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住宅火災による死者の発生状況 （H29年）

●すべての火災件数のうち、住宅火災の件数は約３割（H29：11,408件）。

●すべての火災による死者のうち、住宅火災による死者は約７割（H29：985人） 。

住宅火災
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平成２９年（１～１２月）における火災の状況（確定値）から作成

建物火災 21365
54%

建物火災 1,142
78%

＋ 374件
＋ 1.8％

対前年比

＋ 54件
＋ 0.5％

＋ 28人
＋ 2.5％

▲ 2人
▲0.2％

＋ 2,542件
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＋ 4人
＋ ０．３％

※ 放火自殺者等を含むすべての死者※ 放火を含むすべての火災

※放火、放火自殺者等を含む総数

（住宅＋住宅以外の建物） （住宅＋住宅以外の建物）
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死者の約７割が65歳以上の高齢者 ⇒高齢化の進展を反映して増加傾向

（死者数：人） （高齢者が占める割合）
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●火災件数は活動時間帯の方が多いが、火災死者数は就寝時間帯の方が多い。
●火災100件当たりの死者数は最大で約7倍。
●住宅火災で死者が発生した原因の過半は「逃げ遅れ」。

時間帯別の住宅火災における死者発生状況
（平成29年中）

７．４倍
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都道府県 覚知日時
住宅用火災

警報器設置有無
概要

宮城県 １０月１８日 ２時１９分 不明 仙台市の一般住宅より出火。死者６名。

福島県 １１月２１日 ２３時０７分 未設置 田村郡小野町の一般住宅より出火。死者７名。負傷者１名。

滋賀県 １２月 ７日 ５時２３分 不明 長浜市の一般住宅より出火。死者３名。

富山県 １２月１４日 ３時２２分 設置 砺波市の一般住宅より出火。死者４名。負傷者１名。

千葉県 １２月３１日 １５時２１分 未設置 四街道市の一般住宅より出火。死者３名。負傷者３名。

新潟県 １月 ２日 ３時４４分 未設置 佐渡市の一般住宅より出火。死者３名。負傷者１名。

神奈川県 １月 ９日 ４時５０分 設置 小田原市の一般住宅より出火。死者３名。負傷者２名。

宮崎県 １月１１日 ６時０６分 設置 宮崎市の一般住宅より出火。死者３名。

東京都 １月２７日 ２時４４分 設置 日野市の一般住宅より出火。死者４名。

北海道 １月３１日 ２３時２１分 未設置 小樽市の一般住宅より出火。死者３名。

青森県 ２月 ３日 ２時０１分 設置 八戸市の一般住宅より出火。死者３名。負傷者１名。

新潟県 ２月 ３日 ０時２４分 設置 新潟市の一般住宅より出火。死者４名。負傷者１名。

福島県 ２月 ５日 ２２時１５分 不明 郡山市の一般住宅より出火。死者４名。

兵庫県 ２月１０日 ２３時１３分 未設置 西宮市の共同住宅より出火。死者３名。

青森県 ３月１１日 ０時１６分 不明 弘前市の一般住宅より出火。死者４名。

平成３０年１０月１日（月）から平成３１年３月11日（木）までの間に死者が３名以上の住宅火災は１５件発生してお
り、住宅用火災警報器の設置状況が判明した１１件のうち５件は住宅用火災警報器が未設置。
※１住宅用火災警報器の設置状況「不明」については、建物の焼損が激しく確認が取れなかったものを言う。
※２住宅用火災警報器の設置状況「設置」については、住宅用火災警報器が１以上確認されたものを言う。

死者が３名以上発生した住宅火災における
住宅用火災警報器の設置状況について
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住宅用火災警報器の設置状況の推移と効果

●住宅用火災警報器の設置率は、右肩上がりで増加後、平成２５年以降は約８割で推移。
（「設置率」は、１つでも住宅用火災警報器を設置している世帯を“設置”としてカウント。）

●各地の条例が求める箇所のすべてに設置している世帯は約７割（「条例適合率」という。）。

⇒死者を防ぐため、条例に従い設置するよう約３割の世帯へ引き続きの対策が必要。

※住宅火災件数は、出火原因のうち「放火」を除く。
※住宅火災死者数は、放火自殺者等を除く。
※「設置率と」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務づけられている住宅の部分のうち、一箇所以上設置されている世帯（自動火災報知設備の設置により住宅用火災警報器の設置が免除されている世帯を含
む。）の全世帯に占める割合である。

