


　この火災は、住宅の外周部から出火し、建物内へ延焼拡大したものです。

　出火原因は、何者かが何らかの火源を用いて敷地内の物件に放火したものです。

　出火建物南側の共同住宅の居住者が、パチパチと何かが燃える音がしたので確認すると、道路を

挟んで北側に位置する２階建ての建物から炎が上がっているのを発見し、自分の携帯電話から 119

番通報しました。

　初期消火は行われていません。

　放火火災は、夜間の人通りが少ない時間帯

に発生しやすい傾向にあります。特に、人目

につきにくい場所に放置された物件は放火さ

れやすく、火災になると木造や防火造の建物

は延焼拡大する危険性が高いので注意が必要

です。

　夜間にごみ置場にごみを捨てない、建物外

周部に物を置かない、火災が多発する時季に

警戒を行うなどの取り組みをして、地域一体

となって放火されない街づくりに取り組むこ

とが重要です。

木造 2/0 延 134 ㎡

　放火火災は、人目に付きにくいところで発生することから夜の時間帯に発生すると思われ

がちですが、昼の時間帯でも家を留守にしている間や、建物の死角等で発生する可能性は十

分にあります。

　放火火災を予防するには建物の施錠管理を徹底し、可燃物を建物外周部に放置しないこと

など、放火されない環境づくりに取り組むことが重要です。

　また、地域のコミュニケーションを深め、防火防災意識の向上を働きかけることも、放火

火災の予防につながります。
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　この火災は、住宅の外周部から出火し、建物内へ延焼拡大したものです。

