
民泊・古民家に係る消防の動向について

平成２９年６月２３日

総務省消防庁予防課設備係



１ 民泊サービスに係る消防の動向について
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消防法令上の用途の取扱いについて （消防法施行令解説［第二版］抜粋）

消防法施行令 別表第一

（一）～（四） （略）

（五）
イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅

（六）～（二十） （略）

【別表第一全体に関する解説】

• 本表に掲げる防火対象物は、その用途、態様、社会的機能等に応じて規制されているので、臨時的（飯場等）、
季節的（冬季間だけスキー客等のために開設するスキー小屋やスキー民宿等）……なものであっても、本表に掲げ
る防火対象物から除外されるものではない。

• 同一の防火対象物が、通常の形態のまま二以上の用途に供される場合（例えば、日中は公民館として使用し、夜
間は私人の洋裁学校として使用するなど）は、㈠項にも㈦項にも該当するものであって、それぞれの用途に供するも
のとして必要とされる技術上の基準を充たさなければならない（この例では、たまたますべての基準について㈠項の
方の規制が厳しいので、㈠項の防火対象物としての基準を充たせば足りる結果となる。）。

• 本表は、防火対象物を二十二項（細別を加えると三十五項）に区分している。その区分にあたって用いられてい
る劇場とか旅館などの用語については、(十七)項を除いては、特に定義しておらず、当該防火対象物の使用形態を
社会の一般通念に照らして用途を決定することになる。他の法令で用語の定義が明らかにされているものについて
は、それが防火対象物の用途の特定にあたって有力な根拠となることは当然である。事実、本表そのものがそれら
の法令の規定を根拠として制定され、また改正されたものと解し得るからである。二十一で触れる㈥項ロはその例
である。しかし、それらの法令の規定は、衛生、風俗取締、福祉、教育等の観点からなされているものであって、
必ずしも火災予防の観点を採り入れているものとは言えないのであるから、本表における劇場、旅館などの用語は、
それらの法令で定める意義と全く同一とは言えず、それらを基礎としながらも、本表の趣旨を踏まえ、あくまでも
実態に即して解釈すべきものである。



令別表第一（５）項イの取扱いについて （平成15年２月21日付け消防予第55号通知抜粋）

「令別表第一の改正に伴う消防法令の運用について」（平成15年２月21日付け消防予第55号通知抜粋）
第１ （略）
第２ 令別表第一（５）項イに関する事項
１ 令別表第一（５）項イの基本的な考え方について

最近の社会実態、経済活動の変化、娯楽の形態の変化、性風俗関連産業の変化等により、従来の宿泊を主たる目的と
したホテル、旅館、宿泊所等の他に、マッサージ、レンタルルーム等で、主たる目的は宿泊以外のものであっても、副次的
な目的として宿泊サービスを提供している施設については令別表第一（５）項イに掲げる防火対象物となることを明確化し
たものである。

２ 令別表第一（５）項イ「その他これらに類するもの」の取扱いについて
（１） 令別表第一（５）項イ「その他これらに類するもの」に該当するか否かの判定については、実際に宿泊が可能
であるかどうか立入検査等により状況を確認することになるが、次のアからエまでに掲げる条件等を勘案する必
要があること。
ア 不特定多数の者の宿泊が継続して行われていること。
イ ベッド、長いす、リクライニングチェア、布団等の宿泊に用いることが可能な設備、器具等があること。
ウ 深夜営業、２４時間営業等により夜間も客が施設にいること。
エ 施設利用に対して料金を徴収していること。

（２） （略）
ただし、寺院の宿坊等であって不特定多数の者が利用しており、かつ、当該用途部分の独立性が強く、専らそ
の用に供されている場合は、令別表第一（５）項イとして取り扱うべき場合もあること。

第３ 留意事項

本通知中で挙げた具体例の中の多くは、用語の定義がなく、世間一般に通用している俗称を用いているため、用途の判
定に当たっては名称のみで判定することなく、名称、営業形態、サービスの内容等の要件を総合的に判断して用途を判定
する必要があることに留意されたい。

