
 

 

平成３１年２月 25 日 

枚方寝屋川消防組合 

 

 平成３１年３月１日（金）から７日（木）までの一週間、全国一斉に春の火災予

防運動が実施されます。 

 消防組合では、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、火災の発生を防止し、高齢者を中心とする火災による死者の発

生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的に、期間中に様々な取り

組みを実施します。 

 

１ 実施期間 

 平成３１年３月１日（金）から７日（木）までの７日間 

 

２ 防火標語 

 『忘れてない？ サイフにスマホに火の確認』 

 

３ 実施予定の行事 

 期間中は消防訓練や防火キャンペーンなど様々な行事を実施します。 

（詳細は別紙のとおり） 

 

４ その他 

⑴ 取材等については、総務管理課広報担当（０７２－８５２－９９０３）までご

連絡いただきますようお願いします。 

⑵ 災害の発生や荒天等により、行事を延期し又は中止することがありますので、

あらかじめご了承ください。 

広報資料 

【問い合わせ先】 

枚方寝屋川消防組合 

予防指導課  TEL 072−852−9911 

総務管理課（広報） TEL 072−852−9903 

※ 取材等については総務管理課（072−852

−9903） 

忘れてない？ 
サイフにスマホに火の確認 



枚方寝屋川消防組合

実　　　施　　　内　　　容 参加機関・団体

消防訓練

日時　  ３月６日（水）15 時00分から16時00分
場所　  枚方市香里ヶ丘５丁目８番１号 
　　　　医療法人（社団）有恵会　香里ヶ丘有恵会病院
内容　  自衛消防隊と消防署による合同の総合訓練

枚方消防署

防火キャンペーン

日時　  ２月28日（木）17時30分から18時00分
場所　  枚方市岡東町19番１号
    　　京阪枚方市駅コンコース
内容　  広報資器材配布による防火広報

枚方消防署
枚方市消防団
枚方市防火協会

防火管理研修会

日時　　３月５日（火）14時00分から15時30分
場所　  枚方消防署 ５階研修室
対象  　６項イ⑴から⑶及び16項イ（６項イ⑴から⑶を含むものに限る）の事業所
内容    防火戸の有効性について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　消防用設備等の操作方法について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　水消火器を使用した訓練

枚方消防署
枚方東消防署
寝屋川消防署

防火教室

日時　  ２月27日（水）13時00分から14時00分
場所　  枚方市香里ヶ丘３丁目９番 
        けやき東街第２集会所 
対象　　一人暮らし老人会「けやき会」
内容　  防火ビデオ上映・防火講話（住宅火災警報器について）

枚方消防署

防火管理研修会

日時　　３月５日（火）14時00分から15時30分
場所　  枚方消防署 ５階研修室
対象  　６項イ⑴から⑶及び16項イ（６項イ⑴から⑶を含むものに限る）の事業所
内容    防火戸の有効性について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　消防用設備等の操作方法について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　水消火器を使用した訓練

枚方消防署
枚方東消防署
寝屋川消防署

自主訓練の実施、消防
用設備等及び避難施
設等の維持管理の徹
底、火気等の管理の徹
底についての喚起

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
物品販売店舗、社会福祉施設等の事業所への喚起文の送付 枚方東消防署

防火教室

日時　　①２月16日（土）10時00分から12時00分　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　②２月24日（日）10時00分から12時00分
場所　　①枚方市北山１丁目69番13号
　　　　  家具町集会所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　②枚方市長尾谷町１丁目305番地の４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　枚方長尾ガーデンハウス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
対象　　①家具町二丁目自治会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　②枚方長尾ガーデンハウス住民
内容　　災害への備え及び応急処置訓練等

枚方東消防署

消防訓練

日時　  ２月27日（水）　15時00分から16時00分
場所　  寝屋川市香里本通町８番45号
　　　  関西医科大学香里病院
内容　  総合訓練（通報・避難・初期消火訓練）
　　　　情報収集訓練・救出・救護・消火訓練

