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図表名 頁

第１章

第１節

図表1－1－1 過去10年間の火災件数及び焼損床面積の推移 50
図表1－1－2 過去10年間の火災による死者の推移 51
図表1－1－3 火災の状況 51
図表1－1－4 過去10年間のその他の火災（放火・たばこ）の推移 52
図表1－1－5 区市町村別火災件数上位５位 53
図表1－1－6 区市町村別火災件数の状況（令和元年中） 53
図表1－1－7 火災による死者 54
図表1－1－8 火災による高齢者の死者数の推移 54
図表1－1－9 火災による負傷者数 55
図表1－1－10 火災件数に占める主な出火原因（ワースト5）の状況 55
図表1－1－11 主な出火原因ワースト3 の件数推移 56
図表1－1－12 主な出火原因（令和元年中の上位10位） 56
図表1－1－13 建物用途別の火災状況（令和元年中の住宅火災を除く上位8位） 57
図表1－1－14 建物から出火した用途別の割合 58
図表1－1－15 最近10年間の住宅火災の件数等の推移 58
図表1－1－16 令和元年中の建物火災の内訳 59
図表1－1－17 出火原因別住宅火災件数 59
図表1－1－18 最近10年間の住宅火災による死者数の推移 60
図表1－1－19 住宅用途別死者数の内訳 60
図表1－1－20 男女別死者発生状況 61
図表1－1－21 出火原因別死者の割合 61
図表1－1－22 住宅用火災警報器設置率の推移 62

第２節

図表1－2－1 出場件数（車両数）・出場人員、活動時間の状況 63
図表1－2－2 主な消防車両等の火災出場状況 63
図表1－2－3 火災における救助人員・誘導人員・活動時間の状況 63
図表1－2－4 出場件数（車両数）・救助人員・出場人員の状況 64
図表1－2－5 事故種別ごとの出場件数 64
図表1－2－6 事故種別ごとの救助人員 65
図表1－2－7 出場件数（車両数）・出場人員の状況 65
図表1－2－8 活動内容別出場件数の内訳 66
図表1－2－9 緊急確認区分別の内訳 66
図表1－2－10 出場件数（車両数）・出場人員の状況 67
図表1－2－11 ＰＡ連携区分別の内訳 67
図表1－2－12 出場件数（車両数）の状況 67

第３節

図表1－3－1 救急活動総括表 69
図表1－3－2 過去5年間の出場件数等の推移 70
図表1－3－3 日別上位出場件数（夏季5位、夏季以外5位） 70
図表1－3－4 過去5年間の熱中症救急搬送人員数 70
図表1－3－5 地域別出場件数上位5位 71
図表1－3－6 区市町村別救急出場件数（概数）の状況（（令和元年中） 71
図表1－3－7 駅舎別救急件数上位 72
図表1－3－8 救急活動時間と走行距離 73
図表1－3－9 事故種別出場件数 73
図表1－3－10 月別出場件数 74
図表1－3－11 時間帯別出場件数 74
図表1－3－12 救護・搬送人員の推移 76
図表1－3－13 初診時程度別搬送人員 76
図表1－3－14 年齢層別・性別搬送人員 77
図表1－3－15 高齢者搬送人員の推移 77
図表1－3－16 救命講習（普通救命講習・上級救命講習・応急手当普及員講習）受講者数 78
図表1－3－17 応急手当普及業務実施状況 78
図表1－3－18 都民等による応急手当の内容 79
図表1－3－19 応急手当実施者 79
図表1－3－20 対応内容別受付状況 80
図表1－3－21 救急相談の内訳比 81
図表1－3－22 相談対象者の年齢構成比 81

第４節

図表1－4－1 防火防災訓練の訓練種別ごとの人員 82
図表1－4－2 総合防災教育の実施状況 83
図表1－4－3 総合的な防火防災診断の実施件数 83
図表1－4－4 年別の救急搬送人員 84
図表1－4－5 年齢層別救急搬送人員 85
図表1－4－6 年齢別救急搬送人員 85
図表1－4－7 乳幼児の事故種別ごとの救急搬送人員 86
図表1－4－8 高齢者の年別の救急搬送人員 87
図表1－4－9 高齢者の事故種別ごとの救急搬送人員 87
図表1－4－10 家具転対策実施率（東京都内） 88
図表1－4－11 大阪府北部地震、北海道地震における家具転対策実施状況 89
図表1－4－12 大阪府北部地震、北海道地震における負傷原因割合 89
図表1－4－13 総登録者数と新規登録者数の推移 90
図表1－4－14 男女別登録者数 90
図表1－4－15 年代別登録者数 90
図表1－4－16 職業別登録者数 91
図表1－4－17 活動項目別件数、参加者数 91
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第１章 第５節

