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火災による労働災害防止のためのチェックポイント 
松本労働基準監督署 

 
 松本労働基準監督署管内では，事業場内での火災が令和 3 年度に複数発生しており，一つの現場では 1 名の
尊い命が失われています。火災による災害の発生を防止するため，職場の安全衛生管理についてチェックしてみましょう。 
 

火災はなぜ起きるか︖ 
火災は，燃焼現象によって生じています。 
燃焼は，「燃焼の３要素」と呼ばれる①可燃性物質，②空気 
（酸素供給体），③点火源が揃ったときに発生します。 

 
 → 右の図の３つの輪を引き離し，近づけないことが 
   対策の基本となります 
   

１ 点火源の管理                                               
ポイント１ 危険な場所では点火源となるような機械は使用禁止です 

□ 危険物，火薬類，可燃性の粉じん，多量の易燃性の物がある場所では，火花等を発し，高温となって
点火源となる恐れのある機械の使用を禁止していますか（労働安全衛生規則（以下「安衛則」）第 279
条） 

禁止される機械の例︓火花を発する部分を有する電気機械器具であって防爆構造でないもの、グラインダ、ア
ーク溶接機、電気アイロン、抵抗器、内燃機関、はんだごて 

注意︕ 溶接・溶断の火花は、思いがけなく遠方まで飛散して着火源になるので注意が必要です。 

 
 
ポイント２ 静電気対策を講じましょう 

□  静電気による爆発又は火災が生ずるおそれのある設備では、接地、除電剤の使用、湿気の付与、除電装
置の使用等の静電気を除去するための措置を講じていますか。（安衛則第 287 条） 

   （対象設備） 
①危険物をタンク⾃動⾞、タンク⾞、ドラムかん等に注入する設備 

     ②危険物を収納するタンク⾃動⾞、タンク⾞、ドラムかん等の設備 
     ③引火性の物を含有する塗料、接着剤等を塗布する設備 
     ④乾燥設備で、危険物又は危険物が発生する乾燥物を加熱乾燥するもの又はその附属設備 
     ⑤可燃性の粉状の物の移送、ふるい分け等を⾏なう設備 
     ⑥化学設備(配管を除く。)又はその附属設備       

※ポイント 16 の解説（p.5）も参照してください。 
ポイント３ 火気使用禁止の掲示をし、関係者以外は⽴⼊禁止としましょう 

□ 火災又は爆発の危険がある場所には、火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、特に危険な場所に
は、必要でない者の⽴⼊りを禁止していますか（安衛則第 288 条） 
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ポイント４ 火気・熱の取り扱い設備は，他の建物や燃える物から離しましょう 
□ 火炉、加熱装置、鉄製煙突その他火災を生ずる危険のある設備と，建築物その他可燃性物体との間に

は、防火のため必要な間隔を設け、又は可燃性物体をしゃ熱材料で防護していますか（安衛則 290 条） 
ポイント５ 喫煙所，ストーブなども適切に管理を 

□  喫煙所、ストーブその他火気を使用する場所について， 
・場所を区分し表示したり，水入りの吸殻入れを設置するなど火災予防上必要な設備を設けていますか。 
・火気を使用した者は、確実に残火の始末をしていますか。 （安衛則第 291 条） 

ポイント６  灰捨場から燃えないようにしましょう 
□  灰捨場は，延焼の危険のない位置に設け、又は不燃性の材料で造っていますか（安衛則第 292 条）。 

 
２ 可燃物の管理                                           
ポイント７ 燃えるものが⼤量にある場所は高熱物・火気から離しておきましょう 

□  綿、羊毛、ぼろ、木毛、わら、紙くずその他可燃性の物を多量に取り扱う作業を⾏なう場所、設備等につ
いては、火災防止のため適当な位置又は構造となっていますか。（安衛則第 265 条） 

・「適当な位置」とは…高熱物を取り扱う設備，化学設備，火気使用場所などから防火上必要な距離にあ
ることをいいます。その他，それらの場所を有効に区画することを含みます。 