寝屋川消防署
寝屋川市消防団

防火キャンペーン

日時　  ２月28日（木）18時00分から19時00分
場所　  寝屋川市早子町16番11号
　　　　京阪寝屋川市駅
内容　　広報資材配布による防火広報

寝屋川消防署
寝屋川市消防団事務局
寝屋川市消防団
寝屋川市防火協会
寝屋川市婦人防火ｸﾗﾌﾞ

防火管理研修会

日時　　３月５日（火）14時00分から15時30分
場所　  枚方消防署 ５階研修室
対象  　６項イ⑴から⑶及び16項イ（６項イ⑴から⑶を含むものに限る）の事業所
内容    防火戸の有効性について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　消防用設備等の操作方法について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　水消火器を使用した訓練

枚方消防署
枚方東消防署
寝屋川消防署

自主訓練の実施、消防
用設備等及び避難施
設等の維持管理の徹
底、火気等の管理の徹
底についての喚起

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
物品販売店舗、社会福祉施設等の事業所への喚起文の送付 寝屋川消防署

防火教室

日時    ３月１日(金)　13時00分から15時00分
場所    寝屋川市高柳２丁目４番３号　
　　　　府営高柳住宅館
対象    南高柳老人クラブ
内容　  防火映画・防火講演・水消火器による消火訓練

寝屋川消防署

平成31年春季火災予防運動実施計画一覧表
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日時　  ３月２日（土） 10時00分から12時00分
場所　  ①枚方市津田北町２丁目23番３号
        　枚方東消防署署庭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　②枚方市津田北町２丁目２番　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　（株）平和堂アル・プラザ枚方北駐車場
内容　　枚方東消防署「消防フェスタ2019」
　　　　①救護所設営訓練、救助訓練、実戦総合訓練、消防団操法訓練等の総合訓練
　　　　②はしご車搭乗体験、地震体験、車両展示等の防火キャンペーン

消防訓練
及び

防火キャンペーン

　　　　　　　　　　　　　　
枚方東消防署　　　　　　　　
地域防災向上センター　　　  
枚方市消防団　　　　 　　　　
枚方市女性消防分団　



実　　　施　　　内　　　容 参加機関・団体

住宅防火診断 年間業務計画（平成30年度第４期分）に基づき、各署警備課で実施 各消防署

車両巡回広報 査察車及びタンク車等による管内広報 各消防署

各事業所及び各育成
団体等への協力依頼

自治会、事業所等への防火ポスター、立看板、懸垂幕の掲示・掲出依頼
消防育成団体(幼・少年消防クラブ、婦人防火クラブ等)及び防火協会等を通じ、家庭及
び地域における防火啓発の促進

各消防署及び各事業所

大規模店舗等での
防火に関する放送等

署内並びに百貨店、スーパー及び大規模店舗等における店内放送による広報の依頼 各消防署及び各事業所

防火訪問
住宅防火推進のため火災予防運動期間中に、防火訪問リーフレットを一般家庭に配布
(枚方署管内５分団：6,500戸、枚方東署管内５分団：6,400戸)

枚方市消防団

地水利一斉点検
及び車両巡回広報

地水利一斉点検
車両巡回広報

寝屋川市消防団

・ 淀川河川敷電光掲示板広報
・ 林野火災予防（所有者・管理者・入山者等に予防対策の喚起）
・ 消防職員による山林踏査訓練
・ 消防ヘリコプターによる火災予防広報

　　　　　　　　　　　　　　
枚方消防署
枚方東消防署
寝屋川消防署
大阪府下消防長会
（大阪市消防局ヘリコプター）
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<実施期間>

平成31年３月１日（金）から３月７日（木）まで

<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。
・ ガスコンロ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。

平成30年度全国統一防火標語

住宅用火災警報器設置維持管理

ＰＲキャラクター
ひらね

「枚寝 カンチ」




