令和４年春季火災予防運動期間中の行事予定一覧

別添
上段：消防本部(局)
下段：電話番号

下関市
(083-233-9113)

宇部・山陽小野田
(0836-21-7599)

山口市
(083-932-2605)

3月1日(火)

3月2日(水)

・街頭広報（生涯学習プラ
ザ、東消防署前、小月出張
所前、毛利邸、アルク彦島
店、ゆめマート川棚、道の
駅「蛍街道西ノ市」、道の駅
きくがわ）
・防火パレード（豊北町管
内）

3月3日(木)

3月4日(金)

3月5日(土)

3月6日(日)

3月7日(月)

・山口県火災予防作品入賞作品の展
示（シーモール）※下関市の作品のみ
・巡回広報
・大型店舗による店内広報
・広報用に作成したラミネートの掲出
・懸垂幕、横断幕、のぼり及びポスター
の掲出
・火災予防に関するチラシを設置（道
の駅「蛍街道西ノ市」、道の駅きくが
わ）
・防火写真展（生涯学習プラザ）
・防火写真及び広報物品展示（JR新下
関駅）
・住宅防火アンケート
・電光掲示板による広報（JR下関駅
前）
・デジタルサイネージによる広報（消防
局庁舎内）
・SNSによる広報

・街頭広報（ゆめシティ）
・防火広報（豊浦西消防署
管内）

・街頭広報（サンマート滝部 ・消防演習（下関バイオマ
店）
ス発電所）

＊下線の事業は、各消防本部(局)における重点行事
通期で行う行事

左の期間以外の行事

・防火写真展（生涯学習プラザ 2/25
～3/7）
・避難訓練、消火訓練
・住宅防火訪問
・火災予防作品展示（ゆめシティ）

・住宅用火災警報器設置状況訪問調
査（フォローアップ調査）
・防火ポスター、チラシの配布
・宇部・山陽小野田消防局ホームペー
ジによる広報
・マグネットシート貼付による車両広報
・特定防火対象物防火査
・各種放送による広報（協力事業所）
・特定防火対象物防火査 ・特定防火対象物防火査 ・特定防火対象物防火査 ・特定防火対象物防火査 ・特定防火対象物防火査 察
・特定防火対象物防火査 ・車両防火広報
察
察
察
察
察
防火絵画及び火災予防作 察
・関連記事掲載
防火絵画及び火災予防作 防火絵画及び火災予防作 防火絵画及び火災予防作 防火絵画及び火災予防作 防火絵画及び火災予防作 品入賞作品の展示（おのだ 防火絵画及び火災予防作 ・横断幕、のぼり等の掲示（消防局、協 ・非特定防火対象物防火査察
品入賞作品の展示（おのだ 品入賞作品の展示（おのだ 品入賞作品の展示（おのだ 品入賞作品の展示（おのだ 品入賞作品の展示（おのだ サンパーク）
品入賞作品の展示（おのだ 力事業所、幼年消防クラブ）
サンパーク）
サンパーク）
サンパーク）
サンパーク）
サンパーク）
・火災予防作品表彰式(お サンパーク）
・防火対象物の通常査察
のだサンパーク)
・危険物施設等の通常査察
・家電量販店と協力した火災予防週間
及び住宅用火災警報器の設置・維持
管理の広報活動
・郵便局と協力した火災予防週間及び
住宅用火災警報器の設置・維持管理
の広報活動

・消防春の防火まつり（中
心商店街）
【実施内容】１日消防長委
嘱式、火災予防作品表彰
伝達式、幼年消防クラブ員
ステージイベント、消防音
楽隊演奏、アーケード防火
パレードなど

・春の火災予防パレード
（徳地地域）
※徳地総合支所公用車、
中央消防署徳地出張所消
防車両、消防団車両での
広報

・市関係庁舎（総合支所、地域交流セ
ンター等）への防火看板設置
・公用車による管内巡回広報
・防災行政無線の放送による火災予防
広報（阿東地域、徳地地域）
・市内中心商店街の放送設備による火
災予防広報
・市内商業施設での火災予防作品展
示（山口井筒屋）

※新型コロナウイルス感染
状況を考慮し中止

・地域情報誌における火災予防広報
文の掲載
・市内商業施設での火災予防作品展
示（サンパークあじす）

萩市
(0838-25-2798)

・火災予防作品及び住宅用火災警報
器啓発パネル等の展示（2/26～3/7）
・消防車両による広報
・情報媒体（市防災メール、市ホーム
ページ、行政広報誌、、ケーブルテレ
ビ、地元ＦＭ放送）を活用した火災予防 ・特定防火対象物（診療所・福祉施設）
広報
立入検査
・防災行政無線を活用した火災予防広
報
・放送設備を有する量販店を活用した
火災予防広報
・火災予防啓発のぼり旗の設置

防府市
(0835-23-9903)

・火災予防のぼり旗設置
・ホームページでの広報
・市役所館内放送
・小・中学校での校内放送を活用した
広報
・令和3年度火災予防作品の展示（2月
24日～3月6日 イオン防府店）

・住宅用防災警報器の設
置状況等に関する調査

・住宅用防災警報器の設
置状況等に関する調査

・住宅用防災警報器の設
置状況等に関する調査

・住宅用防災警報器の設
置状況等に関する調査

・住宅用防災警報器の設
置状況等に関する調査
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・消防フェア（予定）

・住宅用防災警報器の設
置状況等に関する調査

・2月中 報道機関への記事掲載依頼
・2月中 市内事業所宛て火災予防啓
発文及び防火ポスター配布
・2月22日 ＦＭラジオを利用した火災予
防広報
・2月27日 消防団員による住宅用防災
警報器維持管理・普及啓発