・「適当な構造」とは…延焼防止，消火に便利なものにすることなどです。 
ポイント８ 自然発火の危険があるものは温度が上がらないように 

□  自然発火の危険がある物を積み重ねるときは、危険な温度に上昇しない措置を講じていますか。（安衛
則第 266 条） 

・化学物質によっては、空気と接触することで発火する物質（⾃然発火性物質）や空気中の酸素と反応して
発熱する物質（⾃己発熱性物質）があることが知られています。 

     ・危険な温度に上昇しない措置としては、空気や酸素との接触を断つことや、かき混ぜて温度を下げることなどが
あります。 

ポイント９ ゴミも燃えないように 
□  油又は印刷用インキ類によって浸染したボロ、紙くず等については不燃性のフタのある容器に収める等火

災防止のための措置を講じていますか（安衛則第 267 条） 

     ・燃焼の３要素である、可燃物と空気との間の接触を断つことで燃焼を防ぎます。 
ポイント 10 ガス溶接では，ガス漏れ等がないように 

□  通風等が不⼗分な場所でガス溶接・溶断等を⾏うときは、ガス等の漏えい等がないようにするための措置
を講じていますか（安衛則第 261 条） 

  （必要な措置の内容） 
①ガス等のホース及び吹管 → 損傷、摩耗等によるガス等の漏えいのおそれがな

いものを使用する 

②ガス等のホースと吹管及びガス等のホース相互の接続
箇所 

→ ホースバンド、ホースクリツプ等の締付具を用いて
確実に締付けを⾏う 

③ガス等のホースにガス等を供給するとき → あらかじめ、当該ホースに、ガス等が放出しない
状態にした吹管又は確実な止め栓を装着する 

④使用中のガス等のホースのガス等の供給口のバルブ又
はコツク 

→ 誤操作防止の表示をする（使用者の名札を取
り付ける等） 



3 
 

⑤溶断の作業を⾏うとき → 十分な換気を⾏なう。 

⑥作業の中断又は終了により作業箇所を離れるとき → ガス等の供給口のバルブ・コツクを閉止してホース
を供給口から取りはずし、又はホースを⾃然通風
若しくは⾃然換気が十分な場所へ移動する 

ポイント 11  ガスの容器も適切に取り扱いましょう  
□  ガス容器は、通風の良い火気のない場所に設置し、転倒・衝撃を与えないよう取り扱っていますか（安衛

則第 262 条） 

ポイント 12  容器等の溶接などを⾏う際は中身に注意 
□  爆発等のおそれのある物質が存在する配管，容器等の溶接、溶断その他火気を使用する作業又は火花

を発するおそれのある作業を⾏う際には，予めこれらを除去する等の措置を講じていますか（安衛則第
285 条） 

     ・除去以外に，不活性ガスなどで封入することも有効です。 
   災害事例 

メタノールが貯蔵されていた廃ドラム缶をグラインダーで 

切断作業中，火花が着火源となって爆発した。 

 

３ 「危険物」の取り扱い                                           
ポイント 13  作業指揮者を定め，所定の職務を⾏わせましょう 

□  危険物の製造又は取り扱い作業は、作業指揮者を定め、その者に作業を指揮させていますか。（安衛則
第 257 条） 

    作業指揮者には以下の職務をおこなわせなければなりません 
① 危険物の製造・取扱設備（附属設備を含む。）について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な

措置をとること。 
② 危険物の製造・取扱設備（附属設備を含む。）がある場所における温度、湿度、遮光及び換気の状態等

について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。 
③ ①，②のほか、危険物の取扱いの状況について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をと

ること。 
④ ①〜③でとった措置について、記録しておくこと。 

     ※ 作業指揮者には資格は定められていませんが、上記職務を実施できるだけの知識・経験・権限を有してい
る人とするべきでしょう。 

 ポイント 14  危険物は性質を理解し，正しく扱いましょう 
□  危険物はその性質に応じ、発火、引火の危険を生ずる取扱いをしないようにしていますか（安衛則第 256

条） 

【規制の対象と対策の基本】 
規制対象（危険物）・基本性質 対象物質 対策の基本 
爆発性の物︓ 

熱、衝撃等により発熱反応を起こし、
分解する。物質⾃体が可燃性物質と
酸素供給源を兼ねているため、着火
源を与えることは危険であり、摩擦した
り、衝撃を与えたり、加熱したりすると
多量の熱とガスを発生して激しい爆発
を起こす危険性がある。 

