
平成２１年中　住宅用火災警報器等の奏功事例

No. 月 時間 程度 出火箇所 出火原因等 発見・通報・初期消火

1 １月 １２時頃 非火災 台所

女性（84歳）は、台所で野菜を煮
ようと鍋をガスコンロに掛けていた
が忘れて寝てしまったため、鍋が過
熱されて空焚き状態となり発煙し
た。

女性（84歳）は転寝をしていたところ、住警器の発報により
気がつき台所に行ってガスコンロの火を止めた。

付近を通りかかった女性（35歳）は、住警器の音がするので
自分の携帯電話で１１９番通報した。

2 １月 １４時頃 非火災 台所
女性は、台所で煮物をしていたが

その場を離れたために鍋が過熱され
て空焚き状態となり発煙した。

女性は、台所を離れて居間にいたところ、住警器が鳴ったの
で台所に戻ると鍋から煙が上がっていた。直ぐガスの火を止め
たが、警報器を止めることができなかったので１１９番通報し
た。

3 １月 １８時頃 非火災 台所

男性（65歳）は、調理のためガス
コンロに鍋を掛け火をつけたまま外
出したため鍋が空焚き状態となって
発煙した。

同じ建物に住む男性（64歳）は、会社から帰宅したところ、
３階通路で住警器が「ﾋﾟｰﾋﾟｰ」と鳴っており、窓から焦げくさ
い臭いがしていた。自治会事務所に合鍵がないか問合せに行っ
たが合鍵はなかったので、事務所にいた男性（63歳）と３階に
戻ると住警器がまだ鳴っていたので携帯電話で119番通報した。

4 １月 ７時頃 ぼや
ダイニ
ング

男性（36歳）は、ダイニングで電
気ストーブの近くで酒を飲んでいた
がそのうち転寝をしてしまったた
め、着ていた衣類に電気ストーブの
ヒーターに接触し着火した。

男性の妻（32歳）は、就寝中、住警器のベルの音で目が覚
め、隣のダイニングで夫が熱いと言っていた。ダイニングに
行って見ると夫の衣類が燃えていたので、水道水を使って消火
した後、１１９番通報した。

5 １月 ２３時頃 非火災 台所

男性（75歳）は、台所で煮物をし
ていたが、その場を離れて寝ていた
ため、鍋が過熱され空焚き状態とな
り発煙した。

男性（75歳）は、部屋で寝ていたところ、台所にあるベルの
音で目が覚め、台所に行くと、ガスコンロの火が点いた状態で
鍋から煙が出ていたのでガスの火を止めた。しかし、何が鳴っ
ているのか分からないので心配になり１１９番通報した。

消防隊が到着し、調査の結果、住警器が煙を感知し鳴動した
ものと判明した。

6 １月 ９時頃 部分焼 台所

男性（73歳）は、朝食の準備のた
めフライパンにサラダ油と野菜を入
れガスコンロに掛け、火を点けたま
まその場を離れた。居間でテレビを
見ているうちに寝てしまったため、
過熱され発火した。

男性（73歳）は、居間でテレビを見ているうちに寝てしまっ
たが、ピーピーという音とともにテレビが消えたのでおかしい
と思い、台所に向かうとフライパンから煙が上がっていたの
で、玄関に置いてあった粉末消火器で消火した。

ヘルパー女性（41歳）は、出火建物前を通りかかったとこ
ろ、７階の外廊下から煙が見えたので携帯電話で１１９番通報
した。

7 １月 １６時頃 全焼 台所
　石油ストーブに何等かの可燃物が
接触し、出火したものと思われる。

女性（66歳）は、台所で調理中に、台所に設置してある住警
器の「火事です・火事です」という音声に気付いた。きな臭い
臭気する方を確認すると、石油ストーブから炎が立ち上がり燃
えていたので弟（64歳）に知らせた。

近所に住む女性（73歳）は、自宅にいると玄関を叩く音がす
るので開けると男性が向かいの家が火事ですと知らされたの
で、自宅の電話で１１９番通報した。

8 １月 ２２時頃 ぼや 階段

女性（25歳）は、外出する前にた
ばこを吸い、そのたばこの火種が衣
類の上に落ちたのに気付かず、外出
したため、時間の経過とともに衣類
に着火し、更に、付近に置かれてい
た衣類等に燃え移り出火した。

同じ建物に住む男性（21歳）は、自宅でテレビを見ている
と、住警器の音が聞こえたので自宅玄関ドアを開けたところ、
２階階段部分の住警器が鳴動しており、玄関ドアの隙間から白
い煙が漂っていたのが見えたので携帯電話で１１９番通報し
た。

9 １月 １０時頃 非火災 台所

居住者（84歳）は、ソーセージを
解凍するため鍋に入れ、ガスレンジ
にかけ点火したがそのまま忘れて外
出してしまったため、鍋が過熱され
て空焚き状態となり発煙した。

隣に住む女性（56歳）は、家の中にいると、きなくさい臭い
がしたので外に出てみると、隣の家から煙が出て住警器が
「ピーピー」鳴っていたため、窓をたたいて知らせたが返事が
なかった。

隣に住む男性（28歳）は、出かけようと外に出たところ、建
物から煙が出ていたため、自分の携帯電話で１１９番通報し
た。



10 １月 １５時頃 非火災 台所

女性（59歳）は、台所で煮豆を調
理しようと鍋をガステーブルにか
け、火を点けたまま、隣家の店舗で
作業していたため、鍋が空焚き状態
となり発煙した。

建物を所有している男性（90歳）は、２階にいたところ、階
段に設置してある住警器の音がしたので、隣家で作業している
娘に知らせた。女性（59歳）は、直ぐ戻り台所に行くとガス
テーブル上の鍋から煙が出ていて煙が充満していたので火を止
めたが、住警器のベルの止め方がわからなかったので１１９番
通報した。

11 １月 ０時頃 非火災 台所

男性（28歳）は、台所で調理しよ
うとフライパンをガスコンロに掛け
火を点けたまま部屋で寝てしまった
ため、フライパンが過熱され発煙し
た。

同じ建物に住む男性（30歳）は、会社から帰宅したところ、
換気扇から煙が出ており、住警器が「火事です・火事です」と
鳴っているのを聞き、火事だと思い自分の携帯電話で１１９番
通報した。

12 １月 １０時頃 非火災 台所

女性（65歳）は、２階台所でカ
レーが入った鍋をコンロにかけ火を
点けたまま外出したため、鍋が過熱
されて空焚き状態となり発煙した。

女性の娘（30歳）は３階で就寝中、住警器の音で目が覚める
と、部屋が煙で充満していたため、会社にいる夫（35歳）に電
話で知らせた。
　妻から知らせを受けた夫は会社から１１９番通報した。

13 １月 ３時頃 ぼや 台所

女性（97歳）は、おかゆを作ろう
と台所で片手鍋をガスコンロにかけ
火を点けたが、前日掃除した際に
誤ってバーナーヘッドを逆さまに取
付けたため、ガスコンロの火が異常
燃焼し、鍋蓋のつまみに着火した。

女性（97歳）は、おかゆが出来上がるまでと、布団の中で
待っていたところ、台所の住警器が鳴動したので台所に行く
と、煙が充満していたのでガスコンロの火を止めてから居室に
戻り１１９番通報した。

14 １月 ３時頃 ぼや 玄関
何者かが何らかの火源を用いて新

聞受けの新聞紙に放火したもの。

女性（49歳）は、就寝中、住警器の音で目は覚め、寝室の襖
を開けると、玄関に煙が充満しているのに気付いた。会社にい
る夫に電話すると「窓を開け、警察に電話するように」と言わ
れたので１１０番に通報した。

15 １月 １８時頃 非火災 台所

女性（74歳）は、台所のガステー
ブルに両手鍋で煮物をするため火を
つけ、友人が訪問するので、玄関の
鍵を掛けその場を離れて階下にいた
ため、鍋が過熱されて空焚き状態と
なり発煙した。

同じ建物に住む男性（43歳）は、自宅にいたところ、きなく
さい臭いと住警器の音がしたので、外に出ると煙が上がってい
た。下の階を確認すると、台所から煙が出ており、ドアは施錠
されていた。

隣に住む女性（41歳）は、通報を頼まれたので１１９番通報
した。

16 １月 ２０時頃 ぼや 台所

　女性（76歳）は、誤ってガステー
ブルのこんろ部に炊飯器を載せ、こ
んろを点火したため、炊飯器に着火
した。

　近所に住む男性（61歳）は、外からベルが鳴っていたので確
認すると、近くの家からベルが鳴っていた。
　近所に住む男性（73歳）は、自宅にいたところ、ベルが鳴っ
ているのに気がつき外に出たところ、隣の家から聞こえたので
アパートの粉末消火器で初期消火を実施した。

17 １月 ９時頃 ぼや 台所

　女性（71歳）は、調理をしようと
ガスコンロに鍋を掛け火をつけてそ
の場を離れトイレに行ってる間に、
ガスコンロの火がコンロの上に置か
れたごみ箱に着火した。

　女性（71歳）は、トイレに入っていたところ、台所から警報
音が聞こえてきたので、台所に戻るとガスコンロ上のごみ箱の
蓋が燃えているのを発見した。直ぐ、コンロの火を止め、台所
洗い場にあった濡れタオル数枚を火元に被せた後、水道水をか
け消火した。

18 １月 １５時頃 非火 台所

男性（81歳）は、ガステーブルに
鍋をかけ、お粥を温めているとき、
その場を離れたため鍋が過熱され発
煙した。

男性（81歳）は、ガステーブルに鍋をかけたまま、その場を
離れたため鍋が過熱され発煙し、火災安全システムが作動し
た。

19 １月 ２時頃 部分 居室

  充電式電池を充電している際に、
１４Ｖの充電式乾電池が層間短絡
し、発熱後炎上したもので床等に着
火した。

　女性（48歳）は、寝室で就寝中、警報音で目が覚めたので確
認すると、居間のソファーから火炎が噴出しているのを発見し
た。



20 ２月 １４時頃 ぼや 台所
男性（78歳）は、台所でカレーを

作っている時に、ガスコンロの火が
自分の着衣に着火した。

同じ建物に住む女性（81歳）は、自宅で食事をしていると、
住警器の音が聞こえたので、外に出てみると、２階から「ガ
ス・窓を開けてください」という警報音が聞こえた。

知らせを受けた男性は、窓から中を覗くと、何かが燃えてい
たので、中に入ると男性が流し台にうずくまって自分の体に水
をかけようとしており、着衣から煙がでていたので蛇口のホー
スにより男性の体に水をかけ火を消した。

21 ２月 １５時頃 非火災 台所

女性（97歳）は、台所で煮物をし
ていてがその場を離れて２階にいた
ため、鍋が過熱されて空焚き状態と
なり発煙した。

自転車で通りかかった女性（42歳）は、住警器の音が聞こえ
たので、音が出ているアパートを確認すると、１階の部屋から
鳴動音と焦げた臭いを感じたので携帯電話で１１９番通報し
た。

発見者の女性に知らされた女性（97歳）は、台所に戻ると鍋
から煙が出ていたのでコンロの火を止めた。

22 ２月 １４時頃 ぼや 厨房

飲食店店主男性（63歳）は、厨房
で牡蠣フライを揚げるため業務用ガ
ステーブルの上に天ぷら鍋をかけ、
弱火で加熱したまま来客と話しこん
でいたため、天ぷら鍋が過熱され発
火した。

店主男性（63歳）は、来客と話していると「火事です・火事
です」という警報音が聞こえたので、天ぷら鍋を加熱している
ことに気付き、厨房内を見ると炎が約30ｃｍほど上がってい
た。店内等にある消火器３本を使って消火した。

隣接マンションの男性（60歳）は、部屋にいたら突然白い煙
が窓の外に見えので、火事だと思い１１９番通報した。

23 ２月 ０時頃 非火災 台所

男性（35歳）は、ダイニングキッ
チン内のガスコンロで鍋にポーク
ビーンズを入れ点火した後、居間で
寝てしまったため、鍋が過熱されて
空焚き状態となり発煙した。

同じ建物に住む男性（35歳）は、ベランダでたばこを吸って
いたところ、警報器が鳴っているのに気付いた。

近くに住む女性（38歳）は、煙に気が付き、が携帯電話で１
１９番通報した。

24 ２月 ２時頃 ぼや 居室
寝室で使用しているハロゲンヒー

ターに布団が接触し、時間の経過と
ともに布団に着火した。

女性（71歳）は、夫（76歳）の寝室に設置されている住警器
が鳴ったので、寝室に行くと掛け布団が燃えていた。隣に住む
男性（79歳)に火災を知らせ、二人で協力して水道から食器洗い
用の桶に水を入れ３杯かけ消火した。

25 ２月 ９時頃 非火災 台所

女性（94歳）は、台所のガスレン
ジに鍋をかけてご飯を炊いていたと
ころ、電話がかかってきたのでその
場を離れて電話していたため、鍋が
過熱されて空焚き状態となり発煙し
た。

女性（94歳）は、別室で電話をしていたところ、台所の方か
ら煙が流れてきたため、台所に行くとレンジから煙が出ていた
のでレンジの火を消した。

同じ建物に住む男性（59歳）は、外に出たところ、「ピー
ピー」という音がしたため、玄関の呼び鈴をおしたところドア
が開き部屋の中から煙がでてきたので１１９番通報した。

