
令和2年度東京防災学習セミナー

木造住宅密集地域の備え

Ｄ コ ー ス

セ ミナーテキス ト



本日の講義内容

１ はじめに

２ 木密地域とは？

３ 住民としてはどう対処すればよいか

（１） どの程度の被害となるかを知る

（２） 火災の発生と延焼危険について理解する

（３） 耐震耐火を進める

（４） 出火しない体制を地域ぐるみで作る

（５） 出火に備え、初期消火体制を整え訓練する

（６） 高齢者・避難行動要支援者の見守りをする

４ まとめ



心配な首都直下地震

○ 首都直下地震の起こる確率は30年間で７０％

○ 内閣官房参与の藤井京都大学教授の分析

・ 過去2000年の間に三陸沖を震源とするM８以上の巨大地

震が4回発生。

・ これと連動して4度ともその前後10年以内に関東地方で直

下地震が発生。

・ さらに南海トラフ地震も三陸沖地震と連動して１０数年以

内に3回発生。

１ はじめに



首都直下地震等の概要

種類 東京湾
北部地震

多摩直下
地震

元禄型
関東地震

立川断層帯地
震

震源 東京湾
北部

東京都
多摩地域

神奈川県西部 東京都
多摩地域

規模 M７．３ M７．３ M８．２ M７．４

震源の
深さ

約２０Km～
３５Km

約２０Km～
３５Km

約０～
３０Km

約２Km～
２０Km

[首都直下地震] [海溝型地震] [活断層で発
生する地震]

１ はじめに



２ 木密地域とは？

木密地域とは、「木造住宅密集地域」の略で、東京都の事業
対象地域としての定義があるが（後述）、法律では、単に
「密集市街地」、あるいは「密集住宅市街地」として、以下
のように規定されている。

＊密集市街地における防災街区の整備促進に関する法律

（密集市街地整備法）－平成九年五月法律第四十九号

密集市街地とは（法第二条第一項）

当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、
かつ、十分な公共施設が整備されていないこと、その他当
該区域内の土地利用の状況から、その特定防災機能が確保
されていない市街地をいう

→本定義に該当する地域についての事業は、国庫補助の対象となる（図）

木密地域の定義



参考：密集市街地整備法の趣旨

■趣旨 老朽木造建築物が密集していること等により、大火の危険性が高い密集市街
地に対して、延焼防止上、避難上の機能が確保された街区の一層の整備促
進を図ることを目的とする

■密集法による事業

図：国土交通省・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律案について

（http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/04/040310_.html）

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/04/040310_.html


東京都の定義

「木造住宅密集地域整備プログラム（1997年策定）」の定義
① 燃えやすい建物が多い：木造建築物棟数率 70％以上
② 古い木造の割合が高い：昭和45年以前の木造建築物棟数30％以上
③ 住宅が建て詰まっている：住宅戸数密度 55世帯／ha以上
④ 燃えにくい建物が少ない：不燃領域率 60％未満

新しい定義：
上記で指定された木造住宅密集地域のうち、④の不燃領域率60％ 未満の地
域を、平成18・19年の土地利用現況調査により算出して、新たに木造住宅
密集地域（約16,000ha）としている。

不燃領域率：市街地の「燃えにくさ」を表す指標。建築物の不燃化や道路、公
園などの空地の状況から算出する。不燃領域率が70％を超えると市街地の
延焼による焼失率はほぼゼロとなる。

２ 木密地域とは？



不燃領域率とまちの焼失率

焼失率≒0%

不燃領域率
≒60~70%

建設省, 「建設省総合技

術開発プロジェクト 都市
防火対策の開発」,昭和
57年12月をもとに作成

計算機によるシミュレーション結果

２ 木密地域とは？



東京都の指定する木造密集地域（16,000ha）
２ 木密地域とは？



国の指定する密集市街地の地域図

東京都区部 113地区1683ha (2.7%) 

http://www.mlit.go.jp/common/000226570.pdf

２ 木密地域とは？

（平成24年１０月12日国土交通省発表）



東京の危険な場所(火災/23区）

東京都地域
危険度調査
(平成30年）

第8回火災危険度ランク

東京都地域危険度測定調査http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/chousa_6/download/kikendo_05.pdf?1309

２ 木密地域とは？



東京の危険な場所(火災/多摩地区）

東京都地域
危険度調査
(平成30年）

第8回火災危険度ランク

東京都地域危険度測定調査http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/chousa_6/download/kikendo_05.pdf?1309

