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北海道 旭川市消防本部 幼年 第36回消防防火パレード 防火パレード 9 1,100

北海道 砂川地区広域消防組合消防本部 自主 第48回市民防火のつどい 消防体験、ふれあいコーナー等 7 800

北海道 北見地区消防組合消防本部 自主 防災フェスティバル２０１8 消防体験、ふれあいコーナー等 6 2,000

北海道 網走地区消防組合消防本部 幼年 幼年消防クラブ防火パレード 鼓笛演奏、防火パレード 7 1,500

北海道 釧路市消防本部 婦研 平成30年度防災研修会 住宅防火対策、地震・津波対策研修 H31.1 350

北海道 江別市消防本部 自主 ２０１８消防フェスティバル 各種体験コーナー、はしご車搭乗等 8 2,316

北海道 北海道消防協会 婦研 第34回全道女性防火クラブ指導者研修会 特別講演、活動事例発表等 11 200

青森県 青森県庁 婦人 平成30年度｢青森県防火の集い」八戸大会 基調講演、防火の宣言、クラブ活動報告等 11 300

岩手県 岩手県消防協会 自指 婦人消防等指導者研修会 防火防災講話、講演・講義、活動事例発表等 H31.2 200

岩手県
奥州金ヶ崎行政事務組合消防
本部

婦人 第12回胆江地区婦人消防のつどい 特別講演、アトラクション、意見発表 10 550

宮城県 東松島市 自主 平成30年度第１回防災研修会 避難所運営訓練、要配慮者対応方法 9 200

宮城県 岩沼市消防本部 婦研 第32回防火研修会 防火防災講演、アトラクション、防火宣言 11 500

宮城県 登米市消防本部 幼年 第30回幼年防火まつり 防火の誓い、救出訓練見学、アトラクション 9 1,003

宮城県 塩釜地区消防事務組合消防本部 幼年 第32回塩釜地区幼年消防クラブ地区大会 防火の誓い、アトラクション等 6 800

宮城県
仙南地域広域行政事務組合消
防本部

婦研 仙南地区婦人防火クラブ指導者研修会 表彰、防災講演、体験発表 9 100

宮城県 黒川地域行政事務組合消防本部 婦研 第40回黒川地区婦人防火クラブ研修会 防火宣言、表彰、防災講演、住警器展示 11 700

宮城県
気仙沼・本吉地域広域行政事
務組合消防本部

婦人
気仙沼・本吉地区婦人防火クラブ連合大
会「防火のつどい」

表彰、意見発表、防火宣言、防火講演 7 350

宮城県 名取市消防本部 婦人 第34回婦人防火推進大会 防災講演、体験発表、防火宣言 10 420

宮城県
大崎地域広域行政事務組合消
防本部

婦人 大崎婦人防火クラブ大会 表彰、防火防災講演 8 305

宮城県 宮城県庁 婦研
第35回宮城県婦人防火クラブリーダー研
修会

表彰、意見発表、防火防災講演、防火宣言 8 400

秋田県 秋田県庁 婦研 平成30年度秋田県婦人防火研修会 体験発表、講演 10 130

山形県 山形県庁 婦研 山形県婦人(女性)防火研修会 災害対処の防災意識高揚の研修会 10 630

山形県 尾花沢市消防本部 婦研 婦人防火のつどい 表彰、防火宣言、意見発表、アトラクション 11 420

山形県 酒田地区広域行政組合消防本部 幼年 消防フェスティバル 通報訓練、救助訓練、消火訓練等 9 2,500

福島県 白河地方広域市町村圏消防本部 幼年 第34回幼年消防白河地方大会 防火の誓い、各種消防体験、消防訓練等見学 10 950

福島県 郡山地方広域消防組合消防本部 幼年 第18回幼年消防クラブのつどい 防火パレード、鼓笛演奏、防火の誓い等 11 600

福島県
喜多方地方広域市町村圏組合
消防本部

自主 第14回消防フェスティバル２０１８ 各種消防体験コーナー、消防活動訓練見学 9 2,000

茨城県 茨城県庁 婦人 第33回茨城県幼少年婦人防火大会 優良クラブ等表彰、防火演技等 8 800

栃木県 宇都宮市消防局 幼年 幼年消防防火のつどい 消防防火劇、消防音楽隊鑑賞、住警器PR等 10 2,400

栃木県 小山市消防本部 幼年
第9回小山市幼年消防クラブ連合会フェス
ティバル

消防車見学、放水体験、地震体験、防火の誓い 6 1,600

群馬県 群馬県庁 婦研 群馬県女性防火クラブ指導者育成研修会 講演、意見発表 11 250

群馬県 前橋市消防局 自主 第29回女性と子どもの防火のつどい 防火ポスター等表彰、防火演技、防火の誓い 10 400

群馬県 高崎市等広域消防局 幼年 幼年消防クラブのつどい 防火パレード、防火・防災教室 11 1,330

群馬県 館林地区消防組合消防本部 少年 邑楽町立中野小学校少年消防クラブ大会 初期消火訓練、煙体験、防火ポスター表彰等 11 217

