
建築物の防災講習会

消防用設備等の防災ポイント

広島市消防局予防部指導課

令和４年５月１８日（水）



１ 火災統計・事例



令和元年の火災状況（全国）①

建物用途別の火災発生状況
※ 総務省消防庁ＨＰ

報道資料から引用

住宅火災の件数を除くと

全火災件数（19,365件）中

8,801件（45.4％）

が事業所等での火災



令和元年の火災状況（全国）②

出火原因別の火災発生状況（建物火災）

住宅火災の
件数を除くと

電気関係
の 火 災



主な建物火災の事例（昭和40年代以降）
出火年月 火災名 死者数 負傷者数 用途

昭
和
期

S47. 5 大阪市千日デパートビル火災 118 81 百貨店

S48.11 熊本市大洋デパート火災 104 67 百貨店

S55.11 藤原町川治プリンスホテル火災 45 22 ホテル

S57.2 千代田区ホテルニュージャパン火災 33 34 ホテル

S62.6 東村山市松寿園火災 17 25 社会福祉施設

平
成
期

H 2.3 尼崎市長崎屋百貨店火災 15 6 百貨店

H13.9 新宿区歌舞伎町雑居ビル火災 44 3 複合雑居ビル

H18.1 大村市認知症高齢者グループホーム火災 7 3 社会福祉施設

H19.1 宝塚市カラオケボックス火災 3 5 遊技場

H20.10 大阪市浪速区個室ビデオ店火災 16 9 複合雑居ビル

H21.3 渋川市有料老人ホーム火災 10 1 社会福祉施設

H21.11 杉並区高円寺雑居ビル火災 4 12 複合雑居ビル



主な建物火災の事例（直近１０年）
出火年月 火災名 死者数 負傷者数 用途

H24.5 福山市ホテル火災 ７ ４ ホテル

H25.2 長崎市認知症高齢者グループホーム火災 ４ ８ 社会福祉施設

Ｈ25.10 福岡市博多区診療所火災 １０ ５ 小規模診療所

Ｈ27.5 川崎市簡易宿泊所火災 １０ １８ 簡易宿泊所

Ｈ27.10 広島市中区流川町飲食店火災 ３ ３ 飲食店

H28.12 新潟県糸魚川大規模火災 ０ １７ 飲食店（火元）

H29.3 埼玉県三芳町倉庫火災 ０ ２ 倉庫

H29.12 さいたま市特殊浴場火災 ５ ８ 特殊浴場

Ｒ1.7 高槻市倉庫爆発火災 ３ １ 倉庫

Ｒ1.7 京都市事業所火災 ３６ ３５ 事務所

Ｒ1.10 那覇市首里城火災 ０ １ 文化財

Ｒ3.12 大阪市クリニック放火火災 27 １ 複合雑居ビル



２ 防火管理について



消防法第８条

学校、病院、工場、事業所、興行場、百貨店、複合用途防火対象物

その他多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する防火対象物で政令

で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を

有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、

当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、

通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消

火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する

監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員

の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

建物の用途や規模等により、消防法８条の対象となる

消防法令上の防火管理



突然ですが・・・

自分が働いている（or所有しているor管理している）建物で

① 火災を起こさないための対策は何をしてますか？

② 火災が発生した時にとるべき行動は？



防火管理の意義

火災の発生

• 物的被害：建物や財産の焼失

• 人的被害：死・火傷など
直接的な損害

• 生産、営業活動の停止から再開に

いたるまでの計り知れない損害
間接的な損害



金銭で計ることのできない尊い人命の損失を考えると・・・

火災予防に対しては、最優先に最大の努力が必要

過去の災害事例では・・・

・日常の火気管理の不適切

・消防設備等の不備や維持管理の不適切

・火災を発見したときの初動対応の不手際

・日常の教育訓練不足による対応のまずさ

火災の拡大
被害の拡大



自らの建物や財産、そして客や従業員の生命・身体の防火安全を確

保するためには、

「自分のところは自分で守る」

という認識を持ち、全従業員が一丸となって火災発生危険の排除と

火災発生時に対処体制の整備が必要である。



３ 過去の火災から学ぶ
消防用設備



埼玉県三芳町倉庫火災

画像等は、平成２９年６月「埼玉県三芳町倉庫火災
を踏まえた防火対策及び消防活動のあり方に関する検
討会報告書」から引用（次ページ以降も同じ。）



火災前の状況①

１階



火災前の状況②

２階



火災前の状況③

３階



火災概要



焼損状況

１階

ダンボール集積場

開口部

１階の焼損は、この付近のみ

：焼損場所



焼損状況
２階

１階ダンボール集積場
上部の開口部

２階・３階は、ほぼ全域
が焼損している。

３階

：焼損場所







事業所における初動対応①

９：００頃 Ａ（火災発見者）が、作業を開始

Ａは、焦げ臭い臭いを感じて振り向くと、端材室の床
から５０ｃｍくらいの炎が立ち上がっているのを発見

Ａは、着ていた衣類で覆って消そうとしたが、消えず、
近くの消火器を取りに行った。

Ａは、消火器で初期消火を行ったが、消火できなかった。



９：０７頃
（推定）

（自動火災報知設備が鳴動）

Ａは、端材室に戻った際、自動火災報知設備が鳴る
のを聞き、駆けつけたＢ（避難誘導班）ほか２名と
伴に、消火器で初期消火を行ったが、火の勢いが強
くて、消火できなかった。

