
旭川市報道依頼 

各報道機関 様 

発表日 平成２８年１０月 ７日 

発信課 旭川市消防本部予防指導課 

担当者 査察担当 箱﨑 

連絡先 

電 話 ０１６６（２５）１１２３ 

ＦＡＸ ０１６６（２３）９９６６ 

E-mail 

分  類 イベント･行事  募集  契約･入札   会議･説明会   その他 

（該当する分類を囲むこと。） 

日  程  １０月 １５日 ～ １０月 ３１日 

発表項目 

（行事名） 

平成２８年秋の全道火災予防運動 

概  要 

（趣旨・日時・ 

場所・内容等を 

記入すること。） 

 

 

 

 

 

○趣旨 

暖房器具の使用等により火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり，地

域住民に対する火災予防思想の普及を推進し，火災及び火災による死者の

発生の低減化を図るとともに，住宅用火災警報器の普及促進及び維持管理

等，放火火災防止対策，特定防火対象物等における防火安全対策等につい

て，地域住民及び関係機関に広く周知するため，次のとおり平成２８年秋

の火災予防運動を実施する。 

○場所 

市内一円 

○内容 

 別紙１及び２の行事計画のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 
有 ・ 無  （協力依頼文，別紙１，別紙２及び防火広報紙を添付） 

（有・無のいずれかを囲むこと。） 

※ 有の場合，資料の内容を記入すること。なお，別途冊子等の配付を希望

する場合は，その旨記入すること。 

報道（取材）に当

たってのお願い 

 

 

 

備  考 
１０月７日に市内一円に関係書類を発送する 



 



旭 消 予 第 ９ ９ 号

平成２８年１０月７日

各 報 道 機 関 様

旭 川 市 消 防 本 部

消防長 平野 文彦

（予防指導課担当）

平成２８年秋の火災予防運動の実施に対する御協力について（お願い）

秋冷の候，ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃から，本市消防行政の推進につきまして格別の御理解，御協力をいただき，

