
【資料３】

令和２年春季全国火災予防運動関連の主な行事予定 ※２月２１日現在の行事予定であるため、今後中止となる可能性がありますので、各消防本部にお問い合わせください。
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 高齢者の死者発生防止対策の推進
101 福島市消防本部

（024-534-9103）
一般家庭防火指導 2月29日（土）、3月1日（日）

各日9：00～11：00
福島市内実施
該当地区

管轄消防団、女性防火クラブ、
各消防署・分署・出張所

署所管内の選定した地域世帯に消防職員と消防団員が戸別訪問
し、チラシを配布しながら防火指導を行い住警器の設置、維持管理
の徹底を図る。

消防職員と顔見知りの地元消防団員・女性防火クラブ員がペアを組み戸別訪問するこ
とで、親近感をもって対応してもらえる。

102 伊達地方消防組合消防本
部
（024-575-4101）

一人・二人暮らしの老
人家庭の防火診断

令和2年3月2日（月）10：30
～

伊達市月舘町 中央消防署東分署
伊達市消防団月舘支団
月舘総合支所

消防職員と消防団員が協力し、月舘町内の一人・二人暮らしの老人
世帯を訪問し、住宅における防火指導を行う。

高齢者のみで生活する世帯は、防火について疎かになりやすく、出火時の人命危険も
高いことから直接訪問し防火指導を実施する。また、消防職団員も潜在的な火災危険
を把握することができる。

103 伊達地方消防組合消防本
部
（024-575-4101）

高齢者福祉施設等への
立入検査

3月中 管内全域 中央消防署 高齢者が入居する福祉施設等に対し立入検査を実施し、火災予防
を督励する。

立入検査により適切な防火指導を実施し、高齢者の死傷者発生防止を図る。

104 安達地方広域消防本部
(0243-22-1211）

一人暮らし高齢者宅防
火診断

２月２６日～３月１１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
の一人暮らし高齢者宅を訪問し防火診断を実施する。

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
行い、住宅用火災警報器の設置及び取替を指導する。

105 安達地方広域消防本部
（0243-22-1211)

一人暮らし高齢者宅防
火診断

３月１日～３月７日 二本松市 北消防署
女性防火クラブ員

市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。

106 安達地方広域消防本部
（0243-22-1211)

老人福祉センターに訪
問
防火講話及びチラシ配
布

３月５日 二本松市 北消防署 老人福祉センターに訪問し署員による防火講話及びチラシを配布
し、高齢者宅にチラシを持ち帰ってもらうことにより、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。

107 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

一人暮らし老人世帯防
火訪問

火災予防運動期間中
(日時未定)

鏡石町 鏡石町役場
地域包括支援センター

地域生活サポートセンター職員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。

一人暮らし高齢者世帯を戸別訪問し、防火及び住宅用火災警報器の設置・点検を呼
びかける。

108 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

一人暮らし老人世帯防
火訪問

火災予防運動期間中
(日時未定)

天栄村 長沼分署
天栄村役場

役場職員とともに訪問し、消火器の設置、維持、使用状況及び住警
器設置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。

109 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

一人暮らし老人世帯防
火訪問

3月4日（水）
９時００分から

石川町 石川消防署
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。

110 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

一人暮らし老人世帯防
火訪問

火災予防運動期間中
(日時未定)

玉川村 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。

111 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

一人暮らし老人世帯防
火訪問

3月2日（月）　　　　　　　　　９
時００分から１２時００分

浅川町 石川消防署浅川分署、浅川町
社会福祉協議会

一人暮らし高齢者世帯を訪問し、火気の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することで火災発生を未然
に防ぐ。

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。

112 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

高齢者世帯防火訪問 未定（3月に２回実施） 古殿町 石川消防署古殿分署
古殿町役場
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。 古殿町及び古殿町社会福祉協議会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。

113 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

へき地医療バスを活用
した防火ＰＲ

火災予防運動期間中 古殿町 古殿町役場
古殿町社会福祉協議会

高齢者が利用する、へき地医療バスでチラシ配布及びバス内にポ
スターを掲示する。

古殿町及び古殿町社会福祉協議会で運行するへき地医療バス２台に、火災予防啓発
チラシ及び住宅用火災警報器設置促進のポスターを掲示し、高齢者の死者発生防止
対策の推進を図る。

114 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

高齢者世帯の防火広報 3月1日（日） 棚倉町内の高
齢者世帯

棚倉消防署、棚倉町女性消防
団員

消防署員と女性消防団員合同で高齢者世帯に訪問し、防火指導を
行う。

高齢者に火災予防をＰＲし、防火意識を高める。

115 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

デイサービスでの火災
予防活動

3月3日（火） 白河市表郷デ
イサービスセ
ンター

白河消防署表郷分署、白河市
社会福祉協議会

デイサービスに通所する高齢者に防火指導を行う。 一酸化炭素中毒、着衣着火等の対応を伝え、火災による死者の発生防止を図る。

116 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

老人福祉施設での防火
講話

3月1日（日）～7日（土） 白河市内の老
人福祉施設

白河消防署 老人福祉施設での防火講話を行う。 高齢者へ防火講話を行いまた対話し、防火意識を高める。

117 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

避難訓練 日時未定 グループホー
ム東の広場

白河消防署東分署 総合避難訓練を実施する。 自衛消防隊の役割分担、避難方法、近隣の協力体制を確認する。

118 喜多方消防本部
(0241-22-6213)

一般家庭防診断 3月1日（日）
9:00～12:00

西会津町（新
合地区）

西会津消防団第四分団
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。

119 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（戸別訪問に
よる防火意識の普及啓
発）

3月1日（日） 磐梯町 猪苗代消防署磐梯出張所
磐梯町役場
磐梯町消防団

高齢者を含む一般住宅を訪問し、防火診断を実施することにより、
防火意識の普及啓発を図る。

120 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

3月3日(火)5日(木)6日(金)
9：30～12：00
13：30～16：00

会津若松市北
会津町内

小松出張所
包括支援センター

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。

121 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

3月5日（木）（予定）
（時間調整中）

柳津町 会津坂下消防署柳津出張所
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、火災予防のチラシと住宅
用火災警報器パンフレット等を配布しながら、防火指導、住宅用火
災警報器の設置、適正な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、防火安全指導、住宅用火災警報器の設置、
適正な維持管理の徹底を訴え、未設置世帯の早期設置を促す。

122 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

火災予防運動週間中 湯川村 十文字出張所
湯川役場

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。

高齢者世帯に対し住宅防火対策の推進を促す。

123 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

火災予防運動週間中 猪苗代町 猪苗代消防署
猪苗代町社会福祉協議会

関係機関と合同で高齢者宅を訪問し、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促進及び維持
管理について周知する。