群馬県 伊勢崎市消防本部 婦研 平成30年度伊勢崎市女性防火クラブ特別研修 防火講演、住警器奏功事例発表等 11 390

埼玉県 秩父消防本部 幼年 第32回幼年消防クラブ秩父地区大会 防火の誓い、合唱、救助訓練見学等 10 960

埼玉県 越谷市消防本部 婦研
平成30年度越谷市婦人防火クラブ防災研
修会

防災講演、防災映画上映、住宅用防災機器展等 10 300

埼玉県 西入間広域消防組合消防本部 自主 消防フェア 各種消防体験、応急手当訓練、住警器PR 9 3,620

埼玉県 和光市 自主 和光市地域防災訓練 避難所開設運営訓練、実避難経路訓練 6 1,300

千葉県 千葉県消防協会 婦研 婦人防火研修会 防火防災研修、講演、意見交換、優良クラブ表彰 H31.1 220

神奈川県 大和市消防本部 少年 避難所体験訓練 防災講義、避難所生活体験 8 235

神奈川県 綾瀬市消防本部 自主 あやせ消防フェスティバル２０１８ 防災演技、消火体験、誓いの言葉 11 1,538

新潟県
新発田地域広域事務組合消防
本部

幼年 幼年消防ふれあい広場 地震体験、濃煙体験、放水体験、救助寸劇鑑賞 10 1,356

新潟県
十日町地域広域事務組合消防
本部

幼年 第29回消防ひろば 幼年消防アトラクション、消火器体験、濃煙体験等 9 2,500

富山県 富山県庁 少年
第64回富山県小学生火災予防研究発表
大会

活動体験、火災予防に関する研究発表 11 320

富山県 砺波地域消防組合消防本部 自主 福光防火大会 搭乗体験、濃煙体験、応急手当体験 9 938

富山県 高岡市消防本部 幼年 幼年消防クラブの集い 防火寸劇、消防資器材の展示 5 1,600

富山県 射水市消防本部 幼年 第13回射水市幼年消防クラブのつどい 誓いの言葉、記念品授与、アトラクション 5 895

石川県 金沢市消防局 少年 平成30年度子ども消防クラブ連合訓練 初期消火、応急救護、煙中訓練 10 336

石川県 小松市消防本部 自主
小松市少年消防クラブ発足40周年小松市
女性防火クラブ連合会発足35周年記念式

表彰、防火宣言、アトラクション 10 500

石川県 かほく市消防本部 自主 平成30年度防火フェスティバル 表彰、初期消火訓練、救助体験、アトラクション 10 630

福井県 永平寺町消防本部 少年 永平寺町消防ふれ愛防災スクール 放水体験、救助体験、初期消火、地震体験等 8 150

福井県 嶺北消防組合消防本部 婦人 第40回女性消火技術大会 初期消火競技、団体バケツ消火競技 6 385

山梨県
甲府地区広域行政事務組合消
防本部

幼年 第14回甲府地区幼年女性消防大会 表彰、防火演技、住警器設置PR 11 1,635

長野県 岳南広域消防本部 自主
平成30年度婦人消防隊自警団等総合訓
練

救護、搬送、初期消火、救出訓練 4 200

岐阜県 岐阜県庁 少年 火災予防に関するポスター募集 ポスター募集、表彰、記念品贈呈 9 10,000

岐阜県 岐阜市消防本部 少年 火災予防に関するポスター募集 ポスター募集、表彰、記念品贈呈 11 1,200

岐阜県 揖斐郡消防組合消防本部 婦研 揖斐郡女性防火クラブ研修会 初期消火、通報、応急救護訓練等 9 220

岐阜県 大垣消防組合消防本部 婦研 安八郡女性防火クラブ幹部研修会 防火防災研修 7 225

岐阜県 中濃消防組合消防本部 幼年 第18回「チビッコふれあい消防ひろば」 消防車見学、綱引き、濃煙体験コーナー等 10 1,031

岐阜県 海津市消防本部 婦研 海津市女性防火クラブ総会及び研修会 消火栓・消火器取り扱い研修 5 125

静岡県 静岡県庁 幼年 静岡県防火のつどい 防火ポスター表彰、防火演技等 10 500

静岡県 富士宮市消防本部 幼年 消防フェスティバル 防火ポスター表彰、防火ゲーム、消防体験等 11 2,690

愛知県 愛知県庁 少年 少年消防クラブ員の県消防学校一日入校 消防活動体験(放水・地震・煙道・ロープ結索等) 8 1,800

愛知県 豊橋市消防本部 婦研
豊橋市女性防火クラブ連絡協議会防火防
災研修会

住宅防火対策講習、炊き出し、応急救護訓練 5 100

愛知県 豊田市消防本部 自主 とよた消防フェスタ 災害時の対応力育成イベント、ブース出展 H31.1 3,930

三重県 名張市消防本部 自主 名張市消防フェスティバル 防火演技、放水・煙・地震体験、住警器広報 11 16,115
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京都府 福知山市消防本部 婦研 福知山市防火協会婦人部防火研修会 防火防災講演等 10 150

