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資機材取扱い訓練（旧鶴田中学校）

ドローン取扱い訓練

宮之城地区生コンクリート協同組合との協定書に基づく消防用水確保訓練（虎居川内川河川敷）
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危険

ウイルスには強い！！ 火には弱い？？

消毒用アルコールにおける事故多発！！
昨年、12月に中国湖北省武漢市で発生が報告されて以降、世界各地で爆発的に感染拡大し、日本国内で
も未だ感染拡大が続いている新型コロナウイルス感染症。
ご家庭や外出先などで普段何気なく使用している『消毒用アルコール』は、ウイルス感染症対策とし
て非常に有効である一方、使用する環境や方法をひとつ間違えると、やけどや火災を引き起こす可能性が
あり、事故事例も数多く報告されています。
今回は、消毒用アルコールに起因して発生した事故などについて、事例や注意事項をご紹介します。

事例

①

事例

消毒用アルコールを使
用した後、鍋物をしよ
うとカセットコンロを
点火したところ、袖口
に付着したアルコール
に着火してやけどした。

事例

③

エアコン洗浄の
際、消毒用アル
コールで掃除を
したところ、発
火して火災が起
きた。

事例

車の中に消毒用アル
コールを置いたままに
していたところ、容器
が破裂し発火して火災
が起きた。

④

消毒用アルコールを使用し
た後、たばこに火を付けた
ところ、ライターの火が手
に付着したアルコールに引
火してやけどした。

事 故 を 防 ぐ 注 意 事 項
〇一般的なアルコールは、消防法上の危険物（第４類アルコール類）に該当し、燃えやすい性質が
あります。消毒液や消毒用として使用できる飲用アルコールも同様です。

◦火気の使用時は、近くでアルコールを使用しないこと。
◦火気の使用前に手指消毒をした際は、完全に乾くのを待つこと。
◦詰替えを行う際は、アルコール液が飛散しないように注意し、十分に換気しながら
行うこと。
◦アルコールは揮発性が高いので、容器の栓をしっかりと閉め、直射日光が当たらな
いように保管すること。
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②
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飛沫感染防止用シート
・アクリル板などの

火災に注意！

新型コロナウイルス感染症が流行して以降、多くの人が出入りする店舗
や金融機関、官公庁の窓口などに、飛沫感染防止用シートやアクリル板が
設置されているのが多く見受けられます。
このシートやアクリル板は透明で視認性も良く、また咳などによる飛沫
の拡散を防止する反面、そのほとんどは 石油製品のため、火を近づけ

るだけで容易に着火し、瞬く間に燃え広がる性質があります。
飛沫感染防止用シートを設置する場合は、難燃性または不燃性のシート
の使用を検討するとともに、コンロの火気や高温となる照明器具の近くに
は設置しないように注意して下さい。
事例

①

事例

②

大型商業施設でライターを買った客が、レジ近くで試しに着火さ
せたところ、飛沫防止用シートに燃え移り火災となった。
レジカウンターに天井吊り下げ式の飛沫防止用シートを取り付
けたところ、近くにあったダウンライト照明の熱でシートが溶け
飛沫感染防止用シートが燃えている
実験時の様子

てしまった。

飛沫感染防止用シートなどの設置や取り替えの際、何か分からない点がございましたら、
消防本部警防課予防係までお問い合わせください。

秋の全国
全国統一防火標語「その火事を

予防運動

防ぐあなたに 金メダル」を合言葉に、11月９日から15日

までの７日間、秋の全国火災予防運動が実施されます。

さつま町内では９月30日現在、火災が10件、
（建物４件、林野２件、その他４件）発生しています。

空気が乾燥し、また暖房器具の使用頻度が多くなるこれからの時季は、非常に火災が発生しやすくな
りますので、一人一人が火の用心に努めましょう。
また消防署では、６月から『住宅用火災警報器の維持管理』について、さつま町
公式のFacebookやInstagram、LINE、YouTubeで動画配信をしております。
ぜひ、この動画をご覧いただき、ご自宅の住宅用火災警報器の点検をお願い致し
ます。
おいどんが、住宅用火災警報器の点検
方法について、くわしゅ、ゆっかすっ
で、こんQRコードを読みとって、み
てくいんやん！
住警器どん

QRコード
さつまタイガー

（住警器啓発キャラクター）
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NET119
導入間近！
緊急通報システム
令和３年２月から「NET119緊急通報システム」のサービスを開始します。
これは、聴覚や発語に障がいのある方が、お手持ちのスマートフォンや携帯電話の画面から選択ボタン
やメッセージ機能により、消防署へ通報ができるシステムです。
▼NET119緊急通報システム