124 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

日程未定 昭和村 会津坂下消防署昭和出張所
会津坂下警察署昭和駐在所
昭和村役場

関係機関合同による一人暮らし老人世帯立入検査。 防火安全指導、放火対策、住宅用火災警報器の維持管理について指導。

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

一人暮らし高齢者宅防
火指導の実施

運動期間中 会津美里町内
（赤沢地区）

会津美里消防署
会津美里町民生児童委員協議
会
会津美里町福祉課

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
維持管理の徹底及び火気使用の注意喚起を訴え防火安全指導を
実施する。
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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
126 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
し、並びに住警器の維持管理について指導を行う。

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し、並びに住警器
の維持管理について指導を行い高齢者宅の出火防止を指導する。

127 相馬消防本部（0244-22-
4165）

高齢者世帯防火訪問 週間中 各所属 消防署、消防団、女性消防隊、
社会福祉協議会等

関係機関と協力して高齢者世帯を訪問し、住警器未設置世帯は、
設置を促す。

128 双葉地方広域市町村圏組
合消防本部
（0240-25-8523）

高齢者世帯防火指導 ３月２日から３月６日 広野町・楢葉
町・富岡町・大
熊町・川内村・
浪江町、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
広野町・楢葉町・富岡町・浪江
町・葛尾村の各社会福祉協議会
大熊町消防団、富岡町婦人消
防隊
双葉警察署
地域防災パトロール隊

管内の高齢者世帯に対し戸別に訪問し、火災予防チラシを配りな
がら、防火指導及び住宅用火災警報器の設置状況を確認し、火災
による高齢者の死者発生防止対策を推進する。

直接住民と対話する事で防火及び住宅用火災警報器の重要性について理解してもら
い設置促進を促す。社会福祉協議会職員・消防団・婦人消防隊・警察署員と合同で
実施する事で話しやすい環境を作る。
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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 住宅用火災警報機の設置促進

201 福島市消防本部
（024-534-9103）

一般家庭防火指導 2月29日（土）、3月1日（日）
各日9：00～11：00

福島市内実施
該当地区

管轄消防団、女性防火クラブ、
各消防署・分署・出張所

署所管内の選定した地域世帯に消防職員と消防団員が戸別訪問
し、チラシを配布しながら防火指導を行い住警器の設置、維持管理
の徹底を図る。

消防職員と顔見知りの地元消防団員・女性防火クラブ員がペアを組み戸別訪問するこ
とで、親近感をもって対応してもらえる。

202 福島市消防本部
（024-534-9103）

消防フェア 2月29日（土）
10：00～11：30

ヨークベニマ
ル福島鎌田店

福島市女性防火クラブ連絡協議
会・福島県消防保安課・（一社）
福島県消防設備協会・福島市消
防本部

大型店舗店頭において、女性防火クラブ員が中心となり、住警器の
展示、チラシ、ポケットティッシュの配布を実施しながら住警器の設
置及び維持管理について広報を行う。また、抽選会を行い住警器
等を配布する。

着ぐるみ（キビタン、ももりん）の使用、抽選会などを実施することにより、多くの市民を
集め住宅用火災警報器の必要性及び維持管理についてチラシを配布し説明を行う。

203 伊達地方消防組合消防本
部
（024-575-4101）

戸別訪問による普及啓
発

火災予防運動期間の前後 管内全域 中央消防署 管内における住警器低設置率地域の世帯に消防署員が戸別訪問
し、チラシと住警器パンフレット等を配りながら、防火指導及び住宅
用火災警報器の早期設置、適切な維持管理を促す。

住警器設置率の比較的低い地域をピックアップし、低設置率地域を重点的に個別訪
問し、早期設置を促し、設置済みの住宅には適切な維持管理を促す。

204 安達地方広域消防本部
(0243-22-1211）

着ぐるみ等を活用して
の住宅用火災警報機の
設置推進

２月２８日 二本松市内大
規模店舗
道の駅あだち

北消防署 市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。

大型量販店等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設置を促す。

205 安達地方広域消防本部
(0243-22-1211）

大型店舗及び地元FM
局での広報

３月１日～３月７日 本宮市・大玉
村

管内の大型店舗及び地元FM局 管内の大型店舗及び地元FM局に依頼し、店内放送・ラジオ放送に
より、火災予防及び住宅用火災警報器の設置を呼びかける。

大型店舗の店内放送及び地元FM局の放送により、広く来店者並びにリスナーに広報
する。

206 安達地方広域消防本部
(0243-22-1211）

住宅用火災警報器設
置促進

３月２日、３月３日 本宮市・大玉
村

南消防署・大型店舗 大型店舗前で来店者に住宅用火災警報器設置促進のチラシを配
布する。

来店者に住宅用火災警報器の設置を呼びかけ、設置率向上と住宅防火を図る。

207 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024-923-8172）

街頭活動 本運動期間中 管内大型物販
店

消防署及び各分署 チラシ、啓発グッズ等を配付し、市民の防火意識の高揚を図り、火
災ゼロを目指すとともに、住宅用火災警報器の設置及び適切な維
持管理を促進する。

チラシを配布し、住宅用火災警報器未設置の住宅に対し、出前での説明をすることに
より市民の防火意識の高揚を図り、住宅用火災警報器の設置促進を促す。

208 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

３月７日(土)
９：００～１２：００

消防署及び各分
署(郡山消防署、
大槻基幹分署、
富久山分署、湖
南分署除く)、中
央公民館、富久
山行政センター、
久留米地域公民
館、大槻ふれあい
センター

郡山地方消防防災協会
郡山地方広域消防組合

老朽化（廃）消火器等による破裂事故を防止するために、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。

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。

209 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024-923-8172）

大型物販店での火災予
防推進活動

本運動期間中 管内事業所 消防署及び各分署 住宅用火災警報器設置促進のチラシ及びリーフレット等を配布しな
がら、防火指導を実施し、住宅用火災警報器の早期設置、適切な
維持管理を促す。

地域住民へ火災予防の重要性を訴えるとともに、チラシ及びリーフレット等を活用し、
住宅用火災警報器の奏功事例等を紹介し、未設置世帯には早期設置を、設置世帯
には適切な維持管理を促す。

210 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

住宅用火災警報器に関
するチラシの回覧及び
配布

回覧：2月15日～
配布：3月3日（火）
9時30分から11時30分まで

配布：ヨークベ
ニマル須賀川
森宿店

須賀川消防署 住宅用火災警報器の維持管理についてチラシを作成し、各世帯へ
の回覧及び街頭広報の際に配布し啓発活動を実施

住民に対し住警器の設置促進・維持管理を図る。

211 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

街頭PR 火災予防運動期間中
(日時未定)

