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亀山市消防本部 



市民用消防訓練テキスト作成について 

 

・背景と目的 

平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災や平成２３年３月に発生した

東日本大震災で経験したように、大規模な災害が発生した場合の「自助：

共助：公助」の割合は「７：２：１」と言われています。これは、大災害

ではその地域を支える消防を含む行政も被災者となり、すぐにはすべての

被災者対応ができないばかりか、被災者のもとに行くこともままならない

現状を表しています。 

災害による被害を少しでも小さくするために、「自分の命は自ら守る」

を原則として、市民の防災意識の高揚や地域における相互扶助体制の充実

に取り組み、自主的な救助・救援活動などを行うことが重要です。 

そこで、自助・共助を強化するため、市民の方々にもできる初期消火の

方法や身近な物を使った救助方法を消防が培ってきた知識や技術を市民

用にアレンジし、テキストとして取りまとめました。 

 

・注意事項等 

 このテキストは亀山市消防本部が提案する初期消火の方法や救助方法

などの一例です。また、作業を行うに当たりケガをするおそれが十分に考

えられます。ヘルメットや手袋などの装備を行い作業に当たるとともに、

身の安全が確保できない場合は避難を優先し、消防隊員などの到着を待つ

ことも考慮してください。 

応急処置の内容については、亀山市消防本部ホームページ内の「普通救

命講習テキスト」を参考にしてください。また、亀山市ホームページ内の

「防災・安全情報」では「防災マップ・洪水ハザードマップ」や「避難す

るときのために」などの情報が掲載されていますので、災害時に安全によ

り早く避難をするためにお役立てください。 

このテキストが、市民の方々の命を守る参考資料となれば幸いです。 
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1 　初期消火の方法

  

