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５．事故発生時（花火打ち揚げ中）の気象状況  

（１） 天候と風向き及び風速 

煙火を消費する（花火大会を実施する）にあたっては、「煙火消費許可申請の

手引」及び「火薬類消費許可」による下記気象条件を満たす必要がある。 

 

▼ 「煙火消費許可申請の手引」（P36）より抜粋 （資料 6） 

煙火消費に関する主催者としての注意事項 

（1）天候による煙火消費の中止等に関すること 

      煙火打揚げ時間前に、下記注意報が発令された場合、若しくは発令される恐

れがある場合は、主催者は消費場所に立会いしている関係機関と協議のうえ煙

火を中止すること。 

① 大雨注意報が発令された場合（1時間降雨量が 20 ㎜以上） 

② 雷注意報が発令された（落雷による被害が想定される）場合（電気点

火のみ） 

③ 火災気象通報が発表された場合（実効湿度 60％以下） 

※消防法に基づく火災警報が同時に発令される場合がある 

④ 風速が 10m/s を超える恐れがある場合（地上風速 7m/s が観測されて

いる場合は要注意。強風の場合、消防本部と連携して風速の確認をさ

れたい。） 

 

▼ 「火薬類消費許可証」より抜粋 （資料 8） 

許可条件 

 6 上空監視を励行し、強風等の天候上の理由により危険な事態が予測される場

合には、煙火の消費を中止すること。 

 

 

上記条件を踏まえ、花火打ち揚げ中（両日 19時 45 分～20時 30 分）とその前後

について、演出本部付近（地上観測）と消防本部（宝塚市伊孑志 3丁目 14−61：上

空観測）の風速及び気象状況、高所警戒位置

※

の様子はどうであったか、実測デー

タを基に下記のとおりまとめる。 

 

※ 高所警戒位置 

     高所警戒は煙火消費許可申請書及び煙火保安計画書に記載のとおり、消防警

備本部により打ち揚げ台西側の、「アールグラン宝塚屋上（左岸、栄町 1 丁目

1-9）」及び「アメニティコート宝塚湯本屋上（右岸、湯本町 9-18）」の 2箇所

で実施している。（資料 2 の添付図面） 
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（図④） 

 

 ＜8 月 3 日＞ 

   大会本部及び演出本部担当者が風速計にて確認したところ、終日、東北東の風を

観測。日中から 19 時 40 分までは演出本部付近で微風 0〜4m/s 程度を観測。打ち揚

げ直前の 19 時 30 分に兵庫県阪神北県民局が計測した風速では東の風 4.4m/s を観

測。煙火消費中は継続的に 2m/s 前後の風があったが、目視のうえ安全消費を確認

しながら打ち揚げを進行。また、本番前に情報対策本部より本番中、終了後とも雨

雲の発生等の予報はなく降雨の可能性がない事を確認し、実際に注意報や降雨はな

かった。 

   消防本部屋上での観測値では、東の風、平均風速 4.4m/s を 19 時 30 分に確認。

その後は 3m/s 台を継続的に観測。瞬間最大風速

※1

は 19 時 00 分の 8.1m/s を観測し

た以降は 8.0m/s 以下の風速を観測。 

 ※1 瞬間最大風速…毎 00 分～30 分の間、毎 30 分～00 分の間に観測される風速の最大風速値 

 

＜8 月 4日＞ 

   8 月 3 日に同じく、大会本部及び演出本部担当者が風速計にて確認したところ、

終日、東北東の風。日中は前日よりやや強く演出本部付近で 0～4m/s 程度を観測。

打ち揚げ直前の19時30分に兵庫県阪神北県民局が計測した風速では東の風4.3m/s

を観測。強風注意報が発令されているとの情報で、状況確認ため、演出本部にて大

会本部付近での風速を測定。15 時 50 分頃、打ち揚げ台付近での計測で 2〜3m/s。

瞬間的に 4〜4.5m/s を示す。16時 30 分に強風注意報が解除される。徐々に風が弱

まり、19 時 40 分に風がおさまり、演出本部付近の計測で 0～2m/s。煙火消費中は

継続的に 2m/s 前後、瞬間的に 4m/s 前後の風があったが、目視のうえ安全消費を確

認。また、本番前に情報対策本部より本番中、終了後ともに雨雲の発生等の予報は

なく降雨の可能性がない事を確認し、実際に注意報や降雨はなかった。 

   消防本部屋上での観測値では、東の風、平均風速 5.0m/s を 19 時 00 分に確認。

その後は 4m/s 台を継続的に観測。瞬間最大風速は 19 時 00 分の 9.8m/s を観

測した以降はそれ以下の風速を観測。 

 