・硝酸エステル類︓ニトログリコール、ニトログリセリン、ニトロセル
ローズ等 

・ニトロ化合物︓トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン
（TNT）、ピクリン酸等 

・有機過酸化物︓過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物、過酸
化ベンゾイル等 

・⾦属のアジ化物︓アジ化ナトリウム等 

みだりに 
・火気その他点火源と

なるものに接近させ
ない 

・加熱しない 
・摩擦しない 
・衝撃を与えない 
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発火性の物︓ 
通常の状態においても発火しやすい物
質で、水により分解して可燃性ガスを
発生して発熱発火したり、または空気
（酸素）、酸化性の物質等と接触し
て発火する危険性がある。 

・アルカリ⾦属︓⾦属リチウム、⾦属カリウム、⾦属ナトリウム 
・りん及びりん化合物︓⻩りん、赤りん等 
・⾦属粉︓マグネシウム粉、アルミニウム粉等 
・セルロイド類、炭化カルシウム（カーバイド）等 

みだりに 
・火気その他点火源と

なるものに接近させ
ない 

・酸化をうながす物又
は水に接触させない 

・加熱しない 
・衝撃を与えない 

酸化性の物︓ 
 一般に不燃性物質であるが、酸素を大

量に含有し、他の物質を酸化させる性
質を有している。反応性が強く、加熱、
衝撃等により分解して酸素を放出する
ため、可燃性物質又は還元性物質と
混合していれば激しく燃焼し、場合によ
っては爆発する。 

・塩素酸塩類︓塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アン
モニウム等 

・過塩素酸塩類︓過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム等 
・無機過酸化物︓過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化

バリウム等 
・硝酸塩類︓硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウム
等 
・次亜塩素酸塩類︓次亜塩素酸カルシウム  等 

みだりに 
・分解がうながされるお

それがある物に接触
させない 

・加熱しない 
・摩擦しない 
・衝撃を与えない 

引火性の物︓ 
 火を引きやすい可燃性の液体。蒸気の

ほとんどが空気より重く、滞留するので、
空気と混合した場合わずかな着火源で
激しく爆発することがある。また、多くが
水より軽いため水の上を浮き、側溝等
を通って思わぬところまで広がり、爆発す
ることがある。 

・エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二
硫化炭素等引火点が零下 30 度未満の物 

・ノルマルヘキサン、酸化エチレン（エチレンオキシド）、アセトン
等引火点が零下 30 度以上零度未満の物 

・メタノール、キシレン等引火点が零度以上 30 度未満の物 
・灯油、軽油、酢酸等引火点が 30 度以上 65 度未満の物 

みだりに 
・火気その他点火源と

な る も の に 接 近 さ
せ、若しくは注ぎ、
蒸発させない 

・加熱しない 

ポイント 15  危険物の取扱場所は整理整頓を 
□  危険物の製造・取扱設備のある場は常に整理整頓し、可燃性の物又は酸化性の物を置かないようにして

いますか。（安衛則第 256 条） 

ポイント 16  通風・換気・除じんにより爆発のリスクを低下させよう 
□  引火性の物の蒸気、可燃性ガス又は可燃性の粉じんが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場

所については、通風、換気、除じん等の措置を講じていますか。（安衛則第 261 条） 

👉可燃性のガス… 温度 15 度、1 気圧において気体である可燃性のものをいい、これらが空気、酸素その他の
酸化性の気体とある一定の濃度範囲（爆発限界）内に混合しているときに、点火源が与えられると火炎が
急速に混合ガス中を伝播し、爆発を起こします。 
災害事例 食料品加工中，原料に含まれるエチルアルコ

ールの蒸気が，バーナー火室内の高温の灰または壁の

熱により燃焼したもの。換気扇はあったが作業場所は

無風状態であった。 
 

   👉可燃性の粉じん… 危険物の粉じんと危険物以外の粉じんに分けられ、どちらも微粉となって空気中を浮遊して
いる場合は粉じんの空気との接触面積が大きいため、一定の粉じん濃度のもとで点火源が与えられると急速
に燃焼し、爆発現象（粉じん爆発）を起こす危険があります。 

・危険物の粉じん︓ マグネシウム粉、アルミニウム粉、亜鉛粉、チタン粉 等 
・危険物以外の粉じん︓ 石炭粉、硫⻩炭、澱粉、⼩⻨粉、ポリエチレン樹脂粉、粉せっけん、ナフタリン 等 
 災害事例 工場において、フレキシブルコンテナバッグ

