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第６章 地震火災による人的被害を軽減するために実施すべき対策 

 

 これまでの審議の結果を踏まえ、地震火災による人的被害を軽減するために

実施すべき対策を次のとおりまとめた。 

 

第１節 地震時の出火の減少に関する対策 

 

 １ 出火原因となる器具の安全装置の向上 

  ⑴ 家電製品等への転倒 OFF スイッチの搭載【他機関への要請】 

    火気・電気器具が転倒や地震の揺れによる出火を必ず消火することに

より、死者数は大幅に減尐する。このことから、石油ストーブ等のガス・

油を燃料とする器具と同様に、ガステーブルや電気ストーブなどの地震

の揺れによる出火の可能性が高い家電製品等に転倒 OFF スイッチや転倒

時には再通電しない二重安全転倒スイッチ等の他に多重的な安全装置を

搭載することによって、地震時の出火を大幅に減尐させることができる。 

    家電製品等への転倒 OFF スイッチ等の搭載は義務付けられていないこ

とから、日本工業規格（JIS）による基準が定められるよう、併せて、地

震に対する安全性の高い家電製品等の開発について関係機関へ働きかけ

をしていく必要がある。 

  ⑵ 安全装置が無い古い家電製品等の注意喚起【他機関への要請】  

    今後製造される出火のリスクが高い家電製品等において安全装置が装

備されても、過去に製造・販売された安全装置が装備されていない古い

家電製品等での出火リスクは無くならないことから、地震時の出火防止

の観点からは、安全性が十分に確保されていない古い家電製品等に対す

る注意喚起、さらには当該家電製品等の使用停止、買換え促進等のため

の新たな取組も重要となる。 

 

 ２ 感震機能付き分電盤等の普及 

  ⑴ 電気遮断による生活への影響の認知【都民への周知】 

    近年の地震時に発生した火災は、電気に起因する火災が最も多いこと

から、これらの出火を抑制することは、確実に死者数の減尐に繋がる。 

例えば、一定の地震動を感知して、ブレーカーを遮断する感震機能付

き分電盤は、電気器具等の使用時や居住者が不在時の電気器具等からの

出火防止対策に有効である。 

しかしながら、電気の遮断による避難時の照明や医療器具への影響、IP

電話が使用不能になる等、様々な生活形態を考慮した普及を行っていく

必要がある。 
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  ⑵ 感震機能付き分電盤の特徴等の認知【都民への周知】 

地震時に通電を遮断する装置等には、揺れを感知して物理的にブレー

カーを落として通電を遮断する装置やコンセントに設置して個別に通電

を遮断する装置等の様々な機器が存在することから、住民がそれらの機

器の特徴や機能を十分に確認し設置できるように情報提供を行う必要が

ある。 

  ⑶ 感震機能付き分電盤の普及【他機関への要請】 

感震機能付き分電盤は、業界団体による自主規格があり、その特徴・

機能は担保されていることから、ハウスメーカー等の業界団体に対して、

新築やリフォーム時に標準装備として設置することを促していく必要が

ある。 

 

３ 避難時のブレーカーの遮断及び通電時の居室の確認【都民への周知】 

   電気に起因する火災は、震動直後だけでなく一定時間経過後の通電時に

出火する可能性がある。そのため避難中に出火することがないように、自

宅から避難する場合には、ブレーカーの遮断を行ってから避難することを

引き続き住民に徹底していく必要がある。 

   また、帰宅時にブレーカーを再度入れ通電する際には、電気器具等から

出火することのないように電気器具等自体や部屋の安全確認を必ず行うこ

とも周知していく必要がある。 

 

 ４ 電力会社等による再通電時の安全確認の徹底【他機関への要請】 

   兵庫県南部地震では、再通電時に火災が散見されたという事例があった

ことから、電力会社等はその後の新潟県中越地震において、戸別に確認し

た後に通電を行った。 

   また、東北地方太平洋沖地震時においても、津波による床上浸水等の被

害の大きい地域では、火災を防止する目的で一軒ずつ内線設備の絶縁抵抗

を測定して、安全を確認し、その上で通電を行った。 

これらの事実を踏まえ、引き続き確実な安全確認後の通電が電力会社等

により担保されるように、電力会社等に働きかけていく必要がある。 

 

