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■もし出火したら

■火災による死者を防ぐ

■消火器の使い方を覚えておきましょう

火災発見時の対応

　出火の現場に居合わせたらまず「通報」、それから「初期消火」「避難」の順番で行動するのが原則です。ただ状
況によって優先順位は異なりますので、逃げ遅れないように、あわてず冷静な判断を心がけましょう。

●火災発生！　初期対応の3原則を覚えよう

早く知らせる！
行動

1
行動

2
行動

3早く消す！ 早く逃げる！
●大きな声で「火事だー！」と叫び、
隣近所に知らせる。声が出ない
場合は、非常ベルを鳴らすか、
やかんや鍋など音の出るものを
たたくなどして異常を知らせる。
●どんなに小さな火事でも、必
ず１１９番に通報する。

●火がまだ横に広がってい
るうちは消火が可能。

●消火器や水だけでなく、
座布団や毛布など手近な
ものを利用する。

●天井まで火が燃え広がっ
たら消火は困難。無理せ
ず早めに避難する。

●可能ならば、燃えている
部屋の窓やドアを閉め、
空気を遮断してから避難
する。

●消火器取り扱い訓練のときは、積極的に参加して体験しましょう。
■消火器の使い方

安全ピンに指をか
け、上に引き抜く。
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ホースをはずして
火元に向ける。

2

レバーを強く握っ
て噴射する。

3

■消火器の構え方
火の風上にまわり、
風上から構える。
やや腰を落として、
低く構える。
熱や煙を避け、炎には真正面から向き合わ
ない。
炎を狙うのではなく、火の根元を掃くよう
に左右に振る。

■住宅用防災機器等を活用しよう
火災の発生を早く知らせる
〈住宅用火災警報器〉
煙や熱を感知すると、警報音
で知らせてくれます。すべて
の住宅に設置が義務づけられ
ています。

火災防止に
〈安全装置付調理器具〉
異常な加熱や火が消えた際に、
自動的にガスの供給を止めます。
〈感震ブレーカー〉
地震の揺れを感知し、自動的に電気
の供給を遮断するブレーカーです。

火災の被害を最小限に
〈防炎品〉
火がついても燃え広がりにく
い製品。
カーテンやカーペット、寝具、
エプロンなど。

〈住宅用消火器〉
小型で軽量タイプもあります。
〈簡易自動消火装置〉
火災の熱を感知すると、自動的に薬剤を放出します。
〈住宅用スプリンクラー装置〉
火災の熱を感知すると、部屋全体に放水します。

1 放火対策を万全に

4 子どもの火遊びに注意 5 ストーブのまわりを整理 6 配線まわりはきれいに

2 コンロから離れない 3 寝たばこ、ポイ捨ては厳禁

「119」のかけ方を覚えておこう。
通報時に伝える内容は、
下記を参考に。

119 番通報の要領
　携帯電話・スマートフォンからの 119 番通報件数は、その普及
に伴い年々増加しています。GPS 機能付きの携帯電話・スマート
フォンからの通報については、「発信地表示システム」により通
報者の直近住所が示されるので場所の特定がしやすくなりました
が、建物内からの通報の場合、位置情報の精度が落ちて場所の特
定が難しいことがあります。携帯電話・スマートフォンから通報
するときは、次の点に注意してください。

●近くの目標物（学校・公民館・信号機・ビル・店舗・コンビニなど）
を確かめてから通報する。

●自動車からの通報は、安全な場所に停車してからかける。
●途中で切れないように注意する。
●高速道路では、まず「上り」か「下り」かを確かめ、道路わき
の小さな看板の数字があれば伝える。

●携帯電話・スマートフォンからの通報は場所の特定が命。あせ
らず、的確に伝える。

〈携帯電話・スマートフォンから通報する場合〉
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火災であることを伝える
火災現場の場所
（住所や目印・ビルの名前）
何が燃えているか
けが人や逃げ遅れている人がいるか
かけている電話番号
（携帯電話の場合は携帯電話の番号）
通報者の名前

　コンロのまわりに燃えやすいも
のを置かない。火がついているコ
ンロから離れ
るときは、必
ず消すこと。

　ゴミは指定日の朝に出すなど、家
のまわりに燃え
やすいものを置
かない。 車庫、
物置などの戸締
まりも忘れずに
する。

　火がついたたばこを放置しない。喫
煙するときには深い灰皿を使い、吸殻
を捨てるときは
必ず水につけ
る。

　衣類や布団など、ストーブのまわ
りに燃えるものを置かない。家具の
そばにストー
ブ を 置 かな
い。近くで洗
濯物を乾かす
のも危険。

　複数のコードをまとめたり、たこ足
配線をしたりしない。コードの上にも
のを載せるの
も危険。コン
セントまわり
は定期的に掃
除する。

■もし出火した
●火災発生！ 初期対

　子どもには火の安全な扱い方や
怖さを教える。子どもの手の届くと
ころにマッチ
やライターを
置かない。
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反応がないときには、
呼吸を確認する

