
最近の火災事故への対応について
＜糸魚川大規模火災＞

平成29年6月23日

総務省消防庁予防課予防係



糸魚川大規模火災に対する取組状況

② 平成29年春季全国火災予防運動実施要綱
５ 重点目標の取組に当たって効果的と考えられる具体的な推進項目
（２）乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進
ア 延焼拡大危険性の高い地域を中心とした火災予防対策や警戒の徹底
イ 火災予防広報の実施
ウ たき火等を行う場合の消火準備及び監視の励行
エ 火気取扱いにおける注意の徹底

オ 工事等における火気管理の徹底

○ 平成28年12月22日10時20分頃、新潟県糸魚川市、糸魚川駅北側に位置する木造建築物密集地域の飲食店より出火
○ 出火原因：大型こんろの消し忘れ

○ 焼損棟数147棟、焼損面積約30,412㎡、負傷者17人（うち消防団員15人）
○ 強風により複数箇所に飛び火が発生するなど、広範囲に延焼拡大
・ 最大風速13.9m/s、風向：南（10：20糸魚川市気象観測点）
・ 最大瞬間風速27.2m/s、風向：南南東（11：40糸魚川市消防本部）

火災概要

① 通知
○新潟県糸魚川市大規模火災を踏まえた火災に対する警戒の強化について（平成２８年１２月２８日付け消防消第２４７号）

⇒火災に対する警戒の強化、消防法第２２条に基づく火災に関する警報など

○密集市街地の整備の促進等について（平成２９年１月７日付け国土交通省都市局都市安全課長、住宅局市街地建築課長通知）
⇒大規模な延焼火災が発生する危険性が高い市街地の確認、密集市街地総合防災事業等の活用 など

○ 総務大臣の指示により有識者による検討会を設置
○ 糸魚川市大規模火災の消防活動等を検証した上で、今後取り組むべき火災予防、消防活動、消防体制等の充実強化のあり方について検討

第１回 1月27日、第2回 2月24日、第3回 3月9日、第4回 3月24日、第5回 4月10日、第6回 4月24日

糸魚川市大規模火災を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会

③ 検討会

＜消防庁長官通知＞

糸魚川市大規模火災を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会の検討結果について（平成２９年５月１９日付け消防消第１１７号）
＜早急に取り組むべき事項と今後通知等する事項に整理＞
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糸魚川市大規模火災を踏まえた対応策

全国どこでも、木造の建築物が多い地域においては、強風下で、大規模な火災の可能性

大規模な火災につながる危険性が高い地域を確認・指定し、火災防ぎょ計画を策定する
ことを推進

必要なポンプ車の台数、使用する消防水利、車両の部署位置等を定め、
計画に基づく訓練を実施

危険性が高い地域の確認・指定及び火災防ぎょ計画の策定推進

１．総論

・管内の消防力を最大限出動させるのと同時に応援要請
・代表消防本部等が応援要請を代行
・隣接消防本部等が応援要請を待たずに出動
・応援を行う際に管内の消防力が低下しないよう、予備車の活用や消防団によるバックアップ

応援体制

・確認・指定した地域における消防水利の確保のための計画の策定を推進
・地元建設業協会等との間で給水活動等についての協定を締結
・海、河川などの自然水利からの遠距離大量送水のためのスーパーポンパー※を整備

