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①

②

③

④

⑤

表紙写真：宮城県女川町 災害公営住宅
①小乗住宅 特徴：高台移転による風の影響を考慮し建具を極力引戸としている
②塚浜住宅 特徴：外壁の色を棟ごとに変え、単調な街並みを変化
③運動公園住宅 特徴：太陽光パネルによる発電電力を共用部へ供給することで
環境負荷を低減している
④大原住宅：特徴：入居者同士のコミュニティを育む空間としてコミュニティボッ
クス（たまり場）を整備している
⑤野々浜住宅 特徴：漁業従事者の生活を想定し、屋根付の屋外スペース・勝手
口から水回りへ導線を確保
本文 38 ページでは、宮城県女川町および宮崎県宮崎市からお寄せいただいた「会
員の声」をご紹介しております。ぜひご一読ください。

令和２年度事業計画及び収支予算について
令和元年度第２回定例理事会
（令和２年３月 2 6 日開催）
において、令和２年度事業計画及び収支予算が承
認されました。
創立 70 周年を迎える令和２年度収支予算は、火災共済掛金収入、資産運用等の収益増額を見込むととも
に、新たに試行的に実施する防火活動支援事業に係る経費や 7 0 周年記念事業に係る経費を計上しつつ、前
年度に引き続き、収支均衡を目指したものとなっています。
今後、火災及び自然災害の発生動向を注視しながら、業務の効率化、管理費の一層の適正化に努め、異常
危険準備金の回復に向け、付保率の向上、新規加入促進など増収対策に注力して参ります。
令和２年度事業計画及び収支予算は以下のとおりです。

［事業計画］
当機構は、昭和 25 年以来、地方公共団体の経営

・迅速な被災報告に基づき、支払備金を的確に

する住宅について、火災及び自然災害からの速や

計上するとともに、支払備金の管理を厳格に

かな復旧復興を図るため、地方公共団体相互の救

行う。

済事業を実施するとともに、会員の防火防災事業

・火災共済給付金と復興建築助成金の請求手続

を支援してきた。令和２年度においては、創立 70

きを一体化するとともに、その簡素合理化を

周年を迎え、
「会員間の交流促進」と「会員に対する

図る。

有用な情報提供の強化」を通じ、当機構に対する信
頼を一層高めることとし、次の計画及び当年度収
支予算に基づき、事業を着実に実施する。

１

住宅火災共済事業

２

・火災共済給付金と復興建築助成金の請求手続
きを一体化するとともに、その簡素合理化を

（１）火災共済委託契約

・火災共済掛金収入を 11 億 4,000 万円と見込

図る（再掲）。
・掛金率の検討と併せ、会員間の受益・負担のよ
り一層の適正化に資するよう、制度の検討を

む。

引き続き行う。

・業務連絡会議の開催、役職員による都道府県
及び市町村への訪問、都道府県主催の管理担
当者会議等への職員の派遣を通じて、付保率

復興建築助成事業

・助成金額を 6,0 0 0 万円と見込む。

３

住宅災害見舞金事業

向上、未加入住宅等の加入促進及び新規の市

・見舞金額を３億 2,5 0 0 万円と見込む。

町村会員の確保を図り、共済規模を拡大する。

・迅速な被災報告に基づき、支払備金を的確に

・勧奨活動については、昨年度に集中取組期間

計上するとともに、支払備金の管理を厳格に

が終了し勧奨推進本部を解散したが、付保率
6 5％未満の解消及び会員数 700 以上を目指

行う。
・住宅災害見舞金事業については、住宅災害復

し、引き続き取組を強化する。

旧に係る国庫補助の実態調査を踏まえ、国庫

・適正掛金率を維持するための検討を引き続き

補助の活用と相まって被災住宅の復興が円滑

行う。
（２）火災共済給付金
・給付金額 を 火災共済給付金３億 7,600 万円、
特定給付金 2,400 万円と見込む。

に進むよう制度改正の検討を行う。

４

事業経費の推計

令和２年度収支予算のもととなる事業経費の推
計は次表のとおりである。
1

表

区

分

当年度発生災
支払備金
当年度発生災等に
支出額（A） 当期積立額（B） 対する経費
（A+B）

火災共済給付金（百万円）
（特定給付金含む）
復興建築助成金（百万円）
住宅災害見舞金（百万円）
合 計（百万円）

４０
【４９】
６
【７】
５５
【７３】
１０１
【１２９】

３４５
【３３２】
６４
【６０】
９５
【７３】
５０４
【４６５】

３８５
【３８１】
７０
【６７】
１５０
【１４６】
６０５
【５９４】

（注）括弧内は令和元年度発生災等に対する経費（予算ベース）

５

８

業務処理システムの的確な運用

機構基幹システム、オンライン申請システム等
について、より一層の安全性、利便性確保に努める
とともに、併せて、会員の協力を得て、オンライン
申請の利用促進を図る。

９

防火思想等の普及事業

防火防災セミナーについて、住宅の防火・防災に

住宅防火施設整備補助事業

関してより効果的な情報提供ができるよう、新た

・補助金額を１億 3,000 万円とする。

に住宅防火施設整備補助事業の補助対象とする

・住宅防火については、会員独自の先進的な防

リーディングプロジェクトの事例発表をテーマと

火活動の取組を支援し、その成果について会

する等講演内容について検討し、同セミナーを令

員間で情報を共有し、全国展開を目指す。その

和３年２月に開催する。

ため、同取組をリ－ディングプロジェクトと
して認定し、試行的に「住宅防火施設整備補
助事業」の対象とする。

１０

７０周年記念事業

7 0 周年を契機とし、記念フォーラムの実施、70

・補助事業の円滑な実施を図り、会員の災害防

年史の刊行、ホームページの全面改定、機関誌など

止事業への支援を行う。なお、激変緩和措置と

の広報強化により、会員間交流の促進と会員向け

して実施してきた少額掛金会員に係る補助申

情報提供の充実を図る。

請限度額の特例措置について令和３年度から
の廃止に向けて所要の規程改正を行う。

６ 火災共済事業を取り巻く課題への対応
・大規模火災の発生が増加していることから、
会員の協力のもと現地調査等にて被災状況等
を確認し、被害が大規模となった原因等につ
いて調査分析を行う。

１１

資産運用

近年、低金利の状況が続く中で、運用益の減少を
抑制するため、地方債や事業債の取得に加え、財産
管理規程に従い、理事会の厳格な監督下で引き続
き私募リートによる適切な運用を行う。

１２

その他共済関連事業

・大規模な火災や自然災害の発生が増加傾向に

・機関誌「全住済業務季報」を４回（うち２回は

あり、異常危険準備金の着実な積立てが急務

電子版）
発行し、会員に有用な情報提供等を行

であることから、共済規模の拡大を基軸とし

う。

た経常収益の増加（今年度 1 2 億 5,0 0 0 万円、
来年度以降 13 億円を目標）を図る。

７

調査研究事業

・再調達価額算定のため、標準単価設定に係る
調査を行う。
・近年の大規模自然災害の多発を踏まえて、統
計的な見地からリスクを把握する自然災害調
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査を行う。

令和２年度発生災等に対する事業経費の推計

・リーフレット「火災共済事業のご案内」を作成
する。

１３

建物管理事業

所有する事務所建物床の一部を引き続き賃貸
し、法令等に基づき、その収益の 5 0％を公益目的
事業実施の財源に充てる。

令和２年度事業計画及び収支予算について

[ 収支予算 ]
収 支予算 書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１.経常増減の部
(１)経常収益
①火災共済掛金
火災共済掛金
火災共済掛金合計
②共済契約準備金戻入額
普通責任準備金戻入額
共済契約準備金戻入額合計
③建物管理収益
賃貸料
建物管理収益合計
④特定資産運用益
特定資産運用益
特定資産運用益合計
⑤雑収益
受取利息
有価証券運用益
担当者会議受取会費
その他雑収益
雑収益合計
経常収益合計
(２)経常費用
①事業費
共済事業費
共済契約準備金繰入額
人件費
その他事業費
事業費合計
②管理費
人件費
その他管理費
管理費合計
経常費用合計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
有価証券評価損益等
当期経常増減額
２.経常外増減の部
(１)経常外収益
経常外収益合計
(２)経常外費用
経常外費用合計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高
※１

予算額

（単位：円）

前年度予算額

増

減

備

1,140,000,000
1,140,000,000

1,120,000,000
1,120,000,000

20,000,000
20,000,000

0
0

0
0

0
0

64,700,000
64,700,000

64,110,000
64,110,000

590,000
590,000

39,450,000
39,450,000

33,200,000
33,200,000

6,250,000
6,250,000

50,000
3,870,000
1,000,000
40,000
4,960,000
1,249,110,000

50,000
2,670,000
1,000,000
40,000
3,760,000
1,221,070,000

0
1,200,000
0
0
1,200,000
28,040,000

915,000,000
△ 123,000,000
128,820,000
156,520,000
1,077,340,000

831,000,000
△ 51,000,000
127,380,000
166,160,000
1,073,540,000

84,000,000
△ 72,000,000
1,440,000
△ 9,640,000
3,800,000

108,160,000
51,220,000
159,380,000
1,236,720,000
12,390,000
0
0
12,390,000

107,420,000
33,640,000
141,060,000
1,214,600,000
6,470,000
0
0
6,470,000

740,000
17,580,000
18,320,000
22,120,000
5,920,000
0
0
5,920,000

0

0

0

0
0
12,390,000
5,300,000
△ 50,000
7,140,000
1,472,196,316
1,479,336,316
1,479,336,316

0
0
6,470,000
5,400,000
△ 100,000
1,170,000
1,471,026,316
1,472,196,316
1,472,196,316

0
0
5,920,000
△ 100,000
50,000
5,970,000
1,170,000
7,140,000
7,140,000

考

※１

一般正味財産期首残高は、前期予算の一般正味財産期末残高である。
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令和２年度実施 防火活動支援事業補助事業について
令和２年３月 2 6 日に開催された理事会において住宅防火施設整備補助事業実施規程の一部改正が決定
され、本年度より「防火活動支援事業」を新設しました。
本事業実施の背景には、近年の高齢者が居住する住宅の火災発生の増加と、消火の初動の遅れによる
延焼の増加、またそれらに伴う修復経費の高額化があります。

この部分は会員向けサイトでのみ公開しております。

そこで機構においては、住宅防火施設整備補助事業を拡充し、従来の設備等のハード面への補助に加え、
会員が高齢者世帯等入居者に対する防火活動として、火災発生時の消防設備等の使用方法の指導や火災
予防教育等の活動事業を実施した場合、その所要経費を補助することで、住宅防火施設整備補助事業によ
る設備等への整備の効果をより一層高めたいと考えたところです。
「防火活動支援事業」については、本年度は試行的実施のため、従来の住宅防火施設整備補助事業とは
別に、対象事業を公募し、本要綱に定める基準等に該当するかの認定を行った上で補助を行います。
（詳細については、
「令和２年度防火活動支援事業補助要綱」
（以下、
「年度要綱」）をご参照ください。）
以下、ポイントについてご説明します。