26 ２月 １８時頃 非火災 台所

女性（88歳）は、台所で調理中ガ
スコンロに火を点けたまま外出した
ため鍋が過熱されて空焚き状態とな
り発煙した。

通りかかった男性（36歳）は、家の中から住警器の音が聞こ
え、きなくさい臭いがした。玄関ドアのベルを鳴らしたとこら
誰も出てこなかったので１１９番通報した。

27 ２月 １２時頃 非火災 台所

女性は、台所で調理中ガスコンロ
に火を点けたまま外出したため鍋が
過熱されて空焚き状態となり発煙し
た。

隣に住む男性は、外出しようと玄関を出たところ、隣の家か
ら「火事です・火事です」と音が聞こえ煙も出てきたので携帯
電話で１１９番通報した。

居住者は、消防隊が到着する前に外出先から帰宅し、ガスコ
ンロの火を消してから、焦げて煙が出ていた鍋に水道水をかけ
た。

28 ２月 １５時頃 ぼや 台所
女性（78歳）は、ガステーブルで

魚を焼いていたが忘れてそのまま外
出したため、過熱され出火した。

近隣に住む女性（59歳）は、犬の散歩中に「家事です・火事
です」という住警器の音が聞こえたので、１階の窓あたりから
煙が見えたので火事だと思い携帯電話で１１９番通報した。

29 ２月 ０時頃 非火災 台所

男性（71歳）は、漢方薬の煮汁を
鍋に入れ温めようとガステーブルに
鍋をかけ点火した。３０分後に火を
消そうとタイマーをセットして居間
で横になっていたが、寝てしまった
ため鍋が過熱され空焚き状態になり
発煙した。

男性（71歳）は、漢方薬の煮汁を鍋に入れ温めようとガス
テーブルに鍋をかけ点火した。３０分後に火を消そうとタイ
マーをセットして横になっていたが寝てしまった。そのうち、
住警器の音で目が覚め、鍋から煙が上がっていたので、ガスの
火を止めた。

同じ建物に住む男性（59歳）は、寝ていると「ピーピー」と
いう音で目が覚めた。焦げくさい臭いがしたので、ドアをノッ
クしたが応答なかったので携帯電話で１１９番通報した。



30 ２月 ８時頃 非火災 台所

女性（83歳）は、台所で煮物をし
ようとガスコンロに鍋をかけ火を点
けた。煮物ができるまでとその場を
離れて居間でくつろいでいたため鍋
が過熱されて空焚き状態になり発煙
した。

隣に住む男性（65歳）は、仕事に行く途中、住警器の音が
鳴っており、建物を見ると白煙が漂っていた。火事を知らせよ
うと玄関ドアを叩き開けようとしたが開かなかった。

近所に住む女性が合鍵を持ってきたので、ドアを開け中に
入ったところ、鍋から煙が出ていたのでガスの火を消した後、
１１９番通報した。

31 ２月 １５時頃 非火災 台所

女性（56歳）は、餃子を焼こうと
フライパンに油をしき、ガステーブ
ルのコンロに点火し、油が温まるま
でとその場を離れて台所西側の部屋
で手紙を書いていたため油が過熱さ
れ発火した。

女性（56歳）は、部屋で手紙を書いていたところ、「火事で
す・火事です」と住警器が鳴動したので、台所に戻るとフライ
パンから炎が上がっていたので直ぐコンロの火を消し、自宅の
電話で１１９番通報した。

32 ２月 ８時頃 ぼや 台所

女性（38歳）は、１階台所で天ぷ
ら鍋を使ってコロッケを揚げた後、
ガステーブルの火を消さずにその場
を離れて２階で出勤の準備をしてい
たため油が過熱され発火した。

男性（17歳)は、２階から「ピーピー」と住警器が鳴ったの
で、台所を覗くと天井まで炎が上がっており、慌てて近くに
あったビールジョッキに水を汲み炎が上がっていた天ぷら鍋に
水をかけ消火した。その後、母親の携帯電話で１１９番通報し
た。

33 ２月 １７時頃 非火災 台所

女性（42歳）は、煮物をするため
鍋をガスコンロにかけ火をつけたま
ま屋外にいたため、鍋が空焚き状態
になり発煙した。

女性（42歳）は、屋外にいたところ、自宅内の住警器が鳴動
しているのに気がついた。直ぐ、台所に戻ると炎は出ていな
かったが煙が充満していたので、ガスコンロの火を消し、自宅
の電話で１１９番通報した。

34 ２月 １２時頃 非火災 台所
　男性（38歳）は、天ぷらを揚げて
いてその場を離れたため、発煙し
た。

　隣に住む男性（29歳）は、自宅の玄関を開けたところ、前の
家から煙が出ているのを発見した。１階から煙が出ており「火
事です・火事です」との声が｣聞こえたので、妻へ119番通報す
るよう指示した。

35 ２月 １４時頃 非火災 台所
　女性（61歳）は、台所で調理中、
外出したため鍋が過熱されて空焚き
状態になり発煙した。

　同じ建物に住む女性（61歳）は、買い物に出かけようと外に
出たところ、住警器の音が聞こえた。玄関から白い煙が出てた
ので付近にいた男性（８３歳）に知らせた。
　知らせを受けた男性は、１１９番通報した。

36 ２月 ２０時頃 全焼 居室

　女性（31）は、部屋で膝かけを足
に掛けストーブにあたっていたとこ
ろ、膝かけにストーブの火が移り燃
えてしまったため、もみ消して物置
として使っている部屋に置いたが、
消したはずの膝かけが燃えだし、火
災になった。

女性（31歳）は、部屋でパソコンをしていたところ、警報機
が鳴動したので確認すると膝かけを置いた部屋が燃えていた。

近くに住む女性（54)は、自宅２階のから炎が見えたので１１
９番通報した。

37 ２月 １８時頃 ぼや 台所 　不明
隣にすむ男性（78歳）は、自宅にいたところ、外から警報音

が聞こえたので確認すると、妻から火事だから通報してといわ
れたので自宅の電話で１１９番通報した。

38 ２月 ９時頃 非火 台所
女性（85歳）は、台所で調理中、

その場を離れて居間でテレビを見て
いたため、過熱されあ発煙した。

女性（85歳）は、居間でテレビを見ていたところ、警報音が
聞こえてきたので確認すると、台所のガスレンジ内グリルから
煙が上がっているのを発見した。

39 ２月 １０時頃 部分 商品庫

男性（25歳）は、灰皿の吸殻をご
み箱に捨てたがたばこの火が完全に
消されていなかったためごみくずに
着火した。

男性（25歳）は、１階店舗内で接客中、警報音が鳴動したの
で確認すると、３階のごみ箱から火が出ていた。



40 ２月 １０時頃 非火 台所

　女性（77歳）は、お湯を沸かそう
とやかんをコンロにかけ火を点けた
まま寝てしまったため、やかんが空
焚き状態になり発煙した。

同じ建物に住む男性は、外出しようとしたところ、隣室から
ガスの臭いとガス警報器が鳴動していたので、ドアをノックし
たが応答がなかったので東京ガスに通報した。

41 ３月 １８時頃 非火災 台所

男性（79歳）は、鍋をコンロにか
け火を点けた。急に、トイレに行き
たくなったので、火を消そうとした
が実際は消されてなかったため、鍋
が過熱されて空焚き状態になり発煙
した。

男性（79歳）は、トイレに入っていると住警器が鳴ったの
で、台所に行くと鍋からけむりが出ていた。

ガスの火を消したが警報器のベルの止め方がわからなかった
ので１１０番通報したため、警察から１１９番通報があっ
た。。

42 ３月 １６時頃 非火災 台所

男性（55歳）は、台所で煮物をし
ていたが、コンロの火を消さずにそ
のまま近所まで外出してしまったた
め、鍋が過熱されて空焚き状態にな
り発煙した。

　同じ建物に住む女性（33歳）は、警報音と換気口から煙が出
ているのを発見したので、携帯電話で１１９番通報するととも
に建物管理人にも連絡した。
　連絡を受けた管理人男性は合鍵で中に入り台所のコンロの火
を消した。

43 ３月 １３時頃 ぼや 居室

男性（59歳）は、自分の部屋でパ
ソコンをしながらたばこを吸ってい
た。そのうち出かけようとして、た
ばこの火は消したが、たばこの火種
がパソコンの傍にあったタオル等に
落ちたのに気付かず出かけたため、
タオルに着火した。

男性の母親（82歳）は、外出先から帰ったところ、住警器が
鳴っていた。部屋に煙が漂っており、机の上に黒こげの塊りと
パソコンの周りが燃えた跡を発見したので、息子に聞くとたば
こを吸って火を消したか分からないというので、消防署にぼや
があったことを電話した。

44 ３月 １９時頃 非火災 台所
　女性が自宅台所で調理中その場を
離れて寝てしまったため、鍋が空焚
き状態になり発煙した。

　隣に住む女性は、自宅にいたところ、住警器の鳴動音が聞こ
えてきた。外を確認すると、北側から焦げた臭いを感じたので
自宅の電話１１９番通報した。

45 ３月 １３時頃 ぼや 台所

　女性（25歳）は、食事の準備をす
るためフライパンに水を入れ、コン
ロにかけ火を最大に点けて使用して
いてその場を離れたため、コンロの
火がフライパンの底から広がり、目
隠し用に置かれた繊維製品の布に接
炎し、出火した。

　女性（25歳）は、隣室にいたところ、台所から「ボッ」とい
う音がしたので台所に行くと、コンロ脇の目隠し用繊維製布が
燃えているのを発見した。同時に「ピーピー」と住警器の音が
した。直ぐ携帯電話で１１９番するとともに、台所にあった
コップで水道の水を２～３杯かけ消火した。

46 ３月 ２１時頃 ぼや 居室

　テーブルタップに熱帯魚の水槽
ヒーター、エアーポンプ、水流ポン
プ及び蛍光灯等がたこ足配線されて
おり、テーブルタップ全体が黒く焦
げていることから、テーブルタップ
に過負荷が掛かり発熱して出火し
た。

　女性（21歳）は、２１時３０分ごろ自宅の風呂で入浴中、
「ピーピー」と音が聞こえたので風呂から出て、外を確認した
ところ、隣から「火事です・火事です」という音が聞こえたの
で自宅に戻り携帯電話で１１９番通報した。
　出火した部屋の居住者は外出中で消防隊が消火した。

47 ３月 １０時頃 非火災 台所

　男性（62歳）は、仕事を終え帰宅
した後、オーブンレンジで魚を焼き
ながら寝てしまったため、魚が焦げ
発煙した。

　隣に住む女性（35歳）は、自宅にいると、隣の家から住警器
の音が聞こえてきた。なかなか止まらないので自分の携帯電話
で１１９番通報した。
　男性（62歳）は、寝ていたところ、警報音に気付き、起きる
と部屋に煙が充満していた。直ぐガスの火を消すとともに窓を
開けて煙を拡散させた。

48 ３月 ２０時頃 非火災 台所
　女性（74歳）は、台所のグリルで
魚を焼いていたがその場を離れた時
に定温式感知器が作動した。

　女性（74歳）は、居室にいたところ、台所の住警器のが鳴動
したので、急いで台所に戻るとグリルから煙が出ていた。ガス
の火を消し、１１９番通報した。

49 ３月 ２０時頃 部分焼 居室

　男性（61歳）は、布団の中でたば
こを吸っているうち寝てしまったた
め、時間の経過とともに無炎燃焼を
継続し、布団の着火した。

　同じ建物に住む男性（78歳）は、自室でテレビを見ていると
焦げ臭い臭いがしたので、玄関から通路に出て見ると1階から煙
が上がっているのを発見した。
　同じ建物に住む男性（41歳）は、隣に住む女性（75歳）に119
番通報を頼み、その後、住人と協力してアパートに設置してあ
る消火器で消火した。



50 ３月 １２時頃 ぼや 居室

　女性（55歳）は、洗濯物を取り入
れのためベランダに出た際に窓枠に
落ちていた簡易ライターに気付かず
に窓を閉めた。その際に窓枠が簡易
ライターの操作ボタンを押下したた
め簡易ライターが点火し、ライター
の火がカーテンに着火した。

　女性（55歳）は、ダイニングで休んでいたところ、住警器が
「ピーピー」と鳴ったので室内を見回して見ると、ドレッサー
裏側に煙と炎が見えた。台所のたらいに水を汲み４回～５回か
け消火した後１１９番通報した。

51 ３月 １１時頃 ぼや 台所

　女性（39歳）は、電子レンジ専用
タッパーの中にスパゲティーを入
れ、１４分間セットし、加熱して外
出したが、タッパーの中に水を入れ
るのを忘れて加熱したため、スパ
ゲッテーが燃え出した。

　女性（39歳）は、電子レンジをセットした後、近所のコイン
ランドリーに出かけ、約10分後に自宅に戻ると、住警器が鳴っ
ていた。
　台所に行くと電子レンジから煙が出ているのを発見した。ア
パートに設置してある消火器で消火した後、台所の水道水を
コップで４～５杯かけ消火した後１１９番通報した。

52 ３月 １１時頃 部分焼 台所

　女性（35歳）は、台所で天ぷらを
揚げ、使用した油を捨てようと擬古
剤を入れて火を点けたまま、その場
を離れて单側の居室で洋服等の整理
をしていたため、フライパンが熱せ
られ発火した。

　女性（35歳）は、洋服の整理をしていたところ、台所の方か
ら「ボッ」という音と共に、住警器の「火事です」という音が
聞こえてきたので、台所に行くとガステーブルにのせてあった
フライパンからオレンジ色の炎が上がっているのを発見した。
　台所にあったプラスチック製のボウルで消火し、その後１１
９番に通報した。

