
火災情報資料2019年

年月日 　場所 　建物 死傷者 火災原因
2019/1/1 千葉県・船橋市 木造2階建て住宅 　2名死亡
2019/1/1 新潟県・佐渡市 住宅等15棟 　3名死亡
2019/1/1 香川県・高松市 鉄筋2階建て店舗兼住宅 　けが人なし
2019/1/4 神奈川県・横浜市 簡易宿泊所 死者2名　負傷者13名
2019/1/5 長野県・長野市 ラーメン店（木造2階建て店舗兼住宅） 　けが人なし
2019/1/4 ポーランド・コシャリン 3階建て娯楽施設 　死者6名 　暖房器具
2019/1/6 愛媛県・四国中央市 大王製紙工場 　けが人なし 　粉砕機（静電気）
2019/1/6 高知県・高知市 木造2階建てアパート 　負傷者13名
2019/1/9 神奈川県・小田原市 木造2階建て住宅 　死者3名
2019/1/9 群馬県・みなかみ町 木造2階建て住宅 　死者2名
2019/1/9 千葉県・木更津市 木造2階建てアパート 　死者2名
2019/1/9 三重県・鳥羽市 地下5階地上4階建て鉄筋コンクリートホテル　負傷者2名 　機械室
2019/1/9 神奈川県・小田原市 木造2階建てアパート 　死者3名
2019/1/9 群馬県・みなかみ町 木造2階建て住宅 　死者2名
2019/1/9 千葉県・木更津市 木造2階建てアパート（全5室、2階から出火）　死者2名
2019/1/9 東京都・西東京市 住宅火災？ 　　？

2019/1/10 滋賀県・大津市 木造2階建て住宅 　死者1名
2019/1/10 滋賀県・近江八幡市 木造2階建て住宅 　死者1名
2019/1/10 東京都・文京区 木造2階建て住宅他隣接する住宅1棟　 　負傷者1名
2019/1/10 岐阜県・笠松市 木造2階建て住宅他隣接する住宅2棟 　負傷者1名 石油ストーブに給油中
2019/1/10 静岡県・富士市 製材所（平屋建て2棟） 　けが人なし
2019/1/11 東京都・足立区 木造2階建て住宅 　死者1名、負傷者3名
2019/1/11 東京都・港区 建設中高層ビル（地下2階地上27階建て）ビ 　負傷者4名 溶接火がスチレンに引火
2019/1/12 東京都・板橋区 住宅5棟 　死者1名
2019/1/12 東京都・調布市 木造2階建て住宅 　死者1名
2019/1/12 栃木県・佐野市 資材置き場（鉄骨平屋建て） 　けが人なし
2019/1/12 神奈川県・相模原市 木造2階建て住宅他近隣住宅4棟 　死者2名
2019/1/12 千葉県・匝瑳市 木造住宅 　死者1名
2019/1/13 大分県・竹田市 木造平屋建て住宅 　死者1名
2019/1/14 群馬県・富岡市 接骨院（鉄骨3階建て店舗兼住宅）他1棟 　死者1名
2019/1/14 神奈川県・相模原市 平屋建て住宅他隣接する住宅2棟 　死者1名、負傷者1名
2019/1/14 広島県・倉橋町 木造2階建て住宅 　死者2名
2019/1/14 東京都・葛飾区 団地 　死者1名
2019/1/14 岐阜県・笠松町 木造2階建て住宅 　死者1名
2019/1/14 東京都・渋谷区 雑居ビル（8階建て鉄筋コンクリート造） 　けが人なし
2019/1/14 神奈川県・横浜市 マンション（9階建てマンション6階部から） 　死者1名 スプレー缶の引火



2019/1/18 東京都・渋谷区 クレープ店 　けが人なし ガスコンロ操作ミス
2019/1/18 メキシコ・メキシコシティ パイプライン爆発 死者66名、負傷者76 盗賊による石油抜き取り
2019/1/19 東京都・江東区 建設中保育園（地下1階地上3階鉄筋ｺﾝｸﾘｰ　負傷者3名 　溶接の火花
2019/1/19 埼玉県・おおみや市 住宅他周辺住宅3棟 　負傷者1名
2019/1/19 兵庫県・宝塚市 クリーニング店（鉄骨3階建の2階部分） 　死者2名
2019/1/19 神奈川県・横浜市 木造平屋建て住宅 　けが人なし
2019/1/20 大分県・大分市 産業廃棄物処理場 　けが人なし
2019/1/20 三重県・津市 倉庫 　死者1名
2019/1/20 神奈川県・茅ヶ崎市 アパート 　死者1名
2019/1/20 東京都・荒川区 木造平屋建て住宅 　死者1名
2019/1/21 東京都・神田淡路町 木造2階建て住宅 　負傷者2名
2019/1/21 群馬県・館林市 木造2階建て住宅 　死者1名
2019/1/21 広島県・広島市 木造2階建て住宅他隣接する住宅2棟 　けが人なし
2019/1/21 東京都・目黒区 木造2階建て住宅他隣接する住宅2棟 　負傷者1名
2019/1/22 愛知県・一宮市 木造平屋建て住宅他隣接する住宅2棟 　死者1名、負傷者2名
2019/1/22 秋田県・能代市 住宅他近隣住宅5棟 　死者2名
2019/1/22 山口県・山口市 木造2階建て住宅 　死者2名
2019/1/24 大分県・中津市 事務所兼住宅（鉄骨2階建て） 　けが人なし
2019/1/25 東京都・足立区 店舗兼住宅（木造2階建て） 　死者2名
2019/1/25 大阪府・八尾市 木造2階建て住宅 　死者1名
2019/1/25 富山県・高岡市 木造2階建て住宅 　死者1名
2019/1/25 富山県・氷見市 木造2階建て住宅 　負傷者1名
2019/1/25 愛知県・名古屋市 木造平屋三軒長屋 　負傷者1名
2019/1/25 新潟県・上越市 木造一部2階建て住宅 　けが人なし
2019/1/26 愛知県・豊田市 木造2階建て住宅 　死者1名
2019/1/27 長崎県・佐世保市 木造平屋建て住宅 　死者1名
2019/1/27 長崎県・島原市 木造平屋建て住宅 　死者1名
2019/1/27 東京都・日野市 木造2階建て住宅 　死者2名
2019/1/28 埼玉県・川越市 マッサージ店（鉄筋2階建て） 　けが人なし
2019/1/29 東京都・板橋区 5階建てマンション（1階から出火） 死者1名負傷者5名
2019/1/30 東京都・荒川区 7階建てマンション（2階から出火） 　負傷者2名 　放火
2019/1/30 神奈川県・横須賀市 木造平屋建て住宅 死者1名負傷者1名
2019/1/30 東京都・八王子市 木造2階建て住宅 　死者2名（消防士1名）
2019/1/31 北海道・小樽市 木造2階建て住宅 　死者3名
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
2019/4/6 韓国・江原道 山火事　住居400棟延焼 死者1名　11名負傷者
2019/4/6 新潟県燕三条市 木造二階建て住宅 死者2名　1名負傷