   上記のとおり、観測内容では煙火の

消費に係る基準は満たしており、煙火

消費監視員の花火師 4名によると、打

ち揚げ進行中、打ち揚げ台付近では強

風もなく、低空で花火が開くなどの危

険玉や、打ち揚げ現場での異常事態は

なかったと報告があった。しかし、翌
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日 8 月 5日の花火ガラ飛散区域の状況をみると、打ち揚げ台から西の右岸（宝塚市

湯本町付近）に多く見られることから、上空ではやや強い東の風があったと考えら

れる。（図④） 

 

 

（２） 気象庁データベースによる当日の気象データ（参考データ） 

   気象庁データベースより、参考数値として宝塚市最寄ポイント（三田）の気

象状況について確認すると、8 月 3 日の大会開催時は、平均 3.4 m/s～4.5 m/s

の東北東の風が吹いており、最大瞬間風速

※2

としては、7.1 m/s の東の風を記

録している。また、8 月 4 日は、平均 3.8 m/s～5.1 m/s の東あるいは東北東

の風が吹いており、最大瞬間風速としては、7.4 m/s の東南東の風を記録して

いる。 

  ※2 最大瞬間風速…風速計の測定値を 3秒間平均した値（瞬間風速）の最大値。（気象庁に

よる定義より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考資料＞ 

  資料 7「煙火消費許可申請書」 

  資料 8「火薬類消費許可証」
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６．煙火消費にかかる安全対策  

（１） 煙火保安計画書 

    例年、宝塚観光花火大会では、実施要領及び煙火保安計画書、警備計画書を策

定し、花火大会を実施している。昨今、重要視されている催事に伴う雑踏・交通

警備に関する事項や煙火消費に伴う安全対策についても、この実施要領に付随し

て定めている。 

    ここでは、主催者として実施する煙火消費に伴って定めている安全対策につい

て、資料 2「平成 24 年度 宝塚観光花火大会煙火保安計画書」と照らし合わせな

がら、「１．煙火の持ち込み・保管」から「５．煙火終了後の危険防止」まで、

計画どおり実施されていたかどうか確認する。 

 

１．煙火の持ち込み・保管 

・ 両日とも、煙火積載車両は堀内煙火店（長野県）を出発し、早朝 5 時～6

時の間に武庫川河川敷に到着し、警備員により立入禁止を実施し作業開始

まで保管した。 

・ 両日とも、花火大会終了後 20 時 50 分頃までに花火師により全ての煙火消

費確認が終了し、大会本部が報告（煙火は全て消費。翌日への持ち越しは

なし）を受けた。その後、大会本部より阪神北県民局へ報告した。 

 

２．準備作業  

① 平成 23年秋季より平成24年繁忙期前までに製造され、搬入については１．

煙火の持込・保管のとおり。 

② 打ち揚げ筒は固定用ベルトで打ち揚げ架台の支柱（固定単管）に固定（写

真⑨）しており、小型煙火などは水平に保ち、ウエイト（鉄製）で固定（写

真⑩）している。 

（写真⑨）                （写真⑩） 
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③ 兵庫県煙火消費保安基準（2.5 号玉緩和：保安距離 70m）は右岸・左岸の

各観覧場所からも満たしている。 

 