53 ３月 ０時頃 非火災 台所

女性（60歳）は、味噌汁を温める
ためガスコンロの鍋をかけ火を点け
たまま、その場を離れて別の部屋に
いたため、鍋が熱せられ発煙した。

同じ建物に住む男性（40歳）は、自宅にいたところ、住警器
の音声が聞こえたので１１９番通報した。

女性（66歳）は、別の部屋にいたところ、住警器の音が聞こ
えてきたので、台所に行きガスの元栓を閉めた。

54 ３月 １０時頃 非火災 台所

男性（80歳）は、片手鍋で味噌汁
を作っていたがその場を離れていた
ため、鍋が空焚き状態になり発煙し
た。

隣に住む男性（50歳）は、テレビを見ていたところ、单側の
家から「火事です」という警報音が聞こえてきた。

隣家の玄関に廻りインターホンを押したが応答がなかったの
で自宅に戻り１１９番通報した。

男性（80歳）は、別の部屋にいたところ、警報音が鳴り、味
噌汁を作っていたのを思い出し台所に戻りガスの火を止めた。

55 ３月 ２１時頃 部分焼 台所
女性（75歳）は、天ぷら油を温め

たままその場を離れて隣室にいたた
め、油が熱せられ発火した。

女性（75歳）は、隣室にいたところ、住警器の「ピーピー」
という音が鳴ったので、台所に戻ったところ、ガス台付近から
炎が上がっていたのを発見した。

シーツを濡らせて炎を消そうとしたが、炎に煽られ消火でき
なかったので、自宅に設置していたスプレー式簡易消火器で消
火したが炎が強く消火できなかったので119番通報した。

56 ３月 ２２時頃 ぼや 居室

女性（８７歳）は、石油ストーブ
にライターで点火したところ、燃焼
筒から急激に炎があがり、火のつい
た燃焼筒が電気カーペットの上に落
ちカーペットに着火した、この煙を
住宅用火災警報器が感知鳴動したも
の。

女性（８７歳）は、石油ストーブにライターで点火したとこ
ろ、燃焼筒から急激に炎があがり、火のついた燃焼筒が電気
カーペットの上に落ちカーペットに着火した。

隣に住む次男宅の孫娘（３２）は、住警器が鳴動していたの
で自宅の電話から１１９通報した。

57 ３月 １８時頃 非火災 台所

男性（７９）は1階台所でカレー
を温めようと鍋に火をつけたが、そ
の場を離れ2階居室にいたところ、
カレーがが焦げ煙が充満したため、
住宅用火災警報器が煙を感知鳴動し
た。

男性（79歳）は、２階居室にいたところ、突然、１階の住警
器が鳴り響いたため、台所に行くとカレーが焦げ煙が充満して
いたので、ガス栓を止め勝手口の窓を開けた。

58 ３月 １８時頃 部分焼 居室

女性(７８歳）は仏壇にロウソク
と線香をあげたあと、散歩に出かけ
たため、火源が何らかの着火物に接
触し、火災になった。

同じ建物に住む女性(53歳）は、自室にいたところ、「ピー
ピーピー」という警報音に気づき、ベランダに出ると４階から
煙が上がってきた。

知らせを受けた男性は、合鍵でドアを開けると、内部から黒
煙が噴出してきたので１１９番通報した。

59 ３月 ８時頃 非火 居室

男性（74歳）は、ＩＨヒーターで
お湯を沸かそうと鍋に水をいれ、ス
イッチを入れた後、その場を離れ、
空焚き状態になった。

男性（74歳）は、ＩＨヒーターでお湯を沸かそうと鍋に水を
いれ、スイッチを入れた後、その場を離れ、空焚き状態になっ
た為、火災安全システム（煙感知器）が作動し、自動通報され
た。



60 ３月 １７時頃 非火 台所
　味噌汁を温めるため、ガスコンロ
に火をつけたまま消し忘れたため鍋
が空焚きになった。

　鍋の空焚きによる煙を居間の感知器が感知したもの。

61 ４月 ９時頃 ぼや 台所

　女性（70歳）はガステーブルのグ
リルで茄子を焼くつもりで、誤って
コンロ部の点火スイッチを押した状
態でゴミ出しに行った（5分程
度）。その際、ガステーブルに掛け
てあった天ぷら鍋の油が過熱され、
鍋の上方に掛けてあった布巾に着火
した。

　同じ建物に住む女性(72歳)は、住警器のベル音に気付き、上
を見ると３階から煙が出ているのを発見した。
　通行していた女性(71歳)は、発見者から通報依頼を受けたの
で、自分の携帯から１１９番通報した。
　火災を発見した女性は、３階に設置されてある粉末消火器を
煙が出ていた換気口に噴射した。

62 ４月 ２２時頃 非火災 台所
台所で調理中、飲酒し寝てしまっ

たため鍋が過熱し住警器が鳴動した
もの。

同じ建物に住む男性(39歳)は、帰宅したところ、１階階室段
付近から焦げくさい臭いと住警器の警報音がしていたので、携
帯電話で１１９番通報した。

63 ４月 １８時頃 ぼや 台所

女性(41歳)は中華鍋にサラダ油を
入れガステーブルにかけ点火したま
ま、その場を離れたため、時間の経
過とともにサラダ油が過熱され火災
になった。

女性(41歳)は、玄関前で隣人と立ち話をしていたところ、
「ピーピー」と警報音が鳴り、黒煙が流れてきたので、台所へ
行くとガステーブル上に炎を発見した。

64 ４月 ７時頃 ぼや 台所

女性(51歳）が7時30分頃から台所
のガステーブルで揚げ物をした後、
ガステーブルの火を消し忘れて、7
時40分頃パートに出かけた為、時間
の経過とともにてんぷら油が過熱さ
れ発火した。

女性の息子(13歳）は、洗面所で歯磨きをしていたところ、居
室の住警器が鳴ったので部屋に行くと、ガステーブルにかけた
鍋が燃えているのを発見した。

息子から火事の知らせを聞いた姉（16歳）は、自分の携帯で
１１９番通報した。

65 ４月 １２時頃 非火災 台所

女性(80歳代）が１階台所のグリ
ルで魚を焼いているのを忘れて２階
へ上がってしまい、時間経過ととも
に魚が過熱され発煙した。

通行人が建物前を通りかかったところ、家の中から住警器の
音が聞こえたので、玄関のベルを鳴らしながら１１９番通報し
た。

66 ４月 １時頃 非火災 台所

台所のガステーブルで、ゆで卵を
調理していたのを忘れて、寝込んで
しまい、時間経過とともに水分が蒸
発し卵が過熱され発煙した。

ゆで卵を作っていたことを忘れ、寝込んでしまったところ、
住警器の音で気付き、ガス栓を止め、窓を開放したため火災に
至らなかったもの。

67 ４月 １０時頃 非火災 台所

女性(33歳)は、２階台所のガスコ
ンロに鍋をかけたまま出かけたた
め、鍋が空焚き状態になり台所に設
置した住宅用火災警報器が鳴動した
もの。

隣に住む女性(37歳)と隣の工場勤務の男性(65歳）は、住警器
の音が聞こえてきたので、異常に気付き１１９番通報した。

68 ４月 １８時頃 非火災 台所

女性（76歳）は、鍋をコンロにか
けたまま買い物に出かけたため、鍋
が空焚き状態になり台所に設置した
住宅用火災警報器が鳴動したもの。

隣に住む女性（78歳）は、「ピーピー」という住警器の鳴動
音に気づき１１９番通報した。火元の女性は、帰宅しコンロの
火を止めたので火災に至らなかった。

69 ４月 １６時頃 非火災 台所

女性は、鍋をコンロにかけたまま
買い物に出かけたため、鍋が空焚き
状態になり台所に設置した住宅用火
災警報器が鳴動したもの。

隣に住む男性は、焦げくさい臭いと「ピーピー」という住警
器の鳴動音に気づき、隣室を見ると浴室換気口から煙が出てい
るのを発見した。



70 ４月 ７時頃 非火災 台所

女性（85歳）は、６時頃、鍋に米
と水を入れ炊飯中、他の作業をして
いたところ、ご飯が焦げ住警器が鳴
動したもの。

女性（85歳）は、６時頃、鍋で炊飯中、他の作業をしていた
ところ、ご飯が焦げ住警器が感知し鳴動した。女性は住警器の
警報音を聞き炊飯中のガスコンロの火を消し、火災に至らな
かった。その後１１９番通報した。

71 ４月 １３時頃 非火災 台所
台所で調理中、外出してしまった

ため、煮物が過熱され発煙した。

隣に住む男性（52歳）は、部屋のいたところ、ベル音をが聞
こえたので廊下に出ると、隣室のトイレから煙が出ているのを
発見し、1１１９番通報した。

72 ４月 ９時頃 ぼや 階段
コンセント付き箪笥の電気コード

が手より接続されており接続部の過
熱により箪笥に着火した。

女性（73歳）は、２階洗面所にいたところ、階段に設置して
いた住警器が鳴ったので、居間に行ってみると壁と箪笥の間か
ら炎と白煙を発見し、自分の携帯電話で１１９番通報した。

息子（44歳）と父親（78歳）は、ポリバケツで浴室の水を汲
み消火した。

73 ４月 ２２時頃 ぼや 居室
スイッチが入ったままの電気ス

トーブが何らかの原因で転倒し、出
火した。

同じ建物に住む女性（47歳）は、外階段で警報音が聞こえて
きたので１階を見ると、換気口から噴出する白煙を発見し、携
帯電話で110番通報した。

近くに住む男性（29歳）は、警報音が聞こえてきたので、警
報音が鳴る家へ向かうと、白煙が充満していた。

74 ４月 １３時頃 ぼや 台所

男性（61歳）は、台所でガスコン
ロに火をつけ、うどんを温めていた
ところ、具合が悪くなり倒れ、コン
ロの火が放置され鍋が焼損したも
の。

近くに住む女性（42歳）は、自宅にいたところ、住警器の音
が聞こえてきたので外に出ると、隣の建物から煙が出ていたの
で、携帯電話で１１９番通報した。

75 ４月 ２２時頃 非火災 台所
台所で調理中、その場を離れ居室

にいたため台所の状況に気付かず調
理物が発煙した。

隣の住む男性（20歳）は、自室にいたところ、警報器の音に
気付き、ドアを開けると焦げくさいので自分の携帯で１１９通
報した。

76 ４月 ２０時頃 非火災 台所
台所でスパゲティーを調理中、そ

の場を離れベランダで洗濯物を干し
ていた。

ベランダで洗濯物を干しているところ、住警器の警報音に気
づき、台所に戻ると焦げくさい煙がでていたのでコンロの火を
消し、1１１９番通報した。

77 ４月 １８時頃 ぼや 台所

男性（47歳）はインスタントラー
メンを調理するため、水の入った鍋
をガステーブルに掛け、火をつけた
ままトイレに入ったところ、ガス
テーブル上に置かれていた調理器具
類に接炎・着火した。

同じ建物に住む女性（38歳）は、夕食の準備中、非常ベルの
音に気付き外に出たところ、５階から煙が出ているのを発見
し、１１９番通報した。

78 ４月 １０時頃 非火災 台所

女性は、2階の台所で天ぷら料理
を終え、ガステーブル上の鍋に油凝
固剤を入れ、 1階に降りた。ガス
コックを閉め忘れたため油が焦げて
発煙した。

女性は、２階台所で鍋に油凝固剤を入れたあと、１階で洗濯
物を整理していると、２階の住警器が鳴動したので行ってみる
と煙が充満していたので携帯電話で１１９番通報した。ガス
テーブルの自動消火機能が作動し消火した。

79 ４月 ２時頃 非火災 台所

女性（80歳）は、煮物をするため
ガステーブルで鍋に火をかけ、その
場を離れたため、煮物が焦げ発煙し
た。

女性（80歳）は、煮物をするためガステーブルで鍋に火をか
け、その場を離れた。他の部屋で探し物をしていると、「ピー
ピー」と住警器が鳴ったので、台所へ行くと煙が出ていたため
ガスを消した後、消防署へ通報した。



80 ４月 １６時頃 非火災 台所

女性（84歳）は、竹の子の、あく
抜きのため鍋に火をかけたまま別室
でテレビを見ていたところ、竹の子
が焦げ発煙した。

女性（84歳）は、鍋に火をかけたまま別室でテレビを見てい
たところ、住警器の「火事です、火事です」を聞こえてきたの
で、台所へ行くと鍋が焦げ発煙していたのでガスコンロの火を
止め、１１９番通報した。

81 ４月 １４時頃 非火災 台所

女性（65歳）は、昨日作った筍の
煮物を温めるためガステーブルに鍋
をのせ点火したまま外出したため、
鍋が焦げ発煙した。

近くに住む男性（46歳）は、歩行中「ピーピー」という警報
音が聞こえてきたので、音のする方を見ると２階の窓から白煙
が見えた。玄関ドアを叩いたが応答がないので携帯電話で１１
９番通報した。

82 ４月 ２時頃 非火災 台所

男性（31歳）は、カップラーメン
を食べるため、水の入った鍋をガス
コンロにかけ、火をつけたまま寝込
んでしまったため蒸気が上った。

隣に住む男性（20歳）は、住警器の鳴動に気づき、玄関ドア
を叩き本人に知らせた後、携帯電話で１１０番通報した。

83 ４月 ３時頃 ぼや 台所

　男性(20歳)は、電気クッキング
ヒーターにフライパンを掛け、電源
を切り忘れて、外出したため、上部
に設置された簡易食器棚が崩れ、合
成樹脂製のコップが加熱され溶融焼
損した。

　男性（20歳）は、バイト先から帰宅すると、住警器が鳴って
いたので、玄関を開けて確認すると、台所のフライパンから煙
が出ていた。クッキグヒーターの電源を切りフライパンを移動
させたが、住警器の鳴動が止まらないので携帯電話で１１９番
通報した。

84 ４月 １２時頃 ぼや 台所

　ガスオーブンでチーズケーキを調
理中に、ガスバーナーの直下にある
小物入れに熱が伝導し台所用洗剤詰
め替え用パックに着火し火災になっ
た。

  女性(80歳)は、ガスオーブンでチーズケーキを調理中に15分
くらい経過した時、焦げくさいのでオーブンのドアを開けると
煙が立ち上がったため、湯のみに水を入れ４杯かけて消火し
た。この煙を警報器が感知した。