イオンスー
パー
センター鏡石
店

鏡石分署 イオンスーパーセンター鏡石店敷地内において、住宅用火災警報
器の設置推進及び維持管理の啓発PRを実施。

イオンスーパーセンター鏡石店の来客者へ直接広報する。

212 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

街頭PR 3月1日（日）
１３時３０分から１５時００分

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。

213 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

全世帯への防火チラシ
回覧

３月回覧板 管内市町村 各消防署　　　　　　　　　　管轄
市町村

住警器設置促進チラシを回覧板で各世帯へ回覧する。 住民に対し住警器の設置促進・維持管理を図る。

214 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

販売店舗での住宅用火
災警報器の設置促進広
報

３月１日（日）　　　　　　　　１
４時３０分から１５時３０分

ダイユーエイト
浅川店
セブンイレブ
ン福島浅川店

石川消防署浅川分署　　　　浅
川町消防団

左記実施場所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促進広報を実施する。

女性消防隊と協力し、住宅用火災警報器の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。

215 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

町広報無線による普及
啓発

火災予防運動期間中 古殿町 石川消防署古殿分署 町広報無線により住宅用火災警報器の普及啓発を促す。 住宅用火災警報器の更なる設置率向上を訴える。

216 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

大型商業店舗での街頭
活動

3月1日（日）～7日（土） 白河市内 白河消防署 大型商業店舗での住宅用火災警報器設置促進及び10年経過の交
換の啓発活動を、チラシやポケットティッシュを配布しながら実施す
る。

直接チラシ、ポケットティッシュを手渡すことによりＰＲ効果を高める。

217 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

防災訓練 3月7日（日） 白河市表郷犬
神地区

白河消防署表郷分署、白河市
表郷庁舎、白河市表郷犬神自
治会

地区自治会での防災訓練を実施し、住宅用火災警報器の設置促
進をする。

地域住民の防災意識の高揚を図る。

218 喜多方消防本部
(0241-22-6213)

住宅用火災警報器普
及啓発活動

3月1日（日）
9:00～12:00

喜多方市山都
町

喜多方市消防団第四支団
山都分署

住宅用火災警報器の設置促進、維持管理を指導する。 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。

219 喜多方消防本部
(0241-22-6213)

住宅用火災警報器普
及啓発活動

3月1日（日）
9:00～12:00

北塩原村 北塩原分署 住宅用火災警報器の設置促進、維持管理を指導する。 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。

220 喜多方消防本部
(0241-22-6213)

住宅用火災警報器普
及啓発活動

3月7日（土）
9:00～12:00

喜多方市高郷
町

山都分署 住宅用火災警報器の設置促進、維持管理を指導する。 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。

221 喜多方消防本部
(0241-22-6213)

住宅用火災警報器普
及啓発活動

3月7日（土）
9:00～12:00

喜多方市 喜多方消防署 住宅用火災警報器の設置促進、維持管理を指導する。 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。

222 喜多方消防本部
(0241-22-6213)

住宅用火災警報器設
置調査

3月7日（土）
9:00～12:00

西会津町 西会津消防署 住宅用火災警報器の設置促進、維持管理を指導する。 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。

223 喜多方消防本部
(0241-22-6213)

住宅用火災警報器普
及啓発活動

3月7日（土）
9:00～12:00

北塩原村 北塩原分署 住宅用火災警報器の設置促進、維持管理を指導する。 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。

224 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
置促進及び適正な維持
管理の周知

運動期間中 猪苗代町 猪苗代消防署
猪苗代町役場

役場と合同で一般住宅へ訪問し住宅用火災警報器を設置及び庁
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。
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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
225 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（戸別訪問に
よる防火意識の普及啓
発）

3月1日（日） 磐梯町 猪苗代消防署磐梯出張所
磐梯町役場
磐梯町消防団

高齢者を含む一般住宅を訪問し、防火診断を実施することにより、
防火意識の普及啓発を図るとともに、住宅用火災警報器の維持管
理、設置促進を促す。

226 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
置及び適正な維持管理
の周知

運動期間中 柳津町管内 柳津町役場
会津坂下消防署柳津出張所
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）

関係機関と連携し、住宅用火災警報器のチラシ、パンフレット等を
配布しながら設置調査を実施し、早期設置、適正な維持管理の徹
底を図る。

227 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 3月2日（月）（予定）
（時間調整中）

かねか柳津店
コメリハード＆
グリーン柳津
店

柳津町役場
会津坂下消防署柳津出張所
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、住宅用火災警報器の設置、
維持管理の徹底を訴え、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。

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

ケーブルテレビを活用
した広報

1月31日(金)～ 三島町全域 保育所、小学校、消防団 ケーブルテレビ「みしまテレビ」に作成した広報動画第2弾を放映す
る

地域の保育所、小学校及び消防団と協力し、地域住民に身近な子供たちが住宅用火
災警報器の設置・維持管理の徹底について動画を通して訴え促進していく。
　出演者を地元子供たち、消防団にすることで、多くの町民が興味を抱き視聴し、関心
を持ってもらう。

229 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 会津美里町内 会津美里消防署
会津美里町役場
会津美里町消防団

町防災情報システムを利用した広報及び消防車両による広報活動
を実施する。
防火講話や立入検査時の機会に従業員に対して、自宅における住
宅用火災警報器の設置及び管理促進を指導する。

230 南会津地方広域市町村圏
組合消防本部（0241-63-
3117）

行政防災無線による広
報

火災予防期間中 管内全域 各町村
消防署

期間中に町村の行政無線により住宅用火災警報器の設置推進の
呼びかけを行う。

夜間の家人が多く滞在する時間に住宅用火災警報器の設置を呼びかけることにより効
果的な広報を図る。

231  南会津地方広域市町村
圏組合消防本部（0241-
63-3117）

住宅用火災報知器設
置及び適正な維持管理
の推進

火災予防期間中 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
による設置促進と適正維持管理方法等を周知する。

住宅防火を訴えるチラシを全戸に配布し、住警器の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訴える。

232 相馬消防本部（0244-22-
4165）

住警器設置状況調査 週間中 各所属 各署・分署 一般家庭及び高齢者世帯に防火訪問して住警器の設置促進、火
災予防を呼びかける。

233 相馬消防本部（0244-22-
4165）

住警器PR 3月2日9：30～11：30 飯舘村道の駅 飯舘分署 道の駅への来館者へ火災予防チラシ、ノベルティ等を配布し、住警
器PR・火災予防啓発活動を実施する。

234 双葉地方広域市町村圏組
合消防本部
（0240-25-8523）

防災無線及びのぼり旗
による火災予防広報

３月１日～３月３１日 広野町・楢葉
町・富岡町・大
熊町・川内村・
浪江町、葛尾
村

防災無線：各町役場

のぼり旗：公道及び各署

各公的機関の協力を得て、住宅用火災警報器に関する内容を防災
無線にて放送する。また、のぼり旗を設置し住宅用火災警報器の設
置を促す。

防災無線及びのぼり旗により住民に対し住宅用火災警報器の設置を促す。
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3 林野火災予防対策の推進