（フレコンバッグ）に詰められた状態のフェロシリコ

ンマグネシウムの塊をホッパーに投入して粉砕する

作業を行っていたところ、機械内部において静電気に

よる粉じん爆発が起こったもの。 
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※ 通風，換気，除じん等の措置を講じても，爆発の危険が残る場所等において作業を⾏う場合は静電気帯
電防止の作業服・作業靴を着用し（安衛則第 286 条の２）、電気機械器具を使用する場合は，防爆構
造電気機械器具を使用するようにしてください。（安衛則第 280，281，282 条） 

  （参考）通風・換気が不十分な場所で溶接・溶断など火気を使用する作業，火花を発するおそれのある作業を
⾏う場合は，酸素を通風又は換気に使用することは禁止されています。（安衛則第 286 条） 

ポイント 17  注⼊・貯蔵時に注意 
□  化学設備、タンク自動⾞、タンク⾞、ドラム缶等に以下の化学物質の注⼊等を⾏う場合は必要な措置

を⾏っていますか（安衛則第 258・259・260 条） 
    

こんなとき 必要な措置 理由 
引火性の物又は可燃性ガスで液状の
ものを上記設備に注入するとき 

ホースの結合部を確実に締め付け、は
め合わせる 

注入時にホース等が外れて周囲に飛散等
することを防ぐため 

灯油又は軽油をガソリンが残存してい
る上記設備へ注入するとき 

あらかじめ、その内部を洗浄し、ガソリン
の蒸気を不活性ガスで置換する 

灯油，軽油はガソリン蒸気を吸収し，ガソ
リン蒸気の濃度が低下して爆発限界内に
なるおそれがあるため。 

エチレンオキシド、アセトアルデヒド、酸
化プロピレンを上記設備に注入・貯蔵
するとき 

内部の不活性ガス以外のガス又は蒸
気を不活性ガスで置換しておく 

エチレンオキシド、アセトアルデヒド、酸化プ
ロピレンは引火点が非常に低く，また，爆
発範囲が広いことから，貯蔵時にも静電
気等で爆発する可能性があるため。 

ポイント 18  混ぜると危険 
□ 異種の物が接触することにより発火し、又は爆発するおそれのあるときは、これらの物を接近して貯蔵しない

等、接触防止の措置を講じていますか。（安衛則第 264 条）  

発火や爆発の恐れが生じる組み合わせは、主に以下の①〜③に分類され、発火・爆発、可燃性ガスや有毒物
質が発生するなどの危険性を示します。  

①  ２種類以上の化学物質の混合  
    一般的に、酸化性物質と可燃性物質の組合せは、ほぼ必ず混合危険性を示すことが知られています。また、

強酸との混合による混合危険性もよく知られています。混合危険性を示す物質の組合せは、数多く存在します
が、そのほとんどがこれらの組合せです。  

   ア 酸化性物質と可燃性物質との混合 
この組合せでは、混合によってただちに発火するもの、発熱後しばらくして発火するもの、混合したものに加

熱・衝撃を与えることによって発火・爆発を生じるもの、元の物質よりも発火しやすい混合物などが生じることがあ
ります。  

酸化性物質の例  可燃性物質の例 
【第１類危険物】（酸化性固体） 
1 塩素酸塩類 
2 過塩素酸塩類 
3 無機過酸化物 
4 亜塩素酸塩類 
5 臭素酸塩類 
6 硝酸塩類 
7 よう素酸塩類 
8 過マンガン酸塩類 
9 重クロム酸塩類 
【第６類危険物】（酸化性液体） 
1 過塩素酸 
2 過酸化水素 
3 硝酸 

＋ 

【第２類危険物】（可燃性固体） 
1 硫化りん 
2 赤りん 
3 硫⻩ 
4 鉄粉 
5 ⾦属粉 
6 マグネシウム 
7 引火性固体 
【第４類危険物】（引火性液体） 
1 特殊引火物 （ジエチルエタノール他） 
2 第一石油類 （ガソリン， ベンゼン他） 
3 アルコール類 （メチルアルコール他） 
4 第二石油類 （灯油， 軽油他） 
5 第三石油類 （クレゾール， 重油他） 
6 第四石油類 （潤滑油他） 
7 動植物油類 （椰子油， アマニ油） 
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イ 強酸との混合  
塩酸や硫酸などの強酸は、酸化性塩類（塩素酸塩類、過塩素酸塩類、過マンガン酸塩類など）、有機