　出火原因は、何者かが何らかの火源を用いて敷地内の物件に放火したものです。

　出火建物南側の共同住宅の居住者が、パチパチと何かが燃える音がしたので確認すると、道路を

挟んで北側に位置する２階建ての建物から炎が上がっているのを発見し、自分の携帯電話から 119

番通報しました。

　初期消火は行われていません。

　放火火災は、夜間の人通りが少ない時間帯

に発生しやすい傾向にあります。特に、人目

につきにくい場所に放置された物件は放火さ

れやすく、火災になると木造や防火造の建物

は延焼拡大する危険性が高いので注意が必要

です。

　夜間にごみ置場にごみを捨てない、建物外

周部に物を置かない、火災が多発する時季に

警戒を行うなどの取り組みをして、地域一体

となって放火されない街づくりに取り組むこ

とが重要です。



㎡

　会社員（20 歳代男性）は、帰宅途上、マンションの屋上に煙と火が上がっているのを発見し、

すぐに自分の携帯電話から 119 番通報しました。

　初期消火は行われていません。

　たばこに起因する火災は炎が立ち上がるまでに時間を要するため、火種を落とした時には

気付かずに、無人の状態で延焼拡大する危険があります。たばこは灰皿の近くや決められた

場所で吸うなどして、火種の落下には十分に注意することが必要です。また、灰皿が満杯の

状態では振動などで火種が残ったたばこが落下したり、他の吸い殻に火がついたりして大変

危険です。灰皿のたばこは水などに浸し、こまめに処分することが必要です。

　この火災は、共同住宅１階の居室から出火したものです。

　出火原因は、火元者（30 歳代男性）が仕事から帰宅後、飲酒しながらたばこを吸った際、

いつの間にか寝てしまい、マットレス上のタオルケットに火種が落下して、時間の経過とと

もに出火したものです。

　隣室に住む居住者が、住宅用火災警報器の鳴動に気付き外を見ると、煙が漂っていたため、

自分の携帯電話から 119 番通報しました。

　火元者は、タオルを水に濡らして叩いて初期消火を試みましたが、消火には至りませんで

した。

耐火造 3/0　延 190 ㎡

非該当防火管理

写真 2-2-2　焼損したタオルケットの状況



㎡

　会社員（20 歳代男性）は、帰宅途上、マンションの屋上に煙と火が上がっているのを発見し、

すぐに自分の携帯電話から 119 番通報しました。

　初期消火は行われていません。

　たばこに起因する火災は炎が立ち上がるまでに時間を要するため、火種を落とした時には

気付かずに、無人の状態で延焼拡大する危険があります。たばこは灰皿の近くや決められた

場所で吸うなどして、火種の落下には十分に注意することが必要です。また、灰皿が満杯の

状態では振動などで火種が残ったたばこが落下したり、他の吸い殻に火がついたりして大変

危険です。灰皿のたばこは水などに浸し、こまめに処分することが必要です。



防火管理

　この火災が発生した時、別室には宿泊客がいましたが、従業員の避難誘導があったため宿

泊客に怪我人は発生しませんでした。宿泊客が多い時間帯に火災が発生していれば、避難の

際等に混乱が起こる可能性もあります。

　この火災は、内装工事を行っていたホテル 31 階の客室内から出火したものです。

　出火原因は、作業員（40 歳代男性）が客室内の壁紙を張り替えるために接着剤を塗ってい

たところ、付近の下地が剥がれているのを発見したため、下地に塗られている接着剤を温め

て張りなおそうとライターで炙った際に、直前に塗った接着剤に引火して出火したものです。

　出火した際に作業員ははたき消そうとしましたが手袋に燃え移ったため、助けを求め、他

の作業員が駆け付けてバケツに汲んだ水と消火器を使用し初期消火を行いました。

　作業に使用していた接着剤は引火性の高いもので、作業工程上も火気厳禁と決められおり

普段はドライヤーを使用していましたが、この時はライターを使用していました。

防火管理



防火管理

　この火災が発生した時、別室には宿泊客がいましたが、従業員の避難誘導があったため宿

泊客に怪我人は発生しませんでした。宿泊客が多い時間帯に火災が発生していれば、避難の

際等に混乱が起こる可能性もあります。

　この火災は、内装工事を行っていたホテル 31 階の客室内から出火したものです。

　出火原因は、作業員（40 歳代男性）が客室内の壁紙を張り替えるために接着剤を塗ってい

たところ、付近の下地が剥がれているのを発見したため、下地に塗られている接着剤を温め

て張りなおそうとライターで炙った際に、直前に塗った接着剤に引火して出火したものです。

　出火した際に作業員ははたき消そうとしましたが手袋に燃え移ったため、助けを求め、他

の作業員が駆け付けてバケツに汲んだ水と消火器を使用し初期消火を行いました。

　作業に使用していた接着剤は引火性の高いもので、作業工程上も火気厳禁と決められおり

普段はドライヤーを使用していましたが、この時はライターを使用していました。



　この火災では花火を観賞するのではなく、打ち上げ型の花火を土手に打ち込むなど、本来

の使用方法とは異なる方法で花火をしていたことで火災が発生しました。この火災では怪我

人は発生しませんでしたが、大けがに繋がる可能性もあります。

　花火は安全な場所で正しい方法で使用し、消火の処理を確実に行い、実施場所にも注意を

払うことが大切です。

該当選任なし　消防計画なし防火管理
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　この火災では花火を観賞するのではなく、打ち上げ型の花火を土手に打ち込むなど、本来