京都府 京都中部広域消防組合消防本部 幼年 幼年消防亀岡地区防火のつどい 防火の誓い、合唱、防火演劇鑑賞 11 700

京都府 乙訓消防組合消防本部 幼年 第32回幼年消防クラブのつどい 防火演技、防火寸劇鑑賞等 11 1,000

京都府 城陽市 自主 久世校区防災訓練 避難誘導、消火、救出救護、炊き出し訓練 12 400

大阪府 大阪府庁 婦人 平成30年度大阪府防火クラブ大会 防火図画表彰、防火講演、防火演技等 Ｈ31.1 400

大阪府 八尾市消防本部 幼年 八尾市幼年消防クラブ防火フェスティバル 防火の誓い、防火演技、鼓笛演奏 11 1,100

大阪府 守口市門真市消防組合消防本部幼年
消防音楽隊40周年・幼年消防クラブ30周
年記念防火コンサート

楽器演奏、防火演技、避難訓練 11 1,400

大阪府
泉州南消防組合泉州南広域消
防本部

自主 HUG訓練 避難所運営訓練 9 130

兵庫県 尼崎市消防局 婦研 尼崎市婦人防火クラブ連絡協議会研修会 表彰、防災講演、住警器チラシ配布 6 100

兵庫県 加古川市消防本部 婦研 平成30年度加古川市婦人防火クラブ研修大会 修了証交付、体験発表、講演等 12 150

兵庫県 西宮市消防局 婦研 平成30年度西宮市家庭防火クラブ大会 防火・防災講演等 7 117

奈良県 奈良市消防局 婦研
奈良市女性防災クラブ連合会防火防災研
修会

防災講演 10 140

和歌山県 有田市消防本部 幼年 有田市消防フェスティバル 演奏、各種体験、住警器展示コーナー等 10 877

島根県 雲南消防本部 婦研 防火クラブ・自主防災組織会長会議 防災講演、住警器の設置維持管理等 6 267

岡山県 岡山県庁 婦研 岡山県婦人(女性)防火クラブ研修会 表彰、住宅防火講演 8 120

岡山県 津山圏域消防組合消防本部 少年 一日消防士体験入署 体験学習、消防車両見学、炊き出し試食 7 300

岡山県 総社市消防本部 幼年 消防写生大会 消防自動車写生 9 330

岡山県 井原地区消防組合消防本部 婦人 第17回井原地区防火の集い 火災予防知識の習得 12 500

広島県 三原市消防本部 自主 第42回三原消防まつり バケツリレー、各種消防体験等 7 320

広島県 東広島市消防局 自主 消防・防災フェア 消火体験、地震体験等 11 5,500

広島県 福山地区消防組合消防局 幼年 第19回防火フェスティバル 消火体験、地震体験等 H31.1 1,500

広島県 呉市消防局 自主 第4回防災体験フェア 防災体験、防災機器展示等 11 500

山口県 下関市消防局 自主 ２０１８防災フェア～anniversary 30th～ 消火競技、防火演技、防火・防災体験等 6 4,300

徳島県 徳島市消防局 婦研 徳島市婦人防火クラブ連合会年末研修会 防災講演、防火演技 12 100

徳島県 美馬西部消防組合消防本部 自主
つるぎ町半田自主防災委員会・半田中学校少
年少女消防クラブ合同研修会

初期消火訓練、救急救命処置訓練、煙体験訓練 11 230

香川県 坂出市消防本部 自主 (仮)避難所運営訓練 避難所運営訓練 11 425

愛媛県 松山市消防局 自主 みんなの消防フェスタ・防災シンポジウム２０１８ 表彰、防災講演、パネルディスカッション 11 12,000

愛媛県 西条市消防本部 少年 第14回西条市少年消防クラブ大会 研究発表、心肺蘇生寸劇、消防資機材説明 11 1,000

