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民泊等に係る対応



○概要
⇒厚生労働省事務連絡に基づく民泊で、イベント開催
時に年数回程度（２～３日程度）、自治体の要請等を
受けて実施するもの。

○消防法上の用途の取り扱い
⇒（５）項イではなく住宅として取り扱う
※「イベント民泊における防火安全対策の推進について（平成

28年４月１日付け消防予第106号）」

○特徴
・自治体からの要請等が無ければ実施できない 2

○概要
⇒住宅宿泊事業法（平成30年６月15日施行）に基づく
民泊で届出制。いわゆる「届出住宅」。

○消防法上の用途の取り扱い
⇒宿泊室の床面積及び家主が不在となるかどうかに
より用途を判定

※「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の
取り扱いについて（平成29年10月27日付け消防予第330号）

（以下「３３０号通知」という）」により用途を判定

○特徴

・実施日数は年間180日以内で住居専用地域でも運営
可能（条例で異なる制限が設けられる場合もある）
・家主居住型と家主不在型に分類される

○概要
⇒国家戦略特別区域法第13条に基づく民泊で特定の
自治体（区域）のみで実施可能。旅館業法の許可は
不要。

○消防法上の用途の取り扱い
⇒家主不在型であり、宿泊施設として取り扱う。
※３３０号通知により用途を判定

○特徴
・東京都大田区、大阪府の一部、大阪市、北九州市、新潟
市、千葉市のみ実施可能（平成30年４月１日時点）
・最低連続宿泊日数は２泊３日以上

【住宅宿泊事業法による民泊】

○概要
⇒旅館業法（簡易宿所営業）に基づく民泊で許可制。
従来の簡易宿所と異なり、単独でフロントが設けられず
共同住宅の住戸等を活用して行われる。
いわゆる「サテライト型民泊」。

○消防法上の用途の取り扱い
（届出住宅と同様の利用形態となることが確認できるとき）
⇒住宅宿泊事業法による民泊と同様に判定

（上記以外）
⇒従来どおり41号通知により用途を判定
※330号通知第２、１

○特徴
・点在する簡易宿所を一の共用フロントで運営・管理
が可能（自治体によっては異なる場合がある）

【旅館業法による民泊】

【特区民泊】 【イベント民泊】

民泊の種類と特徴



（参考）住宅宿泊事業法概要

〇 ここ数年、民泊サービスが日本でも急速に普及
〇 多様化する宿泊ニーズ等への対応
〇 公衆衛生の確保や地域住民等とのトラブル防止、無許可
で旅館業を営む違法民泊への対応 等

１．住宅宿泊事業者に係る制度の創設
① 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の創設)
② 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 家主不在型の場合は、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

背景・必要性 ※ 都道府県に代わり、保健所設置市（政令市、中核市等）、
特別区（東京23区）が監督（届出の受理を含む）・条例制定
措置を処理できる

２．住宅宿泊管理業者に係る制度の創設
① 国土交通大臣の登録が必要
② 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 観光庁長官の登録が必要
② 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、住宅宿泊仲介業に係る監督を実施

概要

○公布 平成２９年６月１６日
○施行期日 平成３０年６月１５日
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○ 宿泊客が自らストーブや調理器具等を用いることから、出火危険性が高い。

○ 火災は急激に拡大してしまうため、迅速に初期消火、避難などを行う必要があるが、

・ 就寝中は、火災の発生に気づくのが遅れ、避難開始が遅れる危険性。

・ 宿泊者は、建物に不案内なため、避難に時間を要する危険性。

・ 宿泊者は、消火器の設置位置がわからないため、初期消火ができない危険性。

 民泊には次の火災危険性があることを念頭に置き、防火対策を講ずることが必要。

＜民泊において発生した火災事例等＞
・ 利用者がクローゼット内に電源の入った電気ストーブを収納したため、その上部にあった衣類が落下して火災が発生。
・ 利用者が電気ケトルの使用方法を誤り、電気コンロ上に電気ケトルを置いてスイッチを入れたため、電気ケトルのプラスチック
部分が溶融し白煙が出て自動火災報知設備が鳴動。

・ 利用者が点灯中の照明器具にタオルをかけていたため、当該タオルに着火して火災が発生。利用者は避難し、初期消火は実施
されず、自動火災報知設備の警報音を聞いた近隣住民が119番通報。

 家主居住型で宿泊室の床面積が小さい場合、家主が出火防止対策や初期消火・避難誘導等の
応急対策を講じることにより、上記の火災危険性が低減。

※ 宿泊室の床面積が５０㎡以下であれば、宿泊室は４室程度（宿泊者８人程度）と想定されるため、家主が火災時の応急対応を
講ずる上で大きな遅れは生じにくいが、宿泊室の床面積が５０㎡を超えると火災時の応急対応が遅れる危険性が高まる。
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 他方、家主居住型であっても、宿泊室の床面積が大きくなると、多くの方が利用することにより出
火危険性が高まるとともに、初期消火・避難誘導等にも時間を要する。