の使用方法とは異なる方法で花火をしていたことで火災が発生しました。この火災では怪我

人は発生しませんでしたが、大けがに繋がる可能性もあります。

　花火は安全な場所で正しい方法で使用し、消火の処理を確実に行い、実施場所にも注意を

払うことが大切です。







「天蓋清掃中にアルコールスプレーを火のついたガスグリドル上に落としたため出

火した火災」

　従業員は、天蓋をアルコールで清掃中、容器を誤って加熱中のガスグリドル上に落として

しまい、漏れたアルコールから炎が上がるのを発見しました。





建物ぼや１棟　料理保温用燃料、テーブルクロス、食器棚若干焼損

　この火災は、複合用途の５階飲食店舗から出火したものです。

　出火原因は、料理保温用アルコールこんろを通常２個使用するところを３個使用したため、

こんろの炎で過熱されポリカーボネート製の容器が溶融し、漏れ出したジエチレングリコール

燃料に、他のアルコールこんろの炎が引火し出火したものです。

　従業員（30 歳代男性）が、営業準備のため、料理を並べてアルコールこんろに点火し、他の

作業をしていたところ、客席のビュフェテーブル上から炎が上がっているのを発見しましたが、

慌ててしまい何もできませんでした。

　店舗入口で照明の修理作業をしていた作業員は、ビュッフェテーブルから蒸気らしきものが見

えたので、確認すると炎が見えたので、おしぼり 20 本を濡らして料理保温用アルコールこんろ

とテーブルクロスに被せて消火しました。

　防災センター勤務員２名は自動火災報知設備が鳴動したので、現場に急行すると、焼損した

アルコールこんろ等を確認したので、防災センターに連絡し、防災センター勤務員が固定電話

で 119 番通報しました。

　火元者が、長押に洗濯物を掛けたハンガーを吊り下げ、乾かすために石油ストーブを洗濯

物の下部に置き点火しました。その後、隣の居室で昼寝をしていたところガラスが割れる音

で目が覚め、見に行くと、長押上の額縁のガラスが割れて畳上に散乱し、落下した洗濯物が

燃えているのを発見しました。すぐに台所で洗面器に水を汲み、計４杯の水を掛けて消火し、

点火スイッチを消火の位置まで戻しました。



建物ぼや１棟　料理保温用燃料、テーブルクロス、食器棚若干焼損

　この火災は、複合用途の５階飲食店舗から出火したものです。

　出火原因は、料理保温用アルコールこんろを通常２個使用するところを３個使用したため、

こんろの炎で過熱されポリカーボネート製の容器が溶融し、漏れ出したジエチレングリコール

燃料に、他のアルコールこんろの炎が引火し出火したものです。

　従業員（30 歳代男性）が、営業準備のため、料理を並べてアルコールこんろに点火し、他の

作業をしていたところ、客席のビュフェテーブル上から炎が上がっているのを発見しましたが、

慌ててしまい何もできませんでした。

　店舗入口で照明の修理作業をしていた作業員は、ビュッフェテーブルから蒸気らしきものが見

えたので、確認すると炎が見えたので、おしぼり 20 本を濡らして料理保温用アルコールこんろ

とテーブルクロスに被せて消火しました。

　防災センター勤務員２名は自動火災報知設備が鳴動したので、現場に急行すると、焼損した

アルコールこんろ等を確認したので、防災センターに連絡し、防災センター勤務員が固定電話

で 119 番通報しました。







　生石灰は水を加えると反応熱が発生するため、可燃物と接触していると火災に至る可能性

があります。製品の概要書をよく読み、保存方法や取扱方法に注意する必要があります。

　また、生石灰のうち、酸化カルシウムの含有量が 80％以上のものを 500 ㎏以上取り扱う

場合、管轄消防署に届出る必要があります。指定数量未満の危険物であっても、少量危険物

に該当する場合は消防署への届出が必要になるため、お近くの消防署へお問い合わせ下さい。

　この火災は、高校の化学実験室から出火したものです。

　出火原因は、高校の化学実験室で理科助手（20 歳代男性）が、ビンに入った古い薬品（炭

酸水素ナトリウム、塩化アンモニウム、水酸化バリウム、亜硫酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、

臭化カリウム）約 30 本を割って中の粉末をプラスチック製のごみ箱に廃棄した際、廃棄予

定にない別の薬品（塩素酸カリウム）を誤って廃棄したことから、塩化アンモニウムと塩素

酸カリウムの混触により発熱し出火したものです。

　理科助手が、廃棄物が溜まったごみ袋を交換するために袋を持ち上げたところ、何か音が

して内部がオレンジ色になったため、隣室にいる教諭（30 歳代男性）に相談し２人で化学

実験室に戻ると、ごみ箱が床面から 10 ㎝くらいの高さの炎を上げて燃えているのを発見し

ました。

防火管理

建物ぼや１棟　床若干、ごみ箱１焼損



　生石灰は水を加えると反応熱が発生するため、可燃物と接触していると火災に至る可能性

があります。製品の概要書をよく読み、保存方法や取扱方法に注意する必要があります。

　また、生石灰のうち、酸化カルシウムの含有量が 80％以上のものを 500 ㎏以上取り扱う

場合、管轄消防署に届出る必要があります。指定数量未満の危険物であっても、少量危険物

に該当する場合は消防署への届出が必要になるため、お近くの消防署へお問い合わせ下さい。
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出火場所 屋外駐車場



