
【行事の名称】
　鳥取市消防団用瀬地区団放水訓練

【実施機関・日時】
　鳥取市消防団用瀬地区団、八頭消防署用瀬出張所
　日時調整中

【場所】
　用瀬町（詳細場所調整中)

【目的】
　火災予防運動の周知徹底と防火意識の高揚を図る。

【内容】
　鳥取市消防団用瀬地区団 放水訓練

【参加団体・人員】
　鳥取市消防団用瀬地区団
　八頭消防署用瀬出張所　２名

【行事の名称】
　佐治町春季合同消防訓練

【実施機関・日時】
　佐治地域自主防災会連合会、鳥取市消防団佐治地区団、八頭消防署用瀬
出張所
　日時調整中

【場所】
　佐治町（詳細場所調整中)

【目的】
　火災予防運動の周知徹底と防火意識の高揚を図る。

【内容】
　鳥取消防団佐治地区団、自主防災会による放水訓練

【参加団体・人員】
　佐治地域自主防災会連合会
　鳥取市消防団佐治地区団
　八頭消防署用瀬出張所　３名

【行事の名称】
　気高署管内三町合同防火パレード

【実施機関・日時】
　鳥取市消防団気高・鹿野・青谷各地区団、
　鳥取市気高町・鹿野町・青谷町各総合支所、気高消防署
　令和５年３月５日（日）　午前９時から午前１１時まで

【場所】
　鳥取市気高町・鹿野町・青谷町

【目的】
　地域住民に住宅用火災警報器の推進及び防災意識の高揚を図る。

【内容】
　気高消防署管内三町を消防団と合同で防火パレードを実施する。

【参加団体・人員】
　鳥取市消防団気高・鹿野・青谷各地区団
　鳥取市気高町・鹿野町・青谷町各総合支所
　気高消防署

東部消防局

【行事の名称】
　鳥取市消防団青谷地区団模擬火災訓練

【実施機関・日時】
　鳥取市消防団青谷地区団、青谷町総合支所、気高消防署青谷出張所
　令和５年３月５日（日）　午後２時から午後３時まで

【場所】
　鳥取市青谷町青谷地内

【目的】
　鳥取市消防団青谷地区団との連携を強化し、火災時の迅速かつ的確な消火
活動を再確認することを目的とする。

【内容】
　建物火災を想定し、消火活動とポンプ運用訓練を行う。

【参加団体・人員】
　鳥取市消防団青谷地区団
　青谷町総合支所
　気高消防署青谷出張所　５名

【行事の名称】
　鳥取県ＪＡ会館消防訓練

【実施機関・日時】
　鳥取県ＪＡ会館、鳥取消防署
　令和５年３月１日(水)　午前９時３０分から午前１０時３０分まで

【場所】
　鳥取県ＪＡ会館

【目的】
　中高層建物での災害発生を想定し、施設関係者による通報及び初期消火並
びに消防機関との緊密な連携のもと避難誘導及び救出訓練を実施して、相互
協力体制強化と防災意識の高揚を図る。

【内容】
　鳥取県ＪＡ会館５階給湯室から出火し、自衛消防隊による初期消火活動を実
施するが、火災は拡大する。逃げ遅れた職員３名が屋上に取り残されている。

【参加団体・人員】
　鳥取県ＪＡ会館職員　５０名
　鳥取消防署　　　　　　１３名
　東町出張所　　　　　　　４名
　吉方出張所　　　　　　　４名

【行事の名称】
　鳥取市国際交流員１日署長委嘱式、外国人防火研修及び消防訓練

【実施機関・日時】
　鳥取市国際交流プラザ、鳥取市文化交流課、消防局予防課、湖山消防署
　令和５年２月２６日（日）　午前８時３０分から午前１１時３０分まで

【場所】
　湖山消防署、鳥取市国際交流プラザ

【目的】
　火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を
図ること及び管内に在住する外国人に対して研修等を実施し、防火に関する
知識及び技術を習得していただき、火災に強いまちづくりを推進する。

【内容】
　鳥取市の国際交流員に１日消防署長の委嘱状を交付し、座学（多言語１１９
番通報等）と実技（消火器・起震車・非常食）による防火・防災の研修を行う。そ
の後、国際交流プラザ職員と湖山消防署員と合同で消防訓練を実施し、１日消
防署長による講評をいただく。