Ａと伴に初期消火にあたっていたＢが携帯電話で
１１９番通報を行った。

９：１４

Ａは、１階南側にいた他の従業員に火災である旨を
知らせに行き、消火器を持って、端材室に戻った。



事業所における初動対応②

（自動火災報知設備が鳴動）

事務所にいたＣ（自衛消防隊本部隊員）は、自動火災
報知設備が鳴るのを聞き、防災センターに駆けつけ、
出火場所を確認

Ｃは端材室に駆けつけ、消火器で初期消火を行ったが、
火の勢いが強いため、最寄の屋外消火栓からホースを
延長するよう、従業員に指示した。

従業員は、屋外消火栓のホースを延長し、バルブを開
放した。

公設消防隊が端材室に到着し、消火活動を引き継いだ。

９：０７頃
（推定）

９：２１



消火器の使用状況

従業員８名により
消火器２１本を使用し初期消火



屋外消火栓設備の使用状況



「埼玉県三芳町倉庫火災を踏まえた防火対策
及び消防活動のあり方に関する検討会」

検討会からの提言（対策の一部を抜粋）

① 防火シャッターの閉鎖障害を
防止するための対策

② 事業者による初動対応



① 防火シャッターの閉鎖状況



① 防火シャッターの閉鎖状況

２階



① 防火シャッターの閉鎖状況

３階



具体的な対策

① 防火シャッターの閉鎖障害を
防止するための対策

点検時期を明確に定め、点検を確実に実施

・感知器及び防火シャッターが確実に作動すること

・閉鎖障害となる物品等が放置されていないこと

点検の責任者を定め、点検結果を記録し、保管

※ 提言内容の一部を抜粋



② 事業者による初動対応（屋外消火栓設備）

屋外消火栓設備を使用して
いるが、ホースの曲がり具
合などから、十分な放水量
が得られていないと推測

従業員による放水状況

屋外消火栓設備の作動状況



② 事業者による初動対応（屋外消火栓設備）

ポンプの起動
ボタンが押さ
れた痕跡なし

操作方法の表示

屋外消火栓設備の作動状況



② 事業者による初動対応（１１９通報）

９：０７頃
（推定） 自動火災報知設備のベルが鳴動

１１９番通報９：１４

９：００頃 火災発見者が、作業を開始

９：２１ 公設消防隊到着

この間に火災が発生（時刻は不明）

１１９通報までに７分掛かっている。



具体的な対策

実際に消火栓設備を放水するなど、より効
果の高い消火訓練を定期的に実施

ロールプレイング形式の模擬的な通報訓練
を行うなど、速やかに１１９番通報を行うこ
とができる訓練も必要

② 事業者による初動対応

防火シャッターが閉鎖されている場合を想
定した避難訓練が有効。また、防火シャッタ
ーの起動手順の確認が必要

※ 提言内容の一部を抜粋



京都市事業所火災

● 建物概要等
名称：㈱京都アニメーション 第一スタジオ
建物規模：地上３階建て、延べ面積６９１．０２㎡
消防設備：消火器、非常警報設備（非常ベル）
直近の立入検査：消防法令上の不備なし

● 火災概要
出火日時：令和元年７月１８日 １０：３１（推定）
出火原因：放火（ガソリンを撒いて着火）
焼損程度：全焼
死傷者：死者３６人、負傷者３４人

※ 画像は、総務省消防庁ＨＰに掲載の資料から引用

本火災の教訓をもとに・・・



京都市消防局において、火災発生時に建物内にいた全７０人の
避難行動の分析・検証結果を踏まえ、

「火災から命を守る避難の指針」を策定

火災から命を守る避難

（参考）
京都市消防局ホームページ



４ 消防用設備等に係る事故について



二酸化炭素消火設備に係る事故

（１） 機械式駐車場内での工事中の事故
○ 令和２年12 月22 日、愛知県名古屋市のホテルにおいて、機械式駐車場内
でのメンテナンス工事中に、機械式駐車場内に二酸化炭素が放出した（死者
１名、負傷者10 名）。
○ 令和３年４月15 日、東京都新宿区の共同住宅において、機械式駐車場内
での天井ボードの張替え工事中に、機械式駐車場内に二酸化炭素が放出した
（死者４名、負傷者２名）。

（２） 二酸化炭素消火設備の点検中の事故
○ 令和３年１月23 日、東京都港区の事務所ビルにおいて、二酸化炭素消火
設備の点検中に、二酸化炭素の消火剤の貯蔵容器（以下「貯蔵容器」という。）
を設けた場所で二酸化炭素が放出した（死者２名、負傷者１名）。



二酸化炭素は、消火剤として用いることで二酸化炭素が放射されるエリア内の
酸素濃度を低下させ、消火する作用を有することに加え、貯蔵容器から放射され
た際は、火炎の冷却に寄与する性質も有しており、消火剤としての有効性がある。
また、消火に伴う汚損が少ない等の特徴から、二酸化炭素消火設備は、機械式
駐車場等における消火設備として、国内において多数設置されている。
しかしながら、二酸化炭素消火設備が作動し、二酸化炭素が放射されると、
防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなるとともに、高濃度の二酸化炭
素は、人体に影響を与え、場合によっては生命の危険性が生じる。

設置してはならない部分（消防法施行規則第19 条第５項第１号の２）
・ 常時人がいない部分以外の部分には、全域放出方式又は局所放出方式の
不活性ガス消火設備を設けてはならない。
起動の方法（消防法施行規則第19 条第５項第14 号）
・ 二酸化炭素を放射するものの起動は原則として手動式とすること。ただ
し、常時人がいない防火対象物そのほか手動式によることが不適当な場所
に設けるものにあっては、自動式とすることができること。

無人となる機械式駐車場などが自動式となるケースが多い