1. 補助の対象となる防火活動支援事業
補助の対象となる事業は、会員が実施する公営住宅等に入居する高齢者世帯等に対する防火活
動の取組みのうち、年度要綱第２条に規定する要件（住宅管理部局と福祉部局又は危機管理部局若
しくは消防署が連携して実施するものであり、主として公営住宅等に入居する高齢者世帯等に対
4

令和２年度実施

防火活動支援事業補助事業について

し防火設備の使用方法、点検方法の周知徹底等を図るものであること）等を満たすもののうち、機
構がリーディングプロジェクトとして認定した事業に対して、補助を行います。年度要綱第２条に
規定する要件の具体的な運用例は、次のようになります。
（１）補助対象事業（計画策定も含む）は会員である自治体が実施するものであること。
入居者に対する説明会や訪問等の活動主体は、指定管理者、自治会等でも申請可能ですが、補
助対象事業
（計画策定も含む）
は、会員である自治体の住宅管理部局と福祉部局等が連携して実
施することが必要です。なお、定期的に行う通常の防災訓練、避難訓練は、本事業の対象外です。
下記に、住宅管理部局と関連各部局との連携形態を一例としてご紹介します。
＜防火活動支援事業…リーディングモデル事業例＞
高齢者火災予防教育事業（高齢者世帯（単身世帯含む）訪問事業）
●事業実施内容

消防器具使用方法指導、警報器（火災・ガス）鳴動チェック、簡易消防具配布（使用指導含む）

公営住宅管理
主管課・所管課等

訪問宅決定

訪問先リスト提出

実施計画策定

保険介護課
町民生活課等

報告書結果送付

事業実施
委託

事業実施（指導等）

指定管理者等

フィードバック

高齢者世帯

訪問先選定
委託

ケアマネージャー
民生委員等

指導

同行

消防署

運用形態は、会員の住宅管理実態や連携先との関係から、様々なものがあると想定します。
会員の皆様には上記例示に関わらず、ニーズに応じた運用形態で、応募を検討してください。
（２）機構共済取扱部署が、住宅管理部局ではない場合の取扱い
住宅管理部局 が 機構 の 窓口部署 で な い 場合、補助金交付申請等 は、機構共済取扱部署
（例．管財課等）で行ってください。
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2. 補助内容
本事業は、年度要綱第３条各号に規定する高齢者世帯等入居者に対する火災予防教育事業等の防
火活動の活動及び計画策定経費に対し補助を行います。
（１）補助金額
一会員補助申請額 50 万円以内で対象事業の実施に必要な所要経費
※「一会員」は一地方公共団体です。
※年間掛金額や平均付保率などにかかる補助申請限度額等は、適用されません。
※補助金交付決定額は、事業承認額を限度とし、所要経費の実費
（確定所要経費）
までとします。
（２）補助対象所要経費
対象事業等の活動経費のほか、その計画策定費も対象とします。
①活動経費
例）
パンフレット等印刷経費、通信運搬費、入居者等説明会開催経費
（説明会場使用料・設営費、
必要物品購入費、人件費等）、入居者等訪問経費、入居者に支給する消火具（エアゾール式
簡易消火具）等の購入費等
※消火器等の住宅防火施設整備補助事業で取り扱っている補助品目は当該事業の対象外です。
※防火管理者資格取得講習会受講料等は対象外です。
②実施計画策定費
活動のための実施計画・要領の作成や、準備段階に係る必要経費
a) 会議開催経費 （会場使用料、資料作成費、参加者配布飲料（ペットボトルのお茶）等）
b) 専門家の招聘費（例、災害コーディネータ―など）
c）計画策定の際の事前調査費
※計画策定については、機構共済加入住宅を含む、地域全体の計画策定でも対象になります。
ただ、活動経費の実費は、機構共済加入住宅に係る分のみになりますので、ご留意ください。

3. その他
試行的実施のため、オンラインによる取扱いは行いません。補助申請から補助金交付申請まで、
防火活動支援事業補助要綱別記様式にて取扱います。オンラインによる取扱いはないため、事業
認定後も画面上表示されることもありません。
なお、従来の補助事業による消火器、住宅用火災警報器等の補助もご希望の場合は、別途送付する
「令和２年度住宅防火施設等整備補助要綱」に沿って、本事業とは別に補助申請が必要になりますの
で、ご留意ください。
以上詳細は、すでに送付済みの全住済企発第１号「令和２年度防火活動支援事業補助申請の応
募のご案内」をご参照下さい。当該補助申請応募期日は令和２年７月２２日（水）です。機構が対象
事業として認定した場合、
「令和２年度防火活動支援事業補助事業認定書」を後日送付します。な
お、認定事業はリーディングプロジェクトとして、後日、その取組過程や活動内容について、会員
の皆様にご紹介します。
また、実施結果は今後の補助事業のあり方の検討に生かしたいと考えておりますので、会員の
皆様には積極的な応募を宜しくお願いします。
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第４7 回 防火防災セミナーを開催
令和２年２月１２日（水）／東京都港区「日本消防会館」

当機構が防火思想の普及事業の一環として毎年開催している「防火防災セミナー」は今回で
4７回目を迎え、令和２年２月１２日（水）に東京都港区の「日本消防会館」において、会員及び関
係団体等から約 1 0 0 名の皆様にご参加いただきました。
当機構野村守理事長の開会挨拶に続き、第１部では総務省消防庁予防課の島村泰彰氏から、多
角的なデータに基づく最近の火災の実態をご説明いただいたのち、住宅用火災警報器の有用性に
加え、連動型住宅用火災警報器・屋外警報装置等の概要等について講演していただきました。
第２部では消防大学校非常勤講師
（元東京消防庁 第四消防方面本部長）
の北村芳嗣氏から、近
年の共同住宅における火災の特徴を、事例を交えてご説明していただいたのち、今後の火災を含
めた防災への視点について講演していただきました。
第３部では愛知県豊田市都市整備部定住促進課長の岡田茂克氏から、令和元年度住生活月間功
労者表彰
（国土交通省住宅局長表彰）
を受けた豊田市営樹木住宅の建替事業について、事業の経緯
や特徴、成果について発表していただきました。
本号では講師の皆様にご協力いただき、講演の概要を誌上セミナーとしてご紹介いたします。

第1部

講演
「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

第2部

国際規格対策官

講演
「共同住宅を取り巻く火災等の事象」
消防大学校非常勤講師（元東京消防庁

第3部

泰彰 氏

第四消防方面本部長）
北村 芳嗣 氏

事例発表 住生活月間功労者表彰受賞団体
「豊田市営樹木住宅建替事業について」
愛知県豊田市都市整備部

島村

定住促進課長

岡田

茂克 氏

（注）ご講演者の所属部署、役職名は講演当時のものです。
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誌上防火防災セミナー 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

図１

本日は図 1の各テーマについて、基本的な情報を

国際規格対策官

島村 泰彰 氏

図３

図 3は住宅火災の発生状況です。青色棒グラフが
住宅火災件数、緑色棒グラフが住宅火災死者数と

お話ししていきます。

なっています。どちらも全体として減少傾向にあ
り、特に住宅火災の死者数は、平成 1 7 年をピーク
にそれ以降は減少傾向にあります。

図2

図 2は平成 30 年の住宅火災による死者の発生状
況です。左円グラフが出火件数、右円グラフが死者
数です。それぞれ３つに分かれていますが、緑色以

8

図4

外が建物火災、そのうち青色が住宅火災です。左円

図 4の緑色棒グラフは住宅火災の死者数、赤色棒

グラフのとおり、全国の出火件数は約 3 万 8,0 0 0 件

グラフは住宅火災における高齢者の死者数です。

です。この半分強が建物火災で、さらにその約半分

住宅火災の死者数は減少傾向にありますが、高齢

が住宅火災であり、件数ベースでは全体の約 3 0％

者の死者数は全く減少していません。住宅火災の

が住宅火災です。右円グラフは建物火災の死者数

死者数に占める高齢者の割合を示したのが折れ線

です。出火件数と大きく状況は変わってきており、

グラフですが、上昇傾向にあり、現在では住宅火災

件数ベースで 30％の住宅火災が死者数の 7 2％を

の死者数の約 7 0％が高齢者という状況です。した

占めています。住宅火災が起きると人的被害に直

がって、これから住宅火災の死者を減らしていく

結するということがお分かりいただけるかと思い

には、高齢者への対策は非常に重要になってきま

ます。

す。
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いきたいと考えています。
「寝たばこは絶対にしない」
、
「布団等に防炎品を
使用する」
、
「住宅用の火災警報器・一酸化炭素警報
器を設置する」、
「たばこを消すときは確実に消え
ているかどうかを確認する」
、このようなことが大
事です。

図5

図 5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。年に
よって多少入れ替えはありますが、
「たばこ」と「ス
トーブ」が１位、２位というのはずっと変わらない
状況です。
ストーブ火災というと何となく石油ストーブの
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は半々です。危険
性は同じと認識してください。

図7

図 7は日本たばこ協会の広報ツールです。50 歳
以上の男性が１つのターゲット層なので、この世代
に人気のある漫画を使ってＰＲしています。

図６

図 6にたばこ火災の低減対策をまとめています。

図８

たばこ火災の原因者は偏っており、50 歳以上が非

たばこ関係では、従来の紙巻きたばこだけでは

常に多いです。約 90％が 5 0 歳以上、そのうち男性

なくて、最近は加熱式たばこが出てきており、消防

が 8 0％ということで、主に 50 歳以上の男性をター

本部からもその取扱いについて問い合わせを受け

ゲットに広報を実施しています。

ています。火災予防条例で喫煙を制限している中

たばこ火災の特性については、寝たばこなど
ヒューマンエラーに起因することが多いことを周

で、加熱式たばこをどのように扱うのか検討して
います（図 8）。

知しています。また、たばこが布団などについて煙

様々な実験を行い検討した結果、加熱式たばこ

を出さずに燃焼すると、一酸化炭素中毒で動けな

は紙巻きたばこに比べて危険性はかなり低いこと

くなるという、たばこ火災独特の特性も周知して

がわかっています。ただ、新製品が続々と出てきて
9

おり、それら全てを確認することはできません。し

火災対策は言葉だけではなかなか分かりにくい

たがって、基本的に安全性は高いとしたうえで、今

面もあるので、消防庁では毎年、広報用映像を制作

後これがすべて喫煙に当たらないという断言はせ

してホームページ※等で公開しています（図 1 0）。

ずに、
「たばこ協会で進めている JIS 規格化に適合
するものは安全とみなす」などの運用が広がって
いくものと考えています。

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が、昨年の台風 1 5 号で話題
図9

になりました
（図 11）
。千葉県で原因が通電火災と

発火源の上位である「ストーブ」や「こんろ」で

考えられる案件がいくつかあり、報道もされまし

すが、最近の製品は安全性が向上してきています

た。これまでは、大規模地震で言われていたことで

（図 9）。例えばストーブは平成 20 年に法令が改正

すが、台風でも起こり得ることが分かってきたの

され、不完全燃焼防止装置や給油時消火装置等の

で、消防庁もこの周知に力を入れていきます。

設置が義務付けられています。平成 21 年に施行さ

通電火災の定義を、
「地震などの自然災害等によ

れていますので、同年以降に購入した製品は安全

る停電が発生した場合、停電が復旧した際の再通

性が高まっています。また、こんろも平成 2 0 年に

電時に発生が懸念される火災」とします。

法律改正があり、調理油の過熱防止装置や立ち消
え安全装置の設置が義務付けられています。

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

実際、こんろ火災の件数は、安全装置の設置義務

電することにより火災が発生するというようなこ

化を境に大幅に減少していることが統計上も明ら

とです。また、停電が復旧した際に損傷した電化製

かになっています。

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 1 1 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。
対策は、停電時・避難時の対応として、停電中は
電化製品のスイッチを切ることです。停電中は電
気が通っていないので変わらないですが、いずれ
再通電しますので、そのときのためにスイッチを
切って電源プラグをコンセントから抜く。また、避
難するときはブレーカーを落とすことが非常に大
図10