【参加団体・人員】
　鳥取市国際交流プラザ職員
　鳥取市文化交流課及び国際交流員
　消防局予防課　　３名
　湖山消防署　　 １１名

【行事の名称】
　ケーブルテレビを活用した住宅用火災警報器の設置等の呼掛け

【実施機関・日時】
　岩美町チャンネル、日本海ケーブルネットワーク
　予防運動期間中

【場所】
　管内全域

【目的】
　住宅用火災警報器の設置促進及び適切な維持管理の広報活動を実施し、
管内の防火意識の高揚を図る。

【内容】
　管内ケーブルテレビのデータ放送を活用し、住宅用火災警報器の設置及び
適切な維持管理の呼掛けを行う。

【参加団体・人員】
　岩美町チャンネル
　日本海ケーブルネットワーク

【行事の名称】
　住宅防火訪問

【実施機関・日時】
　岩美消防署
　令和５年３月１日（水）から３月４日（土）　午前９時から午前１１時まで

【場所】
　鳥取市福部町岩戸・細川地区

【目的】
　地域住民に対し、住宅用火災警報器の設置及び維持管理の周知徹底を図る
とともに火災予防思想の普及に努める。

【内容】
　住宅用火災警報器のリーフレット配布とアンケート調査を行う。

【参加団体・人員】
　岩美消防署

【行事の名称】
　八頭町消防団八東地区団・自警団及び八頭消防署若桜出張所合同防火
デー

【実施機関・日時】
　八頭町消防団八東地区団・自警団、八頭消防署若桜出張所
　令和５年３月５日（日）　午前８時から

【場所】
　八頭郡八頭町八東地区全域

【目的】
　消防団と協力し防火パレードを行い、火災予防運動の周知徹底と防火意識
の高揚を図る。

【内容】
　防火パレード途上に各地区で消防演習を見学し、講評する 。

【参加団体・人員】
　八頭町消防団八東地区団
　八頭町八東地区自警団
　八頭消防署若桜出張所　２名

【行事の名称】
　若桜町消防団防火広報パレード及び自警団ポンプ点検、操作指導

【実施機関・日時】
　若桜町消防団、若桜町自警団、八頭消防署若桜出張所
　令和５年３月５日（日）

【場所】
　八頭郡若桜町内

【目的】
　消防団と協力して防火広報パレードを行い、火災予防運動の周知徹底と防
火意識の高揚を図る。

【内容】
　防火広報パレード終了後、自警団のポンプ点検、操作指導を行う。

【参加団体・人員】
　若桜町消防団
　若桜町自警団
　八頭消防署若桜出張所　２名

【行事の名称】
　セルフスタンドリーフレット配布(鳥取県東部自動車学校)

【実施機関・日時】
　消防局予防課
　令和５年３月３日(金)　午後１時から午後２時まで

【場所】
　学校法人東雲学園　鳥取県東部自動車学校

【目的】
　自動車運転免許を取得する方にセルフスタンドのリーフレットを配布し、ＤＶＤ
を視聴していただくことで、セルフスタンドでの安全な危険物の取扱いについて
普及啓発を図る。

