火広報により、地域住民に広く火災予防を周
知する。

3 安達地方広域行政組合
消防本部
（0243-22-1211）

大型物品販売店舗・ラジオ
放送局での広報

１１月９日～１５日（適宜
放送）

本宮市、大玉村 大型物品販売店舗（６店
舗）、地元ＦＭ局

管内の大型物品販売店舗・ラジオ放送局に依頼し、
乾燥及び強風時における火災発生防止の放送を実
施する。

大型物品販売店舗・ラジオ放送局での放送により、乾燥及び強風時に
おける火災危険について、来店者や聴取者に広報する。

4 安達地方広域行政組合
消防本部
（0243-22-1211）

消防車両による防火広報 １１月９日～１５日 本宮市、大玉村 南消防署 消防車両により防火広報を実施する。 消防車両での防火広報により、広く一般住民に乾燥及び強風時におけ
る火災危険を注意喚起する。

5 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024-923-8172）

広報警戒 １１月９日（土）～１１月
１５日（金）

管内全域 郡山地方広域消防組合 〇広報警戒及び焚き火指導を実施し、出火防止を
図る。

〇町内を巡回し、肉声及び電子音声による広報で管内住民の防火意
識の高揚を図る。

6 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

防災無線による広報 １１月９日（土）～１１月
１５日(金）

浅川町 石川消防署浅川分署 防災無線を使用し防火広報を行う。
（1日2回適宜実施）

防災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。

7 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

小規模飲食店立入検査 火災予防運動期間中 各市町村 各署所 未設置店舗へ設置するよう指導する。 消火器設置が義務化となったことから、日本消防設備安全センターの
チラシを活用して、2016年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災
を教訓に乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進を図る。

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

防火広報 火災予防運動期間中 管内市町村 各消防署、分署、出張所 管内全域において、消防車両にて防火広報を実施
し火災予防の啓発を実施する。

9  南会津地方広域市町
村圏組合消防本部
(0241-63-3117)

火災予防広報 火災予防運動期間中 管内全域 南会津広域消防署
各町村

消防車両による火災予防広報と行政無線による広
報を実施。

乾燥時及び強風時の火の取扱いについて広報し、火災予防を徹底す
る。

10 相馬地方広域市町村圏
組合
（0244-22-4165）

防火広報・警鐘広報 随時 管内全域 管内署・分署

11 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日から11月15日 広野町・楢葉町・
富岡町・大熊町・
川内村・浪江町・
双葉町・葛尾村

富岡消防署、楢葉分署、
川内出張所、浪江消防
署、葛尾出張所

日中及び夜間に消防車両にて防火広報を実施。 消防車両による防火広報で住民に対する啓蒙活動となり、火災予防に
繋がる。

12 双葉地方広域市町村圏
組合消防本部
（0240-25-8523）

林野火災防止標識設置 11月9日～11月15日 浪江町、双葉町、
葛尾村

浪江消防署、葛尾出張所 管内の林野入山口に林野火災防止標識を設置す
る。

林野火災防止看板を設置することにより、入山者に防火意識を喚起さ
せ、火災予防につながる。



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 【消防法施行令別表第一（５）項ロ（下宿等）の防火対策に係る注意喚起等について】

1 安達地方広域行政組合
消防本部
（0243-22-1211）

多数の人が入居する寮を併
設した対象物への立入検査

11月中 二本松市（ＪＩＣＡ） 北消防署 立入検査を実施するとともに、寮での火気取扱につ
いて注意喚起を実施する。

寮生活者の防火意識を啓発し、火災予防への周知を図る。

2 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024-923-8172）

立入検査 管轄署所計画による 管内全域 郡山地方広域消防組合 〇下宿等の防火対象物に立入検査を実施し、防火
管理及び消防用設備等の維持管理について具体
的な指導を行う。

〇下宿等の防火対象物に立入検査を実施し、防火管理及び消防用設
備等の維持管理について具体的な指導を行うとともに、火災予防を訴
え、防火意識の高揚を図る。

3 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

町内（５）項ロ防火対象物の
特別査察を実施

火災予防運動期間中 古殿町、天栄村 湯本分遣所、古殿分署 （５）項ロ防火対象物の特別査察を実施する。 大家及び入居者に対して避難経路や防火対策の再確認を行い、防火
意識の高揚を図る。

4 白河地方広域市町村圏
消防本部
（0248-22-2170）

ホテル・旅館等の立入検査 １１月９日～１１月１５日 棚倉町内のホテ
ル・旅館

棚倉消防署 ホテル・旅館の立入検査

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

防火対象物立入検査 火災予防運動期間中 所管内下宿等 小松出張所、磐梯出張所
会津美里消防署

該当する防火対象物に対し立入検査を実施し、消
防用設備・防火対象物の構造等の適正な維持管理
及び防火管理の徹底を指導する。

（5）項ロ（下宿等）の対象物に対する立入検査を実施し、消防用設備等
の適切な設置維持管理及び防火安全対策の徹底を図る。

6 相馬地方広域市町村圏
組合
（0244-22-4165）

寄宿舎に対する査察 １１月12日9：00～11：30 南相馬市小高区 小高分署・社会福祉協議
会

寄宿舎３箇所の査察を実施し、防火意識の高揚を
図る。

7 双葉地方広域市町村圏
組合消防本部
（0240-25-8523）

管内の作業員宿舎、民泊へ
の防火指導

11月9日～11月15日 浪江町、双葉町 浪江消防署、葛尾出張所 管内、事業所の作業所宿舎、民泊に対して出火防
止対策のリーフレットを配布する。

宿舎にリーフレット配布並びに防火指導することにより、火気使用時の
注意喚起、避難経路の確保など防火管理の更なる徹底を図る。
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5 【街頭広報（パレード等）】

1 福島市消防本部
（０２４－５３４－９１０３）

防火パレード １１月８日（金）
１０：００～１１：００

福島市置賜町地
内（吾妻通り）

飯坂恵泉幼稚園
福島南ロータリークラブ
(一社)福島県消防設備協会

火の用心の法被を着用した幼稚園児が拍子木を鳴
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（一社）福島
県消防設備協会の会員の協力のもと火災予防啓発のチラシを配布し
住宅火災等の予防を訴える。

