【No.009】

【No.005】

【No.007】

昔、不思議な火事が
あってね。火元がテー
ブルの真下なんだ。
原因は、テーブルの上
のガラスの灰皿。山積
みの吸い殻が燃えた
熱で灰皿が割れたんだ
な。そのまま、吸い殻
が燃え続けて、とうとう
テーブルを焼ききって、
床へ落ちたってわけさ。

消防OB細田さん
の つぶやき

このまえ、パソコンで
インターネットをしてた
んですが、火災原因の
２位は「タバコ」なんで
すよね。
よく知ってるでしょう！
やっぱり寝タバコなど、
火の不始末は大きな
問題ですよね。

5号室 安城さん
の証言

１号室の王さんは、とて
もきれい好きなんです
よ。このまえお話しした
ら、おそうじのとき、「台
所のコンロまわりのス
テンレスをピカピカにみ
がくと本当に気持ちい
いわ～」と言ってたわ。

3号室 桜井さん
の証言

1号室の王さんは、大
学が休みに入った12
月半ばに、久しぶりに
ご両親に会うと言って、
お国に帰りました。だ
から1号室は、2～3日
前くらいからお留守の
はずよ。

大家さん
の証言

【No.003】

中村さんの奥さんは、
旦那さんがタバコ好き
だって、時々、愚痴をこ
ぼしてますよ。
「朝、起き掛けに布団
の中でタバコを吸って
大変」なんて言ってた
わ。よほどタバコがお
好きなのね。

ご近所の噂話

どの部屋だったかな。
厚手のガラスの灰皿が
割れて飛び散っていて、
その付近がすごくよく
燃えていたなぁ。

消防隊員
の話

「建物の真ん中あたり
はよく燃えているから、
よく調べておけよ」
「えっ、上の階です
か？それとも下です
か？」

消防隊員
の会話

1号室って、代々お料
理好きな人が住むのよ
ね。今、住んでいる外
国人の女子留学生も、
すごく真面目で、よく自
炊しているみたい。

ご近所の噂話

【No.001】
【No.002】

【No.004】

【No.006】

【No.008】

【No.010】

台所の壁が炭のように
なって、火を切ったにも
かかわらず数時間後に
燃えだすことがあるん
だ。これを「低温着
火」っていうんだよね。

消防OB細田さん
の つぶやき

長い年月の間に、料理
の熱でステンレスの裏
側の壁が炭みたいに
なってしまうことがある
のよね。

8号室 佐藤さん
の 証言

【No.019】

【No.015】

【No.017】

最近は、電気が原因の
火災も多いんだよ。家
電製品とかＯＡ機器も
いろいろ増えているか
らね。タコ足配線をして、
延長コードのタップに
容量を超える電気を通
し続けた結果、過熱し
て発火することもある
んだよ。

消防OB細田さん
の つぶやき

「オトーミョー」って知っ
てる？この前、桜井の
おばあちゃんに教えて
もらったんだけど、仏壇
にお供えする“ろうそく”
のことなのよ。

近所の小学生
の 証言

桜井のおばあちゃんの
家には、秋の敬老の日
にお家を訪問しました。
仏壇のろうそくが危な
いので、電気のろうそく
ランプに換えるようにお
勧めしたら、あとで、ご
丁寧に、「電気のろうそ
くランプに変えまし
た」って、お知らせして
くださったんですよ。

消防隊員
の話

気が付いたら、火が
まわっていて、通り
がかりの人に助けて
もらいました。
お灯明？ あ、点け
ていましたよ。いつも点
けてますから。

3号室 桜井さん
の 証言

【No.013】

5号室の兄ちゃんって、
たくさんパソコン持って
て、スゴイんだぜ！
ときどき、パソコンを教
えてもらいに行くんだけ
ど、部屋の中は、床一
面が電気コードだら
けって感じ。
古いアパートだからコ
ンセントが足りないって、
ぼやいてたよ。

ご近所の高校生
の 証言

炭化深度が大きいほど
出火場所に近い可能
性が高いから、部屋の
窓際と奥の柱の炭化
深度を比べたりして、
出火場所を推定するの
によく使うんだよね。

消防OB細田さん
の つぶやき

3号室のおばあちゃん
は、昔、大恋愛の末、
結婚したんですって。
今でも毎日、先になく
なったご主人の仏壇に
お灯明を欠かさないん
ですよ。

ご近所の噂話

「炭化深度」とは、出火
原因を調査するときに
使う専門用語なんだよ
ね。焼け跡の柱などの
燃え具合など、炭化の
深さを針を刺したり、
目視したりして調べる
のさ。