※「条例適合率」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分全てに設置されている世帯（自動火災報知設備の設置により住宅用火災警報器の設置が免除されている世帯を含む。）の全世
帯の占める割合である。
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住宅用火災警報器の設置率（平成30年6月1日時点）

未修正

9



（ ）内は、設置率が高い都道府県から順に番号を付している。

住宅用火災警報器の条例適合率（平成30年6月1日時点）

未修正

10



住宅用火災警報器について

住宅用火災警報器の設置・維持管理（点検）の必要性について

火災の発生を早期に感知して速や
かな避難を促すことにより住宅火災
による被害の低減を図ることを目的
に、平成１６年の消防法改正により
全ての住宅の寝室等に住宅用火災
警報器の設置が義務化。

新築住宅 平成１８年６月から
既存住宅 平成２３年６月までの間で

市町村条例で定める日から

住宅用火災警報器を設置することに
より、死者の発生は２/３、焼損床面積
は概ね半減。

住宅用火災警報器は、火災を感知するため
常に作動しており、現在普及している機器の
多くは電池の寿命が概ね１０年となっている。

電池

維持管理について 消防庁の対応
住宅用火災警報器の設置や維持

管理の徹底について火災予防運動
の重点目標とするとともに、各消防
本部や関係団体と連携して、以下
の取組み等を推進.

検定等合格（≑出荷）後、１０年以上経過する住宅用火災警報器は、約５，０００万台で、これらの多くが現在、各家庭に
設置されていると考えられ、電池切れなどにより火災時に適切に作動しないことが懸念される。
平成29年に、実施した住宅用火災警報器の維持管理に関する任意調査では、最近作動確認を行った世帯の約２％で

住宅用火災警報器の電池切れや故障が確認された。
各家庭で定期的に点検を行い、電池切れや故障の場合は機器本体や電池の交換が必要。

《設置義務化》

（平成27年から平成29年までの３年間を集計）

《しくみ》《効果》

広報用映像

◎「検定等」の内訳
H17 ～H25.3 鑑定合格数
H25.4～H26.3 品質評価合格数
H26.4～H27.3 品質評価、検定合格数

ボタン式の点検方法

定期的な作動確認
点検ボタンを押すか点検ひもを
ひっぱり、定期的（※１）に作動
確認をしましょう。

作動確認をしても警報
器に反応がなければ、
本体の故障か電池切れ
です。(※２)
警報器の本体又は電池
を交換しましょう。古くなったら交換

火災警報以外の警報が鳴った場合 本体の故障か電池切れ
です。(※２)警報器本
体を交換しましょう。

※１ 住宅用火災警報器の電池の寿命の目安は約１０年とされています。
警報器の作動確認は、春秋の火災予防運動の時期に行うなど、定期的に実施してください。

※２ 故障か電池切れか分からないときは、取扱説明書を確認するか、メーカーにお問合せください。
なお、電池切れと判明した警報器が設置から１０年以上経過している場合は、本体内部の電子部品

が劣化して火災を感知しなくなることが考えられるため、本体の交換を推奨しています。
http://www.fdma.go.jp/html/life/yobou_contents/
materials/movie/mov15.html

・広報用映像等の作成配布
・住宅防火防災推進シンポジウム
・住宅防火防災キャンペーン
・住宅事業者、福祉団体、家電量
販店等への働きかけ
.