2 いわき市消防本部
（0246-24-3941）

街頭広報 11月9日（土）
9：00～11：00

いわき市：ヨーク
ベニマル新谷川
瀬店

平消防署 〇市民に対し、消防資機材の展示や訓練体験を実
施する。

○市民に対し、チラシ等を配布することで、火災予防思想の普及を図
ることができる。

3 いわき市消防本部
（0246-24-3941）

消防団第6支団7分団・8分団
一斉放水訓練

11月10日（日）
8:00～8:30

いわき市：夏井川
河川敷

管内消防団
平消防署小川分遣所

○火災時におけるホース延長及び放水訓練
○送水要領と連絡体系要領
○連成計・圧力計の取扱い
○二又分岐器具の取扱い

○この訓練は、令和元年秋季全国火災予防運動の一環として、いわき
市消防団第６支団第７・８分団といわき市平消防署小川分遣所が、合
同で放水訓練を実施することにより、災害時における迅速的確な連携
体制を確立し、技術の習得を図ることを目的とする。

4 いわき市消防本部
（0246-24-3941）

平消防署小川分遣所・消防
団第6支団7・8分団合同防火
パレード

11月10日（日）
8:30～10:30

いわき市小川地
区

管内消防団
平消防署小川分遣所

○小川分遣所・消防団車両の計19台116名が小川
管内を２コースに分かれ、小川管内住民への防火
啓発を呼びかける。

○消防団車両と消防車両が赤色警告灯を点灯させ、拡声器での火災
予防の広報を実施することにより、市民の防火意識を高めることを目
的とする。

5 いわき市消防本部
（0246-24-3941）

常磐消防署・消防団第４支
団・常磐支所合同パレード

11月10日（日）
8:30～10:30

いわき市常磐地
区

常磐消防署
いわき市消防団第４支団
いわき市常磐支所

○のぼり旗を掲揚し車両複数台で防火パレードを
実施する。

○関係機関と連携し、地域住民に対して火災の注意喚起を行うこと
で、火災予防を図る。

6 いわき市消防本部
（0246-24-3941）

消防団第6支団第5.6分団・
平消防署川前分遣所合同防
火パレード

11月10日（日）
9:00～11:00

いわき市川前地
区

いわき市消防団第6支団第5.6
分団
平消防署川前分遣所

○車列により火の用心を呼び掛けながら地域を巡
回することで、市民に対し火気使用の注意喚起を行
う。

○消防団と共に川前管内を２コースに別れ、パレードを実施し、住民へ
火災予防の徹底を広報する。

7 いわき市消防本部
（0246-24-3941）

消防団第6支団第5.6分団・
平消防署川前分遣所合同遠
距離中継送水訓練

11月10日（日）
11:00～12:00

いわき市川前地
区

いわき市消防団第6支団第5.6
分団
平消防署川前分遣所

○水利部署位置から離れた場所の火災に対応する
活動要領や他班との連携を再確認する。

○中継送水訓練を実施することで、水利部署位置から離れた場所の
火災に対応する活動要領や他班との連携を再確認する。

8 いわき市消防本部
（0246-24-3941）

内郷消防署三和分遣所・消
防団合同管内防火パレード

11月10日（日）
8:30～11:30

いわき市三和地
区

三和分遣所
いわき市消防団第６支団

○消防車両で音声、赤色灯及び警鐘を使用し、管
内の火災予防広報を実施する。

○消防車両で防火パレードを行うことにより、地域住民に対し一層の
防火意識の高揚を図る。

9 伊達地方消防組合消防
本部（024-575-0181）

街頭啓発 期間中及びその前後 管内の物販店、
道の駅など

単独で実施 施設利用者に対してパンフレット等を配布し、火災
予防思想の普及を図る。

利用者が多い施設を選定することにより、多くの住民に啓発活動がで
きる。

10 伊達地方消防組合中央
消防署北分署（024-
577-1244）

保育園児による防火パレー
ド

11月6日 梁川町内 梁川保育園・梁川中央保育園 保育園児が商店街を行進しながら「火の用心」を呼
びかける。

保育園児と共に実施することにより、地域住民の防火意識の高揚を図
ることができる。

11 伊達地方消防組合中央
消防署東分署（024-
586-1254）

保育園児による防火パレー
ド

未定 伊達市霊山町内 未定 園児と共に商店街を行進し「火の用心」を呼びかけ
る。

保育園児と共に実施することにより、地域住民の防火意識の高揚を図
ることができる。

12 安達地方広域行政組合
消防本部
（0243-22-1211）

車両による防火広報 11月9日～15日 二本松市 北消防署 消防車両による広報を計画に基づき実施する。 地域住民に広く火災予防を周知する。

13 安達地方広域行政組合
消防本部
（0243-22-1211）

消防団防火パレードへの参
加

11月10日 二本松市東和地
区

消防団東和地区隊
東和出張所

消防車両による防火パレードを実施する。 消防車両を連ねての広報を実施することにより、地域住民への火災予
防の啓発を実施する。

14 安達地方広域行政組合
消防本部
（0243-22-1211）

消防車両による防火広報 １１月９日～１５日 本宮市、大玉村 南消防署 消防車両により防火広報を実施する。 消防車両で管内を広報することにより、広く火災予防を呼びかける。

15 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024-923-8172）

防火呼びかけ運動 ９月３０日（月）１０：３０
～
１１月１日（金）調整中

郡山市片平町 星ヶ丘保育所
片平小学校

○幼年消防クラブ幼稚園の園児及び先生とともに、
散歩コースを火の用心を呼びかけながら実施する。
〇少年消防クラブ員と共に生徒及び先生に火災予
防意識の高揚を図る。

○拍子木や特製ポンプ車（乳母車）を使用し、子供たちの生の声で火
災予防を訴える。

16 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１日(金) 郡山市守山地区 田村町つつみ幼稚園
田村分署

〇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。

〇防火パレードを実施し、管内住民の防火意識の高揚を図る。
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17 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１７日（土）
１８:００～１８:３０

郡山市湖南町三
代地区

消防団湖南地区隊
湖南分署
三代少年消防クラブ

〇三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。

〇防火パレードを実施し、火災予防を呼びかける。

18 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

防火広報 火災予防運動実施期間
中

各市町村 各署所 車両による広報活動の実施。 防火意識の高揚を図る

19 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

街頭ＰＲ 11月7日（木） 須賀川市役所 須賀川消防署 火災予防広報チラシ及び予防啓発用品等を配布 火災予防広報チラシ及び予防啓発用品等を配布し、地域住民の防火
意識向上が図れるよう啓発活動を実施。