①通

自宅

通報イメージ

報

② 通報者と消防署との文字でのやり取り

外出先
消防と通信中

消防と通信中

こちらは、○○消防

はい

です
「はい」ですね

きゅうびょう

急 病 ですか？
け

が

怪我ですか？
どんな症状があるか
メッセージを送って

急病

みてください
いしき

こきゅう

意識・呼吸はありま

息が苦しい

すか？

「息が苦しい」です
ね

「はい」・「いいえ」
メッセージ入力

をタップし返答も可能
送信

メッセージ入力

送信

※スマートフォンでの通報画面の一例です。

① 費用について
システムの登録は「無料」です。但し１回の通報にメールを１件送信する程度の通信料が別途かかります。

② NET119のシステムを登録できる通信機器について
docomo、au、SoftBank、Y!mobile 等のスマートフォンや携帯電話で利用することができます。その他、
タブレットやPC からも利用ができる機種があります。

③ 通報者と消防署との文字でのやり取りについて
通報者の状況確認や対処する方法、避難等の伝達、また通報者の位置の確認などを選択ボタンや文字入力
で行うことが可能です。使い方は、上記の通報イメージのような操作で、撮影した写真を消防署へ送信する
機能もあります。

④ 登録や詳細について
本サービスを利用するには、事前に利用者情報（氏名・年齢・住所など）の登録を行う必要があります。
登録申請の開始時期や申請方法については、システム機器の設置完了後、消防本部ホームページや町の広報
紙などでお知らせする予定です。
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救急隊 からの電話 に
ご理解 とご協力を！
出動した救急隊が、現場に向かいながら、通報者やご家族に対して、患者さんに関す
るさまざまな情報を収集し、現場活動をスムーズに行えるよう に、電話をかける場
合があります。
今回は、どのようなことを聞かれるのか、またどのようなメリットがあるのか、ご紹
介します。

最新型ドローン

今回導入した

−4−

■ 救急隊から聞かれる内容

■ メリット
〇救急隊が知りたい情報を直接聞き取るこ
とができる。
〇現場に到着する前に情報を得ることで、
現場活動時間の短縮につながる。
〇現場の状況を救急隊が車内で事前に共有
できる。

贈呈式

◆患者さんのお名前と生年月日を教えてく
ださい？
（例）さつま太郎です。昭和〇年〇月〇
日です。
◆ 患 者 さ ん の 現 在 の 様 子 は、 い か が で す
か？
（例）現在も胸の痛みが続いています。
◆今かかっている病気や、かかりつけの病
院がありますか？
（例）高血圧があり、〇〇病院にかかっ
ています。
◆今〇〇付近を走行中です。あと〇分で到
着します。
◆救急車のサイレンが聞こえたら、案内を
お願いします。
◆保険証やお薬手帳の準備をお願いします。

さつま町危険物
安全協会から寄付

さつま町危険物安全協会は、危険物の適正な貯

蔵・取扱い並びに管理の向上と災害防止を目的と

して設立され、本年度で30周年を迎えました。

その記念事業として、地域防災活動に活用して

ほしいと、寄附を頂きました。

消防本部では、頂いた寄附を費用の一部に充て、

最新型のドローンを購入し、今後の災害現場や被

害状況の確認など幅広く活用させていただきます。
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しびこども園

あさひこども園

警防研修会を開催

恵光保育園

日、コロナ禍における感染防止対

つるだ同朋子ども園

８月

クラブ

策を講じ、鹿児島市消防局から警防係専門
員の迫田耕平氏を招き、警防研修会を開催
しました。
研 修 会 で は、「 広 域 消 防 応 援 体 制 」 と い
う演題で、大規模災害発生時における緊急
消防援助隊の組織体制や令和２年７月、熊
本県で発生した豪雨災害被災地における鹿
児島県隊の活動概要、被災地における受援
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吉祥園保育所
さつま町幼年消防クラブは、現在５団体あり、幼年期に
おける、防火教育を目的に、さまざまな活動を行っています。
主な活動内容は、防火パレードなど各種イベントでの火
災予防ＰＲ活動、消防出初式における規律訓練などです。
今年度は、コロナ禍の影響で、イベントが中止となってい
ますが、コロナに負けないよう、幼年消防クラブ員の子ど
もたちは元気いっぱい防火活動に取り組んでいます。

体制など、熱の入った講義を受けました。
当本部では鹿児島県北西部地震（平成９
年３月）や鹿児島県北部豪雨災害（平成
18

年７月）を経験しており、大規模災害時の

研修会の様子

迅速な応援・受援体制を確立するうえで非
常に有意義な研修会となりました。

幼年 消防

28