厚くお礼申し上げます。

さて，これから暖房器具の使用等により，火災が発生しやすくなる時季を迎え

ることから，１０月１５日（土）から１０月３１日（月）までの１７日間，秋の

火災予防運動を別紙１(実施要領)及び別紙２(期間中の行事計画)のとおり実施い

たします。

つきましては，この運動の趣旨を御理解いただき，御協力くださいますようお

願い申し上げます。

担当 旭川市消防本部予防指導課

TEL 0166-25-1123

庁内内線 ５９５３



平成２８年 秋の火災予防運動実施要領

１ 目 的

暖房器具の使用等により火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり，地域住民の皆

様に対する火災予防思想の普及を推進し，火災及び火災による死者の発生の低減化を

図るとともに，住宅用火災警報器の普及促進並びに維持管理等，放火火災防止対策，

特定防火対象物等における防火安全対策等について，地域住民及び関係機関に広く周

知することを目的として実施するものです。

２ 統一標語

「消しましょう その火その時 その場所で」

３ 実施期間

１０月１５日（土）から１０月３１日（月）までの１７日間

４ 実施機関

(1) 旭川市消防本部 (3) 上川町消防団

(2) 旭川市消防団 (4) 鷹栖町消防団

５ 重点目標及び推進項目

(1) 住宅防火対策の推進

ア 住宅用火災警報器の未設置世帯に対する設置義務化の周知,警報機の普及促進，

維持管理及び経年劣化した警報器の交換の推進

平成２３年６月１日から住宅用火災警報器の設置が全世帯を対象として義務化

されましたが，依然として相当数の未設置世帯が存在すると予想されるため，積

極的な普及促進及び制度の周知を図ります。

また，新築住宅等については平成１８年６月１日から設置が義務化されている

ため，今後の適正な維持管理等について防火広報紙等を活用し，周知を図ります。

イ 高齢者等の安全対策に重点を置いた火災による死者発生防止対策の推進

高齢者等を中心に，住宅火災による死傷者の発生を防止するため，「ほのぼの

防火訪問」の実施を強化するとともに，住宅用消火器及び緊急通報システム「ホ

ットライン１１９」の普及を図ります。

(2) 放火火災予防対策の推進

放火されない環境づくりの推進

消防車両による巡回広報等を通じ，放火火災防止のポイントを呼びかけます。

(3) 特定防火対象物等における防火安全対策の徹底

ア 特定防火対象物等に対する立入検査・訓練指導を実施します。

イ 違反のある防火対象物に対する違反指導を推進します。

(4) 消火器の適切な維持管理

老朽化した消火器の破裂等による事故の発生を防止するため，市内の各消防用

設備業協同組合に協力を依頼し，一斉回収等を通じて適切な処分を推進します。

(5) 多数の者が集合する催しに対する火災予防指導の徹底

ア 催しを主催する者に対して指導を徹底します。

イ ガソリン等の貯蔵・取扱いについて指導を実施します。

ウ 火気器具等を使用する露店等への指導を実施します。

６ 防火相談所の開設

火災予防運動の実施期間中，市内及び町内の消防署・出張所については，地域にお

ける防火・防災・救急に関する相談先及び防火講話・救急講習の実施依頼先として位

置付け，各町内会，各団体等からの相談等に対応します。

（裏面あり）

別紙１



【相 談 先】

◎南 消 防 署 旭川市７条通１０丁目 （電話）０１６６－２３－４６４９

東 出 張 所 旭川市３条通２０丁目 （電話）０１６６－３１－３６０８

豊 岡 出 張 所 旭川市豊岡３条３丁目 （電話）０１６６－３１－４６０３

神 楽 出 張 所 旭川市神楽４条７丁目 （電話）０１６６－６１－２２５１

東旭川出張所 旭川市東旭川北１条６丁目（電話）０１６６－３６－１１７１

忠 和 出 張 所 旭川市忠和４条８丁目 （電話）０１６６－６３－１７８９

東 光 出 張 所 旭川市東光２７条８丁目 （電話）０１６６－３３－９９７３

◎北 消 防 署 旭川市大町３条５丁目 （電話）０１６６－５１－８１３８

春 光 出 張 所 旭川市末広４条１丁目 （電話）０１６６－５１－３８２３

新旭川出張所 旭川市大雪通８丁目 （電話）０１６６－２６－０５５９

永 山 出 張 所 旭川市永山２条１７丁目 （電話）０１６６－４８－２０５５

◎上 川 消 防 署 上川郡上川町北町202番地 （電話）０１６５８－２－１０４０

層雲峡出張所 上川郡上川町層雲峡39番 （電話）０１６５８－５－３１０７

◎鷹 栖 消 防 署 上川郡鷹栖町南１条３丁目（電話）０１６６－８７－２０４２

【火災案内電話】

消防車が火災等へ出動した際，出動した内容・場所をお知らせします。

・一 般 電 話 （電話）０１８０－９９－１１２２

・Ｉ Ｐ 電 話 等 （電話）０１６６－２３－７１１９

【北海道救急医療情報案内センター】

土日，休日，夜間の当番医を御案内しています。

・一 般 電 話 （電話）０１２０－２０－８６９９

・携 帯 電 話 （電話）０１１－２２１－８６９９

【お問い合わせ先】

・旭川市消防本部 予防指導課 旭川市７条通１０丁目

（電話）０１６６－２５－１１２３

・旭川市消防本部 市民安心課 旭川市７条通１０丁目

(電話）０１６６－２５－８３３５



行　事　名 期　　日 場　　所 対　　象 内　　　　容

消防訓練（総合訓練） １０月１４日(金) 旭川市職員

旭川市消防本部

旭川市消防団

火災防ぎょ訓練 １０月１７日(月) 層雲峡ホテル大雪 上川消防署，層雲峡出張所

上川町消防団

防火対象物関係者

防火査察 １０月１５日(土) 市内一円 防火対象物

～１０月３１日(月) 上川町内一円

鷹栖町内一円

防火相談所の開設 １０月１５日(土) 市内消防庁舎 地域住民

～１０月３１日(月)

老朽化消火器の処分 １０月１５日(土) 市内一円 地域住民

～１０月３１日(月) 上川町内一円

鷹栖町内一円

１０月１５日(土) 市内一円 地域住民

～１０月３１日(月) 上川町内一円

鷹栖町内一円

防火パトロール １０月１５日(土) 市内一円 地域住民

～１０月３１日(月) 上川町内一円

鷹栖町内一円

火災予防に関する講話 １０月１５日(土) 市内一円 地域住民

～１０月３１日(月)

１０月１５日(土) 市内一円

～１０月３１日(月) 上川町内一円

鷹栖町内一円

ほのぼの訪問 １０月１５日(土) 市内一円

～１０月３１日(月)

（裏面へつづく）

７５歳以上の方のみで構成す
る世帯

消防職員・消防団員・防火訪問協力員が対象者宅
を訪問し，防火指導，防火点検及び日常生活にお
ける障害や不安の解消を図る(ホットライン１１９
及び住宅用火災警報器の普及を含む。）。

防火査察の際に，消火器の適切な維持管理を指導
するとともに，老朽化した消火器による人身事故
の防止を図るため，適正な処分を呼びかける。

多数の者が集合する催しに対
する火災予防指導の徹底

平成２６年８月１日に旭川市火災予防条例の一部
が改正されたことから，防火広報紙やホームペー
ジを活用し，多数の者が集合する催しに際し，火
気器具を使用する場合の火災予防を周知する。