〇家主居住型の民泊であっても、宿泊室の面積が50㎡を超える場合は自動火災報知
設備や誘導灯などの設置が必要。

〇ただし、過剰な負担とならないように、民泊の火災危険性に応じた消防用設備による
安全確保や、消防法令に基づく手続きの迅速化を推進。

民泊の火災危険性と消防法上の取扱い



宿泊室の床面積の合計

人を宿泊させる間、当該住宅に
家主が不在となるか

一戸建て住宅で民泊を行う場合 共同住宅で民泊を行う場合
「住戸」の用途を元に「棟」の用途が決まります。

不在となる 不在とならない

５０㎡を超える ５０㎡以下

宿泊施設
⑸項イ

一般住宅

※宿泊室の面積とは、民泊を営む住宅における「宿泊者
の就寝の用に供する室」の床面積の合計をいう。

※家主の居住／不在の判断は、一戸建て住宅の場合
は棟（建物）単位、共同住宅等の場合は住戸単位で行う。

人を宿泊させる間、当該住戸に
家主が不在となるか

①民泊を行う「住戸」の用途

不在となる 不在とならない

宿泊室の床面積の合計

５０㎡を超える ５０㎡以下

宿泊施設（⑸項イ） 一般住宅

②民泊を行う住戸が存する建物の「棟」の用途

９割以上の
住戸が⑸項イ

９割未満の
住戸が⑸項イ

全ての住戸が
一般住宅扱い

宿泊施設
⑸項イ

複合用途
⒃項イ

共同住宅
⑸項ロ

民泊の消防法令上の用途について（平成29年10月27日付け消防予第330号）
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民泊の用途判定に関連する良くあるお問い合わせ①

Ｑ．消防法上の用途を判定する際の「不在」と住宅宿泊事業法における「不在」の考え方は異なるものか？

Ａ．消防法上の用途を判定する際の「不在」と住宅宿泊事業法第６条(安全措置)の適用判断基準である「不在」
の考え方は同様であり、住宅宿泊事業法令による届出により在不在を確認するものである。（消防予第330号※）
なお、「不在」に該当しないものは「日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在」

のみであり、自宅と届出住宅の距離（同一の敷地・建物内に存しているかどうか）や居室の数は「不在」の定

義とは関係がない（下図参照）。※「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取り扱いについて（平成29年10月27日付け消防予第330号）

＜住宅宿泊事業法における管理業者への委託義務等について＞
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民泊の用途判定に関連する良くあるお問い合わせ①（参考）

（観光庁資料より引用）
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民泊の用途判定に関連する良くあるお問い合わせ②

Ｑ．共同住宅の複数住戸や同一敷地内の複数棟を一の届出住宅として届け出る場合、在不在の判断はどのよ
うにすればよいか？

Ａ．共同住宅の場合は住戸ごと、同一敷地内の複数棟の場合は棟ごとに判断する。

※「住宅宿泊事業法等に係る執務資料の送付について（平成30年１月９日付け消防予第２号、問５・問１５）



Ｑ．「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取り扱いについて（平成29年10月27日付け消
防予第330号）第２、１において、「届出住宅以外の防火対象物において、旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号）第３条
第１項に基づく許可を受けた営業が行われる場合などであって、届出住宅と同様の利用形態となることが確認できるときは、

上記第１を準用して用途を判定すること。」とされているが、具体的にはどのように取り扱えばよいか？

Ａ．「届出住宅と同様の利用形態」とは、一戸建て住宅又は共同住宅等の一住戸において宿泊のサービスを
提供するものが想定される。
「確認できるとき」とは、防火対象物の関係者から「一戸建て住宅又は共同住宅等の一住戸において宿泊
のサービスを提供すること」、「宿泊室の床面積の合計」、「人を宿泊させる間、居住者が不在となるか否か
の旨」等が確認できる図面や書類等が提出された場合などが考えられる。

※「住宅宿泊事業法等に係る執務資料の送付について（平成30年１月９日付け消防予第２号、問６・問７）
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民泊の用途判定に関連する良くあるお問い合わせ③

Ｑ．届出住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者（届出者）の家族がいる場合は居住型になるか？
また、住宅宿泊事業者（届出者）が法人である場合、従業員が常駐している場合はどうか？

Ａ．ともに住宅宿泊事業者（届出者）ではないため、不在として取り扱う。

（参考）民泊制度ポータルサイト～よくあるご質問～から抜粋



【改正の背景】

住宅宿泊事業法の施行や旅館業法の改正等に伴い、今後、消防法施行令（以下「令」という。）別表第一（５）項ロ（共同住宅
等）に供される防火対象物の一部を同表（５）項イ（民泊等）として利用するケースの増加が想定されることから、こうした防火対
象物における消防用設備等の設置基準を合理化等するために改正したもの。