 ５ 出火防止のための家具類の転倒・落下・移動防止対策の推進 

  ⑴ 家具類の転倒・落下・移動防止対策の徹底【都民への周知】 

    家具類の転倒・落下・移動防止対策は、人的被害などの発生防止ばか

りでなく、地震時の出火防止としても有効であり、火災による死者数の

減尐に大きく寄与する。この対策は、一般的に地震時の死者や怪我人の

発生、逃げられなくなるのを防ぐための対策として推進されてきたが、

地震時の出火防止対策としても非常に大きな役割を果たすことを周知す

る必要がある。 
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  ⑵ 家具類の転倒・落下・移動防止対策の効果の認知【都民への周知】 

一つの世帯が家具類の転倒・落下・移動防止対策を実施することによ

って、どれだけの出火を防ぐことができ、どれだけの人命が助かること

ができるのかを具体的に数値で表し、図 6-1-1 に例示するような住民に

判りやすい資料を用いて説明していくことも必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1-1 広報媒体に活用する資料イメージ（足立区を例として） 

  

６ 平常時からの住宅火災対策 

 ⑴ 住宅用火災警報器の維持管理【都民への周知】 

地震時の出火防止対策を進めていく上で、出火源となる器具側の対策

だけでなく、着火物側の対策についても進めていく必要がある。平常時

の出火防止対策として、東京消防庁では、寝具やカーテン、衣類等に防

炎品を導入するように進めている。 

    着火物側を燃えにくい防炎品とすることによって、延焼を遅らせるこ

とができ、初期消火の成功につながる可能性が高くなる。防炎品の導入

は、日頃からの住宅火災対策として有効なだけでなく、震災時にも延焼

拡大や人的被害の軽減に効果がある。 

    また、住宅用火災警報器は震災時でも火災の発見に寄与することから、

設置促進及び適正な維持管理の周知を定期的かつ継続的に行っていくこ

とが必要である。 

  ⑵ 平常時の出火対策の重要性の認知【都民への周知】 

ストーブ等の出火源となるような器具の周りの整理整頓やコンセント

部及びその周辺の清掃、住宅用消火器の設置など普段の出火に備えた対

策は、震災時の出火防止にも効果があり、平常時からの住宅火災対策は、

震災時の出火防止に有効であることを周知していく必要がある。 

 

家具類の転倒・落下・移動防止対策による
出火防止で、命が助かる！

家具類の転倒・落下・移動防止対策は

自分の命を守るだけでなく、

地震時の出火防止に効果があります！

過去の地震では、揺れにより家具が

転倒したり、物が落ちることにより、

可燃物がストーブなどに接触して

多くの火災が発生しています。

みんなが家具類の転倒・落下・移動防止対策を

行うことで、足立区内で20件の火災を防ぎ、

火災の減少により178人もの命が助かります！

東京消防庁調べ（※ 本資料における死者数とは、火災による死者数を示しており、家具転倒等による圧死は含みません。）
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第２節 地震時の初期消火活動に関する対策 

 

１ 初期消火資器材の充実による地域の防災力向上 

⑴ 初期消火資器材の増強【他機関への要請】 

初期消火資器材の配置場所、消防水利位置、人口や市街地状況などか

ら初期消火可能な範囲や件数を算定した。消火可能範囲では木造系予想

出火件数から考慮した出火確率は極めて低く、1 基の初期消火資器材の配

置で 1 件の火災を消火できるというわけではないが、数多く配置され活

用されることで着実な成果は見込める。そのため、未設置の町会・自治

会等には配置を働きかけるとともに、消火可能範囲を広げられるように

追加の配置を区市町村等に要望していく必要がある。 

スタンドパイプは、C 級、D 級軽可搬消防ポンプに比べて尐人数で操作

できることや、狭いスペースに設置できることなど機動性が高いことが

利点であることから、路上などの空きスペースや店舗などの多くの人が

認知できる場所に配置することも有効である。既に町会・自治会等の独

自の対策として、消火栓の近傍にスタンドパイプを設置している事例も

ある(図 6-2-1)。 

しかし、スタンドパイプは断水により消火栓が使用不能となる場合は

使用できないことから、スタンドパイプのみに頼ることなく防火水槽や

自然水利を活用できる C 級、D 級軽可搬消防ポンプの整備、維持管理も

進めていく必要がある。 

 

