
火災情報資料2017年

年月日 　場所 　建物 死傷者 火災原因 　詳細
2017/12/31 東京都・渋谷センター街 4階建て雑居ビル2階出火（135m2） 負傷者2名 2017年10=12月火災情報
2017/12/30 新潟県・佐渡市 住宅8棟 死者2名 強風による延焼拡大 2017年10=12月火災情報
2017/12/28 米・ニューヨーク 5階建てアパート　1階出火 死者12名　負傷者4名 子供の火遊び 2017年10=12月火災情報
2017/12/23 フィリピン・ダバオ市 ショッピングモール 死者37名 2017年10=12月火災情報
2017/12/21 韓国・ 8階建て雑居ビル 死者27名　負傷者29名 2017年10=12月火災情報
2017/12/21 愛知県・三谷温泉 旅館倉庫 　　なし 2017年10=12月火災情報
2017/12/17 埼玉県・大宮市 3階建て鉄骨風俗店 死者4名　負傷者8名 2017年10=12月火災情報
2017/12/10 東京都・葛飾区 2階建木造店舗兼住宅（2階140m2)他負傷者1名 2017年10=12月火災情報
2017/12/8 大阪府・豊中市 集合住宅 　　？ 2017年10=12月火災情報
2017/12/4 米・カルフォルニア 森林火災 死者7名 2017年10=12月火災情報
2017/12/3 埼玉県・大宮区 2階建てプレハブ倉庫 　なし 2017年10=12月火災情報
2017/12/1 静岡県・富士市 工場爆発 　なし 　粉塵爆発 2017年10=12月火災情報

2017/11/27 愛知県・名古屋市 2階建て木造焼き肉店 　なし 　ダクト燃焼 2017年10=12月火災情報
2017/11/26 秋田県・五城目町 木造住宅 死者3名 2017年10=12月火災情報
2017/11/17 米・ニューヨーク 6階建てアパート　最上階出火 負傷者5名 2017年10=12月火災情報
2017/10/27 福井県・芦原温泉 2階建て木造店舗兼住宅 　なし 2017年10=12月火災情報
2017/10/27 福井県・あわら市 住宅6棟 　なし 2017年10=12月火災情報
2017/10/25 兵庫県・明石市 大倉市場30軒のうち12軒（3,600m2) 　なし 　強風で延焼拡大 2017年10=12月火災情報
2017/9/10 東京都・参宮前 小田急線電車　ボクシングジム火災 　なし 　タバコの不始末 2017年7-9月火災情報
2017/8/31 米・テキサス 工場 　なし 　台風 2017年7-9月火災情報
2017/8/22 秋田県・横手市 2階建て木造アパート（470m2)他 　死者4名　負傷者10名　不明１ 2017年7-9月火災情報
2017/8/21 佐賀県・唐津市 風力発電のプロペラ 　なし 2017年7-9月火災情報
2017/8/17 埼玉県・熊谷市 連続放火15件 　なし 　放火 2017年7-9月火災情報
2017/8/3 東京都・築地場外市場 7軒(955m2)　ラーメン店出火 　なし 　ガスコンロ消し忘れ 2017年7-9月火災情報
2017/8/1 北海道・札幌市 10階建て市営住宅　9階出火 　死者1名 2017年7-9月火災情報

2017/7/27 福島県・会津市 2階建て木造住宅 死者2名　負傷者3名 2017年7-9月火災情報
2017/7/27 千葉県・茂原市 化学工場倉庫 負傷者4名 2017年7-9月火災情報
2017/7/26 福岡県・糸島市 リサイクルセンター(200m2) 　なし 2017年7-9月火災情報
2017/7/16 中国・江蔵川 2階建て集合住宅 死者22名　負傷者3名 2017年7-9月火災情報
2017/7/4 宮城県・登米市 2階建て木造住宅 死者2名　負傷者2名 　放火 2017年7-9月火災情報

2017/6/27 新潟県・三条市 寺（鉄骨平屋本堂と2階建木造住宅他　なし 2017年4-6月火災情報
2017/6/20 東京都・江東区新砂 物流倉庫（解体現場）5,000m2 負傷者1名 断熱材溶接火花 2017年4-6月火災情報
2017/6/14 英・ロンドン 24階建てタワーマンション　4階出火 死者12名　負傷者50名 冷蔵庫の冷媒？断熱材 2017年4-6月火災情報
2017/6/14 福岡県・福岡市西区 10階建て九大学生寮　10階（16m2) 　なし 　放火 2017年4-6月火災情報
2017/6/8 新潟県・新潟市 2階建木造住宅＋3棟 死者4名　負傷者1名 2017年4-6月火災情報
2017/6/5 千葉県・千葉市旭区 2階建木造住宅(140m2) 死者3名 2017年4-6月火災情報

