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平 成 ２ ３ 年 度 事 業 報 告 書 

（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで） 

 

平成２３年度は、東日本大震災発生直後の社会的混乱の中で事業活動を開始し

たが、その後の社会の落ち着きとともに、都民、事業所の防災に関する意識と対

策への取り組みは、近年にない高まりをみせてきた。この大震災の教訓等を踏ま

え、都民が安心して暮らせる社会の実現を基本理念とし、社会公共の福祉の増進

に寄与するため各事業の積極的な推進に努めた。 

 

Ⅰ 公益目的事業 

１ 防災・救急指導事業 (公１)  

  防災業務関係者の育成、都民の防災意識と行動力の向上、応急手当の普及啓 

発並びに救急需要対策等として、次の事業を実施した。 

⑴ 普及啓発事業 

ア 「自主防災」の発行 (年６回、１００，０００部) 

  協会の調査研究専門委員をはじめとする防災専門家からの寄稿、消防

防災関係機関・事業所等の防災対策に関する取り組み記事、また、消防

関係法令の改正概要や各種試験講習日程等、防火・防災に係る情報を掲

載し、都民、防災業務関係者等へ配布した。 

イ 「てあて」の発行 (年４回、２０，０００部) 

  応急手当に関するトピックス、専門医等による救急医学知識、著名人

インタビュー等の内容を掲載し、都民、事業所、関係医療機関､行政機関

等に配布した。 

ウ 「救急だより」の発行 (年２回、１４０，９００部) 

  救急車の適正利用に関することや救命講習の案内、東京民間救急コー

ルセンターの利用案内等について掲載し、町会、自治会等に配布した。 

エ インターネットを活用した情報提供 

  各種講習案内、イベント情報、救命講習の申込受付、応急手当に関す



 

る知識等について情報を発信するとともに、協会の事業概要やコンプラ

イアンスに係る情報提供を実施した。 

 ホームページアクセス     １，７９４，１４９件 

インターネットによる救命講習申込  １５，８６２名 

オ 火災予防運動期における防火防災普及事業 

  秋・春に実施される全国火災予防運動期にポスター４７，５００枚を

作成し配布した。 

  また、１１月７日「明治安田生命ビル」で、２月２７日には「品川シ

ーフォートスクエア」で防災トークショーを開催した。 

カ 防災教育動画の製作による啓発事業 

  都民の防災思想の普及及び防災行動力の向上を図るため、東日本大震

災の「映像の記録」と「専門家の知見」を伝え、残すことにした。この、

防災教育動画「３．１１ 私たちは何を経験したか」は東京消防庁の監

修を得て製作し、防災館・博物館などで上映した。 

キ 各種イベントへの参加事業 

  各種イベントに参加し、各種情報の提供、防火防災意識の向上や応急

手当等の普及啓発、また、防災・救急用品の展示等を実施した。 

(ｱ) 日本医学会総会体験博覧会（６月２４日～２６日） 

(ｲ) 丸の内キッズフェスタ（８月１５日～１７日） 

(ｳ) 震災復興キャンペーン（１１月１６日）  

(ｴ) 東京消防出初式（１月６日）等  

ク 危険物安全週間、防災週間等による防火防災普及事業 

  危険物安全週間用啓発ポスター（１５，１６０枚）、防災週間用啓発

ポスター（１９，３００枚）をそれぞれ作成配布した。 

ケ 防火防災への取り組み等の公募による防災意識の普及啓発事業 

  町会・自治会、事業所等の防火防災に関する取り組みや活動を公募し 

た。 



 