301 いわき市消防本部　平消
防署（0246-23-9700）

いわき市消防団第１支
団遠距離中継送水訓
練

３月１日(日)
9:30～11:30

いわき市平管
内

いわき市消防団第１支団
平消防署

○可搬ポンプ取扱訓練及び消防団ポンプ車を使用しての遠距離中
継送水訓練を実施する。

〇林野火災など、火点から遠方に水利部署する場合の火災を想定し訓練することで、
実災害時の活動要領の確認及び署と団の連携強化を目的としている。

302 いわき市消防本部　平消
防署（0246-23-9700）

いわき市消防団第７支
団遠距離中継送水訓
練

３月１日(日)
9:30～11:30

いわき市四倉
管内

いわき市消防団第７支団
平消防署四倉分署

○可搬ポンプ取扱訓練及び消防団ポンプ車を使用しての遠距離中
継送水訓練を実施する。

〇林野火災など、火点から遠方に水利部署する場合の火災を想定し訓練することで、
実災害時の活動要領の確認及び署と団の連携強化を目的としている。

303 いわき市消防本部　小名
浜消防署（0246-92-5171）

いわき市消防団第２支
団遠距離中継送水訓
練

３月１日(日)
9:00～11:00

いわき市鹿島
町地内

いわき市消防団第２支団
小名浜消防署

〇消防団と消防署が合同で遠距離中継送水訓練を実施する。 〇消防団と消防署が遠距離中継送水訓練を実施することにより、山間部の火災発生
における迅速かつ的確な消火体制を確立し、災害発生時における被害の軽減を図る
ことを目的とする。

304 いわき市消防本部　常磐
消防署（0246-43-2080）

いわき市消防団第４支
団・常磐消防署合同遠
距離中継送水訓練

３月１日(日)
9:30～12:00

いわき市常磐
湯本町上浅貝
地内

いわき市消防団第４支団
いわき市常磐支所
上浅貝県住自主防災会
常磐消防署

〇可搬ポンプ取扱い訓練
〇消防団ポンプを８台使用した、遠距離中継送水訓練

〇消防団に対し、可搬ポンプの取扱要領及び林野火災を想定した合同の遠距離中継
送水訓練を指導することで、各関係機関との連携強化が図られ、迅速な消火活動及
び情報伝達を行うことができる。

305 安達地方広域消防本部
(0243-22-1211）

車両における防火広報 ３月１日～３月７日 二本松市 北消防署 消防車両で管内の防火広報を実施する。 地域住民に広く火災予防を周知する。

306 安達地方広域消防本部
（0243-22-1211)

林野火災防止啓発活
動

３月１日～３月７日 二本松市内農
業資材販売店
舗

北消防署 市内の農業資材店等にチラシ等を配布し、来客者へ配布依頼し山
火事防止の推進を図る。

農業資材店でのチラシ配布により多くの住民に山火事防止の環境づくりを促す。

307 安達地方広域消防本部
（0243-22-1211)

山火事防止チラシの配
付

３月１日～３月７日 本宮市・大玉
村

管内の農機具販売店 管内の農機具販売店舗に対し、来店者に山火事防止チラシの配布
を依頼する。

山火事の多発期を迎え、来店する農業従事者等に山火事防止チラシを配布すること
により、注意喚起を行う。

308 郡山地方広域消防組合
消防本部（024-923-8172）

広報警戒 ３月～５月 管内全域 郡山地方広域消防組合 管内の警戒を強化し、火災の原因となりうるたき火等の現地指導の
徹底及び注意喚起を実施する。

広報警戒を実施することで、地域住民に対して火災による延焼拡大の危険性を訴え、
林野火災予防の周知徹底を図る。

309 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

林野火災に対する注意
喚起チラシの回覧

2月15日～ 須賀川消防署 須賀川市 春先の林野火災に対する注意喚起のチラシを作成し、各世帯への
回覧を実施

林野火災の注意喚起を実施する。

310 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

桃太郎旗（山火事注
意）の掲示

火災予防運動期間中 長沼分署 長沼分署 長沼分署敷地に桃太郎旗（山火事注意）を掲示する。 通行車両等に対し広報する。

311 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

消防車両による防火広
報

火災予防運動期間中 管内市町村 各消防署 消防車両を使用しての防火広報を実施する。 消防車両を使用した防火広報により、幅広く広報活動を実施する。

312 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

火災予防運動横断幕・
桃太郎旗の掲示

火災予防運動期間中 古殿町民体育
館

石川消防署古殿分署 古殿分署西側車両出入口付近に立看板及び桃太郎旗を設置し、
更に横断幕を国道３４９号線沿いの古殿町民体育館駐車場フェンス
に設置する。

石川消防署古殿分署敷地内及び交通量の多い国道沿いにそれぞれ設置することで、
多くの通行者の目に留まり火災予防運動期間中であることを伝えられる。

313 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

消防車両による防火広
報

火災予防運動期間中 管内全域 管内消防署・分署 消防車両による防火広報及び管内巡回 住民へ林野火災防止の広報をする。

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

消防車両による防火広
報

火災予防運動週間中 管内市町村 各消防署、出張所 消防車両による防火広報を実施し火災予防の啓発を図る。

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

林野火災防止対策の推
進

運動期間中 会津美里町内 会津美里消防署
会津美里町役場
会津美里消防団

町防災情報システムを利用した広報及び消防車両による広報活動
を実施する。

316 南会津地方広域市町村圏
組合消防本部（0241-63-
3117）

山火事防止パレード ４月中旬 管内全域 農林事務所・営林署
各消防団　各町村
消防署

車両によるパレード及び街頭でのチラシ配布。 当管内では火災予防運動期間中は積雪があるため、時期をずらした広報を行う。

317 相馬消防本部（0244-22-
4165）

警鐘広報 週間中 各所属 各署・分署 枯草火災・林野火災防止の目的で管轄一帯を広報する。

318 双葉地方広域市町村圏組
合消防本部
（0240-25-8523）

防災無線及びのぼり旗
による火災予防広報

３月１日～３月３１日 広野町・楢葉
町・富岡町・大
熊町・川内村・
浪江町、葛尾
村

防災無線：各町役場

のぼり旗：公道及び各署

役場の協力を得て、火災予防に関する内容を防災無線にて放送す
る。また、のぼり旗を幹線道路へ設置し山火事予防の高揚を図る。

防災無線及びのぼり旗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。

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
401 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 下宿等の防火対象物に立入検査を実施し、事業所からの出火防止
及び違反是正を図る。