2017/5/28 福岡県・嘉麻市 産廃施設 　なし 2017年4-6月火災情報
2017/5/21 静岡県・掛川市 2階建木造住宅(82m2) 死者2名 2017年4-6月火災情報



2017/5/19 兵庫県・尼崎市 スクラップ置き場 　なし 2017年4-6月火災情報
2017/5/18 茨城県・守谷市 自販機 　なし 　放火 2017年4-6月火災情報
2017/5/12 東京・西武遊園地 アーケード街(150m2) 　なし ジェットコスター解体？ 2017年4-6月火災情報
2017/5/4 愛知県・名古屋市 9階建鉄筋コン名大学生寮　3階（15m死者1名 　自殺 2017年4-6月火災情報
2017/5/1 千葉県・八街市 2階建木造住宅 　なし 　落雷 2017年4-6月火災情報

2017/4/29 連続山火事 福島・宮城・岩手・会津・那須 　なし 　火の不始末 2017年4-6月火災情報
2017/4/25 北海道・旭川市 鋳物工場 負傷者16名 水蒸気爆発 2017年4-6月火災情報
2017/3/25 東京都・世田谷区 2階建木造住宅＋5棟（180m2) 死者1名 2017年1-3月火災情報
2017/3/20 三重県・いなべ市 トヨタ車体工場 　なし 　塗装ブース 2017年1-3月火災情報
2017/3/18 東京都・神田鍛治町 ビル4棟＋4階建木造住宅（380m2) 　なし 2017年1-3月火災情報
2017/3/17 茨城県・稲敷市 三和油化　産廃処理施設 　死者1名　負傷者2名 2017年1-3月火災情報
2017/3/12 愛媛県・松野町 障害者施設（鉄骨モルタル平屋）180　なし 　放火 2017年1-3月火災情報
2017/2/15 埼玉県・三芳町 アスクル物流倉庫（鉄骨3階建）15,00　なし フォークリフトの摩擦熱2017年1-3月火災情報
2017/2/4 栃木県・小山市 2階建木造店舗兼住宅（フランス料理　死者5名 2017年1-3月火災情報
2017/1/24 和歌山県・有田市 工場（860m2) 　なし 2017年1-3月火災情報
2017/1/5 大分県・厚板 新日鉄住金工場（900m2) 　なし 2017年1-3月火災情報
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渋⾕センター街雑居ビル⽕災 

12/31、午後 1 時半頃、渋⾕区宇⽥川町（センター街）の 4 階建て雑居ビルの 2 階の居酒屋か

ら出⽕し、 3-4 階にも延焼し、135m2 を全焼し、2 名の負傷者が出た。 雑居ビルは、１階が

薬局、2 階が居酒屋、3-4 階が占い館となっていた。  

写真提供：NHK ニュース 

 

新潟県佐渡市住宅⽕災 

12/30、午前 10 時頃、新潟県佐渡市稲鯨の岩崎さんの家から出⽕し、近隣含む 8 棟燃えた。 お

よそ３時間半燃えて消⽕した。5 棟全焼し、半焼 1 棟、⼀部燃えたのが 2 棟であった。 2 名が

死亡した。当時 16m/秒の強⾵が吹いていた。写真提供：テレビ朝⽇ 

 

 



ニューヨークアパート⽕災 

12/28 夜、ニューヨーク市ブロンクスの「リトルイタリー」で知られる地区にある 5 階建てア

パートの 1 階から出⽕し、⼦供４⼈を含む 12 名が死亡、負傷者４名を出す惨事となった。この

建物は、100 年以上経過しており、スプリンクラー等の消⽕設備はなかった。⽕災の原因は、3

歳に幼児が、コンロで⽕遊していて⽕災になったと推測される（この記事は「世界の⼤規模⽕災」

の項でも取り上げる） 

 

フィリピンダバオモール⽕災 

12/23 朝、フィリピン南部ミンダナオ島にあるダバオ市の４階建てショッピングモールの 3 階

家具売り場より出⽕し、４階にあるコールセンター従業員 37 名が死亡した模様。写真提供：AFP 

  



 

韓国雑居ビル⽕災 

12/21 午後 3 時 50 分頃、８階建て雑居ビルの 1 階駐⾞場から出⽕し、建物全体に燃え広がっ

た。死者 29 名、負傷者 29 名の⼤惨事となった。詳細は、「世界の⼤規模⽕災」の項で。 

愛知県三⾕温泉⽕災 

12/21 午前０時半頃、愛知県蒲郡市の三⾕温泉で旅館「松⾵園」の倉庫が全焼し、付近の雑⽊

林に延焼し、5 時間以上経っても鎮⽕せず。  

宿泊客 45 ⼈は避難して無事。 倉庫は普段鍵がかかっており、出⽕原因は不明。  

写真提供：CBC ニュース 

 

