
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 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 

 