 

図 6-2-1 スタンドパイプの整備例 

   

 

 

 

 

 

スタンドパイプ
ボックス

消火栓
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⑵ 震災時に有効活用するための初期消火資器材の配置場所の検討【都民

への周知】 

初期消火資器材を震災時に有効に活用するためには、搬送可能範囲内

に水利が多く含まれる場所へ配置を検討するなど、水利位置を考慮した

配置をする必要がある。 

複数の初期消火資器材を保有していながら同一場所で保管している町

会・自治会については、地域住民に配置場所の違いによる初期消火効果

の差を認識させ、町会・自治会の範囲をより広くカバーできる場所への

再配置を促す必要がある。消防機関が町会・自治会の防災倉庫といった

場所以外に配置できるように、地域の事業所などに対して初期消火資器

材の配置の必要性を訴えて、協力要請の支援を行っていく必要がある。

設置する際には、建物やブロック塀などの倒壊のおそれのない場所に配

置することを留意しなければならない。 

⑶ 震災時に使用可能な水利の把握【都民への周知】 

震災時に住民が初期消火資器材を活用して円滑な初期消火を行うため

には、住民が消火栓や防火水槽の場所を事前に把握しておく必要がある。

そのためには、消火栓や防火水槽の位置を記した地図の配布はもちろん、

日頃からこれを防災訓練等で活用することが重要である。 

また、自治体によっては消防水利の要件は満たさない 5m
3 程度小型水

槽を公園等に設置しているところもある。このような地域情報も併せて

記載しておくとともに、住民がまち歩き等を行い、建物やブロック塀な

どの倒壊などで水利が使用できない可能性についても注意喚起しておく

ことが有効である。 

⑷ 大型消火器などの資器材の配置【他機関への要請】 

空間解析により地図上で明らかとなった初期消火が困難な地域につい

ては、C 級、D 級軽可搬消防ポンプ、スタンドパイプ以外に、街頭消火

器の増強や消火能力の高い大型消火器などの配置を推進していく必要が

ある。 

 

２ 住民や地域の防災行動力向上による被害軽減対策 

⑴  防災訓練参加者の増加【都民への周知】 

住民は目的や目標を理解した上で、町会・自治会の訓練に参加するこ

とが重要である。訓練参加により、資器材の操作の習熟はもちろんのこ

と、消火資器材や水利の配置場所を知るだけでも重要なことである。訓

練に参加することによって、高い防災意識を認識させ震災時には積極的

に消火活動に参加する動機づけをしていくことが重要である。 

また、訓練参加者の高齢化や新規の参加者が尐ないことが課題となっ 

ているが、引き続き防災訓練の重要性を大学や高校等の教育機関へ訴え

て、若年層の訓練参加を促していくことが重要である。 
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⑵  初期消火資器材取扱いの習熟や具体的な目的をもった訓練の推進【都 

