
 

 

 

 

 

 

横浜消防出初式2020
にせんにじゅう

開催！ 
～集い 学び 楽しめる 安全安心フェスティバル～ 

 

 

 

 

 

 
 
 
１ 実施日時 

令和２年１月 12日(日)午前 10時 30分から午後３時まで (小雨決行) 
 
２ 実施場所 

横浜赤レンガ倉庫イベント広場・１号館、赤レンガパーク及び象の鼻パーク 
 
３ 実施内容（ステージイベントの内容が一部変更になる場合があります。） 

 

 
 
４ 実施主体 

主催 横浜市消防局・株式会社 tvkコミュニケーションズ（横浜消防出初式運営事業体） 

共催 横浜市消防団 

後援 横浜商工会議所、一般社団法人横浜青年会議所、神奈川新聞社、tvk（テレビ神奈川）、 

ＦＭヨコハマ、ラジオ日本、公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー、 

一般社団法人横浜みなとみらい 21、横浜駅西口振興協議会、横浜駅東口振興協議会 

協力 横浜海上保安部、自衛隊神奈川地方協力本部、神奈川県警察、米海軍日本管区司令部消 

防隊、横浜市立大学附属市民総合医療センター、江ノ島電鉄株式会社、相模鉄道株式会 

社、東急電鉄株式会社、横浜高速鉄道株式会社、株式会社横浜シーサイドライン、 

横浜市交通局、京浜急行電鉄株式会社 

 

【ステージイベント第１部】 【ステージイベント第２部】 

11:00 
オープニングセレモニー 

市長挨拶等 
13：00 

消防団ＰＲ 

「ダンス＆トーク！目指せ、地域のヒーロー！」 

11:20 古式消防演技 13：22 航空救助訓練 

11:33 消防音楽隊ドリル演技 13：46 
消防音楽隊による火災予防絵本の朗読と演奏 

「みんな森の仲間とオオカミのサイレン」 

11:50 消防総合訓練 14：10 救急ＰＲ「楽しく学ぼう！心肺蘇生法」 

12:12 一斉放水 
14：30 

横浜アンパンマンこどもミュージアムプレゼンツ 
「ドリーミングとうたおう！新春コンサート」 

15：00 一斉放水 

【参加体験コーナー】 

消火器体験、119 番通報体験、消防団広場、地震体験、オリパラＰＲ、煙体験、救助体験、子どもはしご車搭
乗体験など 

令 和 元 年 1 2 月 ５ 日 
消 防 局 総 務 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

【裏面あり】 

年頭にあたり、市民の皆様が身近に安全・安心を実感できるよう、集い、学び、楽しめるイ

ベントとして、横浜消防出初式 2020を開催します。 

「よこはま地震防災市民憲章」を踏まえ、震災時における火災対策等について、特に市民・地

域・企業による自助・共助の取組ＰＲに重点をおいて実施します。 



 

５ 主な出席者（予定） 

市長、副市長、横浜市会議長・副議長、常任委員会委員、消防団長会会長、経済界、協力機関、

関係局長等 

 

６ 取材について 

取材を希望される場合は、当日、９時以降に赤レンガ倉庫２号館前の総合案内ブース「報道受

付」にお越しください。 

なお、報道関係者とわかる腕章を必ず持参いただくようお願いします。 

 

７ その他 

(1) 入場は無料です。 

(2) 雨天等の場合は、実施内容を変更又は、中止する場合（当日の午前６時に決定）があります。 

また、中止の場合は、公式ホームページ上でご案内いたします。（http://www.dezome.yokohama/） 

 

 
 

 

 

 

 