※ 整備状況：21本部･50隊配置済
送水能力：１km先に3,000L/分以上（通常のポンプ車は200m先に1,500L/分）

消防水利

延べ面積150m2未満の飲食店にも消火器の設置を義務付ける方向で検討

小規模飲食店への消火器設置の義務化

２．対応策

住宅用火災警報器を活用し、飲食店を含む隣接建物間で相互に火災警報を伝達する
新たな方式の効果や課題を検証

連動型住宅用火災警報器

○ 応援体制を見直すための方策の
提示（今夏まで）

○ H29年度にモデル事業の実施に
よる検証（今年度中）

○ 政令等の改正の検討
（今年度中）

○ 消防水利の確保について
財政支援策の活用

○ 協定締結の先進事例の紹介
（今夏まで）

○ 地域を確認・指定するための
手順・基準の堤示（市街地火災
延焼シミュレーションの活用等）
（７月まで）

○ 計画のひな形の提示（7月まで）
○ 研修会の実施（今夏）

○ 可能な限り早く
計画策定・協定
締結を目指す

○ 必要な消防
水利の確保を
目指す

○ 初期消火対策
の強化

○ 検証結果に
基づき展開を
検討

（糸魚川市消防本部提供）

（糸魚川市消防本部提供）

（１） 提言の概要 （２） 対応の方向性

（３） 目指すべき姿
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○防炎品の普及
•住宅においては、カーテン等の防
炎物品のほか、エプロン等の防炎
製品の使用を推奨

●１件の出火が大規模な火災に繫がる危険性のある木造建築物が密集する地域等では、地域の具体
的な危険性を周知して地域住民の理解を深めるとともに、重点的に住宅防火指導を行い、住宅にお
ける防火意識の啓発強化に努めることが重要。

＜早急に取り組むべき事項＞住宅における防火意識の啓発強化

○住宅用火災警報器の維持管理
・住宅用火災警報器の設置、点検、交換を重点的に周知
・連動型住宅用火災警報器の積極的な広報 等

○住宅用消火器
・住宅用消火器を始めと
した住宅用防災機器等
の普及促進 等

■出火防止対策

○初期消火訓練
・まちぐるみで初期消火
訓練を実施 等

■早期覚知対策 ■初期消火対策

○安全装置付き暖房器具・調理
器具の普及
•給油自動消火装置等の付いた石油
ストーブや調理油過熱防止装置等
が付いたSiこんろの使用を促進

○たばこ火災に係る注意喚起
•住宅火災による死者数を発火源別
に見たとき、たばこ火災が最多

•特に寝たばこに起因する火災で死
者が多い
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＜早急に取り組むべき事項＞厨房設備の適切な使用・維持管理の徹底