平成14年８月に消防法施行令の改正により令別表第一の（５）項イに「その他これらに類するもの」が追加され、
下記運用通知を発出。



特区民泊について

○国家戦略特区を活用した民泊事業（特区民泊）

 平成25年12月に成立した「国家戦略特別区域法」第13条において「旅館業法
の特例」が規定。

 「東京圏」（東京都、神奈川県並びに千葉市及び成田市）、「関西圏」（大
阪府、兵庫県及び京都府）、福岡市及び北九州市が区域指定。

 都道府県知事（保健所設置市は市長、特別区は区長）が、一定の要件を満た
すものを「外国人滞在施設経営事業（特区民泊事業）」として認定した場合、
旅館業法第3条第1項（旅館業の許可）の適用を除外。

 施設を使用させる最小期間について、3日から10日の範囲内で都道府県等の
条例で定めることが必要。
⇒ 平成28年9月の諮問会議において、滞在日数の引き下げ（６泊７日以上⇒
２泊３日以上）を決定。平成28年10月施行。

 現在、東京都大田区、大阪府の一部、大阪市、北九州市で条例が制定され、
特区民泊が可能となっている。
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特区民泊について

「平成29年３月28日内閣府地方創生推進事務局」資料より抜粋



民泊サービスに関する動向について
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○民泊に係る法令改正の動向

○ 「民泊サービス」のあり方に関する検討会

 「民泊サービス」について、関係省庁において実態の把握等を行った上で、旅館・ホテルとの競争条件を含

め、幅広い観点から検討するため、厚労省・観光庁を事務局として、上記検討会を平成26年11月より開始。

 平成28年3月、当面の対応等について中間報告を取りまとめ。

 「民泊サービス」においては、現行の客室面積の基準（延床面積33㎡以上）には必ずしも合理性があると

は考えられないことから、これを見直す方向で検討。

 計13回にわたる検討会の実施結果として、平成28年6月、最終報告を取りまとめ。

 検討課題：年間180日以下の範囲内で営業日数上限を設定することにしているが、具体的な日数は未定。

 上記検討会での中間報告を踏まえ、旅館業法施行令第１条第３項に規定する簡易宿所に係る構造設備基準

「客室の延べ床面積33㎡以上」を「33（収容定員が10人未満の場合は3.3に収容定員を乗じて得た数）㎡以

上」に改正する政令等が、平成28年4月1日施行。

 平成29年３月10日に新法案（住宅宿泊事業法案）が閣議決定され、同年６月、第193回国会にて成立。

民泊の設置事例や相談事例を踏まえ、防火安全性を損なうことなく消防用設備等の設置合理化ができないか随

時検討を行う。

消防用設備等に関する今後の方針
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住宅宿泊事業法について

（これまでの経緯）
平成25年１月 内閣総理大臣の諮問機関である「規制改革会議」設置
平成27年６月 規制改革会議「規制改革に関する第３次答申」を受け「規制改革実施計画」閣議決定

⇒「インターネットを通じ宿泊者を募集する一般住宅、別荘等を活用した民泊サービスについては、関係省庁において実態の把
握を行った上で、旅館・ホテルとの競争条件を含め、幅広い観点から検討し、結論を得る。」（実施時期：H27検討開始、H28結論）

平成27年11月 「民泊サービス」のあり方に関する検討会第１回開催（厚生労働省・観光庁主催）
平成28年６月 規制改革会議「規制改革に関する第４次答申」を受け「規制改革実施計画」閣議決定

⇒分野別措置事項のうち地域活性化分野において、「民泊サービスにおける規制改革」が示され、同年度中に法案提出とされた。
（概要）・一定の要件（年間提供日数上限等）を満たす民泊サービスを適切な規制の下で推進できるよう、類型別に規制体系を

構築（住宅として住居専用地域でも実施可能）
家主居住型：届出制とし、利用者名簿の作成・保存、衛生管理措置、苦情等への対応等を住宅提供者に義務化
家主不在型：届出制とし、民泊施設管理者（登録制）に上記を義務化
・仲介事業者を登録制とし、取引条件の説明、民泊の表示等を義務化