呼吸がある場合は、体を横向きに寝か
せましょう。上の足のひざとひじを軽
く曲げ手前に出し、上になった手をあ
ごにあてがい、下あごを前に出して気
道を確保する。（回復体位）

傷病者の胸と腹部の動きを見て、「普
段どおりの呼吸」をしているか、10
秒以内で確認する。普段どおりの呼吸
がなかったら、すぐに胸骨圧迫を30
回行う。

2
■心肺蘇生法の仕方

■救命の連鎖

救急対応について

　傷病者の命を救い、社会復帰に導くために必要となる一連の行いを「救命の連鎖」といいます。
　「心停止の予防」「早い発見と通報」「早い心肺蘇生と除細動（AED）」「二次救命処置」をそれぞれ4つの鎖の輪に例え、
これらの鎖が迅速に途切れることなくすばやく連携されることで救命率が向上することを表しています。

反応があるかを確認する

反応がなければ大声で近くの人に助けを求
め、119番通報やAEDの手配を頼む。

心肺蘇生法を行う AEDがあれば使用する５ 6

1

①平らな場所にあお向けに
寝かせ、救助者はその横
わきに両ひざ立ちになる。
②胸の真ん中が圧迫部位。
片方の手のひらを当て、
その上にもう一方の手の
ひらを重ねる。
③ひじを伸ばし、胸全体が少なくとも5cm沈むように
胸を押す。

④体を起こし、手の力をゆるめる。
⑤上記③・④の動作により、1分間に少なくとも100回
のテンポで圧迫し、これを30回繰り返す。

胸骨圧迫を行う

小児の場合は、胸の厚さの3分の1程度沈むように。

3 普段どおりの呼吸がなかったら
【人工呼吸】（2回※省略可）

①あお向けに寝かせる。

②片方の手のひらを額に、人差し
指と中指を下あごの先に当てて
持ち上げ、頭を後ろにそらす。
 （気道確保）

③気道確保したまま傷病者の鼻を
つまみ、大きく口を開けて傷病
者の口をおおい、約1秒かけて
傷病者の胸がもち上がる程度息
を吹き込む。

4

※・口対口の人工呼吸がためらわれる場合
　・一方向弁付人工呼吸用具がない場合
　・血液や嘔吐物などにより感染危険がある場合
　→人工呼吸を行わず、胸骨圧迫を続けます。

自動で心電図を解析して、除細動
（電気ショック）が必要な不整脈を
判断します。電源を入れると
AEDが音声で指示してくれます。
電気ショックが必要な場合は感電
を防ぐため傷病者に触れないよう
にしてショックボタンを押します。

AEDとは

救命講習を
受講しよう

東村山消防署では、救命講習を受けることができます。万一のときのために、
救命講習を受講し、心肺蘇生法やＡＥＤの取り扱いを学んでおきましょう。

東村山消防署警防課救急係  
☎042-391-0119（代表）まで詳しくは

心停止の予防 早い発見と
通報

早い心肺蘇生
と除細動（AED）

二次救命処置

病院へ行く？ 救急車を呼ぶ？ 迷った時の２つの安心！！

[24時間年中無休] つながらない場合は

～携帯電話・PHS・プッシュ回線から～

☎03-3212-2323

☎042-521-2323

救急相談センターの主なサービス
●症状に基づく緊急性の有無のアドバイス
●受診の必要性に関するアドバイス
●医療機関案内

東京版救急受診ガイド インターネットでガイダンス！インターネットでガイダンス！

東京消防庁救急相談センター 電話でアドバイス！電話でアドバイス！

　急な病気やケガをして、「病院に行った方がいいか？」「救急車
を呼んだ方がいいか？」と迷ったときに、ご自身の判断の一助にな
ることを目的に、パソコンや携帯電話などから19の症状に対する、
緊急性や受診の必要性を自身で判断できます。

　東京消防庁では、急な病気やケガをした場合
に、「今すぐ病院へ行くべきか？」「救急車を呼
ぶべきか？」など迷ったときの電話での相談窓
口として救急相談センターを開設しています。

　　　以下のような内容等は、救急相談としてお受けできない
　　　ものがあります。
　●健康相談
　●医薬品情報に関すること（誤飲を除く）
　●セカンドオピニオンに関すること

23区

多摩地区
♯ ７ １ １ ９

東京消防庁ホームページで提供中

携帯電話はこちらから スマートフォンはこちらから

【注】

あなたも鎖をつなぐ一人になりましょう！

　「胸骨圧迫を30回、人工呼吸を
2回｣を1セットとして、この動作
を救急隊が到着し、引き継ぐまで
繰り返す。

AED設置公的機関の場所は、29ページ以降の防災マップ参照。

■救命の連鎖
傷病者の命を救い、社会