85 ４月 １６時頃 部分焼 居室
　１階の子供部屋から出火したと推
定される。電気及び、石油ファン
ヒーターが考えられる。

女性(38歳)は、1階リビングで転寝していたところ、キッチン
上部の住警器の警報音で目が覚め、煙が上がっていたのに気付
いた。

86 ４月 １４時頃 非火 台所
女性（98歳）は、煮物をするため

ガステーブルに鍋をかけたまま、そ
の場を離れた。

　煮物が焦げ発煙したため、火災安全システムが作動した。

87 ５月 ８時頃 非火災 台所

男性（79歳）は、味噌汁を温めよ
うとガステーブルに火をかけ、その
場を離れたため、鍋が焦げつき発煙
した。

男性（79歳）は、味噌汁を温めようとガステーブルに火をか
け、別の部屋にいたところ、台所の住警器が鳴動したので、台
所へ行くと煙が出ていたのを発見した。ガステーブルの火を消
したが住警器の鳴動が停止しないので、１１９番通報した。

88 ５月 １４時頃 非火災 台所

男性（74歳）は、味噌汁が入った
片手鍋をガスコンロにかけたまま外
出したため、鍋が過熱され、住宅用
火災警報器が発報した。

隣に住む男性（63歳）は、自宅にいたところ、隣から「ピー
ピー・火事です、火事です」と聞こえたので隣の家を見ると、
１階から白煙が出ていたので自分の携帯電話で１１９番通報し
た。

89 ５月 ２時頃 非火災 台所

男性（23歳）は、２時頃台所の１
口コンロに鍋をかけ鳥大根を煮込ん
でいたところ、電話がかかってきた
ので居間ににある携帯電話で話して
いるうち、台所で煮物をしているこ
とを忘れてしまったため鍋が焦げ発
煙したもの。

男性（23歳）は、２時頃台所の１口コンロに鍋をかけ鳥大根
を煮込んでいたところ、電話がかかってきたので居間ににある
携帯電話で話しているうち、台所から「パチパチ」という音が
聞こえたので居間の戸を開けると、台所の天井に薄く煙が漂っ
ていた。慌ててガスコンロの栓を止めた後、住警器が「火事で
す、火事です」と鳴動したので携帯電話で１１９番通報した。



90 ５月 １３時頃 ぼや 居室

屋上で溜まった雤水が電設金属配
管に入り込み、金属管内に伝わり室
内天井部分のローゼットから室内灯
の配線コードに伝わり、分岐ソケッ
ト内に水が浸透し、漏電により火災
となった。

同じ建物に住む男性(57歳)は、廊下に出たところ、焦げくさ
い臭いがした。「ピッピッピ」と警報音が聞こえてきたので、
ドアの隙間から煙が出でいるのを発見した。火事だと思い自分
の携帯電話で１１９番通報した。

91 ５月 ８時頃 ぼや 台所

女性（84歳）は、昨日使用した天
ぷら油を廃棄するため、天ぷら油が
入ったフライパンをガステーブル上
に置き点火、その中に凝固剤を入
れ、トイレに行ったため、天ぷら油
が過熱され発火した。

女性（84歳）は、トイレにいたところ、住警器が鳴動したの
で、台所に行くと炎と煙が出ているのを発見した。
　初期消火をした後、自宅の電話で１１９番通報した。

92 ５月 ２２時頃 非火災 台所

男性(22歳)は、台所のトースター
でパンを焼いていたが、その場を離
れ衣服を着替えていたら、パンが焦
げ煙が発生した。

男性(22歳)は、台所のトースターでパンを焼いていたが、そ
の場を離れたところ、パンが焦げ煙が発生し住警器が鳴動し
た。

スイッチを切り火災には至らなかったが、心配になり携帯電
話で1１１９番通報した。

93 ５月 １０時頃 ぼや 台所

女性(34歳)は、フライパンに残っ
たサラダ油を固めるテンプルを使用
するためガステーブルを点火し、そ
の後居室で夫と話をしていたため、
サラダ油が過熱し出火した。

男性(27歳)は、妻と話していたところ、台所にある住警器が
鳴ったので、台所を見るとガステーブルにかけていたフライパ
ンから炎が30ｃｍ位上がっているのを発見した。

部屋に置いてあったタオルケットをフライパンに被せ廊下に
持ち出して消火した後、妻が携帯電話で１１９番通報した。

94 ５月 ３時頃 非火災 台所
男性(36歳)は、ガスコンロで調理

中飲酒し寝込んでしまい、調理物が
焦げたため発煙した。

近くに住む男性は、住警器の警報音に気づき、自宅の玄関を
開けると２軒隣の部屋の換気扇から煙が出ているのを発見し
た。
　男性の妻が自宅の電話で１１９番通報した。

95 ５月 ８時頃 ぼや 居室
電気ストーブが何らかの原因で積

み上がった新聞紙に倒れ掛かって出
火したもの。

女性(68歳)は、自宅１階で寝ていたところ、住警器が鳴動し
ていたので、確認したところ積み上がった新聞紙から煙が出て
いるのを発見した。

96 ５月 １３時頃 非火災 台所

女性は、コンロのグリルで魚を焼
いていたことを忘れて子供と公園に
行ってしまったため魚が焦げ発煙し
た。

隣に住む女性は、住警器の警報音に気付き、１１９番通報し
た。

97 ５月 ０時頃 非火災 台所
女性（70歳）は、カレーを調理中

その場を離れたため、鍋から発煙し
た。

隣に住む女性は、住警器の警報音に気付き、１１９番通報し
た。

98 ５月 １０時頃 非火災 台所

女性（85歳）は、台所で鍋の焦げ
をとろうと水を入れガスコンロに火
をかけたまま、居間で寝込んでし
まった。

女性（85歳）は、居間で寝ていたところ、住警器の鳴動で目
を覚ました。台所のガスコンロのスイッチを切り鍋に水道水を
いれた後、１１９番通報した。

99 ５月 ２３時頃 ぼや 居室
男性（23歳）は、ベッド上におい

て何らかの火源を用いてに放火し
た。

隣に住む女性（29歳）は、自室の掃除をしていたところ、住
警器の鳴動音に気付き、外に出てみると、煙が出ているのを発
見したので自宅の電話で１１９番通報した。



100 ５月 ２時頃 ぼや 寝室

天井に取り付けてある脱臭除菌装
置（マイナスイオン・オゾン発生
器）の電線が短絡し、装置ごと布団
の上に落下し火災になった。

女性(61歳)は、就寝中に住警器の警報音と煙たさで目を覚ま
し、部屋を確認すると脱臭除菌装置（マイナスイオン・オゾン
発生器）が布団の上に落下し燃えているのを発見した。

101 ５月 ６時頃 ぼや 台所

女性(81歳)は、お湯を沸かそうと
して、やかんとポットを間違えてガ
ステーブルに掛けてしまったため火
災になった。

　近くに住む女性(40歳)は、家事をしていたところ、单側建物
からの警報音が鳴っていたので、１１９番通報した。

102 ５月 １５時頃 ぼや 台所

　女性（16歳）は、ドーナツを調理
するため、ガスコンロに火を点けた
ところ、フライパンの傍の菜ばしに
火が移り、更に木製まな板に延焼し
た。

　女性の父親(40歳)は、居間でテレビを見ていたところ、台所
の住警器が鳴っていた。台所を確認するとフライパン付近から
炎が上がっていたため、長女が１１９番通報した。

103 ５月 ８時頃 非火 台所 　調理中の鍋が空焚きで発煙した。 　鍋の空焚きで発煙したため、火災安全システムが作動した。

104 ６月 １２時頃 ぼや 台所

男性(64歳)は、ガステーブルのグ
リルで魚を焼いていたのを忘れて、
テレビを見ながら食事をしていたた
め、魚が焦げ出火したもの。

男性(64歳)は、テレビを見ながら食事をしていたところ、住
警器が鳴動したので、台所を確認するとガステーブルから白煙
と炎が見えた。ガスコンロのスイッチを切ったが炎が収まらず
心配になり、１１９番通報した。

105 ６月 ２０時頃 非火災 台所

女性は、ガステーブルのグリルで
魚を焼いていて、その場を離れ居間
にいたため、魚が燃えてグリルの排
気口から火が出た。

女性は、ガステーブルのグリルで魚を焼いていたが、その場
を離れ居間にいたところ、住警器が鳴ったので台所に行くと、
グリルの排気口から火が出ているのを発見し１１９番通報し
た。知らせを聞いた息子は、近くにあった粉末消火器で初期消
火した。

106 ６月 １４時頃 ぼや 台所

女性(47歳)は、金属製の食器洗い
用ボールにタオルと水を入れガス
テーブルにかけて煮沸消毒していた
が、火を消し忘れて外出したため、
水が蒸発し、火災になった。

女性(57歳)は、帰宅途中に隣の玄関前を通ると、焦げくさい
臭いと郵便受けから煙が出ているのを発見し、自宅の電話で１
１９番通報した。

107 ６月 １８時頃 ぼや 居室

女性(56歳)が外出中に、日光がパ
ソコン台に置いてあった虫眼鏡（凸
レンズ）を通し、焦点距離にあった
掛け軸に収斂し、掛け軸から出火し
た。

隣に住む男性(34歳)は、隣から「ピーピー｣という音が鳴って
おり、火事だと思い自分の携帯電話で１１９番通報した。

108 ６月 １８時頃 非火災 台所
女性(46歳)は、味噌汁を温めるた

めガスレンジのコンロに点火し、消
し忘れて外出した。

　隣に住む女性(70歳)は、外出しようとすると、警報音が鳴り
響いていたので周囲を確認したところ、隣の家から聞こえてい
た。
　家は留守だったので、周囲に集まってきた女性(35)の携帯を
借り１１９番通報した。

109 ６月 ０時頃 非火災 台所

女性（45歳)は、台所でスープの
入った鍋をガスコンロにかけたまま
居眠りしたため、鍋が空焚き状態と
なった。

隣に住む男性は、住警器の鳴動音に気付き、廊下に出たとこ
ろ、煙と臭気があったので１１０番通報した。



110 ６月 １４時頃 ぼや 寝室
　寝室のアロマキャンドルが熱で割
れ床に落下し、床に置いてあった衣
類に着火し火災になった。

　女性(42歳)は、で新聞を読んでいたところ、「ピーピー」と
警報音が鳴っていた。寝室に入ると、部屋全体が煙で充満して
おり、壁から火が出ているのを発見した。

111 ６月 ８時頃 ぼや 台所

　女性(73歳)は、自宅のガステーブ
ルのグリル(水を入れないで使用す
るもの）に水を入れて魚を焼いてい
たところ、グリル内が異常燃焼し、
炎が出たもの。

　女性(73歳)は、ガステーブルのグリルで魚を焼いていたとこ
ろ、グリルから火が出てきたのを発見した。
　隣に住む女性（42歳）は、住警器が鳴っていたので、１１９
番通報し、自宅の消火器をで初期消火した。

112 ６月 １７時頃 ぼや 台所

　女性(36歳)は、夕食の支度で鍋に
油を入れガスコンロに掛けたまま、
子供部屋に行ったため鍋が過熱され
火災になった。

　女性（36歳）は、子供部屋にいたところ、台所の方から「ポ
ン」という音と同時に設置してある住警器の鳴動音が聞こえて
きた。
　台所に行ってみると、鍋から炎と煙がでていたので、台所に
あった蓄圧式強化液消火器で消火したが、まだ燻ぶっているの
で１１９番通報した。

113 ６月 １時頃 全焼 居室

　1階居室内に配線された器具付
コードの線間で半断線が生じて、床
に置かれた紙に着火し火災になった
と推定される。

　男性(53歳)は、就寝中、住警器の鳴動音に気付き、１階居間
のテレビ後方から炎が上がっているのを発見し、兄(55歳)と母
(82歳)を起こし避難した。
　隣に住む男性(69歳)は、就寝中、住警器の鳴動音に気付き、
外を見ると、隣家の窓から炎が噴出していたため、自宅の電話
で１１９番通報した。

114 ６月 ９時頃 ぼや
居室

　女性(42歳)は、電気ストーブの上
に洗濯物を干したまま外出してし
まった。
　その後、洗濯物が電気ストーブの
上に落ち衣類に着火し出火したも
の。

　近くに勤務する男性(40歳)は、事務室で仕事中、警報音が
鳴っていたので確認すると、向かいの建物の４階から煙が出て
いたので、火事だと思い事務所の電話で119番通報した。

115 ７月 ８時頃 部分焼 居室
　男性(74歳)は、自室でカーテンに
ライターで放火した。

　同じ建物に住む男性(77歳)は、自室で就寝中、住警器の鳴動
音で起きると、部屋に煙が漂っていた。玄関ドアを開けると階
段から白煙が上がってきているのを発見した。
　近くで舗装工事中の男性(33歳)は、煙が上がっているのに気
付き、自分の携帯電話で１１９番通報した。

116 ７月 １７時頃 ぼや 居室
　電気こたつのヒーター部に座布団
が接触して温度が上昇し、無炎燃焼
したと推定される。

　男性(82歳)は、妻と台所にいたところ、台所に設置してある
住警器が鳴動したので、妻(82歳)が１１０番通報後、１１９番
通報した。

117 ７月 ２１時頃 非火災 台所

　女性(80歳)は、アルミ製の小鍋で
お粥を作ろうと火をかけたまま隣室
でテレビを見ていたため、鍋を焦が
した。

　女性(80歳)は、小鍋でお粥を作ろうと火をかけたまま隣室で
テレビを見ていたところ、台所の住警器の音で、鍋を焦がした
ことに気付き、すぐにガスコンロのスイッチを消した。警報音
が鳴りやまなかったので１１９番通報した。