民泊等に係る消防法施行規則等の改正について（平成30年6月1日公布、施行）

【改正の概要】

令別表第一（５）項ロ（共同住宅等）に供される防火対象物に同表（５）項イ（民泊等）に供される部分が入居することにより、下
表①のように消防用設備等の設置基準が強化されることを踏まえ、宿泊者や居住者の安全性を確保しつつ合理的な基準とな
るように、下表②のとおり基準の見直しを行った。

※１ 小規模特定用途複合防火対象物（令別表第一(16)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(１)項から(４)項まで、(５)項イ、(６)項又は(９)項イに掲げる防火対象物の用途に供される

部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積の10分の１以下であり、かつ、300㎡未満であるものをいう。）となる場合を除く。

※２ 耐火構造の壁・床で区画され、当該区画に設ける開口部を自動閉鎖する特定防火設備とする等の防火措置が講じられたものをいう（当該区画は全ての住戸に必要）。

※３ （５）項イ（民泊等）部分の合計が3,000㎡以上となる防火対象物の階のうち、当該用途が存する階などをいう。

※４ 無線で連動して警報音を発する感知器で構成され、受信機の設置や配線工事が不要であるために既存の建物にも設置しやすい自動火災報知設備をいう。

用途 （５）項ロ
（共同住宅等）

① (16)項イ(複合用途)
（改正前の基準）

② (16)項イ（複合用途）
（改正後の基準）

スプリンクラー
設備 11階以上の階 全ての階※１

(11階建て以上の場合)

11階以上の階
⇒一定の区画※２を設けることで10階以下（特定の
階※３は除く。）は免除可能とした。

誘導灯 地階・無窓階・11階以上の階 全ての階※１

地階・無窓階・11階以上の階・（５）項イ（民泊
等）が存する階
⇒一定の区画※２を設けることで上記以外の階は
免除可能とした。

特定共同住宅等
の省令
（40号省令）

適用可
(区画や内装制限等により、消防
用設備等の免除や簡易な設備へ
の代替が可能)

適用不可

適用可
⇒（５）項ロ（共同住宅等）部分の面積が全体の
半分以上である場合は、（５）項イ（民泊等）
も入居可能とした。

自動火災報知
設備 500㎡以上 300㎡以上

300㎡以上
⇒300㎡～500㎡未満の防火対象物に特定小規模
施設用自動火災報知設備※４の設置を可能とした。

一部に
（５）項イ
が入居
すると、

消防法施
行規則等
の改正に
より、
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No 消防用設備等の種別 対象となる防火対象物 免除となる規定 特例要件の概要 掲載通知

①
特定小規模施設用
自動火災報知設備

一戸建て住宅の全部
又は一部を(５)項イに

用途変更した特定一
階段等防火対象物

・特定小規模施設に該
当しなくても特定小規
模施設用自動火災報
知設備を設置可

・警戒区域が２となる
場合でも受信機等の
設置を免除

a 地階を含む階数が３以下
b 延べ面積が３００㎡未満
c ３階又は地階の宿泊室が合計５０㎡以下
d 宿泊室の扉に施錠装置が無い
e 全ての宿泊室の宿泊者を一の契約で宿泊させる
f 階段には煙感知器を垂直7.5ｍ以下ごとに設置
g 受信機の設置に係る規定以外は156号省令※第３条第２・３項に適合

H30.3.15
消防予第83号
問４

②
消防機関へ通報
する火災報知設備

人を宿泊させる間に宿
泊者以外の関係者が
不在となる(５)項イ

設置免除

a 自動火災報知設備との連動等により火災が発生した旨を関係者（警備
会社等を含む。）へ伝達できる設備を設置（自動火災報知設備と連動す
るものは非火災報防止対策を講じる）

b 上記連絡を受けた関係者において以下の対応が可能な体制を有する
・直ちに消防機関へ通報
・現場への駆けつけ
・誤報時は直ちに消防機関へ連絡

c 消防隊が受信機に容易に到達できる

H30.3.15
消防予第83号
問２

③ 誘導灯・誘導標識
一戸建て住宅の全部
又は一部を(５)項イに
用途変更したもの

設置免除

＜避難階＞
a 以下のいずれかに適合
・各居室から直接外部に容易に避難できる
・各居室から廊下に出れば簡明な経路により容易に避難口（玄関等）まで
避難できる

b 外部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まで避難できる

c 避難経路に不案内な宿泊者でも容易に避難口の位置が理解できる措
置が講じられている（事前に避難口の案内を行う、避難経路図を掲示す
るなど）

＜避難階以外の階＞
a 各居室から廊下に出れば簡明な経路により容易に階段まで避難できる
b 以下のいずれかに適合
・廊下等に非常用照明装置を設置
・各居室内に携帯用照明器具を設置

c ＜避難階＞c の要件と同様

H29.3.23
消防予第71号

※ 特定小規模施設におけ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に関する省令（平成２０年総務省令第１５６号）
注）本表における特例要件は概要であるため、詳細な内容にあっては掲載通知を確認すること。

民泊等に係る消防用設備等の特例について（一戸建て住宅の場合）
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No 消防用設備等の種別 対象となる防火対象物 免除となる規定 特例要件の概要 掲載通知