【内容】
　リーフレット配布、ＤＶＤ視聴

【参加団体・人員】
　消防局予防課

県 内 ３ 消 防 局 の 主 な 行 事 予 定

【行事の名称】
　共同住宅リーフレット配布活動

【実施機関・日時】
　鳥取消防署管内職員
　予防運動期間中

【場所】
　鳥取消防署管内全域

【目的】
　自動火災報知設備のない共同住宅に対して、住宅防火リーフレット等を配布
することで、住宅用火災警報器の設置率向上と地域住民の防火意識の向上を
目指す。

【内容】
　鳥取消防署管内５００㎡未満の共同住宅に住宅防火リーフレット等をポスティ
ングする。

【参加団体・人員】
　鳥取消防署

【行事の名称】
　鳥取市消防団国府地区団合同防火パレード

【実施機関・日時】
　鳥取市消防団国府地区団、鳥取消防署国府分遣所
　令和５年２月２６日（日）

【場所】
　鳥取市国府町全域

【目的】
　鳥取消防署国府分遣所と鳥取市消防団国府地区団が合同で防火パレードを
行い、地域住民に火災予防の啓発をする。

【内容】
　防火パレードを実施する。

【参加団体・人員】
　鳥取市消防団国府地区団、鳥取消防署国府分遣所



【行事の名称】
　消防訓練演習

【実施機関・日時】
　①令和５年３月６日（月）　午後２時から午後３時まで
　②令和５年３月７日（火）　午後４時から午後５時まで

【場所】
　①江府町防災・情報センター
　②金持テラスひの

【目的】
　事業所職員に対して、消防訓練を通じて防火意識の高揚を目的とする。

【内容】
　消防訓練に併せて、消防機関との連携を演習で行う。

【参加団体・人員】
　江府消防署　５名
　各事業所職員

【行事の名称】
　 地域住民に対する火災予防の普及啓発（防災無線放送）

【実施機関・日時】
　令和５年２月２６日（日）から３月３日（金）まで

【場所】
　江府町、日野町、日南町全域

【目的】
　防災無線放送を活用して、町内全域に火災予防の普及啓発を行うことで、地
域住民の防火意識の向上を目的とする。

【内容】
　事前に作成した火災予防の普及啓発内容を、江府町及び日野町の防災無
線を活用して放送する。

【参加団体・人員】
　江府町役場、日野町役場、日南町役場、江府消防署

西部消防局

【行事の名称】
　デジタルサイネージを用いた火災予防普及啓発

【実施機関・日時】
　令和５年３月１日（水）から３月７日（火）まで

【場所】
　米子市役所本庁舎、イオンモール日吉津フードコート内、米子市錦町３丁目
交差点

【目的】
　通行者等に、住宅用火災警報器の設置と適切な維持管理について周知し、
防火意識の高揚を図るもの。

【内容】
　 デジタルサイネージを用いた火災予防普及啓発（春季火災予防運動及び住
宅用火災警報器の維持管理について）

【参加団体・人員】
　消防局予防課

【行事の名称】
　街頭による火災予防普及啓発

【実施機関・日時】
　 令和５年３月１日（水）　午前１０時から午前１１時３０分まで

【場所】
　マルイ両三柳店

【目的】
　来客者に対し、高齢者等の住宅防火対策及び住宅用火災警報器の設置徹
底と適切な維持管理について周知し、防火意識の高揚を図るもの。

【内容】
　店舗入口に、住宅用火災警報器パネル、リーフレット、ポスター及びのぼり等
を設置し、来客者に対して普及啓発活動を実施する。

【参加団体・人員】
　消防局予防課　２名（防災トリピーの着ぐるみ着用）

【行事の名称】
　日吉津村防火パレード

【実施機関・日時】
　令和５年３月５日（日）　午前９時３０分から

【場所】
　日吉津村内

【目的】
　日吉津村民の防火意識の高揚を図るため

【内容】
　消防車による村内巡回

【参加団体・人員】
　米子消防署皆生出張所　５名
　日吉津村消防団　約２０名

【行事の名称】
　街頭による火災予防普及啓発

【実施機関・日時】
　令和５年３月２日（木）　午前１０時から午前１２時まで

【場所】
　丸合境港ターミナル店

【目的】
　来客者に対し、高齢者等の住宅防火対策及び住宅用火災警報器の設置徹
底と適切な維持管理について 周知し、防火意識の高揚を図るもの。

【内容】
　店舗入口に、住宅用火災警報器パネル、リーフレット、ポスター及びのぼり等
を設置し、来客者に対して普及啓発活動を実施する。

【参加団体・人員】