20 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

街頭ＰＲ 11月9日（土）
10：00～12：00（時間調
整中）

リオン・ドール
鏡石店

鏡石分署
鏡石町女性消防隊

リオン・ドール鏡石鏡石店敷地内において、住宅用
火災警報器の設置普及及び維持管理の啓発PRを
実施。

リオン・ドール鏡石店の来客者へ直接広報する。

21 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

街頭ＰＲ １１月２日から３日まで 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用ブースを設置 各種展示を行うとともに火災予防運動広報活動及び住警器設置推進
広報活動を実施。

22 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

街頭ＰＲ １１月９日
１４：００～１５：３０

ヨークベニマルメ
ガステージ石川
店

ヨークベニマルメガステージ石
川店

店舗敷地の一部を借用し、来客者等に対し防火チ
ラシ、火災予防広報品を配布、火災予防広報を実
施する。

来客者に対し防火意識の高揚を図る。

23 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

街頭ＰＲ 11月10日（土） リオンドール玉川
店

玉川分署 当該施設の来客に対し火災予防を訴え、パンフレッ
ト等を配布する。

直接訴えることで防火意識の高揚を図る。

24 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

街頭ＰＲ 11月10日（土）
 10：00～

道の駅ひらた 石川消防署平田分署 火災予防に関するチラシを作成、チラシ及び火災予
防啓発用品を配布し、広報活動を実施。

利用者に対し火災予防意識の高揚を図る。

25 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

街頭広報 １１月９日（土）～１１月
１５日(金）

浅川町 浅川町消防団　　　　　　　石川
消防署浅川分署

浅川町内を消防車両により防火広報する。 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。

26 白河地方広域市町村圏
消防本部
（0248-22-2170）

防火パレード 10月29日 棚倉町内 棚倉幼稚園幼年消防クラブ、
棚倉町、棚倉町消防団、棚倉
消防署

幼年消防クラブとの合同による防火パレード及び街
頭広報を実施する。

27 白河地方広域市町村圏
消防本部
（0248-22-2170）

防火パレード 11月8日　9時30分～ 矢祭町内 やまつりこども園・矢祭町消防
団・矢祭町役場

幼年消防クラブ員等による防火パレード 幼年消防クラブ員が、法被及び拍子木を使用し、地区住民に火災予防
を呼びかける。

28 喜多方地方広域市町村
圏組合消防本部
（0241-22-6213）

火災予防パレード 11月3日(日)
9:00～12:00

喜多方市
塩川町

各地区消防団
各市町村
喜多方消防署

各参加団体ポンプ車及び指揮車にて広報しながら
パレードし火災予防を啓発する。

関係機関と連携し火災予防を図る

29 喜多方地方広域市町村
圏組合消防本部
（0241-22-6213）

火災予防パレード 11月3日（日）
9:00～12:00

喜多方市
高郷町

各地区消防団
各市町村
喜多方消防署

各参加団体ポンプ車及び指揮車にて広報しながら
パレードし火災予防を啓発する。

関係機関と連携し火災予防を図る

30 喜多方地方広域市町村
圏組合消防本部
（0241-22-6213）

火災予防パレード 11月10日（日）
14:00～16:00

喜多方市
旧市内

各地区消防団
各市町村
喜多方消防署

各参加団体ポンプ車及び指揮車にて広報しながら
パレードし火災予防を啓発する。

関係機関と連携し火災予防を図る

31 喜多方地方広域市町村
圏組合消防本部
（0241-22-6213）

火災予防パレード 11月10日（日）
8:30～12:00

喜多方市
山都町

各地区消防団
各市町村
喜多方消防署

各参加団体ポンプ車及び指揮車にて広報しながら
パレードし火災予防を啓発する。

関係機関と連携し火災予防を図る

32 喜多方地方広域市町村
圏組合消防本部
（0241-22-6213）

火災予防パレード 11月17日（日）
13:30～16:00

喜多方市
熱塩加納町

各地区消防団
各市町村
喜多方消防署

各参加団体ポンプ車及び指揮車にて広報しながら
パレードし火災予防を啓発する。

関係機関と連携し火災予防を図る

33 喜多方地方広域市町村
圏組合消防本部
（0241-22-6213）

火災予防パレード 11月10日（日）
9:00～12:00

西会津町 西会津消防団第1分団
西会津町婦人消防隊
西会津消防署
西会津町役場

西会津町管内を消防団等と合同で車両によりパ
レードし、火災防火を呼びかける。

西会津町消防団は全部で５分団あり、消防と合同ではないが西会津
町全地区で他の分団も広報を実施する。
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34 喜多方地方広域市町村
圏組合消防本部
（0241-22-6213）

火災予防パレード 11月10日（日）
9:00～12:00

北塩原村 北塩原村、消防団、分署 北塩原村管内を消防団等と合同で車両によりパ
レードし、火災防火を呼びかける。

北塩原消防団、分署の車両による村内一周の防火パレード

35 喜多方地方広域市町村
圏組合消防本部
（0241-22-6213）

街頭広報 11月10日（日）
11:00～12:00

西会津町道の駅
にしあいづ

西会津消防署
西会津小学校消防クラブ

道の駅においてチラシやポケットティッシュ等を配布
して火災予防の啓発を図る。　併せて、住宅用火災
警報器の設置推進広報を実施する。

・火災予防や住宅用火災警報器の設置推進、自主点検を訴えるチラシ
等を施設来訪者に配布、広報する。
・広報ブースを設置し、防火予防に関するリーフレットの配布や住警器
展示パネルを活用した広報を実施する。
・管内の西会津小学校消防クラブ員と合同で実施する。
・ローカルテレビへ収録を依頼し、町内放送することで火災予防啓発を
促す。

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

防火パレード及び街頭広報 11月10日(日）
10時00分～12時00分

会津若松市 会津若松消防署城南分署
会津若松市消防団4第分団
城西地区婦人消防隊
企業協力（大型店舗）

関係機関合同による防火パレード及び大型店舗で
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。

37 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10日(日）
18時00分～20時00分

会津若松市 会津若松消防署城南分署
会津若松市消防団11第分団
門田地区婦人消防隊

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。

38 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9日(土)
13時00分～

会津若松市 会津若松市消防団 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。

消防車両によるパレード広報活動を実施、地域住民に対して火災予防
への啓蒙活動を促す。

39 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10日(日)
9時30分～

湯川村 湯川村役場・消防団・婦人消
防隊・BFC・駐在所

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。

消防車両によるパレード広報活動を実施、地域住民に対して火災予防
への啓蒙活動を促す。

40 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5日（火） 会津西病院 小松出張所
会津若松市消防団
（14,15,16分団）