④ 自動火災報知設備
(５)項ロの一部を(５)項
イに用途変更して(１６)
イとなるもの

地階・無窓階・11階
以上の階でも(５)項
ロ部分は煙感知器
としないことができ
る

a 主要構造部が耐火構造又は準耐火構造
b (５)項イの各独立部分※１に避難経路図を掲示する
c (５)項イの各独立部分が次のいずれかに適合
・各独立部分内の廊下や階段（就寝室からの避難経路に限る。以下「廊下
等」という。）に非常用照明装置を設置
・各宿泊室に携帯用照明器具を設置

H30.3.15
消防予第83号
問１

⑤
特定小規模施設用
自動火災報知設備

階段室型の(５)項ロの
全部又は一部を(５)項
イに用途変更したもの

警戒区域が２となる
場合でも受信機の
設置を免除

a 156号省令※２第２条第１号に規定する特定小規模施設である
b 階段室型で階段室の数が一のみ
c 階段は屋外階段又は平成14年消防庁告示第７号に適合するものである
d 自動火災報知設備の設置を要する部分が６以上の階にわたらない
e 受信機の設置に係る規定以外は156号省令※２第３条第２・３項に適合

H30.3.15
消防予第83号
問５

⑥
消防機関へ通報
する火災報知設備

②の特例と同様

⑦ 誘導灯・誘導標識
(５)項ロの全部又は一
部を(５)項イとして使用
するもの

(５)項イの各独立部
分における誘導灯・

誘導標識の設置を
免除

a (５)項イの各独立部分の床面積が100㎡以下
b (５)項イの各独立部分が次のいずれかに適合
・各独立部分内の廊下等に非常用照明装置を設置
・各宿泊室に携帯用照明器具を設置

c 全ての宿泊室（直接外部又は避難上有効なバルコニーに至ることができる
宿泊室は除く。）から２以上の居室を経由せずに避難口（玄関）に通じる廊
下等に至ることができ、かつ、一の居室を経由する場合でも、当該経由
する居室に非常用照明装置の設置又は宿泊室に携帯用照明器具を設置

d cの廊下等に曲がり角や扉が複数ある場合、当該廊下等に誘導標識を設置

H30.3.15
消防予第83号
問３

⑧ 誘導灯
(５)項ロの一部を(５)項
イとして使用する(１６)
イ

(５)項イが存しない
階における誘導灯の
設置を免除

a 主要構造部が耐火構造
b (５)項ロの各住戸及び(５)項イの各独立部分を耐火構造の壁・床で200㎡

以下に区画
c 共用部分と区画する壁に設ける開口部は防火設備（玄関に設けるものは

随時開くことができる自動閉鎖装置付の防火戸に限る。）とする
d cの開口部の面積合計は一の住戸・独立部分につき４㎡以下、かつ、一の

開口部は２㎡以下

H28.5.16
消防予第163号
問２

⑨ 非常電源

(５)項ロの一部を(５)項
イに用途変更して(１６)
イとなる延べ面積1,000
㎡以上のもの

非常電源を自家発
電設備等ではなく非
常電源専用受電設
備とすることができ
る

a (５)項イ等※３部分の床面積の合計が1,000㎡未満
b 10階以下の階が規則第13条第１項第１号又は第１号の２に適合

H30.3.15
消防予第83号
問６

※１ 「各独立部分」とは、構造上区分された数個の部分の各部分で独立して当該用途に供されることができるもののことであり、通常は各住戸と考えて差し支えない。

※２ 特定小規模施設におけ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に関する省令（平成２０年総務省令第１５６号）

※３ (５)項イ並びに(６)項ロ及びハ（有料老人ホーム､福祉ホーム､認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は共同生活援助を行う施設に限る。）

注） 本表における特例要件は概要であるため、詳細な内容にあっては掲載通知を確認すること。

民泊等に係る消防用設備等の特例について（共同住宅の場合）



住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付について

○ 「住宅宿泊事業法施行要領（ガイドライン）について」
（平成29年12月26日付け生食発1226第２号、国土動第113号、国住指第3351号、国住街第166号、観観産第603号）

（抜粋）都道府県知事等は、「その他国土交通省令・厚生労働省令で定める書類」のほか、届出住宅が
消防法令に適合していることを担保し、住宅宿泊事業の適正な運営を確保する目的から、消防法
令適合通知書を届出時にあわせて（受理までに）提出することを求めるものとする。

１ 消防法令適合通知書の交付申請は、別記様式第１※により行う。

※別記様式第１における記載内容
①申請者（住所、氏名、連絡先）、②届出住宅の名称、③届出住宅の所在地④届出住宅の面積（届出
住宅が存する防火対象物の延べ面積、届出住宅部分の床面積、宿泊室（宿泊者の就寝の用に供する
室）の床面積の合計）、⑤「住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在とならない」に該当する
場合は、その旨、⑦申請理由