　境港消防署　７名（防災トリピーの着ぐるみ着用）

【行事の名称】
　住宅防火普及啓発

【実施機関・日時】
　令和５年３月５日（日）　午前９時から午前１１時まで

【場所】
　米子市淀江町淀江地内
　大山町御来屋地内

【目的】
　高齢者等の火災予防対策及び木造家屋が密集する地域に対する防火指導
の推進

【内容】
　住宅を訪問し、リーフレットを配布して住宅防火指導を実施する。

【参加団体・人員】
　大山消防署　６名
　大山消防署中山出張所　４名

【行事の名称】
　日野町ケ－ブルテレビ「チャンネルひの」を活用した火災予防啓発放送

【実施機関・日時】
　令和５年２月２４日（金）から３月３日（金）の間で放送

【場所】
　日野郡日野町地内

【目的】
　ケーブルテレビ（チャンネルひの）を活用し、町内の各世帯に火災予防運動の
期間中に合わせ、火災予防意識の向上を図ることを目的とする。

【内容】
　火災予防について事前に収録しておき、火災予防運動期間中に放送し、町
内の火災予防の啓発を行う。

【参加団体・人員】
　江府消防署　２名

中部消防局

【行事の名称】
　倉吉消防署開庁50年感謝祭

【実施機関・日時】
　鳥取中部ふるさと広域連合倉吉消防署
　令和５年３月５日（日）午前１０時から午後４時まで
　
【場所】
　倉吉消防署
　旧倉吉市水道局　駐車場

【目的】
　感謝祭を通じ、住民に対し防火・防災意識の高揚及び普及啓発を図るととも
に、倉吉消防署50年の歴史を知ってもらい防災機関への理解と関心を高める
ことを目的とする。今回の開催は主に保育園児から小学生を対象にしており、
体験型のブースを中心に倉吉消防署をより身近に感じてもらう。

【内容】
（１）体験ブース（はしご車搭乗体験、救助訓練体験、起震車体験、胸骨圧迫体
験、消防車放水体験）
（２）展示ブース（倉吉消防署の歴史・消防署仕事内容展示、車両展示、防災
グッズ展示、資器材展示、消防訓練展示、庁舎３階仮眠室一部開放）
（３）催物ブース（試着・記念撮影、豚汁配布）
（４）その他（庁舎50周年記念撮影）

【参加団体・人員】
　鳥取中部ふるさと広域連合倉吉消防署、倉吉市役所、三朝町役場

【行事の名称】
　保育施設防火訪問（防火飛脚）

【実施機関・日時】
　令和５年３月７日（火）　午前１０時から午前１１時まで

【場所】
　向山保育園、西倉吉消防署

【目的】
　防火飛脚の広報により、大人と子どもの防火意識高揚を図る。

【内容】
　防火飛脚隊が保育施設を訪問し、西倉吉消防署長の防火メッセージを届け
るもの。そしてその後園児と共に消防訓練をして火災予防の啓発をするもの。
　
【参加団体・人員】
　向山保育園　７０人
　鳥取中部ふるさと広域連合西倉吉消防署　４人

【行事の名称】
　 火の用心ウォーク

【実施機関・日時】
　まつざきこども園、湯梨浜消防署
　令和５年３月６日（月）　午前９時３０分から午前１１時まで
　
【場所】
　まつざきこども園及び東郷池周辺

【目的】
　木造密集地における防火宣伝及び幼年防火・防災思想の普及啓発を目的と
する。

【内容】
　こども園から東郷池まで火の用心ウォークをし、腕用ポンプを使用し放水体
験を実施する。

【参加団体・人員】
　まつざきこども園　園児・保育士３０人
 　湯梨浜消防署　職員１５人

【行事の名称】
　一日消防署長（琴浦町地域おこし協力隊熱波師五塔熱子氏）

【実施機関・日時】
　琴浦町役場、物産館ことうら、琴浦消防署
　令和５年３月４日（土）　午前８時３０分から正午まで

【場所】
　琴浦町役場、物産館ことうら（道の駅）、琴浦消防署

【目的】
　令和５年春季全国火災予防運動期間中の行事として一日消防署長に琴浦町
地域おこし協力隊熱波師五塔熱子氏を起用し、街頭広報と消防訓練を実施す
る。メディアを通じて地域住民の方々に防火意識の高揚を図ることを目的とす
る。

【内容】
　一日消防署長の委嘱交付式を琴浦消防署で実施後移動し「物産館ことうら」
にてリーフレットやポケットティッシュ配布の広報活動を展開、琴浦町役場に移
動し職員と共に消防訓練を実施する。

【参加団体・人員】
　琴浦町役場、物産館ことうら、琴浦消防署　琴浦町役場職員
　琴浦町役場職員２０人（予定）、物産館ことうら５人（予定）、琴浦消防署１３人
(予定)