２ 木密地域とは？



３ 住民としてはどう対処すればよいか？

 敵を知る

地震の知識を得る

どの程度の被害となるか想定する

敵襲に備えて堅固な城を築く

建物を耐震・耐火化する－補強・建て替え

（個人の努力＋補助←共助・公助）

防災まちづくりをする（都市計画＝共助・公助）

 兵を鍛え武器を備える

応急対応の防備をする（自助・共助）

イザという時の訓練をする（共助）

防災とは戦国時代における城の守りと同じ



具体的な活動例

（１） どの程度の被害となるかを知る

（２） 特に火災の発生と延焼危険について理解する

（３） 耐震耐火を進める

→個人の建て替え努力（公的補助の利用）

→不燃化10年プロジェクト推進への協力

（４） 出火しない体制を地域ぐるみで作る

（５） 出火に備え、初期消火体制を整え訓練する

（６） 高齢者・避難行動要支援者の見守りをする
（在宅でテレワークの方は大きな戦力）

３ 住民としてはどう対処すればよいか？



３ （１） どの程度の被害となるかを知る

地震動シミュレーションによる予測１

図：首都直下地震等による東京の被害想定（平成24年4月18日公表）
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/401/20120418gaiyou.pdf

東京湾北部地震（M7.3）

元禄型関東地震（M8.2）



多摩直下地震（M7.3）

図：首都直下地震等による東京の被害想定（平成24年4月18日公表）
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/401/20120418gaiyou.pdf

立川断層帯（M7.4）

３ （１） どの程度の被害となるかを知る

地震動シミュレーションによる予測２



直下型地震の特徴

① 予知の困難性

規模や想定震源の関係で予知は難しい

② 震源域の非特定性

特定の震源を想定できない

③ 被災地域の局地性

震度６以上は概ね30Km以内で局地的

直下型地震の特徴

３ （１） どの程度の被害となるかを知る



首都直下地震の被害の想定（H24)

首都直下地震等による東京の被害想定（平成24年4月18日公表）：
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/401/20120418gaiyou.pdf

