第１部
「住宅防火対策の今後の展開について」
総務省消防庁予防課 国際規格対策官（併）課長補佐
火災による死者のうち、住宅火災が原因の死者

桒原

崇宏

図２は住宅火災の発生状況です。住宅火災件

はその多くを占めており、住宅防火対策の推進は

数、住宅火災死者数のどちらも全体として減少傾

喫緊の課題です。住宅火災に関して、その傾向や

向にあり、特に住宅火災の死者数は、平成 17 年

原因、様々な対策などをご説明します。

をピークにそれ以降は減少傾向にあります。

図１

図３

図１は令和元年の住宅火災による死者の発生状

図３は住宅火災の死者数、住宅火災における高

況です。全国の出火件数約 3 万 8 千件のうち半分

齢者の死者数と、住宅火災の死者数に占める高齢

強が建物火災で、その約半分が住宅火災であり、

者の割合を示しています。住宅火災の死者数は減

件数ベースでは全体の約 30％が住宅火災です。

少傾向にありますが、高齢者の死者数は減少して

一方で、死者数は出火件数とは傾向が異なり、

いないため、住宅火災の死者数に占める高齢者の

住宅火災による死者が全体の 67％を占めていま

割合は上昇傾向にあり、現在では約 70％を占め

す。他の火災原因と比較して、住宅火災が起きる

ています。住宅火災の死者を減らしていくには、

と人的被害に直結するといえます。

高齢者への対策が非常に重要になってきます。

図２

図４

1

図４は発火源別の死者数を示しています。一番
多いのは「たばこ」
、２番目が「ストーブ」で
す。
ストーブ火災というと石油ストーブの方が危な
いというイメージがあるかもしれませんが、電気
ストーブと石油ストーブによる死者数は全国では
同程度の件数となっています。使用割合は石油ス
トーブの方が多いというデータもあり、電気スト
ーブの方が死者の発生割合が高いとも言えます。
いずれも、衣類や紙類などの可燃物が高温になっ

図６

て火災に発展するという危険性は同じですので、

図６は日本たばこ協会の広報ツールです。50 歳

安全装置付きの機器の使用や、周辺を整理整頓し

以上の男性が１つのターゲット層なので、この世

可燃物を近づけないなどの対策を取って下さい。

代に人気のある漫画を使ってＰＲしています。

図５
図５にたばこ火災の低減対策をまとめていま

図７

す。たばこ火災の原因者は約 90％が 50 歳以上、

たばこ関係では、従来の紙巻きたばこだけでは

そのうち男性が 80％ということで、主に 50 歳以

なく、最近は加熱式たばこが出てきています。

上の男性をターゲットに広報を実施しています。

様々な実験を行い検討した結果、加熱式たばこ

たばこ火災の特性は、寝たばこなどヒューマン

は紙巻きたばこに比べて危険性はかなり低いこと

エラーに起因することが多い点にあります。ま

がわかっています。また、昨年新たに加熱式たば

た、たばこが布団などについて煙を出さずに燃焼

この JIS 規格も策定されています。加熱式たばこ

すると、一酸化炭素中毒で動けなくなるという、

は新製品が続々と出てきており、それら全ての安

たばこ独特の特性もあります。

全性を確認することはできませんが、基本的に安

「寝たばこは絶対にしない」、
「布団等に防炎品

全性は高いとしたうえで、
「JIS 規格に適合する製

を使用する」
、
「住宅用の火災警報器・一酸化炭素

品は安全とみなす」といった運用が広がっていく

警報器を設置する」
、
「たばこを消すときは確実に

ものと考えています。

消えているかどうかを確認する」
、ということが
大事です。
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図 10

図８
発火源の上位である「ストーブ」や「こんろ」で

昨年度は、地震発生時における出火防止対策を

すが、最近の製品は安全性が向上してきています

周知するため、地震火災の予防を啓発する映像

（図８）
。例えばストーブは平成 20 年に法令が改

と、チェックポイントを示したリーフレットを作

正され、不完全燃焼防止装置や給油時消火装置等

成しました（図 10）
。地震火災発生のメカニズム

の設置が義務付けられています。また、こんろも

をアニメーション映像でわかりやすく紹介し、家

平成 20 年に法律改正が行われ、調理油の過熱防止

具の転倒防止措置、感震ブレーカーの設置、安全

装置や立ち消え安全装置の設置が義務付けられて

装置付きの暖房器具の使用など、日頃から行える

います。

地震対策について周知しています。

実際、こんろ火災の件数は、安全装置の設置義
務化を境に大幅に減少していることが統計上も明
らかになっています。このため、法改正以前の製
品を利用されている方は安全装置付きの製品への
買い換えをご検討いただきたいと考えています。

