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平成２７年青森県秋の火災予防運動の実施について 

 

 このことについて、下記のとおり、実施期間及び統一標語を定め、県内各消

防本部において、運動実施期間中、別添のとおり様々な取組を行うこととして

います。 

 つきましては、当運動の趣旨を広く県民に御理解いただくため、当運動の実

施について報道してくださるようよろしくお願いします。 

 なお、各消防本部における行事予定の詳細については、各消防本部にお問い

合わせくださるようお願いします。 

 

記 

 

１ 実施期間 平成２７年１０月１９日（月）から２５日（日）までの７日間 

 

２ 統一標語 『無防備な 心に火災が かくれんぼ』 

 

 

 

 

 

 

報道機関用提供資料（連絡先） 

報道監 阿部総務部次長 

担当課 防災消防課 消防・予防グループ 

担当者 熊沢ＧＭ 

電話番号 
内線 ５８０１ 

直通 ０１７－７３４－９０８７ 

 



No． 消防本部名 連絡先（消防本部）

1 青　森

１９日９時３０分から９時４５分
（アスパム前）
防災パトロール出動式

２０日９時から１２時
（青森市石江地区）
モデル地区住宅防火訪問

２２日１３時から１４時
（青森市役所浪岡庁舎）
消防総合訓練

期間中
（管内）
高齢者等の災害時要援護者世帯への防火
指導

期間中
（管内）
消防車両による防災パトロール ０１７－７７５－０８５３

2 弘　前

１９日１０時から１１時
（平賀駅から平川市健康センターまで）
防火パレード及び街頭広報

１９日１１時１０分から１１時４０分
(津軽南田温泉ホテルアップルランド)
防火訓練

１９日終日
（平川消防署等）
一日消防士

２０日９時３０分から
(田舎館保育園）
２１日１０時から
（養正保育所）
防火教室

２０日から２３日
（弘前消防本部管内）
住宅防火対策及び住宅用火災警報器設置
普及啓発運動

０１７２－３２－５１０４

3 八　戸

１７、１８日１０時から１４時
（シンフォニープラザ沼館）
防災広場

１８日８時３０分から１１時３０分
（南郷、島守地区）
島守地区総合防災訓練

２０日９時３０分から１１時３０分
（三戸町八日町～お祭り広場）
幼年消防クラブ防火パレード

２１日１０時から１２時
（五戸町立公民館～五戸町図書館駐車場）
幼年消防クラブ防火大会

２２日９時３０分から１１時３０分
（タプコピアンプラザ駐車場）
防火パレードたぷこぷキッズパーク ０１７８－４４－２１３３

4 五所川原

１８、１９日（鶴田町）
１９日（金木・市浦地）
１９日（中泊町）
２１日（五所川原地区）
防火パレード、街頭パレード

２１日
（五所川原市）
１日消防官

１９日から２５日
（管内結婚式会場）
挙式カップルへの住宅用火災警報器贈呈

期間中
（管内）
管内巡回及び防火ポスターの掲示等

期間中
（管内）
防火対象物、危険物施設の立入検査 ０１７３－３５－２０２０

5 十和田

１７日から２８日
（イオンスーパーセンター十和田店）
防火図画・防火標語展示

１８日
（十和田市立第一中学校）
少年消防クラブと文化祭で濃煙ハウス体験

１８日（六戸町）
１９日（十和田地区、十和田湖地区）
消防署、消防団の消防車両による防火パ
レード

１８日（六戸町むつみ河川公園）
２１日（イオンスーパー十和田店）
２４日（沢田のグループホーム和っぷる）
消防訓練 ０１７６－２５－４１１３

6 三　沢

１８日８時３０分から
（庁舎裏訓練場）
消防団機械器具点検

１８日１０時から１２時
（薬師集会施設）
消防訓練

１８日１０時３０分から１２時３０分
（六川目社会福祉センター）
ＡＥＤ取扱訓練

２０日１０時から
（市役所方面）
広報巡回の実施

２５日
（三沢市ビードルドーム）
消防フェスタ‘１５ ０１７６－５４－４２７９

7 つがる

１６日授与式
１９日から２５日
（イオンモールつがる柏）
小学生対象の防災に関する書道展

１９日午前
（松の館駐車場）
火災防火パレード

期間中
（管内）
夜間防火パトロール ０１７３－４２－７７４４

