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本本館館  

消防研究センター 紹介コーナー 
●●１１階階  研研究究紹紹介介ココーーナナーー  

消防研究センターの研究紹介や、開発した機器の実物展示をします。 

刊行物等の展示            ●●３３階階  大大会会議議室室  
刊行した研究所報告、研究資料等を展示紹介します。 

東北地方太平洋沖地震による被害に関する調査結果 
●●１１階階  研研究究紹紹介介ココーーナナーー  

2011年東北地方太平洋沖地震による火災、危険物施設被害に 
関する調査結果を紹介します。 
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災害写真データベース   ●●３３階階  大大会会議議室室 
被災地の被害状況や対応の様子を記録した災害写真のデータベ 
ースです。現在、阪神・淡路大震災以降から東日本大震災に至  
るまでの 15の災害時の様子を紹介しています。 
 

 
石油コンビナートの防災アセスメント 

●●３３階階  大大会会議議室室  
消防庁「石油コンビナートの防災アセスメント指針」に基づくリス 
ク評価手法や、リスク評価の実施・防災対策支援・情報管理等を行 
うことが可能なシステムを紹介します。 

消防防災 GIS       ●●３３階階  大大会会議議室室 
平常時の防災情報の管理や防災マップの作成、災害時の被害情 
報等の登録・整理、市町村庁内や関係機関の間での情報共有、 
雨量情報の表示などが可能なシステムを紹介します。 

消防防災博物館       ●●３３階階  大大会会議議室室 
消防の歴史や現在の活動、災害や防災の基礎知識、各種報告書、
防災グッズ・機器を一堂に集めた防災展示場などの情報を満載し
た、インターネット上の博物館を紹介します。Flash ゲームを楽
しめるコーナーもあります。平成 23年 5月より、「東日本大震災
特設コーナー」を新たに設け、被災地の現地調査報告や有識者か
らの寄稿等を掲載しています。 
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石油タンク地震動被害予測推定システム    
●●３３階階  大大会会議議室室 

石油コンビナート地域などに立地している大型石油タンクの地 
震時の揺れによる被害を事前に予測したり、地震発生後すみや 
かに推定したりすることのできるコンピュータシステム（ソフ 
トウェア）の研究開発成果を紹介します。 

リチウムイオン電池の過熱危険性 
●●３３階階  大大会会議議室室  

リチウムイオン電池が火にさらされた場合、発火する写真を展

示して加熱された時の危険性を紹介します。 

消防力適正配置調査     ●●３３階階  大大会会議議室室 
消防署所の移転・新設・統廃合、消防車両の配置換え、消防本    
部の広域化など、消防力配置の検討において、適正配置と運用 
効果を算出するシステムを紹介します。 
 
 
 

 

大規模地震対応消防計画にかかる審査マニュアル
及び訓練指導マニュアル 

●●３３階階  大大会会議議室室  
大規模地震対応消防計画にかかる作成・審査マニュアル及び改善見
直しに関する訓練指導マニュアル（PDCA手法）の紹介をします。 
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火災時に発生する旋風 
●●主主実実験験場場  

火炎の風下に発生する旋風（竜巻状の空気の渦柱）を可 

視化する実験を行います。 

次世代バイオガソリンの燃焼性状 
●●主主実実験験場場  

地球に優しいバイオマス燃料の一つとして注目されて 

いるブタノールを含むバイオガソリンの火災危険性を 

調べるため、直径１ｍの容器で燃焼実験を行います。 

火災シミュレーションの研究 
●●２２階階 VVRR 室室  

パソコンを用いて火災を再現するシミュレーション技術 

を紹介します。 
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地震等大規模災害時応急対応支援システム 
●●１１階階  ホホワワイイエエ及及びび北北側側会会議議室室  

地震等大規模災害直後の消防本部，自治体災害対策本部等

での意思決定を支援するシステムの紹介をします。 

情情報報管管理理棟棟  

実演（随時） 

原因調査室の業務 
●●１１階階  

原因調査室の調査業務、研修業務、支援業務を紹介します。 

建建築築防防火火研研究究棟棟  
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サーマルマネキンによる消防 
隊員用防火服の耐炎性能試験 
●●ママネネキキンン室室  