愛媛県 伊予消防等事務組合消防本部 婦研 伊予市婦人防火クラブ連絡協議会講演会 防火・防災講演等 12 100

愛媛県 宇和島地区広域事務組合消防本部 幼年 第12回宇和島地区幼年消防大会 表彰、防火演技、防火のちかい 7 870

福岡県 久留米広域消防本部 婦研 指導員研修会 防火訓練、救命講習 Ｈ31.1 250

福岡県 大牟田市消防本部 幼年 第27回幼年消防クラブ大会 式典、消防訓練見学、ふれあい広場等 10 500

福岡県 筑後市消防本部 幼年 筑後市幼年消防クラブ大会 防火演技、通報訓練、住警器設置説明等 10 464

福岡県 柳川市消防本部 幼年 柳川市幼年消防クラブ大会 防火演技、消防各種体験等 11 1,000

佐賀県 伊万里・有田消防本部 少年 少年消防防火書道大会 優良作品表彰等 11 502

長崎県 長崎市消防局 婦人
第50回市民防火のつどい・平成30年婦人
防火クラブ長崎地区大会

表彰、防火宣言、防火講演、アトラクション 11 1,100

長崎県
県央地域広域市町村圏組合消
防本部

幼年 第31回ちびっ子防火大会 各種体験コーナー等 10 852

長崎県 平戸市消防本部 自主 ひらど消防フェスタ２０１８ 各種体験コーナー等 10 550

熊本県 山鹿市消防本部 自主 第23回消防フェスティバル
防火演技、消防各種体験、優良団体表彰、
住宅用防災機器展示

10 2,000

熊本県
八代広域行政事務組合消防本
部

幼年 八代広域幼年消防大会 表彰、防火演技、各種体験コーナー等 11 1,790

熊本県 人吉下球磨消防組合消防本部 幼年 幼年消防・防火クラブ防火パレード 防火パレード 11 667

熊本県
有明広域行政事務組合消防本
部

幼年 第15回荒玉地区幼年消防大会 防火演技、各種体験コーナー 10 1,800

熊本県 宇城広域連合消防本部 自主 消防ふれあいフェア 体験コーナー、展示、炊き出し訓練、アトラクション 11 800

大分県 大分市消防局 自主 防火パレード 鼓笛演奏、防火チラシ配布 11 2,000

大分県 別府市消防本部 自主 第43回「市民と消防のつどい」 初期消火訓練、救助訓練体験、防災資器材展示 11 22,000

大分県 臼杵市消防本部 幼年 第33回ちびっこ消防士防火運動会 防火運動会 11 826

宮崎県 延岡市消防本部 少年 第59回BFC・ちびっこ防火作品展 防火書道、優良ポスター表彰、作品展示 12 2,200

宮崎県 宮崎市消防局 幼年 幼年消防フェスティバル 防災教室、消火体験、煙体験 10 2,293

宮崎県 都城市消防局 幼年 ちびっこ消防のひろば 防火演技、防火寸劇、防火のちかい 10 800

鹿児島県 霧島市消防局 自主 防災フェスタINきりしま２０１８ 防火演技、消防体験、住警器展示 11 1,000

鹿児島県 指宿南九州消防組合消防本部 幼年 平成30年度消防フェスタ 防火演技、誓いのことば、消防寸劇、住警器設置広報 10 404

沖縄県 名護市消防本部 幼年 名護市幼年消防クラブ防火研修 各種消防体験コーナー 11 395

沖縄県 うるま市消防本部 幼年 うるま市ふれあい消防フェスタ 各種体験コーナー、防火宣言、住警器設置促進 11 1,500
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