消防OB細田さん
の ぶやき

【No.011】
【No.012】

【No.014】

【No.016】

【No.018】

【No.020】

現場で消防さんたちが、
しきりに「タンカシン
ド」って言っていたけど、
「タンカシンド」って、
いったい何かしら？？

ご近所の噂話

中村さんの奥さんは
ちょっとうるさいのよね。
子どもがいるんだから
少しぐらいさわいでも
しかたがないでしょ！
もう少しやさしくしてくれ
てもいいんじゃない？

7号室 富浦さん
の 証言

【No.029】

【No.025】

【No.027】

消防の仕事なんかやっ
てると、火事を出しや
すい家って、わかってく
るんですよね。
だいたい、整理整頓が
できてなくて、家の中
ぐちゃぐちゃ。
日頃の生活態度とか、
性格が火災を起こすみ
たいですよ。

8号室 佐藤さん
の 証言

帰宅したら、家が燃え
ていて、私、驚いてい
ますの。
アロマポット？ 夜、寝
るときしか使いません
ことよ。当たり前ですわ。
リラックスするために使
うのだから。朝からやっ
たら、眠くなってしまう
わ。

6号室 竜崎さん
の 証言

テニスのインストラク
ターをしている竜崎さ
んの部屋からは、よく、
アロマオイルの香がす
るらしいんです。
ご自分はいいのかもし
れないけど、お隣の方
から「変な匂いがして
イヤだ」って苦情が出
たことがあるんですよ。

大家さん
の 証言

火災の原因も、時代と
ともに進化するんだ。
つい最近では、若い女
性がアロマセラピーの
ポットを消し忘れて、
そこから出火したという
事例もあって、びっくり
したよ。

消防OB細田さん
の つぶやき

【No.023】

東京では毎年5,000件
前後の火災が発生して
いて、その火災原因の
１位は、なんと「放火」。
全体の約３割を占める
んだって。
雑学っておもしろいよ
ね。それを知ったとき、
「へぇ～」って思わず
つぶやいてしまったよ。

5号室 安城さん
の 証言

そういえば、6号室の竜
崎さんの家、回覧板を
持って行った時に
チラっと見たら、すごい
散らかりようだったわ。
普段はきれいに着飾っ
てるくせに...って思った
記憶あるのよね。

7号室 富浦さん
の証言

安城さんって、すごい
ラーメン好きなのよね
え。あんなに毎日食べ
てたら身体に悪いって、
忠告することもあるん
ですよ。

大家さん
の証言

タコ足配線？ まぁ、し
てたけど....最近のパソ
コンは、電力消費量が
すごく少なくなってるか
ら、タコ足配線しても大
丈夫って、電気屋さん
に言われたんだけど
なぁ。ストーブとか、電
子レンジはダメだって
言われたから、そういう
ヤツはやってないよ。

5号室 安城さん
の 証言

【No.021】
【No.022】

【No.024】

【No.026】

【No.028】

【No.030】

実は、今日は大学をさ
ぼってて、火事の時は
昼寝してました。
火事だ！って声で目が
覚めて、半信半疑で外
へ出てみたんだけど、
その時にはもうけっこう
煙が出てましたねぇ。

5号室 安城さん
の 証言

大家さんは、にぎやか
荘を建てるとき、4と9
は縁起が悪いといって
部屋番号には使わな
いって決めたんですっ
て。縁起をかつぐのは
わかるんだけど、やり
すぎなのよね。郵便屋
さんが部屋を間違えた
らどうするのかしら？

ご近所の噂話

【No.039】

【No.035】

【No.037】

8号室の女性って、平
日なのにぶらぶらして
たり、朝帰りしたりして、
ご近所の噂よ。今日も、
火事のあとで、いち早く
戻ってきたと思ったら、
焼け跡を調べてる消防
士さんと親しげに話し
ているし。いったい、何
やってる人なのかしら
ねぇ。