出火場所 屋外駐車場



　この火災は、住宅の２階居室内に置かれたノートパソコンから出火したものです。

　出火原因は、ノートパソコン内のバッテリパックセルの製造工程上、セル内に異物が混入

したため異常発熱、短絡し出火したものです。

　居住者（20 歳代女性）が２階居室内で就寝中、枕元に置いてあったノートパソコンから「ボ

ン」という物音がしたため、確認するとノートパソコンから炎が立ち上がるのを発見しま

した。

　２階の別居室内にいた居住者（50 歳代男性）が「ボン」という物音を聞き、居住者女性

が居る居室を確認すると、ノートパソコンから炎が立ち上がっていたため、水道水をかけて

初期消火しました。

　居住者男性は初期消火後に、近くの管轄消防署へ出向き火災の事実を知らせました。

　この火災で燃えたモバイルバッテリは、株式会社ハックが製造した型番ＨＡＣ１０７８で、

モバイルバッテリの製造工程上の不具合により、バッテリセル内部が短絡し出火する可能性

があるとして平成 28 年 11 月 18 日に社告が実施されています。

 なお、平成 28 年中東京消防庁の管内では、この火災を含めてＨＡＣ１０７８から出火した

火災は２件あります。スマートフォンの急速な普及に伴いモバイルバッテリも急速に普及し

ています。モバイルバッテリを購入、使用する際は、ホームページなどで社告・リコール情

報を確認することが出火防止に重要です。

　学校職員は、リュックからモバイルバッテリを取り出し、様子を見たところ自然鎮火した

ので初期消火は行っていません。その後、管轄消防署へ携帯電話から通報しています。

小学校敷地内（屋外）出火場所



　この火災は、住宅の２階居室内に置かれたノートパソコンから出火したものです。

　出火原因は、ノートパソコン内のバッテリパックセルの製造工程上、セル内に異物が混入

したため異常発熱、短絡し出火したものです。

　居住者（20 歳代女性）が２階居室内で就寝中、枕元に置いてあったノートパソコンから「ボ

ン」という物音がしたため、確認するとノートパソコンから炎が立ち上がるのを発見しま

した。

　２階の別居室内にいた居住者（50 歳代男性）が「ボン」という物音を聞き、居住者女性

が居る居室を確認すると、ノートパソコンから炎が立ち上がっていたため、水道水をかけて

初期消火しました。

　居住者男性は初期消火後に、近くの管轄消防署へ出向き火災の事実を知らせました。



防火管理

　家族に喫煙者がいる場合、喫煙場所や吸い殻の処理等の喫煙環境を確認し、家族ぐるみで

たばこからの火災を防ぐ努力も大切です。

　火元者は高齢者の一人暮らしで車いすで生活しており、出火した際はベッド上にいたと思

われます。担当していた介護ヘルパーによると、火元者はたばこを吸う際にマッチを使用し

ており、使用済みのマッチが室内に落ちていることもあったため危険であることを伝えてい

ましたが改善されず、吸い殻の処理も適切ではありませんでした。

　出火建物を来訪した人が、住宅用火災警報器の音と換気扇から煙が出ていることに気がつ

き、119 番通報を依頼された友人が通報しました。

防火管理

救助



防火管理

　家族に喫煙者がいる場合、喫煙場所や吸い殻の処理等の喫煙環境を確認し、家族ぐるみで

たばこからの火災を防ぐ努力も大切です。

　火元者は高齢者の一人暮らしで車いすで生活しており、出火した際はベッド上にいたと思

われます。担当していた介護ヘルパーによると、火元者はたばこを吸う際にマッチを使用し

ており、使用済みのマッチが室内に落ちていることもあったため危険であることを伝えてい

ましたが改善されず、吸い殻の処理も適切ではありませんでした。

　出火建物を来訪した人が、住宅用火災警報器の音と換気扇から煙が出ていることに気がつ

き、119 番通報を依頼された友人が通報しました。



「電気ケトルを電気こんろにかけて出火した火災」

防火管理



「電気ケトルを電気こんろにかけて出火した火災」



防火管理
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防火管理



防火管理

52 ㎡、外壁 53 ㎡等焼損　　 死者１人、負傷者１人

　この火災は、住宅１階の居室から出火したものです。

　出火原因は、居室の柱と襖の間に取り付けた突っ張り棒に衣類がかかったハンガーをかけ、