8 下　北

１８日、１９日午前（むつ市）
１９日午前（大間町、風間浦村、佐井村、東
通村）
防火パレード

１９日午前
（むつ市マエダストア苫生店）
防火の呼び掛け

１９日から２５日午前　むつ市
１９日、２０日午前　大間町
２０日、２１日午前　東通村
一般住宅防火指導

２１日から２３日
（むつ市）
２１日午前
（風間浦村）
マニュアル検証訓練

２１日、２３日午前　むつ市
２１日午前　大間町
２２日、２３日　東通村
２３日午前　風間浦村
２４日、２５日午前佐井村
一人暮らし高齢者宅防火訪問

０１７５－２２－４１９６

9 北部上北

期間前（横浜町）
期間中（野辺地町）
防火ポスター、火災予防運動実施要綱の配
布
期間中（野辺地町、横浜町）
立看板・横断幕の設置

１８日
（野辺地町）
消防団火災防御訓練、防火パレード
（六ヶ所村）
防火パレード

１９日
（野辺地町内）
野辺地カトリック幼稚園少年消防クラブによ
る防火セレモニー

期間中
（管内）
防災無線による広報

期間中
（野辺地町）
各事業所自衛消防訓練指導

０１７５－６４－０６５０

10 中部上北

１９日９時から
（七戸地区、天間林地区）
１９日９時から（上北地区）
１９日９時３５分から（東北地区）
防火パレード

２４日（しちのへｵｰﾀﾑﾌｪｽﾀ2015）
２５日（道の駅「湖遊館」）
住宅用火災警報器設置促進と火災予防の
ＰＲ

期間中
（管内）
多数の観客が参加する行事での火気器具
を使用する屋台等への指導

期間中
（管内）
昼夜、消防車両による火災予防広報

期間中
（管内）
違反のある防火対象物及び危険物施設へ
の立入検査

０１７６－６２－３１４２

11 鰺ヶ沢

期間前
（鰺ヶ沢消防署）
一日消防署長の委嘱

期間前及び期間中
（管内）
火災予防パレード

１８日９時３０分から
（ショッピングセンターパル）
１８日１０時から
（マックスバリュー鰺ヶ沢店）
１８時１０時３０分から
（ハッピードラッグ鰺ヶ沢店）
１８日１１時から
（ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞASAHI鰺ヶ沢店）
１８日１１時３０分から
（K２マート）
１８日１２時から
（マエダストア鰺ヶ沢店）
一日消防署長と町キャラクター着ぐるみ（デ
カわさ）との火災予防ＰＲ活動

期間中
（管内小中学校）
防火対象物の立入検査

０１７３－７２－４５２７

※各行事の詳細については、各消防本部へ問い合わせ願います。

平成２７年　秋　の　火　災　予　防　運　動　に　お　け　る　主　　な　　行　　事　　予　　定



 

平成２７年青森県秋の火災予防運動実施要綱 

 

１ 目 的 

この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の

一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の

発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的とする。 

 

２ 統一標語 

  『無防備な 心に火災が かくれんぼ』 

 

３ 実施期間 

  平成２７年１０月１９日（月）から２５日（日）までの７日間 

 

４ 重点目標 

（１） 住宅防火対策の推進 

（２） 放火火災防止対策の推進 

（３） 特定防火対象物等における防火安全対策の徹底 

（４） 製品火災の発生防止に向けた取組の推進 

（５） 多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底 

（６） 地域における防火安全体制の充実 

（７） 震災時における出火防止対策等の推進 

（８） 大規模産業施設の安全確保 

（９） 電気火災・燃焼機器火災予防対策の推進 

（10） 乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進 

（11） 文化財建造物等の防火安全対策の徹底 

※（６）～（11）については、各地域の実情に応じ、適宜重点目標に設定でき

るものとする。 

 