2019/4/15 フランス・パリ ノートルダム寺院尖塔 負傷者なし 作業員のタバコ火不始末



2019/4/15 群馬県沼田市 木造二階建て住宅他隣接する住宅315m2 死者1名
2019/4/18 北海道夕張市 石炭博物館摸擬坑道 負傷者なし 溶接火の不始末
2019/4/18 青森県八戸市 木造二階建て住宅他4棟、4棟半焼 死者1名
2019/4/22 東京都荒川区 2階建てアパート火災175m2 負傷者1名
2019/5/2 山形県山形市 木造2階建て住宅と近隣住宅4棟、2棟半焼 負傷者1名
2019/5/2 埼玉県越谷市 木造2階建て店舗兼住宅 負傷者なし
2019/5/2 岐阜県羽島市 自動車リサイクル工場（鉄骨2階建て）1,360m負傷者なし
2019/5/2 茨城県筑西市 リサイクル工場（鉄くずや廃家電） 負傷者なし
2019/5/3 三重県名張市 お寺(木造本堂と庫裡）350m2 負傷者なし
2019/5/7 宮崎県西都市 木造平屋住宅と隣接する納屋200m2 死者2名　
2019/5/5 ニジェール・ニアメー ガソリン積載タンクロリー車 死者58名　負傷者37名 ガソリン抜き盗時
2019/5/7 茨城県成田空港付近 プラスチックリサイクル工場 負傷者なし

2019/5/11 大分県中津市 木造2階建て店舗兼住宅（有名から揚げ店）負傷者なし 厨房調理中の火花
2019/5/12 茨城県日立市 木造2階建て住宅70m2 死者2名
2019/5/15 栃木県貝町 木造2階建て住宅と隣接する住宅1棟 死者3名
2019/5/15 茨城県常総市 資材置き場（中古家電の鉄くずの山から出火負傷者なし
2019/5/21 埼玉県三郷市 木造2階建て住宅と隣接する住宅5棟一部 死者3名（子供）
2019/5/24 インド・クジャラート州 雑居ビルの3-4階学習塾（大学予備校） 死者16名負傷者16名
2019/5/27 茨城県守谷市 工場プレハブ小屋 負傷者1名
2019/6/2 北海道札幌市 4階建て賃貸アパートの2階 負傷者3名 ドライヤーで衣服乾燥時

2019/6/10 埼玉県川口市 木造2階建て共同住宅の1階 負傷者7名
2019/6/20 福井県永平寺 鉄筋コンクリート造工場4棟 死者4名負傷者4名 モーターの過熱？
2019/6/22 北海道札幌市 木造2階建て住宅 負傷者なし 落雷による火災
2019/6/24 新潟県新潟市 クリーニング工場2棟 負傷者なし 放火？
2019/6/25 愛知県清州市 段ボール工場及び近隣住宅4棟 負傷者なし
2019/7/3 米国・ケンタッキー州 JimBeam倉庫 　なし 落雷
2019/7/6 米国・フロリダ州 ショッピングモール「Fountain　Plaza」 負傷者23名 ガス漏れ
2019/7/6 大阪府・高槻市 産廃業「今村産業」の倉庫 1名死亡、3名負傷 スプレー缶ガス抜き引火
2019/7/9 京都府・東山区祇園 木造2階建て住宅他2棟全焼、3棟半焼　500　なし 　不明

2019/7/11 ロシア・モスクワ 火力発電所　1,000m2焼失 1名死亡、13名負傷 ガス管の老朽化
2019/7/18 京都府伏見区桃山 京都アニメスタジオ鉄筋3階建て　700m2 死者34名負傷者34名 放火（ガソリンを撒く）
2019/7/19 中国河南省三門峡 化学工場爆発 死者15名　負傷者15名　不明
2019/7/23 静岡県浜松市 養鶏場「ワタライファーム」　1棟全焼　1棟半なし 　不明
2019/7/23 大阪府守口市 ウレタン加工業「光研化成」990m2 なし 静電気か？
2019/7/27 長野県長野市 木造2階建て住宅他3棟 死者2名　負傷者3名 　不明
2019/8/2 京都市中京区 木造3階建て住宅　他隣接する住宅2棟 死者2名　負傷者2名 　不明
2019/8/3 埼玉県伊奈町 化学薬品工場「DIC埼玉工場」の薬品倉庫 なし 粘着剤の保管問題？
2019/8/5 ロシア・クラスノヤリスク 軍施設　大砲用弾薬保管倉庫 死者1名　負傷者8名 　不明
2019/8/8 ロシア・アルハンゲリスク海軍海上実験場　小型原子力エンジン 死者5名　負傷者3名 　不明
2019/8/12 群馬県前橋市 木造2階建て住宅 死者2名 　不明



2019/8/14 茨城県筑西市 木造2階建て飲食店兼住宅　200m2 死者1名　負傷者1名 　不明
2019/8/16 バングラデッシュ・ダッカ スラム街2,000棟 1万人以上避難　なし 　不明
2019/8/19 愛知県名古屋市北区 木造2階建て住宅 死者2名 　不明
2019/8/24 愛知県岡崎市 繊維工場　全焼 　なし 　不明
2019/8/30 愛知県豊田市 トヨタ本社内 　なし 詳細不明
2019/9/2 米国カルフォルニア州 ダイビング船舶（23m） 死者34名行方不明7 　不明
2019/9/22 長野県茅野市 木造平屋建て住宅 死者2名 　不明
2019/9/24 岐阜県・安八町 木造2階建て住宅　220m2 死者3名 　不明
2019/10/5 静岡県・島田市 木材工場１階作業場 負傷者2名 　不明

2019/10/13 中国・江蘇州無錫 有名な小龍包のお店爆発 死者9名　負傷者10名　調理中ガス爆発か？
2019/10/29 北海道札幌市 10階建てオフィスビル　4階火元 　なし 　不明
2019/10/31 沖縄県那覇市 首里城　正殿、北殿、南殿等7棟(4,800m2) 　なし 　配電盤の漏電？
2019/11/5 北海道小樽市 老舗菓子店（3階建て店舗兼住宅） 死者2名 　不明

