
 

 

 

 

平 成１９年 ３月６日 

消 防 庁 

 

 

カラオケボックスの防火対策に関する全国調査の結果及び違反是正の徹底 

 

 

平成１９年１月２０日に発生した兵庫県宝塚市のカラオケボックス火災の教訓を踏まえ、

類似の火災の発生を防止するために、カラオケボックスにおける防火対策の状況について再

点検を行い、消防法令違反等の防火安全上の不備事項の是正を図っているところです。 

その一環として、「カラオケボックスに係る防火対策の状況の再点検実施について」（平成

１９年 1 月２３日付消防予第３０号）により、カラオケボックスの全国調査を行ってきまし

たが、この度その結果を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。 

あわせて、調査後の違反是正状況についてのフォローアップ等を行うため、別添のとおり

各都道府県消防防災主管部長及び東京消防庁・各指定都市消防長あて通知しましたので、お

知らせします。 

 

１ カラオケボックスの防火対策に関する全国調査の結果（ポイント） 

 

○再点検実施施設数              6,758 施設 

○このうち、何らかの消防法令違反があるもの  4,751 施設 70.3％ 

 

・何らかの消防法令違反のある施設が全体の約７割を占めています。 

・その内訳として、防火管理者の選任及び防炎規制の違反が多く、それぞれ全体の 3 分

の 1以上の店舗で違反となっています。 

・消防用設備等については、未設置による違反は少ないものの、維持管理面での違反が

比較的多く見られます。 

・その他の消防法令違反では、消火・通報・避難等の訓練未実施、物件存置等による避

難施設管理の不備（例：避難階段や防火戸の前に荷物を置いている）などが多く見受

けられます。 

⇒ 全体として管理面での不備が主な違反の内容となっている。 

 

２ 違反是正状況に関するフォローアップ等について 

以下の事項について、引き続き調査を行います。 

・カラオケボックスの平成 19 年 3 月 31 日現在における違反是正状況 

・過去 5 年（平成 14 年 1 月 1 日～平成 18 年 12 月 31 日）に発生した火災事例 

 

 

 

【連絡先】 

 消防庁予防課 

  鈴木理事官、渡辺補佐、 

伊藤係長、坂倉係長 

電話 03-5253-7523 

FAX  03-5253-7533 



（平成19年2月9日報告分）

○施設数

施設

○使用状況

施設数 割合

2,524 37.3%

4,234 62.7%

○消防法令違反の状況

違反件数 違反率

（1）何らかの消防法令違反があるもの 4,751 70.3%

※施設によっては複数の違反があるため、違反件数は、以下の（2）～（5）の合計にならない。

義務あり 違反件数 違反率
内、未設置に
よる違反件数

内、未設置に
よる違反率

消火器具 6,554 1,049 16.0% (167) (2.5%)

屋内消火栓設備 1,325 286 21.6% (159) (12.0%)

スプリンクラー設備 600 65 10.8% (12) (2.0%)

自動火災報知設備 5,407 1,251 23.1% (260) (4.8%)

消防機関へ通報す
る火災報知設備

1,407 1 0.1% (1) (0.1%)

非常警報設備（器
具）

3,698 430 11.6% (214) (5.8%)

避難器具 3,048 752 24.7% (232) (7.6%)

誘導灯 6,049 1,373 22.7% (202) (3.3%)

その他の消防用設
備等

954 59 6.2% (11) (1.2%)

防火管理者選任 6,297 2,228 35.4% ― ―

防炎規制 6,714 2,605 38.8% ― ―

（4）使用開始届 6,758 1,205 17.8% ― ―

（5）その他の消防法令違反 6,758 2,599 38.5% ― ―

カラオケボックスの防火対策に関する全国調査結果

6,758

（2）消防用設備等

（3）防火管理等

建物全てをカラオケボックスとして使用

建物の一部をカラオケボックスとして使用



6,758　施設

避難器具に関する違反

752施設
24.7%

2,296施設
75.3%

違反あり　　　

違反なし

誘導灯に関する違反

1,373施設
22.7%

4,676施設
77.3%

違反あり　　　

違反なし

自動火災報知設備に関する違反

1,251施設
23.1%

4,156施設
76.9%

違反あり　　　

違反なし

防火管理者選任に関する違反

2,228施設
35.4%

4,069施設
64.6%

違反あり　　　

違反なし

防炎規制に関する違反

2,605施設
38.8%

4,109施設
61.2%

違反あり　　　

違反なし

（内、全く設置されていない　3.3％）（内、全く設置されていない　7.6％）

（内、全く設置されていない　4.8％）

何らかの消防法令違反

4,751施設
70.3%

2,007施設
29.7%

違反あり　　　

違反なし

屋内消火栓に関する違反

286施設
21.6%

1,039施設
78.4%

違反あり　　　　

違反なし

【対象施設数　：　6,758】

【対象施設数　：　1,325】 【対象施設数　：　5,407】

【対象施設数　：　3,048】 【対象施設数　：　6,049】

【対象施設数　：　6,297】 【対象施設数　：　6,714】

（内、全く設置されていない　12.0％）



消 防 予 第 ８ ３ 号 
平成１９年３月６日 

 