３．煙火消費中の注意事項 

① 先述のとおり、固定用ベルト打ち揚げ架台の支柱に上方へ向け、厳重に固

定している。 

② 煙火玉については、保安距離の緩和措置となる紐（3～5mm のジュート麻（黄

麻））38～40cm を取り付けている。また、万一の不発事故に備え、宝来橋

と栄町出張所に消防車を待機させ警戒に当たっている。 

③ 煙火消費中は打ち揚げ台横にポリカネード3mm厚の防護壁を設け及び安全

帽を着用し、4 名の監視要員を配置、打ち揚げ台での事故防止を図ってい

る。 

④ 打ち揚げ台周辺に警備員、市職員等による警戒人員を 20 名配置して不測

の事態に備えた。（本部 3 名、左岸観覧場所前方 5 名、右岸観覧場所前方 3

名、個人協賛特別観覧席南席 2 名、その他道路上 7 名）（資料 2「平成 24

（2012）年度 宝塚観光花火大会煙火保安計画書」添付図面） 

⑤ 強風等、天候が悪化している場合又はその恐れがある場合には大会関係者

協議会を招集し、中止等の判断をする旨、事前に周知を図っていた。 

⑥ 高所警戒位置については、両岸に 1 箇所ずつ消防隊員 2 名ずつを配置し、

監視を行っている。 

⑦ その他 

・ 万一の場合に備えて、観覧場所付近に燃えかす・火の粉等の落下につ

いての注意喚起の表示を取り付けている（写真⑪・⑫）。 

（写真⑪）                （写真⑫） 

 

 

 

 

 

 

・  

・  

・  

 

・ 花火開催中の場内アナウンスで「会場内には、花火打ち揚げに伴う安

全確保のため、立入禁止区域があります。危険ですので、絶対に立ち
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入らないようお願いいたします。花火打ち揚げ場所近くでご観覧の皆

様にご案内いたします。花火開催中、風向きなどの理由で、花火の燃

えかすや火の粉などが風にあおられ、観覧席内に飛来する場合があり

ます。どうぞ、ご注意ください。（資料 9 より抜粋）」と注意喚起の放

送を行っている。放送回数については、花火打ち揚げ前に 8 月 3日は 3

回、8 月 4 日は 5 回実施している。また、当日少し強めの風が予想され

ることから、燃えかす飛散の注意喚起コメントを通常のインフォメー

ション放送に加え、生アナウンスで追加放送することを決めた。アナ

ウンスを行った時間は下記のとおり。 

＜8 月 3日＞ 

時 間 内       容 

19：03  インフォメーション放送(6 分 50 秒)  

19：10 警備本部より観覧席・向け注意放送(約 90 秒) 

19：12 演出本部アナウンス席より 

「燃えかす注意喚起」生アナウンス放送 

19：13 新宝塚音頭 PR コメント(2 分 05 秒) 

19：18 インフォメーション放送(6 分 50 秒) 

19：25 警備本部より観覧席・向け注意放送(約 90 秒) 

19：27 演出本部アナウンス席より 

「燃えかす注意喚起」生アナウンス放送 

19：28 新宝塚音頭 PR コメント(2 分 05 秒) 

19：32 インフォメーション放送(6 分 50 秒) 

19：39 警備本部より観覧席・向け注意放送(約 90 秒) 

 

＜8 月 4日＞ 

時 間 内       容 

18：31  インフォメーション放送(6 分 50 秒)  

18：38 警備本部より観覧席・向け注意放送(約 90 秒) 

18：40 演出本部アナウンス席より 

「燃えかす注意喚起」生アナウンス放送 

18：41 新宝塚音頭 PR コメント(2 分 05 秒) 

18：48 インフォメーション放送(6 分 50 秒) 

18：55 警備本部より観覧席・向け注意放送(約 90 秒) 

18：57 演出本部アナウンス席より 

「燃えかす注意喚起」生アナウンス放送 

18：58 新宝塚音頭 PR コメント(2 分 05 秒) 
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19：06 インフォメーション放送(6 分 50 秒) 

19：13 警備本部より観覧席・向け注意放送(約 90 秒) 

19：15 演出本部アナウンス席より 

「燃えかす注意喚起」生アナウンス放送 

19：16 新宝塚音頭 PR コメント(2 分 05 秒) 

19：21 インフォメーション放送(6 分 50 秒) 

19：28 警備本部より観覧席・向け注意放送(約 90 秒) 

19：30 演出本部アナウンス席より 

「燃えかす注意喚起」生アナウンス放送 

19：31 新宝塚音頭 PR コメント(2 分 05 秒) 

19：34 インフォメーション放送(6 分 50 秒) 

19：41 警備本部より観覧席・向け注意放送(約 90 秒) 