真下にガスストーブを置き衣類を乾燥させていたところ、衣類がガスストーブの上に落下し、

ガスストーブのバーナ部に接触したため着火、出火に至っています。



防火管理



防火管理

　この火災は、共同住宅の１階居室から出火したものです。

　出火原因は、火元居住者（60 歳代男性）が使用済みカセットボンベ３缶を廃棄するため穴

を開けたあと、室内に残っていたガスに気付かず、夕食準備のため簡易型ガスこんろに新し

いカセットボンベを装着して点火したためガスこんろの火が滞留していたガスに引火し、出

火したものです。

防火管理

　この火災は、共同住宅 14 階の台所から出火したものです。

出火原因は、居住者（40 歳代男性）が冷凍食品を調理するためガステーブルに油の入った

鍋を中火で加熱した後、その場を離れてリビングでうたた寝をしたため油が過熱され、出火

したものです。鍋は過熱防止装置が付いていないこんろで加熱していました。

　居住者は室内に煙が充満していることに気付き、台所を確認すると鍋から炎がレンジフー

ドまで立ち上がっているのを確認しました。初期消火のため住戸用消火器を探していたとこ

ろ居室のスプリンクラーヘッドが作動し、消火に至りました。

　通報は、防災センター勤務員が防災センターで勤務中、自動火災報知設備の受信盤が 14 階

を表示しているのを確認したため、別の勤務員に 14 階の確認を指示しました。指示を受けた

勤務員が 14 階で煙を確認後防災センターへ無線連絡し、防災センターの固定電話から 119 番

通報しています。



防火管理

　この火災は、共同住宅の１階居室から出火したものです。

　出火原因は、火元居住者（60 歳代男性）が使用済みカセットボンベ３缶を廃棄するため穴

を開けたあと、室内に残っていたガスに気付かず、夕食準備のため簡易型ガスこんろに新し

いカセットボンベを装着して点火したためガスこんろの火が滞留していたガスに引火し、出

火したものです。



　焼肉店の従業員２名（20 歳代男性、30 歳代男性）は、勤務中にフィルターチャンバーの点

検口から炎が出ているのを発見したので、フィルターチャンバーを取外し、水をかけて初期

消火しました。

複合用途（飲食店・ホテル）　耐火造 8/1　延 1,481 ㎡



　焼肉店の従業員２名（20 歳代男性、30 歳代男性）は、勤務中にフィルターチャンバーの点

検口から炎が出ているのを発見したので、フィルターチャンバーを取外し、水をかけて初期

消火しました。

複合用途（飲食店・ホテル）　耐火造 8/1　延 1,481 ㎡



建物半焼１棟　店舗内 288 ㎡、収容物 75 ㎥焼損



建物半焼１棟　店舗内 288 ㎡、収容物 75 ㎥焼損



　この火災は、複合用途建物の 33 階のホテル宿泊室から出火したものです。

　出火原因は、宿泊客（日本人・60 歳代男性）が点灯したままの白熱灯スタンドに衣類を

掛けて外出したため、時間の経過とともに、衣類が熱せられて出火したものです。

　ホテルの従業員は自動火災報知設備の発報の知らせを受けたため、該当の宿泊室を確認し、

不在だったためマスターキーで開錠し確認したところ白熱灯スタンドに掛けられている衣

類から煙が出ているのを発見しました。

　火災を発見した従業員は、衣類を洗面台に移し水道水をかけて初期消火を実施しました。

　初期消火実施後、従業員は防災センター勤務員に火災の事実を連絡し、連絡を受けた勤

務員が防災センターの電話から 119 番通報しました。

・ ・

　この火災は、ホテルの３階宿泊室の浴室から出火したものです。

　出火原因は、宿泊客（外国籍・20 歳代男性）が喫煙しながら、浴室で衣類などを洗濯して

おり、作業中にたばこが洗面台付近に置いてあった新聞紙に落下し出火したものです。

　宿泊客は洗濯中、洗面台に置いた新聞紙が燃えているのを発見し、すぐに宿泊室の内線

電話からホテル受付の従業員（20 歳代女性）に火災が発生したことを知らせました。

　従業員は、火災の知らせを受けた後すぐに宿泊室を確認へ行くと、新聞紙が燃えていた

ので浴室のシャワーを使用し初期消火を実施し、副支配人へ宿泊室の状況を伝えました。

　報告を受けた副支配人が自分の携帯電話から 119 番通報しました。
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　この火災は、病院の地下１階熱源機械室で出火したものです。