民への周知】 

住民は街の防災上の地域特性を考慮した訓練を行うことが重要である。

住民は資器材倉庫の位置や水利位置の現状を把握して、町会・自治会内

の様々な場所で出火することを想定した訓練を行うことが大切である。 

  ⑶ 地域の特性を反映した訓練指導【消防機関が検討・実施】 

訓練指導を行う消防署所や消防職員は、住民と一緒にその地域にとっ

て重要な訓練方法を考え、町会・自治会等の特性を反映し、個別、具体

的に指導することが必要である。 

⑷ 隣接町会・自治会間、地域事業所等との合同訓練及び連携の強化【都

民への周知】 

隣接する町会・自治会の境界を越えた初期消火活動を行い、お互いの

消火困難な地域を補い合うことができれば、一層の被害軽減に繋がる。

震災時に町会・自治会の境界を越えた消火活動が可能となるように、平

常時から話合いや訓練を合同で行い、連携を図っていくことが重要であ

る。 

特に、町会・自治会の境界を越えた延焼が懸念される地域や、現在配

置されている初期消火資器材では消火が困難な地域は、震災時には近隣

の町会・自治会と協力する体制を組めるように町会・自治会間で協定を

結ぶなど連携を強化する必要がある。 

また、地域の事業所の従業員等に対しても、事業所近辺の自主防災組

織等の訓練に参加することを促すことも必要である。 

⑸ 地図の活用による地域の危険性の把握【都民への周知】 

本審議で作成した防災地図等を活用することによって、住民に軽可搬

消防ポンプやスタンドパイプを使った初期消火が可能な地域や困難な地

域を示し、地域の実態を把握してもらうことが重要である。その上で、

住民自ら効果的な目標を立て、訓練を実施していくよう促すことが大切

である。 
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第３節 地震時の延焼被害の軽減に関する対策 

 

１ 非常用ポンプ車の増強【消防機関が検討・実施】 

   非常用ポンプ車を増強することによって、延焼面積及び死者数が減尐す

ることが確認できた。その効果については消防署によって異なるが、木造

住宅密集地域が含まれる延焼危険の高い消防署管内では、その効果が大き

く、延焼危険の低い消防署とは差が見られた。 

したがって、現有の非常用ポンプ車を確保することは当然のことながら、

これらのことを考慮して、優先順位を決めて増強していく必要がある。 

   また、消防署によっては車両の保管が困難なことから、方面単位で場所

を確保して保管するという方策の検討も必要である。 

 

２ 消防署に配備されている可搬消防ポンプの有効活用【消防機関が検討・

実施】 

消防署に配備されている可搬消防ポンプを活用することにより大幅な延

焼面積及び死者数の減尐につながることが確認できた。震災時には早期に

「可搬ポンプ隊」を編成することが重要であり、管内の被害状況に応じて、

尐ない人数で可搬消防ポンプを運用する早期の判断が必要である。 

また、震災時には、道路状況により、可搬消防ポンプを車両で運用する場

合や手引きで運用する場合など様々な状況が考えられることから、消防署と

近隣の事業所間で可搬消防ポンプを積載する車両やドライバーの確保の協

定、消防団員の活用などの対策を、引き続き推進していく必要がある。 

 

３ 震災時における多様な水利の整備、確保【消防機関が検討・実施】 

  整備基準に達していないメッシュに水利を整備することによって、延焼

面積及び死者数が減尐することが確認できた。このことから、不足メッシ

ュの解消に向けて、引続き水利の必要性を関係機関等に訴えるとともに連

携を図りながら、整備用地を確保することが重要である。 

  また、不足メッシュにおいて、近隣に河川等の巨大水利が存在する場合

は、それらを積極的に有効活用することによって、メッシュ内からの火災

を十分に消火できる可能性もあることから、これらを考慮した水利の確保

が重要である。 

  そのためには、河川等において容易に消防ポンプ車が部署し、取水でき

る環境を関係機関等と協議し整えていくことも必要である。  

 

４ 延焼面積拡大速度を考慮した震災時の出場順位の検討【消防機関が検

討・実施】 

   現行の震災出場区は、延焼危険度（延焼面積）等を考慮して定められて

いるが、出火場所によっては、これらによらず延焼面積が拡大する速度（延
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焼面積拡大速度）が大きい地域を先に対応することによって、延焼面積及

び死者数の減尐につながることが確認された。 

   したがって、現行の延焼危険度を原則とした震災出場区を基本としつつ、

延焼面積拡大速度が大きい地域については、これらを考慮した出場につい

て再検討するなどの新たな方針の検討を進める必要がある。 

 