管内に存する病院の利用者に対し防火チラシ等を
配布し、防火意識の啓発、住宅用火災警報器の設
置及び維持管理の徹底を呼びかける。

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

火災予防キャラバン(防火パ
レード)

10月27日（日) 猪苗代町 猪苗代消防署
猪苗代町役場
猪苗代町消防団
猪苗代警察署

関係機関合同で防火パレードを実施し、効率的に
火災予防を訴える。

42 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4日（月）
9：00～

磐梯町 磐梯出張所
磐梯町役場
磐梯町消防団

関係機関合同による防火パレードを実施し火災予
防思想の啓発を図る

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

幼年消防防火パレード 10月24日（水） 会津坂下町 会津坂下消防署
坂下東幼稚園・坂下南幼稚園
会津坂下町役場

関係機関と合同で幼年消防クラブによる防火パ
レードを実施しする。

パレードを通じ地域住民への防火意識の高揚を図るとともに、幼年消
防クラブ員の防火教育の一環とすることを目的とする。

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

秋の防火パレード １１月9日（土） 会津坂下町 会津坂下消防署
会津坂下消防団

関係機関と合同で秋の防火パレードを実施しする。 パレードを通じ地域住民への防火意識の高揚を図る。

45 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 火災予防運動期間中 会津坂下町（リオ
ンドール坂下店・
ダイユーエイト）

会津坂下消防署
会津坂下町役場
会津坂下町消防団
協力企業（リオンドール・ダイ
ユーエイト）

関係機関と合同で街頭広報を実施する。 来店客に対して配布物等により火災予防の徹底を訴えて、地域住民
の防火意識の高揚を図る。

46 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12日（火） かねか柳津店及
び
コメリハード＆グ
リーン柳津店前

柳津出張所
柳津町消防団
かねか柳津店（協力店舗）
コメリハード＆グリーン柳津店
（協力店舗）

大型店舗において街頭広報を実施し、防火意識の
高揚を図る。

関係機関と合同で大型店舗において街頭広報を実施し、地域住民の
防火意識の高揚を図る。

47 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9日（土） 柳津町 柳津出張所
柳津町消防団
柳津町役場

柳津町管内において防火パレードを実施し、火災予
防の啓蒙を図る。

関係機関と合同で柳津町管内においての防火パレードを実施し、火災
予防の啓蒙を図る。

48 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4日（日） 三島町 町役場・消防団・駐在所 関係機関との合同による防火パレードの実施。

49 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（水） 尾瀬街道みしま
宿
県立宮下病院

町役場・消防団 火災予防啓発のため街頭広報及びチラシの配布。
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50 会津若松地方広域市町
村圏整備組合消防本部
（0242-59-1403）

消防団合同防火パレード 11月11日（土） 金山町 金山出張所
金山町消防団

金山町消防団と合同で防火パレードを実施。 金山町消防団と合同で金山町管内一円の防火パレードを実施し、町
民の防火意識の高揚を図る。

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

幼年少年防火パレード 11月6日（水） 昭和村 昭和村役場、昭和村消防団
昭和出張所、会津坂下警察署
昭和駐在所
昭和村婦人消防連絡協議会
昭和保育所、昭和小学校
昭和村教育委員会

幼年少年消防クラブによる防火パレードを実施し、
幼年少年クラブ員に対して防火意識の高揚を図ると
ともに、地域住民に対して火災予防の啓蒙を図る。

住宅用火災警報器設置促進チラシのほかに火災予防のオリジナルチ
ラシを配布し、ミニ消防車及びミニ救急車に幼年少年消防クラブ員を乗
車させて防火パレードを行い、火災予防の啓蒙を訴える。

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

昭和村消防団秋季防火パ
レード

11月9日（土） 昭和村 昭和村役場、昭和村消防団
昭和出張所
会津坂下警察署昭和駐在所

昭和村消防団による防火パレードを実施し、地域住
民に対して火災予防の啓蒙を図る。

昭和村内を消防車両で防火パレードすることで、地域住民に対し火災
予防の啓蒙を訴える。

53 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 火災予防運動期間中 リオンドール美里
店

会津美里消防署
会津美里町役場
会津美里町消防団
リオンドール美里店

関係機関と合同で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。

チラシや展示パネルを活用し、住宅用火災警報器の設置・維持管理を
図るよう訴える。

54  南会津地方広域市町
村圏組合消防本部
(0241-63-3117)

防火パレード
　　及び防火アトラクション

10月9日（水）
09：45～11：30

南会津町田島地
域

南会津地方振興局
南会津町
田島保育所
暁の星幼稚園
南会津警察署
南会津町消防団第1支団
南会津町婦人消防隊
南会津消防本部

保育園児・幼稚園児及び消防車両等による防火パ
レード及び駅前広場において防火アトラクションを
行う。

火災予防を呼びかけ、火災予防運動の周知と住民の防火意識の向上
に繋げる。

55  南会津地方広域市町
村圏組合消防本部
(0241-63-3117)

防火パレード 11月5日（火）
10：00～11：30

檜枝岐村管内 檜枝岐村児童館
檜枝岐村
檜枝岐村消防団
檜枝岐村婦人消防隊
消防署檜枝岐分遣所

幼年消防クラブ及び消防車両による防火パレードを
実施する。

火災予防を呼びかけ、火災予防運動の周知と住民の防火意識の向上
に繋げる。

56  南会津地方広域市町
村圏組合消防本部
(0241-63-3117)

防火パレード 日時調整中 南会津町南郷地
域

南会津町南郷総合支所
南会津町消防団第2支団
消防署伊南出張所

南会津町消防団 第2支団第3分団と合同で南会津
町南郷地域管内の車両パレードを実施する。

火災予防を呼びかけ、火災予防運動の周知と住民の防火意識の向上
に繋げる。

57  南会津地方広域市町
村圏組合消防本部
(0241-63-3117)