（位置、構造、管理の基準）

○厨房設備は地震その他の衝撃により容易に転倒し、亀裂し又は破損しない構造とす

ること。

○厨房設備と可燃物との間には火災予防上安全な距離を確保すること。（原則、上方

100cm、側方・前方・後方15cm）

○厨房設備の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみ

だりに放置しないこと。

○使用中監視人を置くこと。ただし、異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたと

きは、この限りでない。

○排気ダクト及び天蓋※１を設ける場合の構造基準

・排気ダクト及び天蓋を設ける場合は不燃材料で造り可燃性の物品との間に10cm以上

の距離を保つこと。

・排気ダクトを設ける場合は排気ダクトへの火炎伝送防止装置（防火ダンパー※２等）を

設けること。

（注）換気扇により直接屋外へ排気する場合又は、排気ダクトの長さ等より火災予防上支障がない

と認められる場合を除く。

・不特定多数の者が出入りする地階又は高層建築物の同一厨房室内に設ける厨房設

備の入力※３の合計が350Kw以上の場合については、火炎伝送防止装置は、自動消

火装置とすること。

・油を使う厨房設備に天蓋を設ける場合は、グリスフィルター※４を設けること。

（注）換気扇により直接屋外へ排気する場合を除く 。

○天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の油脂等の清掃を行い、火災予防上支障の

ないよう維持管理すること。

火災予防条例によるこんろ（厨房設備）の主な規制

高温気体及び火粉等の飛散を妨げるため
に厨房設備の上部に設けられる傘状の
フード。

※１ 天蓋（レンジフード）

※２ 防火ダンパー（火炎伝送防止装置の一種）

排気ダクト内の温度が上昇した場合に、
当該ダクト内の延焼拡大を防ぐために
自動的に閉鎖する弁。

排気中に含まれる油脂を有効に除去する
フィルター。

※３ 厨房設備の入力の例

・ガステーブル：
32.6kw～165kw （３～８個口）

・卓上型ガス炊飯器
4.88kw～11kw （炊飯能力1.4～10L）

・ゆで麺器：
12.8kw～18.6kw （テポ数４～9）

・餃子焼きグリラー
3.8kw～34.9kw（ガス接続口径9.5φ ～25φ）

※４ グリスフィルター（グリス除去装置）

グリスフィルター

天蓋（レンジフード） 5



糸魚川市大規模火災を踏まえた火災予防のあり方について（早期覚知対策）

＜留意事項＞
・参加者全員の同意を得ることが必要
・電波の到達範囲に制約がある
・誤報時等の対応を予め決めておくことが必要

住宅用火災警報器を活用した隣接建物間の相互連携イメージ

・室内の居住者に対する火災報知に効果的
・壁や扉に隔てられると警報音が聞き取りにくい

住宅用火災警報器の特性

発展的活用

〇さらに、飲食店から出火した場合に地域ぐるみで早期に火災を覚知し迅速に初期消火を行う
ために、住宅用火災警報器を活用し、飲食店を含む隣接建物間で相互に火災警報を伝達する新
たな方式の効果や課題について検証することが必要。

〇大規模な火災につながる危険性が高い地域にあっても、その危険性を必ずしも住民が理解し
ていると言い難く、住民が火災時に具体的に何をすべきかを周知し、訓練等を行うことが重要。

〇各消防本部に対して木造建築物が密集する地域等大規模な火災につながる危険性が高い地域
における警防体制の見直し・強化の検討を要請するとともに、併せて火災予防についても取組
み強化を求めていくことが必要。

火災発生

隣接建物で警報 隣接建物で警報

建物内で警報

隣接建物 隣接建物飲食店 6



飲食店, 435

物販店, 35

作業所, 32

事務所,31
その他の用途

こんろ火災の
出火件数
５７７件

○建物火災の出火原因※１）は、こんろ、たばこ、配線、電気機器の順に多い。

○延べ面積150㎡未満の建築物で発生したこんろ火災の約８割が飲食店で発生。
○こんろ火災には延焼拡大の危険性があり、消火器による初期消火が必要。

※１）平成27年中の建物火災統計に基づく分析結果。ここでの建物火災は住宅火災を除き、出火原因は放火・放火の疑いを除く。
※２）延べ面積150㎡未満の飲食店の４割程度に消火器の設置が義務付けられているものと考えられる。

糸魚川市大規模火災の出火原因

○糸魚川市大規模火災の出火原因は、大型こんろの消し忘れ。

＜こんろ火災の特性＞

こんろ火災の特性を踏まえた対応

○延べ面積150㎡未満の飲食店にも消火器の設置を義務付ける方向で検討

○消防法施行令による飲食店への消火器の設置義務は、延べ面積150㎡以上が対象。
○東京消防庁、政令指定都市の約８割、中核市の約５割は、各自治体の火災予防条例により、
延べ面積150㎡未満の飲食店にも消火器の設置を義務付けているが、その他の自治体では指導

に止まる※２）。

こんろ火災は急激に延焼拡大する場合が多い。

（たばこ、配線、電気機器による火災は、延焼拡大

速度が緩慢であり、水による初期消火が可能。）

飲食店におけるこんろ火災のうち、約６割がその場

を離れている間に出火したもの。

油火災に対しては水による初期消火は困難であり、

消火器による初期消火が必要。

糸魚川市大規模火災を踏まえた火災予防のあり方について（初期消火対策）

■延べ面積１５０㎡未満の建築物で発生した
こんろ火災の火元建物用途別出火件数
（住宅除く）（H23-H27年の合計）

注）複合用途など火元用途を
特定できないものを除く

（75％）
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最近の火災事故への対応について
＜埼玉県三芳町倉庫火災＞

平成29年6月23日

総務省消防庁予防課設備係



１ 発生日時等
覚知時刻：平成２９年２月１６日（木） ９時１４分
鎮圧時刻：平成２９年２月２２日（水） ９時３０分
鎮火時刻：平成２９年２月２８日（火） １７時００分