10

事です。これも緊急時には忘れがちなので、平時か

※ https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/yobou_contents/materials/#movie
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ら玄関のドアに書いておくとなどの工夫も有効だ
と思います。
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、再通電後少し様子を見ます。
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。

図13

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制、

日頃の備えとしては、住宅用の分電盤の機能も

また延焼拡大を遅くする特性があるので、着衣着

高まってきているので、例えば漏電ブレーカーや

火を防ぐとともに避難時間を確保する効果があり

コード短絡保護機能を備えているものを使うこと、

ます。カーテンやエプロン、アームカバーの防炎品

また地震対策になりますが、図 11 右下の写真にあ

はぜひ使っていただけると幸いです。

るような揺れを感知して自動的にブレーカーが切
れる装置（感震ブレーカー）を使うというのも、非
常に有効だと思います。

図14

着火した場合、消火器も非常に大事になります。
住宅用消火器は小型でメンテナンスフリーなので、
図12

一般家庭にもなじみやすいものだと思います。ま

図 12は着火物別の火災件数と死者数です。火災

た、エアゾール式の簡易消火具もあります。性能は

件数が折れ線グラフで「ふとん類」や「屑類」、
「ガ

落ちますが、これも効果があるものですので、こう

ス類」が多いことが分かります。ただ、死者数が多

いったものも選択肢の一つとして取り上げていた

いのは、
「ふとん類」
、
「衣類」で、これは高齢者でも

だければと思います（図 1 4）。

非常に高くなっています。

11

に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 1 5は時間帯別の住宅火災における死者の発生
状況です。火災件数は青色棒グラフで一番多いの
は 1 6～18 時などの活動時間中です。
一方、死者数は緑色棒グラフで、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。死者数が一番多いのは午前２～４時
で就寝時間帯となっています。

図17

図 17は平成 28 年から 30 年の住宅火災データを
住警器設置の有無で分析したものです。

また、火災 10 0 件当たりの死者数を計算すると

住宅火災 100 件当たりの死者数は、設置してい

差が歴然となります。一番少ないのが 10～12 時で

る場合は設置していない場合に比べて約 40％減と

4.5 人。それが２～４時になると 24.3 人なので、5.4

なっています。また、焼損床面積や損害額は約半減

倍のリスクがあります。やはり住宅火災の死者の

で、人的物的にリスクを大幅に減少する効果があ

発生要因として、逃げ遅れが非常に大きいことが

るものと考えています。

分かります。

図18
図16

図 18は住警器の普及状況です。平成 20 年の設

逃げ遅れを防止する観点から住宅用火災警報器

置率は 3 5％でしたが、義務化以降、急激に高まっ

（以下、住警器）
が義務付けられています
（図 16）
。消

ており、最近では 8 0％超です。ただ、これ以上なか

防法改正が平成 16 年で、新築住宅は平成 1 8 年か
ら、既存住宅は各条例で定められ遅くても平成 2 3
年までには施行されています。
設置場所は逃げ遅れ防止という観点から、寝室
12

なか上昇しないという問題はあります。
もう一つ、条例適合率という指標があります。家
の様々な場所に住警器設置が義務付けられている
場合に、全て条例通りに設置されていれば条例適
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合率の方、１基でも設置されていれば設置率の方
にカウントしています。条例適合率は若干低くな
る問題があるので、設置率に近づけていかないと
いけないと考えています。

図21

住宅火災による死者の 7 0％を占める高齢者への
住警器設置を推進するため、９月の敬老の日前後
で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ます（図 2 1）。
図19

消防庁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 2 3 年には、
「住宅用火災警
報器設置対策基本方針」を策定しています。こう
いった方針に基づき住警器の設置推進を進めてい
るところです（図 19）。

図22

現在、設置から 1 0 年以上経過した住警器が増加
しており、その交換が問題になっています。設置さ
れていても電池切れや故障していては意味がない
ので、確認を呼びかけています（図 2 2）。
住警器には様々なタイプがありますが、一番簡
易なものは電池で作動しているため、電池切れに
注意が必要です。故障や電池切れの際には正常に
図20

消防庁では、毎年春と秋に全国で一斉に火災予

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 2 2 右下の絵のよ

防運動を実施しています。令和元年秋の火災予防

うに、ボタンを押して紐を引っ張ると、
「正常です」

運動の重点目標は住宅防火対策の推進をうたい、

という反応がすぐに返ってきます。さわってはい

火災予防運動のＰＲイベントや防災訓練、住宅防

けないのではないかと思われる方も多いですが、

火診断、住警器設置の促進運動を実施しました
（図

簡単に結果が分かりますので、ぜひ実施してくだ

2 0）。

さい。
なお、本体内部の機器の劣化も考えられますの
13

で、電池切れの際、設置から 10 年を経過していた
場合は、電池交換ではなくて住警器そのものを交
換することを推奨しています。

図25

図 2 5は岡山市消防局の取り組みです。地元のバ
スケットボールチームが住警器の点検をしている
写真を載せる取り組みをしています。
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。こういった映像は各消
防本部等で活用されています（図 23）。

図26

住民の皆様に一番身近なお店は家電量販店かと
思います。図 26は岡山市消防局と家電量販店が連
携して、店内に住警器の取替えキャンペーンコー
ナーを設け、設置効果をＰＲしています。
図24

図 24は大阪市消防本部の取り組みで、地元ガス
会社と連携した事例です。ガス会社は家の中に入
れる強みがありますので、連携により点検の際に
住警器も一緒に確認したり、他社製品であっても
効果をアドバイスしていただいております。また、
住警器や住宅用消火器のリース等の取り組みも進
めていただいております。

図27

住警器は設置から 1 0 年経過したものが多いこと
14

誌上防火防災セミナー
第１部

住宅防火対策の
今後の展開について

を示すデータが図 27です。消防検定協会で検定を
した製品が出荷されているので、その検定年ベー
スで平成 2 0 年までに検定済のものが世の中に約
5,0 00 万台あります。平成 30 年には平成 20 年から
1 0 年経過しているので、現在の交換需要が分かり
ます。これから電池切れや故障が増加すると想定
されます。実際、設置調査などを行った場合、１％
ぐらいは電池切れや故障があります。ぜひ確認を
していただければと思います。
図29

消防庁では、連動型住警器に用いられている技
術を使って、少しでも早く周囲に火災を知らせる
ことを検討しています（図 2 9）。
連動型住警器は基本的には家の中で使うもので
すが、隣接する建物の間で火災情報を共有できな
いかということを検討しました。その結果、電波の
関係やコミュニティ問題があり、すぐにというわ
けにはいきませんでした。しかし屋外に設置する
と、外にいる人にも火災の警報に気づいてもらえ
図28

点検時に電池切れや故障が判明すれば交換とな

るので、意味があるのではないかということが一
つ発見としてありました。

りますが、その際可能であれば、より高性能なもの
に交換することをお勧めします（図 28）。
一例として連動型住警器があります。普通の住
警器は１つの機器で完結しているので感知した機
器でしか作動しませんが、連動型住警器は家のど
こかで火災を検知したら家中の機器が作動します。
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

図30

これを受けて、消防庁で屋外警報装置等の技術

が割れる音と異臭がしたため 119 番通報をした。

基準検討会を開催しました
（図 3 0）
。連動型住警器

このような奏功事例があります。

と連動して屋外、家の前に警報装置を設置すれば、

なお、連動型住警器には有線型と無線型があり
ます。ぜひ検討していただければ幸いです。

火災を早く知らせることができるのではないかと
いうことで、その性能などを決める検討です。図
3 0の「求める性能」にある音圧や音声の方法、防水
性能などの基準を示した結果、現在この性能を備
えた製品が販売されています。
15

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

図34

本日の総括として「住宅防火

いのちを守る７

つのポイント」をお話しします（図 3 4）。
住宅火災を防ぐためには習慣や対策が非常に大
事です。
図32

習慣は、火を出さないためにどういったことを

具体的には二つのタイプがあります。一つは連

心がけるべきかということです。１つ目は「寝たば

動型住警器と連動する屋外警報装置を置くことで、

こは絶対やめるということ」、２つ目は「ストーブ

それが作動するタイプ
（図 31）
。もう一つは屋外警

は燃えやすいものから離れた位置で使用するとい

報装置という特別な機械を使わずに、既存のイン

うこと」、３つ目は「ガスこんろのそばを離れると

ターホンを使うことで知らせるタイプです
（図 32）
。

きは必ず火を消すということ」です。こういったこ
とを習慣にしてください。
その上で、火が出ることを 100％抑えることは
難しいので、対策をしっかりしておくことが重要
になってきます。その対策として４つお示ししま
す。１つ目は「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

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
16

くっておくこと」です。こういったことが大事にな
ると考えています。

誌上防火防災セミナー 第２部
「共同住宅を取り巻く火災等の事象」
消防大学校非常勤講師

北村 芳嗣 氏

の放射熱になります。

図1

本日は「共同住宅を取り巻く火災の事象」という

図2

テーマのお話をさせていただきますが、共同住宅

去年は大きく取り上げられた共同住宅の火災は

に限らず、一般的な防災の話にも少しふれさせて

少なかったのですが、2015 年には川崎市のアパー

いただきます。そして本日のテーマを、

ト
（簡易宿泊所）
で玄関先に放火された火災があり

１．

最近の共同住宅火災

２．

共同住宅火災の傾向

３．

耐火建物火災の延焼

４．

高層化の火災対応

５．

火災を含めた防災の視点

の５つの項目に分け、最近の共同住宅火災の特徴、

ました。それから 2 0 1 7 年には４件あり、北九州市
のアパート、秋田県横手市のアパート、大分県別府
市のアパート、大阪府豊中市のアパート火災です。
そ れ か ら 2 0 1 8 年 に 札幌市 の 自立支援組織 の ア
パート火災で 1 1 人の火災による死者が発生しまし
た。アパート火災は、一旦燃え上がると死者の発生
を伴う大きな火災となる傾向があります。