 



⼤宮市⾵俗店⽕災 

12/17、午後 2 時頃、⼤宮駅近くの鉄筋コンクリート造 3 階建て⾵俗店より⽕災が発⽣し、死

者４名、重軽傷者８名の惨事となった。詳しくは「過去の⼤⽕災事故」の項⽬で。 

東京都葛飾区店舗兼住宅⽕災 

12/10、午前 10 時 50 頃、葛飾区堀切７丁⽬、南綾瀬⼩学校近くの⽊造 2 階建て店舗兼住宅か

ら出⽕し、2 棟 140m2 を焼失し、隣接した４棟にも 延焼した。けが⼈は１名。 出⽕原因は調

査中。 写真提供：TBS ニュース 

 

⼤阪豊中市集合住宅⽕災 

12/8、この⽕災で５名が死亡したので、過去の⼤⽕災事故で紹介する。 

カルフォルニア森林⽕災 

12/6、新たな⽕災が発⽣し、4 万 6,000 ⼈が避難した。 ⼭⽕事は 4 ⽇から始まり、⼀旦は収

まったが、再び燃え広がり、これまでに 26,000ｈａを焼失した。  

消防⼠７名が負傷し、8 ⽇現在、まだ鎮⽕に⾄っていない。 森林⽕災は 10 ⽉に発⽣し、⼤き

な⾯積を消失している。 

写真提供：産経ニュース  



 

⼤宮区倉庫⽕災 

12/3、午前 9 時半すぎ、さいたま市⼤宮区⾼⿐町の「久世造花⼯芸」のプレハブ 2 階建て倉庫

で⽕災があり、消防⾞ 10 台が消⽕にあたった。 けが⼈はいない。  

映像提供：テレビ朝⽇ 

 

富⼠市荒川化学⼯場⽕災 

12/1、午前 8 時半頃、富⼠市厚原にある荒川化学⼯業の富⼠⼯場で爆発があり、⼀⼈死亡、11

名が負傷した。  

⽕災は、5 時間続き、消防⾞ 20 台が出動した。 新聞等を印刷するインクの原料を製造する機



械の保管する場所で、爆発が起きた。  

当時、作業員がインク樹脂を袋詰め作業をしていた。静電気による粉塵爆発が原因と推定される。  

映像提供：NHK ニュース 

 

名古屋市焼⾁店⽕災 

11/27、午後 9 時半頃、 名古屋市中区新栄にある焼⾁店 「The ホルモン Naizouya」の 1 階か

ら出⽕し、⽊造 2 階建てが ⽊造 2 階建てが 全焼、隣接の建物も⼀部焼失した。店内にいた客

13 名は全員無事避難した。 ⽕災の原因は、過剰に焼いた「ホルモン」から⽕が吹き出し排気ダ

クトにまで炎が達して⽕災に⾄ったと推定。  

時間制限の⾷べ放題であったために、⼀度に⼤量のホルモンを焼いたために炎が⾼くなった。  

写真提供：⽇テレ NEWS24 

追記）12/2 午後 10 時すぎ、渋⾕センター街の焼⾁店で同様な⽕災が発⽣した。けが⼈はない。 

 

 



秋⽥住宅⽕災 

11/26、午前 4 時半過ぎに、秋⽥県五城⽬町で「⽕事だ」という声で消防⾞を呼んだが、⼀軒

全焼した。 家に居た 3 名が死亡した。当時は⼤きな雷が発⽣しており、秋⽥空港でも停電とな

って 10 便⽋航している。 ⽕災の原因は落雷とみられている。 写真提供：テレビ朝⽇  

 

ニューヨークアパート⽕災 

11/17、午後、100 年以上の歴史をもつ 6 階建てアパート（42 世帯）改修⼯事中で、最上階か

ら⽕災が発⽣し、消防団員５名が怪我を負ったが、住⼈には被害はなかった。 ⽕災の原因は不

明。 写真提供：⽇テレ 24 ニュース 

 

 

 



福井県芦原温泉⽕災 

10/27、午後 11 時半頃、福井意⾒あわら市の住宅兼⼟産屋（⽊造 2 階建て）の 2 階部分から出

⽕し、近隣の空家や飲⾷店 6 軒を全焼した。 ⽕災現場は、年間 60 万⼈も訪れる温泉街で、温

泉宿泊客 100 ⼈が近隣住⺠の避難誘導で全員無事避難ができた。 消防⾞ 29 台出動し、⽕災は

2 時間半で鎮⽕した。消防⾞が焦げるほど、炎の勢いが強かった。  

写真：毎⽇新聞（視聴者提供） 

 