○ 住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付について（平成29年12月26日付け消防予第389号）

消防法令適合通知書の
交付申請

消防法令適合状況の
調査

消防法令適合通知の
交付

◆ その他運用の細部事項は、別紙（略）を参考とし、必要に応じて、住宅宿泊事業を担当する部局及び関係行政機関と調整。

２ 消防機関は、立入検査等を実施することにより、消防法令への適合状況につ
いて調査する。

３ ２の結果に基づき、申請のあった届出住宅の部分について、消防法令適合通
知書（別記様式第２）を交付する。
また、交付できない場合は、その旨及びその理由を申請者に回答する。

届出住宅※の関係者で、住宅宿泊事業法第３条第１項又は同条第４項の届出をしようとする者（申請者）
から、届出住宅に係る消防法令適合通知書の交付申請があった場合は、以下により交付。
※住宅宿泊事業法第３条第１項に基づく届出により、住宅宿泊事業を営み、又は営む予定の住宅をいう。
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・「住宅宿泊事業法施行要領（ガイドライン）について」（厚労省・国交省・観光庁）

・「住宅宿泊事業法に係る民泊の安全措置の手引きについて」（国交省）

・「民泊制度ポータルサイト」 14

・H28.4.1：「イベント民泊における防火安全対策の推進について」（消防予第106号）
・H28.5.16：「消防用設備等に係る執務資料の送付について」（消防予第163号）
・H29.3.17：「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」（消防予第63号）
・H29.3.23：「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）
・H29.10.27：「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱いについて」（消防予第330号）
・H29.12.26：「住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付について」（消防予第389号）
・H30.1.9：「住宅宿泊事業法等に係る執務資料の送付について」（消防予第２号）
・H30.3.15：「消防用設備等に係る執務資料の送付について」（消防予第83号）
・H30.6.1：「消防法施行規則等の一部を改正する省令の公布について」（消防予第369号）
・H30.6.1：「消防法施行規則等の一部を改正する省令等の参考資料の送付について」（事務連絡）
・H30.6.15：「消防用設備等に係る執務資料の送付について」（消防予第426号）
・H30.7.13：「住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付事務を円滑に処理するための取組について」（消防予第466号）
・H31.1.10：「住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付事務等の一層の簡素化等について」（消防予第７号）

民泊に関連する情報提供

＜これまでに消防庁から発出した関連通知等＞

＜消防庁で作成した民泊に係るリーフレット＞

＜他省庁発出の通知等＞

掲載ＨＰ⇒①

掲載ＨＰ⇒②

・民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット
（用途の取扱いや必要となる消防用設備等、各種手続きをまとめたもの）

・民泊における消防用設備等の設置に関するリーフレット
（事業者自ら特小自火報や消火器を設置する場合の流れや図面の記載方法をまとめたもの）

・「民泊サービス」を提供する場合の注意喚起リーフレット （事業者が不在となる民泊等において利用者に周知すべき事項をまとめたもの）

・消防法令関係用語集 （リーフレット等で使用している消防法令関係用語をまとめたもの）

・試験結果報告書の記載例 （民泊事業者自ら特小自火報等を設置した場合に作成する試験結果報告書の記載例をまとめたもの）

消防庁作成リーフレット・関連通知掲載ＨＰ ⇒

① ②



（参考）【民泊における消防法上の取扱いリーフレット】（１／２）

15



（参考）【民泊における消防法上の取り扱いリーフレット】（２／２）

16



（参考）【民泊における消防用設備等リーフレット】（１／２）

17



（参考）【民泊における消防用設備等リーフレット】（２／２）

18



（参考）【民泊における注意喚起リーフレット】

19



20

（参考）民泊に関する火災報知機工業会の取組み事例のご紹介

特定小規模施設用自動火災報知設備
（連動型警報機能付感知器）の販売先一覧

＜火災報知機工業会ＨＰ＞ ＜民泊事業者に向けた注意喚起チラシ＞
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特定小規模施設用自動火災報知設備の設置範囲
の拡大に向けた検討



特定小規模施設用自動火災報知設備の設置範囲の拡大について

共同住宅の一部を民泊として利用する場合などの既存ストック活用の拡大等を踏まえ、無線式で簡便な工事で
設置可能な「特定小規模施設用自動火災報知設備」について、より広い建物において設置することができるよう、
機器開発の可否や必要な性能の整理等を行いつつ、新基準を検討する。

現行基準

○警報機能付感知器のみにより構成され、火災時
は無線により連動して、鳴動。

○３００㎡未満、２階建て以下の建物等に設置可能。
(用途は(２)項ニ、(５)項イ、(６)項イ(1)から(3)、(６)項ロ
及びハ※のみ)