118 ７月 １９時頃 非火災 台所

　男性(94歳)は、1階店舗内台所の
電気コンロに、てんぷら鍋をかけ
て、魚を焼いた状態のままで４階の
自宅へ戻ったため魚が焦げて発煙し
た。

　帰宅途中の女性(32歳)は、歩行中に住警器の音が聞こえたの
で周囲を確認すると、ビルから煙が出ていたので、携帯電話で
１１０番通報した。

119 ７月 ２３時頃 ぼや 台所

　女性(33歳)は、父親が点けた蚊取
り線香が台所に置いてあったのを知
らずに、部屋の片付けをしようと
マットレスを台所に立てかけ、就寝
したため、蚊取り線香の熱でマット
レスが燃え火災になった。

　女性（33歳）は、寝ていたところ、台所から「火事です・火
事です」と聞こえてきたので、台所に行くと煙が漂っており、
何かが燃える臭いがしたので、火事だと思い部屋の外に出て１
１９番通報した。



120 ７月 ８時頃 ぼや 居室

　男性(61歳)は、テレビを見ながら
布団上でたばこを吸っていて、煙草
が布団に落ち煙が出たので飲料水で
消火したつもりが、不十分であり火
種が残り無炎燃焼が継続し火災に
なった。

　隣に住む女性(57歳)は、住警器の警報音に気付き、ベランダ
側を確認すると、４階から白煙が出ているのを発見した。
　知らせを受けた隣に住む男性(72歳)は娘(42歳)に自宅の電話
で１１９番通報させた。

121 ７月 ７時頃 ぼや 台所

　女性(76歳)は、ガステーブルのコ
ンロを消したと思いコンロに樹脂製
容器をのせ、その場を離れたため、
換気扇等が燃えた。

　女性（76歳）は、テレビを見ていたところ、｢火事です、火事
です」と住警器が鳴動したので、台所へ行くと、コンロ部から
炎があがっているのを発見した。片手鍋に水道水を入れ、コン
ロ周辺に掛けて消火した。その後、消防署に通報した。

122 ７月 ２３時頃 非火災 台所
　男性(22歳)は、調理中に寝てし
まったため、鍋が空焚き状態になっ
た。

　同居人が、住警器のベル音に気付き、１１９番通報とコンロ
のスイッチを断にしたことにより、火災に至らなかった。

123 ７月 １１時頃 部分焼 台所

　男性(71歳)は、煙草の吸殻をゴミ
入れに捨てたが、火種が残っていた
ため、紙くづに着火し火災になっ
た。

　男性の息子(39歳)は、３階でテレビを見ていたところ、２階
ダイニングキッチンの住警器の発信音に気付き、火災を発見し
た。
　近くに住む男性(18歳)は、自転車で外出中、２階の窓から煙
が出ているのを発見し携帯電話で１１９番通報した。近隣者７
名で初期消火実施した。

124 ７月 １８時頃 ぼや 台所
　女性(62歳)は、ガステーブルのグ
リルで魚を焼き始めたところ、調理
で蓄積した油に着火して出火した。

　女性（62歳）は、魚を焼いていたところ、ガスレンジ後方か
ら３ｃｍ程度の炎が上がっているのを発見し、自宅の電話で１
１９番通報した。
　近くに住む男性(24歳)は、建物付近を通りかかったところ、
住警器の警報音を聞き、白煙を確認したので帰宅後、父親(51
歳)と共にバケツに水道水を汲み初期消火をした。

125 ７月 １６時頃 非火災 台所
　女性（89歳）は、牛乳を沸かした
まま外出したため、焦げ付き鍋から
発煙した。

　隣に住む女性(46歳)は、自宅にいたところ、隣家から焦げく
さい臭いと警報音が聞こえたので、自宅の電話から１１９番通
報した。

126 ７月 １３時頃 非火災 台所
　女性(90歳)は、コロッケを調理中
のフライパンを放置したため、調理
物が焦げて発煙した。

　近くに勤務する女性(62歳)は、警報音が聞こえてきたので外
に出ると、道路を挟んだ家から大量の煙が出ているので１１９
番通報した。その後、玄関から入り窓を開けた。居住者の女性
は自宅にいたが、煙や警報音には気付かなかった。

127 ７月 ９時頃 ぼや 台所
　何らかの原因で洗濯乾燥機のパネ
ルから出火した。

　同じ建物に住む男性(30歳)は、部屋を出たところ、隣の部屋
から住警器の警報音と煙が出ていたの火事だと思い１１９番通
報した。

128 ７月 １６時頃 非火 台所
男性(87歳)は、ガスコンロで味噌

汁を温めたまま放置したため、鍋が
異常に加熱された。

鍋の異常な熱を感知し火災安全システムが作動し自動通報さ
れた。

129 ８月 ５時頃 ぼや 台所

　男性(85歳)は、お湯を沸かそうと
してガステーブルの上に誤って電気
ポットを置きガスを点火したため火
災になった。

　隣に住む女性(28歳)は、自宅にいたところ、｢火事です、火事
です」と警報音が聞こえてきたので、廊下に出ると煙が出てい
るのを発見し周囲に知らせた。
　隣に住む男性(67歳)は、自宅の電話で１１９番通報し、近く
に住む女性(38歳)は、廊下に備え付けの消火器で台所の窓を開
けて消火した。



130 ８月 ９時頃 非火災 台所
　女性(73)は、ガス台にやかんをか
けたまま、忘れて寝てしまった。

　女性は、住宅用火災警報器が鳴動したため、気付き火を消し
110通報したので火災に至らなかった。

131 ８月 ０時頃 ぼや
ベラン

ダ

　何者かが何らかの火源を用いて、
ビニール製目隠し覆いに火を点けた
ものと推定する。

　火元の居住者女性(74)は、ベランダのガラス戸を開け網戸を
閉めた状態で就寝していたところ、居室の住警器が「火事で
す・火事です」の警報音を出したので目が覚め、室内に薄い煙
がありベランダから1.7mぐらいの炎が上がっていた。夫(76)を
起こし、台所の洗い桶3個で７～８杯の水道水をかけて消火し
た。その後自宅の電話で119番通報した。

132 ８月 ２１時頃 ぼや 台所

　事務員は、部屋を出る時たばこの
火種が完全に消えていない状態で流
しの三角コーナーに捨てたため、時
間経過により水切り籠に被せてある
袋に着火した。

　同じ建物に住む男性（22歳)は、帰宅時に隣室から住警器が鳴
動しているのに気づき携帯電話で１１０番通報した。

133 ８月 １３時頃 ぼや 台所
　女性(65歳)は、ガステーブルに天
ぷら鍋をかけたまま、その場を離れ
たため、油が過熱され出火した。

　女性（65歳）は、台所でお餅を揚げていたが、その場を離れ
てしまった。５分後、用事を済ませて戻ると台所に煙が充満し
ていた。
　通りかかった女性(32歳)は、建物の前で住警器のベルを聞
き、窓から黒い煙が出ていたので携帯電話で１１９番通報し
た。

134 ８月 １７時頃 ぼや 台所

　男性(67歳)は、自宅の台所で天ぷ
らの調理中、ガスコンロの火を消し
忘れて出かけたため換気扇等が燃え
た。

男性の孫(14歳)は、自宅２階でゲームをしていたところ、１
階から警報器の音がしたので、1階へ降りると台所に白煙が充満
していたため、帰宅途中の母(38歳)に火災を知らせ、母の指示
で毛布２枚を水に濡らしコンロにかけて消火した。母は携帯電
話で１１９番通報した。

135 ８月 ９時頃 ぼや 台所

　男性(66歳)は、銀製品の製作のた
め1階台所のガステーブルで真鍮鍋
に松脂を大量に入れ溶かし始めた
後、庭で植木に水をあげていたた
め、松脂が燃え出し内壁・換気扇等
が燃えた。

女性(68歳)は、自宅2階にいたところ、2階階段天井部分に設
置した住警器が鳴動したため、1階に降りると台所に煙が充満し
４０ｃｍの炎を発見し110番通報した。男性は、妻から火事の知
らせを聞き、洗面器に水道水を入れ3杯かけて消火した。

136 ８月 ５時頃 部分焼 浴室

　女性(30歳)は、2階浴室の電球が
切れたので、アルミサッシの窓にロ
ウソクを点けて明かりにしたが、消
し忘れたため木製の窓枠に燃え移り
浴室と屋根裏が燃えた。

女性(30歳)は、1階で寝ていたところ、「ピーピー」という音
で目が覚め、夫(43歳)を起こし2階の浴室ドアーを開けると煙が
充満し炎が見えたので、夫が携帯で119番した。隣に住む男性
は、自宅の粉末消火器を持って行き2階で噴射した後、屋外から
ビニールホースで放水した。

137 ８月 １時頃 部分焼 台所

　テーブルタップ上に滴下した尿が
タップ内に入り、乾燥と湿潤を繰り
返したことから、トラッキングが発
生し付近の新聞紙に着火した。

同じ建物に住む男性(34歳)は、｢火事です・火事です」という
警報音で目を覚まし外に出たところ、隣室の玄関が半開きの状
態で上部から白煙が噴出したため携帯で119番した。

138 ８月 ０時頃 非火災 台所 　鍋の空焚きで火災の事実なし
近くに住む女性(41歳)は、きなくさい臭いを感じ外に出たと

ころ、隣室の玄関の隙間から白い煙が出ており、｢火事です・火
事です」の警報音が聞こえたので、自宅へ戻り119番通報した。

139 ８月 １８時頃 非火災 台所
　女性(86歳)は、台所のオーブン
トースターで魚を調理中、隣室で休
んでいたため、魚が焦げ発煙した。

女性(86歳)は、台所のオーブントースターで調理中、隣室で
休んでいたところ居間の住警器が鳴動したので台所へ行くと、
煙が充満していた。オーブントースターから魚を取り出し窓を
開けて煙を出した後、110番した。



140 ８月 １５時頃 ぼや 居室

男性(70歳)は、隠れて煙草を吸っ
ていたところ、姉が帰宅したため、
慌てて煙草を消しダンボールに入れ
本棚に隠した。火種が燻り1時間後
ダンボールに着火し火災になった。

姉(80歳)は、洋裁をしていると「ピューピュー」という住警
器の音に気付き隣室を確認すると、煙が充満していたので自宅
の電話で119番通報した。弟(70歳)は、燻っているダンボールを
洗面台に持って行き、水導水で消火した。

141 ８月 ４時頃 非火災 台所

　男性(40歳)は、ガステーブルで
ラーメンを調理中、居眠りしたため
インスタントラーメンが焦げて発煙
したのを居間の住警器が感知し作動
した。

隣に住む男性(53歳)は、住警器の警報音が流れているのに気
付き110番通報した。

142 ８月 １４時頃 ぼや 台所

　女性(63歳)は、ガステーブルのグ
リルで、はんぺんを焼いていて居眠
りしたため、グリルに溜まった油か
すに着火し火災になった。

同じ建物に住む女性(15歳)は、警報音と白い煙に気付き119番
通報した。中庭で配管作業をしていた男性(37歳)は、警報音で
火災に気付き、ウェースを濡らしグリル付近を消火し、更に
コップ2杯の水をかけた。

143 ８月 １３時頃 部分焼 台所

　女性(60歳)は、天ぷら油を凝固剤
で廃棄するためガスレンジで加熱
中、忘れて孫と入浴したため、換気
扇等が燃えた。

女性(60歳)は、孫と入浴中、台所の住警器が鳴動したので火
災に気付き、濡らしたバスタオルで炎を覆った後、119番通報し
た。片手鍋に水を汲み5回程度かけて消火した。

144 ８月 １１時頃 ぼや 居室

　男性(39歳)は、火が点いたタバコ
をテーブル上の灰皿に置いたまま外
出したため、火がついたタバコが座
布団の上に落ち火災になった。

近くに住む女性(53歳)は、自宅に居たところ、「ピッ・
ピッ」という警報音が聞こえたので外に出たところ、建物の２
階から煙が出ていたので、帰宅途中の女性(53歳)に知らせ、119
番通報をお願いした。

145 ８月 ２時頃 非火災 台所

　男性(30歳)は、コンロに火をつ
け、やかんで麦茶を沸かしているの
を忘れたため、空焚き状態になり煙
がでて住宅用火災警報器が鳴動し
た。

男性(30歳)は、住警器が鳴動したので、空焚きに気付き、や
かんを台所の流しで水に浸けたため火災に至らなかったが、警
報音の止め方が分からず119番通報した。

146 ８月 １６時頃 非火災 台所
　女性(87歳)は、ガステーブルで焼
き魚を調理中、電話をしていたため
魚が焦げて発煙した。

女性(87歳)は、魚を調理中、娘と電話していたところ、電話
相手の娘から電話の奥からの警報音に気付き、台所を確認する
ように言われたので、ガスを消したため火災には至らなかっ
た。

147 ８月 １７時頃 ぼや 居室 　不明

３階の居住者(65歳)は、自宅へ戻る途中、２階の踊り場から
住警器の音が聞こえてきたので、確認すると部屋から煙が出て
いるのを発見した。１階の飲食店店主男性(72歳)は、騒ぎで火
災を知り１１９番通報した。

148 ８月 ４時頃 非火 台所

女性(89歳)は、味噌汁を作ろうと
ガスコンロに鍋をかけ、その場を離
れたため、沸騰した鍋からの蒸気で
熱感知器が作動した。

火災安全システムの熱感知器の警報音を聞き、ペンダントを
押下した。

149 ９月 １時頃 ぼや 居室
　男性(61歳)が火のついたタバコを
灰皿に置いたまま就寝ため、タバコ
が布団上に落ち火災になった。

隣に住む男性(50歳)は、自宅で入浴中、外から警報音が聞こ
えたので確認すると、隣室から聞こえていたので１１９番し
た。

男性(61歳)は、住警器の音で目を覚まし、火のついた布団を
浴槽に入れ消火した。



150 ９月 １２時頃 非火災 台所
　昼食を調理中、来客があり玄関で
対応中、鍋のうどんが焦げた。

鍋のうどんが焦げた煙を住宅用火災警報器が感知し鳴動し
た、鳴動の止め方が分からず通報した。

151 ９月 １１時頃 非火災 台所
　男性(63歳)は、ロールパンを電子
レンジにセットして外出したため、
パンが焦げて煙が出た。

隣に住む女性(41歳)は、自宅２階にいたところ、外から「火
事です火事です」という警報音が聞こえたのでベランダに出る
と、西側のアパートから白煙が見えたので自宅の電話で１１９
番した。