冬の夕方１８時・風速８m/秒

東京湾北部地震

における火災に
よる損害は

約１８万８千棟！

３ （１） どの程度の被害となるかを知る



出火から延焼までの過程

被害想定において出火
点というのは、炎上出
火点（初期消火に失敗
し建物の中で炎上した
出火点）の数を言う。

・ 木密地域では延焼阻
止は極めて難しい。

• したがって、火災対応
は全出火ゼロを目指
すべき

（図作成 梶秀樹）

全出火数

炎上出火数

消火可否
家人による初
期消火

小火または
記録されず

類焼火災数

類焼阻止市民防災組織
による消火

消火・鎮圧消防隊及び消防団
による消火

1棟火災で鎮圧

消火火災件数

放任火災数

延焼拡大火災数 延焼不拡大火災
(単発火災）

かなり難しい

余り期待できない

３ （２） 火災の発生と延焼危険について理解する



参考 阪神・淡路大震災における出火原因

室崎益輝「阪神・淡路大震災における火災からの教訓」



東日本大震災による東京都内の火災

東京消防庁の資料より研究資料として作成（作成者・梶秀樹）

出火原因 件数 事由

ヒーター・ストーブ 10 落下物接触・スイッチon

配電用変圧器 6 スパーク

観賞魚用ヒーター 3 露出加熱

コンロ 3 落下物でスイッチon等

電気スタンド 2 布団に引火

差し込みプラグ 2 漏電

トースター 1 落下物でスイッチon

産業機器 5

合計32件

3月11日（26件）
12日（4件）
13日(1件）
17日（1件)
修理後

全て電気によるもの
であった

３ （２） 火災の発生と延焼危険について理解する



東京都： 平成24年1月公表

目標 2020年までに、整備地域の不燃領域率を70％に、

延焼遮断帯となる主要都市計画道路を100％整備

整備地域 28地域 約6,900ha

重点整備地区（不燃化特区） 53地区 約3,200ha

事業内容 ① コア事業（0.5ha以上）

② 建物除去及び耐火建築物建設への助成

③ 固定資産税・都市計画税の減免

④ 専門家無料派遣

３ （３） 耐震耐火を進める

木密地域不燃化10年プロジェクト１



整備地域
（6,900ha）

「木密地域不燃化
10年プロジェクト」
実施方針、平成24年
1月、東京都 より

木密地域不燃化10年プロジェクト２
３ （３） 耐震耐火を進める



図：東京都都市整備局・防災都市づくり推進計画（改定）（平成28年３月）より

延焼遮断帯
の整備

木密地域不燃化10年プロジェクト２
３ （３） 耐震耐火を進める



出火防止と家人消火が決め手

首都直下地震緊急
対策推進基本計画、
平成27年3月31日閣
議決定より

① 通電火災の防止（避難時にブレーカーを落とす）
② 通電火災の防止（感震ブレーカー設置）
③ 消火器の点検・取り換え

共同購入の実施

通電火災
の危険性

３ （４） 出火しない体制を地域ぐるみで作る



感震ブレーカーの設置とその効果

中央防災会議
「首都直下地震の被害
想定と対策について」
（最終報告）
平成25年12月

３ （４） 出火しない体制を地域ぐるみで作る



参考 感震ブレーカーの種類

① 分電盤タイプ（約５～８万円）
分電盤に内蔵されたセンサーが揺れを感知し電気を遮断

② 感震リレータイプ（約２～４万円）
分電盤タイプの外付け型。漏電ブレーカーが設置されてい

る場合、揺れを感知して漏電させ電気を遮断

③ コンセントタイプ（約5千円～2万円）
コンセントに内蔵されたセンサー

を作動させる

④ 簡易タイプ（3～4千円）
ブレーカーのスイッチに取り

つけ、揺れでおもりが落ちたり、

振り子が作動したりしてブレー

カーを落とす補助器具 感震リレータイプ簡易タイプの設置例



延焼拡大防止と避難

（１）出火したら ⇒スタンドパイプによる初期消火

スタンドパイプの配備計画

スタンドパイプは消火栓に接続して使用する。スタンドパイプ1台には20m
のホース4本が積載されているので、ホース3本を繋ぎ1本を予備とすれば、
１つの消火栓を中心に半径60mの範囲の消火活動が可能となる。消火栓は、
概ね120m間隔に設置されているので、１つの消火栓に1台配備すれば、概ね
全地域をカバーできる。