警報機能付
無線式感知器

面積・階数の拡大

＜通常の自動火災報知設備との相違点と考え方＞
・ 受信機がなく、火災発生場所を表示することができない。
→規模が小さいため、火災発生場所の特定が容易であり不要。

・ 発信機がなく、感知器が作動する前に火災を発見した者が
操作して、建物全体に火災の発生を知らせることができない。

→規模が小さいため、建物全体に知らせることが容易であり
不要。 等

連動

（戸建て住宅又は共同住宅）

○規模が大きくなることにより求められる性能について、警報機能付
感知器の機能向上や無線式の簡易な表示装置・発信機・音響装置
などの機器の追加により確保。

○３階建て以上でも５００㎡未満の建物であれば設置可能とする。
※５００㎡未満で設置が必要となる全ての用途に設置可能とする。

新基準案（イメージ）

※ 利用者を宿泊等させるものに限る。
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これまでは自動火災報知設備の設置基準が強化された用途にのみ代替設備として設置が認められていたが、民泊
などの既存ストック活用の拡大等を踏まえ、原則としてルートＡと同等の性能を確保することで「警戒区域が２以
上」、「延べ面積が３００㎡以上」、「特定一階段等防火対象物」となる場合でも全ての用途に設置可能とする。

延べ面積 警戒区域一のみ
警戒区域

２以上

３００㎡
未満

２項ニ等※１・１６項イ（２項ニ等※１を含むものに限る。）

同左※３

上欄以外の用途

特定一階段等防火対象物

小規模特定用途複合防火対象物※２

３００㎡
以上

５００㎡
未満

延べ面積５００㎡未満の１６項イのうち
５項イ（３００㎡未満）・５項ロのみで構成されるもの

上欄以外の用途

特定一階段等防火対象物

小規模特定用途複合防火対象物※２

５００㎡
以上

小規模特定用途複合防火対象物※２

※１ ２項ニ（カラオケボックス等）、５項イ（ホテル旅館等）、６項イ（1）～（3）（病院・有床診療所）、６項ロ・ハ（有料老人ホーム等）
※２ ２項ニ等に供される部分にのみ自動火災報知設備の設置義務が生じるものに限る。
※３ 現行基準においても、受信機を設ける場合には警戒区域が２以上の防火対象物に設置できるが、その場合の機器構成は

ルートＡの自動火災報知設備と同様（感知器が一部免除。）であるため、本表では受信機を設けない方式について整理する。

：現行基準で設置可能な対象物

：今後の検討対象とする対象物

：無窓階などの要件により設置
義務が生じる対象物

 これまで２項ニ等の無窓階にも設
置されており、知見の蓄積から他
の用途でも設置可能とする。

：避難に時間を要し、逃げ遅れのリス
クが高いためにこれまで設置が認
められていなかった対象物

 原則として、ルートＡと同等の性能
を確保することで設置可能とする。

【特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することができる防火対象物】

特定小規模施設用自動火災報知設備の設置範囲の拡大について
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特小自火報（現行） 特小自火報（新基準案イメージ）

自動火災報知設備
（ルートＡ）

警戒区域１のみ※１ 警戒区域 ２以上

３００
㎡未
満

小規模特定
用途複合
防火対象物

３００㎡以上
５００㎡未満※２

３００㎡
未満

小規模特定
用途複合
防火対象物

３００㎡以上
５００㎡未満

（特定用途300㎡
未満の１６項イ）

３００㎡以上
５００㎡未満
（左欄以外）

特定一
階段等
防火対
象物

５００㎡
未満

火災感知
（感知器
設置場所）

居室等※３※４ 居室等※３＋
階段・廊下等※５ 居室等※３※４ 居室等※３＋

階段･廊下等※５ 全ての部分※６ 全ての部分※６

手動起動
（発信機）

不要
（警戒区域が一のため）

不要
（警戒区域が一のため）

各階ごとに
発信機を設置

各階ごとに発信機を設置
（警戒区域一で３５０㎡未

満の場合は不要）

報知
（鳴動範囲）

規定なし
（警報機能付感知器により

警報を発する）

規定なし
（警報機能付感知器
により警報を発する）

警報機能付感知器の音圧レベルを考慮した距離以内
or

地区音響装置から２５ｍ以内

地区音響装置から
２５ｍ以内

（警戒区域一で３５０㎡未
満の場合は主音響のみ）

報知
（一斉鳴動
開始時間）

規定なし
（小規模な建物を対象としているため、

短時間で伝達が可能）

60秒以内
(警報機能付感知器等の機器の性能として担保)

規定なし
（ほぼ遅延無く鳴動）
（蓄積時間最大60秒）

報知
（再鳴動機能）

再鳴動機能なし
（作動感知器以外の感知器を停止すると、
作動感知器以外の全ての感知器が停止）

再鳴動機能※７あり
(警報機能付感知器等の機器の性能として担保)

再鳴動機能あり
（受信機の性能として

担保）

出火場所の
特定

規模が小さく容易に特定できるため
不要

規模が小さく容易に特定できるため不要
出火場所を

｢音声で報知｣or
｢表示器等で表示｣

受信機を
防災センター等に設置

（集中管理）

〇「火災感知」「手動起動」「報知」「場所の特定」について、求められる性能基準を区分ごとに比較する。
〇 新基準案の方向性としては、無線式で、できる限り簡易に設置できるということを前提に、原則として、ルートＡの