耐火建物の共同住宅火災、さらに高層建物の共同

これらのアパート火災の建物を見ると、札幌市

住宅火災などの傾向やその視点を説明したいと

と北九州市の火災では、その構造がほぼ同じです。

思っております。

２～３畳くらいの小さい部屋が複数あり、真ん中

ここで使っているデータは、ほぼ東京消防庁の
データになります。

1. 最近の共同住宅火災
最初は「最近の共同住宅火災」についてですが、
木造の共同住宅の火災現場は、火炎が立ち上がり

に中廊下、共同トイレ、お風呂場も兼用になってお
り、食堂も共同が多い建物です。このような建物が
木造で建てられていて、古い状態のまま残ってい
る。そのような木造アパートが火災になると、部屋
の中で逃げ遅れた方はなかなか消防隊も救出でき
ない状態となります。

大きく燃え、燃え終わると柱と梁だけが残ってい
るという状態となるのが一般的です。
大体、木造２階建の住宅が全焼していると、炎は
約 1 0m 以上の高さになり、消火活動も炎まで 10m
の所に近づくと、かなり顔が熱くなります。さらに
４～５m の距離に近づくと、隣の家へ燃えるほど
17

います。日常の意思疎通と災害などの非常時の意
思疎通の言葉は、国民性からも大きく異なること
に留意する必要があるかと思います。

図3

これらのことから、火災が発生した建物の傾向
としては、木造の老朽アパートであること、中廊下
が多く、住戸には１つか２つの部屋で構成され、出

図4

入り口が木製ドアであり、１つの住戸内には２方向

木造の共同住宅火災において、多数の死者が発

の避難経路がほとんどない、このような共通項が

生する要因は、一般火災における死者発生の要因

見られます。もちろん自動火災報知設備が非設置

にも当てはまり、基本は「孤立した高齢者」が亡く

の建物です。出火場所は１階が多く、出火時が夜間

なられるということ、その建物の持つ住環境が一

で、ほぼ全焼火災になってしまっています。

つのポイントになっています。

このようなアパートの居住者の傾向は、70 代、80
代の高齢者で、また生活保護の受給者が多いです。
そして一人暮らしが多く、身体が不自由な方、ある
いは外国人の方が多いというのが共通したパター
ンになっています。

公営住宅も結構古い建物が多くなってきており、
高齢者の方が住まわれているところも多いです。

2. 共同住宅火災の傾向

被害にあわれる外国人が多い理由の一つとして、
意思疎通の問題があります。木造アパートは結構
狭く、
「火事だ！逃げろ！」と皆が大騒ぎすると多
くの人が逃げていきますが、
「火事だ」という言葉
が日常会話の中にあまりなく、外国人の方にはよ
く理解できない単語と言えます。そのため日本人
が騒いでいても、そのような騒ぎに顔を出して巻
き込まれるのが嫌だと思ってドアを閉めてしまい、
そのまま部屋の中にいて、逃げ遅れてしまうとい
うことがあります。

図5

次に、共同住宅の火災について考えていきたい

外国人の方と意思疎通を図るのは難しいと思い

と思います。共同住宅は耐火建物でも火災になる

ます。この頃は外国人の方とも普段の生活で付き

と、現場で消防隊が進入しづらく、救出が困難とな

合うことは結構多く、日常生活での意思疎通はで

るケースがあり、共同住宅特有の要因があるのか

きますが、
「災害」となるとなかなか難しいものが

と思います。

あります。去年の台風でも、避難所を開設すると外
国人の方が来られたけれど、意思疎通を欠いて対
応がうまくいかなかったということも報告されて
18

誌上防火防災セミナー 「共同住宅を取り巻く火災等
第 2 部 の事象」

図6

図7

住宅火災の推移は共同住宅火災も一般住宅火災

次に、共同住宅火災の火災による死者を見てみ

もほぼ同じです。どちらも火災件数がずっと右肩

ます（図７）
。火災による死者数は火災件数の減少

下がりです。焼損床面積はもっと下がっているの

に比べて、全体的に見て緩慢な減少だと言われて

が現在の火災の状況です。

いますが、2 0 1 0 年が住宅用火災警報器の設置年と

図６は東京のデータですが、東京の場合は 2 01 0

して、2 0 1 0 年以前の９年間と、2 0 1 0 年から 2 0 1 8

年から住宅用火災警報器を導入しており、共同住

年までの９年間の統計をとった場合、2 0 1 0 年以前

宅も住宅用火災警報器を設置しましたので、この

の 9 年間は、年間平均 4 8 人の方が亡くなられてい

３年程前が、火災件数が大きく変わった境目に

ますが、その後の 9 年間は年間平均 3 3.7 人で、約３

なっております。図６では

割減少しています。

印の 2008 年から

2 0 1 0 年の区間です。住宅用火災警報器の設置促

火災による死者は、住宅用火災警報器とあまり

進の効果が非常に大きく、東京の場合も都営住宅

関係がないように思われていますが、各年の変動

などに全て設置されましたので、この傾向がはっ

が大きいこともあり、長いスパンで平均統計をと

きり出ています。住宅用火災警報器が鳴動すると

ると、大きく減少してきているのが分かります。

早期の通報がなされるので、焼損床面積が大きく
減少します。火災件数から見ると、多いとき約
1,4 00 件だったのが約 1,000 件と２割以上も下がる
とともに、焼損面積は約３分の１になっており、わ
ずか 15 年あまりで大きく減少しています。住宅火
災件数が大きく減少し、焼損床面積も減少してい
ることは、全国的に言えます。
併せて、ご存じのように警察の犯罪統計もかな
り減少しており、放火火災も減少しています。
以前は、東京消防庁管内で年間の焼損床面積が
17 万㎡近くありましたが、現在は２～３万㎡です。
焼損床面積は約５分の１まで減っています。

図8

火災件数は全体的に減少傾向にあります。図８
の赤い折れ線（上段）が共同住宅火災を示し、青い
折れ線（中段）が一般住宅火災を示しており、両方
とも減っていますが、一般住宅と共同住宅の火災
の割合をみると、住宅火災全体の６～７割が共同
住宅で、一般住宅は３～４割となります。つまり、
住宅火災と一口に言っても、その約７割近くは共
19

同住宅の火災が占めています。ただし、これは東京

火器が使えないというのが実態で、そのずれがだ

の場合です。

んだんと大きくなってきているとも言えます。共

そして図８の黒い点線の折れ線（下段）は、住宅

同住宅に住宅用火災警報器を設置したのは良いけ

火災のうち共同住宅火災の占める比率を示してお

れど、なかなか住宅用消火器を買う余裕のない住

り、一般住宅の火災よりも共同住宅火災がじわじ

戸も多いかと思います。消防法からいうと、各階に

わと増えている傾向にあります。全体的には減っ

１つあれば支障はないのですが、通路にある消火

ていますが、その中でも共同住宅火災の割合が増

器は大きくて使いづらい。火災時の高齢者世帯が

えていることが特徴です。共同住宅の火災が、今後

増えているという実態から言うと、そこに着目し

も予防対策を一番講ずべき対象となっていること

ないといけないのではないかと思います。

が言えるかと思います。

図10
図9

図９は、火災時の高齢者世帯の占める割合を調

図１０は、高齢者と高齢者以外の主な出火原因別
火災発生状況です。小さい数字で恐縮ですが、普通

べたものです。共同住宅と一般住宅で高齢者世帯

に考えても火災の原因は様々です。火災現場では、

の火災の割合をとらえると、一般住宅のほうが圧

こんなものが火災になるのかなということに遭遇

倒的に多くなっています。一般住宅で火災がある

します。その中で統計をとってみても年齢による

と、現在は 48％が高齢者世帯による火災ですから、

火災原因の傾向はなかなかわかりにくいものがあ

高齢者に的を絞ることが火災予防になると言える

りますが、高齢者だけに着目すると、大型ガスこん

かと思います。共同住宅の場合も徐々に増えてお

ろ、放火、コンセント火災は他の年齢に比較して少

り、高齢者世帯による火災が約 26％にもなってい

ないです。特徴的な原因としてはロウソク、たき火

ます。2 0 年ほど前であれば、共同住宅に住む高齢

の火災は圧倒的に高齢者の世帯に多いです。若い

者世帯は 1 割程度しかなく、火災予防の対象とは

方のロウソクの火災は全くないですが、高齢者に

なっていませんでした。

よるロウソク火災は多くあります。
「灯明」という

そこで、一般住宅だけでなく、共同住宅における

のは、高齢者の住宅に限って用いられ、火源となる

「高齢者世帯による火災」を少し別の視点で考えて

ことがあります。次は、たばこ、ガステーブル、そ

みます。共同住宅の通路にある消火器は消防法上

れから電気ストーブが比率的に少し多くなってお

定められているものですが、その通路の消火器は

り、いずれも「うっかり忘れる」という要因が含ま

高齢者にとって大きく、使いづらいものです。一般

れるものです。

住宅なら小型の住宅用消火器を置いているケース

このような中で、例えば、ガステーブルの上に電

もありますが、共同住宅を見ると法令設置の消火

気ポットや電気炊飯器を置いて火をつけてしまう

器を置いているだけというケースが多いです。高

人もいますし、ヘアドライヤーを布団の中に入れ

齢者世帯の火災が主流になっているけれども、消

てしまうという事例もあります。布団を濡らして
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誌上防火防災セミナー 「共同住宅を取り巻く火災等
第 2 部 の事象」

しまい、ヘアドライヤーを濡れた布団に入れて温

ら油火災の消火を、換気扇をつけない状態で実演

めて乾かそうとして、火災になってしまうという

しているテレビやインターネットの映像が要因か

事例です。

もしれません。実際の家庭では、天ぷらを揚げると

天ぷら油火災は、揚げ物時の消忘れ防止温度セ

きは換気扇をつけていますから、天ぷら油に火が

ンサーの安全装置がガステーブルに装着されるよ

つけば炎が立ち上がると同時に換気扇で炎が引っ

うになって、火災件数も徐々に減少していますが、

張られ、高くなります。その状態に何かをかぶせよ

それでも火災件数としては多いです。その理由の

うとしても炎が横からはみ出して自分に向かって

一つには、旧型の機種は安全装置が片方のバーナ

きます。天ぷら油火災の消火の映像を見る時は、こ

にしか装着されておらず、装着されている方が約

のような誤った方法が多数のけが人を生んでいる

2,4 0 0kcal、装着されていない方のバーナがハイカ

原因だと理解していただきたいです。

ロリーバーナで約 4,800Kcal あり、安全装置の着い

火災全体を見ると、８割は消火器によって消火

ていない方のバーナで揚げ物をして、消し忘れが

されています。要するに、火災の大部分は消防活動

原因で火災となっていました。現在は両方に安全

をせず、消火器により消火できています。火災予防

装置をつけるようになっています。

を誰かに指導するときは、
「ガステーブルを使って

「天ぷら油火災」で多いのは、フライパンを使用

いるときはその場を離れないでください」、
「それ

するケースです。フライパンに少量の油を入れ、ハ

でも離れる人がいるので、必ず消してください」、

イカロリーバーナの方を使い、油を温めようとし

「それでも火事になることがあるので、そのときは

て、うっかり火を消し忘れてしまい火災となって

消火器で消してください」、
「消火器で消せないと

しまうというケースが大半です。つまり、揚げ物を

思ったら逃げてください」と指導してください。

する際、天ぷら鍋ではなく、フライパンを使って何
でも調理するクセから火災の要因を作りだしてい
ます。
「天ぷら油火災」は現在でも単独の火災原因とし
ては多いです。東京消防庁管内では以前、年間 4 0 0
～5 00 件ありましたが、現在は約 200 件と減少して
います。この「天ぷら油火災」に関して知っておい
てもらいたいことは、消火するときに３人に１人は
けがをしていることです。なぜ「天ぷら油火災」で
そのようにけがをする人が多いのかというと、消
火するときにきちんとした消火方法をとらないか