（２）路上の障害物の除去

木密地域では、路上に鉢植えや駐輪している場合が

多いが、これらは地震後散乱して、初期消火活動の

障害となると同時に、高齢者等の早期避難の妨げに

なる。日頃から道路に物を置かないことも木密地域

の重要な防災対策である。

３ （５） 出火に備え、初期消火体制を整え訓練する



火災が拡大しない場合とした場合の地域の復旧

３ （５） 出火に備え、初期消火体制を整え訓練する



火災が拡大した場合の地域の復旧

３ （５） 出火に備え、初期消火体制を整え訓練する



避難する時は避難開始の限界時間を見極める

• 市街地火災時にいつまで初期消火で頑張れるか？
(1)火災の延焼拡大速度は早くない

平常時：50 m/h～140m/h（昭和51年山形県酒田大火時）
2016年12月22日糸魚川火災時：約100m/h

(2)人間の歩行速度は4km/h前後、遅くても2km/h
(3)出火点が１点なら、火に追われても逃げ遅れることはない

火災の様子を見ながら、安全な場所に避難することが出来る
(4)地震時の同時多発出火の場合はどうか？

・出火点が多い場合：4火点／km2程度
(5)避難が遅れると・・・・

一つの火災から逃げても、逃げた先に別の火災がある可能性、
さらにそこから逃げても、別の火災に遭遇する可能性

⇒ 安全な場所（避難場所）への避難ルートがなくなってしまう
(6)いつまでなら、自宅のある場所に踏みとどまることが出来るか？

３ （５） 出火に備え、初期消火体制を整え訓練する



いつまで初期消火を頑張れるか？

広域避難
場所

結局最後まで頑
張る場合に残さ
れた避難ルート

地震直後に火
災が発生した
ら避難路に使

えない

遮断は遅いが
遠くの火災なの
で分からない

延焼で遮断さ
れるが、自宅
に近いから様
子が分かる

Aルート

Bルート

Cルート

３ （５） 出火に備え、初期消火体制を整え訓練する



実際の例／石神井公園一帯 周辺

◆大規模な延焼クラスタ
（運命共同体）を複数
抱える地域

◆不燃領域率が低く，延
焼危険性が危惧される

◆幅員の十分な道路が少
ない

３ （５） 出火に備え、初期消火体制を整え訓練する



• 亀戸五丁目町会／2736世帯、5,500人

• 5地区21部132班に分かれて活動

130世帯・260人／1部、約20世帯・40人／1班

 活動内容

１．粉末消火器100本を町会で購入、全役員に1本づつ配布

役員宅から半径50ｍ以内で煙が出ていたら、躊躇なく

ドアを破壊し、初期消火・救助活動を行う。破壊

したドアは町会で補償。

２．消火隊2隊 20名（C級ポンプ2台）

口径５０mmホース５０本、二又分岐２個により、

小学校プールから５００ｍ圏内をカバー

スタンドパイプ １１基

３ （５） 出火に備え、初期消火体制を整え訓練する

火災対応の事例（亀戸五丁目町会）



消火器等整備の事例荏原4丁目町会

• 466世帯、11支部に分割（内3支部はマンション）
• 町会と防災会の2枚看板（町会長＝自主防災会長）
• 東日本大震災を契機に、防災活動を本格的に開始

① 住民アンケートの実施（防備の実態と支援の希望）
－家具転倒防止実施率66％、冷蔵庫の実施率は31％
－備蓄／食糧と水は83％
－非常持ち出し／準備しているのは78％
－消火器／備えているが点検していない

② この結果を基に、個人の防備支援のため3つの活動グループを作る
家具類転倒防止支援グループ
緊急持ち出し品・災害用品整備支援グループ
消火器整備グループ

３ （５） 出火に備え、初期消火体制を整え訓練する



荏原4丁目町会（続）

家具固定：４種類の防止器具の共同購入と取りつけ支援

災害用品３種の共同購入：給水袋・非常用トイレ・毛布

一定金額以上の購入者は町会が購入額の1割を補助

消火器共同購入：区の補助＋町会補助

③ スタンドパイプ訓練及びボランティアグループの結成

各支部に1本、計9本を設置（3本／年×3年）

消火栓の周囲の住民に声を掛け、ボランティアの消火班結成

以上の結果 家具転倒防止 66％→87％

（2年間で） 災害用品斡旋 119世帯（26％）が購入

消火器 91世帯（20％）が購入

住民の防災意識が格段に向上、町会への信頼感が増大

町会役員が手分けして戸別訪問して住民に接触したのが成功の要因

３ （５） 出火に備え、初期消火体制を整え訓練する



高齢者対応事例(品川区）
• 品川区「災害時助け合いシステム」

『災害時要援護者の安全確保に関する要綱』を制定 平成22年3月24日制定

① 避難行動要支援者名簿の作成 平成25年7月時点で、

約4000名の登録

② 災害時要援護者避難誘導ワークショップ

（平成14年導入）

③ 防災アドバイザー研修、同ステップアップ研修

• 二葉3丁目町会の例（第4回防災隣組認定地区）

－地域内の災害時要援護者を毎月１回、個別訪問し、

要援護者と支援者のつながりを形成

－要援護者ごとに情報を掲載した「安心助け合いカード」を作成。１名の
要援護者に対し３名の安否確認担当者を選定

－地域避難所「杜松ホーム」への誘導

→個別訪問時に火気使用環境と初期消火について指導している

名簿Ａ：品川区避難行動
要支援者名簿（発
災時外部提供用）

名簿Ｂ：品川区避難支援
個別計画作成名簿
（平常時外部提供
用）（外部提供に
関する同意者）

３ （６） 高齢者・避難行動要支援者の見守りをする
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• 何よりも都市計画や建替えによる耐震・耐火化を進めることが重要で
あるが、それには時間がかかるので、今地震が来たらある程度の被害
はやむを得ない

• しかし、建物は多少倒壊しても火事さえ広がらなければ、面的な壊滅
は免れ、大多数の人は地震後の「在宅避難」が可能で、復興も早い

• 出火した火災が炎上火災となってからは消火は難しい。したがって、
炎上出火ゼロを目指す。そのためには、町会で各戸を点検して、区の
斡旋による消火器や感震ブレーカーの購入を促す。

• 万一出火した場合は、１棟火災で何とか消火する体制を整えることが
絶対条件となる。C級ポンプやスタンドパイプの整備と訓練は、最も
重視すべき共助活動である。

• 又、路上に鉢植えや自転車を置かないことも重要な防災対策である

• 高齢者対策は、災害時要配慮者という視点から、安否確認と避難誘導
に主眼が置かれているが、出火防止の観点から、平時の見守りによる
火気器具の使用環境の点検も重要である
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