
火災情報資料2019年 2-3月

年月日 　場所 　建物 死傷者 火災原因
2019/2/1 北海道小樽市 市営住宅 死者1名
2019/2/1 東京都中野区 マンション7階 死者1名
2019/2/1 埼玉県草加市 木造2階建て住宅 死者1名
2019/2/3 青森県八戸市 3階建て作業所兼住宅 死者3名　1名負傷
2019/2/5 新潟県新潟市 木造2階建て住宅 死者4名　1名負傷
2019/2/5 フランス・パリ 8階建てマンション（16区） 死者10名負傷者30名以上 　　住民の放火
2019/2/5 福島県郡山市 一部木造2階建て住宅 死者4名 電気設備の不具合？
2019/2/8 ブラジル・リオ サッカー施設の学生寮 死者10名負傷者10名 エアコンの漏電か？

2019/2/10 兵庫県豊岡市 木造2階建て住宅 死者2名
2019/2/10 兵庫県西宮市 鉄骨3階建て集合住宅 死者3名　
2019/2/11 大阪府東淀川区 鉄骨3階建て店舗兼住宅 死者1名
2019/2/11 神奈川県寒川 木造2階建て住宅 1名負傷
2019/2/12 東京都大田区 物流倉庫（7階建て冷蔵倉庫） 死者3名　4名負傷 ウレタン溶接火災
2019/2/12 東京都品川区 木造2階建て住宅 死者1名
2019/2/12 静岡県伊東市 木造2階建て住宅 負傷者なし
2019/2/12 インドニューデリー 5階建てホテル 死者17名　3名負傷
2019/2/15 東京都八王子市 木造2階建て住宅 1名負傷
2019/2/17 広島県福山市 木造2階建て長屋式アパート 死者1名
2019/2/23 千葉県八千代市 木造2階建て住宅 2名負傷
2019/2/24 岡山県津山市 木造2階建て住宅 死者1名
2019/2/24 大阪市鶴見区 木造平屋建て住宅 死者1名
2019/2/25 さいたま市岩槻区 木造2階建て住宅 死者2名
2019/2/27 三重県尾鷲市 火力発電所タービン建屋 負傷者なし 油圧機解体中
2019/2/27 鹿児島県奄美市 木造2階建てアパート 死者2名
2019/3/2 東京都葛飾区 2階建てアパート 死者1名
2019/3/1 ナイジェリアバイエルサ州パイプライン 行方不明者５０人以上原油抜き取り時火花
2019/3/3 千葉県八千代市 物流倉庫（平屋建て600m2) 負傷者なし 従業員の放火
2019/3/5 岩手県花巻市 住宅と車2台 負傷者なし たき火
2019/3/6 大阪府松原市 木造2階建て住宅 死者2名
2019/3/9 神奈川県厚木市 学校保育施設（2階建てプレハブ住宅500m2負傷者なし

2019/3/10 東京都八王子市 木造平屋建て住宅及び近隣5棟　100m2 死者2名
2019/3/15 愛知県名古屋市 住宅3棟 死者1名
2019/3/15 岐阜県輪之内町 2階建て自動車部品工場1,000m2 5名負傷
2019/3/18 大阪府岸和田市 リサイクル工場　延焼8棟 負傷者なし
2019/3/19 群馬県前橋市 木造2階建て住宅 2名負傷
2019/3/21 中国江蘇省 化学工場爆発火災 死者44名640名負傷 農薬原料ベンゼン爆発



2019/3/17 米国テキサス州 石油化学施設爆発火災 負傷者なし 冷却施設の不具合？
2019/3/25 茨城県水戸市 木造平屋賃貸住宅（6棟全焼、2棟半焼） 死者1名　1名負傷
2019/3/27 東京都荒川区 屋形船火災 1名負傷 天ぷらの火
2019/3/28 埼玉県川越市 木造2階建て住宅 死者1名
2019/3/28 埼玉県所沢市 木造2階建て住宅 不明者1名　1名負傷
2019/3/28 バングラデッシュ・ダッカ 22階建て商業ビル　6階部分より火災 死者6名　70名以上負傷