図11

共同住宅の火災について構造別に説明します。

らです。一番よくない方法はマヨネーズを入れる、

構造にかかわらず火災は減少していますが、割合

布をかぶせるということです。一見消火できそう

からいうと耐火建物の火災のほうが多くなってい

に見えますが、それは訓練を受けた人や一定の条

ます
（図１１）
。木造のアパートはどんどん取り壊さ

件のもとで行っているときだけです。普通の人が

れていますので、取り壊されずに残っているもの

火災の際に濡れたタオルをかぶせようとすると、

が、図２のような死者を出す大規模な火災を引き

かぶせた布の横から炎が噴き出して腕、胸、顔を火

起こしています。

傷します。また、火傷をするとすぐには治らず長引
いたり、痕が残ったりします。
「天ぷら油火災」で
は布をかぶせるようなことはせず、消火器で消す
ことが原則です。この誤った認識があるのは、天ぷ
21

図12

図14

共同住宅の火災は、住宅用火災警報器の設置促

では、どのように延焼していくかというと、図

進と、昭和 4 0 年くらいに建築された老朽化した木

１４では、1 0 階から火災が発生し、1 1 階が燃え、1 2

造アパートの取り壊しにより、減少傾向にありま

階は燃えず、13、14 階と燃えました。縦系列に沿っ

す。そして、住環境が耐火共同住宅へ変化してきて

て延焼拡大しました。このような火災は消火活動

います。この住環境の変化により、高齢者世帯につ

が困難となります。10 階で火災となっているとい

いても同様に耐火共同住宅へ移動してきています。

うだけでホースを上げること自体が大変なのです

図１１は東京だけの数字ですが、５年から 10 年経

が、そのさらに上階が延焼してしまうとホースを

過すると東京の傾向が全国の統計推移に出てきま

上げるのがさらに大変です。連結送水管で水を送

す。つまり、木造アパートに住んでいた高齢者世帯

りますから、下の階で消火活動しているホースに

が耐火共同住宅にシフトしてきていることが全国

水が行くため、上の階に行けば行くほど送水量が

的な傾向となってきています。

減少します。

3. 耐火建物火災の延焼

図15

図１５は、出火した 1 0 階の外観と燃えた部屋の
状況です。図１５左写真の矢印部分は垂直スパンド
図13

レル
（スパンドレル：延焼の拡大を防ぐための外壁

次に、耐火建物火災は延焼するのかということ

の総称）と言って、上下方向に 9 0cm 以上の間隔を

をお話ししますが、図１３の写真のとおり、延焼し

置くものです。水平スパンドレルではなくて、垂直

ます。建築基準法の荷重計算からいうと、耐火建物

方向で安全性を持たせています。ただ、9 0cm 垂直

は燃えにくい計算式になっていますが、一般住宅

スパンドレルでは、火災時に上階に延焼する事例

は家財道具をたくさん持っているため荷重量が大

が多いです。

きく、燃えやすくなっています。
22
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火室の上の階にも全部ホースを入れることとなっ
ていますが、どうしても後回しになってしまうこ
とが多いです。窓を開けて下を見て、窓を開けたま
ま逃げてしまうと、火元の上階は容易に延焼しま
すので、窓を閉めて避難してください。

図16

図18

図１８の事例は水平スパンドレルの写真です。水
平方向のベランダで延焼防止の区画を区切ってい
るものです。この火災は、火元の３階が燃えて、５
階はベランダだけでしたが、４階は部屋の中まで
図17

延焼しました。普通、ベランダを水平スパンドレル

それでは、なぜ出火した 1 0 階から 1 4 階まで延焼

としている構造の場合は、上の階へはベランダの

したのかということですが、図１７の左側の図で、

干し物程度が燃えるくらいで済むのですが、この

下の 1 0 階で火災が発生し、住戸が燃え、上階の 1 1

事例では内部まで延焼しました。

階は、窓ガラスが火炎を防ぎましたが、窓のルー
バーは溶けてエアコンの貫通部から室内へと延焼
しています。貫通部の樹脂製パイプの燃焼で、エア
コンの室内機が燃え、それが落下して室内で火災
となりました。通常、消火戦術として、火元の直上
階は必ずホースを１本入れるので、11 階は割と早
く消火されます。その上の 12 階は燃えませんでし
た。なぜかというと、窓をきちんと閉めていたから
です。1 3 階は居住者の方がサイレンの音に気付き、
窓を開けてしまいました。その途端に煙が入って

図19

来て、窓を開けた状態のまま逃げてしまい、その窓

なぜかというと、出火した３階のベランダに面

から火炎が侵入しました。さらに、この上の 1 4 階

した台所に保管されていたカセットこんろのガス

は最上階のため、ひさしのところで炎がぶつかり

ボンベが爆発して、炎が上に巻き上がり、上階に延

巻き込むので、開いていた小窓から火炎が入って

焼しました。カセットこんろのガスボンベが上階

しまい住戸内に延焼しました。

への延焼の原因となっています（図１９）。

このような事例もあることから、上の階は延焼
するものだと思って消火活動するのが原則で、出
23

す。普通の共同住宅も高層階になってきており、今
までの５階建てとは違って、11 階から、さらに、3 0
階～6 0 階まで高層化しています。
図２１の写真は、1 9 8 9 年に発生した江東区南砂
のマンション火災で、2 4 階から出火したものです。
一般住宅火災で、死者も出なかった火災ですが、超
高層建物の火災ということで注目を浴びました。
このマンションは、ベランダ側が海に面してお
り、高層階のため強い海風が吹き込みます。火災時
図20

今までお話ししてきた通り、耐火建物であって

に割れたベランダの窓から強い風が吹き込むため
酸素の供給が良く、室内の家具等が焼失しました。

も、上階の室内へ延焼するというのは一般的にあ

そして、消防隊が階段を上がり、進入しようと防火

り得ることです。消火活動においてもあり得るこ

戸を開けると同時に大量の火煙が吹き付け、中へ

とを想定して火元の上階にもホースを入れるので

進入できない状況であったため、消火活動が困難

すが、後手に回りやすいことも事実です。共同住宅

な火災でした。

の耐火建物の火災では進入口が限られていて、な

耐火建物というのは、階段が限られていて消防

かなか内部に入れません。鉄板のドアをエンジン

隊が進入しづらいことがあり、今回の超高層マン

カッターで破壊して開錠するにも時間がかかり、

ション火災のように風で抑え込まれ、煙と熱が一

濃煙熱気に包まれることから、消火活動は困難を

気に来ると、消防隊はなかなか侵入できないとい

伴います。

うことがあります。耐火建物火災は、すぐ 7 0 0℃、

また、生活の多様性の中で、カセットボンベだけ

8 0 0℃になり、低くても 5 0 0～6 0 0℃の高温となり

でなく、灯油タンクをベランダに保管する方も多

ます。1 0 0℃以上あると高温の熱風により消火活

いです。火災になると、ベランダに保管されている

動が大変困難になります。

灯油タンクが燃え上がり、排水管を伝って燃えた
炎が樋を伝って下階へ落ちていきます。そして、今
度は下の階から燃えていきます。下の階への延焼
は、灯油タンクがベランダに置いてある場合です。

4. 高層化の火災対応

図22

図２２は耐火建物の出火階別の火災件数です。
６階から 11 階までの火災件数は、1 999 年から急増
し、2 0 0 8 年から 2 0 0 9 年にかけて下がっています。
1 9 9 9 年あたりから 2 0 0 0 年にかけてですが、平成
12 年に建築基準法が改定され、東京都は震災対策
図21

現在、建物の高層化が一般的になってきていま
24
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を緩和されると、11 階以上の高い建物が建ちます。
震災時の広域火災に対して、遮蔽壁になりますか
ら、道路が確保されます。幹線道路沿いは容積率を
緩和しているので、そこに多くの高層共同住宅建
物が建設されました。その建物の増加に伴い火災
も増えてきたのですが、グラフの途中で件数が減
少したのは、2010 年前後の住宅用火災警報器設置
義務の影響です。
1 1 階以上の建物は自動火災報知設備の設置が
義務付けられていますが、それでも火災は発生し

図24

ます。６階建の建物は自動火災報知設備の設置義

図２４は６階以上の階で出火した火災で、
「5 0 人

務はなく、その代わりに住宅用火災警報器を住戸

以上が避難している」ものです。5 0 人以上避難す

に設置することが義務付けられたので、その影響

る火災は、年間平均して約 1 5 件あります。さらに、

が図２２に出ています。

12 階以上で 50 人以上避難しているのは平均して
約５件あります。規模の大きな火災では、4 3 階か
ら出火して 3 0 0 人近く避難している。高層建物火
災は、5 0 人以上避難することが一般的となってい
ます。
現在、エレベーターを避難に使っても良いとの
方針が出されています。驚く方もいらっしゃるか
もしれませんが、東京消防庁では約３年前からそ
のような認証制度を出しています。3 0 階以上にな
ると一般住宅の電気系統とエレベーター回路は別

図23

ですから、エレベーターによる避難を考えた方が

さらに、図２３を見ると 12 階～30 階の火災件数

逃げ遅れるリスクを少なくできます。いずれにし

の動向として、火災件数は増加傾向にあり、31 階

ても、超高層建物の共同住宅
（マンション）
では、避

以上も増えています。12 階以上は、2002 年に約 33

難者が多いというのが火災時の大きな特徴となっ

件あったものが現在は 100 件近くあります。東京

ています。

の場合、年間 100 件もの火災が、1 2 階以上の階で
発生し、高層階での消火活動をしています。
3 1 階以上の火事も、それまで 5～6 件だったもの
が現在は 12～13 件になり、平均的に２倍以上と
なっています。共同住宅の火災の件数は減少し、焼
損面積も減少している（図６）のに、建物の高層化
による高層階の火災が増えたことで消火活動の困
難性が増し、火災現場に投入する消防職員の数が
増え、全体として消火活動に従事する職員数は増
加傾向にあります。