2019/11/10 山口県下関市 木造2階建て住宅 死者2名 　不明
2019/11/18 埼玉県越谷市 2階建て住宅と隣接住宅一部 死者3名 　不明
2019/11/21 静岡県清水IC 東名高速静岡-清水IC　高架橋工事 死者1名　負傷者10名塗料剥離作業中引火
2019/11/22 新潟県新潟市 木造2階建て住宅 死者3名 　無理心中
2019/11/24 東京都練馬区春日町 木造2階建て店舗兼住宅　60m2 死者2名　負傷者4名 　不明
2019/11/25 奈良県橿原市 鉄筋2階建てアパート（5部屋200m2) 死者1名 　放火
2019/11/28 神奈川県葉山町 木造2階建て住宅 死者1名 　不明
2019/12/3 北海道函館市 木造2階建て住宅 死者2名 　不明
2019/12/2 中国丁寧省瀋陽 25階建てマンション なし 外断熱工法？
2019/12/13 東京都葛飾区 木造2階建てアパート 死者2名 　不明
2019/12/19 群馬県桐生市 木造2階建て銭湯と住宅、隣接住宅 死者1名 　不明
2019/12/20 茨城県取手市 住宅4棟 なし 　放火
2019/12/21 埼玉県富士見市 木造3階建て住宅 死者1名　負傷者3名 　不明
2019/12/22 東京都文京区 鉄筋コンクリート造5階建てマンション 死者1名　重傷者2名 　不明
2019/12/22 静岡県三島市 木造2階建て住宅 死者1名　行方不明2名　不明
2019/12/22 秋田県大仙市 木造2階建て住宅、隣接住宅1棟　空き家2棟なし 　不明
2019/12/24 チリ 森林火災　住宅200棟以上 なし 　不明
2019/12/28 千葉県市原市 リサイクル工場 なし 　不明
2019/12/28 奈良県広陵町 木造2階建て住宅(120m2) 死者1名　負傷者1名 　電気ストーブからの引火
2019/12/31 富山県富山市 木造2階建て住宅 死者3名 　不明



   ＜2019 年 1 月火災事故例＞ 

 

2019/1/1 千葉県・船橋市住宅火災 

1 日午前 3 時 15 分ごろ、船橋市市場で火災があり、木造 2 階建て住宅を全焼した。 この

住宅の他、隣接するアパートの壁の一部にも延焼した。 この家に住む 3 人のうち、2 名が

死亡した。 火災の原因は調査中である。 写真提供：朝日新聞デジタル 

 

 

2019/1/1 新潟県・佐渡市住宅火災 

2 日午前 4 時前、佐渡市両津夷にある住宅で火災が発生し、店舗や住宅のある市街地であっ

たために、次々に延焼し、 消防車 17 台で消火にあたり、およそ 3 時間半後に鎮火した。 こ

の火事で、15 棟が燃え、火元である住民 3 名が死亡、 写真提供：NHK NRWS WEB 

 
 

 



2019/1/1 香川県・高松市住宅火災 

2 日午前 0 時半ごろ、高松市香西本町にある住宅で火災があり、鉄筋 2 階建て店舗兼住宅の

2 階部分が焼けた。 2 階の居間が激しく燃えており、火元と見られている。 1 階は運送会

社の倉庫として使われていたが、3 年前に廃業していて現在は使われていなかった。 写真

提供： 毎日新聞 

 
 

2019/1/4 神奈川県・横浜市簡易宿泊所火災 

4 日午前 4 時 15 分ごろ、横浜市中区寿町 4 丁目にある簡易宿泊所「扇荘別館」（鉄骨 10 階

建）で火災が発生し、男女 2 名が死亡し、13 名が負傷した。 5 階の隣り合わせの 2 部屋が

激しく燃えており、ここが火元とみられる。この宿泊所には、140 名が宿泊していた。 写

真提供：nifty ニュース 

 

 

 



2019/1/5 長野県・長野市ラーメン店火災 

1/5、午後 4 時半過ぎ、長野駅に近い長野市南長野南石堂町にある木造 2 階建て建物の 1 階

ラーメン店から出火し、 建物を全焼した他、隣接する建物の壁一部を延焼した。けが人は

いない。 ラーメン店の店員が鍋に火をかけたまま外出して出火した模様。 

 写真提供：NHK 長野 

 

 

2019/1/4 ポーランド・コシャリン娯楽施設火災 

1/4、午後 5 時頃、ポーランド北西部コシャリンで、3 階建て娯楽施設「脱出ゲーム」の待

合室で火災があり、施設内にいた少女 5 名が死亡し、 従業員 1 名が負傷した。脱室ゲーム

は、密室から謎を解いて脱出するもので、ポーランド国内でも 1,000 か所ある。 火災の原

因は、暖房器具によるものと思われる。 写真提供：NHK NEWS WEB 

 

 

 



2019/1/6 愛媛県・四国中央市大王製紙工場火災 

6 日午前 2 時 20 分ごろ、愛媛県四国中央市三島紙屋町にある大王製紙三島工場で火災があ

り、 消防車 10 台が出動し、消火に当たった結果、およそ 5 時間後に鎮火した。けが人は

いない。 段ボールや包装に使われる板紙を製造しており、約 8%の製造を占める主力工場

であった。 火災の原因は、ボイラーの燃料に使う廃棄物を粉砕する機械から出火し、コン

ベア等に延焼したものらしい。 写真提供： NEWS＋α 

 

 

2019/1/6 高知県・高知市アパート火災 

6 日午後 9 時 50 分ごろ、高知市愛宕町の木造 2 階建てアパート「中尾アパート」で出火し、

およそ 100m2 を焼失して 3 時間後に消し止められた。 このアパートには、8 世帯 10 人が

暮らしていて、火災の煙を吸って負傷者 6 名となった。 火災の原因は調査中。 写真提供：

日テレ NEWS24 

 
 

 

 



2019/1/9 神奈川県・小田原市住宅火災 

9 日午前 4 時 50 分ごろ、小田原市清水新田にある 2 階建て木造住宅で火災があり、1 階で

2 名の死亡、2 階でも 1 名が死亡した。 火災の原因は調査中。 

 写真提供：神奈川新聞 

 

 

2019/1/9 群馬県・みなかみ町住宅火災 

9 日午前 5 時半ごろ、みなかみ町湯原の 2 階建木造住宅で火災があり、雪と強風の中で消火

活動が行われ、およし 3 時間後に消火した。 この家に住む住民 2 名が死亡した。 写真提

供：FNN プライム 

 