平成28年３月 「住宅宿泊事業法案」閣議決定
平成28年６月 「民泊サービス」のあり方に関する検討会全13回を終え「最終報告書」とりまとめ
平成29年６月 「住宅宿泊事業法案」成立、16日公布
（今後の予定）
住宅宿泊事業法は公布の日から１年以内に政令で定める日に施行。
届出等の準備行為は法公布から９ヶ月以内に施行。
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「住宅宿泊事業とは、旅館業法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊さ
せる日数が１年間で１８０日を超えないものをいうもの。」

１．住宅宿泊事業者に係る制度の創設
① 住宅宿泊事業（民泊サービス）を行おうとする者は、都道府県知事への届出が必要

（年間提供日数の上限は180日（泊）とし、地域の実情を反映する仕組み（日数制限条例）の創設）

② 家主居住型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置（衛生確保措置、騒音防止のための説明、
苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等）を義務付け

③ 家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け
④ 都道府県知事は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施
※都道府県に代わり、保健所設置市等が監督・条例制定事務を処理できることとする

２．住宅宿泊管理業者に係る制度の創設
① 住宅宿泊管理業（家主不在型の住宅宿泊事業者から委託を受けて１②の措置（標識の掲示を除く）等を行うもの）を営もうと
する者は国土交通大臣の登録が必要

② 住宅宿泊管理業者に対し、住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置（住宅宿泊事業者への契約内容の説明等）の実施
と１②の措置（標識の掲示を除く）の代行を義務付け

③ 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者に係る監督を実施

３．住宅宿泊仲介業者に係る制度の創設
① 住宅宿泊仲介業（住宅宿泊事業者と宿泊者との間の宿泊契約の締結の仲介を行うもの）を営もうとする者は観光庁長官の登
録が必要

② 住宅宿泊仲介業に対し、住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置（宿泊者への契約内容の説明等）を義務付け

③ 観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者に係る監督を実施

住宅宿泊事業法の概要
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違法民泊等に対する対策について

消防庁では、「宿泊サービスを提供する施設における消防法令の遵守の徹底について」
（平成２９年３月17日付け消防予第６３号）を発出。

●宿泊サービスを提供する施設で消防法令違反が存する場合は、火災が発生した際の人命の危険
が特に高いと考えられ、その施設の実態や危険性に応じた適切な防火安全対策が講じられるよう指
導していく必要がある。

●各消防機関においては、立入検査における関係のある者（宿泊者を含む。）への質問、関係者へ
の資料提出命令、報告徴収等を行うことや「建築物への立入検査等に係る関係行政機関による情
報共有・連携体制の構築について」（平成27年12月24日付け消防予第480号）により衛生部局等の

関係行政機関との情報共有等を行うなどにより、宿泊サービスを提供する施設の実態を把握した上
で、適切に指導することが求められている。

●宿泊サービスを提供する施設の実態把握等に係る関係行政機関との情報共有等の取組に関して、
参考事例をとりまとめ、周知。

●本通知を受け、国土交通省住宅都市局、国土交通省観光庁、厚生労働省医薬・生活衛生局が、
関係機関に対し、行政間の連携体制の構築についての通知を発出。



消防用設備等に係る執務資料について（平成28年5月16日付け消防予第163号）
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１ 令別表第１（５）項ロに掲げる用途に供する部分のみで構成されている防火対象物の一部の住戸を宿泊施設として使用する場合、当該宿
泊施設の床面積が、当該防火対象物の延べ面積の10 分の１以下であり、かつ、300 ㎡未満であれば、規則第13 条第１項第２号に規定する
小規模特定用途複合防火対象物に該当することから、規則第28条の２第１項第５号の規定により、地階、無窓階及び11階以上の部分以外の
部分には誘導灯の設置を要しない。