特に、優秀な取り組みを実施した町会・自治会、事業所等を「地域の防

火防災功労賞」として、平成２４年１月１６日に表彰式を開催するなど、

その活動を普及させるために都民に紹介した。 

また、防火防災標語の選考結果を都民に公表し、奨励するとともに活 

用した。 

コ 講演会開催等事業 

(ｱ) 講演会 

平成２３年１１月１日、防災事業関係者を対象に東京大学地震研究所 

教授纐纈一起氏を講師に招き「想定外と地震の科学」と題した講演会を

開催し、１３１名が聴講した。 

(ｲ) 表彰式 

講演会に併せて、防災関係者、防災事業者及び救急関係者に対し理 

事長賞を贈呈した。 

  ○1  消防設備保守功労          ８名  ７事業所 

  ○2  防火管理・危険物安全管理団体会長 ２１名 

 ○3  消防用設備等点検済表示管理委員   １名 

 ○4  防災調査研究専門委員        １名 

 ○5  東京民間救急コールセンター登録事業者    ６事業所 

 ○6  救命講習インストラクター制度奨励事業者   ４事業所 

 ○7  当協会発展に尽力した功労     ２１名 

サ 自主防災活動を行う団体への助成事業 

  防火防災思想の普及を行う団体、地域における災害予防活動等を行う

団体を対象に、協会助成規程に基づき公募を行い当該団体の助成事業を

実施した。 

(ｱ) 防火防災思想の普及等に関する事業        １４２件 

(ｲ) 危険物の安全管理に関する事業           ４３件 

(ｳ) 事業所における自主防災組織の育成事業に関する事業 ６３件 



 

シ 住宅防火対策の普及啓発事業 

  住宅火災による被害軽減を図るため、聴覚障害者も観覧できる演劇「稲

村の火」の講演会を開催し、都民の防火防災に対する啓発を実施した。

（９月２５日、１２月１０日） 

⑵ 講習・セミナー事業 

  防災業務関係者の育成並びに都民の応急手当の知識、技術の向上のため

の各種講習、研修会を実施した。 

ア 法令等に定められた資格取得講習 

(ｱ) 防火安全技術講習(本講習２回、再講習１０回) 

(ｲ)  防火管理技能講習(３回)   

(ｳ)  消防設備点検資格者講習(本講習９回、再講習３４回) 

(ｴ)  地下タンク等定期点検技術者講習(定期３回、初回３回) 

(ｵ) 可搬消防ポンプ等整備資格者講習(本講習、特例、再講習各１回) 

(ｶ) 防火対象物点検資格者講習(本講習４回、再講習４回) 

(ｷ) 防災管理点検資格者講習(４回) 

イ 資格取得者のための受験準備講習 

(ｱ) 危険物取扱者試験受験準備講習(甲種２回、乙四１１回) 

(ｲ) 消防設備士試験受験準備講習(乙四１回、乙六１回) 

(ｳ) 自衛消防技術試験受験準備講習(定期２５回、臨時１３回) 

ウ 防災業務関係者及び都民を対象とする講習会 

防火・防災ゼミナール（1回､ ２６５名 ） 

エ 応急手当の普及啓発に関する講習会等の開催 

(ｱ) 乳幼児事故防止セミナー (３回) 

(ｲ) 親子応急手当大会 (３回) 

(ｳ) 子供の事故防止と応急手当講座 (２６回) 

(ｴ) ホームヘルパー講習 (８回) 

(ｵ) 救命講習インストラクターによる普及事業 (２６２回) 



 

(ｶ) 応急手当普及員と連携した救命講習 (５回) 

(ｷ) 島しょ地域の救命講習 (２回 小笠原) 

⑶ 調査研究、資料収集事業 

防災、救急に関する調査や資料を収集分析し、研究を実施した。 

ア 東京都震災対策条例に基づく事業者の震災対策 

イ 防火安全に関する調査研究等 

ウ 高層建築物等における高齢者等の利用者数の調査研究 

エ 新たな蘇生法ガイドラインに対応する指導方法の調査研究 

オ 救急指導能力向上に関する研究等(日本臨床救急医学会、日本蘇生学会、

全国救急隊員シンポジウム等の各種学会等への参加を含む。) 

⑷ 検査事業 

ア 少量危険物タンク試験確認     （７件） 

イ 金属製１８ℓ缶等の試験確認    （５件） 

⑸ 消防用設備等点検済表示制度事業 

ア 消防用設備等に点検済票を貼付することにより点検実施者の責任の明

確化等、適正な点検を推進するための広報、啓発等の事業を推進した。 

（９５７，０７５枚） 

イ 点検実施者の資質の向上と点検業務の確実な履行促進を図るため、各種

講習を実施した。                           

⑹ 応急手当普及啓発事業 

  応急救護訓練等を自主的に開催する医師会、公的機関、民間団体等に対

し、各種訓練用人形及び訓練用自動対外式除細動器（ＡＥＤ）の貸出しを

実施した。 

⑺ 救急関係機関に対する協力事業 

  応急手当や救命率の向上を図るため、救急医療資格の取得を目指す者等

が行う救急車同乗研修に際して、研修者の研修成果向上と安全を目的にコ

ーディネート事業を実施した。 



 

