
2019年 6月 25日(火) 西柴防災ニュース 第 34号 

1 

 

 西柴防災ニュース 西柴団地自治会防災部 

横浜市金沢区西柴四丁目1-11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜消火器の種類と選び方＞ 
消火器とは、初期火災において、消火する人が安

全かつ確実に消火することができるものです。現在

一般家庭で、最も広く使われている消火器は、 強化

液消火器と ABC粉末消火器です。 

この２つの消火器は A（普通火災）B（油火災）C

（電気火災）に対応しています。また、 それぞれの

用途に特化した消火器が存在するので、 その性

能・特徴に合わせ、使用することが大切です。 

１.火災種別による分類 

A.普通火災：木材、紙、繊維などが燃える火災です。

nn 

B.油火災：石油類その他の油類などが燃える火災

です。 

C.電気火災：電気設備などの火災です。 

２.住宅用消火器と業務用消火器 

消火器を大きく分類すると、「住宅用消火器」と「業

務用消火器」に分かれます。 

（１） 住宅用消火器（【図 1】参照） 

「住宅用消火器」は、一般住宅用に設置が推奨

され、次のような特徴があります。 

・天ぷら油火災やストーブ火災などに対応。 

・コンパクトで女性や高齢者でも操作しやすい。 

・本体容器の色の規制がなくカラフルなものが多

い。 

・耐用年数は 5年程度。 

・薬剤の詰め替えはできない。 

・加圧式のものはなくすべて蓄圧式なので安全。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）業務用消火器 

    「業務用消火器」は、法令で定められた設置 

義務のある消火器で、建物用途以外にも車両や

船舶など一定の基準で設置が義務付けられてい

ます。外面の 25%以上が赤色にするよう決められ

ています。耐用年数は 10年程度です。 

＊業務用消火器を住宅に設置し使用することは

可能です。しかし、消防法により消火器の設置

義務がある事業所等に、住宅用消火器を設置

することはできません。 

【図１】住宅用消火器と適応火災種別表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 普通火災 

適応 

 

消火器の種類・性能・特徴、 

使い方と留意点をおさらいしましよう！ 

 
 

私たちの身近にある消火器ですが、実際の使い方をどの程度ご存知でしょうか。いざという時に使い方を知

らず、慌ててしまうことがないようにしたいものです。突然の事故から自分の身を守るためにも正しい知識を持

っておくことは非常に大切です。今回は、消火器の種類や選び方・使い方等についてご紹介します。 
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３.投てき用消火用具（㈱フアインテック製の場合） 

投げるボトルタイプなので、子供からお年寄りまで 

  誰でも簡単に使用できる消火用具です。 

・初期消火なら約 2秒～5秒で 

瞬間消火！ 

・ABC火災適応 

・-40℃～110℃保管可能、悪臭ナシ！ 

・消火剤は食品添加物レベルの安全基準クリア！ 

 

４.加圧式消火器から蓄圧式消火器へ 

かつては主流の消火器として売られていた加圧式

消火器は、時代の流れとともに蓄圧式消火器にシフ

トしております。2013 年度から動きが活発になり、全

ての消火器メーカーが加圧式消火器の生産中止を

発表（一部受注生産）、蓄圧式消火器への生産に完

全に切り替わりました。 

加圧式から蓄圧式へ切り替わった理由は、これま

でに発生した破裂事故がすべて加圧式消火器によ

るもので、死亡者も複数出ていることから大きな問題

となったためです。 

（１）加圧式消火器と蓄圧式消火器の見分け方 

【図２－１】のように圧力ゲージがあるものが蓄圧

式消火器です。【図２－２】のように圧力ゲージがなく、

LOCKマークがあるのが加圧式消火器です。 

【図 2－１】             【図 2－2】 

 

 

 

 

 

 
（２）蓄圧式消火器を使える状態かの点検方法 

蓄圧式消火器の場合は本体上部にある圧力ゲー

ジで確認できます。 

 

【図 3－１】          【図 3－2】 

 

 

 

 

 

 