明⽯市⼤倉市場⽕災 

10/25、午後 3 時 45 分頃、兵庫県明⽯市中町にある⼤蔵市場で⽕災が発⽣した。  

⼤蔵市場は、南北 400m、およそ 30 軒が連なる⽊造 2 階建てで、現在は数軒しか営業していな

いかった。市場は全焼し、隣接する住宅２軒と強⾵による⾶び⽕で 12 軒が燃え、 延べ 2,600m2

が焼失し、午後 10 時すぎに鎮⽕した。けが⼈はいない。 当時強⾵が 7〜10m 吹いていた。⽕

災の原因は不明であるが、⽕元は市場中央付近とみられる。 



 

 



 

⼩⽥急線⾞両⽕災 

9/10 ⽇午後４時すぎ、⼩⽥急線沿線の渋⾕区代々⽊にある３階建て「オザキ」ボクシングジム

で⽕災が発⽣し、 ⼩⽥急線参宮前橋と代々⽊⼋幡間を⾛っていた電⾞の屋根に⽕が移り燃えた。  

警察官が⽕災現場にいて電⾞が来るのを確認して緊急停⽌ボタンを押して電⾞を⽌めたらしい。

運悪く、⽕災現場の⼿前で⽌まらず、 ⽬の前でとまってしまった。運転⼿はこの場合、電⾞を

移動できないらしい。やがて 消防団員の「電⾞のドアを開けろ」の怒鳴り声で、⾞掌が後部か

ら乗客を脱出させた。 その間何も乗客に連絡がなく、電⾞の中で怖い思いをしたようだ。 

 

 

追記）9/12 ボクシングジムの出⽕原因は、３階でタバコの不始末が原因とみられる。また、

⾞両の屋根が何故燃えたのか？⾞体⾃体はステンレス製であるが、パンタグラフの⽕花などの絶

縁のために、ウレタン樹脂（2cm か 3cm）を難燃材を混ぜて塗⼯しているとの話である。塗⼯

にしては厚すぎないか？ 

これは、硬質ウレタンフォームに無機物を混ぜて不燃化を図った材料ではないのであろうか？輻

射熱で燃えたのではなく、⽕災現場からの⽕の粉が屋根に 

落ちて着⽕したようだ。おそらく燃焼試験 A-A 試験やコーンカロリー試験には合格しているの

であろうが、実際の⽕災となると、やはり可燃物ということに 

なるのか。（写真提供：毎⽇新聞） 



 

テキサス州化学⼯場⽕災 

8/31 ⽇テキサス州を通過した台⾵ハービーによる洪⽔の影響で、ARKEMA の⼯場で⽕災発⽣し

た。 プラスチック材料に使われる有機過酸化物の冷却塔が洪⽔で電源が失われ、⽕災となった。  

30 ⽇に出⽕して９時間以上燃え続けた。 けが⼈はいない。写真提供：CNN 

 

秋⽥県横⼿市アパート⽕災 



8/22 ⽇午前０時 50 分頃、横⼿市南町⽊造 2 階建てアパート「かねや南町ハイツ」から⽕災が

あり、 およそ 470m2 を焼失して、5 時間後消⽕した。この⽕事で近隣の空家２棟（およそ

180m2)も焼失し、近隣の空家 2 棟、180m2 も焼失した。 また、市の⼦育て⽀援施設の屋根

の⼀部も延焼した。アパートには単⾝者を中⼼に管理⼈を含む２５⼈（20 代〜70 代）が暮らし

ており、４名が死亡、 10 名が負傷し、１名が⾏⽅不明である。 2 階部分の燃焼が激しく死傷

者も 2 階住⼈が多い。  

アパートは、6 畳の和室のみで、１階に１３室、2 階に 15 室で、築 40 年以上経過している。  

少なくとも 12 名が⽣活保護を受け、17 名が精神病院に通院していた。 （写真提供：読売新聞） 

 

 

佐賀 ⾵⼒発電⽕災 

8/21、午後 3 時頃、唐津市鎮⻄町にある「串崎⾵⼒発電所」の１基のプロペラ部分（FRP 製、

60m ⾼）から⽕災が発⽣した。 3 枚の⽻のうち、1 枚が燃焼した。⽕災の原因は強⾵による過

負荷、落雷、メカニカルトラブルなどが挙げられている。  

2005 年にも⽕災が発⽣しており、改善されたと⾔われている。 （写真提供：佐賀新聞）  



 