 

 

 

 



2019/1/9 千葉県・木更津市アパート火災 

9 日午前 2 時頃、木更津市新田 3 にあるアパート（木造 2 階建て）から出火し、隣接する物

置とおよそ 140m2 を焼失した。 アパートは全 5 室で、そのうちの 2 部屋から 2 名の死亡

が確認された。 写真提供：西日本新聞 

 

 

2019/1/9 三重県・鳥羽市ホテル火災 

9 日午後 8 時半ごろ、鳥羽市小浜町にあるリゾートホテル「彩朝楽（さいちょうらく）」（地

下 5 階地上 4 階建て鉄筋コンクリート造）で地下 6 階の機械室で火災が発生し、 約 6 時間

後消火した。当日の宿泊客 160 名が避難した。けが人は 2 名  

写真提供：じゃらん（火災前） 

 
 

 

 



2019/1/9 神奈川県・小田原市アパート火災 

9 日午前 4 時 50 分頃、小田原市清水新田の木造 2 階建てアパートから出火し、約 3 時間半

後に鎮火した。2 階から 1 名、1 階から 2 名の死亡が確認された。 

 

2019/1/9 群馬県みなかみ町住宅火災 

9日午前 5時頃、みなかみ町湯原の木造 2階建て住宅から出火し、約 3時間後に消火したが、 

建物は全焼し、焼け跡から 2 名の遺体が確認された。 

 

2019/1/9 千葉県・木更津市アパート火災 

9 日午前 2 時ごろ、木更津市新田の木造 2 階建てアパートで火災があり、約 140m2 と隣接

する物置を全焼した。焼け跡の 2 階に住む 2 名の遺体が確認された。 

 

2019/1/10 東京都・西東京市住宅火災 

10 日午前 8 時半過ぎ、西東京市富士町の住宅で火災が発生中。その後不明 

 

2019/1/10 滋賀県・大津市住宅火災 

10 日午前 1 時 45 分ごろ、大津市清和町の木造 2 階建て住宅（115m2)の 2 階から火が出て

いると通報があり、約 1 時間半後に消火した。 この家は全焼し、隣の家の外壁の一部も延

焼した。 死者 1 名 

 

2019/1/10 滋賀県・近江八幡市住宅火災 

10 日午前 7 時半ごろ、近江八幡市西庄町の 2 階建木造住宅で火事があり、約 1 時間後消火

したが、全焼した。 この家に住む人 1 名が死亡した。 

 

2019/1/10 東京都・文京区住宅火災 

10 日午後 6 時 15 分ごろ、文京区西片 2 にある住宅から出火し、木造 2 階建住宅と隣接す

る住宅 2 棟（延べ 240m2)が焼失した。 負傷者 1 名 

 

2019/1/10 岐阜県・笠松市住宅火災 

10 日午後 10 時過ぎ、笠松町北及の住宅で火災があり、木造 2 階建住宅と隣接する 2 棟の

住宅およそ 240m2 を焼失した。 負傷者 1 名。火災の原因は、使用中のストーブに灯油を

給油していてあふれ出てしまい、火が広がったことによる。 

 

2019/10 静岡県・富士市製材工場火災 

1/10 午前 1 時 50 分ごろ、富士市大渕の製材工場で火災が発生し、平屋建て作業場 2 棟と屋

外にあった木屑 50 トンを焼いて およそ 4 時間後に消火した。けが人はいない。 



2019/1/11 東京都・足立区住宅火災 

11 日午後 10 時 50 分ごろ、足立区西新井本町の木造 2 階建て住宅で火災があり、この家に

住む 4 人のうち、死者 1 名、負傷者 3 名がでた。 

 

2019/1/11 東京都・港区新橋建設中高層ビル火災 

11 日午後 2 時頃、港区新橋１にある建設中の高層ビル（地下 2 階、地上 27 階建複合ビル）

の屋上で火災が発生し、 溶接中にそばにあった断熱材（スチレンフォーム）が 100m2 ほ

ど燃えた。この煙でそばにいた作業員 4 名が負傷した。作業中の 350 人は避難して無事で

あった。 

 

2019/1/12 東京都・板橋区住宅火災 

12日午前8時過ぎ、板橋区徳丸の住宅で火災があり、消防車25台が出動し、住宅5棟（140m2）

が焼失し、約 1 時間半後に消火した。 死者 1 名 

 

2019/1/12 東京都・調布市住宅火災 

12 日午前 2 時過ぎ、調布市にある 2 階建木造住宅で火災があり、約 100m2 を焼失した。 こ

の家の 2 階で住民 1 名の死亡が確認された 

 

2019/1/12 栃木県・佐野市資材置き場火災 

12 日佐野市犬伏上町の資材置き場で火災が発生し、鉄骨平屋資材置き場（およそ 65.8m2

を半焼した。 

 

2019/1/12 神奈川県・相模原市住宅火災 

12 日午後 10 時頃、相模原市中央区田名で木造 2 階だて住宅から火災が発生し、近隣住宅 4

棟が全焼し、 2 棟が一部延焼した。 火元に住む住民 2 名が死亡した。 

 

2019/1/12 千葉県・匝瑳市住宅火災 

12 日午後 10 時半ごろ、匝瑳市椿の住宅で火災が発生し、ポンプ車 5 台が出動し、およそ 2

時間後に消火した。 この火災で住宅およそ 50m2 を全焼し、この家の住民 1 名が死亡した。 

 

2019/1/13 大分県竹田市住宅火災 

13 日午後 3 時半過ぎ、竹田市久住町の木造平屋建て住宅が全焼し、この家に住む 1 名の死

亡が確認された。 

 

 

 



2019/1/14 群馬県・富岡市接骨院火災 

14 日午前 3 時過ぎ、富岡市富岡にある鉄筋コンクリート造 3 階建て店舗兼住宅の接骨院「新

井接骨院」で火災が発生し、この建物と隣接する住宅に延焼し、延べ 600m2 が全焼した。

火元となった接骨院の建物から遺体が 1 名発見された。 

 

2019/1/14 神奈川県・相模原市住宅火災 

14 日午前 8 時頃、小田原市東町にある平屋建て住宅で火災が発生し、この家が全焼した他、

隣接する住宅 2 棟も延焼した。 ポンプ車 14 台が出動し、1 時間半後に消火した。この家に

住む 1 名が死亡し、1 名が負傷した。 

 

2019/1/14 広島県・倉橋町住宅火災 

14 日午前 8 時 15 分ごろ、呉市倉橋町石原の木造 2 階建て住宅が全焼し、この家に住む住

民 2 名が死亡した。 

 

