
火災情報資料2020年 1-12月

年月日 　場所 　建物 死傷者 火災原因
2020/1/5 新年から火災相次ぐ8件

2020/1/18 新潟県五泉市 木造2階建て住宅 死者2名 　　不明
2020/1/18 山形県南陽市 木造平屋建て住宅 死者1名 ガス爆発
2020/1/19 埼玉県松伏町 木造2階建て住宅 死者1名 　　不明
2020/1/21 愛知県火災相次ぐ
2020/1/27 東京都八王子市 ドンキホーテ店舗 なし 衣料品売り場
2020/4/10 長野県佐久市 木造一部2階建て住宅 死者2名 　　不明
2020/4/12 青森県青森市 木造2階建て住宅 死者1名 　　不明
2020/4/18 東京都江東区 都営アパート（鉄筋コンクリート14階建て） 死者1名 　　不明
2020/4/26 福岡県北九州市 長屋（木造平屋建て　6世帯） 死者2名 　　不明
2020/4/29 韓国・イチョン市 建設中物流倉庫（RC造4階建て） 死者38名負傷者10名 溶接火、断熱材引火
2020/5/9 ロシア・モスクワ 病院（規模不明）　コロナ病棟 死者1名 　人工呼吸器過熱

2020/5/12 大阪府吹田市 木造2階建て住宅 死者2名、行方不明1名 　　不明
2020/5/11 イランﾊﾞﾝﾀﾞﾙｼﾞｬｽｸ沖 イラン軍艦 死者19名　負傷者15名 ミサイル命中
2020/5/13 新潟県柏崎市 小屋2棟と木造2階建て住宅 死者3名 たき火　強風
2020/5/15 神奈川県横浜市 木造2階建て住宅（102m2) 死者2名 　　不明
2020/5/17 米国ロサンジェルス 平屋建て住宅　爆発 消防士12名負傷 大麻電子タバコ　ブタン
2020/5/17 東京都杉並区 木造2階建て住宅（72m2) 4名負傷 　　不明
2020/5/20 奈良県五條市 木造2階建て住宅一部40m2 死者5名 　　不明
2020/5/23 米国サンフランシスコ 観光名所フィシャーマンタワールーフ 消防士負傷 　　不明
2020/5/24 東京都武蔵野市 木造2階建て住宅一部40m2 負傷者1名 　　不明
2020/5/30 愛知県豊田市 木造平屋建て住宅 死者2名 　　不明
2020/6/2 新潟県上越市 工場火災 　なし 　木工用研磨中
2020/6/8 神奈川県平塚市 木造2階建て住宅 死者1名 　　不明

2020/6/13 中国浙江省 タンクローリー車および工場火災 死者19名負傷190名 　　不明
2020/6/12 横浜市大桟橋 客船飛鳥Ⅱ 　　なし 　溶接作業中
2020/6/23 岐阜県岐阜大 馬術部厩舎火災 　　馬四頭死去 　　不明
2020/7/4 熊本県芦北町 東海カーボン工場火災 　なし 　水蒸気爆発
2020/7/5 静岡県吉田町 レック工場火災 死者4名 漏電、材料発火？
2020/7/1 イラン・テヘラン 診療所火災 死者19名負傷者6名 コロナ禍ガスボンベ爆発

2020/7/14 北海道札幌市 マンション火災 死者1名負傷者3名 　　不明
2020/7/18 フランス・ナント サンピエール大聖堂火災 なし 放火
2020/7/30 福島県郡山市 飲食店爆発 死者1名負傷者19名 リフォーム工事　LPガス
2020/8/3 中国丁寧省瀋陽 高層マンション火災 　なし 　　不明
2020/8/6 レバノン・ベイルート 倉庫爆発火災 死者100名負傷者4千 　テロか？