・【図 3-1】のように現在の圧力を示す赤い針が緑色 

のエリア内にあれば、正常です。 

・【図 3-2】のように赤い針が緑色のエリア外だと使用

できません。内部の圧力が不足している状態で

す。 
（3）蓄圧式消火器のメリットとデメリット 
 Ａ.メリット 

  ①破裂事故発生の危険なく安全性が高い。 

  ②レバーの握りが柔らかく操作しやすい。 

  ③レバーを離せばすぐに放射をストップできる。 

④圧力ゲージの針を見れば、使えるかどうかすぐ 

にわかるので、日常点検が楽。 

Ｂ.デメリット 

  ①加圧式に比べ製造コストがかかるため、若干高
い。 

②消火薬剤の詰め替えに手間と時間がかかる。 

＜消火器の使い方と留意点＞ 
1.大きな声で周囲の人に火災を知らせ、119 番通報を

して、消火器を火災場所まで運びます。  

  【留意点】： 

あまり離れすぎていると、火への放射前に薬剤が

尽きてしまうので、消火器に記載されている放射

距離を目安に、放射地点を決めましょう。  

2. 黄色の安全ピンを上に引抜きます。（【図 4-１】参照） 

3.ホースを外し、ホースの先端を持って火元に向けま

す。（【図 4-2】・【図 4-3】参照） 

【留意点】： 

ホースの途中を持つと、放射の圧力などからねらい

が定まらず、的確に放射できない恐れがあります。 

4. レバーを強く握って放射します。(【図 4－4参照】) 

【留意点】： 

消火器が重い場合、消火器を置いたままレバーを

握って放射する方法もあります。 

【図 4－１】             【図 4－2】 

 

  

【図 4－3】            【図 4－4】 
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5. 火の根元をねらい、手前からほうきで掃くように薬

剤を放射します。  

【留意点】： 

① 自分の身を守りつつ効果的に放射するために、

風上から放射します。室内で放射する場合は、

出入り口を背にして逃げ道を確保します。  

② 放射時間や放射距離は本体に必ず表示してあ

りますので、日頃から確認しておきましょう。 

放射時間は、例えばモリタ宮田工業製の場合、

住宅用消火器（強化液・粉末とも）が約 12 秒、

業務用粉末消火器が約 15 秒、同強化液消火

器で約 30～70秒です。 

＜消火器の廃棄＞ 
不用になった消火器について、当自治会では年

１回の防災訓練に合わせ、回覧により廃棄処理を

まとめて実施していますが、個人で処分する場合

は、放射、解体等の廃棄処理を行っている事業者

（消火器販売店、メーカーの営業所等）に、費用等

を事前にお問い合わせのうえ依頼してください。 

１.処分の手順 

STEP1：消火器の品目を確認する。 

   国内で製造された消火器は、リサイクル処分 

できます。ただし、「エアゾール式消火具」や 

「外国製消火器」は対象外です。 

STEP2：処分方法を選ぶ。 

① 引き取りを依頼する場合：特定窓口（「消火 

器の販売代理店*にご依頼ください。*有限

会社佐藤防災商会(☎045‐781‐9958)等。 

② 直接持ち込む場合：特定窓口または指定引

取場所**にご依頼ください。**モリタ宮田工

業株式会社神奈川営業課(☎046‐785- 

1229)や西濃運輸株式会社横浜南支店

(☎03‐5857‐7609)。 

③ ゆうパックで回収を依頼する場合：「ゆうパ

ック専用コールセンター（☎0120-822-306）」

へ電話での事前申込が必要となります。伝

票と消火器発送用の専用箱が届きますの

で、梱包の上発送します。 

     

 

２. 廃棄時の注意事項 

     安全栓の有無の確認し、安全栓がある場合は

ストッパーが固定されるように安全栓を正しくセ

ットしましょう。安全栓がない場合はストッパー

をテープなどで固定しましょう。 

＜旧規格消火器に関する留意事項＞ 

 

 

【注】下図の通り適応火災が「文字」で「普通・油・電気」

と表示されていたら「旧規格」の消火器です。 

 

 

     

     

     

     

 

上図の通り、適応火災が「絵」で表示されていたら 

「新規格」の消火器です。 

 

 

 

     
 