　出火原因は、ターボ冷凍機制御盤内のコンデンサが何らかの要因により絶縁劣化し

発熱して出火したものです。

　通報は、有人直接通報による自動通報です。

　消防隊到着後、防災センター勤務員は、自動火災報知設備の表示階である地下１階

熱源機械室１を確認するも異常はありませんでした。その後、自動火災報知設備を復

旧するも再度鳴動し、表示を確認すると熱源機械室２だったため確認に向かったとこ

ろ、室内に煙が充満しているのを発見しました。

　熱源機械室２が煙で充満しているのを発見した防災センター勤務員と消防隊は、室

内を確認すると空調設備の制御盤から煙が出ていたので、電気室２にある当該空調設

備のインバータ盤（配電盤）の遮断器を落とした後、建物備え付けの消火器数本を使

用して消火しました。

　防災センター勤務員の対応により、火災を初期の段階で収束することができました。

その結果、施設にいた者の避難は行われず、混乱を未然に防ぐことができました。

　この火災は、大学附属病院の病室から出火した火災です。

　出火原因は抑制帯で固定されていた入院患者（60 歳代男性）が抑制帯を取り外すため、

所持していたライターで抑制帯を焼き切ろうとした際に出火したものです。

　看護師がナースステーションにいると焦げくさい臭気がしたため、各部屋の担当看護師

へ確認するように指示したところ、出火室を担当する看護師が、入院患者の抑制帯１枚が

焦げているのを発見しました。

　抑制帯の焼損を確認した看護師は、他の病院職員に連絡し、連絡を受けた病院職員が

現場を確認した後、病院の電話から管轄消防署へ通報しました。

　初期消火は、ライターで抑制帯を焼き切ろうとした際、熱さに耐えきれなかった入

院患者本人が、ベッド横の机上に置いてあるペットボトルに入った麦茶をかけて消火

しました。
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奏効

　この火災は、モバイルバッテリから出火しました。

　近年、スマートフォンやモバイルバッテリなど充電式電池が使用されている機器から

の火災が増加傾向にあります。

　正しい方法で使用することや、使用しない時の保管方法についても投げたりするなど

強い衝撃を与えないようにしましょう。また、持ち運ぶ際も周囲から押しつぶされたり、

雨水に触れないように正しく保管することが大切です。



奏効



　従業員（20 歳代男性）は、加熱室でフラスコ内の香料を湯せんするために、寸胴鍋に水を

入れ、大型ガスこんろで加熱を始めました。その後、加熱室前で梱包作業をしていると、加

熱室から爆発音とともに炎が拡大するのを発見しました。





倉庫　その他構造 1/0　延 50 ㎡

　この火災は、資材倉庫として使用している倉庫の１階から出火したものです。

　出火原因は、倉庫内にある吸い殻入れのペール缶に火種の残ったたばこの吸い殻を捨てた

ため、無炎燃焼の継続後、ごみくずに着火し出火したものです。

　出火建物の付近を通行していた新聞配達員（10 歳代男性）は倉庫から煙が噴き出している

のを発見したため、新聞販売店に戻り従業員（30 歳代男性）に火災を知らせました。

　火災の知らせを受けた従業員は、すぐに倉庫まで行き火煙を確認したため、自身の携帯電

話から 119 番通報しました。

　火元建物近隣の住人がバケツに水を汲み消火を試みましたが、消火できなかったため屋外

に避難しています。

　たばこのような小さな火種ではすぐには火災とならず、時間をおいて出火する場合があり

ます。たばこの吸い殻を火種が残ったまま捨てるのは絶対にやめましょう。吸い殻を水に浸

すなど火種を確実に消火することが重要です。

　また、吸い殻入れはこまめに処分することも出火防止に有効です。

建物半焼１棟、建物部分焼２棟、建物ぼや１棟　計４棟　135 ㎡等焼損



倉庫　その他構造 1/0　延 50 ㎡