過酸化物、ニトロソアミンなどと混合することにより、不安定な遊離基を生成し、発火・爆発するなどの混合危険
性が生じます。  

  
 

 
 

②  空気との接触  
化学物質によっては、空気と接触することで発火する物質

（⾃然発火性物質）や空気中の酸素と反応して発熱する物
質（⾃己発熱性物質）があることが知られています。  
  
③  水との接触  

ナトリウムやカリウムなどの反応性が高い物質は、水や空気
中の水分と接触することで水素などの可燃性ガスを発生し、
反応熱により発火することがあることが知られています。こうし
た性質は禁水性と言われています。 
 

（参考）消防法上の危険物の混載・貯蔵の可否 

 
 （消防法上の危険物の分類） 

   
 

 

４ 消火設備，避難設備等                                        
ポイント 19  消火設備を設けましょう 

□  建築物等には、適当な箇所に、消火設備（予想される爆発又は火災の性状に適応するもの）を設けて
いますか（安衛則第 289 条） 

強酸の例  酸化性塩類の例 

硫酸 
濃硝酸 ＋ 

塩素酸塩類 
過塩素酸塩類 
過マンガン酸塩類   
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ポイント 20  避難用の出口を設けましょう 
□  危険物，爆発性・発火性の物の製造・取扱作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階(直接地

上に通ずる出入口のある階のこと。)には、非常の場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる出
⼊口（引⼾又は外開⼾のもの）を２か所以上設けていますか（安衛則第 546 条） 

※ 避難階以外の階については、その階から避難階又は地上に通ずる２以上の直通階段又は傾斜路（１つは
すべり台，避難用はしご，避難用タラップ等でも可）を設ける必要があります。（安衛則第 547 条第 1 項）
また，すべり台，避難用はしご，避難用タラップ等を設けていない場合は，直通階段又は傾斜路のうちの１
つは屋外に設ける必要があります。（安衛則第 547 条第 2 項） 

ポイント 21  警報設備・器具を設けましょう 
□  危険物，爆発性・発火性の物の製造・取扱作業場又は常時 50 人以上の労働者が就業する屋内作

業場には、非常用の警報用設備・器具（⾃動警報設備、非常ベル、携帯用拡声器、手動式サイレン
等）を備えていますか（安衛則第 548 条） 

 

５ 安全衛生教育                                                   
ポイント 22  安全衛生教育を実施しましょう 

□  労働者を雇い⼊れ、又は労働者の作業内容変更時には法定の事項について安全衛生教育を実施して
いますか（安衛則第 35 条） 

  （教育すべき事項） 
①  機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。 
②  安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。 
③  作業手順に関すること。 
④  作業開始時の点検に関すること。 
⑤  当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。 
⑥  整理、整頓及び清潔の保持に関すること。 
⑦  事故時等における応急措置及び退避に関すること。 
⑧  前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項 

 

６ 化学物質の管理                                                           
ポイント 2２ SDS は周知しましょう 

□ 使用している化学物質等の安全データシート（SDS）は，作業場の⾒やすい場所への掲示，備え付け等
の方法で労働者に周知させていますか（労働安全衛生法第 101 条第 4 項）  

安全データシート（SDS）の交付等が義務付けられているのは譲渡提供者（製造者・輸入者等）ですが，ユー
ザーである事業者は SDS の内容を，当該物質を取り扱う労働者に周知させなければなりません。  
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また，化学物質の容器にはラベルを貼付して内容・性質が分かるようにしましょう 

 
 
ポイント 24  リスクアセスメントを実施しましょう 

□  化学物質について，原材料などとして新規に採用したり、変更したりするときや，作業の方法や作業手
順を新規に採用したり変更したりするときなどには，リスクアセスメントを実施していますか（労働安全衛生
法第 57 条の３（安衛則第 34 条２の７）） 

   化学物質についてのリスクアセスメントは 2016（平成 28）年以降義務化されています。 
   リスクアセスメントの実施方法の詳細は厚生労働省「職場のあんぜんサイト」内の「化学物質のリスクアセスメント

実技支援」のページなどをご覧ください。 
（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07.htm） 
 

 
 
このパンフレットについてのお問い合わせは… 

 松本労働基準監督署   ℡０２６３－４８－５６９３（代表） 
 
※化学設備，乾燥設備，ボイラーについてはこのパンフレット記載の事項の他にも決まりがありますのでご注意ください。 

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07.htm