「適応火災」のマークが「文字表示」

の旧規格消火器を設置できるのは

2021年 12月 31日までです。【注】 

 

【参照したサイト】一般社団法人 日本消火器工業会、

横浜市消防局、消防防災博物館（一般財団法人 消防

防災科学センター）、株式会社ファインテック、消火器リ

サイクル推進センター、消火器ドットインフォなど。 

 

https://www.jfema.or.jp/about/katashiki
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【※１】【警戒】神奈川県砂防海岸課より 

次の地域に土砂災害警戒情報を発表しました。土砂災害

や今後の気象情報等に十分注意 して下さい。 

地域：○○市、△△市 

 

１.緊急速報メールとは 

事前登録なしで緊急地震速報など、

生命に関わる緊急性の高い情報を特定

のエリア内のスマートフォン・携帯電話

に各事業者(NTT ドコモ、au、ソフトバン

ク)が一斉配信するメールです。【注】 

２. 「緊急速報メール」の配信対象区 

(1) 土砂災害警戒情報が横浜市（南部）に

発表された場合：西、中、南、港南、保

土ケ谷、磯子、金沢、戸塚、栄の各区 

（2）土砂災害警戒情報が横浜市（北部）に

発表された場合：鶴見、港北、緑、青

葉、都筑の各区 

３. 即時避難勧告対象区域 

即時避難勧告対象区域とは、市内の

土砂災害警戒区域内にある約 9,800 箇

所の崖地の調査を地質の専門家が実

施し、その調査結果を踏まえて、崖崩れ

が発生した場合に「人家に著しい被害を

及ぼす可能性がある崖地」を抽出し、そ

の周辺を市が独自に避難勧告対象区

域として選定した区域です。当自治会地

域では、西柴二丁目の一部が選定され

ています。 

【※３】横浜市 避難勧告発令 

こちらは横浜市です  ２通目です 

対象地域（以下町丁名の一部）：金沢区西柴 2丁目、 

××区□□町、 ○○区△△一丁目、△△二丁目、 

※区域が不明な方は横浜市ＨＰまたは横浜市コールセン

ター（☎：045-664-2525）で確認して下さい 

Zizenntourokugahituyouna 2525で確認して下さい 

＜「緊急速報メール」の例＞ 

 

【注】事前登録が必要な「横浜防災情報Ｅメール」は、これまで通り送信されます。 

平成 31年３月 25日（月）から、横浜市南部（金沢区他 8区）に土砂災害警戒情報が発表された際、市民の皆

さんにがけ崩れの危険等をお知らせするため、神奈川県から「緊急速報メール」（【※１】参照）が配信されるこ

とになりました。 

また、横浜市からも、土砂災害警戒情報の発表とともに即時避難勧告対象区域としてあらかじめお知らせし

ている区域に対し避難勧告を発令し、下記の配信対象区に対して「緊急速報メール」（【※２】、【※３】参照）を配

信することになりました。 

横浜市南部に土砂災害警戒情報が発表された場合、金沢区役所は「即時避難勧告」を発令し、「即時避難

勧告対象区域（当自治会地域では、西柴二丁目の一部が該当）」にお住いの方が避難できるよう、「西柴中学

校（西柴 1丁目２３－１）」に避難所を開設します。 

横浜市は「自らの身は自らで守る」という考えのもと、ご自宅が「時避難勧告対象区域に含まれているか、事

前に確認していただくとともに、崖崩れが予想される区域の方にすみやかな避難行動」をお願いしています。 

 

 

 

「緊急速報メール」による土砂災害警戒情報の 

配信開始について～土砂災害から「命」を守るために～ 
 

【※２】横浜市 避難勧告発令 

こちらは横浜市です 

○月○日○○時○○分、横浜市（北部・南部・全域）の一

部地域に避難勧告を発令しました 

対象地域：即時避難勧告対象区域としてあらかじめお知ら

せしている区域 

※区域の詳細は次の緊急速報メールでお知らせします。 

理由：土砂災害の危険性が高まったため 

行動要請：がけ地から離れる等の避難行動 

※発令区域外でも危険を感じたら直ちに避難して下さい。 