２ 建物概要
・住所： 埼玉県三芳町大字上富１１６３
・用途： 倉庫（消防法施行令別表第一 （１４）項）
・建築年月： 平成２５年４月
・構造／階数：
鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 （耐火建築物）／３階建て
・延べ面積： ７１，８９１．５９㎡
・消防用設備等：
消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備（１階の一部に自主
設置）、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、誘導灯、消防用水

３ 火災の状況
・焼損床面積： 約４５，０００㎡ （調査中）
・人的被害： 負傷者２名（重症１名、軽症１名）
・消防活動状況（最大時）：
消防車両 １０５台
入間東部地区消防組合消防本部２８台、
県内応援（さいたま市消防局等１５消防本部）５３台
消防団（４市町）２４台

・出火原因等：
調査中（出火階１階）

＜参考＞
スプリンクラー設備は、非火災エリアのため作動せず。

４ 当面の対応

類似の火災の発生を防止するため、消防本部に対し、大規模倉庫に対する立入検査の実施等による防火対策の徹底を図るよう、２月
28日に通知を発出。

○違反が認められる場合は、重点的に改善指導を図るとともに、重大な消防法令違反がある場合は、速やかに警告・命令等の厳格な
措置を講ずること。
○防火区画を形成するための防火シャッター及び防火扉の閉鎖障害となる物件が置かれること等のないよう適切に管理すること。
○火災発生時の初動対応について、再徹底を図ること。特に、通報、初期消火、避難誘導のほか、当該防火対象物の構造その他消防
活動上必要な情報の消防隊への提供について、消防計画に定める内容を確認するとともに、必要な体制構築を図ること。 など

５ 今後の防火対策及び消防活動についての検討
長期間にわたって大規模に延焼したことを踏まえ、消防庁と国土交通省が共同で有識者等からなる検討会を開催（３月１４日に第１回、
４月１２日に第２回、５月１２日に第３回、６月２１日に第４回）
※ 平成29年６月中に報告書をとりまとめる予定。

＜主な論点＞
○倉庫の利用形態を踏まえて確実に初期火災の拡大防止を図るための方策
○大規模倉庫火災において効率的な消火活動を実施するための方策 等

埼玉県三芳町倉庫火災の概要
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・２階・３階の外壁に重機を用いて、
赤枠の開口部を設けて放水

敷地配置図①

①南西側外観

被災建物の状況

③２階建物内部

・１階 端材室から出火し、２階に延焼した
可能性が高いと考えられる。

②
③（2階）

②１階端材室内

・２階及び３階は防火シャッターの未閉鎖や閉鎖
障害があり、ほぼすべてが焼損している。
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今回の火災を踏まえた課題と対策の方向性について

（初期消火）
○ 今回の火災では、屋外消火栓設備を使用した際、ポンプの起動操作が行われず、
初期消火に十分な放水量が得られなかったと考えられる（推定）。

➢ 大規模倉庫における初期火災の拡大防止のため、
屋外消火栓設備や屋内消火栓設備を使用した消火訓練を定期的に実施。

（火災の把握と119番通報）
○ 今回の火災では、火災発生を現認した時点で119番通報が行われなかったと考えられる
（推定）。

➢ 大規模倉庫火災における消防機関の消防活動を早期に開始するため、
火災の把握から119番通報まで一連の通報訓練を定期的に実施。

（避難誘導）
○ 今回の火災では、無線の活用や各階の避難誘導班の連携などにより、在館者４２１名
全員が屋外に避難。
➢ 今回の火災では逃げ遅れ者は無かったが、火災時に多数の従業員が迅速かつ的
確な避難を行うため、実火災の具体的な状況を想定した避難訓練を定期的に実施。

具体的な訓練の方法を示して、事業所における火災発生時の初動対応の実効性
を高めることが必要。（関係団体から周知するとともに消防本部による指導を徹底）

事業所における火災発生時の初動対応の実効性向上策
のあり方について（５月１２日第３回検討会資料）
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＜ 物品による閉鎖障害＞