2019/1/14 東京都・葛飾区団地火災 

14 日午前 8 時頃、葛飾区高砂 4 丁目にある団地で火災が発生し、高齢者 1 名が死亡した。 

 

2019/1/14 岐阜県・笠松町住宅火災 

14 日午後 1 時頃、笠松町にある木造 2 階建て住宅が全焼し、この家に住む住民 1 名が死亡

した。 

 

2019/1/14 東京都・渋谷区センター街雑居ビル火災 

14 日正午ごろ、渋谷区宇田川町の飲食店が入る 8 階建て雑居ビルの 3 階で火災が発生し、

消防車20台が出動したが、 3階天井部分およそ20m2を焼いて消火した。けが人はいない。 

 

2019/1/14 神奈川県・横須賀市マンション火災 

14 日午後 11 時半ごろ、横須賀市米ガ浜通り 2 丁目にある 9 階建マンションの 6 階で爆発

音があり、部屋 10m2 を焼失した。 部屋の住民 1 名が死亡した。部屋には、台所周辺にス

プレー缶が数本発見されている。 

 

 

 

 

 

 

 



2019/1/18 東京都・渋谷区竹下通りクレープ店火災 

18 日午前 11 時半ごろ、渋谷区原宿竹下通りにあるクレープ店で火災があり、近くにいた人

が消化器で火災を防いだ。 火災の原因は、クレープを焼いているときに、ガスバーナーの

操作を誤って火災となった。 消防車が出動したが、ホースが緩んでいて水が噴水してこち

らの方が大きなニュースとなった。  

写真提供：まとめダネ！ 

 
 

2019/1/18 メキシコ・メキシコシティパイプライン爆発 

18 日午後、首都メキシコシティから北に 100km のところにあるイダルコ州で石油パイプ

ランが爆発、炎上した。 この火災で周辺住民が 66 名死亡し、76 名が負傷した。この火災

は、周辺住民の何者かが、石油パイプラインに孔を開けて 石油を盗んでいたが、何らかの

理由で引火して爆発に至った。最近、メキシコでは同様な事件がいくつか起きている。 

写真提供：朝日新聞、CNN ニュース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019/1/19 兵庫県・宝塚市クリーニング店火災 

19 日午前 2 時半ごろ、宝塚市中野町にある鉄骨 3 階建てのクリーニング店の 2 階住居部分

で火災が発生し、消防車 12 台が出動し 約 3 時間半後に消火した。2 階、3 階に住む住民 2

名が死亡した。 火災の原因は究明中  

写真提供：FNN プライムニュース 

 

 

 

2019/1/19 埼玉県さいたま市浦和区住宅火災 

19 日午前 10 時過ぎ、さいたま市浦和区にある住宅で火災があり、周辺 3 棟に延焼し、 負

傷者 1 名がでた。 写真提供：ANN ニュース 

 
 



2019/1/19 東京都・江東区建設中保育園火災 

19 日午前 9 時頃、江東区大島の建設中の保育園（地下 1 階地上 3 階建鉄筋コンクリート造）

で火災が発生し、200m2 を焼失した。 当時 29 名の作業員がいたが、9 名が煙にまかれ、

負傷者 3 名がでた。出火原因は、地下で溶接作業中に断熱材に燃え移り火災となった。 写

真提供：まとめダネ！ 

 
 

 

2019/1/19 神奈川県・横浜市住宅火災 

19 日午後 11 時半ごろ、横浜市南区清水ヶ丘付近の木造平屋建て住宅と機械が設置してある

建物を全焼した。 けが人はいない。 

 

2019/1/20 大分県・大分市産廃処理施設火災 

20 日午前 11 時頃、大分市豊海にある産廃処理会社「大山商事」のリサイクル工場で火災が

あり、敷地に野積みされていた 廃材が燃え、およそ 6 時間後に消火した。会社は当日休み

で、けが人はいない。 原因を調べている。 

 

2019/1/20 三重県・津市倉庫火災 

20 日午前 7 時半ごろ、津市新家町にある倉庫から出火し、30m2 焼失した後に消火した。 焼

け跡から 1 名の死亡が確認された。 

 

2019/1/20 神奈川県・茅ヶ崎市アパート火災 

20 日午前 11 時半ごろ、茅ヶ崎市浜之郷の木造 2 階建てアパートの 1 階一室から火災が発

生し、26m2 を焼失した。 この火事で 1 名が死亡した。 



2019/1/20 東京都・荒川区住宅火災 

20 日午後 10 時 15 分ごろ、荒川区荒川 2 の木造平屋建て住宅から出火し、室内の一部を焼

き、50 分後に消し止められた。 この住宅から 1 名の死亡が確認された。 

 

2019/1/21 東京都・神田淡路町住宅火災 

21 日午後 6 時頃、千代田区神田淡路町付近にある木造 2 階建て住宅で火災があり、50m2

延焼し、負傷者 2 名がでた。 

 

2019/1/21 群馬県・館林市住宅火災 

21 日午前 6 時頃、館林市下早田町の木造 2 階建て住宅で火災が発生し、消防車 10 台が出

動し、約 2 時間後に消し止められた。 住宅は全焼し、焼け跡から 1 名の死亡が確認された。 

 

2019/1/21 広島県・広島市安芸区住宅火災 

21 日午前 11 時 15 分ごろ、広島市安芸区船越南にある木造 2 階建て住宅から出火し、隣接

する住宅と併せて 2 棟が全焼した。 この火事での負傷者はいない。 

 

2019/1/21 東京都・目黒区住宅火災 

21 日午前 11 時過ぎ、目黒区平町にある木造 2 階建て住宅から出火し、ポンプ車など 19 台

が出動し、およそ 5 時間後に消火した。 この火事で出火元の住宅が全焼した他、隣接する

住宅 2 棟の外壁が延焼した。 負傷者は 1 名。 

 

2019/1/22 愛知県・一宮市住宅火災 

22 日未明、一宮市伝法寺にある木造平屋建て住宅から出火し、およそ 2 時間後に消し止め

られた。 この家は全焼し、隣接する住宅 2 棟にも延焼し、一部焼失した。この火事で 1 名

死亡、2 名が負傷した。 

 

2019/1/22 秋田県・能代市住宅火災 

22 日午前 7 時 10 分ごろ、能代市富田 10 の住宅から出火し、近隣の薬局や住宅 5 棟が全焼

した。 能代市では 11m/秒の強風と異常乾燥注意報が出されており、延焼拡大につながった。 

この火事で、消火にあたっていた消防署員 2 名が死亡した。 

 