2019/3/29 東京都新橋 2階建て居酒屋及び隣接するビル4棟（130m負傷者なし



2/1 各地で火災相次ぐ 
① 小樽市道営住宅火災・・・1 日午前 1 時半ごろ、小樽市新光の道営住宅で火災があり、

火元の 2 階の部屋から 1 名の死亡が確認された。 

② 中野区マンション火災・・・1 日午前 0 時半ごろ、中野区中央にある 7 階建てマンショ

ンの 7 階から煙が出ていると通報があり、約 1 時間半後に消し止められた。この部屋から 1

名の死亡が確認された。 

③ 草加市住宅火災・・・1 日午前 6 時前、草加市にある木造 2 階建て住宅で火災があり、

ほぼ  全焼し、焼け跡の玄関付近で 1 名の死亡が確認された。 

2/3 青森県八戸市住宅火災 
3 日午前 2 時過ぎ、八戸市江陽にある鉄工所（作業場兼住宅）の一部 3 階建て住宅で火災が

発生し、およそ 4 時間半後に消火したが、建物は全焼した。(300m2) この火災で 3 名死亡、

1 名が負傷した。写真提供：WEB 東奥 

   

2/3 新潟住宅火災 
3 日午前 0 時 20 分過ぎ、新潟市秋葉区荻野町にある木造 2 階建て住宅で火災があり、火は

およそ 1 時間半後消し止められたが、 建物は全焼した。この家には 5 人が住んでいたが、

4 名死亡し、一人は 2 階から飛び降りて負傷した。 写真提供：NHK ニュース 

   



2/5 パリマンション火災 
5 日午前 1 時頃（現地時間）、パリ中心部の西側の高級住宅街 16 区にある 8 階建てマンシ

ョンの上階から出火し、7 階、8 階が焼けた。この火災で 10 名死亡し、負傷者 30 名以上と

なった。（消火にあたった消防士の死亡も含む）火災の原因は、この建物に住む 40 歳代の

女性による放火とみられる。写真提供：朝日新聞デジタル 

   

2/5 郡山市住宅火災 
5 日午後 10 時 15 分ごろ、郡山市昭和の木造一部 2 階建て住宅（180m2)で火災があり、こ

の家に住む 4 人のうち、3 人が 1 階で、もう一人が 2 階で死亡した。火災の原因を調べてい

るが、1 階からの出火のようで、暖房器具類には問題はなく、電気設備を調べている。 

 
2/8 リオサッカー施設火災 
8 日午前 5 時過ぎ（現地時間）、リオデジェネイロ郊外にある名門サッカーチーム「フラミ

ンゴ」のサッカー練習場にある寮で火災が発生し、 ユースチーム（14～16 歳）が住む寮で、

10 名が死亡し、3 名が負傷した。 建物は老朽化しており、出口は 1 か所しかなかったため

に、逃げ遅れた可能性が高い。 火災の原因は、エアコンの漏電によるものと推定されてい

るが、建物の構造にも欠陥があった疑いが強い。 写真提供：日テレ 24NEWS 



   

2/10 兵庫県豊岡市住宅火災 
10 日午前 0 時半ごろ、豊岡市日高町の木造 2 階建て住宅から出火し、消防車 3 台で約 1 時

間半後に消し止められたが、 260m2 を全焼した。 この火災で、この家に住む夫婦 2 名が

死亡した。 写真提供： 日テレ 24NEWS、ABC 関西テレビ 

 

2/10 西宮市集合住宅火災 
10 日午後 10 時すぎ、西宮市甲子園にある集合住宅（鉄骨 3 階建て）の 3 階から出火し、1

室（30m2)を焼失した。 消防車 11 台が出動し、2 時間後に消火した。この部屋に住む 3 人

の家族が死亡した。 火災の原因は調査中 写真提供：まとめダネ！ 

    



