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各消防本部の主な行事 

桑名市消防本部 ℡0594-24-5279 

●小規模飲食店に対する火災予防啓発活動 

【11 月 11 日（木）19 時 00 分から 20 時 00 分頃  

桑名駅周辺の飲食店（桑名市有楽町 他）】  

・飲食店を訪問し、防火安全対策の徹底（消火の重要性を啓発し、消火器の設置及び老朽化消火

器の交換（2011 年１月１日に消火器の規格省令が改正され、2022 年以降は新規格消火器の設置

が必要）に関する注意喚起等）を図る。 

なお、「桑名中央ロータリークラブ」様のご協力を得て共同で実施する。 

※マスク、白手袋を着用する等、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の徹底を図った上で

実施。 

 

●令和３年度防火ポスター入選作品の展示 

【11 月 ５日（金）から 11 月 15 日（月）イオンモール桑名（桑名市新西方 1-22）  

 11 月 18 日（木）から 11 月 28 日（日） イオンモール東員 

（員弁郡東員町大字長深字築田 510-1）】 

・管内の小学校（５・６年）の児童及び中学校の生徒を対象に防火ポスターの募集を行ない、応

募作品（2,494 点）の中から入選した 86 点の作品を展示。 

 

 

 四日市市消防本部 ℡059-356-2010 

●事業所と公設消防合同で実施する特別消防訓練 

【10 月 28 日（木）8 時 00 分から 8 時 45 分まで 

日永カヨーショッピングセンター（四日市市日永四丁目 2-41）】 

 

●防火ポスター、防火習字優秀作品等の表彰式 

【11 月 3 日（水）10 時 00 分から 12 時 00 分まで  

四日市市消防本部２階 防災センター（四日市市西新地 14-4）】 

 

●四日市消防マスコット「ラブ」と一緒に行う火災予防広報 

【11 月 9 日（火）13 時 30 分から 16 時 00 分まで  

イオンタウン四日市泊（四日市市泊小柳町 4-5-1） 

 11 月 15 日（月）13 時 30 分から 16 時 00 分まで 

イオンモール四日市北（四日市市富州原町 2-40）】 
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菰野町消防本部 ℡059-394-3238 

●防火書道コンクール表彰式（代表者受賞） 

 【11 月７日（日）13:30～ 菰野町役場 町長室】 

 

●防火書道コンクール作品展示 

 【11 月９日（火）～15 日（月）ピアゴ菰野店（菰野町竹成 3998-7）】 

 

●特別消防訓練（消防署、消防団員の連携訓練） 

【11 月 14 日（日）07 時 00 分から 09 時 00 分まで  

菰野町千草（菰野富士付近駐車場及び市之瀬橋北の鳥居戸川）】 

・参加機関 

（1）菰野町消防本部・消防署 

（2）菰野町消防団（7 分団 10 班） 

 

 

鈴鹿市消防本部 ℡059-382-9157 

●火災予防啓発活動 

【11 月 11 日（木） MEGA ドン・キホーテ UNY 鈴鹿店（南玉垣町 3628）】 

・コロナ禍ではあるが、市民の皆様に対し火災予防意識の一層の普及を図り、火災の発生防止を

目的とした火災予防啓発を実施する。 

 

 

亀山市消防本部 ℡0595-82-9492 

●防火広報の実施 

・防火フェアを開催予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とした。 

防火フェアに替わる火災予防啓発として住宅防火リーフレットを作成し、ホームページへ掲載

した。また、火災予防啓発番組を作成し、ケーブルテレビにて広報活動を実施する。【11 月 5 日

（金）から 11 月 11 日（木）まで】 

 

 

 津市消防本部  ℡059-254-0356 

●民間事業所などの協力のもとデジタルサイネージやＳＮＳなどを活用して新型コロナウイル

ス感染症に考慮した火災予防広報の実施【津市内】 

1 イオンモール株式会社の協力のもと、イオンモール津南のフードコートや館内の通路に設置

してあるデジタルサイネージを活用した住宅用火災警報器の普及啓発ポスターなどを放映し、

来館者に対して火災予防広報を実施する。 【11 月 9 日（火）から【11 月 15 日（月）まで】 

 

２ 三重ヤクルト販売株式会社の協力のもと、市内 4 販売センターに所属するヤクルトレディ

（販売員）約 70 名が使用する販売用バッグに住宅用火災警報器の啓発リーフレットを掲示す
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ることで、訪問先の個人宅や事業所で火災予防広報を実施する。 

【11 月 9 日（火）から 11 月 15 日（月）まで】 

 

３ 津市防火協会と協賛し、三重交通株式会社の協力のもと、市内路線バスのフロント部分と車

内に広告を掲示して、火災予防運動と住宅用火災警報器のＰＲを実施する。 

【10 月 16 日（土）から 11 月 15 日（月）まで（バスマスク）】 

【10 月 5 日（火）から 11 月 15 日（月）まで（車内広告）】 

 