５ 消防隊等の出場判断時間の検討【消防機関が検討・実施】 

   震災時は、発災直後から火災が多発し、その延焼危険性は様々であるが、

様々な検証結果から、一定時間待機した後に延焼危険性の高い出火点から

優先的に出場することによって、延焼面積及び死者数を減尐させることが

可能であることが明らかになった。各消防署は同じ管内でも地域によって

延焼危険性は異なることから、メッシュごとの延焼危険性を十分に把握し

ておく必要がある。 

   このことから、消防署では評価計算結果を事前に検討し、発災時刻によ

っても異なるが、平素から管内特性に合った出場判断時間の検討が必要で

ある。 

 

 ６ 各消防署別の震災消防活動時の基礎資料の活用【消防機関が検討・実施】 

   消防活動を考慮して消防署ごとに出火件数別の時間経過を踏まえた延焼

による延焼及び人的被害量を算定した。 

これらの算定結果は、大規模地震発生時に備えた消防署単位で行う事前

検討や図上訓練時に活用することは、災害規模を明確に捉えられることか

ら大変有効である。 

   また、これらの資料は、事前の検討資料としてだけでなく、発災時の活

用を考慮し、ノートパソコンなど簡便な機器が活用できるようなシステム

化する必要がある。 

 

７ 道路沿道建物耐震化による震災時通行不能道路の解消【他機関への要請】 

   道路沿道建物の耐震化により震災時の通行不能道路を解消することによ

って、延焼面積及び死者数が減尐することが確認できた。震災時に消火活

動を行う上で、道路の通行の可否は非常に重要である。震災時に通行が困

難と予想される道路が通行可能となることによって、消火活動環境は飛躍

的に向上する。このことは、道路沿道建物の耐震化が推進されることによ

って、実現可能となることから、消防機関はまちづくりへの助言や参画等

の機会において関係機関等に要望していく必要がある。 

   また、多くの道路が通行可能となることは、火災被害拡大だけでなく、

救助及び避難においても大きな効果を発揮することから、これらを併せた

説明をしていくことも重要である。 
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第４節 地震時の避難場所への避難支援に関する対策 

 

１ 火災情報の情報発信【消防機関が検討・実施】 

消防署は、避難行動要支援者支援を行う区市町村等に対して、火災情報

の提供の徹底を図る必要がある。特に、延焼火災周辺の避難行動要支援者

を自主防災組織等がリヤカー等による搬送支援を行えるような取組の促進

が必要である。 

 

２ 火災の早期覚知【消防機関が検討・実施】 

避難行動要支援者に迅速な支援対応を行うため、119 番通報や駆付等以外

にも、火災の早期発見のため、区市町村等が設置している高所カメラも消

防署で活用できるように積極的に協定等を推進していく必要がある。  

また、東京消防庁が運用している携帯電話等による情報収集を行う「早

期災害情報システム」は、火災の覚知の早期化に効果的であることから、

利用者拡大も検討していく必要がある。 

 

３ 避難行動要支援者の安否確認の方法【都民への周知】 

大規模地震が発生した場合には、近隣の居住者に声をかけるなど、住民

同士で隣近所の安否確認し支援し合うことが重要である。 

例えば、平成 26 年 11 月 22 日に発生した長野県北部を震源とする地震で、

建物全壊が多く発生した長野県北安曇郡白馬村堀之内の集落（90 世帯 236

人 1)）では、10 世帯ほどに 1 人の割合で組長がおり、組長らによる受け持

ち世帯の安否確認が行われて 2)、被災者の安否確認が迅速に行われた。 

大規模な町会単位の自主防災組織等で地震後の安否確認などを行う体制

をとっている地域もあるが、早急な安全確認体制を確保するには、町会単位

よりも小さい単位、数世帯による隣保共助の体制で支援し合うことも効果的

な地域もあることから、状況に見合った体制を推奨することが必要である。 

 

４ 避難行動要支援者名簿の情報の追加【他機関への要請】 

区市町村が作成する避難行動要支援者名簿は、家族等との同居有無など

が判別できる項目が無い名簿もある。一人では助けを外に呼びに行くこと

もできないため、独居の避難行動要支援者を優先して支援する必要がある。

したがって、避難行動要支援者名簿に独居である旨が把握できるように消

防署から区市町村の関連部局に要望していく必要がある。 

一方で、常に家族等の同居人が居る訳ではないので、家族等が居ない場

合に避難困難となる場合も考慮し、優先度を踏まえ安否確認を行う必要が

ある。 
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５ 搬送用資器材の増強【消防機関が検討・実施】【他機関への要請】 