図25

高層建物の増加に連動して、高層階からの火災
が増加する。本来は、高層化するほど、オール電化
25

であったり、火災感知器が設置されていたり、安全

把握しないと、事後の苦情対応が大変なこととな

性を高めているはずですが、それでも火災は発生

ります。

しています。

一般的に、高層の耐火建物の火災は様々な損害

高層建物火災の特徴は、なんといっても避難者

が発生し、それを早く確実に把握する必要があり

が多い、被災者が多いということです。避難された

ます。火災による損害というのは想像以上に大変

人の中にも煙を吸い、気持ち悪くなったという罹

です。

災者もいらっしゃいます。

私はたまに裁判対応として、弁護士さんから頼

それから、上階へ延焼することもあります。延焼

まれ、消防の火災調査書類や、調査会社の資料等を

しなくても、上階の居室内に煙が入り、煙により、

見させてもらい、火災の出火箇所や出火原因を鑑

洋服ダンスの中の服がだめになる等の被害も出て

定することがありますが、その際に感じるのが、火

きます。

災とはこんなにもめるのかなと思うことです。４

また、下の階の水損被害もあります。先程の 24

年や５年も裁判を継続することもあり、膨大な資

階での火災では、おおよそ下の 4 階層まで水損して

料作成をするケースもあります。火災は、最初の

います。水が滴下すると言っても木造建物と違い、

ちょっとした手違いや行き違いで、ずるずるとも

パラパラ落ちてくるわけではなく、何日か経過し

める事案が多いです。そういった点でも、皆様の業

て壁にうっすらとシミとなって落ちて来るもので

務上からの速やかな対応をしてもらいたいと思い

す。

ます。

エレベーターや排水管の設備も被害を受けます。
消火活動をして消防隊が放水した水が流れていく
と、それがエレベーターの脇やパイプスペースに
入ってしまう。特にエレベーター室に入ると滝の
ように下に落ちていき、しかも燃えた残渣物と一
緒になっているため、エレベーターのオーバーホー
ルが必要なこともあります。
このように高層建物火災では様々なことが発生
します。火災があったら、単に燃えたことだけを考

５. 火災を含めた防災の視点
ここからは火災とは少し視点を変えます。
2 0 1 9 年 1 0 月 1 1 日の台風 1 9 号で、都内でも多く
の区市町村で避難指示や勧告がなされました。
また、2 0 1 8 年の西日本豪雨、2 0 1 9 年の台風 1 5
号と 1 9 号の千葉県内の冠水被害もありました。今
や、水害、地震はいつ起きても不思議ではない状況
です。

えていると後手になりますので、いろいろな損害
が出てくることを前提にして考えてください。大
事なことは、火災が発生したら早い段階から、建物
管理に関わる職員を大勢動員して、罹災者住宅の
チェックや状況を早い段階から調べたほうが良い
ということです。そうしないと、現場で罹災者の対
応をしている職員と本部との認識の違いが大きく
出てしまいます。
「18 階の台所が 15 ㎡燃えただけ
です」と言えば、台所とテーブルが燃えたくらい
で、
「たった 15 ㎡だけか」と、普通でいえばそれで

図26

終わりです。ですが、耐火建物の 20 階や 30 階建て

図２６は 2013 年の国土交通省が住宅に関する不

のマンション火災は、水損や煙損、いろいろな方の

満をアンケート調査したものですが、一番多いの

苦情がたくさん出ます。そのため、早く職員を大量

は高齢者などへの配慮が欠けているということ、

に動員して聞き込みをして、損害状況をきちんと

２位は地震時の住宅の安全性、次に冷房や暖房、防
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犯性、それから台風時の住宅の安全性です。そし

ることが、建物の管理運営上からの災害対応を肌

て、1 0 位くらいに火災に対する安全性があります。

で感じ取る上で役立つかと思います。

火災に対する安全性というのは一般の人からすれ
ば 1 0 番目くらいの認識と言えます。１番は高齢者
に対する配慮ですが、それはどうにもならないと
しても、２番目の地震時の住宅安全や、台風時の安
全というのは、これからは必ず考えていかなけれ
ばならない事案になっています。台風になったと
き、洪水が近づいているとき、具体的にどう行動す
るのかということです。
図28

次に、建物の防火管理についてです。
防火管理をしている方もこの中には、結構いらっ
しゃるかなと思います。普通は建物の管理権限者
の方が防火管理者を選任して、防火管理者が部下
に指示します
（図 28）
。適切な業務をせずに火災に
より死傷者を出した場合などは、建物の管理権限
者が不法行為や業務上過失致死傷などの容疑で逮
図27

それには、災害時の対応がどういうものか知っ

捕されることもあります。
この場合、意図的に、自動火災報知設備の受信

ておく必要があります。現在は公的な支援金や融

機の電源スイッチやベル鳴動を止めていた時は、

資制度が結構あり、また災害弔慰金、被災者生活再

故意によるものと見なされます。建物の管理的立

建支援制度、災害援助資金等などがあります。市

場にある者として業務上の責任を問われる事態に

町村によって若干違いもありますが、そのような

もなります。自動火災感知設備のベル停止などが

制度とそれを専門に扱っている弁護士さんもい

なされていないように注意する必要があります。

らっしゃいます。
住宅を管理されている立場から、災害があった
時にどういう補償や見舞金等制度があるのか。こ
この地域はこういう補償制度がある、ということ
は知っていないと、何か起きてから調べるのでは
遅いように思います。災害があった場合の支援や
補償制度に関するチェック項目を持っていたほう
が良いかと思います。
図２７の右は、2 0 1 9 年台風 1 9 号により、河川が
決壊してビニールハウスの中に泥が入った被害が

図29

あり、私が災害支援ボランティアとして、その泥の

では、共同住宅はどうかと言うと、共同住宅は防

撤去をした時の写真です。皆さんも、これらの災害

火管理からすると難しい面があります。本来は、管

支援ボランティアに参加することをお勧めします。

理責任者は居住者なので、管理組合に所属する住

今やそのような時代なのだということも体験され

人が選任されますが、賃貸の共同住宅の場合、防火
27

管理者を公社や市区町村の担当の方が委託されて

などを踏まえ、そのコミュニティを醸成させるこ

その任務 ( 責務 ) を遂行されることもあります。そ

とにより防火防災に対しての安全性を高めること

して、消防計画の作成や自衛消防訓練などをされ

が必要であり、その方が皆様にとってもやりやす

ることもあります（図２９）。

いことになるものと思います（図３０）。

図30

最初に述べたように、火災を含め災害時に最も

図31

本日は「共同住宅を取り巻く火災等の事象」とい

影響を受ける方というのは、孤立した高齢者です。

うテーマでお話しさせていただきました。ご清聴

そして、その住んでおられる住環境が被害の程度

ありがとうございました。

に影響します。皆さんが防火管理者である時、ある
いはそれらの防火上の役目を担っておられる時は、
「孤立した高齢者に災害の影響がある」ことを念頭
に対応されることが必要かと思います。
それには、高齢により次第にその組織が小さく
なってはいるものの、居住地区を中心にした町会、
自治会があります。できたら皆さんの方からそれ
らの自治会等を支援していただいて、その住環境
の改善に努めて頂けることが一番必要かな、と思
います。
皆さんが全面に出て防災や防火などの対応をさ
れることはなかなか大変ですが、自治会等で活動
されている方がいたら、その人に対して支援して
あげると、その建物全体の安全性が、孤立させない
と言う面で保てるようになり、また、何かあったと
きには連絡もしてくれるようになるかと思います。
建物を管理することはさまざまな設備等のハー
ド面の大変さもあるかと思いますが、住環境を育
てるソフト面も求められています。そして、今や、
孤独死の問題もあります。管理されている建物で
孤独死に立ち会うこともあるかと思いますが、こ
れらのこともその場所での自治会等の活動により
防げる面もあります。住んでいる方たちのルール
28

誌上防火防災セミナー 第３部
「豊田市営樹木住宅建替事業について」
愛知県豊田市都市整備部
このような発表の機会を与えていただきまし
て、まことにありがとうございます。

定住促進課長

岡田 茂克 氏

況でございます。
皆さんに豊田市のイメージを尋ねますと、ほと

機構には、市営住宅の火災保険など日頃から支

んどの方が世界的に有名なトヨタ自動車の企業城

援していただいていることに関しまして、改めて

下町としてのイメージを述べられます。確かに、製

感謝を申し上げます。

造品出荷額にあっては平成 1 4 年から連続して全国

本日は、第 31 回住生活月間功労者表彰で国土交

１位を保つなどの工業都市ですが、実は市域の７割

通省住宅局長表彰を受賞しました豊田市営樹木住

が森林で、写真にも写っておりますスタジアムの

宅建替事業についてご紹介させていただきます。

横には都市部の中央でありながら鮎の友釣りがで
きる矢作川が流れるなど、緑豊かな田園都市でご
ざいます。
人口規模は 4 2 万 5,0 0 0 人余で愛知県内では名古
屋市に次いで２位の人口を有しております。面積
についても約９万 2,0 0 0ha と愛知県内で最も広い
市域を有しております。また、全人口における 1 5
～60 歳の人口比率を表した生産年齢人口比率が
6 4％と生産性の高い都市であり、全国の中核市の
中でも第１位という状況でございます。

図1

本題に入る前に、少し豊田市についてご説明さ
せてください（図１）。

令和元年度の一般会計は 1,843 億円ということ
で、旺盛な企業活動により財政的には豊かな都市
と認識しております。しかしながら、こちらの財政

昨 年 度、流 行 語 大 賞 を 受 賞 し ま し た ONE

も大手企業の動向に大きく左右される状況で、法

TEAM が物語ったように、日本中がラグビーワー

人市民税の地方税から国税への改正により、大き

ルドカップで盛り上がりました。豊田市では、豊田

く税収が減るなど厳しい状況に移行しつつあり、

スタジアムで４試合の予選リーグが予定され、第３

私どもとしては業務の選択と集中が求められてい

戦目には日本のベスト８進出に大きく貢献した日

る状況でございます。

本×サモアが開催され、3 8 － 1 9で日本の勝利を目
にすることができました。最終戦のニュージーラ
ンド×イタリアは台風 24 号の関係で中止となり、
期待していた人たちは大変残念がったという状況
でした。
たびたび話題にもなりましたが、期間中ビール
の消費量が急増し、試合当日は市内の居酒屋・飲食
店でやたらと体格のいい外国の方がビール片手に、
談笑しているという状況でした。現在、豊田市とし
ては、ラグビーワールドカップのレガシーを有効
活用すべく、いろいろな施策に取り組んでいる状

図２

平成 2 9 年に作成しました第８次豊田市総合計画
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では、多角ネットワーク型都市構造の確立と水と