自動火災報知設備に求める基準を踏襲しつつ、延べ面積500㎡未満という規模を勘案して、求める基準を検討する。
〇 なお、当該検討の過程において、現行の特小自火報の基準についても見直すべき点がないか併せて整理する。

自動火災報知設備に求める性能基準の比較

※１：現行基準においても、受信機を設ける場合には警戒区域が２以上の防火対象物に設置できるが、その場合の機器構成はルートＡの自動火災報知設備と同様であるため、本表では受信機を
設けない方式について整理する。

※２：５項イ（３００㎡未満）と５項ロのみで構成される１６項イに限る。 ※３：居室、2㎡以上の収納・倉庫、機械室その他これらに類する室
※４：２項ニに供される部分は階段・廊下等にも設置が必要 ※５：階段、廊下、EVシャフト、PS・DS
※６：感知器の設置を要しない部分（外気開放部分や一定の天井裏、特例免除される10m以下の廊下、浴室・トイレ、１㎡未満の収納・PSなど）を除く全ての部分
※７：再鳴動機能とは、作動した感知器から火災信号が継続して送られていれば、音響を停止したとしても再度一定時間以内に自動的に鳴動する機能をいう。

警戒区域１のみ
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（参考） 設置対象拡大範囲に対する検討（赤点線枠） 現行の設置対象範囲に対する検討（青点線枠）



２階で火事です！

火事です！

２階で火事です！

２階で火事です！

２階で
火事です！

２階で
火事です！

２階で火事です！

２階で火事です！

２階で火事です！

２階で火事です！

（階段） （住戸） （廊下）

：警報機能付感知器 ：発信機＋中継器

【パターン ①ーＡ】

○出火場所特定：警報機能付感知器
○警報 ：警報機能付感知器
○方式 ：無線
○電源 ：電池

：警報装置

（階段） （住戸） （廊下）

【パターン ①ｰＢ】

○出火場所特定：地区音響装置
○警報 ：地区音響装置
○方式 ：一部有線(感知器無線)
○電源 ：感知器以外は電源盤から

【パターン ①ーＣ】

○出火場所特定：警報装置
○警報 ：警報機能付感知器
○方式 ：無線
○電源 ：電池

２階で火事です！

２階で火事です！

２階で火事です！

２階で火事です！

警報
装置 ２階で火事です！

警報
装置

：発信機＋中継器＋地区音響装置（＋表示灯）

＜出火階を音声警報により報知するパターン＞

：感知器（無線式、警報機能なし）

火事です！

火事です！

火事です！

火事です！

火事です！

火事です！

（階段） （住戸） （廊下）

火事です！

火事です！

火事です！

火事です！

特定小規模施設用自動火災報知設備の新基準の設置イメージ
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：警報機能付感知器 ：発信機＋中継器＋地区音響装置（＋表示灯） ：受信機（Ｐ型２級）

警戒区域が２以上となる場合の特小自火報の構成機器イメージ ２

【パターン ③】

○火災場所特定 ：受信機
○警報 ：地区音響装置
○方式 ：一部有線(感知器無線)
○電源 ：感知器以外は電源盤から

（階段） （住戸） （廊下）

ジリリリリッ

ジリリリリッ

ジリリリリッ

ジリリリリッ

：発信機＋中継器（＋表示灯） ：感知器（無線式、警報機能なし）

火事です！

火事です！

火事です！

火事です！

火事です！

火事です！

火事です！

火事です！

火事です！

火事です！

（階段） （住戸） （廊下）

【パターン ②ーＡ】

○出火場所特定 ：表示器
○警報 ：警報機能付感知器
○方式 ：無線
○電源 ：電池

火事です！

火事です！

火事です！

火事です！

火事です！

火事です！

火事です！

火事です！

火事です！

火事です！

（階段） （住戸） （廊下）

【パターン ②ーＢ】

○出火場所特定 ：各階の火災表示灯
○警報 ：警報機能付感知器
○方式 ：無線
○電源 ：電池

：表示器 ：火災表示灯

＜出火階を表示するパターン＞

特定小規模施設用自動火災報知設備の新基準の設置イメージ
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主な検討課題