19：43 演出本部アナウンス席より 

「燃えかす注意喚起」生アナウンス放送 

 ※8 月 3 日の場内アナウンス放送時間は宝塚大劇場の公演時間を避けるため、19 時

00 分以降の放送としている。 

 

４．立入禁止区域の警戒 

・ 保安距離への立入警戒策としては、警備員、市職員及び運営関係スタッフ

による人的警戒と下写真のとおり、杭とロープ、単管バリケード、立入禁

止テープ、カラーコーン（写真⑬）、赤色点滅ランプ（写真⑭）など資機

材を使用して警戒を行っている。 

（写真⑬）               （写真⑭） 

   

 

５．煙火終了後の危険防止 

① 市職員により煙火消費の翌日早朝に会場周辺の見回りを行っている。 
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② 「宝塚観光花火大会会場設営・周辺清掃等業務委託」により、13 名体

制で黒玉等、会場周辺の清掃を実施している（図⑤）。また、今年度につ

いては、予定していた清掃箇所に加え、市民からの通報により、右岸側の

飛散区域についても追加清掃（図⑥）を行った。 

 

（図⑤）                    （図⑥） 

 

以上１．～５．のとおり「煙火保安計画書」に記載のとおり、安全対策を実施

した。 

 

（２）連絡系統 

    宝塚観光花火大会では、警備計画書に付随し、指揮系統図を作成している。（資

料 10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考資料＞ 

資料 9「インフォメーション放送原稿」 

資料 10「平成 24 年度 宝塚観光花火大会 警備指揮系統図」 
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７．検証結果  

 「４．煙火の消費内容」、「５．事故発生時（花火打ち揚げ中）の気象状況」、「６．煙

火消費にかかる安全対策」の 3 項目において、煙火の消費計画から実際の煙火消費とそ

の後までを確認した。 

 遵守すべき煙火消費に係る基準については、煙火消費許可申請書及び火薬類消費許可

証に基づき的確に消費しており、当日の気象状況などの条件も満たしているため、煙火

を消費する条件的には、中止等の判断を決定するに至る要因はなかった。 

それらも踏まえ、個人協賛特別観覧席南席で事故が発生した原因を以下のとおりまと

める。 

 

（検証結果１）風向き 

例年、宝塚観光花火大会では武庫川上流から下流へ西からの風が吹いているが、

今年度については、演出本部周辺において、全ての観測時間帯で東及び東北東か

らの風が観測されている。そのため、例年打ち揚げ台から下流側に落ちる花火の

残滓が東からの風により個人協賛特別観覧席南席に飛来したと考えられる。 

消防本部では、高所警戒隊より 8月 3 日は「高所警戒位置から上空で花火の火

の粉が、県道塩瀬門戸荘線を越えて南側に流れているのが目視できるため、警備

指揮隊に状況報告する。」という報告に対して、警備指揮隊を県道塩瀬門戸荘線

上に隊員 2 名を張付け警戒にあたらせている。結果、道路上に燃えかす等の落下

は確認できるが火の粉の落下は確認できないという報告を消防警備本部が警備

指揮隊から受けたが、右岸側上空には、花火の火の粉が流れていることが確認で

きたため、消防警備本部から警備指揮隊に注意するよう指示した。 

また、8 月 4 日についても高所警戒位置から上空で花火の火の粉及び煙が、南

側（右岸側）に流れているのが確認できるが、地上まで落下しているかは確認で

きないため、警備指揮隊と逐次情報提供しながら、警戒を続けた。 

個人協賛特別観覧席南席の主催者スタッフによる監視においても、火の粉の地

上落下は確認されていないが、多くの燃えかすが飛来していた。 

それらより、煙火玉の残滓に火がついた状態で飛来はしていなかったが、燃え

かすとして打ち上げ台南西側へ飛来しており、夜間であったためか、その残滓の

目視はできなかったものと考えられる。 

 