【参考】各区消防出初式の開催について 

１ 実施日時 

令和２年１月５日（日）から１月 11日（土）までに各区で開催いたします。 

２ 実施内容 

各区消防出初式では、一斉放水や消防総合訓練のほか、梯子乗り・木遣りなど伝統技能の披露、

消防団・消防車両の行進、消防団・消防功労者に対する表彰、消防車両の展示などを行います。 

３ 各区の行事概要・日程 

別紙「令和２年 各区消防出初式等日程・行事概要」を参照してください。 

４ その他 

取材については、各消防署までお問合せください。 
 

お問合せ先 

消防局総務課担当課長 稻村  宣泰 Tel 045-334-6576 

【アクセス】JR・市営地下鉄「桜木町駅」より汽車道経由で徒歩約 15分  

「関内駅」より徒歩約 15分 

みなとみらい線「馬車道駅」または「日本大通り駅」より徒歩約 6分 

「みなとみらい駅」より徒歩約 12分 

横浜赤レンガ倉庫案内図 

http://www.dezome.yokohama/


行政区 日時 場所 行事名・連絡先 概要
１月５日（日） 曹洞宗大本山總持寺大駐車場 令和２年鶴見区消防出初式
10:00～12:00 （鶴見二丁目１番１号） （鶴見消防署：503-0119）

１月11日（土） 反町公園（反町１丁目12番地） 令和２年神奈川区消防出初式
10:00～12:00 ※雨天時は横浜市民防災センター （神奈川消防署：316-0119）

１月７日（火） 西公会堂 令和２年西区消防出初式
13:00～15:00 （岡野一丁目６番41号） （西消防署：313-0119）

１月５日（日） 横浜情報文化センター 令和２年中区消防出初式
10:00～11:30 （日本大通11番地） （中消防署：251-0119）

１月７日（火） 南公会堂及び南消防署ガレージ前 令和２年南区消防出初式
13:15～15:55 （浦舟町２丁目33番地） （南消防署：253-0119）

１月７日（火） 港南ふれあい公園（港南四丁目２番） 令和２年港南区消防出初式
9:00～10:20 ※荒天時は港南区総合庁舎５階会議室他 （港南消防署：844-0119）

１月７日（火） 保土ケ谷公会堂及び周辺   　 令和２年保土ケ谷区消防出初式
10:00～11:35 （保土ケ谷区星川１－２－１） （保土ケ谷消防署：334-6696）

１月11日（土） 旭公会堂及び旭区役所第１駐車場 令和２年旭区消防出初式
10:30～13:00 （鶴ケ峰一丁目４番地12） （旭消防署：951-0119）

１月11日（土） 杉田臨海緑地（杉田五丁目31番地） 令和２年磯子区消防出初式
10:00～11:30 ※荒天時は磯子公会堂 （磯子消防署：753-0119）

１月７日（火） 金沢公会堂・泥亀公園 令和２年金沢区消防出初式
9:10～11:50 （泥亀二丁目9番1号） （金沢消防署：781-0119）

１月11日（土） 令和２年港北区消防出初式
10:00～12:30 （港北消防署：546-0119）

１月11日（土） 令和２年緑区消防出初式
10:00～12:00 （緑消防署：932-0119）

１月５日（日）
10:00～11:30

１月６日（月） 都筑公会堂・都筑区総合庁舎中庭 令和２年都筑区消防出初式
13:30～15:20 （茅ケ崎中央32番１号） （都筑消防署：945-0119）

１月11日（土） 戸塚公会堂・柏尾川河川敷 令和２年戸塚区消防出初式

10:00～11:55 （戸塚町127番地） （戸塚消防署：881-0119）

１月11日（土） 栄公会堂及び栄区役所駐車場 令和２年栄区消防出初式
13:30～15:10 （桂町279番地29、桂町303番地19） （栄消防署：892-0119）

１月５日（日） 横浜市泉区民文化センターテアトルフォンテ 令和２年泉区消防出初式
13:00～14:30 （和泉中央南5-4-13）・地蔵原の水辺 （泉消防署：801-0119）

１月７日（火） 瀬谷公会堂及び二ツ橋公園 令和２年瀬谷区消防出初式
9:45～11:30 （二ツ橋町190番地） （瀬谷消防署:362-0119）

第一部:式典　第二部:川島囃子/横浜清風高等学校吹奏楽部演奏 /放水演技及び一斉
放水/ 　ちびっこ防火衣着装体験はしご車搭乗体験

青　　葉
式典／日本体育大学チアリーダー部による演技／横浜市消防音楽隊による演奏／纏振り込み・は
しご乗り／車両分列行進（消防団車両）／消防総合演技／一斉放水／車両展示