各都道府県消防防災主管部長 殿 

東京消防庁・各指定都市消防長 殿 
 
 

消 防 庁 予 防 課 長 
 
 

カラオケボックスの防火対策に関する調査結果及び 

違反是正の徹底について 
 
 
 平成１９年１月２０日に発生した兵庫県宝塚市のカラオケボックスの火災を受け

て、「カラオケボックスに係る防火対策の状況の再点検実施について」（平成１９年 1
月２３日付消防予第３０号。以下「再点検通知」という。）により実施した再点検の

結果を別添１のとおり取りまとめました。この結果によると、何らかの消防法令違反

のある施設が全体の約７割を占めており、非常に高い違反率となっています。また、

違反の内容として、防火管理者の選任及び防炎規制の違反が多く、それぞれ全体の 3

分の 1以上の施設で違反となっています。消防用設備等については、未設置による違

反は少ないものの、維持管理面での違反が比較的多く見られます。また、このほか、

物件存置等による避難施設管理の不備、消火・通報・避難等の訓練未実施などが多く

見受けられ、全体として管理面での不備が主な違反の要因となっています。 

このような再点検実施結果を踏まえ、早期に違反是正を図る等、引き続きカラオケ

ボックスにおける防火安全対策の徹底をお願いします。 

また、今後の防火安全対策の検討に資するため、カラオケボックスの違反是正状況

についてフォローアップするとともに、施設実態及び火災事例について詳細を把握す

る必要があり、下記により追加報告をお願いします。 
なお、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村に対

してこの旨周知されるようお願いします。 

 
 

記 
 
１ 調査対象 
(1) 違反是正状況に関するフォローアップ等調査（別記様式 1－1、1－2、2－1、2－2） 

再点検通知で調査対象としていたカラオケボックス 

(2) カラオケボックス火災事例（別記様式 1－3、2－3） 

過去 5年（平成 14 年 1 月 1 日から平成 18 年 12 月 31 日まで）にカラオケボッ

クスで発生した火災事例の全数 

 

 



２ 調査内容 

(1)フォローアップ等調査表       （消防本部用）… 別記様式 1－1 

(2)消防法令違反状況フォローアップ   （消防本部用）… 別記様式 1－2 

(3)カラオケボックス火災事例      （消防本部用）… 別記様式 1－3 

(4)フォローアップ等調査結果集計表   （都道府県用）… 別記様式 2－1 

(5)消防法令違反状況フォローアップ集計表（都道府県用）… 別記様式 2－2 

(6)カラオケボックス火災事例集計表   （都道府県用）… 別記様式 2－3 

 

３ 回答要領 

 Ⅰ．消防本部（東京消防庁・各指定都市消防本部を除く。） 

   下記「記入要領」により、別記様式 1－1、1－2、1－3 に必要事項を記入の

上、都道府県消防防災主管部まで回答すること 
 Ⅱ．都道府県及び東京消防庁・各指定都市消防本部 

  各都道府県消防防災主管部及び東京消防庁・各指定都市消防本部にあっては、

貴管内から提出のあった別記様式 1－1 を 2－1 に、別記様式 1－2 を 2－2 に、

別記様式 1－3を 2－3により取りまとめた上、電子データにより消防庁予防課

担当へ回答すること 

Ⅲ．その他 

   各県及び各消防本部は別記様式をマイクロソフトエクセルにて作成し、ファ

イル名を「○○県○○消防本部（局）」とし、上記ⅠまたはⅡにより送付（送信）

すること（都道府県の集計ファイルは「○○県」とする） 

 

４ 留意事項 

（1）各様式には都道府県名又は消防本部名を記入すること 

（2）数値は半角で入力すること 

（3）違反状況のフォローアップについては、平成 19 年 3 月 31 日現在の状況を記入

すること 

(4) 別記様式の記入については、別添 2「記入要領」を参照すること 

(5) 報告先のメールアドレスが前回の調査の時と異なっているため、留意すること 

 

５ 回答期限 

(1) カラオケボックス火災事例集計表（別記様式 2－3） 

   平成１９年３月１５日（木） 

(2) フォローアップ等調査結果（別記様式 2－1） 

消防法令違反状況（別記様式 2－2） 

   平成１９年４月１９日（木） 

 

 

 

 

 

【連絡先】 
 消防庁予防課 
  設備係 伊藤係長、岡澤技官 

e-mail：itou-kaname@soumu.go.jp
  企画調整係 坂倉係長 
    電話 03-5253-7523 
    FAX 03-5253-7533 
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