特定用途

小規模特定用途複合防火対象物（16）項イ

特定用途の床面積の合計
10%以下かつ300㎡未満

非特定用途（特定用途以外をいう）

特定用途
特定用途の床面積の合計
10%超又は300㎡以上

複合用途防火対象物（16）項イ

小規模特定用途複合防火対象物（16）項イ

(15)項

(6)項ロ等

規則改正前
（改正41号通知適用後）

建物全体が16項イとなり、
元々設置不要だった部分に
も誘導灯が必要となる

元々不要だった部分（11階
以上、地階、無窓階以外）
には設置不要と省令で整理

規則第28条の２第１項第５号

規則第13条第１項第２号（小規模特定用途複合防火対象物）

誘導灯不要

誘導灯必要

(15)項

(6)項ロ等

規則改正後

11F

複合用途防火対象物（16）項イ



消防用設備等に係る執務資料について（平成28年5月16日付け消防予第163号）

２ 建物の主要構造部が耐火構造であり、主たる出入口に防火戸が設置されている等の一定の条件を満たす場合は、令32条を適用し、民泊
サービス部分（避難経路を含む）のみにおける誘導灯の設置で足りる。

３ 令別表第１（５）項ロに掲げる用途に供する部分のみで構成されている特定共同住宅等の一部の住戸を宿泊施設として使用する場合に、次に掲げる要件
を満たすものについては、令第32 条の規定を適用し、40 号省令に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供
する設備等の設置を認めてよい。

通路誘導灯

避難口誘導灯

を要する部分

民泊部分

一般
住戸

民
泊
部
分

一般
住戸

民
泊
部
分

一般
住戸

一般
住戸

一般
住戸

一般
住戸

※ ※

※従前と同様に、面積等に応じ、
設置を要しない場合もあり

誘導灯

11特定共同住宅等

民泊部分

要件

１ 当該宿泊施設が100 ㎡以下で区画さ
れていること。

２ 当該宿泊施設の床面積が当該防火対
象物の延べ面積の10 分の１以下、かつ
300㎡未満であること。

特定共同住宅等
ではなくなる

（例）共住自火報
共住ＳＰ等
設置済

（例）共住自火報
共住ＳＰ等
設置済



２ 古民家等を活用した建築物における特例基準について

出展：竹田城下町ホテルEN
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（背景及び経緯）
● 内閣総理大臣を議長とする「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」において、
「明日の日本を支える観光ビジョン」を決定（平成28年３月30日）。

⇒ 内閣官房長官を議長とする「歴史的資源を活用した観光まちづくりタスクフォース」を開催。
【中間とりまとめ（抜粋）】

○ 建築基準法、消防法、旅館業法等について、連携支援チームに寄せられる地域からの相談・要
望の具体的な内容を整理・分析し、以下の内容も含め、現行の規制・制度の改善を進める。
・ 消防法関係
「国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針（平成25年10月）」も踏まえ、古民家を宿泊

施設、レストラン等に活用する場合の消防用設備等の基準の適用について、今後地域から寄せら
れる相談・要望等を踏まえ防火安全性を確保した上で特例の考え方等の整理・公表を行う。

（消防庁）有識者ヒアリング等を実施
○ 古民家タスクフォースの全有識者13名（※）から古民家を活用する場合における消防法令上の
問題意識についてヒアリングを実施。

※有識者13名

（株）百戦錬磨：上山氏／（株）庵プロデュース：梶浦氏／一般社団法人ノオト：金野氏／石川県農業政策課里山振興室：瀬川氏／茅野市観光まちづく
り推進室：高砂氏／（株）エクスペディアホールディングス：谷口氏／NPO法人尾道空き家プロジェクト：豊田氏／NPO法人匠の町しもすわあきないプロ
ジェクト：原氏／（株）大田原ツーリズム：藤井氏／「HAGISO」・「hanare」：宮崎氏／（株）スリー・ボックス：村田氏／（株）READYFOR：米良氏／（株）地域
経済活性化支援機構：渡邊氏

○ 全国の消防本部から古民家活用施設に対して消防用設備等の基準の特例を適用した事例を収
集したところ、95件の運用事例の報告があった。
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【最終とりまとめ】