避難行動要支援者を安全な場所に搬送するためには、リヤカーなどの搬

送用資器材が必要になる。それらを増強することにより、一度に多くの避

難行動要支援者を搬送することが可能になる。さらに、搬送用資器材が不

足している地域への貸し出しも可能となる。消防署所や一部の自主防災組

織等ではすでにリヤカー等が配置されているが、避難行動要支援者搬送に

係る搬送用資器材の増強を図る必要がある。 

 

６ 安全に避難することを念頭に置いた初期消火活動の推進【消防機関が検

討・実施】 

設定した領域に出火点を配置し、それらを結ぶことで三角形の領域を作

成して避難の限界時間を検討したシミュレーションで、安全に避難するた

めの時間的限界があることが把握できた。避難場所まで避難する間の安全

の確保を念頭に入れた上で自主防災組織等の初期消火活動を行うことを、

消防署は防災訓練指導の中に取り入れていく必要がある。 
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第５節 今後の課題 

 

 １ 耐火造建物からの出火と上層階への延焼に係る解明 

本審議では、各消防署の予想出火件数の火災が全て木造系建物から出火

したものとして、被害軽減対策効果等について算定した。これは、延焼拡

大の可能性が高い出火のみを扱うものとして、激甚な延焼被害を想定して

被害軽減対策を考える必要があるためである。 

しかし、各消防署の予想出火件数のうち約半数は耐火造建物からの出火

であり、人的被害の軽減や震災時の消防活動戦術等の面から、震災時の耐

火造建物からの出火についても無視することはできない。耐火造建物から

の出火は、木造系建物からの出火に比べて、他の建物への延焼する危険性

は低いが、地震時にはスプリンクラーや防火扉等の消防用設備が作動しな

い可能性もあることも含めて、他層階への延焼する危険性もあり、出火す

る階数によっては大きな被害となる可能性がある。 

地震時の大規模な耐火造建物からの出火については、面的な延焼拡大危

険こそ大きくはないが、これまで十分に検討されてこなかった被害が発生

することが予想されることから、消防力を大量に投入する必要も出てくる。 

本審議では、これらの耐火造建物からの出火した場合の延焼状況とそれ

に伴う人的被害の発生については、検討を行っていないことから、今後は

これらを含めた延焼被害及び人的被害の軽減についても検討していく必要

がある。 

 

２ 地震火災発生時の避難場所等への避難行動中の解明 

実市街地の建物配置や道路を設定し避難場所までの避難についてマルチ

エージェントシステムを用いて検証したシミュレーション、出火点を三角

形で結び検証したシミュレーションの 2 種類のシミュレーションを行って、

広域的な避難行動中の人的被害発生の蓋然性を検討した。 

しかし、いずれのシミュレーションも既往のシステムを援用せざるを得

なかったため、最終的な避難場所への最短ルート、道路閉塞箇所、火災発

生場所等を認知していることを前提として避難（完全情報下での避難）す

るシミュレーションであった。さらに、空地や高幅員道路などの延焼遮断

帯や耐火造建物の構成を考慮することは出来ず、現実の市街地とはかけ離

れている部分もあった。 

したがって、実市街地の燃え広がりの様態、避難者の行動規範、火災発

生やその拡大状況および通行可能な街路等が所与ではない場合の避難（不

完全情報下での避難）をシミュレートし得る簡便なシステムを構築し、数

多くのケースをシミュレートすることによって、広域的な避難における人

的被害軽減対策を検討する必要がある。さらに、広域的な市街地延焼下で

の避難者の安全確保のための有効な消防活動戦術のあり方を検討する必要
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がある。 

また、安全に避難することを考慮した安全避難限界の具体的なタイミン

グの検討も必要である。 
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