防火パレード 11月9日（土）
09：00～11：30

只見町管内 只見町
只見町消防団
消防署只見出張所

只見町役場及び只見町消防団と合同で防火パレー
ドを実施する。

火災予防を呼びかけ、火災予防運動の周知と住民の防火意識の向上
に繋げる。

58 相馬地方広域市町村圏
組合
（0244-22-4165）

防火鼓笛パレード １１月８日10：00～11：
00

相馬市 市内幼稚園･保育園、消防団・
消防署

園児等による鼓笛パレード

59 相馬地方広域市町村圏
組合
（0244-22-4165）

防火パレード １１月１０日8：30～11：
00

南相馬市原町区 消防団・女性消防隊・消防署 消防車両による防火パレード

60 双葉地方広域市町村圏
組合消防本部
（0240-25-8523）

富岡町立にこにここども園防
火チラシ配布

11月6日 富岡町さくらモー
ル富岡

富岡町立にこにここども園
富岡消防署
さくらモールとみおか

地域住民に対し、園児を中心に火災予防を広報を
することで防災意識の高揚を図る。

火災予防運動前日に行う事で火災予防運動への関心を高めるととも
に、火災予防啓蒙活動を行う。

61 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 11月15日(金)
9時40分から11時00分

広野駅前 富岡消防署楢葉分署
広野こども園
広野町消防団
広野町婦人消防隊
広野町役場職員
双葉警察署

地域住民に対し、園児を中心に火災予防を広報を
することで防災意識の高揚を図る。

幼年消防クラブ員として地域住民に火災予防の啓発を図り、社会活動
並びに集団活動を体験することにより、自立性、協調性などの社会勉
強に繋がる。

62 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 11月14日(木)
9時40分から11時00分

楢葉町大字北田
地内

富岡消防署楢葉分署
楢葉町立あおぞらこども園
楢葉町消防団
楢葉町婦人消防隊
楢葉町役場職員

地域住民に対し、園児を中心に火災予防を広報を
することで防災意識の高揚を図る。

幼年消防クラブ員として地域住民に火災予防の啓発を図り、社会活動
並びに集団活動を体験することにより、自立性、協調性などの社会勉
強に繋がる。

63 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 11月13日 川内村 富岡消防署川内出張所
認定こども園かわうち保育園
川内村役場職員
川内村教育委員会
川内村消防団
川内村婦人消防隊

地域住民の防火意識の高揚を図ることを目的とし
て、川内村内主要部のパレードを実施する。

幼年消防クラブ員として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。



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

64 双葉地方広域市町村圏
組合消防本部
（0240-25-8523）

幼児防火パレード 11月14日 浪江町 浪江にじいろこども園、浪江消
防署

園児が浪江町内をパレードして町民に対して防火を
呼びかける。

園児が火災予防を呼びかけることにより、町民に対して一層の防火意
識の高揚を図るとともに火災予防の大切さを幼少期から知ってもらうこ
とを目的とする。



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 【広報紙等による広報】

1 伊達地方消防組合消防
本部予防課（024-575-
0181）

火災予防チラシ配布 １１月中 管内全世帯 単独で実施 組合で実施した防火ポスターコンクールの最優秀
作品をポスターにして、管内全世帯に配布する。

管内全世帯に対して防火意識の高揚を図ることができる。

2 伊達地方消防組合中央
消防署東分署（024-
586-1254）

有線放送による火災予防広
報

期間中 伊達市霊山町 JA福島みらい霊山掛田
総合支店

有線放送を活用し、１日２回の定時放送により火災
予防広報を実施する。

住民が比較的在宅している時間帯に放送することで、より多くの住民
へ効果的な広報を実施することができる。

3 安達地方広域行政組合
消防本部
（0243-22-1211）

火災予防立て看板・のぼり
旗の設置

11月9日～15日 二本松市 北消防署
東和出張所
岩代出張所

北消防署と各出張所庁舎及び管内公共施設及び
大型店舗等の人目に付きやすい場所に立て看板及
びのぼり旗を設置する。

火災予防運動中であることを地域住民に周知し、火災予防の周知を図
る。

4 安達地方広域行政組合
消防本部
（0243-22-1211）

火災予防立て看板及びのぼ
り旗の設置

１１月９日～１５日 本宮市、大玉村 南消防署 管内の公共施設等に依頼し立て看板及びのぼり旗
を設置する。

地域住民に広く火災予防運動を周知し、火災予防を呼びかける。

5 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024-923-8172）

ミニコミ誌等への記事掲載依
頼

１０月下旬から１１月上
旬

ミニコミ誌等の配
布地域

郡山地方広域消防組合 〇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。

〇地域住民に身近なミニコミ誌等に、当該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。

6 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024-923-8172）

構成市町広報誌による広報 未定 管内全域 構成市町 〇構成市町の広報誌に秋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。

〇事前にメディアを通して広報することで、防火意識の高揚と火災予防
思想の普及を図る。

7 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024-923-8172）

防災行政無線による広報 １１月９日（土）～１１月
１５日（金）

管内全域 郡山地方広域消防組合
構成市町

〇防災行政無線を活用し、注意喚起を実施する。 〇地域住民に広く広報することで、火災予防意識の高揚を図る。

8 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

記事掲載 各市町村広報誌、新聞
社

各市町村 各市町村 広報誌に火災予防に関する記事を掲載し、啓発活
動を実施。

住民に対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)

町内全世帯への防火チラシ
回覧

１１月初旬回覧板にて 石川町内 石川町役場 石川消防署作成の防火チラシを石川町役場と連携
し、回覧板にて各世帯へ回覧する。

住民に対し防火意識の高揚を図る。

10 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

会計レシートを活用した防火
PR

火災予防運動期間中 古殿町 石川消防署古殿分署
ブイチェーン・カケダ

ブイチェーン・カケダの会計レシートへ防火PR文の
掲載を依頼する。

会計レシートに防火PR文を掲載することで、多くの住民へ火災予防運
動を周知することができる。

11 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

ガソリンスタンドのタッチパネ
ルを活用した防火PR

火災予防運動期間中 古殿町 石川消防署古殿分署
三国商店

給油時に使用される操作タッチパネルに防火PR文
の掲載を依頼す。

給油の際に使用するタッチパネル上に防火PR文を表示してもらい、多
くの住民へ火災予防運動を周知することができる。

12 白河地方広域市町村圏
消防本部
（0248-22-2170）

IP告知電話による火災予防
啓発

11月9日～11月15日 矢祭町全域 矢祭町役場 IP告知電話により、秋季火災予防運動のPRと、火
災予防の啓発を図る。

矢祭町内各世帯に設置されているIP告知電話にて、期間中の朝夕2回
放送される。

13 喜多方地方広域市町村
圏組合消防本部
（0241-22-6213）

ラジオ放送での火災予防広
報

11月11日（月）
～11月15日（金）

管内 FMきたかた
喜多方消防署

FMラジオ放送で住民に広く火災予防を啓発する。 地域住民に広く周知を図ることが出来る。

14 喜多方地方広域市町村
圏組合消防本部
（0241-22-6213）

ケーブルテレビ放送による広
報

11月中 管内 西会津消防署 西会津町ローカルテレビで署作成の火災予防広報
番組を放送し、防火啓発を呼びかける。

・ローカルテレビは管内居住者の視聴率が高く、広報効果が高い。

15 喜多方地方広域市町村
圏組合消防本部
（0241-22-6213）

電光掲示板による広報 11月11日（月）
～11月15日（金）

管内 西会津消防署 町で管理する国道49号に設置された電光掲示板に
より火災予防週間や標語等を広報する。

・交通量の多い国道49号の電光掲示板を使用するので広報効果は高
い。

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

広報誌への掲載依頼 火災予防運動期間中 管内市町村 各市町村 市町村広報誌により火災予防広報を実施する。 湯川村広報誌へ掲載を依頼。地域住民に火災予防運動の効果的な推
進を図る。