令和２年青葉区消防出初式
(青葉消防署：974-0119）

郷土芸能（獅子舞）／式典／横浜市消防音楽隊演奏／車両分列行進／消防団・自衛消
防隊操法展示／消防総合演技/一斉放水／横浜市立田奈中学校吹奏楽部演奏/消防ふれ
あいコーナー（消防車両展示・子ども用防火衣着装体験）

十日市場消防訓練場及び少年スポーツ広
場（十日市場町888番地）
※荒天時は緑公会堂（式典等）

緑

港　　北
式典／徒歩・車両分列行進／郷土芸能（獅子舞）/纏振り込み・はしご乗り／尚花愛
児園鼓隊演奏/市立太尾小学校マーチングバンドドリル演奏／消防総合演技／一斉放
水／車両展示

式典、杉劇リコーダーず演奏  ／横浜市消防音楽隊演奏・車両分列行進・消防総合演
技・一斉放水／ 消防ふれあいコーナー （子供用防火衣着装体験、ＶＲ体験、消防車
両・資機材展示、消防車両乗車体験）

式典（金沢公会堂）／ 木遣り・纏振り込み／ 横浜中学高等学校和太鼓演奏／消防総
合訓練及び一斉放水（消防隊等・消防団）／消防車とふれあいコーナー

金　　沢

戸　　塚
第１部　式典（戸塚公会堂） ／ 第２部　新春防災コンサート（戸塚公会堂）日立製
作所横浜音楽隊による演奏 ／ 第３部　一斉放水（柏尾川河川敷）消防団・自衛消防
隊等による放水

第一部：式典　／第二部：古式消防演技／横浜市立東山田中学校吹奏楽部演奏　／第
三部：消防演技/一斉放水

都　　筑

青葉公会堂（市ケ尾町31番地４）及び青葉区
総合庁舎第二駐車場（市ケ尾町33番地）

新横浜公園(日産スタジアム)第１駐車場
（小机町3300番地）
※荒天時は日産スタジアム会議室

式典／纏振り込み・はしご乗り／久良岐太鼓演奏／横浜市消防音楽隊演奏／消防団声
楽隊合唱／救助演技・はしご車搭乗体験／車両展示

南

令和２年 各区消防出初式等日程・行事概要

鶴　　見
式典／木遣り歌・纏振り込み／車両分列行進／消防団訓練/市立潮田中学校マーチングバンド部
演奏／消防総合訓練／一斉放水／車両展示・撮影/はしご車搭乗体験(人数制限有)

西

中

旭
式典／横浜商科大学高等学校吹奏楽部ミニコンサート／消防団震災対策活動演技
(旭公会堂)高所救助演技／ふれあい広場(旭区役所第１駐車場)

磯　　子

式典/横浜創英中学・高等学校バトン部演技 /車両分列行進/消防総合演技/一斉放水/栗田谷中学
吹奏楽部演奏/消防ふれあいコーナー（消防車両展示、SR部隊･米軍消防隊・警察白バイ含む、ミ
ニ防火服着装撮影会、消防団車両乗車体験・実際に走行します）

ビデオ等による西消防団活動紹介／表彰／横浜市消防音楽隊ミニコンサート／消防演
技（消防署員及び消防団員による演技）

港　　南
第一部：式典　第二部：纏振り込み・はしご乗り／車両分列行進／横浜市消防音楽隊
ドリル演奏／消防総合訓練／一斉放水／車両展示

式典/木遣り歌/纏振り込み/消防訓練/一斉放水/ 消防団活動紹介/車両展示/防災体験
(起震車、防火衣着装）/防火ポスター展示

保土ケ谷

神 奈 川

瀬　　谷
式典（瀬谷公会堂）／お囃子／瀬谷保育園「荒馬踊り」／横浜市消防音楽隊演奏／消
防総合訓練／消防団一斉放水/消防車両展示

式典（横浜市泉区民文化センターテアトルフォンテ）／ 総合演習(地蔵原の水辺）泉

式典（栄公会堂）／横浜市消防音楽隊演奏／消防団機器取扱、総合訓練 ・ 一斉放水
（栄区役所駐車場)

栄
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