⑻ 東京民間救急コールセンター運営事業 

  救急需要対策の一つとして、緊急性のない患者等の移動手段に民間救急

及びサポートＣａｂ(タクシー)の利用促進を図るため、配車案内やリーフ

レットによる普及広報、事業者のレベルアップ対策等の事業を実施した。 

⑼ 各種スポーツ・イベント等への応急救護協力 

      公的機関等が開催する東京マラソンなどのスポーツ大会や各種イベン

トに、参加都民の応急救護を目的として、現場救護所へのＡＥＤ等資器材

の提供や応急救護員を派遣した。 

２ 防災・救命講習事業 (公２) 

  防火管理者、防災管理者、危険物取扱者及び消防設備士の育成並びに都民

の応急手当の知識、技術の向上を目的として、次の事業を実施した。 

⑴  防火・防災管理講習事業 

ア 防火・防災管理新規講習 (２５０回 ３４,９５７名) 

イ 防災管理新規講習 (２２回 ３，１７０名) 

ウ 乙種防火管理講習 (６０回 ３，９５１名) 

エ 甲種防火管理再講習 (１４回 １，４４２名) 

⑵  消防講習事業 

ア 危険物取扱者保安講習 (３６回 ７，０９２名)  

イ 消防設備士講習 (４７回 ９，３６６名) 

⑶ 救命講習事業（随時 ２３１，００３名） 

ア 普通・上級救命講習 

イ 指導者用救命講習 

ウ 現場派遣員用救命講習 

エ 患者等搬送乗務員用救命講習等 

３ 防火防災思想普及事業 (公３) 

  消防に関する歴史的な遺産や装備の展示等による防火防災思想の普及啓発

をはじめ、火災や地震等の模擬体験施設を活用した防災行動力の向上を目的と



 

して、次の事業を実施した。 

  なお、消防博物館、防災館３館合同企画として、１１月１日から３月３１日

まで「東日本大震災から学ぶ」と題し、各館でテーマ別の展示や消防の活動

や被害状況等が総合的に学べるスタンプラリーを実施した。 

⑴  消防博物館 (消防防災資料センター) 運営事業 

ア 所蔵品の公開展示、常設展示替え、特別企画展等を実施し、都民への 

防災思想の普及と来館促進を図った結果、２００，２２７人が来館した。 

 イ 防災思想の普及及び来館者増を図るため、特別企画展等を実施した。 

(ｱ) スタッツ消防ポンプ自動車乗車撮影会 4月17日

(ｲ) 東日本大震災・消防隊の活動 4月29日～ 5月 8日

(ｳ) ニッサン180型消防ポンプ自動車乗車撮影会 5月 5日

(ｴ) アーレンス・フォックス消防自動車乗車撮影会 6月12日

(ｵ) みんなで学ぼう地震の歴史 －津波と液状化のしくみ－ 

  7月16日～ 8月28日

(ｶ) トヨタ救急自動車乗車撮影会 7月18日

(ｷ) 防災週間ミニ展示 8月27日～ 9月 4日

(ｸ) ベンツ・メッツ梯子自動車乗車撮影会 9月19日

(ｹ) 消防ヘリコプター搭乗撮影会 10月 1日

(ｺ) マキシム消防ポンプ自動車乗車撮影会 10月10日

(ｻ) 定火消  －常設消防のはじまり－        10月22日～11月20日

(ｼ) 消防博物館わくわく工作教室 

         10月29日～3月25日毎週土曜日又は日曜日

(ｽ) いすゞ・メッツ梯子自動車乗車撮影会 11月 3日

(ｾ) イベコ・マギルス梯子自動車撮影会 11月25日

(ｿ) 消防博物館クイズラリー 12月10日～12月25日

(ﾀ) 防火マジックショー 12月23日

(ﾁ) 町火消－江戸を守った勇気と力－ 1月 7日～ 3月 4日



 