0.48倍
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＜住宅用火災警報器の設置状況等の調査＞
○ 新築住宅に対する住宅用火災警報器の設置義務化から

10年が経過した一方、現在設置されている住宅用火災警
報器の多くは寿命が10年の電池を使用しているため、今後、
住宅用火災警報器の電池切れ等が増えるものと想定され
ます。

○ 今後は、住宅用火災警報器の維持管理の周知がより重
要となるため、作動確認等の調査項目を平成29年より必須
としています。

〇 平成31年も本調査を実施し、その調査結果発表時には、
作動確認等の調査項目の個別の結果も発表予定です。特
に、訪問調査の際に、住宅用火災警報器の点検を確実に
指導されるようお願いします。

（平成31年2月12日付け消防予第44号）

住宅用火災警報器に関する調査等について

平成31年調査票（抜粋）

＜住宅用火災警報器の奏功・不奏功事例等に係る情報提供の依頼＞
○ 住宅用火災警報器本体の交換を推奨するなど、適切な維持管理の働きかけが必要となること

から、住宅用火災警報機の設置・交換等の広報に活用できる住宅用火災警報器の奏功事例、
及び、不奏功事例等を任意で収集しています。

〇 奏功事例については、他の消防本部等で活用しやすい事例（顕著な効果があった事例や効
果が分かり易い事例等）の情報提供をお願いします。

（平成29年12月19日付け消防予第386号）

＜住宅用火災警報器の奏功・不奏功事例等に関する情報共有＞
○ 住宅用火災警報器の奏功・不奏功事例等として提供頂いた情報をとりまとめたものを統計調

査系システム（URL：https://toukei.fdma.go.jp/SSO/）に掲載しています。住宅用火災警報器の
設置、点検、交換に関する広報等にご活用下さい。
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大阪府・大阪市消防局の取組①

ガス事業者との火災予防啓発に関する連携協定

平成31年2月28日に、大阪ガス株式会社と住宅火災による
死者を低減させることを目的に、「火災予防啓発に関する連
携協定」を締結

＜「火災予防啓発の連携に関する協定」の概要＞
① 住宅用火災警報器等の普及促進及び維持管理を啓発す
るための広報資料の制作

② 前号の広報資料の掲示、配付等による火災予防広報並
びに住宅用火災警報器の設置維持管理状況確認及び普及
促進

③ その他、双方の協議により実施する火災予防広報

https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000463192.html
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大阪府・大阪市消防局の取組②

ガス事業者との火災予防啓発に関する連携協定

期待できる効果

消防職員による住宅防火訪問以外に、大阪ガス株式会社及び大阪ガスサービスショップのリソース（人・モ

ノ・業務機会）を活かして、住宅用火災警報器及び消火器の啓発ができる。また、維持管理や交換方法がわ

からない方、高齢者や障がい者などの作業が不安な方にも、一層の安心を提供することができる。

消火器を説明する様子住宅用火災警報器の維持管理の説明

大阪ガスのガス機器の修理等の業務委託を受ける大阪ガスサービスショップが、ガス機器だけではなく、

住宅用火災警報器等の維持管理状況の確認や普及促進を併せて行う。他メーカー品であっても、万一

の時に適切に作動するよう、維持管理や取り替えの必要性について広く呼びかける活動を展開する。
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愛知県・豊橋市消防本部の取組

住宅用火災警報器の啓発ビデオ作成例

住宅用火災警報器が設置義務化から10年を迎える今年、住宅用火
災警報器の設置と維持管理についての広報を重点項目に掲げ、住宅
火災による死者をなくすため、プロバスケットボールチーム、三遠ネオ
フェニックスとの連携事業を積極的に展開している。

平成２９年度から連携を始め、住宅用火災警報器の啓発映像を作製
し、市内の販売店や家電量販店などへ提供、放映を依頼。さらに、販
売店舗で「市民の目に留まる」映像を目指し、豊橋市消防本部オリジ
ナル啓発映像を製作した。

また、住宅用火災警報器の維持管理を訴える啓発ポスターも作成し、
市内の事業所に広く配布している。

豊橋市オリジナル
啓発映像はコチラ⇒
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高齢化の進展とともに、住宅火災による死者のうち高齢者の占める割合が増加していること
から、「敬老の日に『火の用心』の贈り物」をキャッチフレーズに、①高齢者に対する火災予防
の注意喚起、②高齢者に住宅用火災警報器などの住宅用防災機器等のプレゼントなどを呼び
かける「住宅防火・防災キャンペーン」（キャンペーン期間：９月１日～21日）を実施。