（１）　消火器の取扱い

1

ホースを外し、先を火元に向ける

消火器の安全ピンを引き抜く

　大きい声で周囲の人に火災を知らせ、消
火器を火災現場まで運ぶ

火災を発見した場合は、すぐに大きな声で周囲の

人に知らせます。

１１９番通報・初期消火・避難誘導を協力して行

います。火が天井に届いてしまったら、迷わず避難

してください。避難するときは、燃えている部屋の

窓やドアを閉めて空気を遮断し煙を吸い込まないよ

うに、一気に走り抜けてください。

※ 消火器は見えやすい場所に置いてありますか？

消火器の位置は火元になりえる場所から離して

置くようにしましょう。（火災が発生すると、危

険で取れなくなる場合があります。）

消火器の動作は主に３つの動作で覚えます。

その動作は・・・

「ピン」「ポン」「パン」

この動作を覚えるだけで、簡単に使用できます。

まずは、「ピン」
これは、黄色い安全ピンを抜く動作です。安全

ピンは、全ての消火器が上方に抜く仕様になって

います。安全ピンを引き抜くと、レバーのストッ

パーが外れ、握れるようになります。

次に「ポン」
この動作はホースを消火器本体から外すときの動

作です。消火器によっては、先端部分に蓋がついて

いるものもありますが、後の動作で自動的に外れる

仕様になっています。

ホースを外し火元に向けますが、この時はホース

の先端部分を持つようにしてください。薬剤が噴出

されるときにホースが暴れ、放射が安定しないこと

があります。

ホースの外し方は、消火器によって若干の違いが

ありますので、お持ちの消火器を確認してください。

ピン

ポン
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レバーを強く握る

最後に「パン」
この動作は、レバーを握る動作になります。

レバーを握ると、中の圧力で粉末等の消火薬剤

を噴出する仕組みになっています。

女性や年配の方で握力が強くない方は、消火器

を地面に置き、上からレバーに体重をかけると放

射することもできます。

消火器には有効な射程距離や有効に消火できる

時間が設定されています。その性能を理解してい

ないと、完全に消火するのは難しくなります。

消火器は、火元から約３～５ｍの距離をとって、

使用します。

放射時間はよく見かける大きさ（１０型）のも

ので約１０～１５秒と非常に短い時間なので、有

効に放射する必要があります。

燃えているものに狙いを定めて消火しつつ、炎が

周りに広がって行かないように周囲も消火器で放射

します。イメージとしては、ほうきで掃くように放

射します。

屋外で使用する場合は、風の影響を受けて消火薬

剤の噴射距離が短くなるので、風上から使用するよ

うにしてください。

最後に火勢が弱まってきたら、徐々に距離を詰め

ながら火元に向い、完全に消火しましょう。

火

火

３～５ｍ

ほうきではくように！



　住宅用消火器について
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○　消火器まとめ

　種類と特徴

住宅用消火器はその名の通り住宅用に作られている消火器で、天ぷら油火災やストー

ブ火災に対応しておりコンパクトで女性や高齢者でも操作しやすい造りになっています。

本体容器の色の規制がないため、カラフルなものやおしゃれなデザインが多く、キッチ

ンや家の中に置いておいてもインテリアの雰囲気を損ないません。ただし 消火器の設

置義務がある事業所等（会社や飲食店、病院など）には業務用消火器の設置が必要です。

住宅用消火器の耐用年数は5年、エアゾール式（スプレー）消火器の耐用年数は3年で、

薬剤の詰め替えはできない構造となっています。

一般家庭用として開発された住宅用消火器は、中身の消火薬剤の種類によって〝粉末タ

イプ〟と〝液体(強化液)タイプ〟に分類することができます。

いずれも長所・短所があるため、一概にどちらの消火器が優れているとは言い切れませ

んが、下記に示す比較表を参考にしながら、自宅に適した住宅用消火器を選ぶようにしま

しょう。

消火器は火災の初期に有効な消火器具ですが、初期消火することができずに炎が天井

に延焼した場合は避難を優先してください。天ぷら油火災での近距離放射は鍋内の油が

飛び散り、炎が拡大するだけでなく、消火器取扱い者本人も火傷するおそれがあります

ので注意してください。

古くなった消火器（底の部分）は腐食により破裂する危険性が高く、死亡事故も発生

しており、業者に廃棄処理を依頼してください。

一般の住宅については法令による消火器設置の義務や法定点検の義務はありません。

専門業者を装った悪徳業者が訪問販売で消火器を強引に売りつけたり（リース契約な

ど）、法外な点検料や引取料を請求されるといった事例が報告されていますのでご注意

ください。



　  

　（２）　消火栓ボックス（格納箱）及び消火栓の取扱い

　大きい声で周囲の人に火災を知らせ、
消火栓ボックスを開ける

ボックス内の道具を確認
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火災を発見した場合は、すぐに大きな声で周

囲の人に知らせ、人数を集めてから適切に行っ

てください。消火栓ボックスには３つの道具が

入っています。消火栓の蓋を開け、水を出すた

めのバルブ開閉を行う「消火栓ハンドル」。前

後に接続金具が付いた１本２０ｍの「消防ホー

ス」が３本。ホースの先から火元に向けて水を

放水する「筒先」。この３つの道具を使用し、

初期消火を行います。

消防ホース ３本

筒先 １本

消火栓ハンドル １本

※ 消火栓ボックスの場所は把握していますか？

消火栓ボックスには左のような赤い色が目印

のものと、木製で取り出し口の広いタイプの２

種類があります。そして、消火栓ボックスはお

住まいの地区にある消火栓付近に設置してある

場合がほとんどですので、一度確認してみてく

ださい。消火栓は３人以上で使用します。
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付近にある消火栓を見つけ、蓋の開放を行う