該当選任あり　消防計画あり

被害状況

飲食店　耐火造 5/0　延 222 ㎡

この火災は、飲食店４階の客席部分のダクトから出火したものです。



該当選任あり　消防計画あり

被害状況



　この火災は、複合用途１階の作業場から出火し、東側隣棟へ延焼拡大した火災です。

　作業員（40 歳代男性）は、印刷機の付属設備である循環器にアルコール類を補給する際、

手動ポンプを用いて給油していましたが、ポンプのつまみを緩めて自動的に流れるように設

定していました。業者対応のためにその場を離れたところ、タンクが満タンになりアルコー

ル類が床面に溢れ出ました。作業員は床の清掃を行いましたが、その際に延長コードに足を

取られ、差込みプラグが抜けた際に発生したスパークにより、引火して出火しました。

　２階で作業していた別の従業員（70 歳代男性）は 119 番通報を依頼されたので、２階作業

場内の固定電話から 119 番通報をしました。



　この火災は、複合用途１階の作業場から出火し、東側隣棟へ延焼拡大した火災です。

　作業員（40 歳代男性）は、印刷機の付属設備である循環器にアルコール類を補給する際、

手動ポンプを用いて給油していましたが、ポンプのつまみを緩めて自動的に流れるように設

定していました。業者対応のためにその場を離れたところ、タンクが満タンになりアルコー

ル類が床面に溢れ出ました。作業員は床の清掃を行いましたが、その際に延長コードに足を

取られ、差込みプラグが抜けた際に発生したスパークにより、引火して出火しました。

　２階で作業していた別の従業員（70 歳代男性）は 119 番通報を依頼されたので、２階作業

場内の固定電話から 119 番通報をしました。
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火災事例 290 

 

７ 消防用設備等の活用状況 

 

 

事例１ 「地下機械式駐車場から出火し、不活性ガス消火設備（窒素）が奏効した火災」 

 

出火時分  ６月 10 時ごろ 

用 途 等  複合用途（店舗・事務所等） 耐火造 10/1 延 12,998 ㎡ 

防火管理  該当選任あり 消防計画あり 

被害状況  建物ぼや１棟 ブレーカー１、配線若干焼損   

概  要 

 この火災は、複合用途建物地下１階機械式立体

駐車場内に設置された排水ポンプのケースブレー

カーから出火したものです。 

 出火原因は、地下駐車場内に浸入した雨水等の

水分が湧水排水ポンプ１次側ブレーカーを通過

し、ブレーカー内に水分が浸入したことにより、ブ

レーカー２次側端子台のＲ相及びＳ相間でトラッ

キング現象が発生し出火したものです。 

 出火建物１階の中央監視室にいた勤務員（60 歳

代男性）は、自動火災報知設備受信盤で機械式駐車

場の表示記録を確認したことから、機械式駐車場

の出入口を確認すると不活性ガス消火設備（窒素）

の放出表示灯の点灯と焦げ臭いにおいを感じまし

た。その後、窒素ボンベ室へ向かったところ制御盤

で作動表示を確認したことから火災であると判断

し、携帯電話で 119 番通報しています。不活性ガ

ス消火設備が有効に作動したことによりブレーカ

ーと配線の焼損のみで消火に至っています。 

なお、出火時 377 名が在館していましたが、中央監視室勤務員が放送設備による避難誘導

を実施し、屋内階段で全員避難しています。 

教 訓 等 

不活性ガス消火設備は、防護区画を形成し消火剤の放出により消火する設備です。そのた

め、火災時の放出や誤放出の場合など防護区画内から退避させる安全対策が施されていま

す。不活性ガス消火設備が設置されている対象物の管理者等は、不活性ガス消火設備の作動

フローを確認するとともに、防護区画内の１の感知器の作動による注意警報や放出前の退避

警報が確実になされるかどうかの確認等点検時を活用しよく認識することが必要です。 

 