住宅防火・防災キャンペーン

イオンリテール株式会社
株式会社イトーヨーカ堂株式会社エディオン
株式会社大塚家具
株式会社コメリ
株式会社島忠
株式会社ジョイフル本田（瑞穂店）
株式会社髙島屋（新宿店）
株式会社ディノス・セシール
株式会社ニッセン
株式会社ニトリ
株式会社ビックカメラコーナン商事株式会社
ＤＣＭホールディングス株式会社
東京地下鉄株式会社 （五十音順）

（主な実施内容）
・防災製品の売場を特設コーナーとして設営
・インターネット通信販売のサイト内にキャンペーンコーナーを設置
・百貨店、地元消防本部が連携しフェアを実施
・駅掲示板にキャンペーンポスターを掲示
・防炎製品の売場や店内掲示板にキャンペーンポスターを掲示
・介護支援専門員（ケアマネージャー）向けのメールマガジンを配信

（一財）サービス付き高齢者向け住宅協会
（一財）日本繊維製品品質技術センター
（一財）日本防火・危機管理促進協会
（一社）高齢者住宅協会
（一社）全国消防機器協会
（一社）日本介護支援専門員協会
（一社）日本ガス協会
（一社）日本たばこ協会
（一社）日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会
（公社）日本通信販売協会
（公社）日本バス協会
（公財）日本防炎協会
日本チェーンストア協会
日本百貨店協会
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タイアップポスター

映画「貞子」
とタイアップした火災予防広報ポスター

（掲示期間：平成31年４月24日～５月31日）

一般財団法人日本損害保険協会
「2019年度全国統一防火標語」
ポスター 17



モデル検証事業の概要と今後の展望 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）

〇 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。

連動型住宅用火災警報器を複数建築物（小規模飲食店を含む）に設置し、設置時及び数ヶ月継続設置する期間を
通じて、連動させる場合の効果及び課題等を検証した。（平成２９年度 ３２消防本部３６地区にて実施）

火災を感知した警報器だけでなく、連動設定を行っているすべ
ての警報器が無線信号を受けて警報を発する仕組みの住宅用
火災警報器。通常の設置方式では、一住戸内で無線連動。

検証事業の概要

連動型住宅用火災警報器

今回の検証においては、一住戸内で無線連動する製品である
「連動型住宅用火災警報器」を応用し、隣接建物間等で信号を
やりとりさせる。

新たな方式

屋内の住宅用火災警報器と連動して、飲食店等で発生した火災を早期に周辺に知ら
せる屋外警報装置等の検討を行う予定。

飲食店等の防火安全対策検討（平成30年度事業）
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住宅等における火災の早期覚知対策として、屋内の警報器と連動して火災発生を周囲に知らせる
屋外警報装置等に求められる性能基準などのガイドライン策定を目的とした検討を行った。

目的

＜座長＞ 電気通信大学 桐本 哲郎 教授
＜委員＞ 東京理科大学 松原 美之 教授

日本大学 小野 隆 教授
（一社）日本火災報知機工業会（技術委員会） 委員長 森田 淳
（一社）日本火災報知機工業会（住宅防火推進特別委員会） 委員長 青木 良二
（一社）インターホン工業会 技術委員長 上田 毅
（一社）全国消防機器協会 常務理事兼事務局長 鈴木 和男
ガス警報器工業会 技術委員長 西上 佳典
日本消防検定協会 警報設備部 感知設備課 課長 加島 俊輔
千葉市消防局 予防部 予防課長 塩谷 雅彦
東京消防庁 参事兼予防課長 大竹 晃行
川崎市消防局 予防部担当部長予防課長事務取扱 飯田 康行
小松市消防本部 予防課長 湯野 正基
消防研究センター 技術研究部 大規模火災研究室長 田村 裕之

委員構成

平成30年 ７月 ９日 第１回検討会
平成30年 ９月28日 第２回検討会
平成30年12月19日 実証実験
平成31年 ３月 ７日 第３回検討会

検討スケジュール

屋外警報装置等の技術基準検討会
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屋外警報装置等に求める性能について

屋外警報装置等は、一般的な住宅地において、屋内で発生した火災を屋外に警報する
ことで、通行人等に火災発生を知らせ、通報や初期消火につなげることを目的とし、
その目的のために最低限必要となる基準を定めることとし、無線式かつ電池式で容易
に対応可能な範囲とする。