図表1－5－1 立入検査件数の推移 92
図表1－5－2 警告・命令件数の推移 93
図表1－5－3 違反事項通知を受けた資格者数の推移 93
図表1－5－4 各年の違反が公表されている建物数の推移 94
図表1－5－5 優良防火対象物・建物の内訳 94
図表1－5－6 消防用設備等点検報告の内訳 95
図表1－5－7 防火対象物点検報告の内訳 96
図表1－5－8 防災管理点検報告の内訳 96
図表1－5－9 建物数（住宅、長屋を除く）とホテル施設数の推移 97
図表1－5－10 建物用途の内訳 97
図表1－5－11 21階建て以上、地下４階以下の建物数の推移 98
図表1－5－12 スプリンクラー設備、自動火災報知設備設置の建物数の推移 99
図表1－5－13 発電設備を有する建物数と危険物施設（一般取扱所）数の推移 100
図表1－5－14 防火管理者選任状況の推移 101
図表1－5－15 自衛消防訓練実施状況 102
図表1－5－16 危険物施設の施設区分別構成 102
図表1－5－17 施設区分別の事故発生状況 103
図表1－5－18 事故種別ごとの事故発生状況 103
図表1－5－19 発生要因と発生原因 104
図表1－5－20 事故の発生要因 104
図表1－5－21 火災事故の発生要因 104
図表1－5－22 流出事故の発生要因 104
図表1－5－23 その他事故の発生要因 105

第２章

第１節

図表2－1－1 歳入予算 113
図表2－1－2 歳出予算 113
図表2－1－3 歳出予算性質別比較 113
図表2－1－4 階級別職員定数 113

第２節

図表2－2－1 火災の出場計画 124
図表2－2－2 化学機動中隊・消防救助機動部隊（NBC 対応）の配備状況 134
図表2－2－3 災害救急情報センター概要 141
図表2－2－4 指令管制システム 142
図表2－2－5 令和元年中の災害種別ごとの119番入電状況 143
図表2－2－6 令和元年中の通報形態別119番入電状況 144
図表2－2－7 多言語通報時の対応 144
図表2－2－8 応援協定等一覧（令和２年４月１日現在） 145
図表2－2－9 緊急消防援助隊の登録 146
図表2－2－10 国際緊急援助の状況 147

第３節

図表2－3－1 救急活動体制・統計（要約） 151
図表2－3－2 救急活動全体のフロー 151
図表2－3－3 救急医療情報システム 152
図表2－3－4 東京消防庁救急相談センターのしくみ及び東京版救急受診ガイドの使用方法 154
図表2－3－5 主な救命講習 155
図表2－3－6 民間救急とサポートＣａｂ 157

第４節

図表2－4－1 調査研究結果の活用 161
図表2－4－2 近年発生した地震における家具類の転倒・落下・移動が原因の負傷者の割合 163
図表2－4－3 家具転倒対策事業経緯 164
図表2－4－4 家具転対策ハンドブック・家具転対策普及啓発ポスター 165
図表2－4－5 地震動シミュレーター 166
図表2－4－6 総合防災教育 167
図表2－4－7 地震に対する10の備え 167
図表2－4－8 地震その時10のポイント 167
図表2－4－9 出火原因別死者の割合 170
図表2－4－10 たばこによる住宅火災死者の経過 171
図表2－4－11 子どもの事故に関する主なホームページ掲載内容及び冊子 174
図表2－4－12 高齢者の事故に関する主なホームページ掲載内容及び冊子 174
図表2－4－13 季節の事故に関する主なホームページ掲載内容及び熱中症予防ポスター 175
図表2－4－14 注意喚起を実施した主な事故 175
図表2－4－15 防火防災診断結果のお知らせ 177
図表2－4－16 啓発リーフレット「 地震から命を守る『7つの問いかけ』」 178
図表2－4－17 住宅火災直接通報のしくみ 179
図表2－4－18 救急直接通報のしくみ 179
図表2－4－19 東京消防庁認定通報事業者認定証 179
図表2－4－20 住宅火災代理通報のしくみ 180
図表2－4－21 救急代理通報のしくみ 180
図表2－4－22 緊急ネット通報の画面 180
図表2－4－23 119番ファクシミリ通報カード 181
図表2－4－24 女性防火組織の現況 181
図表2－4－25 消防少年団の現況 182
図表2－4－26 幼年消防クラブの現況 183
図表2－4－27 消防水利の現況 185

第５節

図表2－5－1 消防同意制度のしくみ 186
図表2－5－2 消防用設備等の種類と概要 187
図表2－5－3 危険物施設における安全対策 191
図表2－5－4 優良防火対象物認定証 195
図表2－5－5 防火管理制度のしくみ 197
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第５節

図表2－5－6 統括防火管理制度のしくみ 198
図表2－5－7 防火管理技能者制度のしくみ 199
図表2－5－8 防災管理制度のしくみ 200

第２章

図表2－5－9 統括防災管理制度のしくみ 200
図表2－5－10 自衛消防隊の編成とその主な任務 201
図表2－5－11 自衛消防訓練の例 201
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