写真 7-1 駐車場内部の状況 

 

写真 7-2 不活性ガスボンベ室の状況 

 



7 消防用設備等の活用状況 291 

写真 7-3 ベッド下電気配線コネクタ 

 

事例２ 「ホテル宿泊室から出火し、スプリンクラー設備が作動した火災」 

 

出火時分  12 月 10 時ごろ 

用 途 等  複合用途（ホテル・飲食店等） 耐火造 21/3 延 142,183 ㎡ 

防火管理  該当選任あり 消防計画あり 

被害状況  建物部分焼１棟 内壁２㎡、ベッド等焼損 負傷者３人 

概  要 

 この火災は、複合用途建物のホテル 14 階宿泊室から出火したものです。 

 出火原因は、宿泊室内のベッド下に設置しているコードコネクタの端子間に堆積していた

埃を介して端子間でトラッキング現象が発生したため、出火したものです。 

４階で作業中であった防災センター勤務員（50 歳代男性）は、自動火災報知設備の発報に

伴う放送設備の放送を聞き、他の勤務員（30 歳代男性）と共に強化液消火器を携行して 14 階

へ向かいました。防災センターからの無線連絡により該当宿泊室を確認し、マスターキーで

開錠すると室内から煙が噴出するのを発見しました。防災センターから駆け付けた他の勤務

員（40 歳代男性及び 20 歳代男性）と協力し、携行していた強化液消火器と屋内消火栓設備

を使用し消火を試みましたが、火勢は収まらず消火に至りませんでした。その後スプリンク

ラーヘッドから放水が開始され、火勢が収まりました。 

通報は、火災を発見した防災センター勤務員から連絡を 

受けた別の勤務員が、防災センター内の火災通報装置を 

起動させ通報しています。 

なお、強化液消火器と屋内消火栓設備で初期消火

した防災センター勤務員３人が、消火した際煙を吸

う等して気道熱傷を負っています。出火時宿泊客等

248 人が在館していましたが、自動火災報知設備の

発報による全館放送と従業員の避難誘導により屋

内階段で全員避難しています。避難によるけが人等

はありませんでした。 

教 訓 等 

 この火災では、強化液消火器と屋内消火栓設備では有効に消火できませんでしたが、その後

スプリンクラー設備の作動により火勢が収まっています。初期消火に従事した防災センター勤

務員が気道熱傷を負ったことを考えると、設備を活用した消火技術の向上は勿論のこと、初期
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「１階の飲食店から出火し、建物内から 100 人以上が避難した火災」

防火管理 該当選任あり　消防計画あり

　この火災は、飲食店の１階調理場から出火したものです。

　出火原因は、従業員（20 歳代男性）が業務用ガスこんろで調理していたところ、中華鍋

から炎が立ち上がり、こんろ上部のグリスフィルタに付着していた油かすに着火し出火した

ものです。

　従業員は調理していた中華鍋から炎が立ち上がり、その後天蓋部分から白煙が出ているの

を発見しました。

　白煙を確認した店長（30 歳代男性）は、建物内に居た客を避難誘導するように他の従業

員に指示しました。

　付近を通りかかった通行人（20 歳代男性）は火元建物と建物の間から白煙が上がるのを

確認したため、自身の携帯電話で 119 番通報しました。

　初期消火は、避難を優先したため行われていません。

　この火災で、客従業員含めて 120 名の避難が発生しています。

　また、火元建物では避難通路に収容物が置かれており、避難に支障をきたす恐れがありま

した。

「１階飲食店から出火し、ダクトを経由して２、３、５及び７階共同住宅等に延焼拡大した火災」

防火管理 該当選任あり　消防計画あり

建物部分焼１棟　70 ㎡、外壁 40 ㎡等焼損
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　付近を通りかかった通行人（20 歳代男性）は火元建物と建物の間から白煙が上がるのを

確認したため、自身の携帯電話で 119 番通報しました。

　初期消火は、避難を優先したため行われていません。

　この火災で、客従業員含めて 120 名の避難が発生しています。
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した。