適正な消防設備の維持管理並びに、防火管理状況を把握することができ、是正項目
を通知することができる。また、防火管理者の責務を自覚させることができる。

402 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

防火チラシ・ポスターの
配布

火災予防運動期間中 天栄村大字湯
本地区

湯本分遣所 管内の（５）項ロ等の防火対象物を訪問し、防火チラシ・ポスターを
配布する。

消防用設備等の適正な維持管理、避難経路などの防火管理体制の確認ができる。

403 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

共同住宅・寄宿舎等立
入検査

火災予防運動期間中 玉川村 玉川分署 玉川村内の共同住宅・寄宿舎等へ立入検査を実施する。 消防用設備等、防火管理の状況を検査し、火災予防の徹底を図る。

404 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 火災予防運動週間中 管内市町村 小松出張所、猪苗代消防署、磐
梯出張所、柳津出張所、会津美
里消防署

該当する施設に対して立入検査を実施し、消防用設備及び避難施
設等の適切な維持管理・防火管理の徹底を指導する。

405 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

３月１日から７日 浪江町、葛尾
村

浪江消防署、葛尾出張所 管内、事業所の作業員宿舎、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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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 街頭広報（パレード等）

501 福島市消防本部
（024-534-9103）

防火パレード 3月１日（日） 管轄地域内 福島市消防団 消防団が消防車両で管轄地域内の広報を実施する。 消防団車両に火災予防の横断幕を取り付け広報することにより、市民へ火災予防（視
覚・聴覚）を訴えかける。

502 いわき市消防本部　平消
防署（0246-23-9700）

平消防署・いわき市消
防団第１支団合同防火
パレード

３月１日(日)
8:30～10:30

平消防署管内 いわき市消防団第１支団
平消防署

〇管内を４コースに分かれ、消防車両及び消防団車両にて、地域
住民へ防火啓発を呼びかける。

〇車列により広報をしながら各所を巡回することで、地域住民の注意を集め、防火啓
発への関心を高める。

503 いわき市消防本部　平消
防署（0246-23-9700）

平消防署四倉分署・い
わき市消防団第７支団
合同防火パレード

３月１日(日)
11:30～12:15

平消防署四倉
分署管内

いわき市消防団第７支団
平消防署四倉分署

〇管内を５コースに分かれ、消防車両及び消防団車両にて、地域
住民へ防火啓発を呼びかける。

〇車列により広報をしながら各所を巡回することで、地域住民の注意を集め、防火啓
発への関心を高める。

504 いわき市消防本部　平消
防署（0246-23-9700）

平消防署川前分遣所・
いわき市消防団第６支
団合同防火パレード

３月１日(日）
9:00～11:00

川前地区全域 平消防署川前分遣所
いわき市消防団第６支団第５・６
分団
いわき市川前支所

〇管内を２コースに分かれ、消防車両及び消防団車両にて、地域
住民へ防火啓発を呼びかける。

〇車列により広報をしながら各所を巡回することで、地域住民の注意を集め、防火啓
発への関心を高める。

505 いわき市消防本部　常磐
消防署（0246-43-2080）

いわき市消防団第４支
団・いわき市常磐支所・
常磐消防署合同防火
パレード

３月１日(日)
8:30～9:30

常磐消防署管
内

いわき市消防団第４支団
いわき市常磐支所
常磐消防署

〇管内を消防車両の車列により音声及び警鐘を使用し、市民に対
し火災予防広報を実施する。

〇10台程度の消防車両が、一列で車列を成すことにより、関係機関との連携強化を図
る。また、市民の注目を得ることで、火災予防思想の更なる高揚を図ることができる。

506 いわき市消防本部　常磐
消防署（0246-43-2080）

いわき市消防団第４支
団・いわき市遠野支所・
常磐消防署遠野分遣
所合同防火パレード

３月１日(日)
9:00～11:00

常磐消防署遠
野分遣所管内

いわき市消防団第４支団
いわき市遠野支所
常磐消防署遠野分遣所

〇管内を消防車両の車列により音声及び警鐘を使用し、市民に対
し火災予防広報を実施する。

〇10台程度の消防車両が、一列で車列を成すことにより、関係機関との連携強化を図
る。また、市民の注目を得ることで、火災予防思想の更なる高揚を図ることができる。

507 いわき市消防本部　内郷
消防署（0246‐26‐3596）

内郷消防署・いわき市
消防団合同管内防火
パレード

３月１日(日)
8:30～9:30

いわき市内郷
地内
いわき市好間
地内

内郷消防署
管内いわき市消防団
内郷支所
好間支所

〇消防車両で音声、赤色灯及び警鐘を使用し、管内の火災予防区
報を実施する。

〇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。

508 いわき市消防本部　内郷
消防署（0246‐26‐3596）

いわき市消防団・婦人
消防隊・支所合同防火
パレード

３月１日(日)
8:30～11:00

内郷消防署三
和分遣所管内

内郷消防署三和分遣所
三和婦人消防隊
いわき市三和支所
いわき中央警察署

〇消防車両で音声、赤色灯及び警鐘を使用し、管内の火災予防区
報を実施する。

〇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。

509 伊達地方消防組合消防本
部
（024-575-4101）

街頭啓発による予防広
報及び住警器設置推
進

3月1日（日）　ほか 管内各所 中央消防署 物販店等において、チラシやポケットティッシュ等を配布しながら火
災予防の督励、住宅用火災警報器の設置促進広報等を行う。

チラシ配布のほかに、展示パネルを活用した設置場所の説明、奏功事例と設置効果
を公表し、未設置住宅への早期設置と適切な維持管理を訴える。

510 伊達地方消防組合消防本
部
（024-575-4101）

消防車両による防火パ
レード

３月１日（日） 管内全域 消防本部・中央消防署 消防車で隊列を組みながら管内を巡回し、火災予防広報を実施す
る。

住民に対する火災予防意識の高揚を図る。

511 伊達地方消防組合消防本
部
（024-575-4101）

園児防火パレード 令和2年3月2日（月）
9：00～10：15

伊達市月舘町 中央消防署東分署
月舘認定こども園
伊達市月舘総合支所
伊達市消防団月舘支団
交通安全指導隊月舘小隊
月舘町女性防火クラブ
伊達警察署月舘駐在所

月舘町内の園児とともに、各参加団体が商店街を行進し「火の用
心」を呼びかける。

園児が防火パレードを行うことで、住民からの注目を集め広く火災予防広報を行うこと
ができる。

512 安達地方広域消防本部
（0243-22-1211)

消防車両による防火広
報

３月１日～３月７日 二本松市内
本宮市・大玉
村

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、火災予防の啓蒙及び放火火災の防止を図
る。

513 安達地方広域消防本部
（0243-22-1211)