ご近所の噂話

最近、けっこう外が寒
いから、窓際だとガラ
ス越しに冷気が入る感
じがするんです。だか
ら今朝は、カーテンを
閉めて家を出ました。

8号室 佐藤さん
の 証言

8号室のおねえちゃん
の家は、きれいな魚が
いっぱいいるよ。時々、
おねえちゃんがお昼に
いるとき、見せてもらっ
てるんだけど、窓際に
ある、丸～い金魚鉢が
お日さまの光で、きらき
らして、すっごくきれい
なんだ～！

近所の小学生
の 証言

「収れん火災」なんて、
知ってるかい？
例えば、水の入った金
魚鉢が、レンズの役割
を果たして、太陽の光
を集めるんだよね。ちょ
うど、その焦点を結ん
だ先に燃えやすいもの
が置いてあると、それ
が燃え出したりするわ
けさ。

消防OB細田さん
の つぶやき

【No.033】

ストーブの上に干して
あった洗濯物が落下し
て、火災になるケース
もあるんだよ。
でも最近では、石油ス
トーブやガスストーブも、
ファンヒーター型のもの
が増えているので、こう
した火災もむかしと比
べるとだいぶ少なくなっ
たねぇ。

消防OB細田さん
の つぶやき

喪服を着た人が、ぞろ
ぞろと、にぎやか荘に
戻ってくるんですよ！
ホント、びっくりしました
よ～。ちょうど近所でお
葬式をやっていたんで
すね。

ご近所の噂話

富浦さんのお宅は、
いつも子供がドタドタ家
中を走り回って
うるさいし、ホントに
だらしない一家で、
迷惑してるんですよ。

2号室 中村さん
の 証言

富浦さんの奥さんって、
フラダンスに夢中で、
時々その衣装でゴミを
出したりしてるわよね。
今朝も、「フラダンスの
スクールに遅れそう」と
か言ってあわてて出て
行ったわ。

ご近所の噂話

【No.031】
【No.032】

【No.034】

【No.036】

【No.038】

【No.040】

今日は、終業式のあと、
子ども会で古新聞の回
収をやったんだ。この
アパートにもお昼頃に
来てぜんぶ回収したよ。
燃えるものはないと思
うけど。

近所の小学生
の 証言

今、戻ってきたところで
すよ。
にぎやか荘では、子ど
も会の回収に合わせて
古新聞を出すんですけ
どね。富浦さんのお宅、
回収日でもないのに古
新聞を廊下に出すんで
すよ。近ごろは放火も
怖いっていうのにねぇ。

2号室 中村さん
の 証言

【No.000】

【No.000】

出火時間は午後2時。
－時間が 決め手 で否
定できるものも、アルカ
モ…。

ヒント！

出火原因の候補をリス
トアップしたら…
それが “否定” できる
情報がないかどうか確
認してみよう！

ヒント！

出 火 元

出火原因をつきとめ
るには、まずまわり
の人から話しを聞く
ことが重要なんだ。

消防隊長
の アドバイス

鈴木さんの奥さん、子
どもができる前は、私
のお勤めするテニスス
クールに、熱心に通っ
てくれたわ。鈴木さん、
何事にも一生懸命な人
で、ホントみんなから好
かれてましたわ。それ
からですわ、お友達に
なったのは。

6号室 竜崎さん
の 証言

あわてて公園から戻っ
てきた奥さんに現場の
様子を聞いてみたとこ
ろ、10号室の奥さんで
あることがわかりました。
まだその時点では10
号室は燃えていなかっ
たのですが、人命探索
する手間がはぶけて助
かりました。

消防隊員
の話

【No.041】
【No.042】

【No.043】
【No.044】

【No.045】

【No.000】

【No.000】

10号室の鈴木さん夫
婦は、若いのに、しっ
かりしてるのよ。部屋
には、年代ものの石油
ストーブもあるのよ。ご
実家で使わなくなった
のを譲り受けたんで
すって。赤ちゃんがい
るから、洗濯物が多く
てたいへんみたいよ。

ご近所の噂話

消防隊はね、救出活動
の前に、「人命検索」と
言ってね、現場にいた
周りの人々に話を聞い
たりして、建物内の、ど
の部屋に誰が取り残さ
れているかなど確認す
るんだよ。これが本当
に重要なんだなぁ。

消防OB細田さん
の つぶやき