2020/8/10 ロシア・ボルゴラード ガソリンスタンド爆発火災 消防士7名負傷 　　不明



2020/8/13 大分県別府市 住宅火災 死者1名　負傷者1名 　　不明
2020/8/26 米国・カルフォルニア 森林火災 死者7名　避難17万人 　　不明
2020/8/29 秋田県八郎潟町 住宅火災 死者2名　負傷者1名 　　不明
2020/8/31 栃木県大田原市 旧畳工場火災（鉄骨3階建て） 　　けが人なし 　　不明
2020/9/12 千葉県船橋市 食品加工工場火災（鉄骨3階建て） 　　けが人なし 　解体工事中の溶接火
2020/9/12 鹿児島県奄美大島市 住宅密集地（7棟） 　　けが人なし 　　不明
2020/9/21 石川県金沢市 兼六園飲食店火災 　　けが人なし 　　不明
2020/9/21 鹿児島県西都市 住宅火災 死者2名負傷者1名 　　不明
2020/9/21 群馬県渋川市 伊香保温泉旅館火災 　　けが人なし 　　不明
2020/9/27 愛知県犬山市 東洋紡工場火災 死者2名負傷者1名 　　不明
2020/9/28 青森県青森市 住宅火災 負傷者2名 　　不明
2020/10/9 韓国・蔚⼭市 高層マンション火災 負傷者90人以上 　エアコンの不具合

2020/10/17 長崎県長崎市 飲食店火災（木造一部鉄骨1,280m2） 　　けが人なし 　　不明
2020/10/18 愛知県名古屋市 住宅火災 死者2名 　　不明
2020/10/20 千葉県千葉市 11階建て集合住宅火災 死者1名 　　不明
2020/10/26 岐阜県関市 教会火災（RC造2階建て） 負傷者2名 　　不明
2020/11/1 静岡県静岡市 ハンバーグ店火災 　けが人なし 　　不明
2020/11/4 石川県白山市 住宅火災（木造2階建て180m2) 死者1名 　　落雷

2020/11/10 埼玉県川口市 住宅火災 死者1名 　　不明
2020/11/14 秋田県秋田市 住宅火災 死者2名 　　不明
2020/11/15 埼玉県新座市 物販店火災 　けが人なし 　　不明
2020/11/18 東京都港区 高層マンション(54F)建設中火災 　けが人なし 　地下廃材置き場出火
2020/11/23 熊本県熊本市 住宅火災 死者1名 　　不明
2020/11/24 長野県岡谷市 住宅火災 負傷者4名 　　不明
2020/11/26 愛知県岡崎市 住宅火災 死者2名 　　不明
2020/11/28 長崎県長崎市 店舗兼住宅 死者1名 　　不明
2020/11/29 東京都杉並区 アパート火災 死者2名 　　不明
2020/11/29 東京都練馬区 3階建て住宅（120m2)火災 死者1名負傷者1名 　　不明
2020/11/29 北海道中標津 住宅火災 死者子供2名 　　不明
2020/12/3 神奈川県平塚市 ごみ屋敷火災 負傷者2名 ライターでコンロ火

2020/12/10 北海道札幌市 ごみ処理場火災 　けが人なし 　　不明
2020/12/14 長野県佐久市 住宅火災 死者子供4名 　　不明
2020/12/19 トルコ・カジアンテンプ 病院火災 死者10名 コロナ酸素ボンベ爆発
2020/12/21 愛知県豊田市 工場火災 　けが人なし 　　　不明
2020/12/21 栃木県宇都宮市 倉庫火災（鉄骨4階建4,900m2→1,900m2) 　けが人なし 　　　不明
2020/12/21 高知県四万十市 住宅火災 　けが人なし 　ファンヒーター
2020/12/21 石川県津幡町+ 住宅火災 死者3名負傷者2名 　　　不明
2020/12/21 埼玉県さいたま市 アパート火災火災 死者1名 　　　不明
2020/12/22 栃木県佐野市 住宅火災 死者1名 　　　不明
2020/12/22 千葉県習志野市 住宅火災 死者1名 　　　不明



2020/12/22 三重県亀山市 リサクル工場火災 　けが人なし 　薬剤投入時着火
2020/12/23 鹿児島県志布志市 住宅火災 　けが人なし 　　　不明
2020/12/24 熊本県小国町 住宅火災 死者2名 　　　不明
2020/12/24 福島県須賀川市 住宅火災2件 死者1名づつ 　　　不明
2020/12/25 東京都墨田区 マンション火災火災 死者1名 　　　不明
2020/12/27 埼玉県白岡市 住宅火災 死者1名負傷者1名 　　　不明
2020/12/27 東京都府中市 都営アパート火災 死者1名 　　　不明