消防車両による防火パ
レード

３月１日 二本松市内 二本松市消防団
北消防署

消防団及び北消防署の消防車両にて防火パレードを実施する。 地域住民に広く火災予防を周知する。

514 郡山地方広域消防組合
消防本部
（024-923-8172）

消防団合同パレード 管轄署所計画による 管内全域 消防署及び各分署
消防団、行政センター等

消防団等と合同で防火パレードを実施し、地域住民に対して防火
意識の高揚を図る。

消防団等と協力して防火パレードを実施し、地域住民へ防火意識の高揚と、安心、安
全な地域づくりが広く行われるよう訴える。

515 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

街頭防火PR 3月3日（火）
9時30分から11時30分まで

ヨークベニマ
ル須賀川森宿
店

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

火災予防思想及び住宅用火災警報器設置の普及を促す。

516 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

街頭防火PR 3月１日（日）予定 ながぬまショッ
ピングパーク
アスク

長沼分署当番員 店舗に来店する住民に火災予防啓発チラシ等を配布し、防火及び
住宅用火災警報器のPRを行う。

火災予防思想及び住宅用火災警報器設置の普及を促す。

517 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

街頭防火PR 日程調整中 管内事業所を
予定

湯本分遣所 実施場所において、防火の呼びかけ及びポケットティッシュ等を配
布しながら防火広報を実施する。

火災予防意識の高揚を図る

518 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

街頭防火PR ３月１日（日）
１３時３０分１５時００分

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。

519 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

街頭防火PR 日程調整中 イオンスー
パー
センター鏡石
店

調整中 イオンスーパーセンター鏡石店敷地内において、住宅用火災警報
器の設置推進及び維持管理の啓発PRを実施。

イオンスーパーセンター鏡石店の来客者へ直接広報する。

520 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

街頭防火PR 2月29日（土）
15時00分から16時00分

鎌倉屋平田店 石川消防署平田分署 火災予防啓発用品を配布し、火災予防広報活動を実施。
住警器の完全設置、１０年経過での本体取替え推奨。

火災予防意識の高揚を図る。住警器の未設置及び一部設置世帯に対し、完全設置を
促し、設置から１０年経過での本体取替えの推奨。

521 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

防災行政無線での防火
広報

火災予防運動期間中 平田村 平田村消防団
女性消防クラブ
石川消防署平田分署

防災行政無線を使用した防火広報を実施。 村民の防火に対する意識の高揚を図る。

522 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

広報パレード ３月１日（日）
１４時００分から１７時００分

浅川町 石川消防署浅川分署
浅川町消防団、浅川町役場

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性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。
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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
523 須賀川地方広域消防本部

(0248-76-3115)
街頭防火PR ２月２９日（土）　　　　　　　16

時00分 から16時30分
古殿町（ブイ
チェーン・カケ
ダ）

石川消防署古殿分署 街頭にて住民へチラシを配布すると共に火災予防の呼びかけを実
施する。

チラシを配布すると共に火災予防を呼びかけ、防火意識の高揚を図る。

524 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

街頭防火PR ３月２日（月）　　　　　　　　16
時00分から16時30分

古殿町（ふる
どのこども園）

石川消防署古殿分署 街頭にて住民へチラシを配布すると共に火災予防の呼びかけを実
施する。

チラシを配布すると共に火災予防を呼びかけ、防火意識の高揚を図る。

525 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

署・団合同による防火
パレード

2月23日（日） 矢祭町全域 矢祭町役場、矢祭町消防団、棚
倉消防署矢祭分署

消防車両によるパレード及び防火広報 合同で防火パレードを実施し、直接町民に火災予防の徹底を訴える。

526 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

店舗店頭での防火広報 火災予防運動期間中日時
未定

エコスＴＡＩＲＡ
ＹＡ白河東店

白河消防署東分署 店頭でチラシを配布し防火広報を実施する。 各家庭へ火災期による防火意識を促す。

527 喜多方消防本部
(0241-22-6213)

火災予防パレード 3月1日（日）
14:00～16:00

喜多方市（旧
市内・熱塩加
納町・塩川町）

喜多方市消防団第一支団
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。

528 喜多方消防本部
(0241-22-6213)

火災予防パレード 3月1日（日）
10:00～11:00

北塩原村（北
山・大塩地区）

北塩原村消防団
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。

529 喜多方消防本部
(0241-22-6213)

火災予防パレード 3月1日（日）
9:00～12:00

喜多方市（山
都町・高郷町）

喜多方市消防団第四支団・第五
支団
山都分署

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。

530 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 3月2日(月) リオン・ドール
会津若松駅前
店

会津若松消防署
地元保育園

店舗においてポケットティッシュやチラシ等を配布し、火災予防及び
住警器の設置促進をPRする。

会津地域マスコットキャラクター「赤べえ」と一緒に該当広報を実施予定。近隣保育園
児にも参加してもらい赤べえと一緒に火遊びの危険性を知ってもらう。

531 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 3月1日(日)
10：00～12：00

会津若松市 会津若松消防署城南分署
会津若松市消防団第4分団
城西地区婦人消防隊
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。

532 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 3月1日(日)
18：00～20：00

会津若松市 会津若松消防署城南分署
会津若松市消防団第11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。

533 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 2月29日(土)
13：00～

会津若松市河
東町

十文字出張所
会津若松市消防団

関係機関合同で防火パレードを実施する。 消防車両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。

534 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）

3月1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。

535 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
火パレード及び火防検
査）

3月1日（日） 磐梯町 猪苗代消防署磐梯出張所
磐梯町役場
磐梯町消防団
猪苗代警察署磐梯駐在所

関係機関合同で防火パレード及び火防検査を実施し、効率的に火
災予防を訴え、また、防火意識の普及啓発を図る。

536 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 3月2日（月）（予定）
（時間調整中）

かねか柳津店
コメリハード＆
グリーン柳津
店

柳津町役場
会津坂下消防署柳津出張所
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

大型店舗において街頭広報を実施し、住宅用火災警報器の設置、
維持管理の徹底を訴え、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。

537 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 4月4日（土）（予定）
（時間調整中）

柳津町管内 柳津町役場
会津坂下消防署柳津出張所
柳津町消防団

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防火パレードを実施し、火災予防の啓蒙を図
る。

538 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 3月5日（木）
11:30～12：00

道の駅奥会津
かねやま

会津坂下消防署金山出張所
金山町役場
金山町消防団
金山町婦人消防クラブ

関係機関と合同で街頭広報を実施。 集客が見込める道の駅奥会津かねやまの利用客に対し、関係機関と合同でチラシや
ポケットティッシュ等を配布しながら街頭広報を実施し、地域住民の防火意識の高揚を
図る。

539 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 火災予防期間中 管内全域 各町村
消防署

消防車輌による火災予防広報と町行政無線による広報の実施。 乾燥時及び強風時の火の取扱いについて広報し、火災予防を訴える。

540 相馬消防本部（0244-22-
4165）

防火パレード 週間中 各所属 各署・分署・消防団等 管轄区域内を、消防車両により防火パレードする。

541 相馬消防本部（0244-22-
4165）

チャキチャキパレード 3月3日13：00～ 相馬市 消防署・消防団・市役所・幼年消
防クラブ

相馬市街地を幼年消防クラブがチャキチャキパレードを実施し、住
民に火災予防を呼びかける。

542 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

３月１日から３月７日 広野町・楢葉
町・富岡町・大
熊町・川内村・
浪江町、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する。 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。