サーマルマネキンに着用させた消防隊員用防火服を火炎

暴露する試験装置を紹介します。 

物物質質安安全全研研究究棟棟  
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可燃性液体火災の消火実験 
●●主主実実験験場場及及びび観観測測室室  

２流体消火ノズルを用いて、横浜市消防 

局と共同で消火の実演を行います。 

泡消火技術の高度化をめざして 
●●副副実実験験場場  

泡消火のメカニズムを小規模タンク火災 

の消火実験を交え紹介します。 

実演 
（時間指定） 

実演 
（時間指定） 

総総合合消消火火研研究究棟棟  
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実演（随時） 

 実演 
（時間指定） 

 実演 
（時間指定） 
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東京消防庁消防技術安全所の紹介   
●●３３階階  大大会会議議室室 

東京消防庁消防技術安全所で行った研究・検証成果などを紹介

します。 
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  日本消防検定協会 

展示コーナー 
●●音音響響試試験験場場//情情報報館館  

消火器、スプリンクラーヘッド、火災報知設備等消防用機

械器具の展示と説明を行います。 

エアゾール式簡易消火具による 
消火実演及び消火体験 
●●消消火火散散水水試試験験場場  

当協会の鑑定に適合し、「ＮＳマーク」の付されたエアゾ

ール式簡易消火具による天ぷら鍋火災の消火実演をしま

す。 また、希望者は当該消火具を使用して家庭内で想定

される小規模火災(ゴミ箱火災)の消火体験ができます。 

住宅用火災警報器の展示 
●●感感知知器器試試験験場場１１階階  

当協会の鑑定に適合し、「ＮＳマーク」の付された住

宅用火災警報器の展示と説明を行います。また、警報

器が煙を感知し、警報を発するまでの状況の実演等を

行います。 

       

実演 
（時間指定） 

実演（随時） 

消火器の操作体験 
●●消消火火散散水水試試験験場場  

訓練用の消火器を用いて目標物に放射する消火の疑似体

験をすることができます。また、各種消火器及びエアゾー

ル式簡易消火具の展示も行っております。 

ビデオ放映コーナー 
●●音音響響試試験験場場//情情報報館館  

ビデオにより消防機器の検定制度及び検定協会の紹

介をいたします。 
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実演（随時） 

ビデオ放映（随時） 

セルフサービスのコーヒーを
ご用意しております。 

 

25 



 
 
 
  

　　　ビデオ放映コーナー

　　　石油タンク地震動被害予測システム

     地震等大規模災害時応急対応支援システム

　　　消火器の操作体験

　　　住宅用火災警報器の展示

25

24

22

18

4

　　　火災時に発生する旋風

　　　次世代バイオガソリンの燃焼性状

　　　可燃性液体火災の消火実験

　　　泡消火技術の高度化をめざして

　　　エアゾール式簡易消火具による消火実演
   　 及び消火体験
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火災時に発生する旋風 

次世代バイオガソ 
リンの燃焼性状 

エアゾール式簡易消火具
による消火実演及び消火
体験 

泡消火技術の高度化 
をめざして 

可燃性液体火災の 
消火実験 

住宅用火災警報器の展示 

（時刻：15分区切り） 

実演スケジュール

消火器の操作体験 地震等大規模災害時応急支
援システム 

実演 
（時間指定） 

実演（随時） 

 

消防大学校 

消防大学校での教育訓練資器材 
●●屋屋外外訓訓練練場場  

消防大学校での教育訓練で使用している消防車両等を展

示します。 
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消防大学校 

消防研究センター 

日本消防検定協会 

消防科学 
総合センター 

消防大学校は、国、都道府県の消防事務に従事する職員及び市町村の消防職員、
消防団員に対し、幹部として必要な高度な教育訓練を行うとともに、消防学校ま
たは消防訓練教育機関に対し技術的援助を行うことを目的として設置されたも
のです。 
幹部に対する講義のほか、消防車、救急車を実際に使用した訓練も行っています。   
      

沿  革 ：昭和２３年 消防講習所創設 
：昭和３４年 消防大学校に改組 

         職 員 数：１１名 (定数)            