図 11
阪神・淡路大震災などで発生した火災の多くに
通電火災がありました（図 11）
。また、一昨年の台
風 15 号では、千葉県で原因が通電火災と考えられ
る案件が数件発生しています。通電火災とは、
「地
図９

震などの自然災害等による停電が発生した場合、

消防庁では毎年、住宅防火対策に関する広報用

停電が復旧した際の再通電時に発生が懸念される

※

映像を制作し、ホームページ 等で公開していま

火災」であり、これまでは、通電火災は大規模地震

す（図９）
。

で発生するものと言われていましたが、台風でも
起こり得ることが分かってきたので、消防庁もこ
の周知に力を入れていきます。
※

https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/yobou_contents/materials/#movie
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地震の場合は地震の揺れで転倒した暖房器具が
可燃物に接触したまま、停電が復旧した際に再通
電することにより火災が発生します。また、停電
が復旧した際に損傷した電化製品などに再通電し、
配線がショートし火災が発生するということもあ
ります。図 12 右上の絵のように、特に昨年の台風
15 号ではコンセントなどが濡れていたことで、通
電火災の可能性が高まっていったのではないかと
考えられています。
図 12

停電時・避難時の対応としては、再通電時の火
災発生を防ぐために、電化製品のスイッチを切り、

図 12 は着火物別の火災件数と死者数です。火災

電源プラグをコンセントから抜くことが効果的で

件数が折れ線グラフですが、
「布団類」や「くず類」
、

す。また、避難するときはブレーカーを落とすこ

「ガス類」が着火物の場合が多いことが分かりま

とが非常に大事です。これも緊急時には忘れがち

すが、死者数が多いのは、「布団類」、「衣類」で、

なので、平時から玄関のドアに書いておくとなど

これは高齢者で非常に高くなっています。

の工夫も有効と考えられます。
停電復旧時の対応としては、電化製品、配線や
コードが破損・損傷していないか、燃えやすいも
のが近くにないかなど、安全を確認してから電化
製品を使用することが大事です。また、電化製品
だけでなく、屋内の配線の損傷や電化製品内部の
故障などもありますので、再通電後は電化製品に
異常が無いか暫く様子を見ることも必要です。ま
た、長時間経過した後火災に至ることもあるため、
煙の発生などの異常を発見した場合は、直ちにブ
図 13

レーカーを落とし消防機関に連絡するといったこ
とが大事になります。

着火に対する一つの工夫として、防炎品の利用
が考えられます（図 13）
。防炎品には火災の抑

日頃の備えとしては、住宅用の分電盤について、
例えば漏電ブレーカーやコード短絡保護機能を備

制、また延焼拡大を遅くする特性があるので、着

えているものを使うこと、また地震対策になりま

衣着火を防ぐとともに避難時間を確保する効果が

すが、図 12 右下の写真にあるような揺れを感知し

あります。カーテンやエプロン、アームカバーな

て自動的にブレーカーが切れる装置（感震ブレー

ど着火の危険があるものについては特に、防炎品

カー）を使うことも、非常に有効です。

をぜひ使っていただきたいと考えています。
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図 14

図 16

着火した場合、消火器も非常に大事になります。

逃げ遅れを防止する観点から住宅用火災警報器

住宅用消火器は小型でメンテナンスフリーであり、

（以下、住警器）が義務付けられています（図 16）。

一般家庭にもなじみやすいものです。また、性能

平成 17 年に消防法改正が行われ、新築住宅は平成

は落ちますが初期段階の火災に有効なものとして

18 年から、既存住宅は各地方公共団体の条例で定

エアゾール式の簡易消火具もあります。（図 14）
。

められていますが、遅くても平成 23 年までには施
行され、設置が義務化されました。
設置場所は逃げ遅れ防止という観点から、寝室
は義務付けられており、１階以外に寝室がある場
合は、階段につけることも義務付けられています。
また条例で台所やリビングに設置が義務付けられ
ている自治体も多くあります。