屋外警報装置等の目的等

◎ 警報音の音圧は７０ｄB以上、１分間継続とする。
◎ 警報音とあわせて、音声メッセージにより火災発生を周囲に知らせる。

音声メッセージの内容については火災の発生を有効に知らせるものとし、「火事です」
という直接火災発生を知らせるもの、「119番通報してください」という行動を促すもの、
「火災警報器が作動しました」という誤報に配慮したものなどとする。

◎ 作動表示灯は屋外警報の補助的な機能としてガイドラインに位置付ける。
◎ 防水性能（電気機械器具の外郭保護等級IPX3以上）を定める。

屋外警報装置等に求める性能

屋外警報装置等の技術基準ガイドラインを策定

平成31年４月26日に消防予161号通知
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「屋外警報装置等の技術基準検討会報告書」の概要

◎ 警報音の音圧は７０ｄB以上であり、その状態を１分間継続できること。
◎ 警報音とあわせて、音声（「火事です、火事です、119番通報してください」等）により火災発生を周囲に知らせる。
◎ 屋外に設置するものは、JIS C 0920（電気機械器具の外郭による保護等級）のIPX３（散水に対しての保護）以上の防水性能を有すること。

主な求める性能について（ガイドラインの主な内容）

「屋外警報装置等の技術基準検討会」
●住宅等における防火対策を促進するために、屋内の住宅用火災警報器と連動して火災発生を周囲に知らせる屋外警報装
置等に求められる性能基準などのガイドライン策定を目的として検討を行った。

◎ 屋外警報装置等の普及を図るため、広く国民に周知し、認知を図ることが重要である。
◎ 製品化された屋外警報装置等を国民が正しく選択できるように、基準に適合している旨を国民が容易に確認できるようにすることが望ましい。
◎ ガイドラインの基準は、最低限度満たすべき基準として整理していることから、環境騒音の大きな場所にも対応できるような製品や

スマートフォン等の通信機器と連動する製品などさらなる付加価値を持つ多様な製品が開発されることが望まれる。

「屋外警報装置鳴動」「連動型住宅用住警器感知」 「通行人がきづく」

背景

◎ 住宅における火災被害の軽減を図るため、平成18年に住宅用警報器の設置が義務付けられた。
◎ 高齢者の単独世帯や夫婦のみ世帯の増加や、住宅の遮音性能の向上等を踏まえると、火災発生と同時に屋外にいる人にも火災を知らせるこ

とは、被害を軽減する上で有効と考えられる。
◎ 近年、火災発生時に無線により住宅内の全ての住宅用火災警報器が同時に鳴動する連動型住宅用火災警報器が普及し始めている。

屋外警報装置とは

◎ 連動型住宅用火災警報器が火災時に発する無線信号を受信し、屋外で火災警
報を発する装置。

◎ インターホンを利用する住宅もあることから、屋外警報装置の機能を有するイン
ターホンも考えられる。

ガイドライン運用にあたって
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住宅火災における発火源別死者の発生状況（平成29年中）

● 「たばこ」を原因とする住宅火災で死
者が多い。

●火を使用せず煙が出ない「加熱式た
ばこ」の市場規模が拡大。

発火源別死者数（放火自殺者等を除く。）

●死者の発生した住宅火災の出火原因は、「たばこ」が多い。

●火を使用せず煙が出ない「加熱式たばこ」の市場規模が拡大していく中、「加熱式たばこ」の火災発
生危険を整理し、取扱いを明確にして欲しい、という消防本部からの要望がある。

●「加熱式たばこ」について、たばこ事業者では加熱部分が露出しないこと、燃焼を伴わないこと、複
数の安全装置を持つこと、などから従来の紙たばこと同様の火災発生危険はないのではないか、
と考えている。

火を使用せず煙が出ない「加熱式たばこ」と従来の紙たばこの火災発生危険を比較検証・整
理し、たばこ火災防止を図るための更なる取組みを検討する。
＜比較検討内容＞ 使用時の温度変化、寝たばこやポイ捨てを想定した着火実験など

⇒ 加熱式たばこの取扱いを含めた、たばこ火災防止方策を推進

たばこの現状

今後の展開

（加熱式たばこの例） フィリップモリス「iQOS」
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加熱式たばこ等の安全対策検討会＜住宅における出火防止対策の推進＞