消防車両による巡回広報を実施し，火災予防を呼
びかけるとともに，放火火災の抑止を図る。

防火対象物の関係者等から防火に関する講話依頼
があった場合に，随時対応する。

防火ポスター，防火広報紙等
による広報

市内及び上川町内，鷹栖町内
における事業所，町内会，防
火モデル地区

各事業所，町内会に防火ポスター・防火広報紙を
配付し，火災予防を呼びかける。

平成２８年　秋の火災予防運動期間中の行事計画

旭川市役所総合庁舎

消防職団員の技術向上や，町民の防火意識の高揚
を図るため，火災防ぎょ訓練を実施する。

建築物の防火安全対策の徹底を図るため，防火査
察を実施する。

各消防署を防火相談所として位置付け，防火･防
災･救急に関する相談等を受ける。

自衛消防隊による１１９番通報訓練，初期消火及
び避難誘導訓練
自衛消防隊及び消防隊による総合訓練を実施す
る。

  
別
紙
２

 



行　事　名 期　　間 場　　所 対　　象 内　　　　容

１０月１５日(土) 市内消防庁舎・市庁舎 地域住民

～１０月３１日(月)

１０月１５日(土) 市内一円 地域住民

～１０月３１日(月)

１０月２２日(土) 買物公園 市民

１０月１５日(土) 市内物品販売店舗 市民

～１０月３１日(月) （スーパー）

１０月１５日(土) 市内一円 地域住民

～１０月３１日(月)

１０月１５日(土)

～１０月３１日(月)

消防・防災キッズフェスタ １０月１５日(土) 旭川市総合防災センター 市幼年消防クラブ員

防災センター近隣住民
消防・防災の体験型学習イベントを開催し,来場者
への防火・防災思想の普及啓発と消防行政への理
解を深める。

市女性（婦人）防火クラブ員
による防火ポスターの配布及
び巡回広報

市婦人防火クラブ員が防火ポスターの配布及び巡
回広報を行い，地域住民に火災予防を呼びかけ
る。

市防火管理協会及び市危険物
安全協会によるマークプレー
トの着用

市内物品販売店舗及び市
内ガソリンスタンド

市防火管理協会及び市危険物
安全協会に加入する事業所

事業所の職員が「火災予防マークプレート」を着
用し，買い物客等に火災予防運動の実施を周知
し，火災予防を呼びかける。

市消防団員による防火広報紙
の配布及び巡回広報

一般家庭に防火広報紙を配布及び各分団員による
消防車での巡回広報を実施し，地域住民に火災予
防を呼びかける。

市消防団女性分団による防火
チラシの配布

買物公園において通行人にチラシを配布し，火災
予防を呼びかける。

市スーパーエイジ防火クラブ
員による街頭広報

市スーパーエイジ防火クラブ員が，買い物客に対
して防火チラシを配布し，火災予防を呼びかけ
る。

防火看板の掲示及び職員の
マークプレート着用による広
報

各消防庁舎前及び各市町関係施設前に防火看板等
を掲示するとともに，消防職員はマークプレート
を着用し，地域住民に火災予防を呼びかける。
また，市職員に対して，マークプレートの着用を
依頼する。

上川町内消防庁舎・上川
町役場・上川町消防団詰
所・層雲峡ホテル大雪

鷹栖町消防庁舎・鷹栖町
消防団詰所



違反公表制度が始まります（平成２９年１月１日～）

全道「秋の火災予防運動」 10/15 ～ 10/31平成２８年平成２８年

　　　全国統一防火標語　　　消しましょう　その火その時　その場所で

【問い合わせ先】　　旭川市消防本部市民安心課（消防団担当）
　　　　　　　　　　　〒070-8525　旭川市7条通10丁目　TEL 0166-25-8364

【問い合わせ先】　　旭川市消防本部予防指導課（査察担当）
    　　　　　　　　　　〒070-8525　旭川市7条通10丁目　TEL 0166-25-1123

～自分たちのまちは
　　　　　自分たちで守る～
　平成２７年の旭川市の火災件数は６８件と，１０年前（平成１８年）の９５件と
比較して２８. ４％減少しております。
　出火原因としては，「放火・放火の疑い」「こんろ」「たばこ」「ストーブ」が上位
を占めております。
　火災１００件当たりの死者数は，平成１８年の５. ３人に対し，平成２７年が 5 . 9
人と増加傾向にあり，高齢者が火災の犠牲になるケースが増加しています。