543 双葉地方広域市町村圏組
合消防本部
（0240-25-8523）

防災無線を使用した広
報活動

３月１日から７日 広野町・楢葉
町・富岡町・大
熊町・川内村・
浪江町、葛尾
村

各町役場 各町村役場に依頼し、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。

防災無線により住民及び、帰町者及び一時立ち入り中の住民に対する啓発活動とな
り、火災予防につながる。

544 双葉地方広域市町村圏組
合消防本部
（0240-25-8523）

商業施設店内放送を使
用した広報活動

３月１日から７日 浪江町 イオンリテール株式会社イオン
浪江店

イオン浪江店内にて、春季火災予防運動実施中である内容の店内
放送を行う。

多くの人が利用する商業施設において放送を行うことでより多くの方に聞いてもらうこと
で有効な火災予防啓発活動に繋がる。
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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

601 福島市消防本部
（024-534-9103）

広報紙 3月号 管轄地域町内
会

署・分署・出張所 消防署・分署・出張所が広報紙を作成し、管轄地域の町内会へ班
回覧し火災予防を訴える。

各地域の実情にあった記事を掲載し、広報紙を作成するため、身近な内容が多く、よ
り火災予防等に関心をもってもらえる。

602 福島市消防本部
（024-534-9103）

市政だより 3月号 福島市全世帯 福島市・福島市消防本部 福島市の全世帯へ配布する「市政だより」に火災予防運動の実施、
住宅用火災警報器の設置、維持管理について訴える。

福島市全世帯に配布するため、多くの市民へ火災予防や住宅用火災警報器設置、維
持管理等について、広報が実施できる。

603 伊達地方消防組合消防本
部
（024-575-4101）

広報媒体を活用した火
災予防広報

火災予防運動期間の前後 管内 中央消防署 新聞、構成市町が発行する広報誌等に火災予防に関する記事掲
載を依頼する。

住民等に対し火災予防思想の普及を図る。

604 安達地方広域消防本部
（0243-22-1211)

火災予防運動立て看板
及びのぼり旗の設置

３月１日～３月７日 管内の官庁玄
関等

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。

605 安達地方広域消防本部
（0243-22-1211)

放火火災予防啓発活
動

２月２８日 二本松市内大
規模店舗
道の駅あだち

北消防署 市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、放火火災への注意喚起を実施する。

大型量販店等でのチラシ配布により多くの住民に周知することができる。

606 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

２月～３月 各ミニコミ誌の
配布地域

リビング郡山、だいすき、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
思想の啓発を図る。

607 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

予防広報 火災予防運動期間中 イオンスー
パー
センター鏡石
店

鏡石分署 買い物かごに防火チラシを置き、予防広報を行う。 買い物客の買い物かごへチラシを入れ、期間中継続的に予防広報する。

608 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

防火広報記事の掲載依
頼（町広報誌、町内夕
刊２社）

石川町広報誌２月号
２月下旬町内夕刊

石川町 石川町役場・町内夕刊２社 防火広報記事を町広報誌、町内夕刊２社へ掲載。 防火広報記事の掲載をし、防火意識の高揚を図る。

609 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3115)

広報誌掲載 ２月号又は３月号 各市町村 各市町村 市町村発行の広報誌に火災予防運動関連記事を掲載。 広報誌に掲載依頼することで、広く本運動を周知できる。

610 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（ブイ
チェーン・カケ
ダ、三国商店）

石川消防署古殿分署、ブイ
チェーン・カケダ・三国商店

ブイチェーン・カケダ及び三国商店の会計レシートへ防火PR文の掲
載を依頼す。

ブイチェーン・カケダ及び三国商店の会計レシートへ防火PR文の掲載を依頼すること
により多くの住民へPR活動することができる。

611 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

火災予防運動期間中 ホームページ 鏡石町 鏡石町ホームページへ火災予防運動及び防火広報について掲載
し、防火意識の高揚を図る。

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。

612 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3115)

回覧版によるチラシ配
布

火災予防運動期間中 各市町村 各市町村 管内各市町村へ予防広報チラシを回覧し火災予防啓発及び防火
意識の高揚を図る。

火災予防意識の高揚を図る

613 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3116)

電光掲示板による防火
広報

火災予防運動期間中 須賀川消防
署・石川消防
署

交通安全協会 電光掲示板を使用し火災予防広報を実施する。 自動車ドライバー等に対し防火意識の高揚を図る。

614 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

ＩＰ告知電話による火災
予防啓発

3月1日（日）～7日（土） 塙町全域、矢
祭町全域

塙町役場、矢祭町役場 ＩＰ告知電話により、火災予防運動ＰＲと火災予防の啓発を図る。 火災予防に対する意識の高揚を図る。

615 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 火災予防運動週間中 管内市町村 各市町村 市町村広報誌により火災予防運動について広報する。

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

町防災無線による広報 運動期間中 柳津町管内
三島町管内
金山町管内

柳津町役場
三島町役場
金山町役場

町防災無線による防火広報の実施。

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

立て看板及びのぼり旗
の掲示

運動期間中 三島町全域 会津坂下消防署三島出張所 火災予防運動の立て看板、のぼり旗の設置

618 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
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。

619 相馬消防本部（0244-22-
4165）

2月15日～ 管内全世帯他 相馬消防本部 火災予防運動防火チラシを管内全世帯配布及び管外避難者世帯
への郵送（約4万世帯）

620 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 ３月中 広野町・楢葉
町・富岡町・大
熊町・川内村・
浪江町、葛尾
村

各町役場 広報誌に春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、住宅用火災警報器等をまとめた記事を掲載し、防火意識
の高揚を図る。

広報誌及びホームページで広報することで多くの住民に対し効果的な広報活動とな
る。

621 双葉地方広域市町村圏組
合消防本部
（0240-25-8523）

商業施設のレシートに
火災予防運動に関する
印字

3月1日から7日 浪江町 イオンリテール株式会社イオン
浪江店

イオン浪江店のレシートに春季火災用運動に関する印字を行う。 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目につきやすいレ
シートに印字することで、火災予防につながる。

622 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 ３月１日から７日 広野町、楢葉
町、富岡町、
大熊町、川内
村、浪江町、
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。
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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

701 福島市消防本部
（024-534-9103）

福島市消防本部ホーム
ページ及びfacebook

2月下旬～3月上旬 福島市消防本部 福島市春季火災予防運動要綱、行事予定表等火災予防運動に関
する情報を掲示

福島市消防本部、福島市消防団、女性防火クラブの春季火災予防運動の実施内容
が把握できる。

702 いわき市消防本部　平消
防署（0246-23-9700）

自主防災会リーダー研
修会

３月１日(日)
9:00～12:00

小川公民館 小川管内自主防災会リーダー
平消防署小川分遣所

〇パワーポイントを使用した防災講話（水災又は火災）・応急手当講
習・消火体験装置（Ｋｅｓｕｚｏ）を使用した初期消火体験・非常用食品
の配給（危機管理課から支給）を実施する。