2/11 の火災 
① 大阪府東淀川区店舗兼住宅火災・・・11 日午前 1 時頃、東淀川区西淡路の店舗兼住宅

（鉄骨 3 階建て）の 3 階から出火し、消防車 15 台が出動し、およそ 30 分後に消火した。 こ

の火災で、3 階の 1 室 25m2が全焼した。この部屋に住む住民 1 名の死亡が確認された。 

② 神奈川県寒川住宅火災・・・11 日午後 5 時前、寒川岡田にある木造 2 階建て住宅から

出火し、消防車 15 台が出動し、およそ 5 時間後に消火した。 この火災で、住宅 95m2 が

全焼した。この家に住民 1 名が負傷した。 

2/12 大田区物流倉庫火災 
12 日午後 1 時半ごろ、東京都大田区城南 6 丁目にある「マルハニチロ物流センター」（7 階

建て冷蔵倉庫）から出火し、消防車等 57 台が出動し、5 時間経過してもなお延焼中である。 

倉庫内にいた作業員 7 名を救出したが、3 名の死亡が確認された。 現場では、当時配管の

改修工事で、溶接溶断が行われていた。 これまでの倉庫火災の例と火災の黄褐色の煙の多

さから判断すると、溶接の火花がスリーブを介して内壁に施工されていたウレタン系断熱

材 に着火したものと推測される。詳しい原因はこれから調査される。 

 写真提供： テレビ朝日 

   

2/12 火災 
① 東京都品川区住宅火災・・・12 日午後 9 時半ごろ、品川区豊島の木造 2 階建て住宅で

火災が発生し、消防車 24 台が出動しておよそ 1 時間半後に消火した。 この火災で 1 階と 2

階併せて 60m2 を焼失した。この家に住む目の不自由な高齢者 1 名が亡くなった。 

 ② 静岡県・伊東市住宅火災・・・12 日午後 10 時 45 分頃、伊東市八幡野にある木造 2

階建て住宅から出火し、1 棟が全焼した。 この火事でけが人はいない。 

 

2/12 インド・ニューデリーホテル火災 
12 日午前 4 時半ごろ、ニューデリー中心部の繁華街にある 5 階建てホテルの 2 階から出火

し、建物全体に広がった。 当時宿泊客は 50 人いたが、逃げ遅れた客 17 名が死亡し、3 名

負傷者した。 写真提供：CNN ニュース 



   

2/15 八王子市住宅火災 
15 日午後 9 時頃、八王子市元八王子にある木造 2 階建て住宅で火災が発生し、消防車 21

台が主導して 2 時間半後に 消火したが、隣接する住宅 2 棟を含む 185m2 が焼けた。負傷

者は 1 名 写真提供：Nifty ニュース 

   

2/17 広島県福山市アパート火災 
17 日午前 0 時過ぎ、福山市東手城町の木造 2 階建てアパートで火災が発生し、ポンプ車等

15 台が出動し、1 時間半後に鎮火した。 アパートは 3 棟連なった長屋で、2 世帯（2 人）

が住んでいたが、そのうちの一人が死亡した。 写真提供：FNN PRIME ニュース 



    

2/23 千葉県八千代市住宅火災 
23 日午後 7 時 45 分頃、八千代市緑ヶ丘にある木造 2 階建て住宅で火災があり、全焼した。 

親子 2 名が負傷した。 写真提供：まとめダネ！ 

    

2/24 岡山県津山市住宅火災 
24 日午前 0 時頃、津山市沼にある木造 2 階建て住宅で火災があり、消防車等 8 台が出動し、

およそ 2 時間半後に鎮火した。 焼け跡からこの家に住む住民 1 名が死亡した。  

写真提供：ANN ニュース 

    