152 ９月 １５時頃 ぼや 洗面所
　洗面所の衣装ケース付近にあった
使い捨てライターが考えられる。

女性(41歳)は、自宅１階で家事をしていたところ、階段から
住警器が鳴ったので確認すると、洗面所の収納ケースから煙が
上がっているのを発見した。

153 ９月 ９時頃 非火災 台所
　ガスコンロに鍋をかけたまま外出
したため、鍋が空焚き状態になり煙
が充満した。

壁に設置した住宅用火災警報器が鳴動し、近隣住民が警報音
に気づき110番通報したため、火災に至らなかった。

154 ９月 ４時頃 ぼや 居室
 卓上蛍光灯の差し込みプラグの接
触過熱か、コードリールの判断線が
考えられる。

女性(66歳)は、就寝中に住警器の鳴動音に気付き、周囲を確
認すると、ベッド脇の延長コードから煙が出ていたのでスリッ
パで叩いて消火した。夫(66歳)は、隣室で寝ていると「火事で
す、火事です」の警報音と焦げくさい臭いを感じたため自宅の
電話で119番通報した。

155 ９月 ７時頃 ぼや 台所

　電子レンジ内で加熱していたラッ
プに包まれたジャガイモが時間の経
過とともに高温になり火災になっ
た。

女性(35歳)は、ジャガイモを電子レンジで調理していたとこ
ろ、電子レンジから煙が出てきたので中を見ると内部で煙と炎
が上がっていた。知らせを聞いた夫は、台所のエアゾール式簡
易消火器具でレンジのドアを開け消火した。煙を感知した警備
会社の勤務員が現場に急行し火災の通報をした。

156 ９月 １５時頃 非火災 台所
　台所で落花生を鍋で調理中、忘れ
て外出したため落花生が焦げ発煙し
た。

通行人の男性（30代)は、建物のから住警器の警報音と窓から
の煙を確認したので、携帯電話で119番通報した。

157 ９月 １１時頃 非火災 台所
　ガスコンロに鍋をかけたまま外出
したため、鍋が空焚き状態になり煙
が充満した。

隣に住む女性(36歳)は、帰宅時「火事です 火事です」とい
う警報音を聞き発煙を発見し、呼び鈴を押したが留守のため119
番通報した。

158 ９月 ９時頃 非火災 台所

　女性(75歳)は、電子レンジにサツ
マイモを入れ６分セットし２階に布
団を干しに行っている間にサツマイ
モが焦げ煙が出た。

女性(75歳)は、２階ベランダにいたところ、１階から「ピー
ピー」という警報音が聞こえたので、１階に行くと電子レンジ
から白煙が出ていたので、自宅の電話で所轄消防署に通報し
た。

159 ９月 １時頃 非火災 台所

　湯を沸かすため、やかんをガスコ
ンロにかけたまま、寝てしまったの
で、空焚き状態で高温になり感知器
が鳴動した。

隣に住む男性(43歳)は、就寝中に「ピーピー火事です、火事
です」という警報音で目が覚め、隣の部屋をノックしたが応答
がないので、自分の携帯で119番通報した。



160 ９月 １７時頃 非火災 台所

　男性(45歳)は、台所でガスコンロ
に火をつけてお好み焼きを温めてい
たが、そのことを忘れて居室で寝て
しまったため発煙した。

近くに住む女性(39歳)は、自宅にいたところ、单側建物から
警報音に気付き、ベランダへ出ると煙が見えたので携帯で119番
通報した。

161 ９月 １５時頃 非火災 台所

　女性(65歳)は、味噌汁を温めるた
めガステーブルに鍋を乗せて点火し
たことを忘れ、友人宅へ外出したた
め鍋が空焚き状態になり警報器が鳴
動した。

下の階に住む男性(40歳)は、自宅にいると外から「ピー
ピー」という音が聞こえたので外へ出ると窓から白い煙が出て
いるのが見えたので自宅の電話で119番通報した。

162 ９月 １１時頃 非火災 台所
　建物所有者は、自宅の台所で味噌
汁を温めていたが、忘れて外出した
為鍋が空焚き状態になり発煙した。

向かいのアパートに住む女性は、自宅にいると、外から警報
音が聞こえたので確認すると、前の家から白煙が出ていた為、
玄関の呼び鈴を鳴らすも応答がなく119番通報した。しばらくす
ると、本人が帰宅しガスコンロのスイッチを切ったので火災に
至らなかった。

163 ９月 １１時頃 非火災 台所
　女性は、コンロの鍋をつけっぱな
しで外出した為、鍋が空焚き状態に
なった。

近くに住む男性は、自宅にいると住宅用火災警報器の音が聞
こえたので、外へ出ると煙が出ているのを発見した、そこに居
合わせた近所の男性が119番通報した。

164 ９月 １５時頃 非火災 台所
　女性(56歳)は、台所で煮物をして
いて、隣室で寝てしまった為、鍋が
空焚き状態になった。

居室に設置した住宅用火災警報器の警報音を隣人が気付き、
インターホンで知らせた。本人は、ガスを消した後、119番通報
した。

165 ９月 １８時頃 ぼや 台所

　女性(37歳)は、ガスレンジとＩＨ
調理器のスイッチを入れ早く温める
ため、ＩＨ調理器の上に座布団２枚
を掛けたあと、隣室に行った為ガス
レンジの炎が布団に着火した。

女性(37歳)は、部屋にいたところ、住警器の音と焦げるよう
な臭いを感じたので、携帯で110番通報した。男性(36歳)は、２
階に行くと、座布団が燃えていたのでボールに水道水を汲み座
布団に掛けた。

166 ９月 ６時頃 非火災 台所

　男性(27歳)は、肉煮込を作るため
圧力鍋を強火で加熱中、隣室で休む
つもりが寝込んでしまい、鍋が空焚
き状態になり発煙した。

男性(27歳)は、就寝中、住警器の警報音で目が覚めたとこ
ろ、部屋が煙に包まれており、息苦しいので窓を開け避難し
た。

通行人の女性は、警報音と白煙に気づき、帰宅し自宅の電話
から119番通報した。

167 ９月 １２時頃 非火 台所
　ガスコンロで鍋に入ったおでんを
温めているのを忘れて、外出したた
め、おでんが焦げて発煙した。

　隣に住む男性(65歳)は、自宅にいたところ、警報音が聞こえ
てきたので確認すると、隣の家から煙がでていたので、自宅の
電話で119番通報した。

168 １０月 １２時頃 ぼや 居室 　不明

居室内の点灯している蛍光灯から「ジージー」と音がしてい
たので蛍光灯を確認すると、蛍光灯の外側の蛍光管が切れ若干
の煙と臭気を感じた。同時に蛍光灯脇に設置されてある住警器
が鳴動したので止めたもの。その後、不安に思い自宅の電話で
消防出張所に通報した。

169 １０月 １２時頃 非火災 台所

　レトルトのスパゲティを鍋で温め
ている最中に寝てしまったため、鍋
が空焚き状態になり居室の住宅用火
災警報器が鳴動した。

男性（14歳）は、帰宅中に２階の共用廊下で焦げくさい臭い
と部屋の換気扇から煙がでていた。近付いてみたところ、部屋
の中から警報音が聞こえたので火事だと思い、隣の住む女性に
知らせた。

知らせを受けた女性（58歳）は、自宅の電話から119番通報し
た。



170 １０月 １４時頃 非火災 台所

　女性は、犬のエサを作るため鍋に
鳥のささ身を入れ煮付けていたが、
忘れて外出したため鍋が空焚き状態
になり、居室の煙感知器が鳴動し
た。

女性は、調理中にそのまま外出したため、隣室設置の住宅用
火災警報器（煙感）が感知して警備会社に移報され警備員が駆
け付けたところ、台所内の煙であることを確認した。

171 １０月 ７時頃 非火災 台所

　女性(84歳)は、味噌汁の鍋をガス
コンロにかけたまま、その場を離れ
て居間に居たため、鍋が空焚き状態
になり発煙した。

女性（84歳）は、味噌汁の鍋をガスコンロかけたまま、台所
を離れ居間にいたところ、玄関付近に設置してある住宅用火災
警報器が鳴動し、鍋が空焚きの状態で中から煙が上がっていた
ので、ガスコンロの火を止めた。

172 １０月 １３時頃 非火災 台所

　女性(78歳)は、ガステーブルでフ
ライパンを使って鳥肉を調理中、調
味料を買いに近くのコンビニへ行っ
たため、空焚き状態になり肉が焦げ
て発煙した。

通行人の男性(45歳)は、住警器の鳴動音と臭気に気が付き、
巡回中の警察官に知らせた。警察官が通報するとともにガス栓
を停止したので火災に至らなかった。

173 １０月 １９時頃 非火災 台所

　男性(69歳)は、自宅台所でガスレ
ンジのグリル内に魚を入れ点火した
がテレビに夢中になり魚を焼いてい
ることを忘れていたため、魚が焦げ
発煙した。

男性(69歳)は、テレビにを見ていたところ、住警器が鳴動し
たので魚を焼いていることに気付き、自宅の電話で１１９番通
報した。

174 １０月 １６時頃 非火災 台所

　女性(33歳)は、ガスコンロに味噌
汁が入った鍋をかけたまま、子供達
と外出したため、空焚き状態になり
発煙した。

隣に住む女性(72歳)は、隣の家から焦げくさい臭いがしたの
で、電話で女性(33歳)に知らせた。

知らせを受けた女性は、しばらくすると、住宅用火災警報器
の鳴動音がしたため怖くなり、自分の携帯電話から119番通報し
た。

175 １０月 １２時頃 非火災 台所
　女性は、ガスコンロに火をつけた
まま外出し、鍋内の食材から煙が発
生し、住警器が鳴動したもの。

隣に住む男性(40歳)は、自宅にいたところ、警報音ときなく
さい臭いを確認したので、自宅の電話から１１０番通報した。

176 １０月 １２時頃 非火災 台所

　女性(83歳)は、味噌汁を温めるた
め鍋をガスレンジにかけその場を離
れ、温めているのを忘れたため、鍋
の空炊き状態となり煙が上がり、隣
室の居室に設置してあった住警器が
鳴動したもの。

煙に気づいた隣に住む居住者が住警器の鳴動音を聞き火災と
思い１１９番通報したもの。

177 １０月 １７時頃 非火災 台所

　男性(61歳)は、お湯を沸かすため
ガステーブルにやかんをかけたが、
かけたことを忘れ川崎に馬券を購入
するため外出したもの。

女性(28歳)は、自室に居ると、住警器の警報音が聞こえたの
でベランダへ出ると、隣から焦げ臭いにおいがした。緊急連絡
員の男性（６７歳）は、連絡を受けて警報音と臭いを確認した
ため、携帯電話で消防出張所に通報した。

178 １０月 １２時頃 非火災 台所
　女性(51歳)は、鍋でおでんを調理
していて空焚きになったものであ
る。

上階の居住者女性は、自室にいたところ、警報器の音と臭気を
確認したので、電話で管理人室に知らせた。管理人は、警報器
の鳴動と臭気を確認したので、携帯電話から１１９番通報し
た。

179 １０月 １５時頃 非火災 台所
　女性(80歳)は、電子レンジでさつ
ま芋の調理の際タイマーの設定を間
違えて芋を焼きすぎ煙が出た。

隣人女性(60歳)は、焦げくさい臭いと住警器の警報音により
火災と判断し、隣人男性(50歳)に１１９通報を依頼した。

知らせを受けた男性は、自宅の電話から１１９番通報をし
た。



180 １０月 ４時頃 非火災 台所

　男性(30歳)は、夜食のカップラー
メンを食べるため、やかんに４分の
１ほど水を入れコンロに乗せ火をか
けたが、寝込んでしまい、やかんが
熱せられた熱で台所に設置されてい
た住宅用火災警報器が作動したも
の。

同じ建物に住む男性は、就寝中に警報器の鳴動音で目が覚
め、外にでてインターホンで呼びかけたが応答がなく、焦げく
さい臭いを感じたので携帯電話で１１０番した。

181 １０月 １３時頃 ぼや 台所
　男性(21歳)は、台所のガスコンロ
を使用しフライパンで肉を炒めてい
る時に、住警器が鳴動した。

男性(21歳)は、住警器が鳴動したので台所へ行くとガスホー
スが焦げていたので、自分の携帯電話で１１９番通報した。

182 １０月 ２時頃 ぼや 台所

　女性は、台所でスープを作ろうと
鍋に具材とスープを入れガスを点火
し、その場を離れたため、ガスコン
ロの火が接炎し内壁に着火した。

近くに住む男性(65歳)は、就寝中に警報音が聞こえたので外
に出たところ、道を挟んだ隣家のマンション３階部分から白煙
が出ていたのを発見し、携帯電話で１１９番通報した。