５ 重点目標の取組みに当たって効果的と考えられる具体的な推進項目 

（１） 住宅防火対策の推進 

  ア 住宅用火災警報器の設置徹底、適切な維持管理の周知及び経年劣化し

た住宅用火災警報器の交換の推進 

  イ 住宅用消火器を始めとした住宅用防災機器等の普及促進 

  ウ たばこ火災に係る注意喚起広報の実施 

  エ 防炎品の普及促進 

  オ 消防団、女性（婦人）防火クラブ及び自主防災組織等と連携した広報・

普及啓発活動の推進 



  カ 地域の実情に即した広報の推進 

  キ 高齢者等の要配慮者の把握や安全対策に重点を置いた死者発生防止対

策の推進 

（２） 放火火災防止対策の推進 

  ア 放火火災に対する地域の対応力の向上 

  イ パチンコ店及び物品販売店舗における放火火災防止対策の徹底 

  ウ 効果的な放火火災被害の軽減対策の実施 

（３） 特定防火対象物等における防火安全対策の徹底 

  ア 防火管理体制の充実 

  イ 避難施設等及び老朽化消火器を始めとする消防用設備等の維持管理の

徹底 

  ウ 防炎物品の使用の徹底及び防炎製品の使用の促進 

  エ 防火対象物定期点検報告制度及び防災管理点検報告制度の周知徹底 

  オ 違反のある防火対象物に対する是正指導の推進 

  カ ホテル・旅館等における防火安全対策の徹底 

  キ 表示制度及び公表制度の取組の推進 

  ク 高齢者や障がい者等が入居する小規模福祉施設における防火安全対策

の徹底 

  ケ 有床診療所・病院等における防火安全対策の徹底 

（４） 製品火災の発生防止に向けた取組の推進 

  製品の適切な使用・維持管理及び製品火災に関する注意情報の周知徹底 

（５） 多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底 

  ア 催しを主催する者に対する指導 

イ ガソリン等の貯蔵・取扱いに対する指導 

  ウ 火気器具を使用する屋台等への指導 

（６） 地域における防火安全体制の充実 

  ア 消防団員確保を推進することによる地域の火災予防体制の充実 

イ 女性（婦人）防火クラブ及び自主防災組織の整備充実 

  ウ 在日外国人に対する火災予防広報の実施 

（７） 震災時における出火防止対策等の推進 

  ア 過去の大震災等の教訓を踏まえた出火防止対策等に係る啓発活動の推

進 

  イ 火気使用器具及び電気器具の特性を踏まえた震災時の出火防止対策等

の推進 

  ウ 自主防災組織等と連携した地域の防火安全対策の推進 

  エ 震災時の速やかな初期消火、延焼被害の抑制対策の推進 

（８） 大規模産業施設の安全確保 

  ア 当該施設の実態把握 



  イ 当該施設で取り扱う危険性物品（廃棄物の処理・加工品を含む。）の把

握 

  ウ 当該施設に係る防火安全対策の徹底 

  エ 事故の発生、対処状況について消防機関への速やかな通報連絡・情報

提供の徹底 

（９） 電気火災・燃焼機器火災予防対策の推進 

  ア 電気配線・燃料配管の適切な維持管理 

  イ 老朽化した器具や配線・配管の交換の推進 

  ウ 電気機器や燃焼機器等の正しい使用の徹底 

（10） 乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進 

  ア 火災予防広報の実施 

  イ たき火等を行う場合の消火準備及び監視の励行 

  ウ 火気取扱いにおける注意の徹底 

  エ 工事等における火気管理の徹底 

（11） 文化財建造物等の防火安全対策の徹底 

 

６ 実施要領 

  「住宅防火 いのちを守る ７つのポイント」（別紙１参照）に関する広報

及び放火火災防止対策戦略プランの活用と合わせて、次の事項の実施が火災

予防思想の普及に効果的と考えられる。 

（１） 県は、各市町村、各消防本部及び関係団体に協力を依頼するとともに、

ラジオ、ホームページ、立て看板等の各種媒体を通じた広報を行うものと

する。 

（２） 市町村及び消防本部は、関係団体への協力依頼及び各種媒体を積極的に

活用した広報を行うとともに、地域の実情に応じて、消防団、女性（婦人）

防火クラブ、自主防災組織等の各団体及び福祉関係団体等との連携のもと、

本運動の推進と充実を図るため、各種消防訓練、住宅防火診断、イベント

等の行事を積極的に実施するものとする。 

（３） 公益財団法人青森県消防協会は、火災予防運動広報ポスターの配布等、

各種広報媒体を活用し、本運動の推進に努めるものとする。 

 

 

 



 

別紙１ 

 

 

 

住宅防火 いのちを守る ７つのポイント 

－３つの習慣・４つの対策－ 

 

 

 

 

 

３つの習慣 

○ 寝たばこは、絶対やめる。 

 

○ ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 

 

○ ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。 

 

 

 

４つの対策 

○ 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。 

 

○ 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。 

 

○ 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。 

 

○ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。 

 

 

 


