
　日頃は袋井保安管理協会の事業運営に関して会員の皆様のご理解とご協力を賜りまして深く感謝
申し上げます。
　本年は袋井保安管理協会の創立40周年という節目の年であり、様々な記念行事を計画しており
ましたがご存じのように新型コロナウイルス感染症の関係で大変残念ではありますが中止とさせて
いただきました。
　新型コロナウイルスの緊急事態宣言が5月25日に解除されたとは言え、現在もリスクは変わっていま
せん。今後は新薬が出来るまでは、このウイルスとの共存をしていかなければなりません。既に各事業
所様におかれましては新しい生活様式のガイドラインに沿って何らかの対策を実施していると思いま

すが、まずは『命の安全』を第一に考え、この苦難を乗り切って行きましょう。
　さて、話は変わりますが40年前の出来事を紐解いてみました。1980年代の明るい話題はアイドル歌手の山口百恵さんと
三浦友和さんがご結婚、暗い話題ではビートルズのジョン・レノンさんの暗殺事件や栃木県川治プリンスホテルの火災等 、々
様 な々明るい話題や暗い話題がありましたが、過去をさかのぼれば色 な々出来事があり全ての会員の皆様の思い出として
歴史の１ページに刻まれています。
　また、身近な所では一昨年の袋井市、森町で今までに経験のない大停電、昨年の時間雨量110ｍｍの集中豪雨、今年は
新型コロナウイルスと自然環境の変化による水災害等が起きる中、心配される南海トラフ大地震については一番の懸念事
項と考えます。
　会員の皆様方におかれましては常日頃から各事業所様のご家族で何かあった場合はどうするか等、方向性は話し
合っていると思いますが、今一度ご確認をされ、特に災害に関しての連絡の取り方、備蓄品などこの機にご確認されたら
と考えます。
　結びになりますが、今年１年は大変な年になろうかと思います。袋井保安管理協会といたしましても皆様方のお力になれ
たらと思っておりますので屈託のないご意見、ご要望をお聞かせください。今まで以上の袋井保安管理協会への皆様方の
ご支援、ご協力をお願いいたしまして挨拶に代えさせて頂きます。

会長挨拶 共和ライフテクノ株式会社袋井工場　平川 和之

袋井保安管理協会創立40周年記念事業として
　袋井保安管理協会は、袋井市危険物安全協会が昭和41年４月に設立
され、昭和46年４月には消防署も袋井市、森町、浅羽町が一つになり、
「袋井市外２町消防組合」として発足したのを機会に森町、浅羽町の事
業所も加入し、「袋井危険物安全協会」と改名され、大所帯化となり昭和
56年４月には、「袋井危険物安全協会」が「袋井防火管理研究会」と統
合し、新たに名称を『袋井保安管理協会』として、危険物の保安と建物防
火管理の二面をもって再出発し、本年度は40年の節目の年となります。
　そこで袋井保安管理協会から袋井消防本部に対し、令和２年７月
17日（金）袋井保安管理協会役員会の席上で贈呈式を執り行い、平川
会長から磯部消防長に訓練用自動体外式除細動器トレーニングユ
ニット３台を寄贈しました。

是非、職場にて回覧・掲示をお願いいたします。 （1）
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危険物に該当する消毒用アルコールとは
　新型コロナウイルス感染症対策として、消毒用アルコールを使用する機会が増えていますが、皆さん
どのような消毒用アルコールが危険物に該当するかご存じですか？

　消毒用アルコールには危険物に該当するものがあり、取扱いを誤ると火災等を引き起こすおそれがありま
す。ここでは、消毒用アルコールの安全な使い方をご紹介します。

手指消毒の際に使用する消毒用アルコールは、蒸発しやすく、可燃性蒸気
となるため、火源があると引火するおそれがあります。

※消防法上の危険物に該当する消毒用アルコール　
　消毒用アルコールは、アルコール濃度60％以上(重量％、ｗｔ％)の製品が危険物に該当します。

酒類のアルコール度数表示は、体積で考えたときの濃度（容量％、ｖｏｌ％）となっており、概ね67容量％、
ｖｏｌ％以上が消防法上のアルコール類に該当します。補 足

※使用する前に容器表面の
　表示を確認しましょう

【表示項目】危険物に該当する消毒用アルコールの表示例
① 危険物の品名：第四類・アルコール類
② 危険等級：危険等級Ⅱ
③ 化学名：エタノール
④ 水溶性（第四類のうち、水溶性の危険物の場合のみ
　 表示しています。）
⑤ 危険物の数量：１ℓ
⑥ 危険物の類別に応じた注意事項：火気厳禁

消毒用アルコールの取扱いについて

ア．火気の近くでは使用しないようにしましょう

消毒用アルコールを直射日光の当たる場所に保管すると、熱せられること
で、可燃性蒸気が発生します。
保管場所は、直射日光が当たる場所を避けましょう。

イ．直射日光が当たる場所に保管することはやめましょう

消毒用アルコールの詰替えを行うときに可燃性蒸気が発生するおそれがあり、この可燃性蒸気は空気より重
く、低所に滞留しやすい性質があります。
消毒用アルコールの詰替えを行う場所は、通気性の良い場所や常時換気が行える場所を選び、可燃性蒸気を
滞留させないようにしましょう。

