①シナリオ

ど

う

す

る

ぼうさい DoThrough10
天ぷら油火災編

ここは東京ܻ外の一ڲ家。お父さん・お母さんに子供２人、おばあちゃんの
５人と犬１匹が、仲良く楽しく暮らしています。
ある日曜の夕方、お母さんは台所で天ぷらを揚げています。ちょうどその時、
ة所の奥さんから、ஏ話がかかってきました。しばらくஏ話でおしゃべりを
楽しんだお母さんが、台所に戻ってみると....

たいへん®®
天ぷらから炎が上がっている®®
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②-a.回答用紙（個人用）

さあ、お母さんは、どうするべきか？

お母さんの行動として効果的なのは、どのような行動でしょうか。
（1）~（10）の行動について、
＊どんな場合でも効果的なので、ぜひやるべき行動

→

Ａランク

＊状況によって効果のある場合と、ない場合があるので、
やるべきかどうか、よく考えなければならない行動
→Ｂランク
＊まったく効果がない、またはかえって状況を悪くするので、
どんな場合でもやってはいけない行動
→Ｃランク
というように、Ａ~Ｃの評価をしてください。

行動
（1）

フキンを濡らしてతにかける

（2）

火がついたままのతを窓から投げる

（3）

物置にしまってある消火器を取りに行く

（4）

「火事だÁ」と大声で叫ぶ

（5）

తに水をかける

（6）

洗ってあった野菜を投げ込む

（7）

貴重品を取りに行く

（8）

マヨネーズを容器ごとతに入れる

（9）

119 番に通報する

（10）

ガスこんろの栓を閉める

あなたの評価
A,B,C を記入
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②-b.回答用紙（グループ用）

それでは、グループで議論してみましょう

次に、お母さんの行動の評価を、グループで話し合ってください。
Ａ~Ｃのランクの考え方は、先ほどと同様です。
＊どんな場合でも効果的なので、ぜひやるべき行動

→

Ａランク

＊状況によって効果のある場合と、ない場合があるので、
やるべきかどうか、よく考えなければならない行動
→Ｂランク
＊まったく効果がない、またはかえって状況を悪くするので、
どんな場合でもやってはいけない行動
→Ｃランク
時間は＿＿分間。多数決をとるのではなく、みんなの意見をうまくまとめて、
ひとつの結論を出してください。

行動
（1）

フキンを濡らしてతにかける

（2）

火がついたままのతを窓から投げる

（3）

物置にしまってある消火器を取りに行く

（4）

「火事だÁ」と大声で叫ぶ

（5）

తに水をかける

（6）

洗ってあった野菜を投げ込む

（7）

貴重品を取りに行く

（8）

マヨネーズを容器ごとతに入れる

（9）

119 番に通報する

（10）

ガスこんろの栓を閉める

グループの評価
A,B,C を記入

© 防災ゲーム研究会 2004

③得点表

さて、何点とれたかな？

評価結果を下の表にあてはめて、得点を出してみましょう。
評価の得点
行動
Ａ

Ｂ

Ｃ

（1）

フキンを濡らしてతにかける

0

10

5

（2）

火がついたままのతを窓から
投げる

0

5

10

（3）

物置にしまってある消火器を
取りに行く

0

10

5

（4）

「火事だÁ」と大声で叫ぶ

10

5

0

（5）

తに水をかける

0

5

10

（6）

洗ってあった野菜を投げ込む

0

5

10

（7）

貴重品を取りに行く

0

5

10

（8）

マヨネーズを容器ごとతに入れる

0

10

5

（9）

119 番に通報する

10

5

0

（10） ガスこんろの栓を閉める

10

5

0

あなたの
得点

グループ
の得点

合ڐ
合ٽ点が.....
８５点

以上

： 消火成功®

あなたは火博士の素養があります。

６０~８４点

： 台所の壁が焦げたけれど、大事には至らず® 基本はできてます。

３０~５９点

： お家が半焼、でも家族は無事®

０~２９点


もう少し勉強が必要です。

： お家は全焼、ௐげ૧れた家族が煙を吸って救急車で病院へ®
火災対応について、しっかり勉強しなおすことが必要です。
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④ӕ説

あなたも火博士を目指そう®

（1） フキンを濡らしてにかける

天ぷら油火災への正しい対応方法は...？

正ӂ：評価Ｂ

物࠽が燃えるための３つの条件（燃焼の３要素）は、次の通りです。
1．燃える物体があること
2．（必要な）温度があること
3．酸素があること
火を消すのは、この逆、３要素のどれかを取り除いてやることです。
濡れたフキンをにかけることで、酸素を遮断し、窒息消火が狙えます。
でも、成功するか否かはフキンの大きさと厚さ次第。全体を覆えるほど
フキンが大きく、またすぐに乾いて燃えだしてしまわないだけの厚さがな
ければ、窒息消火は困難です。

（2） 火がついたままのを窓から投げる

正ӂ：評価Ｃ

「こんなバカなこと、するわけない」と思うでしょう。でも、実際の火
災現場では結構あることです。窓の外に人がいたらどうするんでしょう。
火災は、そんなに一気に燃え広がるものではありません。あわてず、冷
হに火を消す方法を考えるようにしたいものです。
石油ストーブの火災で、燃え盛る石油ストーブを外に持ち出す人も少な
くありませんが、そういう人はほとんど例外なくヤケドを負っています。