上段：消防本部(局)
下段：電話番号

3月1日(火)

3月2日(水)

3月3日(木)

3月4日(金)

3月5日(土)

下松市
(0833-45-1882)

長門市
(0837-22-5297)

美祢市
(0837-52-2286)

周南市
(0834-22-8773)

・美祢市内サイレン一斉吹
・危険物施設立入検査
鳴

・火災予防作品の展示

3月6日(日)

3月7日(月)

通期で行う行事

・消防団市内一斉火災予
防広報
・住宅用火災警報器設置
状況調査

・火災予防作品展
・横断幕・のぼりの設置
・商業施設店内及び小中学校での火
災予防放送
・しゅうなんFMによる火災予防広報
・消防車両による火災予防広報
・防火対象物立入検査

左の期間以外の行事

・火災予防ポスター、チラシの配布

・ミニローリー検査
・油谷青年の家自衛消防
訓練

・ラポール油谷消防訓練
・ボートレースチケットショッ
プながと自衛消防訓練

・消防団による巡回広報

・市ケーブルテレビ、防災行政無線、Ｆ
Ｍ放送、市内店舗の定時放送による ・火災予防入賞作品展示
広報
・ミニローリー検査
・消防車両による巡回広報
・長門市社会福祉協議会防火講話
・火災予防懸垂幕及びのぼり旗を掲揚

・危険物施設立入検査

・危険物施設立入検査
・火災予防作品表彰伝達
式 16：00～（場所：消防本
部）

・消防本部車両・消防団車
両による防火巡回広報
（9：00～11：00）

・ 火災予防のぼり旗及び住警器維持
管理横断幕設置
・ 火災予防及び山口県防火標語 横断
幕設置
・ 車両による巡回広報
・ケーブルテレビによる広報（映像放
送）

・春季消防団訓練

・大型横断幕等の設置
・大型店舗の放送設備を利用した火災
予防の呼び掛け
・幼年消防クラブによる法被登園
・住宅用火災警報器の設置維持広報
・広報車及び消防車による広報巡回
・周南市役所デジタルサイネージを使
用した、住宅用火災警報器設置維持
に関する啓発映像放映

・上関町消防団春季訓練
巡視

・火災予防優秀作品展の開催
2/21～2/28 大島文化センター１階ロ
ビー
3/1～3/7 ゆめタウン柳井店舗内
・構成市町広報誌への広報文掲載
・ケーブルテレビ（周防ケーブルネット）
による広報
・危険物施設への立入検査
・巡回広報の実施
・横断幕、懸垂幕及び幟旗の掲出
・火災予防ポスターの配布

・広報誌「消防だより第７７号」の管内
全戸配布
・定期査察
・防火指導（各種防火対象物）
・山火事防止杭設置（各幼年消防クラ
ブ）

・消防車両による巡回広報
・ホームページ、電光掲示板等による
広報
・火災予防運動用の横断幕及びのぼり
旗の設置
・令和3年度火災予防作品の入賞作品
の掲載(ホームページ)

・企業、学校等への火災予防運動用
ポスターの配布（運動期間前に配布）
・市町の広報誌及び広報チラシによる
広報（運動期間前に掲載及び配布）

・防火ポスター配布
・のぼり旗、防火看板、懸垂幕を掲示し
ての広報
・山火事防止の広報
・防災行政無線、店内放送での防火広
報
・予防査察
・防火指導、消防車両での広報宣伝
・広報誌・ホームページ、アイキャン
データ放送を使用して防火広報
・令和３年度火災予防作品入賞作品の
展示（２月２５日～３月１１日 管内６箇
所）
・コンビナート等事業所立入検査
・ＳＮＳを活用した防火広報

・２月２２日（火） 愛宕小学校防火指導
・２月２２日（火） 玖珂幼稚園幼年消防
クラブ防火パレード
・２月２４日（木）、２５日（金） 新規防火
管理者講習
・３月１４日(月） 岩国市社会福祉協議
会防火指導

・火災予防グッズの配布
（幼年消防クラブ）

柳井地区
(0820-23-7774)

・山火事防止杭設置（大畠
・防災行政無線による広報
保育所、源空寺保育園、平
・周防大島町消防団東和
・立入検査（東和総合セン
生幼稚園、ひらお保育園）
支部管内全域防火パレー
ター、ナフコ平生店）
・立入検査（ふれあいタウ
ド
ン大畠、橘総合センター）

光地区
(0833-74-5602)

・光市防災行政無線による
広報
・田布施町のメール配信
サービスによる広報
・ファイヤーキッズ2022春
（野原保育園幼年消防クラ
ブ（光市）、たぶせ保育園
幼年消防クラブ（田布施
町））

・山火事防止杭設置（羽仁
保育園、久美保育所）
・防火指導（日積小学校）
・立入検査（メガガイア柳井
店）

・甲種（新規）防火管理講
・ファイヤーキッズ2022春
習
（野原保育園幼年消防クラ
・ファイヤーキッズ2022春
・甲種（新規）・乙種防火管
・光市防災行政無線による ・光市防災行政無線による
ブ（光市）、たぶせ保育園
（野原保育園幼年消防クラ
理講習
広報
広報
幼年消防クラブ（田布施
ブ（光市）、たぶせ保育園
町））
幼年消防クラブ（田布施
町））

岩国地区
(0827-31-0196)

・和木町消防団防火パレー
ド
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・ファイヤーキッズ2022春
（野原保育園幼年消防クラ
ブ（光市）、たぶせ保育園
幼年消防クラブ（田布施
町））