17 会津若松地方広域市町
村圏整備組合消防本部
（0242-59-1404）

防災無線による防火広報 火災予防運動期間中 猪苗代町、金山
町
昭和村

各市町村、各消防署、出
張所

防災無線施設を利用した広報活動を実施するととも
に防火広報を実施し、火災発生防止対策を図る。

町村防災無線を活用し全世帯への防火広報を実施し、住民の防火意
識の高揚を図る。

18 会津若松地方広域市町
村圏整備組合消防本部
（0242-59-1405）

ホームページ掲載及び登録
制エリアメールによる広報

火災予防運動期間中 磐梯町 磐梯町役場 磐梯町のホームページへの掲載及び、携帯電話の
登録制エリアメール（磐梯町住民の登録者）による
火災予防広報を実施し、火災予防思想の啓発を図
る。

19  南会津地方広域市町
村圏組合消防本部
(0241-63-3117)

チラシ及び防災無線による
火災予防広報

火災予防期間中 管内全域 各町村
各消防団・婦人消防隊
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
消防本部・署

消防本部作成のチラシを全戸に配布するとともに各
市町村の広報誌及び防災無線による火災予防広
報を実施する。

全戸に防火チラシを配布し、広報誌及び防災無線により火災予防運動
の周知と住民の防火意識の向上に繋げる。



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

20  南会津地方広域市町
村圏組合消防本部
(0241-63-3117)

火災予防運動ポスターによ
る広報

火災予防期間中 管内全域 各消防団・婦人消防隊
消防協会南会津支部
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
消防本部・署

火災予防運動防火ポスターを作成し、広く火災予防
を周知させる。

火災予防運動防火ポスターを作成し、店舗及び事業所等に配布し火
災予防を住民に周知させる。

21 相馬地方広域市町村圏
組合
（0244-22-4165）

各市町村の広報紙への掲載 １１月１日号 管内全域 管内署・分署 各市町村の広報紙への、予防運動の記事掲載

22 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広
報

11月9日から11月15日 広野町・楢葉町・
富岡町・大熊町・
川内村・浪江町・
双葉町・葛尾村

各町村役場 各町村の協力を得て、火災予防に関する内容を防
災無線にて放送する。

防災無線により住民及び作業員等に対する火災予防啓蒙活動とな
る。

23 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・浪江町・
双葉町・葛尾村

各町村役場 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を掲載
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。

24 双葉地方広域市町村圏
組合消防本部
（0240-25-8523）

電光掲示板火災予防広報 11月9日から11月15日 川内村佐和屋ス
タンド

佐和屋スタンド ガソリンスタンドの電光掲示板を使用し、火災予防
啓蒙の高陽を図る。

村民が多く利用するガソリンスタンドであるため、多くの住民の目にとま
り、効果的な広報活動が期待できる。

25 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・
富岡町・大熊町・
川内村・浪江町・
双葉町・葛尾村

富岡消防署、楢葉分署、
川内出張所、浪江消防
署、葛尾出張所

管内の主要道路にのぼり旗の設置する。 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。

26 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 広野町・楢葉町・
富岡町・大熊町・
川内村・浪江町・
双葉町・葛尾村

富岡消防署、楢葉分署、
川内出張所、浪江消防
署、葛尾出張所

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。

27 双葉地方広域市町村圏
組合消防本部
（0240-25-8523）

防火ポスター配布 11月9日～11月15日 広野町・楢葉町・
富岡町・大熊町・
川内村・浪江町・
双葉町・葛尾村

富岡消防署、楢葉分署、
川内出張所、浪江消防
署、葛尾出張所

管内の公共施設及び事業所に防火ポスターを配布
し、火災予防運動の告知を実施する。

火災予防運動実施の告知、火気使用時の注意喚起などについて呼び
かけることで、火災予防につながる。



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

7 【その他】

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５日(火)～１８日
(月)

MAXふくしま４階「ア
オウゼ」エントランス
ギャラリー

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
審査会の入選作品を展示し、火災予防の啓発を図
る。

多くの市民の目に触れ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、防火意識の啓発が図られる。

2 いわき市消防本部
（0246-24-3941）

アクアマリンふくしま小名浜
消防署合同火災予防啓発運
動

11月４日（月）
9:00～12:00

いわき市：アクアマリ
ンふくしま蛇の目
ビーチ及びアクアマ
リンえっぐ他

アクアマリンふくしま
小名浜消防署

○蛇の目ビーチでアクアマリンふくしまと合同の劇
場型水難救助訓練実施
○施設を来場した子供たちにアクアマリンえっぐ内
で「消防車ミニカー探しゲーム」を実施。見つけた子
供たちにはアクアマリンふくしまとコラボしたカードを
プレゼントする。
○エントランスホールにてコラボ水槽（消防車ミニ
カーを展示）の前で住警器マン、権兵衛及び職員に
よる広報活動。
○正面入り口に消防車両及び顔出しパネルの展示

○アクアマリンふくしまと合同で広報活動を実施することで、幅広い年
代にPR効果が期待でき、水難救助隊と市内唯一の水族館との合同イ
ベントで小名浜消防署ならではの広報活動を実施し、本事業を効果的
に展開することを目的とする。