（3） 物置にしまってある消火器を取りに行く

正ӂ：評価Ｂ

ةくに消火器があれば初期消火にとても有効であるのは当然のことです。
でも、あなたは消火器がどこに置いてあるか知っていますか？ 消火器
を正しく使えますか？ 消火器はどのくらいの時間使えて（放射時間）、
どれくらいまで届くか（放射ס離）知っていますか？
どの消火器にも使用方法などが印刷されたラベルが貼られていますが、
それを読んだことはありますか？
「使い方」には次のように書かれています。 Point

①安全栓を引き抜く

②ホースをはずし火元に向ける

③レバーを強くにぎる
この選択肢で問題なのは消火器を「物置にしまってある」ことです。消
火器はいざという時にすぐ使える場所にないと困ります。
実際の火災では、別の場所にある消火器を使う場所まで運ぶ必要があり、
その間に消火剤を出し切ってしまうという例が少なくありません。先に安
全栓を抜いてしまい、運んでいる最中につい力が入ってレバーをにぎって
しまうということ、結構あるのです。一般的に、消火器の放射時間は 15 秒
前後ですから、使いたい場所に着くころには中身が空っぽになってしまい
ます。
ちなみに「放射ס離」は３~５メートルですから、少し遠目から使い、
火が小さくなれば徐々にةづいて消火します。

（4） 「火事だ®」と大声で叫ぶ

現役消士が知っている、火災現場のホントの話

正ӂ：評価Ａ

火災を発見したときに、緊急にやらなければならない最低限のことは３
つあります。
・周囲の人と消署へ、火事を知らせること
・火を消すこと
・ௐげる（ௐがす）こと
一人で同時に３つのことはできませんから、まず、人を集めるために大
声で「火事だ®」と叫ぶことです。人が集まれば、必要なことを分担して
できるでしょう。
また、大きな声を出すことは、同時
に自分自身が少し落ち着くという効果
もあります。
ちなみに、これは現役ٿ察官からの
受け売りですが、泥棒や強盗に遭った
ときも、「ドロボー®」と叫ぶより
「火事だ®」と大声を出す方が、周囲
の人の協力を得やすいそうです。
いざという時には、何はともあれ
「火事だ~®®」と大声を出すと、う
まくいく可能性が݄いわけですね。

（5） に水をかける

正ӂ：評価Ｃ

水をかけた瞬間、火は爆発したように何倍にも大きくなり、あなたも大
ヤケドを負っていますし、火のついた油があたり一面に飛び散り、燃えだ
します。これだけは絶対にやってはいけません。

（6） 洗ってあった野菜を投げ込む

正ӂ：評価Ｃ

野菜を入れることにより、多少の冷却効果はありますが、水滴が付い
ていないことが条件になります。また、キャベツ数枚くらいは問題ありま
せんが、大量の野菜を入れてから油が溢れない注意が必要ですし、「投
げこむ」ことによって火のついた油をの外へ飛散させない配慮が必要で
す。つまり、おすすめできません。

（7） 貴重品を取りに行く

正ӂ：評価Ｃ

多くの火災で、通帳など貴重品、つまり“物”を取
りに行って、ௐげ૧れる人がいます。
貴重品を取りに行くのは、ある種、人間の業みたい
ですが、欲を捨てることです。一番大切なのは自分や
家族の“命”のはずです。

（8） マヨネーズを容器ごと入れる

正ӂ：評価Ｂ

この方法は、温度を下げることによる「冷却消火」と、溶けたマヨネー
ズが油面を覆う「窒息消火」の２つの面で効果があります。
ただし、マヨネーズの残りが少ないと、この効果は期待できません。一
般家庭でふつう使っている 300 グラム入りの容器で中身がほとんど残って
いる状態であれば、２リットルくらいの天ぷら油の火災を消火できるでしょ
う。
もうひとつ、「容器ごと」というのもポイントです。絞り出しての中
にいれようとすれば、まずヤケドはまぬがれないでしょう。また、過去の
実験によると、容器ごと入れたマヨネーズは、まず容器が燃えて溶けるよ
うです。その炎に驚かずに見守ること、できますか？

（9） 119 番に通報する

正ӂ：評価Ａ

消法第 24 条に「火災を発見した
者は、૧滞なくこれを消署に通報し
なければならない」と֖定されていま
す。が、法律はともかく、早く知らせ
ないと手૧れになります。
慌てず、正確に「住所、建物の名称
と何が燃えているのか」を通報するこ
とが必要ですが、それは口でۄうほど
簡単ではありません。そのためには、
普段からஏ話の前にそれらをメモをし
て貼っておくといいでしょう。また、
当事者はパニックになるので、誰かに
頼んで通報してもらうのもいい方法です。
また、もしうまく火が消せたとしても、「火災」は消署に通報しなけ
ればなりません。「消したからいいや」と思っていて、また燃え出した
（再燃とۄいます）という事例はたくさんあります。それより何より、火
災保ڵの保ڵ金をもらうためには、消署から火災になったという証明を
もらわなければならないんですよ。

（10） ガスこんろの栓を閉める

正ӂ：評価Ａ

火災は、天ぷら油を加熱しすぎたために֙きています。
ガスの栓を閉めてコンロの火を消さなければ、加熱は続き
ます。これは案外忘れがちですが、大切なポイントです。
なお、閉めるガス栓は器具栓でかまいませんが、燃えて
いる火のةくで危ڵな場合は元栓のほうが安全でしょう。
器具によって栓の位置は様々です。器具栓はそばにあるに
決まっていますが、日頃からガスの元栓の場所も確認して
おきましょう。
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