＜３Ｆの防火シャッター＞

＜ コンベヤによる閉鎖障害＞

＜２Ｆの防火シャッター＞

＜２Fの防火シャッター＞ ＜３Fの防火シャッター（作動せず崩落）＞

横から正面から

＜閉鎖機構の損傷によるずれ落ち＞

閉鎖状況に応じた分類
防火シャッターの閉鎖状況
（４月１２日第２回検討会資料）
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※ 「不作動」には、火災によって閉鎖機構などが損傷した結果、部分的にシャッターがずれ落ちたものなどを含む。
※エレベーターや階段などに設けられた常時閉鎖式の防火設備は記載していない。

閉鎖

不作動

物品等による閉鎖障害

コンベヤによる閉鎖障害

第１系統 第２系統

２階の閉鎖状況

○ ２階における防火シャッターの閉鎖状況は、火災後の現場調査において目視によって確認した内容に基づくと、
以下のとおりとなる。

竪穴

竪穴

防火シャッターの閉鎖状況
（４月１２日第２回検討会資料）
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竪穴

？

３階の閉鎖状況

※ 「不作動」には、火災によって閉鎖機構などが損傷した結果、部分的にシャッターがずれ落ちたものなどを含む。
※エレベーターや階段などに設けられた常時閉鎖式の防火設備は記載していない。

第１系統 第２系統

○ ３階における防火シャッターの閉鎖状況は、火災後の現場調査において目視によって確認した内容に基づくと、
以下のとおりとなる。

？

？

？
竪穴

閉鎖

不作動

物品等による閉鎖障害

コンベヤによる閉鎖障害

？ 崩壊により不明

防火シャッターの閉鎖状況
（４月１２日第２回検討会資料）
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防火シャッターの不作動に関する論点（課題１・課題２）

防火シャッターが閉鎖しなかった原因（想定）

○ 第１系統においては、伝送線の一部（伝送線に接続するアナログ感知器を含む）の
回線がショート（短絡）し、結果として、系統全体の機能が喪失したと考えられる。

○ 第２系統においては、シャッターを起動させる動力となる電流を送るための制御線の
回線がショートした結果、点検時のショートによる受信機の損傷を防ぐために設けら
れた電流ヒューズが溶断し、結果として、制御線全体の機能が喪失したと考えられる。

検討すべき対策の視点

○ 例えば、以下の対策を講ずることについて、その実現可能性も含めた検討が必要
ではないか。

① 感知器等の情報を伝送する配線のショートを防止するための措置を行うこと。

② 回線がショートした場合に、その影響を最小限に留めるよう、配慮した設計とする
こと。

防火シャッターについて
（４月１２日第２回検討会資料）
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防火シャッターの閉鎖障害に関する論点（課題３・課題４）

閉鎖障害の原因（想定）

○ コンベヤによる閉鎖障害の原因としては、以下のいずれかの事象が生じていたことにより、「可
動シュート」などの可動部分が適切に作動しなかったことが原因と考えられる。
・ 回線や制御盤などが耐熱仕様ではなかったため、伝送線からの火災信号を適切に受信する
ことができなかったこと。

・ 予備電源が備えられていなかったため、停電によって可動部分を作動させる動力が喪失して
いたこと。

・ 可動部分は、火災信号や電源が適切に確保されない場合、シャッターの降下を妨げる状態
のままとなる設計であったこと。

○ その他の閉鎖障害の原因としては、倉庫内に保管されていた荷物その他の物品が、防火
シャッターの降下位置に放置・存置されていたことが原因と考えられる。

検討すべき対策の視点

○ 例えば、以下の対策を講ずることについて、その実現可能性も含めた検討が必要ではないか。
① 火災による火熱を受けることを想定して、可動部分の作動に関わる部分について、火災信
号や電源を適切に確保するための措置を行うこと。

② 可動部分については、万が一、火災信号や電源の確保が適切に行われなかった場合を想
定した設計とすること。

③ 倉庫内の物品については、防火シャッターの降下に支障を来すことがないよう、適切な管理
を行うこと。

防火シャッターについて
（４月１２日第２回検討会資料）
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検討すべき対策の視点について