3 いわき市消防本部
（0246-24-3941）

いわき応援大使 書家 金澤
翔子氏揮毫「火の用心」のぼ
り旗披露

11月９日（土）
10:00～12:00

いわき市遠野町根岸
字横道地内

金澤翔子美術館
常磐消防署

〇いわき応援大使である、書家 金澤翔子氏の揮毫
により作成した「火の用心」ののぼり旗を披露する。

〇火災予防啓発活動のため、高名な書家である金澤翔子氏に揮毫い
ただき、「火の用心」ののぼり旗を作成した。

4 いわき市消防本部
（0246-24-3941）

タクシー車内防火トーク作戦 11月９日(土)～15日(金) いわき市内 内郷消防署
有限会社　内郷タクシー

○防火啓発を目的としたチラシをタクシー車内に掲
示。
○タクシー利用者をターゲットに、運転手から火災
予防に関するお話をしてもらい、防火意識の向上を
目指す。

○管内に事務所を置くタクシー会社と協力。1日における利用者数が多
く、幅広い客層との会話により、高い広報効果が期待できる。

5 いわき市消防本部
（0246-24-3941）

隣県消防機関による勿来の
関合同訓練

11月10日（日）
9:00～12:00

いわき市：勿来の関
公園「吹風殿」及び
その周辺

いわき市勿来消防署
北茨城市北茨城消防署
いわき市消防団第三支団

○勿来の関文学歴史館西側山林からの出火で、茨
城、福島両県において同時に119番通報を受信した
想定で実施する。
○消防団は遠距離の中継送水、勿来消防署及び
北茨城消防署合同での火災防ぎょ

○茨城県と福島県の県境である勿来の関公園内において、県境を担
当する消防機関が合同で訓練を行なうことにより、災害発生時におけ
る隣県消防機関の連携体制を確認するとともに、消防活動の円滑化と
更なる連携強化を図ることを目的としています。

6 いわき市消防本部
（0246-24-3941）

団・署合同消防訓練 11月10日（日）
9:30～12:00

いわき市遠野町入遠
野字東山地内

管内消防団
いわき市遠野支所
常磐消防署

〇遠距離中継送水訓練、可搬ポンプ取扱訓練を実
施する。

〇先着隊が防火水槽から取水し放水、後着隊は遠距離中継により防
火水槽に補水、消防用水の確保にあたる。指揮隊はドローンを活用し
延焼状況を把握する。

7 安達地方広域行政組合
消防本部
（0243-22-1211）

大型量販店店頭での広報 平成30年11月8日 二本松市内大規模
店舗

北消防署 管内大規模店舗に依頼し、消防職員がチラシ等を
配って放火火災への防火啓蒙を周知する。

大型物品販売店舗の来店者に広報することで、多くの住民に周知する
ことができる。

8 安達地方広域行政組合
消防本部
（0243-22-1211）

特定防火対象物立入検査の
実施

１１月９日～１５日 本宮市 南消防署 特定防火対象物である２項ロ（パチンコ店）について
立入検査を実施する。

２項ロ（パチンコ店）の立入検査を実施し、防火安全指導を行う。

9 安達地方広域行政組合
消防本部
（0243-22-1211）

幼児防災教育 １０月２９日、１１月１日 大玉村 南消防署 幼稚園を訪問し、防火に関するＤＶＤ鑑賞、おかしも
体操を行うことによりし、防火指導を実施する。

幼稚園児に対し、幼児期における防火・防災教育を実施する。

10 安達地方広域行政組合
消防本部
（0243-22-1211）

特定防火対象物を対象とし
た立入検査の実施

11月中 二本松市 北消防署 立入検査を実施する。 立入検査を実施するとともに、利用者の安全に考慮した防火管理の周
知を図る。

11 安達地方広域行政組合
消防本部
（0243-22-1211）

家電量販店にチラシ配布依
頼

11月9日～15日 二本松市（家電量販
店、ホームセンター）

北消防署 家電量販店来店者へ製品火災への注意喚起を記
載したチラシの配布を依頼する。

来店者にチラシを配布することで、家電からの製品火災に対する注意
喚起を図る。

12 安達地方広域行政組合
消防本部
（0243-22-1211）

催し物等に出店する露店調
査の実施

11月中 二本松市 北消防署
東和出張所
岩代出張所

露店調査を実施する。 火気扱い露店出店者へ防火対策について指導する。

13 安達地方広域行政組合
消防本部
（0243-22-1211）

幼児防災教育 11月中 二本松市 北消防署
岩代出張所

幼稚園に訪問し、防火DVDの鑑賞及び着ぐるみを
活用したおはしも体操を実施する。

ＤＶＤ鑑賞及び着ぐるみを活用した体操で、園児に防火防災への意識
の高揚を図る。



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）

幼年消防クラブのつどい １１月７日（木）
１０：００～１２：００

郡山カルチャーパー
ク

幼年消防クラブ
郡山地方広域消防組合
郡山地方幼年少年女性
防火委員会

○各種アトラクションを実施し、幼少期における火災
予防思想の育成を図る。

○会場を郡山カルチャーパークとし、約６００名の園児が参加、各種ア
トラクションを実施し、火災予防思想の育成を図る。

15 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024-923-8172）

令和元年度事業所連携訓練 １０月２９日（火）
１４：００～１５：３０

学校法人尚志学園
尚志高等学校

学校法人尚志学園尚志
高等学校
郡山地方広域消防組合

〇災害発生時及び多数傷病者発生時に学校と連
携を図りながら防災訓練を実施する。

〇災害発生時及び多数傷病者発生時における迅速かつ円滑な対応を
期するとともに、訓練をとおし火災予防週間を推進し火災予防に対す
る意識の高揚を図る。また、訓練を見学する生徒へ消防の動きを間近
でアピールすることにより、人材確保に繋げることを目的とする。

16 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

横断幕・立て看板掲示 火災予防運動期間中 各署所 各署所 庁舎周りに横断幕・立て看板・桃太郎旗を掲示。 住民に対し防火意識の高揚を図る。

17 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 火災予防運動期間中 須賀川市、石川町 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版に
広報文を掲載。

自動車ドライバー等に対し防火意識の高揚を図る。

18 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

防火査察・指導 火災予防運動期間中 各署所 各署所 令和元年度査察優先順位計画書に基づく防火対象
物及び危険物施設への立ち入り検査の実施。

防火意識の高揚を図る。

19 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

第59回ながぬま一周駅伝競
走大会

11月10日（日）9：00ス
タート

須賀川市 須賀川市、消防署員 長沼地区で毎年開催されている駅伝競走大会に出
場し、火災予防をPRする。

長沼分署チームとして出場し、「火の用心」のハチマキにより多数の地
域住民へ火災予防を呼びかける。

20 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９日
　９：００～１２：００

須賀川消防署、石川
消防署

消防本部予防課・須賀川
地方消防防災協会

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。

21 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

福島空港及び空港関連施設
の立入検査

調整中 福島空港及び空港
関連施設

玉川分署 福島空港及び空港関連施設の立入検査を実施す
る。

福島空港及び空港関連施設の消防用設備等、防火管理の状況及び
危険物施設を検査し、火災予防への徹底を図る。

22 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

第42回平田村文化祭 10月25日（金）～27日
（日）

平田村勤労者体育
センター

石川消防署平田分署 火災予防絵画ポスターコンクール出展作品掲示。 火災予防絵画ポスターを展示し、防火意識の高揚を図る。

23 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

絵画防火ポスター、防災用
品等の展示

１１月２日（土）～１１月
３日(日）

浅川町民体育館 浅川町
石川消防署浅川分署

町文化祭に火災予防絵画ポスターコンクール提出
作品及び防災用品等の展示。

子供達の作品及び防災用品等を展示し、保護者及び町民に火災予防
思想を周知する。

24 須賀川地方広域消防本
部(0248-76-3114)