2/24 大阪市鶴見区住宅火災 
24 日午前 6 時 20 分頃、大阪市鶴見区茨田大宮にある木造平屋建て住宅から出火し、一部

延焼して消火した。 この火災でこの家に住む住民 1 名が死亡した。 

2/25 さいたま市岩槻区住宅火災 
25 日午前 9 時前、さいたま市岩槻区宮町にある木造 2 階建て住宅で火災があり、消防車 15

台で消火にあたり、およそ 1 時間半後に鎮火した。 焼け跡からこの家に住む夫婦 2 名が死

亡した。 写真提供：テレ玉 

    
2/27 三重県尾鷲市火力発電所火災 
27 日午後 4 時 44 分頃、尾鷲市市松泉町にある中部電力尾鷲三田火力発電所のタービン建

屋 2 号機の変圧器で火災が発生した。 昨年 12 月に廃止されて変圧器を油圧ショベルで解

体作業中であった。 写真提供：TBS ニュース 

   
2/27 鹿児島県奄美市アパート火災 
27 日午後 9 時頃、奄美市名瀬平田町にある「大山アパート」（木造 2 階建て、7 世帯 7 人居

住）から出火し、アパートが全焼した他、住宅 1 棟を全焼。 近隣の住宅 3 棟も一部延焼し

た。 アパートの焼け跡から 2 名の死亡が確認された。 写真提供：NHK 鹿児島 



   
3/2 東京都葛飾区アパート火災 
2 日午前 9 時半過ぎ、葛飾区元水元にある 2 階建てアパートの 2 階で火災が発生し、ポンプ

車等 19 台が出動し、およそ 40 分後に鎮火した。この火災で、火元の 2 階一室 10m2 が燃

えた。この火事で住人 1 名が死亡した。写真提供：TBS ニュース 

    

3/１ナイジェリア パイプライン火災 
1 日午前 4 時頃（現地時間）、ナイジェリア南部のバイエルサ州にある Nembe Creek 原油

パイプラインで爆発火災が発生し、行方不明者 50名以上となっている。ナイジェリアでは、

ここ数年、類似の爆発事故が多発しており、盗賊による原油抜き取りと地域住民による強

奪の最中に、火を扱う（例えば、たばこ火）ことで、引火したと推定されている。 

写真提供：VOA 



    

3/3 八千代市物流倉庫火災 
3 日午前 10 時前、八千代市大和田新田にある物流センターの倉庫（平屋建て 600m2）で火

災が発生し、 消防車等 17 台が出動し、およそ 7 時間半後に消し止められたが、倉庫はほ

ぼ全焼した。この倉庫には、ドラッグストアのシャンプーや洗剤などの 日用品が保管され

ていた。当日は無人でけが人はいなかった。出火の原因を調査している。 

 写真提供： テレビ朝日ニュース 

追記）その後の調べで、この倉庫の派遣社員が、勤務中にライターで放火したことがわか

った。 

     

3/5 花巻市 住宅及び車 2 台火災 
5 日正午過ぎ、花巻市の住宅で火災が発生し、消防車が 1 時間後に消し止めた。 この火災

で住宅の一部延焼し、車両 2 台が全焼した。 火元の原因は、住民が庭先でゴミを燃やして

いたところ、住宅に火が燃え広がった。 負傷者 1 名が出た。 

 写真提供：フジテレビプライムニュース 



    
3/6 大阪府松原市住宅火災 
6 日午前７時 20 分頃、大阪府松原市の木造 2 階建て住宅で火災が発生し、この家は全焼し

た。 1 階の焼け跡から夫婦 2 名の死亡が確認された。 写真提供： Yahoo ニュース 

    

3/9 厚木市 学校保育施設火災 
9 日午前 1 時 20 分過ぎ、厚木市愛名にある学校保育施設（2 階建てプレハブ住宅 500m2）

から出火し、消防車等 10 台以上が出動し、およそ 3 時間後に 消火したが、建物は全焼し

た。けが人はいない。出火原因を調べている。 写真提供： FNN プライムニュース 



     

3/10 八王子市 住宅火災 
10 日午後 1 時前、八王子市中野上町の平屋建て住宅から出火し、近隣住宅 5 棟を一部延焼

し、約 3 時間後に消火した。 火元の住宅は全焼し、105m2 を焼失した。この家の焼け跡か

ら 1 名が死亡し、消防士も 1 名死亡した。 写真提供： テレビ朝日ニュース 

    
3/15 名古屋市 住宅 3 棟火災 
15 日午前 2 時頃、名古屋市中区新栄にある木造平屋建て住宅から出火し、近隣住宅 3 棟が

延焼した。 この火事は 2 時間半後に消し止めらたが、焼け跡から 1 名の死亡が確認された。 

写真提供：中京 TV 

    

 