2019/1/22 山口県・山口市住宅火災 

22 日午前 6 時半ごろ、山口市大内長野にある木造 2 階建て住宅で火災が発生し、約 2 時間

後に鎮火したが、 火元から 2 名の遺体が確認された。 

 

 



2019/1/24 大分県・中津市住宅火災 

24 日午前 11 時すぎ、中津市島田の事務所兼住宅（鉄骨 2 階建）から出火し、 およそ 3 時

間後消し止められた。建物は全焼し、約 300m2 を焼失した。 けが人はいない。 写真提供：

NHK 大分 

 
 

2019/1/25 東京都・足立区住宅火災 

25 日午前 9 時 5 分ごろ、足立区青井 4 にある店舗兼住宅（木造 2 階建て）で火災があり、

近隣の 3 棟を含む 延べ 270m2 を焼失した。焼け跡から夫婦の遺体が発見された。 

 写真提供：朝日新聞 

 
 

2019/1/25 大阪府・八尾市住宅火災 

25 日午後 9 時 40 分ごろ、八尾市志紀町南の木造 2 階建て住宅で火災が発生し、およそ 2

時間後消し止められた。 建物は 80m2 焼失し、中から 1 名の死亡が確認された。 

 

 



2019/1/25 富山県・高岡市住宅火災 

25 日午前 11 時 20 分ごろ、高岡市長江にある木造 2 階建住宅から出火し、建物は全焼し、

隣接する住宅の外壁の一部を延焼した。 この家に住む住民 1 名が行方不明となっている。 

 

2019/1/25 富山県・氷見市住宅火災 

25 日正午過ぎ、氷見市上久津呂にある木造 2 階建て住宅で出火し、およそ 1 時間半後に消

火した。 家は家族 4 人暮らしで、1 名が負傷した。 

 

2019/1/25 愛知県・名古屋市中川区住宅火災 

25 日午後 4 時頃、名古屋市中川区愛知町にある木造平屋建て三軒長屋で火災が発生し、 一

時間半後に消し止められた。負傷者 1 名。 

写真提供：中京テレビ 

 
 

2019/1/15 新潟県・上越市住宅火災 

25 日午後 7 時半ごろ、上越市頸城区下吉にある木造一部 2 階建て住宅から出火し、49m2

を焼失した。 出火当時 5 人が家に居たが、避難して無事であった。 

 写真提供：Komachi Web 

 

 



2019/1/26 愛知県・豊田市住宅火災 

26 日午前 5 時ごろ、木造 2 階建て住宅で火災が発生し、消防車 20 台が出動しておよそ 6

時間後に消火した。 建物は全焼し、隣接する 2 棟の外壁にも延焼した。火元からは死亡者

1 名が発見された。  

写真提供：中京テレビ 

 
 

2019/1/27 東京都・日野市住宅火災 

27 日午前 2 時 40 分ごろ、日野市落川の木造 2 階建て住宅で火災が発生し、延べ 125m2 が

全焼した。 焼け跡から 4 人が救出されたが、2 名の死亡が確認された。  

写真提供：産経ニュース 

 
 

 

 

 



2019/1/27 長崎県・島原市住宅火災 

27 日午後 7 時半ごろ 島原市南下川尻町の木造平屋建て住宅で火災が発生し、全焼した。 

この火事で 1 名の死亡が確認された。  

写真提供：NBC 長崎放送 

 
 

2019/1/27 長崎県・佐世保市住宅火災 

27 日午後 7 時半ごろ 島原市南下川尻町の木造平屋建て住宅で火災が発生し、全焼した。 

この火事で 1 名の死亡が確認された。  

写真提供：NBC 長崎放送 

 

 

 

 

 



2019/1/28 埼玉県・川越市マッサージ店火災 

28 日午前 10 時過ぎ、川越市砂にあるマッサージ店（鉄筋 2 階建て）から出火し、 ポンプ

車等 11 台が出動し、 およそ 1 時間後に消火した。 マッサージ店は全焼したが、店は既に

閉店しており、けが人はいない。  

写真提供：まとめダネ！ 

 
 

2019/1/29 東京都・板橋区マンション火災 

29 日午後 1 時頃、板橋区板橋の 5 階建てマンションの１階から出火し、60m2 を焼失した。 

この火事で 1 名が重体、5 名が負傷した。 火災の原因は、ストーブの火が近くにあったダ

ンボールに移ったためと推測されている。  

写真提供：TBS ニュース 

 
 

 

 

 



2019/1/30 神奈川県・横須賀市住宅火災 

30 日午前 11 時半過ぎ、横須賀市富士見町の木造平屋建て住宅から出火し、2 時間半後に消

火したが、 建物は全焼し、この家の住人が行方不明、1 名負傷した。  

写真提供：日テレ NEWS24 

 

 
 

2019/1/30 東京都・荒川区マンション火災 

30 日午後 2 時過ぎ、荒川区西尾久にある 7 階建てマンションの 2 階から出火し、1 時間半

後に消しとけられたが、 およそ 40m2 を焼失した。この火事で、2 名が負傷した。 火事の

原因は、この部屋に住む住人がライターで放火した疑い。 

 写真提供：TBS ニュース 

 

 

 

 



2019/1/30 東京都・八王子市住宅火災 

30 日午後 11 時頃、八王子市宇津木町の木造 2 階建て住宅で火災が発生し、およそ 5 時間

後に消火した。 この火災で、住人 1 名が死亡し、消火活動にあたっていた消防署員 1 名も

死亡した。  

写真提供：Yahoo ニュース 

 
 

2019/1/31 北海道・小樽市住宅火災 

31 日午後 11 時 20 分ごろ、小樽市緑の木造 2 階建て住宅で火災が発生し、全焼した。 こ

の家には、5 人が住んでいたが、妻と子供二人は逃げて無事であったが、妻が火災現場に戻

り、 実父と夫を助け出そうとして中に入り、最終的に 3 名の死亡が確認された。  

写真提供：日テレ NEWS24 

 



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 

 