183 １０月 １１時頃 非火災 台所 　鍋の空焚きで火災の事実なし。
隣人は、警報音が鳴っていることに気づき、居住者に知らせ

ようとしたところ、焦げくさい臭いと白い煙が建物から出てき
たため１１０番通報をした。

184 １０月 １５時頃 非火災 台所
　女性(73歳)は、揚げパンを電子レ
ンジで加熱しすぎたため、煙が上昇
して鳴動したもの。

２階に住む男性(35歳)は、下階から住警器の鳴っているのに
気づき本人の携帯電話から１１９番通報した。

185 １０月 ２１時頃 非火災 台所
　女性(79歳)は、煮魚を調理中、ガ
スこんろに鍋をかけているのを忘れ
て外出した。

隣に住む男性(48歳)は、自宅にいたところ、隣家から住警器
の警報音が聞こえたのと焦げくさい臭いを確認したので、火事
だと思い自宅の電話から１１９番通報した。

186 １０月 １４時頃 ぼや 台所

　女性(52歳)は、鍋にサラダ油を満
たしてコンロに点火した後、隣室で
携帯電話のメール操作を行っていた
ため、コンロの火がサラダ油に着火
し、火災になった。

女性(52歳)は、隣室にいたところ、台所から警報器が鳴動し
たので、確認すると、サラダ油の入った鍋から炎が立ちあがっ
ていたので、台所にあったエアゾール式簡易消火具で初期消火
をした。

その後、管理人の男性に「火が出てしまったので早く来て」
と伝えた。男性は女性宅の電話で119番通報した。

187 １０月 ２３時頃 非火災 台所
　男性(45歳)は、調理後のフライパ
ンを電気コンロにかけたまま寝込ん
だ。

　住警器の警報音で目がさめ通報した。

188 １０月 ６時頃 非火災 台所
　調理中の煙を住宅用火災警報器が
感知したもので火災ではなかった。

男性(68歳)は、居間にいたところ、隣室の台所から住宅用火
災警報器の警報音が鳴動していたので、心配になり１１９番通
報した。

189 １０月 ９時頃 非火災 台所
  アパートの住人は、台所で鍋に火
をかけたま外出したため、鍋が空焚
き状態になり発煙した。

男性（67歳）は、自宅にいたところ、住警器の音が鳴ってい
たので、確認するとアパートから白い煙が出ているのを発見し
た。

男性（31歳）は、自宅にいたところ、外から住警器の音が
鳴っていたので、外に出ると、誰かが「火事だ。」と叫んでい
たので、自宅の電話で119番通報した。



190 １０月 １５時頃 非火災 台所

　男性（75歳）は、自宅２階の台所
でゆで卵を作るため鍋に水を入れ、
ガスレンジ上にかけたまま外出して
しまった。時間の経過とともに、空
炊き状態となった。

隣に住む女性（59歳）は、警報音が聞こえてきたので、外を
見ると隣の家から煙が出ていたことから火事だと思い、自宅の
電話で１１９番通報した。

191 １０月 ９時頃 ぼや 居室
　仏壇に線香とロウソクをあげ、火
が点いたまま放置したため、居間の
仏壇から煙と炎が上がった。

女性（79歳）は、台所にいたところ、隣の部屋からピーピー
と警報音が聞こえたので見に行くと、居間の仏壇から煙と炎が
上がっているのが見えた。

部屋で寝ていた孫の男性(27歳）を起こし、消火器で初期消火
した後、携帯電話で１１９番通報した。

192 １０月 １８時頃 ぼや 台所

　女性は、フライパンに油を入れ、
ガスコンロで加熱したまま外出たた
め、時間の経過とともに油が過熱
し、出火したもの。

隣に住む女性(66歳)は、散歩していたところ、警報音が聞こ
えてきたので確認すると、建物から炎が出ているのを発見し、
「火事だ」と周囲に知らせ、通行人が１１９番通報した。

隣に住む男性(80歳)と男性(71歳)は、風呂場の水道につない
であったホースの水により初期消火を実施した。

193 １１月 ４時頃 非火災 台所

　男性(65歳)は、自宅で魚を鍋で煮
ているのを忘れて寝込んでしまった
ため、時間の経過とともに鍋から煙
が出たもの。

近隣住民が住警器の警報音で気付き、煙が出ていたので、119
番通報するとともに現場に駆け付け、鍋にコップの水を掛け
た。

194 １１月 １１時頃 ぼや 廊下
　電気衣類乾燥機の電源コードの接
続部の緩みが考えられる。

女 性 （ 42 歳 ） は 、 居 間 に い た と こ ろ 、 廊 下 か ら
「Fire!Fire!」と住警器が鳴っているのに気付いた。廊下に出
ると、廊下内は白煙で充満していた。

195 １１月 ２時頃 部分焼 台所
　屋外のオートバイに放火され、室
内に入り込んだ煙を感知した、外壁
５㎡などが燃えた。

近くに住む女性(43歳)は、就寝中、「ドン」という音と「燃
えています通報してください」という警報音が聞こえてきたの
で、外を確認すると、オートバイが燃えていた。

近くに住む女性(49歳)は、帰宅途中、バイクが燃えているの
を発見したので携帯で110番通報した。

近くに住む男性(60歳)は、外にあった消火器で初期消火を実
施した。

196 １１月 １５時頃 非火災 台所

　女性（88歳）が、オーブントース
ターで食パン１枚を焼いたまま、隣
の居室でテレビを見ていたところ、
警報音が鳴り出したので台所に行く
とオーブントースター内から煙が出
ていた。

近くに住む男性（75歳）は、「ピー・ピー」という音が聞こ
えたので、確認すると隣の家から煙が出ていたので、自宅の電
話で119番通報を行った。

197 １１月 ０時頃 非火災 台所

　台所に置いた煙草の吸い殻入れ
（円筒缶　縦２０ｃｍ、直径15ｃ
ｍ）の吸い殻（約50本）がくすぶっ
ており、煙を台所の住警器が感知し
て発報した。

同じ建物に住む男性（32歳）は、自宅にいたところ、真下の
部屋から住警器の音と異臭がしたので確認すると、換気扇から
煙が出ていたのを発見し、自分の携帯電話で119番通報した。

198 １１月 １１時頃 ぼや 台所

　女性(84歳)は、たこ焼きを作ろう
と思い、たこ焼き器（電熱式）を熱
し始めたがなかなか熱くならないの
で、ガスコンロに移しそのまま火を
付けたため、プラスチック製カバー
が焼損したもの。

プラスチック製カバーが燃えたため、住宅用火災警報機が鳴
動したが、女性(84歳)は、自分で消火できると判断し、流し台
に移動し水で消火した。

199 １１月 １２時頃 非火災 台所
　住人が電子ﾚﾝｼﾞの設定時間を長く
設定したため、調理物が過熱され発
煙した。

同じ建物の住人が、エレベーターに乗ろうとしたところ、廊
下から煙ときなくさい臭いがしていたので確認すると、１階の
玄関ドアから煙が出ており、住宅用火災警報器の警報音が聞こ
えたので、自分の携帯電話で１１９番したもの。



200 １１月 ２３時頃 ぼや 台所

　男性(43歳)は、魚を焼こうとして
グリルに火をかけたまま、外出した
ためグリルが過熱されグリル内の油
に着火した。

女児(9歳)は、部屋で寝ていたところ、煙と住警器の鳴動音で
目がさめ、ガステーブルが燃えているのを発見し、隣の部屋に
火事を知らせた。

知らせを受けた男性(82歳)は、台所にあったボールに水を汲
み消火した。隣に住む女性(61歳)は、外で「火事だ」と言う声
を聞き、自宅の電話で１１９番通報した。

201 １１月 ６時頃 非火災 台所

　男性（74歳）は、ガステーブルの
グリルで魚を焼いていた。焼けるま
での間、隣室の居間でテレビを見て
いたため、ガステーブルのグリル排
気口から炎が上がった。

男性は、警報器が鳴ったため、台所へいくと煙が充満し、ガ
ステーブルのグリル排気口から炎が上がっていた。急いで、ガ
スの元栓を閉め、水道水の水をボールに入れ魚に掛けた。

202 １１月 １２時頃 ぼや 台所

　男性(54歳)は、自宅を出る時、た
ばこの吸い殻を台所のゴミ袋に捨て
たが、火種が残っていた為ゴミに引
火し火災になった。

隣に住む男性(67歳)は、帰宅したところ、隣の棟から警報器
の鳴動音と煙が漂っているのを発見し、自宅の電話から１１９
番通報した。

203 １１月 ３時頃 ぼや 居室

　男性(22歳)は、飲酒後、寝る前に
たばこを吸い、テーブル上にある灰
皿に入れたが、タバコが堆積してい
たため火種が残り火災になった。

同じ建物に住む男性（22歳）は、自室にいたところ、住警器
が鳴っているのに気付き外に出たところ、下階からきなくさい
臭いがするので自分の携帯から119番通報した。

204 １１月 １４時頃 非火災 台所

　男性（35歳）は、台所で飲酒しな
がら味噌汁を作っていたが、鍋をガ
スレンジに放置したまま隣室で寝込
んでしまった。

同じ建物に住む女性(32歳)は、自室にいたところ、住警器の
警報音が聞こえてきたので、携帯電話から１１９番通報した。

205 １１月 １４時頃 ぼや 居室

　女性(88歳)は、電源の入ったク
リップライトが布団に接触している
のに気付かず放置したため、布団が
加熱され火災になった。

隣に住む男性は、隣から住警器の音が聞こえてきたので、玄
関ドアを強く叩き、自分の携帯電話から住警器が鳴動している
旨を大家に電話連絡した。

206 １１月 ２２時頃 ぼや 居室
　男性(86歳)は、居室内で使用して
いた電気毛布から出火した。

女性(40歳）は、調理の片付けをしていたところ、焦げ臭いに
おいがしたので確認すると、「ピー、ピー火事です」という音
が聞こえたので、周囲に火事だと知らせた。

207 １１月 １０時頃 非火災 台所

　女性（84歳）が味噌汁を温めるた
め、手鍋をガスコンロにかけて、火
をつけたまま放置したため、空炊き
となった。

同じ建物に住む女性（62歳）は、自室にいたところ、警報音
が聞こえてきたので、外に出ると換気扇から煙が出ているのを
発見した。ドアをノックしたが、応答がなかったため、不安に
なり防火管理者の女性（73歳）に知らせた。

208 １１月 １６時頃 ぼや 台所

　女性(64歳)は、天ぷら油を凝固剤
で固めようと鍋の再加熱を始めた
が、来客の見送りでその場を離れた
ため、時間経過で発火した。

女性(64歳)は、玄関にいたところ、台所から警報音が聞こえ
てきたので台所に戻ると、鍋から炎が立ち上がっていたので、
粉末消火器（10型）で初期消火を実施した。

209 １１月 １３時頃 非火災 台所
　女性（77歳）は、ジャガイモを入
れた鍋をガステーブルにかけたまま
隣室でウトウトしていた。

隣に住む男性は、警報音が鳴っていたので外に出てみると、
煙が漂っていたので119番した。



210 １１月 ０時頃 非火災 台所

　女性は、子供の衣類を煮沸消毒し
ようと鍋に入れて、ガスコンロの火
をつけたところ、そのまま就寝して
しまった。

女性は、就寝中、住宅用火災警報器の警報音に気がつき、ガ
スコンロの火を止めたもの。電話で新宿に勤務する夫に相談
し、夫から119番通報があったもの。

211 １１月 １４時頃 非火災 台所

　女性（７２歳）は、自宅１階台所
で昼食のためうどんを鍋に入れガス
こんろにかけた後、隣室の和室でテ
レビを見ていたため、空焚き状態に
なった。

台所に設置していた住宅用火災警報器が鳴動したため、台所
に行くと水分が蒸発し、空焚き状態になっているのを発見し
た。

212 １１月 １０時頃 ぼや 台所

　女性（７７歳）は、使用後の天ぷ
ら油を固めるため、鍋に入れてガス
コンロに火をつけ、ベランダで洗濯
物を干していた。

女性(77歳)は、警報音に気付き台所に戻ると、加熱中の鍋か
ら炎が上がっていたので、濡れタオル等で消火した。消火後、
自ら１１９番通報した。

213 １１月 １３時頃 部分焼 台所 　調理中の天ぷら鍋の放置

家族が居間で食事をしていると、キッチンから焦げくさい臭
気がしたので、確認すると煙が立ち込め住警器が鳴動してい
た。

男性は、風呂の残り湯を洗面器で３杯かけて消火し、携帯で
１１９番通報した。

214 １１月 ２２時頃 非火災 台所 　鍋の空焚き

男性（７０歳）は、自宅にいたところ、台所に設置してある
住宅用火災警報器が鳴動し、煙が入ってきたため、確認すると
鍋から煙が上がっていた。

大学生男性（１９歳）は、帰宅中、「火事ですと」言う音声
が聞こえたので、付近を見渡すと、住宅の２階の窓から煙が出
ていたので、携帯電話で１１９番通報した。

215 １１月 １２時頃 ぼや 台所

　女性(84歳)は、ガステーブルに火
をつけたまま、トイレに行って戻る
と、カーテンが風に揺られてガス
テーブルの炎に接触し燃えて、住宅
用火災警報器 (熱式)が鳴動してい
た。

女性(84歳)は、トイレから戻ると、住宅用火災警報器が鳴動
しており、カーテンがガステーブルの炎に接触し燃えていたの
で、台所の雑巾を水に濡らし、その雑巾を燃えている部分に押
し当てて消火した。

216 １１月 １６時頃 ぼや 居室

男性(90歳)は、座布団を敷いた木
製の椅子に座っていたところ、座布
団が電気ストーブに接触していたた
め火災になった。

火災安全システムの煙感知器が火災の煙を感知し、指令室へ
移報され、緊急確認として対応した建物（ぼや）火災である。

217 １２月 ９時頃 非火災 台所
　自宅台所のコンロに土鍋で料理す
るため火をつけたが、その場を長時
間離れために鍋を空焚きしたもの。

女性(60歳)は、ゴミを捨てようと外に出たところ、隣から警
報音と窓から白煙が出ていたので、外で清掃中の男性に知らせ
た。

女性(39歳)は、ペットボトルを捨てに１階へ下りてきたとこ
ろ、隣から警報音と焦げくさい臭いがしていたので、火災と思
い自分の携帯から１１９番通報した。

218 １２月 ５時頃 部分焼 居室 　不明

同じ建物に住む男性(34歳)は、自宅で就寝中、アラームの様
な音で起き、同時に臭気を感じたので自宅ベランダに出て、音
の聞こえる２階を確認すると、赤く見えたので自宅の電話で１
１９番通報した。