熊⾕市連続放⽕再び 

8/17 ⽇午前 6 時半頃熊⾕市久保島王⼦運送の旧跡地で⽕災が発⽣し、2 階⼀部を燃焼した。こ

の地区では 6 ⽉に県営⽟井団地で 5 件の⽕災が発⽣しており、いずれも⼤事には⾄らなかった。

今回の⽕災現場は、17 号線近くで⽟井団地から 250m 圏にある。 

 



追記）2017/10/3 放⽕犯⼈逮捕 53 歳で⽕災現場に姿を⾒られる。こういう犯⼈は捕まるま

で放⽕を繰り返していたか？ 

築地場外市場商店街⽕災 

8/3 ⽇午後 4 時 50 分頃、築地場外市場のもんぜき通りにある商店街から⽕災が発⽣した。 既

に商店は閉店しているところが多く、⽕災に気づくのが遅かったため、７軒 935m2 が延焼し

た。 消防⾞ 63 台が駆けつけて消⽕にあたったが、⽊造で⻑屋⾵の商店街は、消⽕が遅れ、  

およそ８時間後の午前 1 時すぎに消⽕した。けが⼈はいない。  

⽕元は、⼤野屋あるいはラーメン店と⾒られているが、今後実況⾒分される。  

写真提供：朝⽇新聞、築地場外市場商店街マップ 

 
 

8/4 追加 ⽕元はラーメン店「井上」の厨房設備で、当⽇スープの仕込みにコンロを３時半頃

まで使⽤していた。ガスは消したといわれており、壁のステンレス板の裏側の⽊材が加熱されて

⽕災が発⽣したものと推定された。これは過去にもお寺や神社のような古い⽊造家屋で、厨房に

ステンレス板を貼り合わせただけの場合、裏側の⽊材が加熱されて⽕災に及ぶ事例があることと

類似している。消⽕には最終的には１５時間かかり、翌⽇の朝 8 時すぎに完全に消⽕された。

築地市場では過去 2 回⼤きな⽕災に⾒舞われているが、いずれも休⽇であったりして⼈気の少

ない時間帯に⽕災を起こしている。今後は活動期（4 時〜2 時）以外の時間帯での定期的な⾒回

りが必要ではないか？ 

札幌市 10 階建て市営住宅⽕災 

8/1 ⽇午後 4 時半頃、札幌市にある１０階建て市営住宅の９階部分で⽕災があり、ここの住む

住⺠⼀⼈が死亡した。 ⽕は 1 時間 40 分後に消し⽌められた。 写真提供：⽇テレ 24NEWS 



 

福島県会津住宅⽕災 

7/27 ⽇午前 3 時 50 分頃、⽊造 2 階建て住宅が燃えていると通報があり、2 名死亡、３名負傷

した。 

 

千葉県茂原市三井化学⼯場⽕災 

7/27、午前１１時５分頃、三井化学茂原分⼯場で倉庫が爆発し、⽕災となった。  

負傷者は４名 原因は不明  写真提供：毎⽇新聞社 



 

福岡県⽷島市 リサイクルセンター⽕災 

7/26、午後 9 時 20 分頃、リサイクル⼯場の敷地内で煙が上がっているとの通報があり、 家電

やプラスチック廃材が燃えて、付近の⼭林まで延焼した。（およそ 200m2） 15 時間後の翌⽇

昼過ぎに消⽕した。 150 件以上の悪臭の苦情があり、PM2.5 の数値も跳ね上がった。 写真提

供：⽇テレ 24 時間ニュース 

 

中国江蘇州 集合住宅⽕災 

7/16、午前 4 時半頃、江蘇州廬⼭市にある 2 階建て集合住宅で⽕災が発⽣し、２２名死亡、３

名の負傷者が出た。消防⼠７０⼈が出動し、およそ 1 時間で消⽕した。この集合住宅は、地域

の飲⾷店の従業員寮として使われていたが、170m2 の広さに 29 名が住むすし詰め状態の環境

であった。更に窓には防犯のために鉄格⼦があったため、中にいた⼈が避難できなかったとみら

れる。出⽕原因は放⽕。写真提供：ウェイボ 



 

宮城県登⽶市住宅⽕災 

7/4、午前 2 時 36 分頃、この家の住⼈から通報があり、⽊造 2 階建て住宅が全焼した。消防⾞

７台で消⽕活動した結果、2 時間あまりで消⽕した。 ⼀⼈負傷。この家の住⼈である妻と⼦供

2 名が死亡し、70 代の男性が負傷した。  

⽕災の原因は夫がふとんに⽕をつけた放⽕によるもの。 写真は河北新報提供 

 

 

 