4/6 国内外で山火事相次ぐ 
① 韓国・江原道の山火事・・・4 日夜、韓国北東部の江原道で山火事が発生し、死者 1 名、

負傷者 11 名がでており、5 日現在まだ消火活動が続いて  いる。 消火活動は、消防車

870 台、消防隊員 1 万人が当たっている。また、韓国軍も ヘリ 32 機、兵士 16,500 人が応

援に加わっている。政府は  、 「国家災難事態」を宣言した。 米軍も消火活動を支援

している。これまでに住宅 400 戸が燃え、500ha 以上焼失している。   

 写真提供：朝日新聞デジタル 

   
② 広島県・呉市山火事・・・4 日正午ごろ、広島県呉市の中心部と橋でつながる上蒲刈島

で山火事が発生し、消防車等 17 台が出動し、 現在、500m2 が燃えた。けが人はいない。 

 ③ 長野県・佐久穂町山火事・・・5 日午後 2 時過ぎ、長野県佐久穂町の筆岩集落で住宅

火災が発生し、その後、20m/分の強風に煽られて山林にも燃え広がった。 消防ヘリ 2 機が

消火活動にあたっているが、鎮火に至っていない。（5 日現在） 

④ 長野県・塩尻市山火事・・・・6 日 12 時 55 分頃、塩尻市洗馬村付近で山火事発生 ⑤ 

長野県・下伊那郡喬村山火事 

4/6 新潟県燕三条市住宅火災 
6 日午前 3 時過ぎ、三条市如法寺にある木造一部 2 階建て住宅で火災があり、およそ一時間

半後に消火したが、この家に住む 3 人家族のうち 夫婦 2 名死亡、息子が負傷した。 火災

の原因は不明。写真提供：NHK 新潟 

    

 



4/15 パリノートルダム寺院火災 
15 日午後 7 時前、パリ中心部を流れるセーヌ川の中州シテ島にあるノートルダム大聖堂で 

修復中の作業現場で火災が発生し、中央部が激しく燃え、象徴である尖塔（高さ 90m）が

燃え崩れた。 消防署員 400 人以上が消火活動にあたっているが、屋根は木造構造であるた

めに 消火活動が難航している。正面にふたつの塔のうち、北側の塔にも燃え移っている。 

5 時間経っても今尚、燃え続けている。火災の原因は修復工事の影響か？ 

写真提供：NHK ニュース 

   
4/15 群馬県沼田市住宅火災 
15 日午後 7 時前、沼田市新町の木造 2 階建て住宅で火災が発生し、隣接する離れと空き家

3 棟（315m2)が全焼した。 この火災で、住民 1 名の死亡が確認された。 

 写真提供：JNN ニュース 

    

4/18 北海道夕張市石炭博物館火災 
18 日午後 11 時 45 分頃、夕張市の石炭博物館で、模擬坑道から火災が発生し、消防車 5 台

が消火にあたっているが、現在も燃え続けている。 模擬坑道は、石炭の層が実在する場所

で、火災の原因は、補強工事のために、当時溶接作業をしていたと見られ、 火の不始末に

よる石炭への着火とみられる。けが人はいない。 この博物館は、昨年夕張市が 5 億円かけ

て老朽化した施設の改修工事をおこなっていた。 



 写真提供： NHK 北海道 

     

4/19 青森県八戸市住宅火災 
19 日午前 2 時過ぎ、八戸市河原木の木造 2 階建て住宅で火災があり、消防車 10 台が出動

し、およそ 4 時間後に消火した。 この火災で、近隣の住宅 4 棟が全焼し、4 棟が半焼した。 

火元の家からは、この家に住む住民 1 名の死亡が確認された。 

写真提供： 河北新報 

    
4/22 東京都荒川区アパート火災 
22 日午後 0 時半頃、荒川区荒川で 2 階建てアパート火災が発生し、ポンプ車等 22 台が消

火にあたり、およそ 4 時間後に鎮火した。 この火災で近隣の住宅を含む 175m2 が焼失し

た。アパートの住民 1 名が負傷した。 

 写真提供：日テレ 24NEWS 



     

5/2 火災相次ぐ 
① 2 日午前 8 時 55 分頃、山形市漆山の木造 2 階建て住宅で火災が発生し、近隣の住宅 4

棟が全焼し、 2 棟の一部が延焼した。当時は風が強く、延焼のスピードが早かった。けが

人は一名。 写真提供：産経新聞 

    
② 2 日午前 10 時頃、越谷市大成町にある店舗兼住宅（木造 2 階建て）で火災が発生し、

約 2 時間後に消し止められたが、建物は全焼した。 1 階は、和菓子店と接骨院があったが、

火元は接骨院からと見られている。 従業員 3 名は逃げて無事であった。 写真提供： 

https://masamurai.com/oonarimachi-fire-8864 



    

5/2 リサイクル工場火災相次ぐ 
①2 日午後 5 時 55 分頃、岐阜県羽島市の自動車リサイクル工場「セントパーツ」で火災が

発生し、消防車 36 台が消火にあたり、 約 4 時間後に鎮火した。この火災で鉄骨 2 階建て

工場と作業場およそ 1,360m2 が焼失した。従業員 12 人は逃げて無事であった。火元の原

因を調べている。 写真提供：日テレ NEWS24 

   

② 2 日午後 8 時過ぎ、筑西市にあるリサイクル工場で、鉄くずや廃家電等などが燃える火

災が発生し、16 時間以上燃え続け 3 日の正午過ぎに鎮火した。けが人はいない。 この工

場では、昨年冬にも火災が起きている 写真提供：ANN ニュース 



    

5/3 三重県名張市お寺火災 
3 日午前 10 時過ぎ、名張市箕曲中村にある福成就寺で火災が発生し、木造の本堂と家族が

住んでいる庫裡の 2 棟、およそ 350m2 が全焼した。 この寺には、重要文化財があり、近

隣の住民が持ち出して無事であった。けが人はいない。 

 写真提供：フジテレビプライムニュース 

   
5/7 宮崎県西都市住宅火災 
7 日午前 1 時過ぎ、西都市山田の木造平屋建て住宅で火災があり、およそ 3 時間半後消し止

められたが、この家と隣接する納屋およそ 200m2 焼失した。 この家に住む老夫婦 2 名ら

しき焼死体が発見された。 写真提供： TBS ニュース 



   

2/5 ニジェールガソリン搭載タンクローリー車爆発火災 
5 日夜、ニジェールの首都ニアメーでガソリンを積んだタンクロリー車が路上で横転し、そ

の後爆発が起きた。 この爆発で 58 名が死亡し、37 名が負傷した。 死傷者が多い原因は、

横転したタンクロリー車からガソリンを盗もうと、人が集まり、そのうちのバイクがエン

ジンがかかったまま で置いていたために、引火して爆発したものと考えられる。この種の

事故は最近多い。 写真提供： CNN 

    