○ 今回の火災では、２階への消防隊の進入及び継続放水が困難であり、仮に多方面からの進入が

より早期かつ継続的に行われていた場合、より効率的な消火活動が実施できた可能性。

○ 今回の火災では在館者が全員避難できたが、同様の火災が発生し逃げ遅れ者の救助が必要と

なった場合、仮に消防隊が多方面から進入できれば、迅速な救助活動が行える可能性。

◎ 消防活動が困難となる大規模倉庫においては、２階においても消防隊が屋外から

早期に屋内に進入し、継続的に活動するための開口部等の進入経路をあらかじめ

確保することについて検討が必要ではないか。

消防活動をより効率的に実施するための方策について
（５月１２日第３回検討会資料）
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次の要因等により、区画外火災期に発展した場合、消防隊が盛期火災に至った区画に
屋内進入して、放水活動を行うことが困難になる可能性があるのではないか。

・ 収容可燃物量が多く、火災の延焼拡大が早いことに加え、燃焼物の深部まで冷却するためには
大量の放水が必要になる。

・ 濃煙熱気が大量に発生することに伴い、視界が制限され、荷物やラック、コンベヤが進入や放
水の妨げとなり、消火活動の困難性が高い。

消防隊の屋内進入が困難な火災区画に放水するためには、例えば、以下のような
対策が考えられるか。
○ 屋外から直接放水することができるように、外周部に開口部を設置する。
○ 屋外から直接放水ができない建物中央部の区画等については、屋外に設置
された送水口にホースを接続し、送水することにより当該区画内に放水できる
設備（スプリンクラー設備等）を設置する。

（その他）屋内進入が困難な火災区画への放水に関する課題

消防活動をより効率的に実施するための方策について
（５月１２日第３回検討会資料）
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最近の火災事故への対応について
＜北九州市共同住宅火災＞

平成29年6月23日

総務省消防庁予防課企画調整・制度・防災管理係



北九州市共同住宅火災

１ 発生日時等
発生時刻：平成２９年５月７日（日） （調査中）
覚知時刻：平成２９年５月７日（日） ２３時２０分
鎮圧時刻：平成２９年５月８日（月） ０時１６分
鎮火時刻：平成２９年５月８日（火） ３時３１分

２ 建物概要
住所：福岡県北九州市小倉北区清水２丁目３番２３号付近
用途：共同住宅（消防法施行令別表第一 （５）項ロ）
構造・階数：木造２階建て
建築面積：１４８㎡（実測値）
延べ面積：２９５㎡（実測値）
消防用設備等：消火器（３本、調査中）
※ このほか、住宅用火災警報器が１６世帯中、１６世帯
に設置（聞き取りによる。）

３ 火災の状況
人的被害：死者６名、負傷者５名（中等症）
建物被害：全焼２棟、部分焼１棟、ぼや６棟

焼損床面積 ４０５㎡
出火原因等：調査中

〇 今回の火元建物については、防火対象物の使用開始届出等が無く、①火災などの出動、
②管内の地理や消火栓の調査、③近隣住民からの相談や情報提供を通じ、状況把握に努め
ていたが、当該建物の把握には至っていなかったもの。※

※ ①②③の方法のほか、「立入検査標準マニュアル」の中では、未把握となっている建物の情報を収集する方法
として、④消防団、自主防災組織及び婦人防火クラブ等からの地域情報の聴取、⑤インターネット等を活用した事業
所情報の検索、⑥関係行政機関との情報共有などを示している。

・潜在的に火災危険性の高い建物については、立入検査等を通じて適切な指導等を行って
いくことが重要であり、届出の怠り等により未把握となっている建物についても、積極的に
情報収集することが重要。
・各消防本部においては、未把握建物の情報収集を再徹底するとともに、各種会議等の場に
おいて先進的な取組事例について情報共有を図るなどの取組を推進されたい。

【写真：北九州市消防局提供】
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