新潟県三条市福昌寺⽕災 

6/27 午後 4 時 50 分頃、住職の妻からお寺が燃えているとの通報で、鉄⾻⽊造１階建ての本堂

と⽊造 2 階建ての住居部分を全焼し、近隣の家７軒に⾶び⽕した。⽕災は 2 時間続き消⽕した。

けが⼈はいない。⽕災の原因は現時点で不明。 

 

江東区倉庫⽕災 

6/20 午後 4 時すぎ、江東区新砂の物流倉庫街で、 ４階建て物流倉庫の解体⼯事現場で、⽕災

が発⽣し、5,000m2 を焼失した。 

⽕災の原因は、2 階で鉄⾻の解体作業で溶断中に、壁にあったウレタン断熱材に引⽕して⽕災が

拡⼤した模様。作業員⼀⼈がけがをした。当時、作業員は 20 名近くいた。 （写真は、ANN ニ

ュース、朝⽇新聞より） 

トップページにあるウレタン断熱材の⽕災実験写真が参考になる。 

 



続報！ロンドンタワーマンション⽕災 

16 ⽇現在、まだ消⽕活動は⾏われており、死亡者は 58 名以上となった模様。⽕災の原因は調

査中であるが、2 つの原因が挙げられている。ひとつは、電気配線のショートがよく起きていた

こと。これによって 4 階の⼀室の冷蔵庫がショートして燃えたのがきっかけのようだ。更にも

うひとつ、⽕災が拡⼤した原因は、昨年断熱改修した外壁が燃えやすく、わずかの時間でマンシ

ョン全体に⽕が廻ったようだ。これを解説しているのが、英国⼤衆紙「The SUN」で、可燃性

のポリウレタンフォームを芯材とした断熱材をアルミ合⾦でサンドイッチパネルが燃焼したも

のと推測した。 

 ① 室内の窓を通じて炎が外部へ流れた  

 ② 外装のアルミ合⾦が剥がれ、断熱材がむき出しに晒された  

 ③ 断熱材が外⽪よりも早く着⽕して燃え始めた  

 ④ 近くのパネルに次々と燃え広がり、外壁全体に燃焼拡⼤した  

 ⑤ 建物と外壁の空隙に酸素を求めて炎が通常の 10 倍の速度で延焼加速した 

 

  



最近では、窓の太陽光発電のフィルム化や付加断熱などの省エネ建物政策によって、特にサンド

イッチパネルのような複合材料の防⽕問題が⽇本でも検証されており、建築研究所では、複合材

料による外断熱⼯法の防⽕試験⽅法を提案している。 

6/24 追記 同様なパネルが 14 棟に採⽤されており、そのうち 10 棟が緊急を要するので住⺠

に避難指⽰が出され、早急に外装を改修する計画である。問題のパネルはアルミ複合材（ACM）

として芯材に Celotex 社のウレタン断熱材が採⽤されている。R5000 と呼ばれる芯材⾃体は、

EU 規格でクラス 0 の評価を得ているが、実装では BS 防⽕基準に達していない。 

ロンドンタワーマンション⽕災 

6/14 ⽇未明（⽇本時間 9 時）頃、ロンドン中⼼部にある 24 階建ての築 40 年の公営⾼層マン

ション「グレンフェルタワー」で、４階付近の⼀室の冷蔵庫が爆発してあっという間にマンショ

ン全体が燃え広がった。 

消防⼠ 200 名、消防⾞ 40 台で消⽕活動を⾏ったが、１０時間以上たっても消⽕できず。 2 階

から最上階まで炎上した。 

死傷者は不明であるが、現時点で 12 名死亡、50 名余り負傷した。（6/14 現在） 住⺠は、120

世帯 600 ⼈余りで多くはイスラム教徒のようだ。 

⽬撃者及び住⺠の話をまとめると、以下のとおり。 

・４階部分の冷蔵庫が爆発した 

・⽕災警報⾳が⼩さく、部屋に居て聞こえなかった。・消⽕器が期限切れで、消防署の点検も

2009 年以降⾏われていない。・管理会社からは、⽕災の際は、防⽕扉が新しいので、消防⼠が

救助にくるまで、部屋で待機するように指導されていた。・⾮常階段が燃えて使えなかった 

・スプリンクラー装置がなく、避難誘導経路も不明であった。 ・2 年前に外壁の断熱改修⼯事

をおこなっており、その外壁の燃え⽅が早かった。 

（⼀部報道では、防⾳対策と⾔われていたが、外壁に防⾳⼯事することはないのでは？）写真は

BBC 提供 

 



 

九州⼤学学⽣寮⽕災 

6/14 福岡市⻄区の九州⼤学伊部キャンパスにある学⽣寮で午前 7 時過ぎに⽕災警報がなり、そ

の部屋に住む⼥⼦学⽣から通報があり、10 階部分の⼀室 16m2 を焼失した。 10 階建て学⽣寮

「ドミトリーⅠ」 には、留学⽣を含む 226 ⼈が居住していた。 原因は⼥⼦学⽣の放⽕による。 

 