（検証結果２）煙火玉の種類 

    開催日翌日の 8 月 5 日に行った現場検証では、完全燃焼しなければならない

「蜂」タイプの打ち揚げ煙火が 8個、不燃焼のまま発見された。 

花火委託業者（㈱タイムズコーポレーション）によると、現在の花火打ち揚げ

台である噴水施設竣工（平成 13年 8 月）以前は、「蜂」タイプの打ち揚げ煙火は



 - 29 - 

定番の玉種として演出に取り入れていた。その当時は、打ち揚げ台を河川内に土

砂で造成して設置していたため、打ち揚げ台が毎年微妙に移動しており、打ち揚

げ台より南東側のマンション、メルヘン宝塚やカルム宝塚に距離が近くなる年も

あり、また、当時の「蜂」部品の精度は安定しておらず、思わぬ方向および距離

に飛散する場合があったため、使用をとりやめた。 

しかし、噴水施設が完成し、打ち揚げ台が固定されたうえ、近年、「蜂」の製

造技術が向上したことを踏まえ、平成 23 年度の宝塚観光花火大会の演出を行う

に際して、「蜂」タイプの打ち揚げ煙火の使用を検討することになり、平成 23 年

6 月、煙火業者である伊那火工堀内煙火店において試し打ちを実施し、飛散幅な

ど安定面の検証を行った。その結果、宝塚観光花火大会での使用について問題が

無いとの判断で平成 23 年度はフィナーレにおいて「紅蜂」「緑蜂」各 15 発づつ

計 30 発を実験的に打ち揚げた。終了後、花火委託業者と煙火業者にて再検証を

行い、平成 24 年度からも使用する方向となり、平成 24 年度も平成 23 年度と同

等数を使用した。 

「星」については、ほとんどの煙火玉に使用されており、その飛散状況は、例

年、保安距離を越えて落ちることもあったが、そのもの自体が非常に軽いもので

あるため、「星」による被害はなかった。 

事故案件①の負傷者は、時間帯が不明ではあるが、その証言より、花火観覧中

に何かが落ちてきたことは確かであるため、飛散状況より「星」か「玉皮」であ

ると推測される。 

事故案件②の負傷者については、目に違和感を覚えた時間帯が本人申告による

と花火プログラムの「なみだ」の前半部分（20時 00 分前後）である。その時間

帯に消費していた玉種は「やし入紅牡丹」10 発、「キラ」10 発、「やし入緑牡丹」

10 発、「黄金新星」10 発、「やし入紫牡丹」10 発の 5 種類であり、「蜂」が使用

された時間帯とは異なる。しかし、「星」については図③のとおり、翌日の検証

においては個人協賛特別観覧席南席内に多数の飛散が確認されており、先述のと

おり、ほとんどの花火玉に使用されているため、20 時 00 分前後にも打ち揚がっ

ていた。 

この 20時 00 分前後の時間帯に打ち揚がっていた玉種は、花火大会では定番の

ものであり、宝塚観光花火大会では数年前より使用しており、本番当日も他のプ

ログラムでも使用した玉種である。したがって、事故案件②の女性に当たったも

のも「星」か「玉皮」だと推測される。 

その他、周辺に飛散する可能性のあるものとして、「笛」と「トラ」がある。

「笛」については、その残滓が保安距離外で確認されなかったことを踏まえると、

原因でない事はほぼ断定でき、「トラ」についても、河川に沿った方向へ低空で

発射され、観覧席から離れる方向へ打ち揚がるため、原因である可能性は極めて

低い。 
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（検証結果３）保安距離等の安全対策及び注意喚起の方法 

2.5 号玉の保安距離 100m を 70m に緩和するため、38～40cm 程度ジュート麻紐

を煙火玉に施したうえで、観覧席までの距離を 70m 以上とっていたが、煙火の燃

えかす飛来に関する注意喚起は、場内放送、パンフレット内への記載、観覧場所

内の表示に限られていた。また、主催者スタッフや警備員等による煙火警戒の呼

びかけが少なかった可能性もあり、観覧者への周知が不足していたことも考えら

れる。それらを呼びかける警戒人員の動員についても、その数が適正であったか、

検討する必要がある。 

また、打ち揚げ台から観覧席までの距離は確保されてはいたが、実際に使用す

る煙火の特性などを主催者及び受託業者が事前に協議し、十分に理解したうえで、

自主規制として観覧席との保安距離を調整することもできたと考えられる。 

 