日本消防検定協会は、消防用の機械器具等についての試験、検査、研究、調査な
どを行い、火災等による被害を軽減することを目的として設立された試験・検査
機関です。現在、消火器、閉鎖型スプリンクラーヘッド、火災報知設備などの検
定業務、はしご付消防自動車、エアゾール式簡易消火具、住宅用火災警報器など
の鑑定業務、放水型ヘッド等スプリンクラー設備などの性能評価業務、消防ポン
プ自動車などの受託試験業務及びＩＳＯへの国際協力など幅広い活動を行って
います。 
       

設  立：昭和３８年１０月１日  
職 員 数：１０４名 (常勤)     

消防科学総合センターは、消防防災に関わるデータバンク、シンクタンクとして
設立された機関です。現在消防防災ＧＩＳの研究、防災・危機管理に関する e・
ラーニングの推進、消防力適正配置に関する調査、石油コンビナートの防災アセ
スメント、消防防災関係の統計処理など、幅広い調査研究及び大規模地震対応消
防計画の作成支援等情報提供のための事業を行っています。また、市町村長、職
員その他防災関係者がいつでも参加できる危機管理能力の向上を目的とした市
町村向け防災研修を実施しています。 
       

設  立：昭和５２年４月１６日 
     役職員数：２２名 (常勤)         

消防研究センターは、消防防災の科学技術に関する研究を総合的・組織的に行う
我が国唯一の国立研究機関です。前身の独立行政法人消防研究所をもとに、緊急
対応・災害調査等、国民の安心安全に直結する機動的な消防庁の施設等機関とし
て平成１８年度に創設されました。特に、国が担う必要のある社会的緊急性の高
い領域での安全確保に照準を合わせ、災害時における消防の活動その他の消防科
学技術に関する研究、調査及び試験を行っています。また火災災害調査部では特
異火災事案や各種大規模災害に対する現地調査、各消防本部からの要請に対する
調査支援活動等を行っています。 
    

沿  革：昭和２３年      消防研究所設置 (国家消防庁内局) 
：平成１３年４月   独立行政法人消防研究所 となる。  
：平成１８年４月    消防庁に消防研究センター 創設 

職 員 数：２６名 (定数)   



 
 
 

平成 24 年度の主な行事 
 

会場への交通のご案内 
 

消太です。 
今後とも宜しく！ 

※これらはすべて予定です。内容の詳細はホームページ等でご確認ください。 

 

日本消防検定協会  
Japan Fire Equipment Inspection Institute 
 
 
〒182-0012 
東京都調布市深大寺東町 4-35-16 

Tel ： 0422-44-7471 
Fax ： 0422-47-3991 

http://www.jfeii.or.jp/ 

消防庁消防大学校 
Fire and Disaster Management College 
 
消防庁消防研究センター  
National Research Institute of Fire and Disaster 
 
〒182-8508 
東京都調布市深大寺東町 4-35-3 
Tel ： 0422-44-8331 
Fax ： 0422-42-7719 

http://www.fri.go.jp/ 

 

(財）消防科学総合センター  
Institute for Fire Safety & Disaster Preparedness 
 
 
〒181-0005 
東京都三鷹市中原 3-14-1 
Tel ： 0422-49-1113 
Fax ： 0422-46-9037 

http://www.isad.or.jp/ 

 

●消防防災機器の開発等、消防防災科学論文及び原因調査事例の募集 
【応募受付期間：4 月 23 日～5 月 11 日】 

 
●調査技術会議 

【東京：5 月 24 日、25 日】 【名古屋：7 月 25 日】 【仙台：9 月 6 日】 【大阪：11 月 29 日、30 日】  

【北九州：平成 24 年 2 月 21 日】 
 
●全国消防技術者会議 【10 月～11 月】 

●消防防災研究講演会 【平成 25 年 1 月下旬】 

●防災啓発研修講演会 【東京：7 月 5 日、6 日】 
●防災啓発研修 【年間 20 回実施】 

●消防防災情報誌「消防科学と情報」 【年 4 回季刊発行】 

消防研究センター 

消防科学総合センター 