消火栓は消火栓ボックスの近くにあります。

見つけたら、ボックス内の器具（消火栓ハンド

ル）を使用して蓋の開放を行います。

注意しなければならないのは消火栓の種類と

形状です。写真の①～③のものはハンドルの

フックを利用して、てこの原理で開放は可能で

すが、④と⑤はロックがついているので通常通

りの方法では開放できません。

写真の黄色い丸部分にハンドルを差し込み、

ロックを押し込めば、ロックが外れ、通常通り

の使用方法で開放することが可能になります。

⑥の丸型消火栓は、ハンドルの形状を替えれ

ば使用できます。また、⑦地上式消火栓なども

存在します。

１

２ ３

４ ５

６ ７
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左がオス金具・右がメス金具

ホースの延長先を確認

ホースを真っ直ぐに延長

消火栓の蓋を開ける

消火栓ハンドルの先端（先が平らな方）を、

蓋の中央にある（角２箇所の物もあります）穴

に差し込み、てこの原理で蓋を開放します。蓋

が固く閉まっているものは、挟まっている砂を

除去し、ハンドルで叩き衝撃を加えると開き易

くなります。蓋は非常に重いので、腰や足元に

注意しながら開けてください。

ホースを火元へ真っ直ぐに延ばします。折れて

いたり、捻っていると水圧が低下します。

ホースを延ばす際は、メス金具を足で踏んで、

オス金具を手に持ち、ボーリングの様に前方へ

転がすように延ばして下さい。

ホースの両端には、ホースを結合するための

オス金具とメス金具が付いています。オス金具

とメス金具の結合は、「カチッ」と音がするの

を確認してください。結合が不充分だと通水し

た際に結合箇所が外れてしまい、負傷事故につ

ながるおそれがあります。
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メス金具を吐水口に結合・確認

ホース延長、金具結合・確認

　ホースを結合し、適切な場所まで伸
ばし火点に向ける

筒先にホースを結合

ホースのメス金具を消火栓の吐水口のオス金具

に結合し、引っ張って結合を確認します。

ホースを延ばしきったら、放水者の筒先にある

メス金具とホースのオス金具を結合します。こち

らもしっかりと引っ張って確認してください。

ホースを結合した後は、オス金具とメス金具を

引っ張って確認しください。

放水者は、体を前傾にして両手で筒先を保持し

てください。
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水を送り放水する

伝達後、補助

合図後、ハンドルを徐々に開放

　○　消火栓まとめ

準備ができたら、放水者がホースの延長者に放

水の合図を送り、ホース延長者が送水者に伝えま

す。送水者は合図を聞いてから水を送るようにし

ましょう。

消火栓の圧力は場所によって違います。バルブ

の開放をゆっくり行い放水者の状況を確認しなが

ら、全開にせず適正な圧力で放水します。急激な

開放は負傷事故につながるおそれがありますので

十分注意してください。

訓練ではバルブを開放しないでください。急な

開放は濁り水の原因になります。

延長者は、送水者に合図後、放水者のもとへと戻

り、放水者と協力し、火元への放水を行います。

※ 水の圧力で放水者が転倒したり、筒先を離し

てまうおそれがあり、重大な事故につながりま

すので放水は必ず合図を聞いてから行ってくだ

さい。ホースは真っ直ぐに延ばすようにしてく

ださい。ホースが曲がると水圧が下がり、うま

く放水できないことがあります。途中で折れを

直すと、今度は水圧が上がり、放水者が負傷し

てしまう危険性があります。

消火栓は火災の初期に有効な消火設備ですが、消火に懸命なあまり１１９番通報や避

難などが遅れ、被害が拡大する可能性があります。火災を発見した場合は、すぐに大き

な声で周囲の人に知らせます。１１９番通報・初期消火・避難誘導を協力して行います。

また、消火栓による初期消火活動は、最低３人以上(放水者・延長者・送水者)で行い、

単独操作は絶対に行わないでください。

操作は慌てずにゆっくりと確実に行い、事故防止に努めてください。

送水者

延長者 放水者



２ 救出・救助等の方法 

（１） 救出・救助 

   ア 車載ジャッキやバールを用いた倒壊建物等からの救出方法 

車に載っているパンタグラフジャッキやダルマジャッキの使用方法、バールを使用

した重量物からの救出方法を紹介します。 

 