○ 有識者や消防機関の意見を踏まえた上で、次の措置を実施。

① 古民家等に関する、自動火災報知設備や誘導灯等の適用除外事例を紹介・周知 （「古民家等
に係る消防法施行令第32条の適用事例の情報提供について」（平成29年３月23日付事務連絡））。

② 古民家の宿泊施設等への活用に際し、簡明な経路により容易に避難できる場合に利用者にそ
の旨を周知するなど、一定の要件を満たす場合には、「誘導灯」及び 「誘導標識」の設置を要しない
旨を周知 （「一般住宅を宿泊施設や飲食店等に活用する場合における消防用設備等に係る消防法
令の技術上の基準の特例の適用について」（消防予第71号：平成29年３月23日付））。

③ 延べ床面積300㎡未満の古民家活用施設に自動火災報知設備を設置する場合、消防設備士

等の資格も不要で、簡便な工事で設置可能な無線式の設備（特定小規模施設用自動火災報知設
備）で足りる旨を広く周知（当該趣旨を記載したリーフレット（2.5万部）を作成、各都道府県を通じて消
防本部及び保健所に配布するとともに、ホームページ（※）で周知（平成29年３月）。）。

○ 引き続き古民家等に関する消防用設備等の適用除外事例を収集するとともに、各消防本部に対
して助言等を行うことにより、できる限り統一的な運用を確保。

※（リーフレット掲載場所）
消防庁トップ→「カテゴリから探す」内の「火災予防」→古民家を利用した施設の消防用設備等に関するリーフレット
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● 有識者や消防本部の意見等を踏まえ検討した結果、「誘導灯」及び「誘導標識」に係る下記特例通知を発出。
「一般住宅を宿泊施設や飲食店等に活用する場合における消防用設備等に係る消防法令の技術上の基準の特例について」
（平成29年３月23日付け消防予第71号）

（特例通知内容）
◎特例基準を適用できる防火対象物
従来、建物全体が一般住宅の用に供されていた戸建ての家屋で、令別表第一（１）項から（15）項

までに掲げる防火対象物又は複合用途防火対象物に該当するもの
◎特例基準の要件及び内容
１．次の(１)から(３)までのすべての要件に該当する避難階（従前の17号通知と同じ）

(１) 以下のいずれかの要件に該当すること。
ア各居室から直接外部に容易に避難できること。
イ各居室から廊下に出れば、夜間であっても迷うことなく避難口に到達できること等簡明な経路
により容易に避難口まで避難できること。

(２) 防火対象物の外に避難した者が、当該防火対象物の開口部から３ｍ以内の部分を通らずに
安全な場所へ避難できること。

(３) 従業者がその利用者に対して避難口等の案内を行う、利用者から見やすい位置に避難経路
図を掲示する等により、容易に避難口の位置を理解できる措置が講じられていること。

２．次の(１)から(３)までのすべての要件に該当する避難階以外の２階以上の階
(１) 各居室から廊下に出れば、夜間であっても迷うことなく避難階に通ずる階段に到達できること
等簡明な経路により容易に避難できること。

(２) 非常用の照明装置を廊下等の避難経路に設置すること又は利用者が常時容易に使用できる

ように携帯用照明器具を居室内に設置すること等により、夜間の停電時等においても避難経路
を視認できること。

(３) １(３)の要件を満たしていること。

３．一般住宅の用途に供される部分が存する防火対象物の部分のうち、当該一般住宅の用途に供
される部分（令別表対象物の用途に供される部分からの避難経路となる部分を除く。）

● これまで宿泊施設等の消防用設備等の特例は、「民宿等における消防用設備等に係る消防法令の技術上の基準の特例に
ついて」（平成19年１月19日付け消防予第17号）によるものであったが、 71号通知は、17号通知の内容を包含していることか
ら、17号通知を廃止。

古民家等の特例通知について（平成２９年３月２３日付け消防予第７１号）
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【リーフレットについて】
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【リーフレットについて】