火を使用しない新たなたばこ（加熱式たばこ）の市場が急速に拡大する中、これらの火災発生危険を検証・
整理するなどして、消防法令等の適用を明確にすることで、適用される安全対策を整理するための検討を
行った。

目的

＜座長＞ 東京理科大学大学院 関澤 愛 教授
＜委員＞ 東京理科大学 松山 賢 教授

主婦連合会 島沢 二三子
（一社）日本たばこ協会 事務局長 関 琢史
全国たばこ販売業協同組合連合会 総務部長 武田 基樹
（一社）電池工業会 二次電池第２部会技術委員会委員 竹田 和弘
（公財）日本防炎協会 技術部 審議役兼試験室長 千葉 博
千葉市消防局 予防部 予防課長 塩谷 雅彦
東京消防庁 予防部 査察課長 谷山 明子
川崎市消防局 予防部 危険物課長 小川 晶
消防研究センター 技術研究部 大規模火災研究室長 田村 裕之

＜オブザーバー＞ 日本たばこ産業株式会社
フィリップモリスジャパン合同会社
ブリティッシュ・アメリカン・たばこ・ジャパン合同会社

委員構成

平成30年７月25日 第１回検討会
平成30年10月４日 第２回検討会
平成30年度秋 実証実験
平成31年１月15日 第３回検討会

検討スケジュール

〇 加熱式たばこ３製品（IQOS 2.4PLUS、Ploom TECH、glo）は様々な安全対策に取り組まれており、火災発
生危険が紙巻たばこよりも低い。

〇 安全対策に取り組まれた加熱式たばこが普及すれば、たばこ火災の低減が期待できる。
〇 一方、今後新たな製品等の出現が想定されること等に鑑みれば、加熱式たばこの使用について、現時点
で消防法や火災予防条例（例）で定める喫煙規制の対象外であると一律で判断することは困難。

〇 将来的に、今回の検討会の検討内容を踏まえた安全性を確認するための規格や基準などによって客観
的な評価が行われることとなった際に、喫煙規制の適用について判断されることが望ましい。
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「加熱式たばこ等の安全対策検討会検討会報告書」の概要



たばこによる火災予防の広報用映像の制作・送付（平成31年２月12日）

たばこ火災の予防広報用映像と合わせて、加熱式たばこ等の
安全対策検討会の検討内容に基づく加熱式たばこと紙巻たばこ
の比較実験映像を制作し、消防本部等に送付しています。

熱電対・サーモ測定
（アイコス2.4 Plus）

灰皿の着火危険

紙ゴミ等の着火危険比較実験布団の着火危険比較実験
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１．住宅火災の現況

２．住宅防火対策の現状
◎住宅用火災警報器の設置及び維持管理
◎消防庁の最近の取組
◎住宅防火に関する各種検討会について

３．住宅防火対策の今後の展開について
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住宅における延焼防止対策の推進（防炎製品）

●死者の発生した住宅火災の着火物を見ると、「布団類」「衣類」の順に多い。

●市販されている防炎性能を有する「布団類」「衣類」について、「品揃えが少ない」「デザイン、使い
心地が悪い」などの意見がある。

●日常的に使用し、肌に触れるものに防炎処理をする場合には、「人体に安全であること」や「耐洗
濯性能を有すること」も求められる。

現在所有している布団類や衣類等を変質させることなく防炎性能を付加することが出来る防炎
薬剤、及び、クリーニング業者など幅広い事業者が実施できる防炎処理方法が望まれている。

⇒ 競争的資金制度を活用した防炎処理技術の研究開発支援

防炎製品の現状

今後の展開

平成29年中 着火物別死者発生率

寝具類 衣類
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住宅における初期消火対策の周知（住宅用消火器・住宅用スプリンクラー）