ンキングにおいて、2 0 1 6 年度と 2 0 1 8 年度と連続

緑との調和を図る土地利用の推進を土地利用構想

して第１位をいただきました。

（図２）
に掲げ、将来人口の推移を行っており、2025
年の 43 万人まで緩やかに増え続け、2 0 3 0 年以降は
人口減になるという予測をしております。

図５

住まいに関する支援や制度について、住宅相談
窓口として賜っている状況でございます（図５）。
図３

山間地域等の過疎化対策として、田舎で暮らした

人口動向に注目しますと、企業の動向に大きく

い方へは定住応援補助金のほか、各地区でさまざ

左右されており、リーマン・ショック以降の 2 0 1 1

まな支援制度を展開しております。空き家情報バ

年度から長く、転入者に対して転出者が上回る転

ンクを実施し、一方、都市部においては７地区の土

出超過という状況が続きましたが、平成 28 年度以

地区画整理事業を展開するなど、豊田市としては

降ようやく転入超過へと移行しました（図３）。し

宅地不足に対応している状況でございます。

かしながら、20 歳半ばから 30 歳後半までの、いわ
ゆる家族形成期世代の転出超過が続いており、豊
田市としてはこの家族形成期世代の転出超過解消
も行政課題の一つという状況でございます。

図６

豊田市の公営住宅の現状をご説明させていただ
きます（図６）。豊田市内では市営住宅が 2,3 3 2 戸、
県営住宅 が 5,0 6 6 戸、ＵＲ住宅 が 9 7 9 戸 の 合計
図４

8,377 戸の公営住宅がございます。このうち市営住

定住促進課は、課名のとおり、市営住宅を所管す

宅については、これから説明させていただきます

るだけでなく、豊田市へ定住することを促進する

樹木住宅を含む公営住宅が 2 4 団地 2,0 9 2 戸と、特

部署として、平成 29 年度から新しく設けられた課

定公共賃貸住宅が 10 団地 142 戸、新婚者住宅が１

でございます。
「ファースト暮らすとよた」をスロー

団地 48 戸と、平成 17 年の合併で豊田市に編入さ

ガンに、豊田市への定住プロモーション活動を実

れた山村地域の定住支援として設けられた地域定

施しており（図４）、おかげさまで中核市幸福度ラ

住化促進住宅が７団地 33 戸と、小原活性化促進住
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宅が２団地８戸、農山村定住応援住宅として１団

財政状況の悪化から事業計画を中断・延期するこ

地９戸の合計 45 団地 2,332 戸がございます。

ととなりました。
その後、平成 2 8 年度になりようやく事業再開の
めどが立ち、プロポーザル方式による業者選定を
行い、平成 2 9 年度の１年間で設計と施工を行う
PPP 方式（パブリック・プライベート・パートナー
シップ方式）
による事業展開を経て、平成 3 0 年４月
から入居を開始しました。現在は全戸とも埋まっ
ている状況でございます。

図７

それでは、本題の豊田市営樹木住宅建替事業に
ついてご説明させていただきます（図７）。
まず建設地ですが、赤く丸が描いてあるところ
が樹木住宅でございます。ご覧のように豊田市の
玄関口である名鉄豊田市駅から約１キロに位置し
ており、近くに豊田市美術館や市民文化会館など
文化施設のほか、小学校や中学校にも近いため子
育て環境としては最良の環境と考えております。

図９

事業目的（図９）ですが、民間賃貸住宅では居住

豊田市役所や市体育館である豊田スカイホールか

が困難な世帯などに住宅を供給しつつ、家族形成

らも徒歩圏内であり、豊田市内の公営住宅の中で

期などの一時的な住宅困窮者に住居を提供して、

も最も利便性の高い、条件のいい住宅だと考えて

市内における住宅取得支援を行うこととしており

おります。

ます。
事業の特徴ですが、新たな取り組みとして全 4 8
戸のうち 2 0 戸を家族形成期世代向け住宅として用
意させていただきました。また、用途が住宅という
こともあり、国庫補助に必要な住宅性能は確保し
つつ、民間事業者の標準設計を活用することとし
ました。歳出抑制や事業のスピードアップを図る
ため、民間資金や活力を活用する市営住宅整備事
業として、先ほどの PPP 方式を用いた設計・施工一
括発注方式とさせていただきました。
図８

このほか、住宅を整備した事業者による建物管

事業の経緯（図８）ですが、当初、昭和 3 4 年にコ

理を行わせることにより、入居者組織である自治

ンクリートブロック造平屋建ての市営住宅が 4 8 戸

会の担い手問題を解決するとともに、適正な管理

建設されました。その後、50 年以上経過し、建物の

が実施できることを目指しました。

老朽化や住居水準の不適合から建て替えを計画し
て、平成 20 年には鉄筋コンクリート造４階建ての
市営住宅建て替えを計画しました。ところが、市の
31

工事期間を要し、建設工事を行い、買い取り検査を
実施し、平成 30 年３月に建物の引き渡しを受け、
４月から入居を開始しました。
今回の樹木住宅では、既存入居者すべて移転と
なったため、平成 2 9 年の 1 2 月から 4 8 戸全部に新
規の入居募集を行い、１月末には入居選考会を行
いまして、その後、入居の手続きや説明会を経て入
居を開始したという状況でございます。
図10

豊田市として定めた国庫補助に必要な住宅性能
について説明させていただきます（図 10）。

図 1 1 下段の事業概要は、事業者募集のもので、
予算、期間、整備施設については記載のとおりでご
ざいます。今回の事業募集に当たり、大手ハウス

地方主権一括法により公営住宅法の一部が改正

メーカーをはじめ４社がエントリーしていただい

されました。それまで国土交通省令に定められて

た中から、木造住宅の供給を中心に行っているナ

いた整備基準が事業主体の条例に委任されること

イスグループが最も高い評価を受け、選定されま

となり、豊田市では平成 24 年 12 月に豊田市営住

した。

宅等の整備に関する基準を定める条例を制定しま
した。整備の基準の細目的な規定について、市長が
国の技術的助言を参考に定めました。
住宅性能につきましては、基本的に数値の大き
いものほど性能が高いものとなりますが、結果と
しては事業者から提案された性能はいずれも要求
性能を満たすほか、耐震等級と劣化対策等級につ
いては、要求以上の性能等級ということになりま
した。
図12

今回の樹木住宅建替事業について、選定した事
業者からの提案内容でございます（図 12）。
「森で
つながる街～豊田市産材とスマートウェルネス～」
をキーワードとして、自然素材である木の力を生
かし、豊田市産材の木材を積極的に取り入れるこ
とにより、豊田市の森とともに入居者が健康に暮
らせる住宅づくりを目指したということでござい
ます。
図11

整備事業のスケジュール
（図 11）
ですが、平成 2 8
年１月から事業者募集を始めまして、３月には選考

また、多世代にわたって地域住民がつながる街
とするため、中庭空間をつくることによって住む
人と地域社会のつながりを重視しました。

委員会を開催し事業者を選定しました。４月には

そのほか、断熱性や気密性を高めて、冷暖房のエ

選定した事業者と基本協定を締結し、具体的な建

ネルギー消費を削減し、将来的にはＺＥＨが可能

物設計を行い、６月には買い取り契約の議会承認

な住宅としました。

を経て契約締結を行いました。その後、８カ月間の
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図13

図15

環境と地域貢献についての提案でございます
（図

実際の建設工事のスケジュールでございます
（図

1 3）
。豊田市の森の木材を使い、木で家を建てるこ

1 5）。事業地の取付道路が幅員４メートルしかな

とによって、地域環境の循環から CO 2といった世

く、仮設の道路拡幅や地形を生かした造成計画を

界環境への貢献をとなえております。また、住まい

することによって、敷地造成による周辺環境への

の高断熱化により健康な暮らしや、省エネルギー

影響を極力少なくするように配慮して施工を進め

効果を期待した家づくりを提案されました。また、

ていただきました。

寝室の一面の壁を天然木質壁とすることにより、
入居者の健康増進も提案されております。

また、施工の効率から３棟同時に順次、基礎、棟
上げ、外壁取り付け、木工事、内装工事と進めてお
りまして、平成 2 9 年 1 2 月末には建物工事をほぼ完
了しております。その後、給排水設備工事や駐車場
整備といった外構工事を進め、平成 30 年１月末に
は検査や手直しを残して工事を完了しました。
当初、今までの市営住宅と異なる木造２階建て
ということもあり、本当に８カ月間の工期でできる
のかと心配していたのですが、結果としては順調
に工事が進められ、予定どおりに事業が進み、安堵
したという状況でございました。

図14

住宅の維持管理についての提案でございます
（図
1 4）。住宅履歴情報の「いえかるて」や自治会活動
をウェブサービスする「まちねっと」の採用は今回
見送ってしまったのですが、緊急駆けつけサービ
スの「991」と、地域の防災拠点ということで協議
した結果、備蓄防災倉庫や特殊ベンチなどの設置
はできませんでしたが、樹木自治区を巻き込んだ
防災イベントを開催したという状況でございます。
図16

豊田市営樹木住宅の配置計画図でございます
（図 1 6）。住宅用地を巡回する道路は、構内道路を
整備しております。あと、北側と南側に駐車場をま
とめております。一戸当たり１台を確保するとい
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うことで整備しております。住宅地の中央に中庭
と歩行者用通路を設けております。このうちの３
棟は平屋建てで、１LDK を 14 戸用意させていただ
いております。こちらのほうは、高齢者を中心に応
募が殺到したという状況で、樹木住宅の中でも非
常に人気の高い住戸となっております。残りの８
棟につきましては、基本的に２階建てで２LDK を
3 4 戸用意し、そのうちの 20 戸は家族形成期支援住
戸として募集し、冒頭ご説明したように、すべて埋
まっているという状況でございます。

図18

こちらは、その棟の２階平面図でございます
（図

この配置図を見てお気づきになった方もいるか

1 8）。収納スペースを設けた洋室が２部屋と、２階

もしれませんが、豊田市営樹木住宅建替事業では、

にユニットバスと洗面所がございます。家族形成

通常、公営住宅で設けられる集会所だとか公園を

期支援住戸も同様の間取りです。こちらの平面図

整備しておりません。実はこの敷地に隣接した東

をご覧になった方の中には、ちょっと狭いのでは

側の敷地に樹木自治区の区民会館があります。自

ないのかなと思われる方も実際いらっしゃると思

治区のご理解から、市営住宅の入居者も自治区民

います。実はそのとおりでございまして、豊田市と

ということで、入居者が集会を催すときは区民会

してはあえて床面積の小さいプランとさせていた

館を使っていいというご理解をいただけて、あえ

だきました。

て集会所をつくるのをやめております。
また、南側駐車場の反対側に樹木神社と樹木公

今まで、一戸当りの床面積が建て替えのたびに
大きくなっているという状況でございましたが、

園という地域公園があり、子どもを抱えた家族形

公共施設の規模最適化を考慮する中で、最低居住

成期世代の憩いの場になっているという状況でご

面積も考慮してこの床面積を設定したという状況

ざいます。

でございます。

図17

図19

２階建ての１階平面図でございます（図 1 7）。棟

図 1 9は立面図断面図で、普通の木造２階建ての

によって北入りと南入りの２パターンがあります

メゾネットタイプのアパートだということが、こ

が、基本的に間取りは同じで、玄関ホールに面して

の図面を見ていただければわかるかと思います。

トイレや階段がございます。約 18 ㎡の LDK が配
置されております。また、玄関前の供用廊下を挟ん
で駐輪場を用意しています。
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誌上防火防災セミナー 「豊田市営樹木住宅建替事業
第 3 部 について」