219 １２月 １３時頃 非火災 台所
　電子レンジのタイマーが故障して
いたと思われ、加熱を続けたことに
より煙が発生し、鳴動したもの。

他の部屋で作業をしていると、台所から警報音が鳴動したの
で、台所に戻ってみると、電子レンジから煙が出ていた。



220 １２月 ２３時頃 非火災 台所 　鍋の空焚き

女性（50代）は、アパートの１階から警報音がしており、窓
の隙間から煙も出ていたので、大家に知らせた。

隣に住む大家の息子(38歳）は、知らせを受け、 携帯電話で
１１９番通報した。

221 １２月 １２時頃 非火災 台所 　鍋の空焚き

女性（66歳）は、帰宅すると、部屋中にきなくさい臭いが充
満しており、ベランダから下階を確認すると、白い煙が上がっ
ていた。

女性の夫（69歳）は、下階を確認すると、玄関ドアから煙が
出ており住宅用火災警報器が鳴動していたため、自宅から１１
９番通報した。

222 １２月 １１時頃 ぼや 居室

　男性（80歳）は、２階居室の床の
間の行灯のろうそくに火を付けた
後、トイレに入っている間にロウソ
クの芯が傾き燈明に張り付けてある
紙に着火した。

男性(80歳)は、「火事です、火事です」という警報音が聞こ
えたので確認すると、２階の居室が煙で充満していたので、妻
（80歳）に通報するよう依頼し、妻が自宅の電話から１１９番
通報した。

223 １２月 ５時頃 ぼや 寝室

　女性（23歳）は、アロマキャンド
ルを布団の横で使用して就寝したと
ころ、アロマキャドルの炎が羽毛布
団に着火し火災になった。

女性(20歳)は、就寝中、住警器の警報音で目が覚め、別室で
寝ている姉(23歳)に知らせようとしたところ、アロマキャンド
ル付近の布団類が燃えているのを発見した。

二人は、濡れタオル等を使用し消火後、携帯電話で管轄消防
署に通報した。

224 １２月 １２時頃 非火災 台所

　男性（79歳）は、鍋を火にかけた
まま外出したため、鍋が空焚き状態
となり、居室に設置されている住宅
用火災警器が鳴動した。

同じ建物に住む女性(52歳)は、自宅にいたところ、警報音が
聞こえてきたので外に出てみると、焦げくさい臭いがしたの
で、管理事務所の事務員に知らせ、火事だと思い自宅に戻り１
１９番通報した。

225 １２月 ７時頃 非火災 台所

　男性(71歳)は、鍋をガスレンジに
かけ、温めているのを忘れたまま外
出したため、鍋の空炊き状態となり
煙が上がり、台所に設置してあった
住警器が鳴動した。

焦げくさい臭いと煙に気づいた隣室の居住者が、住警器の鳴
動音を聞き火災と思い１１９番通報した。

226 １２月 １２時頃 非火災 台所
　鍋の空炊きしていた熱を住宅用火
災警報器が感知し作動した。

男性は、外を歩いていると、「火事です・火事です」という
声とプラスチックが焦げているような臭気がしたので火事と思
い自分の携帯電話で１１９番通報した。

227 １２月 ２３時頃 非火災 台所

　女性（70歳）は、翌朝の味噌汁の
下ごしらえため、具材を入れた鍋を
ガスコンロにおいたまま、トイレに
行ってしまった。

時間の経過とともに、空炊き状態となった鍋からの煙を、台
所に設置されているガス・煙複合型の住宅用火災警報機が感知
し発報した。隣人男性（39歳）が、警報音に気づき玄関扉を
ノックするも応答がなく、自分の携帯電話で119番通報した。

228 １２月 １２時頃 非火災 台所

　女性（87歳）は、お湯を沸かそう
と、ガスレンジにやかんを載せた
が、誤って魚焼き用のグリルの火を
点けたため、空焚き状態となり発煙
し住警器が感知、発報した。

住警器の警報音がしたので、本人が自宅の電話で１１０番通
報した。

229 １２月 １５時頃 非火災 台所

　女性（80歳）は、台所で鍋に火を
かけたまま隣の部屋で電話に対応し
ていたところ、台所に設置した住宅
用火災警報器が鳴動した。

女性（80歳）は、台所を確認すると煙が充満していたため、
自宅の電話で通報した。



230 １２月 １３時頃 ぼや 台所
　女性(90歳)は、電子レンジで餅を
加熱したところ、異常に過熱されモ
チが燃えた。

　女性は、通行中、白い煙と焦げくさい臭気と住宅用火星警報
器が鳴っているのを確認したので、火災と思い１１９番通報し
た。

231 １２月 １６時頃 非火災 台所 　鍋の空焚き
近くに住む女性（53歳）は、住宅用火災警報器の「火事で

す」という警報音が聞こえてきたので、外に出ると建物から煙
が出ているのを発見し、本人の携帯電話で通報した。

232 １２月 ０時頃 ぼや 台所
　女性(69歳)は、火をかけたまま天
ぷら油の入った片手鍋を放置したた
め、火災になった。

同じ建物に住む女性は、帰宅中、１階を通った際に「ピー
ピー」という警報音と油の焦げる臭いがしたので、火事だと思
い携帯電話で１１９番通報した。

233 １２月 １４時頃 非火災 台所
　ガスコンロのグリルを点火したま
ま外出したため、内部が熱せられ発
煙し警報器が感知し鳴動したもの。

隣に住む男性は、外から警報音と焦げくさい臭いがしたの
で、火事だと思い自宅の電話で１１９番通報した。

234 １２月 １７時頃 非火災 台所

　女性（77歳）は、鍋をガステーブ
ルにかけたまま、休憩していたとこ
ろ、調理中の煙によりガス漏れ警報
器兼住宅用火災警報器が鳴動した。

女性(77歳)は、休憩中、住警器が鳴動したので確認すると、
調理室から鳴っていたのでガステーブルの火を消した。

235 １２月 １２時頃 ぼや 台所

 男性（95歳）は、茹で卵を作るた
めカステーブルの右側コンロに火を
着けたまま、放置したため付近に置
いてあった布巾等が燃えた。

隣に住む女性（70歳）は、外にいたところ、住宅用火災警報
器の音声が聞こえたので確認すると、隣の家から「火事だ」と
叫ぶ声が聞こえた。自治会長等に知らせた後、自宅の電話で１
１９番通報をした。

236 １２月 ２２時頃 非火災 台所
　男性（74歳）は、鍋で味噌汁を温
めていたのを放置したため、鍋が焦
げたもの。

同じ建物に住む女性（62歳）は、自宅に居たところ、何かが
焦げた臭いがしたので確認すると、トイレの小窓から煙が出て
いるのと住警器が鳴動しているのたので、携帯電話で１１９番
通報をした。

237 １２月 ９時頃 非火災 台所

　女性（29歳）は、鍋焼きうどんを
アルミの入れ物のまま、ガステーブ
ルに火をつけて温めていたのを放置
したため

隣に住む女性（34歳）は、廊下から警報音が聞こえたので廊
下に出ると、隣の換気扇から白い煙が出ていた。

隣のインターホンを鳴らしたが反応がなかったので、持って
いた携帯電話で119番通報した。

238 １２月 ７時頃 非火災 台所

　グリルのスイッチが完全にオフに
なっていない状態であったため、ガ
スコンロ（魚焼き器）のグリルから
炎が上がった。

女性は、寝室で寝ていたところ、住宅用火災警報器の「火事
です、火事です」と言う音声で目が覚め台所に行ってみると、
ガスコンロ（魚焼き器）のグリルから炎が上がっていたため１
１９番通報した。

239 １２月 １０時頃 ぼや 居室

　男性（66歳）は、仏壇のローソク
にライターで火を点け拝んだあと
ローソクを消したつもりが、完全に
消火されていなかったため仏壇等が
燃えた。

男性(66歳)は、朝食の準備中、「ピーピー」と言う音がした
ので確認すると、仏壇のある部屋に煙が漂っているのと火が見
えたので、自宅の電話で消防署に通報した。



240 １２月 １９時頃 非火災 台所
　男性（81歳）は、夕食の準備中、
魚を焼いていたところ、煙が充満し
住警器が感知し、発報した。

男性（81歳）は、夕食の準備中、魚を焼いていたところ、煙
が充満して住警器が鳴動したので、「火事だ」と思い自宅の電
話で119番した。

241 １２月 ２３時頃 非火災 台所
　居住者は、鍋で小豆を煮ていたと
ころ、テレビを見ながらソファーで
寝てしまったため。

同じ建物に住む人が階段を上がっていたところ、窓から焦げ
た臭いと「火事です!火事です！」という警報音が聞こえたの
で、携帯から１１０番通報した。

242 １２月 １５時頃 非火災 台所

　女性(28歳)は、焼き芋を作るため
にオーブンレンジに切った芋を２切
れ乗せて２５分にセットした。隣の
部屋で読書をしていると台所の住宅
用火災警報器が鳴動した。

女性(28歳)は、台所から警報音が聞こえてきたので、確認す
るとオーブンレンジから煙が出ていたので、窓を開け換気扇を
回して排煙した後、心配なので１１９番通報した。

243 １２月 ７時頃 非火災 台所 　調理中の煙

男性(25歳)は、隣から「火事です、火事です。」の警報音が
聞こえてきたので、大家に知らせた。

知らせを受けた大家は、確認すると煙と臭気があったので、
119通報をした。

244 １２月 １０時頃 非火災 台所

　女性（66歳）は、台所で調理中に
その場を離れ洗濯をしていたため、
台所内に煙が充満し住警器が鳴動し
た。

同じ建物に住む女性(46歳)は、１階の郵便物を取りに行った
ところ、２階から警報音と煙が出ていたので、火事だと思い１
１９番通報した。

245 １２月 １０時頃 非火災 台所 　鍋の空焚き
隣に住む女性（60歳）は、買い物に行こう外に出たところ、

「ピーピー」という音と煙が漂っていたので、自分の携帯電話
で119番した。

246 １２月 １３時頃 非火災 台所 　鍋の空焚き
隣に住む居住者は、帰宅したところ、玄関付近で焦げくさい

臭いと住宅用火災警報器の警報音が聞こえたので、火災だと思
い自宅の電話から１１９番通報した。

247 １２月 １２時頃 非火災 台所 　鍋の空焚き
同じ建物に住む居住者は、警報音が聞こえてきたので外に出

たところ、焦げくさい臭いがしていたので、火事だと思い１１
９番通報した。

248 １２月 １７時頃 非火災 台所

　女児(12歳)は、１７時３０分頃電
子レンジに肉饅入れ、手動で２分
セットしたが冷たかったので更に５
分セットした。３分経過後、電子レ
ンジから煙が出たのを発見した。

１階に住む女性(82歳)は、階段付近で２階から警報音と煙が
でていたので、火事と思い夫(81歳)に知らせた。
　知らせを受けた夫は、自宅の電話で１１９番通報した。

249 １２月 １４時頃 非火災 台所

　居住者(94歳)は、グリルに魚を入
れ火をつけた後、居間で休んでいる
うちに、魚を焼いた煙により複合型
の住宅用火災報警器が作動し鳴動し
たもの。

隣に住む男性（45歳）は、外から「火災警報器が作動中で
す。」との音声が聞こえたので確認すると、隣の２階から煙が
出ているのを発見し、会社の電話で１１９番通報をした。



250 １２月 １４時頃 非火災 台所 　鍋の空焚き

同じ建物に住む男性は、入浴中、警報音と焦げくさい臭いが
してきたので確認したところ、建物所有者に携帯電話で連絡し
た。

知らせを受けた建物所有者は、連絡があったので火事だと思
い自宅の電話で１１９番通報した。

251 １２月 １２時頃 部分焼 居室

　女性（55歳）は、２年以上使用し
ていない石油ストーブを使おうと思
い、燃料タンクを確認すると古い灯
油が入っていたので、使い切るため
に和室に置き点火した。何らかの経
過で周囲の衣類に着火し火災になっ
た。

女性(55歳)は、台所でテレビを見ていると、きなくさい臭い
と、階段から警報音が聞こえたので確認すると、和室から煙が
出ていたので、和室の扉を開放すると黒い煙が出てきた。

台所に戻り電話機の子機を持って屋外に出てから１１９番通
報した。

252 １２月 ２０時頃 ぼや 居室

　男性（65歳）は、石油ストーブに
マッチで火を点けた後、炎が安定せ
ず拡大したため、息を吹きかけて消
そうとしたが、背面にたまっていた
ごみくずに燃え移った。

外を歩いていた男性は、住宅用火災警報器の鳴動音が聞こえ
たので、建物を見ると煙が出ていたので、年末警戒中の消防団
員に知らせた。

知らせを受けた消防団員は、煙が出ていて住宅用火災警報器
が鳴動していたので確認すると、石油ストーブから炎が出てい
るのを発見し、携帯電話から１１９番通報した。

253 １２月 １０時頃 ぼや 居室

女性(87歳)は、タバコの吸殻の火
が消えたと思いごみ箱の中に捨てた
ところ、完全に火が消えていなかっ
た吸殻からごみ箱内のごみに燃えう
つった。

隣に住む男性は、外で作業中、隣から警報音が聞こえたので
確認すると、隣の建物２階からの煙を発見し、長女に１１９番
通報を指示した。