（検証結果４）大会本部の連絡体制 

    大会本部と消防警備本部については、観覧客の中で不調を訴える方への対応や

救急車の要請など、逐次情報を共有し、連携して任務の遂行にあたっていた。ま

た、風向や天候などの大会の運営に不可欠な情報については、共有が図られてい

たが、場内への落下物情報などについては相互に把握が不十分な状況にあった。 

大会本部付近だけでなく、会場全体としての連絡体制として充実した連携をと

っていれば、打ち揚げ台や高所警戒隊からの報告内容を基に会場内警備員等へ連

絡し、観覧席内へ注意喚起を促すなどの対策も取ることができたと考えられる。 
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８．事故対策  

  「７．検証結果」を踏まえ、気象条件、煙火消費の条件的には中止等の判断をする

までには至る要因はなかったものの、今後、同様の事故を起さないために、主催者と

して事故対策を次のとおりまとめる。 

 

（対策１）安全な観覧席の設置及び使用煙火種類の制限 

保安距離が確保されていたとはいえ、例年とは違った風向きの影響もあり個人協賛

特別観覧席南席にて完全燃焼するはずの「蜂」や「星」が発見されていた。現状では、

2.5 号玉の緩和措置を施した保安距離 70m を遵守し、直近の観覧席からは約 75m の距

離を確保しているが、風速・風向き等、今回の事例を踏まえ、今後は観覧席までの距

離をそれ以上確保する必要がる。（図⑦ 例：打ち揚げ場所から観覧席までの距離を

85m とした場合の図）。 

 

また、今回の事故との直接的な関連性は認められないが、「蜂」及び同等品の煙火

については、安全性の向上はみられるものの、構造上、燃え残る可能性が高く、本年

についても保安距離より外で不完全燃焼のまま発見されているため、使用しないこと

とする。 

 

（対策２）連絡体制及び監視体制の充実 

  大会本部においては、花火大会の安全で円滑な運営を図るため、煙火消費に係る基

（図⑦） 
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準や条件を守り、万一の場合に備え、雑踏警備や煙火に対する警戒に多数の人員を配

置していた。 

  しかしながら一方で煙火の警戒人員として 24 名（うち高所警戒隊 4 名）を配置し

たが、監視のほとんどは会場警備業務も兼務しており、煙火の警戒に集中できていな

い可能性があった。そのため、煙火警戒に専念する監視員を別途配置し、さらに高所

警戒隊を除く 20名の職務についても、煙火警戒に専念する監視員を置くこととする。

また、監視場所については、どの方角からでも煙火及び火の粉の流れを確認するため、

会場内に均等に配置する。打ち揚げ台周辺には、高層マンションが建っており想定外

のビル風などが発生する恐れもあり、打ち揚げ場所の地理的条件を踏まえた上で、高

所警戒の配置場所は現在の打ち揚げ台西側に加え、東側 2 箇所（宝塚大劇場付近と阪

急宝塚南口駅付近）に配置し、監視を行う。これらは、花火の煙が東西南北どちらか

らの風に煽られても、いずれかの方角からは煙に遮られずに監視できる体制を取るた

めである。 

さらに観覧客の安全に係る情報、例えば落下物があるなどの情報は速やかにこの監

視員から大会本部に伝え、本部は警察、消防にもこの情報を伝えるものとする。これ

らの情報伝達を明確に行うためには、指揮系統について、事前会議に加え、再度、当

日に顔合わせをするなど、実際に従事する者同士の疎通を図ることとする。指揮系統

図は図⑧のとおり警備関係、演出関係、運営関係等を含めた明確に決め込むと同時に、

大会本部等、各本部テントの配置においても連絡を取りやすくするため、配置を図⑨

のとおり決め込むことで、連絡系統を密に行うこととする。また、窓口となる担当者

を常駐させ、その連絡の内容に齟齬がないよう記録する。 

指揮系統図に明記される各長においては、大会本部での待機とし、本部組織として

迅速な対応を取れるような体制で臨むこととする。 

これらを明記するものとして、例年作成している警備指揮系統図を充実させ、警

備・演出・消防等を別々に作成せず、総合した指揮系統図を作成することとする（図

⑧）。指揮系統図内には、大会の中止決定権限者を明確化するとともに、各所風速観

測数値を管理する責任者を記載し、大会の開催が危ぶまれる際、中止決定権限者は情

報を収集したうえで、大会関係者協議会を召集し、大会の中断又は中止、再開を決定

することで、指揮命令の統括化を図る。 
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（対策３）警戒レベルの策定及び基準に応じた対応 