ウ．詰替えを行う場所では換気を行いましょう



飛沫防止用シートを設置する場合はご注意ください。

飛沫防止対策にビニールシート等設置する場合の注意点飛沫防止対策にビニールシート等設置する場合の注意点

　新型コロナウイルス感染拡大に伴い、多くの方々が感染拡大対策に取り組んでいる中、飛沫防止用のシート
による火災が発生しました。
　ビニール製やナイロン製の飛沫防止用シートは燃えやすい性質があり、一度火がつくと、一気に拡大します。

新型コロナウイルス感染拡大防止を引き続き行っていただき、今まで以上に火気の取り扱いにご注意
ください。

近年全国的に集中豪雨等による、広範囲にわたる長時間停電の発生が懸念されております。
停電からの再通電時において、電気機器又は電気配線からの火災（以下、「通電火災」という。）が発生する
おそれがありますので次のことにご注意ください。
1．停電中は電気機器のスイッチを切るとともに、電源プラグをコンセントから離脱してください。
2．停電中に自宅、工場等を離れる際はブレーカーを落としてください。
3．再通電中時には、漏水等により電気機器が破損していないか、配線やコードが損傷していないか、燃えや
すいものが近くにないかなど、十分に安全を確認してから電気機器を使用してください。

4．建物や電気機器に外見上の損傷がなくとも、壁内配線の損傷や電気機器内部の故障により、再通電から
長時間経過した後、火災に至る場合があるため、煙の発生等の異常を発見した際は直ちにブレーカーを
落とし、消防機関に連絡してください。

（3）

コンロなどの火気や白熱電球等の熱源となるものから距離をとって設置してください。
１. 火気の近くを避ける。

避難経路を塞いだり、誘導灯の視認障害とならないように設置してください。
３. 避難の障害にならないように。

スプリンクラー設備のヘッド付近に設置することによる散水障害や自動火災報知設備の感知器
の未警戒部分が生じてしまうこと等が考えられるので注意してください。

２. 消防用設備等の障害になっていないか。

『通電火災対策の徹底』について『通電火災対策の徹底』について

店舗や飲食店等で火災の近くに設置せざるを得ない場合等については、難燃性又は不燃性の物
を使用してください。

4. 必要に応じて難燃性又は不燃性の物の使用を検討すること。

難燃：不燃性以外のビニールシートの燃焼実験

ライターにて着火 炎が上部に燃え広がる様子 全てが燃焼した状態

《写真提供》大阪府枚方寝屋川消防組合



危険物取扱作業に従事されている方へ危険物取扱作業に従事されている方へ
令和2年度　危険物取扱者保安講習
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定員 会　　場講習日講習種別申請期間開催時期
11/5(木) 午前
11/11(水) 午前
11/12(木) 午後
11/13(金) 午前
11/27(金) 午後
11/30(月) 午前
11/4(水) 午後
11/5(木) 午後
11/10(火) 午後
11/11(水) 午後
11/12(木) 午前
11/13(金) 午後
11/20(金) 午後
11/25(水) 午前
11/25(水) 午後
11/26(木) 午後
11/27(金) 午前
11/30(月) 午後
12/3(木) 午前
12/9(水) 午前
12/17(木) 午後
12/23(水) 午後
12/15(火) 午後
12/3(木) 午後
12/8(火) 午後
12/9(水) 午後
12/16(水) 午後
12/17(木) 午前
12/22(火) 午後
12/23(水) 午前
2/3(水) 午前
2/5(金) 午前
2/12(金) 午前
2/3(水) 午後
2/5(金) 午後
2/9(火) 午後
2/12(金) 午後

給油取扱所

給油取扱所

給油取扱所

コンビナート

一般※

一般※

一般※

８月３日(月)

～

８月31日(月)
締切日必着

８月３日(月)

～

８月31日(月)
締切日必着

令和２年
11月期

令和２年
1２月期

12月1日(火)

～

12月28日(月)
締切日必着

令和3年
2月期

※ 給油取扱所、コンビナート以外は一般です。
○受講申請書（受講案内）の入手方法
　袋井保安管理協会事務局および袋井消防本部管内消防署・分署・分遣所で配布しています。
　県下の消防局・消防本部または消防署内にある「地区協会」、および消防署（一部）で配布しています。
○詳細は、一般社団法人静岡県危険物安全協会連合会のホームページでご確認ください。

令和2年度　甲種防火管理再講習のご案内令和2年度　甲種防火管理再講習のご案内
袋井消防本部開催令和２年11月13日(金)　午後１時～午後４時

袋井消防庁舎袋井市防災センター ３階研修室
50名(先着順)
開始日 ： 令和２年 ９月28日（月）午前９時から
終了日 ： 令和２年10月23日（金）午後５時まで
・受講料 1,600円
・直近の防火管理講習(新規又は再講習)修了証の写し

１．講習日時
２．講習会場
３．募集定員
４．受付期間

５．申込み時
　の持ち物
※ 受付開始日から、袋井消防本部予防課にて申込み受付を開始します。
　 なお、受付期間に直接、袋井消防本部（4階）に来庁して申込みをしてください。
※ 本講習に関する詳細は、袋井消防本部予防課予防企画係までお問い合わせください。　電話 0538-44-5114