図 15
図 15 は時間帯別にみた住宅火災の死者の発生
状況です。火災件数が一番多いのは 18～20 時な
どの活動時間中となっています。
一方、死者数が一番多いのは午前 0～2 時で就寝
時間帯となっており、必ずしも火災件数が多いと
きに死者数が多いということにはなっていません。
また、火災 100 件当たりの死者数を計算すると

図 17
図 17 は平成 29 年から令和元年の住宅火災デー

一番少ないのが 18～20 時で 5.3 人であるのに比

タを住警器設置の有無で分析したものです。

べて、4～6 時になると 20.1 人となっており、3.8

住宅火災 100 件当たりの死者数は、設置してい

倍のリスクがあることが分かります。このことか

る場合は約 40％減となっています。また、焼損床

らも、住宅火災の死者の発生要因として、逃げ遅

面積や損害額は約半減で、住宅用火災警報器の設

れが非常に大きいことが分かります。

置により、人的・物的にリスクを大幅に減少する
効果があることが明らかになっています。
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図 18

図 20

図 18 は住警器の普及状況です。平成 20 年の設

毎年春と秋に全国で一斉に火災予防運動を実施

置率は 35％でしたが、義務化以降、急激に高まっ

しており、令和３年春の運動では重点目標として

ており、最近では 80％超となっています。しかし

住宅防火対策の推進を謳い、火災予防運動のＰＲ

ながら、近年では設置率の上昇はわずかに留まっ

イベントや防災訓練、住宅防火診断、住警器の設

ており、設置率をあげることが大きな課題です。

置・適切な維持管理の促進を実施しました（図 20）。

また、条例適合率は更に低くなっています。今
後は、設置を進めることに加えて、各地方公共団
体の条例で定められた基準を満たした形での設置
がなされるよう推進していく必要があります。

図 21
また、高齢者への住警器設置を推進するため、
９月の敬老の日前後には高齢者に対して住警器や
防炎品をプレゼントするキャンペーンを行ってい
図 19

ます（図 21）
。

消防庁では、住警器の設置推進に向け、新築の
義務化が開始された平成 18 年に住宅用火災警報
器設置推進基本方針を策定しました。また、全住
宅の義務化が開始された平成 23 年には、設置対策
基本方針を策定しています（図 19）
。令和 2 年度
には、住宅用火災警報器設置・維持管理推進基本
方針と名称を改めました。これらの方針に基づき、
住警器の設置だけでなく、維持管理・交換の促進
も行っているところです
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図 22

図 24

住警器には様々なタイプがありますが、一番簡

図 24 は大阪府下消防長会の取り組みで、大阪府

易なものは電池で作動しています。一般に、住警

内で統一した広報を実施するため、吉本興業と協

器の電池の寿命は概ね 10 年とされており、機器の

力し、ポスター及び映像資料を作成しています。

劣化なども踏まえると、設置から 10 年が経過した

お笑いコンビのミルクボーイが、漫才形式で住宅

住警器は交換することが必要となってきます。

用火災警報器の機能や点検・交換の必要性につい

現在、設置から 10 年以上経過した住警器が増加し

てお知らせしています。

ているため、消防庁では電池切れになっていない
か、正しく作動するかということについての確認
を呼びかけています（図 22）。故障や電池切れの際
には正常に作動しませんので、定期的に点検ボタ
ンで作動確認することが非常に重要です。図 23 右
下の絵のように、ボタンを押して紐を引っ張ると、
「正常です」という音声が鳴ります。定期的な点
検を行って頂きたいと思います。

図 25
図 25 は岡山市消防局の取り組みです。11 月 10
日を『イイテンケンの日』と定め、自宅の住宅用火
災警報器を点検するよう呼びかけています。また、
住警器の点検をしている写真を広く募集し、啓発
用のパンフレットのデザインとして活用していま
す。
図 23
消防庁では住警器の点検方法やその効果に関す
る映像を制作し、ホームページや総務省動画チャ
ンネルで公開しています。これらの映像は各消防
本部等でも活用されています（図 23）
。
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図 26