絵画防火ポスター展示 １１月１日～１１月３日 古殿町民体育館 古殿町役場
石川消防署古殿分署

町文化祭に併せコンクール提出作品の展示。 町内の子どもたちの作品を展示し、保護者及び町民に火災予防思想
を周知する。

25 白河地方広域市町村圏
消防本部
（0248-22-2170）

火災予防啓発 令和1年11月9日 塙厚生病院 塙厚生病院オープンホス
ピタル

パンフレット配布及びミニ救急車等を使用し、火災
予防PRを実施。

火災予防に対する意識の高揚を図る。

26 白河地方広域市町村圏
消防本部
（0248-22-2170）

火災予防運動に伴う啓発広
報

11月9日(土)10:00～ 西郷村 西郷村役場
西郷村女性消防団
白河消防署西郷分署

　西郷まつり開催に伴い、女性消防団とキュウジロ
ウ、グスカフ(着ぐるみ)と共に、来場者へ向けてチラ
シ配布等で火災予防を促す。

関係機関共同のイベント時に広報することで、火災予防を広く広報でき
る。

27 喜多方地方広域市町村
圏組合消防本部
（0241-22-6213）

ハザード地区における焼き
入れ油の実態調査

11月15日（金）
9:00～12:00

管内（工業地域） 喜多方消防署 令和元年９月20日付け消防危第143号に基づき、風
水害発生時の流出防止対策について指導する。

豪雨災害時について万全の対策を図る。

28 喜多方地方広域市町村
圏組合消防本部
（0241-22-6213）

ちびっこ防災教室 11月13日（水）
9:00～12:00

西会津町こゆりこど
も園

西会津消防署
こゆりこども園

避難訓練や防災ダック、煙体験などを体験すること
によって防災に対する知識を学び、防災意識の育
成を図る。

・西会津町の全保育園が統合したことにより、町内の全児童を対象とし
て防災教室を開催する機会となる。
・防災意識の育成を煙体験や防災ダックなどで楽しく学べる体験学習
を中心に実施する。
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29 会津若松地方広域市町
村圏整備組合消防本部
（0242-59-1403）

2019会津若松市安心安全
フェア

11月4日（月） アピタ会津若松店 会津若松市消防団、会津
若松市婦人消防隊、会津
若松市役所、アピタ会津
若松店、会津報徳保育
園、どんぐり山保育園、会
津若松消防署、城南分署

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店舗の協力を得て、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。

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

物販店舗等への防火標語等
の掲載依頼

火災予防運動期間中 猪苗代町
磐梯町

猪苗代消防署
磐梯出張所
道の駅ばんだい
JA磐梯給油所

不特定多数の住民の目に触れる町内各物販店舗
のチラシ、レシート、掲示物等への防火標語等の掲
載依頼を実施し、火災予防思想の啓発を図る。

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

防火ぬり絵展 火災予防運動期間中 磐梯町中央公民館
尾瀬街道みしま宿

磐梯幼稚園
磐梯町役場
三島保育所

町内幼稚園及び保育所から防火に関するぬり絵を
募集し展示、園児及び地域住民の火災予防思想の
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）

危険物輸送車両検査 １１月11日（月） 会津坂下警察署 会津坂下消防署
会津坂下警察署

会津坂下警察署と合同で危険物輸送車両の検査
指導
を実施する。

ドライバーに危険物の運搬に関する法令を遵守させることにより火災
予防を徹底させる。

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

町内外国人就労者向け防火
講話

１2月3日（火） 会津坂下消防署 県　坂下町役場 町内外国人就労者を対象とした防火講話を実施す
る。

通訳を介し防火講話を実施。

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

防火ポスターの展示 11月7日（木）～11月13
日（水）

アピタ会津若松店 アピタ会津若松店
会津若松地方広域消防
本部

防火ポスターコンクールにおいて表彰された25点の
作品を展示する。

管内小学生が作成した防火ポスターを大型店舗に展示し、地域住民
の火災予防思想の高揚を図る。

35  南会津地方広域市町
村圏組合消防本部
(0241-63-3117)

南会津合同庁舎避難訓練 11月8日（金）
09:00～10:00

南会津合同庁舎 南会津広域消防署
県職員

南会津合同庁舎で避難訓練及び消火器取り扱い指
導を行う。

地震・火災時の避難誘導、通報及び初期消火訓練を行い、非常時の
対応について指導する。

36  南会津地方広域市町
村圏組合消防本部
(0241-63-3117)

防火標語募集 南会津郡内 南会津郡内住民を対象 南会津広域消防本部独自の標語を募集し、ポス
ター及びチラシに活用して火災予防啓発に努める。

住民の防火意識の向上に繋げる。

37 相馬地方広域市町村圏
組合
（0244-22-4165）

ハッピ通園 週間中 南相馬市鹿島区 鹿島区内保育園・幼稚園 園児にハッピを着用してもらい、防火意識の高揚を
図る。

38 双葉地方広域市町村圏
組合消防本部
（0240-25-8523）

えびす講市 11月9日から11月10日 富岡町 富岡町
富岡消防署
富岡町商工会

地域の祭に参加する住民、来場者に対し、火災予
防を広報し防火意識を高める

祭り会場での広報活動となるため、広い世代に火災予防を広報でき
る。

39 双葉地方広域市町村圏
組合消防本部
（0240-25-8523）

富岡町福祉祭り 11月9日から11月10日 富岡町 富岡町
富岡消防署
富岡町社会福祉協議会

地域の祭に参加する住民、来場者に対し、火災予
防を広報し防火意識を高める

祭り会場での広報活動となるため、広い世代に火災予防を広報でき
る。