(ﾂ) スタッツ消防ポンプ自動車乗車撮影会 1月 9日

(ﾃ) 防災とボランティア週間ミニ展示 1月14日～1月22日

(ﾄ) ニッサン180型消防ポンプ自動車乗車撮影会 2月11日

(ﾅ) 宝さがしツアー 2月26日～ 4月 3日

(ﾆ) 防火防災落語 3月 3日

(ﾇ) 3.11東日本大震災から１年特別企画展 3月10日～ 3月31日

(ﾈ) 消防博物館おはなし会「防災について学ぼう」 3月11日

(ﾉ) 防火マジックショ－ 3月18日

(ﾊ) ｱｰﾚﾝｽ・ﾌｫｯｸｽ消防ポンプ「自動車乗車撮影会」 3月20日

⑵ 池袋・立川・本所防災館 (都民防災教育センター) 運営事業 

    各防災館は、常設展示、各種防災体験、特別企画展のほか、東日本大震

災の教訓等を踏まえた展示広報等を実施し、都民への防災思想の普及と防

災行動力の向上を図った結果、３館合計で、２９９，１１４人が来館した。 

   ア 池袋防災館 

     池袋防災館は、平成２４年３月２８日開館以来（昭和６１年１１月９

日）１５０万人の来館者がありました。 

(ｱ) 新米パパママのための応急手当講習会 毎月第３日曜日

(ｲ) キュータ防災ぬりえフェスタ 3月17日～ 4月 4日

(ｳ) 防災ぬりえ展＆母の日手作りプレゼントフェア 

  4月21日～ 5月 8日

(ｴ) パパは我が家のレスキュー隊 ロープ結索にチャレンジ 

  6月 1日～ 6月19日

(ｵ) 親子で学習 目指せ！防災博士 7月13日～ 8月29日

(ｶ) 集まれ 家族みんなで防災体験 8月21日

(ｷ) ザ・サバイバル２０１１ 見て！聞いて！試して！ 

  8月31日～ 9月12日

(ｸ) 都民の日 池袋防災館まつり 10月 1日



 

(ｹ) 突入火災多発期！ 防火対策は万全？ 

  11月 2日～11月21日

(ｺ) いけぞう＆サンタと学ぶ今年の災害展 

  12月 7日～12月25日

(ｻ) サンタと一緒に防災体験             12月17日、18日、25日

(ｼ) 知って備えるＢＯ－ＳＡＩ展 ２０１１ 

  1月 7日～ 1月23日

(ｽ) 見て！知って！なるほど納得！防火展 

  2月23日～ 3月12日

   イ 立川防災館 

(ｱ) 新米パパママ応急手当講習会 毎月第２土曜日

(ｲ) あなたのまちの守り 立川防災施設 4月29日～ 5月 5日

(ｳ) シルバーのための応急手当講習会  

 6月18日、9月17日、2月18日

(ｴ) 夏休みも立川防災館へ 7月16日～ 8月17日

(ｵ) 地震に備えて＆応急手当 8月27日～ 9月28日

(ｶ) チビッコ消防官になろう 10月 1日

(ｷ) 秋の火災予防運動特別企画 火災から尊い命を守ろう 

  11月 6日～11月16日

(ｸ) 年末年始の事故を防ごう 12月 3日～12月25日

(ｹ) 共に助け合って防災とボランティア 1月 7日～ 1月31日

(ｺ) 春の火災予防運動特別企画 火災から尊い命を守ろう 

  2月25日～ 3月 7日

ウ 本所防災館 

      本所防災館は、平成２３年１２月１６日開館以来（平成７年４月２７

日）１５０万人の来館者がありました。 

(ｱ) ビギナーパパママ応急手当教室  毎月第３土曜日



 

(ｲ) こどもの日特別企画展             4月29日～ 5月 8日

(ｳ) あなたのまちは大丈夫！ 

洪水ハザードマップを確認しよう！        7月23日～ 8月16日

(ｴ) 「東京焼失」関東大震災の記録を振り返る  

  8月27日～ 9月11日

(ｵ) 都民の日特別企画展 10月 1日

(ｶ) 秋の火災予防運動特別企画展 11月 1日～11月15日

(ｷ) クリスマス特別展 12月17日～12月25日

(ｸ) 災害時君は生き残れるか？ 

！サバイバル手帳クイズラリー開催！  1月14日～ 1月22日

(ｹ) 東日本大震災から1年特別企画展 2月25日～ 3月31日

 

Ⅱ 収益事業等 

 １ 防災・救急関係図書等販売事業（収１） 

   防火防災、救急に関する図書、資器材等の販売、法令に基づく防火対象物

の認定証の頒布事業等、次の事業を実施した。 

⑴  防災、救急関係図書の販売事業 

ア 防災関係図書 

     ６種類の改定版等と既刊図書を併せ８３種類１５９，３７２部を販売 

した。 

   イ 救急関係図書 

     救急蘇生ガイドラインの内容を網羅した各種図書及び１０種類の救命

講習専用テキスト等を２１８，９７６部販売した。 

⑵  防災、救急関係資器材等の販売事業 

    消防博物館、各防災館、イベント会場で各種資器材等を販売した。 

ア 防災関係用品・資器材等 

  家具転倒防止器具、折りたたみ式ヘルメット、簡易トイレ等の各種震



 