新潟市住宅⽕災 

6/8 ⽇午前 4 時頃、隣家から通報があり、⽊造 2 階建て住宅を全焼した。 2 世帯住宅の７⼈で

暮らしていたが、４⼈が死亡し、1 ⼈がけがをした。 

残りの 2 ⼈は外出中で無事であった。 近隣の住宅３棟も延焼し、2 時間後に消⽕した。 （写真

は NHK ニュースより） 

 

千葉県旭市住宅⽕災 

6/5 ⽇午前 3 時 10 分頃、⽊造 2 階建て住宅（140m2）が燃えているとの 119 番通報があり、

2 階部分の屋根が全焼した。 

４⼈暮らしで、2 階部分で寝ていた３名が死亡。1 ⼈は逃げて無事。原因は寝たばこと推定。 

（NHK ニュースより） 

 



福岡県嘉⿇市産廃処理施設⽕災 

5/28 ⽇午後 2 時頃、産廃処理施設の敷地内に⼭積みされたプラスチック、紙、⽊屑などが燃焼

し、付近の⼭林まで延焼した。消防⾞ 15 台が消⽕にあたっているが、29 ⽇になっても鎮⽕に

⾄っていない。（写真は RKB NEWS より） 

 

掛川市住宅⽕災で２名死亡 

5/21 ⽊造 2 階建て住宅で⽕事があり、83m2 が焼失した。焼け跡から居住者とみられる夫婦が

救出されたが、⼆⼈共亡くなった。 

（写真は、テレビ朝⽇より） 

 

 



兵庫県尼崎市スクラップ⼯場⽕災 

5/19、16:50 頃に⼯場が燃えていると消防署に連絡があり、スクラップ⼯場の廃棄物置き場が

燃焼し、 消防⾞ 19 台が消⽕に当たるも 20 ⽇現在鎮⽕せず。 （写真は読売オンラインより） 

 

茨城県守⾕市⾃販機⽕災 

5/18、21:30 頃守⾕市けやき台公園内にある⾃販機２台のうち、⼀台が燃焼した。  

放⽕とみられる。（写真は TBS ニュースより） 

 



⻄武遊園地⽕災 

5/12、午後 11 時半頃、遊園地内の「アーケード通り」付近で⽕災が発⽣し、150m にわたっ

て燃え、 13 ⽇０時 40 分頃鎮⽕した。⽕災の原因は不明であるが、ジェットコースター解体作

業の溶接の⽕か飲⾷店街の⽕の不始末が原因と挙げられている。 

 

名古屋⼤学学⽣寮爆発事故 

5/4 午前 8 時すぎに９階建て鉄筋コンクリート造学⽣寮「国際嚶鳴館」の３階ひと部屋が爆発

燃焼した。（15m2 焼失） 部屋にいた⼯学部１年⽣の男⼦学⽣が死亡。 原因は不明であるが、

⾃殺の可能性がある。 

 

 



千葉県⼋街市落雷による住宅⽕災 

5/1、午後 2 時半頃、⼤気が不安定のために、各地で雷が発⽣し、落雷による⽕災が発⽣した。  

⽊造 2 階建て住宅の 2 階の屋根部分が燃焼し、1 時間半後に消⽕した。 

 

連続⼭⽕事あいつぐ 

4/29 の福島県浪江町⼭⽕事が 10 ⽇間続いた後、ゴールデンウィークに宮城県栗原市、岩⼿県

釜⽯市、福島県会津坂下町、栃⽊県那須などで強⾵と乾燥注意報から、⼈間の不注意で⽕元が拡

散し、⼭林⽕災となった。 

 

北海道旭川市 檜⼭鉄⼯所⽔蒸気爆発事故 

4/25 ⽇午前 8 時半頃、鋳物⼯場「檜⼭鉄⼯所」のひとつの炉が爆発し、16 名の作業員が重軽

傷を負った。 原因は⽔蒸気爆発か？ 溶解した鉄が何らかの理由で冷却⽔に接触したため。 



 
 



東京都世⽥⾕区 住宅５棟⽕災 

3/25 午後 2 時半頃、世⽥⾕区千歳台の 2 階建て住宅から⽕災が発⽣した。５棟に延焼し、180m2

燃えた。 出⽕元の⼥性が死亡。当時、⾵が強く吹いていて延焼したらしい。 

 

 