＜住宅用消火器＞
住宅で火災が発生した際の初期消火対策として、こんろ火災、ストーブ火災や

電気火災など、水での消火が不適切な火災にも対応できる住宅用消火器が有
効

⇒ 関係団体と連携して設置条件、効果及びコスト等に応じた自動消火装置の
選択肢を整理

⇒ 住宅用スプリンクラーやパッケージ型自動消火装置（Ⅱ型）など実態に応じ
た自動消火装置を普及

＜住宅用スプリンクラー＞

●要介護者や高齢者の寝室など、居住者の特性及び居室構成等によっては、
住宅用スプリンクラー等の住宅用自動消火装置による初期消火が有効

●住宅用自動消火装置は、居住者の特性や居室構成等を鑑み、居住者自らの
判断により相応のコストをかけて設置するものであることから、設置条件等によ
る効果及び設置に要するコスト等の情報提供が必要

住宅用消火器

⇒ 全国火災予防運動、住宅防火・防災キャンペーン等の機会を活用し、住宅
用消火器をはじめとする住宅用防災機器等の普及促進

住宅用スプリンクラー設備 ・一般住宅等（長屋、共同住宅住戸部分含む）
・閉鎖型ヘッド（水道連結型） 15㍑⁄分
・４LDK戸建 新築 50-150万円 既存200-250万円

パッケージ型自動消火設備
（Ⅱ型）

・一般住宅等（自主設置）
・275㎡未満の福祉施設等にスプリンクラー設備に代えて設置できる。
・消火薬剤を貯蔵したボンベと加圧用のガスボンベで自動的に消火。
・ポンプや水源が不要。
・１室 30万円

住宅用スプリンクラー設備

パッケージ型自動消火設備（Ⅱ型）
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木造密集地域における飲食店等の防火安全対策の検討

小規模飲食店用の厨房に設ける自動消火装置等のあり方を総合的に検討する。

○様々な店舗形態に利用可能な厨房用自動消火装置等の課題を整理し、装置に求められる機能等の検証等
・小規模な飲食店等の厨房の実態把握・分析（こんろの配置や使用実態など）
・小規模な飲食店等の厨房に必要とされる消火性能の検証等

○ 小規模な飲食店等に求められる厨房用自動消火装置等の性能等
低コストで業務用こんろに適用可能であり、様々な店舗形態に設置可能かつ消火性能を有する装置

飲食店用 住宅用

高価で、工事が必要 安価、個人でも設置することが可能

排気ダクト等を有する大規模（入力の合計が350KW以上）な厨房用 住宅の台所用

排気ダクト等を有しない飲食店等の厨房には設置困難 業務用こんろの消火には未対応

小規模な飲食店等の厨房に設ける自動消火装置等の安全装置の課題を整理し、自動消火装置等に求め
られる機能や普及啓発に向けた方策を学識経験者、関係省庁、関係業界団体等と連携し検討する。

飲食店等の防火安全対策検討部会

自動消火装置の特徴

フード等用簡易自動消火装置 ・住宅用フードファン付レンジ用自動消火装置
・住宅用下方放出型自動消火装置
・天ぷら油消火用簡易装置

（出典：各企業ＨＰより）
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・急速充電設備とは、電気を設備内部の変圧器で変成し、電気自動車に充電する設備
・電気自動車の普及に伴い、設置台数は増加傾向にあり、電気自動車ユーザーが自ら充電
することを目的に、主に自動車販売店、駐車場、 ショッピングセンターなどに設けられている。
・急速充電設備の普及団体の「CHAdeMO協議会」は高出力の急速充電設備に対応した
標準仕様書を改定し、今後、市場ニーズの加速が予想される状況

現行基準において、全出力50Kwを超える急速充電設備に変電設備の基準を適用するため、想定される

①屋内での設置場所の制限 ②係員以外の立入禁止 ③屋外での建築物からの離隔距離の制限に関わる規
定は、使用実態に沿わない規制に合わない可能性が高い。

火気電気設備等の安全対策の検討

法規制、規格・基準に関する現状を把握・整理するとともに、火災リスクを適切に評価し、技術基準を整備する
ために、学識経験者、関係省庁、関係業界団体などと連携し検討を行う。

現在の法規制状況

電気自動車の普及に伴い、出力の大きな急速充電設備の普及が予想されるため、これらの設備に求める防
火安全対策について検討する。

目的

急速充電設備

急速充電設備の全出力 20Kw以下 20Kw～50Kｗ 50Kwを超える

省令※の対象火気設備等 対象外 急速充電設備 変電設備

※対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令

検討方法

急速充電設備について

CHAdeMO協議会

30


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31