○ ３階建て以上の防火対象物や３００㎡以上の防火対象物に設置範囲を拡大した場合、「無線の伝達ができないこ

と」や「無線の伝達に時間を要し避難が遅れること」等に留意する必要があるのではないか。

○ これまで特定一階段等防火対象物※には特定小規模施設用自動火災報知設備の設置が認められていなかったため、

今回、当該防火対象物にまで設置範囲を拡大するのであれば、十分に安全性の検討を実施するべきではないか。

※ 特定一階段等防火対象物とは、（５）項イを含む特定用途が３階以上の階又は地階に存する防火対象物で、直通階段が一しか設け

られていないもの（当該直通階段が屋外階段等であるものは除く。）をいう。

○ 共同住宅の場合、作動した感知器が設置されている住戸内に入ることができない場合が想定されることから、再鳴

動機能については、住戸外から鳴動を完全に停止できる機器を設ける等、火災に対する安全性の側面だけではなく、

非火災報対策という側面にも配慮する必要があるのではないか。

○ 一斉鳴動開始時間の設定や再鳴動機能などについては、現状でも設置が認められている範囲の防火対象物（300㎡

未満など）に設置する場合でも必要（新たな性能を付加する）とされているが、その場合、現行機器との互換性がな

くなり、既設機器の交換対応ができなくなってしまうなどの問題が生じるため、それらの防火対象物に設置するも

のは現行基準のままとするべきではないか。

○ 消防隊が現着するまでに警報機能付感知器や表示装置の電池が切れてしまった場合、火災発生場所を確認できな

いおそれがあるため、消防隊が何らかの方法で出火場所を確認する方法を確保することが望ましい。

○ 全てを無線式とするパターンや無線伝達が難しい部分や共用部分を有線式とするパターン等、建物個々の無線環境

に応じた対応ができるよう、様々なパターンがあった方が良いのではないか。
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平成24年の広島県福山市のホテル火災等を受け、就寝を伴う施設（旅館・ホテル、有床診療所等）には面積にかかわらず自
動火災報知設備の設置を義務付けた。また、これらの施設のうち小規模なものには、簡便に設置が可能な特定小規模施設用
自動火災報知設備を設置可能とした。

用途 令別表第１区分 H26.3.31以前 H27.4.1以降

旅館・ホテル・宿泊所 （５）項イ 延べ面積３００㎡以上 全て

病院・有床診療所 （６）項イ(１)-(３) 延べ面積３００㎡以上 全て

特別養護老人ホーム等 （６）項ロ 全て 全て

有料老人ホーム等（避難が困難な要介護者を主
として入居させるもの以外のもの）

（６）項ハ
※入居・宿泊させるものに限る

延べ面積３００㎡以上 全て

【就寝を伴う施設における自動火災報知設備の設置基準の改正】（平成２７年４月１日施行、経過措置期限：平成３０年３月３１日）

【一般的な自動火災報知設備】
（５００㎡以上の共同住宅等に設置されるもの）

ｚ

ｚ

ｚ

ｚ

受信機

ｚ

ｚ
音響
装置等

感知器

連動して警報音を発する無線
式感知器のみで構成。

電池式、かつ、無線式のため、
配線工事が不要で簡便に設
置が可能。

●

●

＜概要・特徴＞

【特定小規模施設用自動火災報知設備】
（小規模な民泊等で設置可能なもの）

（参考） 自動火災報知設備の設置基準等



背 景

検討内容

特殊消火設備の設置基準等に係る検討

近年、新技術を用いた特殊消火設備が開発され、消防法第17条第３項に基づく特殊消防用設備等として大臣認定を受けている。また、泡消火薬剤
に含有しているフッ素化合物が環境面から国際的に規制され、今後、国内においても製造・輸出入・使用等が制限される可能性がある。

技術開発の状況
（消防法第17条第３項における特殊消防用設備等の認定）

・閉鎖型水噴霧消火設備
自走式駐車場に設置されている泡消火設備に代えて設置する特殊

消防用設備等であり、泡消火薬剤を使用せず、水を噴霧状に放出し
て燃焼物を覆うことで、冷却効果と窒息作用により消火するもの。
（認定実績：７件）

・放出時間を延長した窒素ガス消火設備
機械式駐車場、電気室や通信機器室に設置されている窒素ガスを

放出する不活性ガス消火設備に代えて設置する特殊消防用設備等
であり、放出時間を１分から２分とすることにより、放出時の圧力を抑
え、配管や避圧措置のコストの削減が期待できるもの。
（認定実績：６件）

・自走式駐車場に設置されている泡消火設備
・機械式駐車場、電気設備が設置されている部分、通信機器室に設置されている不活性ガス消火設備
（窒素ガスを放出するもの）

これらの消火設備について、求められる性能を整理した上で、新たな設置基準等を検討。

環境規制の動向
（ストックホルム条約を踏まえた化審法※規制）

＜平成21年～平成22年＞
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条 約)

において、泡消火薬剤の一部の製品に使用されているPFOS又
はその塩を規制の対象物質に指定。これを受け、国内では化審
法において第一種特定化学物質として指定され、製造・輸入が事
実上禁止。また、点検や訓練時の回収等の取扱いも規制。
→消防法令では、泡消火設備の点検基準の改正を実施。

＜最近の動き＞
平成31年５月のＣＯＰ９（POPs条約の締約国会合）において、泡

消火薬剤の一部の製品に使用されているPFOAとその塩及び
PFOA関連物質を規制の対象物質に指定。これを受け、国内にお
ける法規制等が行われる見込み。
今後、泡消火薬剤に使用されている他のフッ化化合物を含有す

る物質についても規制が拡大していく可能性あり。

※化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
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