3/15 岐阜県自動車部品工場火災 
15 日午前 10 時半ごろ、岐阜県輪之内町にある自動車部品工場「エヌ・ビー・シー輪之内工

場」の 2 階で火災が発生し、消防車等 12 台が 出動し、2 階部分を中心としておよそ 1,000m2

を焼いて、2 時間後に消火した。 この火災で、従業員 2 名と消防署員 3 名が負傷した。 写

真提供：日テレニュース 24 

    

3/18 岸和田市 リサイクル工場火災 
18 日午後 5 時頃、岸和田市新港にあるリサイクル工場「旭宝」第工場の廃材置き場から出

火し、 消防車等 10 台以上で消火にあたり、工場 8 棟が延焼して 2 時間後に消火した。 け

が人はいない。 写真提供： 毎日新聞 

    

3/19 前橋市 県営住宅火災 
19 日午後 5 時 20 分頃、前橋市天川大島町にある木造 2 階建て住宅で火災があり、近隣住

宅の一部も延焼した。 けが人は 2 名  写真提供：フジプライムニュース 



    
3/21 中国江蘇省化学工場爆発火災 
21 日午後 2 時頃、江蘇省塩城にある農薬を製造する化学工場で爆発火災があり、 少なくと

も 6 名が死亡、負傷者 30 名以上がでた模様。 火災の原因は、農薬の原料であるベンゼン

のタンクが爆発したものと推定 

追記）3/22 その後死者 44 名、負傷者 640 名に拡大。写真提供： 大紀元時報 

     

3/17 米国テキサス州石油化学施設爆発火災 
17 日朝、テキサス州ヒューストン近郊の石油化学施設（三井物産子会社インターコンチネ

ンタル・ターミナル・カンパニーITC) で爆発炎上し、およそ 4 日間燃えて 20 日未明鎮火

した。 これまでに 8 基のタンクが炎上した。 火災の原因は、タンク冷却用の水圧が低下

したためと推定されている。 写真提供： AFP 通信 



    

3/25 水戸市住宅火災 
25 日午後 5 時半頃、水戸市千波にある木造平屋建て賃貸住宅で火災が発生し、火はい時間

半後に消火したが、6 棟全焼、2 棟半焼した。 火元の家から 1 名の死亡が確認され、その

他負傷者 1 名がでた。 火災の原因は調査中。 写真提供： NHK NEWS WEB 

   
3/27 荒川区 屋形船火災 
27 日午後 5 時過ぎ、荒川区千住曙町にある荒川の屋形船で火災が発生し、隣接している屋

形船に延焼を防ぐために ロープを外して放流させた。海上船 3 隻で消火にあたり、約 3 時

間後に鎮火した。 火災の原因は、屋形船内でてんぷらを揚げていて、火を止めずに休憩中

に入って出火した。従業員 4 名が乗船していたが、 1 名が負傷者した。 

 写真提供：NHK ニュース 

    

 



3/28 川越、所沢で火災相次ぐ 
① 28 日午前 0 時半すぎ、所沢市久米にある木造 2 階建て住宅で火災があり、行方不明 1

名、負傷者 1 名がでた。 

② 28 日午前 2 時頃、川越市笠原の木造 2 階建て住宅から出火し、約 1 時間後消火した。 

焼け跡から 1 名の死亡が確認された。この家には 3 人家族が暮  らしていた。 写真提供：

テレビ朝日ニュース 

    
3/28 ダッカ高層商業ビル火災 
28 日 ダッカにある 22 階建て商業ビルの 6 階部分から出火し、ビル全体に延焼している。 

現在までに 6 名死亡、負傷者 70 名以上、更に 100 名がビルに取り残されているという。 こ

のビルには蝶理をはじめとする日系企業 3 社が入居しているが、いずれも日本人は無事が

確認されている。 火災の原因は今後の調査で判明するであろう。 写真提供： NHK 

NEWS WEB 

    
3/29 新橋 居酒屋火災 
29日午後11時半頃、港区新橋の2階建て居酒屋から出火し、近隣の建物併せて4棟（130m2）

を焼いて、 消防車等 27 台が出動し、およそ 2 時間半後に鎮火した。 けが人はいない。火

元を調査中。 写真提供： FNN PRIME ニュース 



    
 

以上 

 


