
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