４ ボートレース開催期間中に津市ボートレース事業部協力のもと、レース場内の対岸大型映像 

及び場内モニターへの住警器普及啓発動画を放映し、来場者に対して火災予防広報を実施する。 

【11 月 7 日（日）から 11 月 13 日（土）まで（第 13 回鳥羽一郎杯争奪戦の開催期間）】 

 

５ SNS（津市 Facebook）や動画配信サービス（YouTube）を活用し、火災予防普及啓発広報

を実施する。 

 

 

松阪地区広域消防組合消防本部 ℡0598-25-1412 

●令和３年秋季火災予防運動啓発キャンペーン 

【11月 8日（月）16時 00分～16時 30分まで】  

・マックスバリュ川井町店（松阪市川井町 718） 

・マックスバリュ松阪中央店（松阪市宮町 130） 

①住宅用火災警報器設置及び取替推進啓発 

②消防隊による防火啓発 

 

●管内大型事業所などの協力のもと電子看板（デジタルサイネージ）を活用して新型コロナウイ

ルス感染症に考慮した火災予防広報の実施 

 

【火災予防運動期間中を含む】 

・イオンモール明和（多気郡明和町中村 1223番地） 

イオンモール明和の１階通路に設置された電子看板（デジタルサイネージ）に住宅用火災警報器

の適切な維持管理等の啓発文を放映していただき啓発を行う。 

 

【火災予防運動期間中を含む】 

・松阪競輪場（松阪市春日町３丁目１番地） 

松阪競輪場の１階券売機付近に設置された電子看板（デジタルサイネージ）に住宅用火災警報器

の適切な維持管理等の啓発文を放映していただき啓発を行う。 
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伊勢市消防本部 ℡0596-25-1268 

●防火・防災ポスターコンクール最優秀賞表彰式 

【11 月 5 日（金）16 時 00 分から 伊勢市防災センター（伊勢市楠部町 159-1）】 

 

●防火・防災ポスターコンクール入選作品の展示 

【11 月 8 日（月）から 11 月 15 日（月） 伊勢市立小俣図書館ギャラリー 

（伊勢市小俣町本町 2）】 

 

 

鳥羽市消防本部 ℡0599-25-9688 

●市内小中学生防火ポスターの展示及び住宅用火災警報器の設置推進及び維持啓発活動 

【火災予防運動期間中    鳥羽ショッピングプラザハロー内（鳥羽市大明西町 1-1）】 

 

 

 

志摩市消防本部 ℡0599-43-2406 

●住宅防火対策の推進を目的として、感染症予防対策を行いながら、宅訪問による広報（玄関先

での広報・ポスティング等）を各署所にて実施し、了承が得られる場合は、住宅用火災警報器設

置状況についてアンケートも併せて実施する。【火災予防運動期間中 （管内全域）】 

 

 

紀勢地区広域消防組合消防本部 ℡0598-82-3613 

●住宅用火災警報器の設置、維持管理に係る促進活動 

【火災予防運動を含む期間中 （管内の一部地域）】 

 

●一人暮らしの高齢者宅を個別訪問して、住警器の奏功事例等も伝え、関係チラシ等を配布して

住警器の設置等及び火災予防を呼び掛ける。 

【火災予防運動を含む期間中 （大台町宮川地区）】 

 

●各小中学校にアンケートを配布して各家庭における住警器の設置状況等を調査するとともに

火災予防を呼び掛ける。 

【火災予防運動を含む期間中 （大台町宮川地区）】 

 

 

 

三重紀北消防組合消防本部 ℡0597-22-2051 

●防火対象物立入検査 

【11 月 10 日（水）尾鷲市、11 月 11 日（木）紀北町（紀伊長島）、11 月 12 日（金） 

紀北町（海山）】 
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●危険物施設立入検査 

【11 月 10 日（水）尾鷲市、11 月 11 日（木）紀北町（紀伊長島）】 

 

 

熊野市消防本部 ℡0597-89-0994 

●令和３年 防火ユニカール大会 

・ユニカール競技  

※ユニカールは特殊カーペットの上で、ストーンを滑らせるように投げ、円形の目標地点に 

より近づけることを競うゲームです。 

・防火講話 

【11 月 10 日(水） 熊野市体育館（熊野市有馬町 1410）】 

 

 

伊賀市消防本部 ℡0595-24-9105 

●住宅用火災警報器アンケート（店舗入口にてアンケート調査） 

【11 月 9 日（火）、11 日（木）（内 1 日） アニーズ（物品販売店舗）（伊賀市平田 950-1）】 

 

 

名張市消防本部 ℡0595-63-1412 

●第２回名張学園祭の会場内で来場者に対し、住宅用火災警報器に係るアンケート調査をすると

ともに消防団と協力して車両展示や各種イベントコーナーを設けて火災予防啓発活動を実施す

る。 

【11 月 3 日（水）10 時 00 分から 16 時 00 分まで 朝日公園（名張市朝日町 1319 番地の 5】 

 