〇自主防災組織の指導的立場にある方々を対象に、自主防災組織の活動に必要な
知識・技能の習得や情報交換を行うことにより、さらなる防災意識の向上を図り、有事
に即応できる体制を構築することを目的とする。

703 いわき市消防本部　内郷
消防署（0246‐26‐3596）

好間女性消防クラブ防
災訓練

３月６日(金)
9:00～12:00

好間公民館 内郷消防署
好間女性消防クラブ

〇女性消防クラブと合同で災害時の活動について訓練を実施す
る。

〇女性消防クラブと合同で炊き出し訓練や応急救護訓練を実施し、防災意識、災害
への対応力向上を図る。

704 いわき市消防本部　内郷
消防署（0246‐26‐3596）

消防ミニフェス ３月７日（土）
10:00～11:30

マルトSC高坂
店

内郷消防署 〇体験コーナー及びチラシ配り等を実施する。 〇地域住民の多くが利用する商業施設駐車場を借用。体験コーナーなどを通して防
火・防災知識の向上を図る。

705 安達地方広域消防本部
（0243-22-1211)

幼児防火・防災教育の
推進

３月４日、３月６日 二本松市内の
幼稚園・保育
所等
本宮市内の幼
稚園等

北消防署
南消防署

市内の幼稚園・保育所に職員が出向し、防火に関するビデオ鑑賞
及び着ぐるみを活用した避難訓練時に引用する「おさない」「はしら
ない」「しゃべらない」「もどらない」、通称「お・は・し・も」をアレンジし
た体操を工夫創作し、園児とともに実施する。

幼少期における社会教育の一環として、ビデオ鑑賞及び着ぐるみを活用した体操を実
施し園児に興味を持ってもらうことにより避難訓練時に引用、防火防災に対する意識
の高揚を図る。

706 安達地方広域消防本部
（0243-22-1211)

バス車両の立入検査 ３月２日 二本松市内の
バス会社

北消防署 バス会社に職員が出向し、バスの立入検査及びチラシの配布を実
施する。

消火器等の維持管理及び、車両火災予防の環境づくりを促す。

707 安達地方広域消防本部
（0243-22-1211)

学童保育施設の消防訓
練

３月５日、３月６日 二本松市内学
童保育所

北消防署 学童保育施設での消防訓練を実施する。 放課後や春休み期間に利用する施設での消防訓練を実施することにより、防火防災
の意識高揚を図る。

708 安達地方広域消防本部
（0243-22-1211)

小規模社会福祉施設の
防火指導

３月１日～３月７日 本宮市・大玉
村

南消防署 管内の小規模社会福祉施設について、立入検査の実施又は、防火
チラシ等の配布を行う。

立入検査等の実施により、小規模社会福祉施設における防火安全対策の徹底を図
る。

709 郡山地方広域消防組合
消防本部（024-923-8172）

春季火災予防運動事
前PRイベント

２月２９日（土） イオンタウン郡
山

郡山消防署 イオンタウン郡山駐車場西側において、消防車両の展示、はしご車
搭乗、火災実験、ＶＲ消火体験を実施し、火災予防運動を周知し、
「火災ゼロ」に向けた火災予防思想の普及、住宅用火災警報器の
設置率向上を図る。

地域住民と触れ合うことにより、「見える消防」の関係性を深め、火災予防の重要性を
周知する。

710 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

防火寸劇 3月5日（木）
9時30分から11時45分まで

天泉こども園
認定こども園
プリムラこども
園

須賀川消防署 保育園、幼稚園児を対象とした火災予防の寸劇を実施し、子供を通
じて火災予防の重要さを広報する

防火寸劇を通して子供たちへ火災予防意識をもってもらう。

711 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3120)

横断幕等の設置 火災予防運動期間中 各消防署 各消防署 庁舎前に横断幕、立て看板、桃太郎旗を掲示。 庁舎敷地内に設置することで本運動をＰＲできる。

712 須賀川地方広域消防本部
(0248-76-3114)

防火対象物及び危険
物施設の立入検査の実
施

火災予防運動期間中 管内施設 各消防署 防火対象物及び危険物施設の立入検査を実施する。 防火対象物及び危険物施設の立入検査を実施し、火災予防に努める。

713 白河地方広域消防本部
（0248-22-2170）

春季署・団合同火災防
禦訓練

3月1日（日） 白河市、西郷
村、矢吹町、
中島村、棚倉
町

各市町村消防団、管内消防署・
分署

火災多発期にあたり、火災を想定し、消防団との連携、機関運用の
技術の向上を図る。

指揮、命令、伝達系統の確認と水利不良地域における遠距離中継送水技術の向上。
併せて地域住民の防災思想の高揚を図る。

714 喜多方消防本部
(0241-22-6213)

点検未実施・防対点検
未実施・飲食店立入検
査

3月2日（月）～6日（金）
9:00～12:00

喜多方市 喜多方消防署 消防設備点検、防対点検未実施対象物に対し立入検査を実施す
る。

消防設備の点検実施率を向上させ、不備欠陥があれば改修を指示する。

715 喜多方消防本部
(0241-22-6213)

防火アドバイザー研修 3月3日（火）
9:00～12:00

喜多方市高郷
町

山都分署 災害弱者となる高齢者等と接する機会の多い福祉関係者を対象に
防火指導を実施する。

防火についてのアドバイザーとなっていただく。

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

物品販売店舗への防火
標語等の掲載依頼

運動期間中 猪苗代町 猪苗代消防署 不特定多数の住民の目に触れる町内各物品販売店舗のチラシ、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。

717 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 運動期間中 会津坂下町管
内、金山町管
内、昭和村管
内

会津坂下消防署
会津坂下消防署金山出張所
会津坂下消防署昭和出張所

防火対象物へ立入検査を実施し、消防用設備・避難施設等の適正
な設置維持管理及び防火管理の徹底を指導する。

718 相馬消防本部（0244-22-
4165）

防火対象物消防訓練 3月5日9時30分～ 福島ロボットテ
ストフィールド

福島ロボットテストフィールド　南
相馬消防署　他

消防訓練

719 相馬消防本部（0244-22-
4165）

防火対象物消防訓練 週間中 各所属 各署・分署・消防団等 消防訓練

720 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

３月１日～３月７日 川内村佐和屋
スタンド

川内出張所
佐和屋スタンド

ガソリンスタンドの協力を得て、火災予防に関する内容をスタンドに
設置してある電光掲示板に掲載し、防火啓蒙の高揚を図る。

住民が多く利用するガソリンスタンドで広報することで多くの住民に対し、効果的な広
報活動となる。
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