災対策用品、非常食等を販売した。 

   イ 救急関係用品・資器材等 

     三角巾、人工呼吸用ポケットマスク、アルミックスシート等の各種応 

急手当用品をはじめ、「もしもの時の救急安心シート」を販売した。 

⑶  優良防火対象物認定証等の頒布事業 

 防火基準点検済証、防火優良認定証、優良防火対象物認定証等を頒布し

た。 

⑷  優良防火対象物適合状況調査等事業 

    優良防火対象物適合状況調査１７件、避難安全検証８件を実施した。 

２ 患者等搬送事業（他１） 

  民間患者等搬送車(国土交通省の免許)、患者用救急車による搬送事業を実

施した。 

⑴  民間患者等搬送車による搬送事業  

救急車を利用するほどの緊急性はないが、一般の事業者では対応が困難

な患者の転院や入退院等の搬送を２４８件実施し、豊富な経験と技術で、

質の高い搬送サービスを利用者へ提供した。 

⑵  患者用救急車の運行事業 

    都立多摩・小児総合医療センターの患者用救急車（ドクターカー）の運 

行業務を多摩医療ＰＦＩ 株式会社から受託し、新生児用救急車１台、小児

用 救急車１台により搬送業務４２１件を実施した。 

 

Ⅲ その他法人の目的を達成するために必要な事業 

１ 合併に伴う救急事業本部の整備事業 

２ 合併に伴うホームページのリニューアル事業 

３ 協会上申による表彰関係 

⑴ 黄綬褒章             １名 

⑵ 消防庁長官表彰 



 

(ｱ) 危険物保安功労         １名    １事業所 

(ｲ) 消防設備保守功労        １名 

⑶ 財団法人消防設備安全センター理事長表彰 

(ｱ) 消防設備保守功労        ５名    １事業所 

(ｲ) 防災安全功労          １名    １事業所 

⑷ 財団法人全国危険物安全協会理事長表彰 

  (ｱ) 危険物保安功労         ３名 

  (ｲ) 優良危険物関係事業所            １事業所 

  (ｳ) 協会発展に尽力した功労     １名 

⑸ 関東甲信越地区危険物安全協会連合会長表彰 

   危険物保安功労         １０名     ２事業所 

４ 協会理事長による表彰 

東京マラソン２０１０救護活動支援功労      １５事業所 

 

Ⅳ 協会の管理運営 

１ 評議員会及び理事会の開催に関すること 

⑴ 評議員会 

 ア 第８回評議員会（平成２３年６月２２日） 

   第１号議案 平成２２年度事業報告について 

   第２号議案 平成２２年度決算報告について 

   第３号議案 評議員の補欠選任について 

   第４号議案 理事の選任について 

 イ 第９回評議員会（平成２３年１１月１８日決議の省略） 

   第１号議案 評議員の補欠選任について 

   第２号議案 理事の補欠選任について 

 ウ 第１０回評議員会（平成２４年３月１６日） 

   議 案 公益財団法人東京防災救急協会役員の報酬等に関 



 

する規程の一部改正及び報酬年額について 

 ⑵ 理事会 

 ア 第９回理事会（平成２３年６月７日） 

      第１号議案 平成２２年度事業報告について 

      第２号議案 平成２２年度決算報告について 

      第３号議案 第９回評議員会の招集について  

   イ 第１０回理事会（平成２３年６月２２日） 

      第１号議案 理事長の選定について 

      第２号議案 副理事長の選定について 

      第３号議案 専務理事の選定について 

   ウ 第１１回理事会(平成２３年８月２０日決議の省略) 

      議 案 理事長の選定について 

 エ 第１２回理事会（平成２４年３月１４日） 

   第１号議案 平成２４年度事業計画について 

   第２号議案 平成２４年度収支予算について 

   第３号議案 「公益財団法人東京防災救急協会東京国際消防防災展 

事業積立金に関する規程」の制定について 

      第４号議案 第１１回評議員会の開催について 

２ 防災関係団体等との連携交流 

    防災関係団体等との連携交流を目的として、１月２５日に賀詞交歓会を実 

施した。 

３ インターンシップの受け入れ 

  ８月２２日から８月３０日までの７日間、首都大学東京が開校する授業科

目「現場体験型インターンシップ」における実習先として、消防博物館（消

防資料センター）、立川防災館（都民防災教育センター）、救急事業部にお

いて、４名の実習生を受け入れた。 