トヨタ⾞体いなべ⼯場⽕災 

3/20、17 時頃 トヨタ⾞体いなべ⼯場 4F から⽕災発⽣し、塗装した⾞体を熱⾵で乾燥する⼯

程で、乾燥炉が燃えた。  

ミニバンのアルファードとベルファイアの⽣産が停⽌している。 ダクトの内側が⼀部損傷して

熱⾵が漏れ、周辺に蓄積した塗装成分が過熱されて出⽕したとみられる 乾燥炉周辺の損傷・⽼

朽箇所の有無の確認や堆積している塗装成分の定期的な清掃、断熱材の交換など、再発防⽌対策

を図った上で、27 ⽇ 1 直⽬より稼働を再開する。 

 



東京神⽥鍛冶町住宅 4 棟⽕災 

3/18 神⽥駅北⼝周辺で午前零時頃、⽕災が発⽣し、飲⾷店が⼊るビル 4 棟が被災。⽊造 4 階建

て 380m2 を焼失。 7 時間半後に鎮⽕ 

 

三和油化⼯業⼯場⽕災 

3/17 ⽇正午ごろ、⼯場従業員より、液体が燃えていて⼿がつけられないとの 119 番通報があり、

化学消防⾞など１７台が出動、4 時間半後に消⽕した。  

その間、爆発が何度もあったため、近隣住⺠は避難をした。 従業員が１名死亡し、2 名が負傷

した。  

三和油化⼯業は産廃処理をする⼯場で、可燃物のシンナーやアルコール類を扱っていた。ドラム

⽸が沢⼭あった。 

 



愛媛県障害者施設⽕災 

3/12、午前 1 時すぎ、⽕災が発⽣し、男⼥３名が死亡した。 鉄⾻モルタル建て平屋（180m2)

全焼し、1 時間半後に消⽕。  

原因は、同ホームに居住する 40 代⼥性障害者が放⽕。 

 

アスクル物流倉庫⽕災 

2/15、オフィス⽤品通販⼤⼿アスクルの物流倉庫⽕災 「ASUKL LOGI Park ⾸都圏」倉庫

1F でダンボールが燃えているとの通報が午前 9:15 分にあった。  

鉄筋３階建て（70,000m2) 消防⾞ 49 台が出動して消⽕にあたっていたが、⼊⼝が数箇所しか

なく、中に⼊って消⽕できず、  

９時間以上経っても消⽕できず、延 15,000m２を焼失し、更に 2 階、３階へ燃え広がっている。  

けが⼈は 2 名 17 ⽇午前０時現在鎮⽕せず。 中には⽂房具、コピー⽤紙、⽇⽤品の他、LOHACO

商品も扱っていた、  

⽕災の原因は、フォークリフトで段ボールを踏み、摩擦熱で出⽕した模様。 

 



追加） 4/12 総務省と国⼟交通省の合同会議で、この⽕災で、防⽕扉が 60%以上閉まらなか

ったことやコンベヤに扉が阻まれたことによる⽕災の拡⼤があったことを確認した。 

・感知器の情報を伝達する配線が熱などでショートして作動せず、防⽕扉の閉鎖動作ができなか

っとこと・⽕災信号が流れなかった影響でベルトコンベアが作動せず、防⽕扉が挟まってしまっ

たことこれらのことから、今後⽕災があっても感知器や⽕災信号を保護する設計とすることを確

認した。 

フランス料理店兼住宅⽕災 

2/4、4 ⽇未明（午前 1 時頃）フランス料理兼住宅（⽊造 2 階建て住宅）から⽕災が発⽣し、5

⼈が死亡し、全焼した。  

この店は東⽇本⼤震災で被害を受けて以来、閉店していた。 

 

⼤昭和紙⼯産業⼯場⽕災 

2/4、静岡県富⼠市にある⼤昭和紙⼯産業で 4 ⽇午前１１時 40 分頃、倉庫で⽕災が発⽣した。  

2 時間半後、ロール状の紙が保管されている倉庫１棟、およそ 4,000m2 を焼失した。 けが⼈

はなかった。 

 



東燃ゼネラル⽯油和歌⼭⼯場⽕災 

1/22、東燃ゼネラル⽯油 和歌⼭⼯場（若弥⼭県有⽥市）で⽕災が発⽣し、22 ⽇午後 3 時 55

分頃に起きた⽕災は 24 ⽇まで 41 時間続いた。 潤滑油を製造する「第 2 プロパン脱ろう装置」

から⽕災が発⽣。 850m2 を焼失。 周辺住⺠ 1,200 世帯（2986 ⼈）に避難指⽰が出された。

けが⼈はなかった。  

同⼯場では 18 ⽇にも⽕災が起きている。 

 

新⽇鉄住⾦⼤分製鉄所⽕災 

午前 2 時頃厚板⼯場の主電気室から⽕災発⽣し、消⽕が難航 
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