
～住宅用火災警報器の適切な設置と維持管理をお願いします～住

家族の尊い命を守るために

　平成 18 年６月から新築住宅
で住宅用火災警報器の設置が
義務化され、平成 20 年６月か
らは、既存の住宅にも設置が
義務付けられています。
　火事は決して他人事ではな
く、どこの家庭にでも起こり
うることです。火災警報器が
設置してあれば、いち早く火
災を知らせてくれます。
　あなたの大切な家族や財産
を守る住宅用火災警報器を設
置しましょう。

住宅用火災警報器で
助かる命があります

　住宅火災で亡くなった人の
多くは、寝ているときの逃げ
遅れが原因とされています。
もし、火災警報器によって早
めに火災の発生を知ることが
できていれば、助かっていた
可能性があります。
　実際に鈴鹿市でも住宅用火
災警報器が設置されていたた
め、火事にならなかった、ま
たはぼやで済んだ事例が、毎
年報告されています。
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住宅用火災警報器の効果
※消防庁が平成 24 年から 26 年までの

3年間における失火を原因とした住宅

火災について、火災報告を基に分析し

たものです

　死者数、損傷床面積および損害額を

見ると、住宅用火災警報器を設置して

いる場合は、設置していない場合に比

べ、死者の発生は 3 分の 2、焼損床面積、

損害額はおおむね半減
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に　住宅用火災警報器を設置すれば、火

災発生時の死亡リスクや損失の拡大リ

スクが大幅に減少

3分の2
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事例１

事例 2

  お湯を沸かすためにガスコンロを使

用したところ、誤って魚焼きグリルの

火をつけて部屋を離れた。白

煙が発生し、警報が鳴ったことで早期

に気付き、火災には至らなかった。

　住人がキッチンで調理中に隣室で寝

てしまった。鍋が焦げて警報機が鳴り、

気付いた隣人が 119 番通報をしたこ

とにより火災には至らな

かった。

住宅用火災警報器の種類

で知らせます。

○煙式（光電式）
　寝室、階段、廊下などには
煙を感知して、いち早く火災
を知らせる「煙式」を付ける
必要があります。煙が住宅用
火災警報器に入ると、音や音
声で知らせます。

○熱式（定温式）
　台所には、焼き物の煙など
でも誤作動しない「熱式」を
付けることもできます。周囲
の温度が一定の温度に達する
と、音や音声で知らせます。

ＮＳマークのついた
製品を設置しましょう

　国が定めた規格に適合して
いることを、日本消防検定協
会が鑑定し、合格した住宅用
火災警報器には「ＮＳマーク」
が表示されています。

住宅用火災警報器の
設置場所

設置が
義務付けられている場所

　子ども部屋など家族が就寝
する部屋には設置しなければ
なりません。
　寝室が 2階にある場合は階
段にも必要になります。

寝　室

寝室がある階への階段

ご注意ください

　高額な作業手数料を請求
するなどの悪質な訪問販売
に注意してください。また、
消防職員が販売することは決
してありません。消防設備取
扱店、ホームセンター電気店
などで販売しています。

ん。

　高額な作業手数料を請求

ご注意ください

設置をお勧めしている場所

  設置義務はありませんが、
火災発生の可能性が高い場所
なので、設置するようにしま
しょう。設置義務はありませんが、火災

火災発生の可能性が高い場所なので、設リビング

ダイニング

台　所



住宅用火災警報器
の取付位置

天井面に設置する場合

エアコンなどの吹出口から
1.5ｍ以上離してください。

壁面から 60cm 以上離れた
位置に設置してください。

エアコンなどの吹出口から
1.5ｍ以上離してください。

壁面に設置する場合

天井から 15cm 以上 50cm 以
内に設置してください。

50 cm

15 cm

60 cm

・火災の煙は上に昇って天井に広

がる

・壁際には空気が溜まって煙が届

かない

・下に降りてくるまでには時間が

かかる 災べ
、

減
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に正しく設置しないと

作動しません

設置場所が分からない、取り付けが

できないときは、お気軽に予防課（　

382-9160）に相談してください。

住宅用火災警報器が
鳴ったときは落ち着いて

対処しましょう

　警報が鳴ったときの正しい対処

方法を知っておきましょう。

火災のとき

家族に大きな声で知らせ
て避難しましょう。

安全な場所に避難したら
１１９番通報しましょう。

可能なら初期消火をしま
しょう。

火災ではないとき

　火災ではないのに火災警報
器が鳴る場合があります。こ
の場合は警報停止ボタンを押
すか、引きひもを引いて警報
器をとめてください。

＜火災でないのに鳴る要因＞

調理の湯気や煙

換気扇を回す、窓やドアを
開けるなどの換気をしてく
ださい。

警報器の感知部分に溜まっ
たホコリや小さな虫など

原因となっているものを取
り除いてください。また、
定期的にお手入れを行って
ください。

電池切れ

新しいものに取り替えてく
ださい。

住宅用火災警報器は
維持管理が必要です

住宅用火災警報器にある
「ボタンを押す」または「引
きひもを引く」ことできち
んと鳴るか作動確認をして
ください。
点検は「お手入れを行った
後」など定期的に確認する
時期を決めておくと便利で
す。１年に１回は点検を
行ってください。
点検の際は、実際の警報音
を家族で確認してくださ
い。
住宅用火災警報器は、寿命
があります。点検時に音が
鳴らないときは電池切れや
本体の寿命の場合がありま
す。その際は至急交換して
ください。

○○○○年○月
交換期限

○○○○年○○ ○年 月○○
交換期限

○○○○年○月
交換期限

交換時期について

住宅用火災警報器の交換時
期は約 10 年です。
乾電池を交換するタイプで
も本体の寿命は約 10 年で
すので、設置した時期から
約 10 年経ったら本体の交
換を行ってください。

80.7％
目 標

100 ％

平成27年6月

鈴鹿市の住宅火災警報器の設置率

   設置年月日を記入するシールを

貼ってあるものや音で交換時期を知

らせるものがあるので、取扱説明書

で確認しておきましょう。

100% の設置と火災による
死者“0”を目指しています

　大切な命を守るため、100%
の設置と火災による死者を出
さないことを目標に取り組ん
でいます。
　平成 27 年６月現在の設置率
は、鈴鹿市 80.7％、全国平均
81.0％となっています。
　まだ設置していない方は早
期に設置してください。また、
適正な位置への取り付けと維
持管理の徹底を心掛けてくだ
さい。

　近年、住宅火災による死者

数が急増し、特に死者の半数

以上は高齢者です。また、6

割の人が「逃げ遅れ」が原因

で亡くなっています。その理

由としては夜間の就寝中に火

災が発生していることが多い

ことも原因となっています。

火災警報器を設置することに

よって早めに火災の発生を知

ることができ、「逃げ遅れ」に

よる被害を防ぐことができま

す。

　新築住宅は平成 18 年 6 月

1 日から、既存住宅は平成 20

年 6 月 1 日から住宅用火災警

報器の設置が義務付けられて

います。新築住宅は、今年で

10 年が経過するにあたり「と

りカエル」ことを推奨します。

広報すずか特集「家族の尊い

命を守るために」についての

ご意見・ご感想は、

消防本部予防課へ

059-382-9160

  059-383-1447　

yobo@city.suzuka.lg.jp