このジャッキは、通常、車に積載されているジャ

ッキです。タイヤがパンクした時などに緊急用とし

て用意されています。 

 長いボルトを回転させることで、ジャッキ本体が

伸び縮みします。 

    パンタグラフジャッキの例 

 パンタグラフジャッキのボルトの先端にレバー

を取り付け、ボルトを回転させます。 

車種にもよりますが最大使用荷重は軽乗用車に

積載されているもので４００～６００ｋｇです。   

セダンタイプの乗用車に積載されているもので

６００～８５０ｋｇ、ミニバンタイプに積載され

ているもので１，２００～１，３００ｋｇになり

ます。 

 パンタグラフジャッキのボルト先端 

 パンタグラフジャッキは完全に畳まれた状態で

は持ち上げる力を得ることができません。持ち上げ

たい物に隙間がない場合は、バールなどを利用して

スペースを作る必要があります。 

パンタグラフジャッキは大変、不安定なジャッキ

です。丈夫で平らな場所で使用し、ジャッキによっ

て確保されたスペースには、あて木などをあて、万

が一、ジャッキが外れても重量物が落下しないよう

にしてください。 

 パンタグラフを伸び縮みさせる方法 
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トラックなどの大型車両には写真のようなジ

ャッキが積載されている場合もあります。 

写真のジャッキの使用荷重は１，５００ｋｇ

です。 

ダルマジャッキ 

 

この部分に専用の工具を差し込み、回転させると受け皿部分が上昇します 

 

※  あくまで車両を持ち上げるためのジャッキです。緊急時以外は取り扱い説明書の使用

方法を守ってください。緊急時であっても、使用を推奨しているものではありません。 

   どちらのジャッキを使用する場合でも、持ち上げる高さは救出に必要な高さに止め、

重量物の落下に注意し、周囲の安全が確保されていない場合や持ち上げ対象物が不安定

な場合は二次災害の危険があるため、近づかないでください。 
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 バールを使用しての倒壊家屋等からの救出方法

を紹介します。 

 バールとは大工道具の一種で、左の写真のよう

に“てこの原理”を利用する金属製の棒のことを

いいます。 

 

 

 

 

       バール         

 左の写真のように倒壊した家屋に人が下敷きに

なっていると想定し、救出方法を記載します。 

  

 

 下敷きになっている人の近くにあて木になるも

のを差し込み、これ以上建物が下がり、下敷きに

なっている人に重量が掛からないようにします。 

 また、バールを差し込む場所もあて木同様、下

敷きになっている人の近くに差し込みます。 

 

あて木、バールの差し込み 

 下敷きになっている人の様子を観察しながら少

しずつ持ち上げます。 

また、持ち上げる場合、倒壊建物は幾重にも物

が重なっており、大変不安定であることから、最

小限にとどめてください。 

その後、物が持ち上がり、スペースができたら

その分のあて木を差し込みます。 

  持ち上げの状況、あて木の追加 
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 下敷きになっていた人を素早く引きずり出し、

安全な場所まで搬送します。 

 救出後は更なる倒壊の危険性があることから、

現場には近付かないでください。 

       素早く救出 

 

 

重量物が重く、バールのみでの持ち上げが困難

な場合は、バールが入るパイプ等があれば、支点

から力点までの距離が延び、少ない力で持ちあげ

ることも可能です。 

 

 

 

 

 

 

※  クラッシュシンドローム：（挫滅症候群）ついて 

身体の一部が長時間挟まれるなどして圧迫され、その解放後に起こる様々な症候です。

特に四肢が長時間圧迫を受けると筋肉が損傷を受け、組織の一部が壊死します。その後、

圧迫された状態から解放されると壊死した筋細胞から悪い成分（カリウム、ミオグロビン、

乳酸）などが血液中に大量に漏出します。発症すると意識の混濁、顔面や唇が青くなり尿

漏れなどの症状がみられる他、心室細動（注 1）、心停止が引起こされたり、腎臓の尿細

管が壊死し急性腎不全を起こしたりします。 

救出後は、早急に医療機関へ搬送してください。 

 