図 28

図 26 は倉敷市消防局の取り組みです。住宅用警

図 28 は大阪府松原市の取り組みです。山崎製

報器のオリジナルラップと動画を作成し、SNS で

パン株式会社とタイアップし、消防車がパッケー

公開することで住宅用火災警報器の点検を呼びか

ジデザインされた『ランチパック』を販売してい

けています。

ます。裏面には住宅用火災警報器の点検・交換を
促す広報文を掲載しており、幅広い世代の購買客
へ火災予防を呼びかけています。

図 27
新潟県上越地域消防局では、連動型の住宅用火
図 29

災警報器を強く広報しています。取替・点検推進
キャラクター『レンドウ豆』を考案し、うちわやテ

全住宅に住警器が義務化されてから、令和３年

ィッシュなどの広報物を作成しています。家電量

には 10 年が経過することになります。住警器は消

販店の販売コーナーや、イベント等での活用が行

防検定協会で検定をした製品が出荷されています

われています（図 27）
。

が、平成 23 年までに検定された住警器約 9,400 万
台となっています（図 29）
。これらの中には、既に
交換されたものも含まれていますので、全て交換
が必要な台数という訳ではありませんが、各年の
検定台数を踏まえると、これから電池切れや故障
したものが増加すると想定されます。設置調査に
よれば、電池切れや故障が疑われるものが約２％
程度あるという結果も出ています。ぜひ機器の点
検・確認をしていただければと思います。

8

図 30

図 32

点検時に電池切れや故障が判明すれば交換とな

また、連動型住警器を活用することで、屋内だ

りますが、その際可能であれば、より複合的な機

けでなく屋外にも火災の発生を知らせることが可

能をもったものに交換することをお勧めしていま

能です。二つのタイプがあり、一つは連動型住警

す（図 30）
。

器と連動する屋外警報装置を置くことで、それが

一例として連動型住警器があります。普通の住

作動するタイプ（図 31）
。もう一つは屋外警報装置

警器は感知した機器でしか作動しませんが、連動

という特別な機械を使わずに、既存のインターホ

型住警器は家のどこかで火災を検知したら家中の

ンを使うことで知らせるタイプです（図 32）
。

機器が作動します。
１階の居間でテレビを見ていたところ、連動型
住警器の警報音が鳴ったため、各部屋を確認する
と１階寝室の布団が燃えていた。それで気づいて
大事に至らずに済んだ。また、１階に設置されて
いる住警器が煙を感知して、２階で寝ていた居住
者が警報音で火災に気づき、その後１階から蛍光
灯が割れる音と異臭がしたため 119 番通報をした。
このような奏功事例があります。
図 33
後者は火災警報器から中継装置に情報が伝わり、
それを受けてインターホンが作動するイメージで
す（図 33）
。屋外警報装置単独の機種はまだ出てい
ませんが、インターホンと連携したものは既に市
場に出回っておりますので、特に一人暮らし世帯
や高齢者の夫婦のみの世帯では外に情報を発信す
ることも考えていただけるとありがたいと考えて
います。
図 31
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図 34
最後に、総括として「住宅防火

いのちを守る

７つのポイント」をご紹介します（図 34）
。
住宅火災を防ぐためには日頃の「習慣」や「対
策」が非常に大事です。
「習慣」は、火を出さないためにどういったこ
とを心がけるべきか、ということです。１つ目は
「寝たばこは絶対やめるということ」、２番目は
「ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使
用するということ」
、３つ目は「ガスこんろのそば
を離れるときは必ず火を消すということ」です。
しかしながら、これらの習慣を心がけても火が
出ることを 100％抑えることは難しいので、出火
に対する「対策」をしっかりしておくことが重要
になってきます。１つ目は「火災に気付くために
住宅用火災警報器を設置すること」
、２つ目は「寝
具・衣類・カーテンからの火災を防ぐために防炎
品を使用すること」
、３つ目は「火災が小さいうち
に消すために住宅用消火器等を設置すること」、４
つ目は「お年寄りや体の不自由な方を守るために、
常日頃から隣近所の協力体制をつくっておくこと」
です。
住宅火災を防ぐため、火災からいのちを守るた
めに、この 7 つのポイントを心がけて日々の生活
を送って頂ければ幸いです。
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