5/8 成田空港付近リサイクル工場火災 
8 日午前 9 時半過ぎ、成田空港近くリサイクル工場のプラスチックを粉砕する機械から出火

したとの通報があり、消防車等 9 台が消火にあたり 消し止めた。当時現場には従業員 5 名

が居たが、逃げて無事であった。 写真提供：テレビ朝日（ANN) 

    



5/11 大分県中津市から揚げ店火災 
11 日午前 9 時半前、中津市三光原口にあるから揚げ店「総本家もり山三光原口店」で爆発

が起きた。 火災は 40 分後には消し止められた。 2 階建て建物の天井や壁が崩れ、厨房付

近で調理していた店主（90 歳）がけがをした。  注記）この店は塩からあげで有名なお店

で、スーパーでもブランド名で販売されている。写真提供： テレビ朝日 ANN 

   

5/12 茨城県日立市住宅火災 
12 日午後 4 時前、日立市みか町にある木造平屋建て住宅で火災があり、火は 3 時間後に消

火した。 この火事で、火元の建物(70m2）と隣接する住宅の一部が延焼した。焼け跡から、

2 人の遺体が見つかった。 写真提供：NHK 茨城 

   
5/15 栃木県貝町住宅火災 
15 日午前 4 時頃、栃木県市貝町赤羽の木造 2 階建て住宅で火災があり、ほぼ 1 時間後に消

し止められたが、 隣接する住宅 1 棟も焼失した。この火災で、3 名の焼死体が発見された。

身元の確認を急いでいる。  写真提供： TBS ニュース 



    
5/15 茨城県常総市資材置き場火災 
15 日午前 6 時頃、常総市坂出町の中古家電回収の資材置き場で火災が発生し、消防車等 24

台が出動し、消火に当たっているが、 36 時間以上たった現在も燃えている。中古家電の金

属くずの山が 10m もあり、なかなか消火できない状態が続いている。 尚、けが人はいな

い。 写真提供：NHK 茨城ニュース 

  
5/21 埼玉県三郷市住宅火災 
21 日午後 11 時半頃、三郷市の木造 2 階建て住宅で火災があり、火はおよそ 4 時間後に消

し止められた。 この家が全焼し、隣接住宅 5 棟の外壁も一部延焼した。 一家は、夫婦二

人と子供（40 代）3 人の 5 人暮らしで、火災当時は、夫婦は１階で寝ていたために、避難

して無事であったが、 二階から３名の遺体が見つかり、この家に住む子供たちと見られる。 

火災の原因は究明中。 写真提供： KyodoNews 

   



5/24 インド雑居ビル火災 
24 日午後、インド西部グジャラート州のスーラトにあるショッピングセンターや企業、学

習塾等が入居している 4 階建て複合ビルで火災が発生した。 ビルの 3 階と 4 階には、学習

塾があり、夏休み中の子供 100 人ほどが勉強していた。 この火災で、ビルかた飛び降りた

りして避難したが、現在のところ、死者 20 名、けが人 20 名となっている。 火災の原因は

究明中であるが、この学習塾では、増築した際に、燃えやすい建材を使っていたため、火

の廻りが早かったと報じられている。 また、スプリンクラー等の消防設備も備えつけてい

なかった模様。 写真提供：NHK ニュース 

AFP によると、大学受験の予備校生 50-60 人が学習中で、死者のうち、16 名が女子で、け

が人は 16 名、ビルから飛び降りて怪我した人が 3 名との報道もある。 

    
5/27 茨城県守谷市工場火災 
27 日午後 4 時半頃、守谷市松並の工場プレハブ小屋から火災が発生し、消防車等 7 台が消

火にあたり、5 時間後に消火した。付近には保育園や老人ホームがあり、延焼が懸念された

が、食い止めた。 けが人は 1 名 写真提供：TBS ニュース 

   
 



6/2 北海道札幌市アパート火災 

2日午前 7時 20分頃、札幌市白石区にある 4階建て賃貸アパートの 2階から火災が発生し、 

3 人が負傷した。火災の原因は、出火元の男性がヘアードライヤーで衣類を乾燥していて 衣

類に火が付いたことによるものらしい。 写真提供：HBC 北海道放送 

   

6/10 埼玉県川口市共同住宅火災 

10 日午前 5 時 50 分頃、川口市神戸にある生活困窮者向共同住宅の「月明かり神戸」（木造

2 階建て共同住宅）の 1 階から火が出て、 消防車等が出動し、およそ 2 時間半後に消火し

た。この火災で 1 階の居室と 2 階の居室の 2 部屋が燃えた。 この火災でアパートに 23 名

住んでいたが、そのうち 50～70 代の住民 7 名が負傷した。 写真提供： TBS ニュース 

   
6/20 福井県永平寺工場火災 

20 日午後 2 時すぎ、福井県永平寺町松岡石舟にある「豊島繊維」工場で火災が発生し、約

7 時間後に消火した。 この火事で鉄筋コンクリート造の工場建物を含む 4 棟が全焼し、敷

地内の従業員 4 名が死亡、4 名が負傷する事故となった。 この工場では、化学繊維（ナイ

ロンやポリエステル）を扱っているが、目撃者の話では、第一工場内でモーターの焼ける



臭いがしたとのことで、 モーターの過熱による火災かもしれない。この時期の静電気火災

は考えられないので、今後の火災原因の究明が待たれる。 

  

6/22 北海道札幌市落雷による住宅火災 

22 日午前 7 時半頃、札幌市南区常盤にある住宅で落雷があり、室内で火災が発生した。消

防車等が駆けつけて 1 時間後には消火した。 家には、2 名の居住者が居たが、無事であっ

た。建物の外観はまったく問題ないのに、建物内部はすっかり燃えてしまった。 １階洗面

所にある洗濯機の電源コードから出火したと見られる。 当時、北海道内では、２８００件

の落雷が発生していた。写真提供：北海道テレビ（HTB) 

 

6/24 新潟市クリーニング店火災 

24 日午後 11 時 50 分頃、新潟市東区にあるクリーニング業「新潟リネンサプライ」の工場

から出火し、工場二棟全焼して 約 4 時間後に消火した。工場では間操業はしておらず、無

人であったが、風が強かったために、近隣住民 20 名が避難した。 この工場では 4 日未明

にも火災未遂が発生しており、放火ではないかと推測されている。 一方で電気系統のショ

ートと見られる跡もあった。写真提供：新潟日報モア 



  

6/25 愛知県清州市段ボール工場火災 

25 日午後 5 時半頃、清州市西枇杷島町にある段ボール工場から出火し、当時強い風が吹い

ていたために、 近隣住宅 4 棟にも延焼している模様。（24 日 19 時現在）  

写真提供：ＣＢＣニュース 
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