れいな状態でございますが、現在は入居からそれ
なりの日数が経過し、生活感のあふれた状況になっ
ております。

図20

こちらは平屋建ての平面図でございます
（図 2 0）
。
入居人数は２～３名で、北入りと南入りの２パター
ンがありますが、基本的な間取りは一緒でござい
ます。玄関ホールに面してトイレや洗面、脱衣所、

図23

ユニットバスがあり、あとはダイニングキッチン

こ ち ら は２階建 て 住宅 の２階 の 洋室、１階 の

と洋室を配置しているという状況でございます。

LDK、ユニットバスといった内部写真でございま
す
（図 23）
。こちらも竣工写真ということできれい
な状況でございます。この写真から、一般的な賃貸
住宅であるということがわかるかと思います。

図21

立面図及び断面図でございます
（図 2 1）
。平屋だ
ということと、非常に日当たりがいいということ
で、入居者からは非常に好評でございます。

図24

こちらは平屋建ての内部写真（図 2 4）で、ダイニ
ングキッチンと洋室、ユニットバスでございます。
先ほども言いましたが、日当たりが抜群というこ
とで、大変人気がございます。

図22

中庭を中心に平屋建てと２階建ての住宅の外観
でございます（図 22）。竣工写真のため、本当にき
35

とによって共用部の管理部位を少なくする一方、
もし公営住宅が不用になった場合につきましては、
処分や転用を容易にするようにしていきたいと考
えております。
いずれにしましても、私ども定住促進課としま
しては、今後も市営住宅のセーフティーネット住
宅としての役割を意識しながら、よりよい市営住
宅を建設・管理・運営できるよう鋭意努力してまい
図25

最後に事業の成果をまとめてご報告させていた
だきます（図 25）。
まず、民間活力を導入した発注方式と民間事業
者の標準設計により、約１年半の事業期間の短縮、
約２割の事業費削減を達成しました。
また、当初の課題懸案である家族形成期の転出
超過への効果は、今後の検証が必要ですが、20 軒
の家族形成期の方々が樹木住宅に住んだというこ
とは実績と考えております。このほか、約 142 ㎥の
地域産材を活用できました。公共建築物に地域産
材を用いた実績として評価したということでござ
います。事業者における共用部管理につきまして
も、今のところ問題なく進捗しており、費用も含め
数年の実績をもとに評価するつもりでございます。
今回、豊田市営樹木住宅建替事業は、豊田市に
とって今までの建替事業とは大きく異なった事業
でございました。PPP 方式の導入、木造の公営住
宅、住宅性能評価の整備、家族形成期支援住戸の
設置、事業者による共用部管理の共益費徴収と
いった新たな取り組みに加え、事業の中断と再開
もありましたので、地域の理解など個別事項が加
わり、私どもとしては近年稀にみる難事業でござ
いました。
本当にこの事業がうまくいったかどうかという
部分につきましては、もうしばらくお時間をいた
だくことになろうかと思いますが、平成 30 年３月
に策定しました豊田市営住宅ストック総合活用計
画では、この後、３住宅の建替事業を行っていく予
定でございます。豊田市としては今後の社会ニー
ズに対応可能な市営住宅とすべく、大規模な住宅
団地とはせずに、樹木住宅のように低層とするこ
36

る所存でございます。
ご清聴ありがとうございました。

よくあるお問い合わせ

Ｑ＆Ａ

会員の皆様より、お問い合わせいただきました手続きや制度についてのご質問に回答いたします。

【機構ＨＰ会員専用サイト】に関するご質問
Q

Q

機構ＨＰから会員専用ＨＰにログインする際に、パスワードを忘れた場合

ログイン画面よりパスワードを再発行することができます。
【機構ＨＰ】https://www.kojukyo.or.jp/

A
A

①機構ホームページのトップ画面で、下図の①をクリックする。
②会員ＩＤとメールアドレスを入力後、送信する。
③パスワード再発行 URL が記載されたメールが、ご登録のメールアドレスに送られてきま
すので、メール本文中の URL を利用しパスワードの再発行を行ってください。
機構ＨＰ会員専用サイトログイン画面（ＨＰ右上）

1

Q
A

会員専用ＨＰログインに３回失敗し、アカウントロックがかかってしまった場合
ロックがかかってから３０分経過しますと自動的にロックが解除されます。
パスワードがわからない等ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡く
ださい。
お問い合わせ先：ＴＥＬ 0 3-3 5 0 1-9 4 9 7（事業部）
Ｅ -mail jigyou@kojukyo.or.jp
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～ 会員の声 ～

この部分は会員向けサイトでのみ公開しております。
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機構の動き
会員状況
区

分

都道府県
市
区
町
村
合
計

平成30年度末
47
288
348
683

加

平成31年4月～令和2年3月期
入
退 会
0
5
2
7

令和元年度末
0
0
1
1

47
293
349
689

令和元年度被災報告

この部分は会員向けサイトでのみ公開しております。
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機構の動き

この部分は会員向けサイトでのみ公開しております。
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1 規程が改正されました
令和元年度第２回定例理事会（令和２年３月２６日開催）において、住宅防火施設整備補助事業実
施規程が改正されました。
公営住宅の高齢者世帯等入居者に対する防火活動支援事業を試行的に補助対象とすることを規
定するとともに、補助事業の承認及び調整方法についての規定を整備しました。
（４～６ページ参照）

2 令和２年度公営住宅等火災共済業務連絡会議について
例年実施しております「公営住宅等火災共済業務連絡会議」につきましては、新型コロナウィル
ス感染症拡大防止の観点から、開催について現在検討中です。

3 会議報告
●令和元年度第２回定例理事会（令和２年３月２６日、東京都千代田区平河町「ルポール麹町」）
理事及び監事 1 2 名が出席し、令和２年度事業計画及び収支予算等について審議し決定されま
した。
●令和２年度第１回定例理事会
令和２年５月 21 日
（木）
に開催を予定していましたが、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点
から、令和元年度事業報告及び決算等について、書面による決議の手続きを行っています。

4 令和 2 年度の会議予定
●定時総会

（令和２年６月２４日
（水）
に開催を予定していましたが、新型コロナウィ
ルス感染症拡大防止の観点から、延期の方向で検討しています。）
●臨時理事会・運営協議会 （令和２年１１月１１日（水）、東京都千代田区平河町「ルポール麹町」）
●７０周年記念フォーラム （
〃
）
●防火防災セミナー
（令和３年 ２月中旬）
●第２回定例理事会
（令和３年 ３月下旬）
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７０周年記念事業について vol.1
おかげさまで当機構は令和 2 年 3 月 31 日をもちまして、
「創立 70 周年」を迎えました。
今号より、70 周年記念事業の内容や進捗状況等をご紹介させていただきます。

○創立 70 周年ロゴマークのご紹介
令和 2 年 3 月 2 日の 7 0 周年記念事業準備委員会において、当機構のロゴマークをモチーフにした創立 7 0
周年ロゴマークが決定しました。決定したロゴマークは、封筒・名刺等の印刷物やホームページ等で活用し
てまいります。
当機構ロゴマーク

創立 7 0 周年ロゴマーク

○当機構ホームページのご紹介
当機構ＨＰにおいて、70 周年記念事業の内容等を掲載しております。
＜ＵＲＬ＞ https://www.kojukyo.or.jp 公営住宅

火災共済

で 検索

※今後、ＨＰについては、会員の皆様により一層分かりやすく、ご活用いただけるようリニューアルする予
定です。
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編

集

後

記

新型コロナウィルスの感染拡大により、外出自粛、時差出勤やテレワーク導入等の要請がなされ、
私たちの生活や経済に大きな影響が広がっています。このような要請に従い、当機構でも交代で勤務
することにより人と人との接触を削減するなど、感染拡大防止の対策を行っています。この編集後記
も自宅待機している間に執筆することとなりました。
この目に見えないウィルスに私たちは多くの行動を制限され、翻弄され、途方に暮れるばかりです
が、このような状況の中にあっても、「今できることをしよう」という人々の存在には非常に勇気づ
けられます。
外出自粛や学校閉鎖などにより運動不足を心配する人々のために、多くのアスリートが自宅ででき
るエクササイズを SNS 上で発信したり、来客数が激減したレストランがテイクアウトを始めるなど、
困難な状況にあっても前向きな姿勢でいることはとても大切であると考えさせられます。
「マンモスや恐竜のような大型で力が強い動物でさえ絶滅を余儀なくされてきたが、人間は力の弱
さゆえ単独では生き延びられないことを学び、言葉を用いて他の人間と信頼しあい、力を合わせ協力
してきたからこそ生き延びることができた。」と聞いたことがあります。感染拡大防止のためとはいえ、
人と人との接触を削減するのは寂しい限りですが、人々が協力し合い、感染が終息することを心から
祈っています。
当機構では、今年度住宅防火施設整備補助事業の一環として「防火活動支援事業」を試行的に実施
いたします。一般的に火災は減少傾向にありますが、当機構にご契約いただいている公営住宅等につ
いては、近年大規模火災により多額の被害が発生しています。これまでの消火器等に対する補助に加
えて、防火設備の使用方法の周知徹底を図る等の防火活動に対して支援を行うことにより、火災の発
生が抑制できないかと考えております。
私たちの大切な公営住宅を火災による被害から守るため、「今できること」を実施してまいります。
会員の皆様のご協力を心からお願い申し上げます。
W.Y.
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火災や自然災害により被害を受けた共済加入住宅等 ( 被災住宅 ) はありませんか？
ある場合には、速やかに「被災報告書」のご提出をお願いいたします。
対象事業

書式

方法（共通）

災

火災共済給付金

別記様式６

①オンライン申請システムによる送信

自然災害

住宅災害見舞金

別記様式９

② E-mail または FAX による送信※

火

※書式は機構ホームページよりダウンロード可能

～ご参考：請求手続き全体の流れ～
被災後遅滞なく
（遅くとも被災した日
の属する年度末まで）

【会員】 被災報告書の提出

修復経費/被害概算額
確定後速やかに
（被災日から３年以内）

請求書等受理から30日以内

請求書等の提出
内容審査 → 金額決定
→ 通知 → 送金

【機構】

＜問い合わせ先：事業部＞
T E L：03-3501-9497
F A X：03-3501-6914
E-mail：jigyou@kojukyo.or.jp

グランスイート
虎ノ門

虎ノ門ヒルズ

公益社団法人

全国公営住宅火災共済機構

〒105-0001 東京都港区虎ノ門２丁目３番１
７号 虎ノ門２丁目タワー２
１階 ◇編集協力／ＳＥＩビジネスクリエイツ株式会社

米国大使館前
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会員の皆様へ
被災報告書の提出のお願い