  今年度のように高所警戒隊をはじめ、警備員、運営スタッフ等の監視において、あ

る一定の基準（警戒レベル）を策定することによって、事故の未然防止に努める。ま

た、これにより煙火消費中における中断及び中止の判断についても明確にすることと

する。 

  警戒レベルについては、下記のとおり。 

レベル 内  容 

警戒レベル１ 

（条件） 

・ 基準の地上風速 7m/s を超えなくとも、地上風速

5m/s を超える場合 

（対応） 

・ 風速を継続的に観測する 

・ 火の粉の流れを各監視員に確認する 

・ 消防本部観測値を参考に警備本部内で注意喚起 

・ 落下物の状況に関する注意換気 

警戒レベル２ 

（条件） 

・ 瞬間的に基準の地上風速 7m/s を超える場合 

・ 高所警戒隊にて火の粉の流れが確認される場合 

（対応） 

（図⑨） 
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・ 風速を継続的に観測する 

・ 火の粉の流れを各監視員に確認する 

・ 消防本部観測値若しくは警備本部での観測値を随

時確認する 

・ 放送による観覧者への注意喚起 

警戒レベル３ 

（条件） 

・ 基準の地上風速 7m/s を超える場合 

・ 火の粉が地上まで達さず上空で消えるが、観覧客

に危険が及ぶ可能性がある場合 

（対応） 

・ 打ち揚げの中断を検討する 

警戒レベル４ 

（条件） 

・ 常時、基準の地上風速 7m/s を超える場合 

・ 火の粉が地上まで達している場合 

（対応） 

・ 打ち揚げの中断 

警戒レベル５ 

（条件） 

・ 常時、基準の地上風速 7m/s を超える場合 

・ 火の粉が地上まで達しており、中断の後に及んで

も風速、煙火の改善が見込まれない場合 

（対応） 

・ 打ち揚げの中止 
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９．対策のまとめ  

以上の検証により、煙火の消費に関しては、法令に基づく基準を守り、安全対策も行

なったうえで実施しており、法的な違反はないと考える。また、煙火玉そのものも当日

搬入し、予定通り打ち揚げ、完全に消費されていることから、不発や低空開発などの異

常があったとは考えられない。一方で、当日の気象条件としては、風速について打ち上

げの基準内であったが、時折強い風が吹いており、また、風向きも保安距離に近接して

いる個人協賛席特別観覧席南席に向かって吹いているという状況であった。 

これらのことから、法的な基準は守られていたものの、例年とは異なる当日の風向き

と時折吹く強い風により、保安距離に近接している個人協賛席特別観覧席南席に向けて、

熱を持ったままの残滓が流れ、事故につながったのではないかと考えられる。また、打

ち上げを監視する警備員の問題や、警察と消防からの情報を大会本部内で共有すること

など、運営面における課題も考えられる。 

以上のことから、同じ打ち揚げ場所での開催を考えた場合、打ち揚げ場所の環境や立

地条件を加味したうえで次のような対策を講じなければ、観覧客の安全を確保すること

は困難である。 

従って、武庫川の狭あいな川幅の状況や雑踏対策等も考慮すると、当該地での開催の

あり方についても検討する必要がある。 

 

① 打ち揚げ場所から観覧席までの距離を規定の 70m より長く確保する。 

② 2.5 号玉を下回る号数の煙火玉を使用し、「蜂」については使用しない。 

③ 大会本部の組織についてもそれぞれの役割を明確にし、相互に連携することにより

事故を未然に防ぐため、速やかな対応ができるよう整備する。 

④ 会場警備との兼務でない煙火警戒に専念する警戒人員を増員する。 

⑤ 煙火の落下物でけがをしないよう観覧客に注意喚起を図る。 

⑥ 高所警戒位置を打ち揚げ台の東側に 2 箇所追加し、計 4 箇所方向から監視を行う。 

⑦ 指揮系統図には、大会中止決定権者を明確にするとともに、風に関する情報収集及

び統括を行う風速管理者を置く。 

 

 

 

 

 

 

 