　旭川市消防団は，３４分団，６９３人（平成２８年１０
月現在。定員７５０人）で構成し，火災や風水害などの
災害対応，住民への防火・防災の啓発活動など，地域に
根ざした活動を行っております。
　消防団員は，平素は生業を持ちながら，「地域の安全と
安心を守る」というボランティア精神に基づき，消防・防
災活動を行う非常勤特別職の地方公務員です。
　「自分たちのまちは自分たちで守る」ため，あなたも
消防団活動に参加しませんか。
※入団方法など詳細については，担当までお問い合わ
せください。

消 防 団 員 募 集 ！！

　生活安全情報を適切に提供する観点から，建物の利用者自らが防火安全に関する
情報を確認できるよう，消防機関が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反に
係る情報を公表する制度です。

目　的

内　容

⑴　公表の対象となる防火対象物
　百貨店，ホテル・旅館，病院・社会福祉施設などの
不特定多数の者が出入りする建物　（特定防火対象物）

⑵　公表の対象となる違反
　　屋内消火栓設備，スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置等

⑶　公表までの流れ
　　立入検査 → 結果通知（公表の事前予告） → 違反継続 → 公表

⑷　公表の方法　　　
　　市のホームページの掲載により公表

⑸　公表する事項
　　①　建物の名称　　②　建物の所在地　　③　違反の内容

百貨店
病院

ホテル

屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 自動火災報知設備



　古くなった消火器やキズがある消火器は，消防用設備など
を専門に扱う業者に問い合わせ，引き取ってもらいましょう。
   なお，消防署では引き取りませんので，ご了承ください。

旭川市消防本部予防指導課   　旭川市 7条通 10丁目　　電話（0166）25-1123　

 ～旭川市火災予防条例の一部を改正～ 平成26年８月１日施行
１．多数の人が集合する催しで火気器具等を使用する場合，
  消火器の準備　が必要になりました。

２．火気器具等を使用する露店等を開設する場合，
  消防機関への届出　が必要になりました。

　縁日や花火大会の
ほかにも，学校祭や町内会
　のお祭りも該当

　個人でバーベキュー
等をする場合は該当しない

催しの主催者や事務局が，
各露店を一括して届出を
　　することが可能

最寄りの消防機関に問い合わせ
るか，旭川市消防本部予防指導課の

ホームページを参照してネ

使用期限内のものを使用
消火器は，露店ごとに準備

　こんろやフライヤー，発電機等を使う
ときは，必ず消火器を準備

ご自宅等に，こんな消火器ありませんか？

住宅用火災警報器は設置されましたか？

住宅用火災警報器相談窓口
（旭川市消防本部予防指導課内）
TEL 0166-23-1119

寝室
階段

寝室

居室
台所

設置する場所

※台所への設置義務はありませんが
設置をお勧めします。

▪寝室

▪階段

（普段寝ている部屋全てに
設置してください。）

（１階以外に寝室がある場合は
設置してください。）

住宅用火災警報器の設置後は・・・
＜安心して使用していただくために，維持管理をしましょう。＞

消防署など公的機関の職員が一般住宅を訪問し，消火器や住宅用火災
警報器を販売することはありません 。悪質業者にご注意を！

☆お手入れをしましょう！
警報器にホコリが入ると誤作動を起こしたり，火災を感知しにくくなります。
お掃除の方法は機種によって違いますので，取扱説明書をご確認ください。
☆点検をしましょう！
警報器の点検ボタンを押すか，ひもを引いて正常に作動するかを確認しましょう。
目安は年に２回程度です。
　（春と秋の火災予防運動の時期に実施することをお勧めします。）
☆音が鳴らない・・・？
　次のことを確認しましょう。
　　・電池はきちんとセットされていますか？
　　・電池切れではありませんか？
　それでも鳴らない場合は，故障が考えられます。取扱説明書を確認してください。
■警報器本体の寿命は？
設置から１０年が経過している場合は，内部の電子機器の劣化が進んでいるおそれ
があるため，本体の交換をお勧めします。

 ■問い合わせ先■（午前９時～午後５時　土・日・休日を除く。）  
 ○旭川消防設備同業組合（トーア消防設備㈱内） ℡ 0166-61-0671　　　　 
 ○旭川消防設備業組合（ヤマト消防設備商会㈲内） ℡ 0166-22-3507　　 
 ○旭川消防設備業研究会（㈱技電内） ℡ 0166-51-5365 
 ○㈳北海道消防設備協会旭川支部（旭川ハツタ商事㈱内） ℡ 0166-26-4100
　※タウンページ等に記載されている「消防用設備用品を扱う業者」も参考にしてください。

変形・傷

変形・損傷

変形・サビ

住宅用火災警報器
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