注 1 心室細動 

心臓の心室が小刻みに震えて全身に血液を送ることができない状態です。 
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%83%E5%AE%A4%E7%B4%B0%E5%8B%95


イ 車の窓ガラスの破壊方法 

  災害発生時等、車の中に人がおり、救出のためにガラスを破壊する方法を紹介します。 

※  フロントガラスは合わせガラスのため、破壊は不可能です。 

 

 左の写真の様にビニール袋等に石を入

れ、割りたいガラスに叩きつけ、破壊しま

す。ビニール袋は破れやすいので、十分注

意をしてください。 

その際、飛び散ったガラス片や、勢いを

付けすぎ、割れた窓の中に腕が入るなどし

て、ケガをしないように注意してください。 

 

 手元にビニール袋がなければ、靴下やス

トッキング等でも代用ができます。また、

手頃な大きさの石がない場合も小銭等で

代用可能です。 

 

 

 

 

※  破壊する窓ガラスは車に乗っている人から離れた窓（フロントガラス以外）を選択し

てください。また、車の中の人や、周囲に人がいる場合はその人たちに声を掛けてから

破壊してください。 
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（２） 傷病者の搬送
    ア　 担架搬送法（担架を用いた搬送法）

○　簡易担架の作成方法

○　担架搬送の注意点

　　　    応急的に作成した担架を用いて行う搬送方法を紹介します。原則として足側を前
　　　  にして搬送しますが、急な坂道での搬送は傷病者に負担をかけないため頭側を高く
      　して搬送します。

14

毛布で作る担架

１ 毛布の３分の１ほどの所に棒を置き棒を包み込むように折り返します。

２ 折り返した毛布の端にもう１本の棒を置き、さらに折り返すと完成です。

服で作る担架／ロープで作る担架／毛布だけの担架

服の両袖を棒に通します。 ロープを８の字に通します。 毛布の両側を巻き込みます。

左下写真の持ち上げ方では腰を痛めてしまうので右下の写真のように背筋を伸ばして

持ち上げましょう。

腰を曲げるのは危険です。 背中が一直線になるようにしましょう。



   　イ　徒手搬送法（担架を用いない搬送法）

 ○　１人で搬送する方法

  

15

応急手当を終えた傷病者を搬送したり、危険な場所にいる傷病者を安全な場所に移

動させる場合の方法です。搬送中は動揺や振動を少なくし、傷病者に苦痛を与えず安

全に搬送することが大切です。

担架が使えないような場所、担架がない場合、または緊急に安全な場所へ移動させ

る必要がある場合に用いられます。

徒手搬送は慎重に行っても傷病者に与える負担が大きいので必要最小限にとどめま

しょう。

背部から後方へ移動する方法です。

おしりを吊り上げるようにして移動

させます。

背部から後方へ移動する方法です。

傷病者の身体を包んだ毛布やシーツ

ごと引っ張って移動させます。

胸部を圧迫することも多いので注意

してください。

背負い搬送 横抱き搬送法

背負いや横抱きにより移動する方法です。

背負いでは傷病者の腕を交差するか平行にさせて両手をもって搬送します。

横抱きは子供や小柄な人を搬送するのに向いてます。

※ １人での搬送は傷病者への負担が大きいばかりではなく、自分への負担もかなり大

きいため無理はせずに、複数での搬送を心がけましょう。



○　２人で搬送する方法

○　３人で搬送する方法

16

傷病者の左右をかかえて移動

する方法です。

手を組み、膝の下を持って

移動する方法です。

※ 傷病者の首が前に倒れるおそれがあるので注意します。２人がお互いに歩調を合わ

せ、傷病者に動揺を与えないようにします。

傷病者の下に腕を入れて持ち上げる方法です。

写真のように片膝をついて座り、傷病者の下に十分腕を入れます。

持ち上げる時は頭側の人が合図をして３人が同時に行動するようにしましょう。

傷病者の下に腕を入れます。 一旦持ち上げ、膝の上に

載せます。
傷病者の下に十分腕を

入れます。
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