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消防用設備等点検報告制度が抱える種々の課題を検討することを目的として、平成27年７月より
「消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討部会」を開催し、検討を行っているところ。
これまでの日程と各回における主な議題、消防庁の対応は以下のとおり。

消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討について １

開催月 主な検討内容 検討結果を踏まえた消防庁の対応

第１回 平成27年７月 点検報告制度や点検報告率等の現状の整理

第２回 平成28年３月 点検報告率の高い消防本部等への情報収集、
救助袋劣化事案への対応

・避難器具（救助袋）の点検及び報告の実施に係る留
意事項について（H28.3消防予99）を発出

第３回 平成28年10
月

点検報告率が大きく上昇した消防本部の事例
紹介、
誘導灯の経年劣化等を踏まえた点検方法の
見直し、
自家発電設備の負荷運転に関する現状の整
理

・消防用設備等点検報告制度に係る留意事項等につ
いて（H28.12.20消防予382）を発出
・誘導灯に係る点検要領の通知改正（H29.3.31消防予
80）

第４回 平成29年９月 小規模施設に対する点検報告の促進方策、
自家発電設備の点検方法に関する改善策

第５回 平成30年２月 自家発電設備の点検方法に関する改善策、
消火器の点検アプリ、リーフレット

・消火器点検アプリの試行運用開始、リーフレット配布
（H30.４）
・自家発電設備に係る点検基準等の告示改正（H30.６
公布）
・自家発電設備に係る点検要領の通知改正（H30.6.1消
防予373）
・消防用設備等に係る執務資料の送付について（自家
発電設備の点検方法に係る質疑応答）（H30.8.24消防
予528）を発出
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消防用設備等点検報告制度が抱える種々の課題を検討することを目的として、平成27年７月より
「消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討部会」を開催し、検討を行っているところ。
これまでの日程と各回における主な議題、消防庁の対応は以下のとおり。

消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討について ２

開催月 主な検討内容 検討結果を踏まえた消防庁の対応

第６回 平成30年12月 消火器点検アプリの使用状況調査、
点検報告様式・点検報告方法の見直し

第７回 平成31年１月
（書面会議）

点検報告様式の見直し

第８回 平成31年３月 点検報告様式の見直し、消火器点検アプリ
の改修、郵送による点検報告の推進

・点検報告書及び点検票の様式の告示改正（H31.４公
布）
・消火器点検アプリの本格運用開始、リーフレットの見
直し（H31.４）
・郵送による消防用設備等の点検報告の推進について
（H31.４消防予167）を発出

第９回 令和元年10月 泡消火設備の点検における課題の整理
点検支援アプリに関する課題と整理

第10回 令和２年２月 泡消火設備の点検内容の見直し
点検支援アプリの見直し
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全体報告率 1,000㎡未満報告率 1,000㎡以上報告率

1980年 15.3% 11.7% 31.4%
1990年 36.6% 31.3% 57.6%
2000年 40.0% 33.7% 61.9%
2010年 40.8% 34.4% 61.7%
2015年 48.0% 41.2% 70.1%
2016年 48.2% 41.5% 69.7%
2017年 49.2% 42.2% 71.5%
2018年 49.8% 43.1% 71.8%
2019年 50.8％ 44.3％ 72.9％

消防用設備等点検報告率について（全国の点検報告率の推移）

※各年とも３月３１日時点の数値
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報告率 ：都道府県

60％以上 ： 5

50％以上60％未満 ： 14

40％以上50％未満 ： 18

30％以上40％未満 ： 9

30％未満 ： 1

消防設備点検報告率（２０１９年３月３１日時点）

消防用設備等点検報告率について

＜点検報告率（都道府県別）＞
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都道府県名 点検報告率

滋賀県 48.0%
京都府 51.3%
大阪府 57.2%
兵庫県 56.8%
奈良県 51.1%

和歌山県 41.4%
鳥取県 47.1%
島根県 48.3%
岡山県 53.3%
広島県 64.0%
山口県 56.7%
徳島県 33.2%
香川県 38.8%
愛媛県 61.8%
高知県 46.4%
福岡県 53.8%
佐賀県 58.3%
長崎県 64.8%
熊本県 54.9%
大分県 36.6%
宮崎県 46.8%

鹿児島県 59.9%
沖縄県 20.2%

都道府県名 点検報告率

北海道 59.4%
青森県 47.0%
岩手県 59.6%
宮城県 41.0%
秋田県 42.0%
山形県 46.6%
福島県 42.1%
茨城県 31.9%
栃木県 31.3%
群馬県 38.8%
埼玉県 46.6%
千葉県 42.5%
東京都 67.5%
神奈川県 45.9%
新潟県 41.8%
富山県 60.6%
石川県 48.2%
福井県 35.8%
山梨県 34.9%
長野県 47.0%
岐阜県 56.4%
静岡県 49.7%
愛知県 52.2%
三重県 38.3%

全国平均

50.8％
(H31.3.31時点）



【概要】
１ 消防用設備等の点検結果報告書様式及び点検票様式において、報告義務者である防火対象物の関係者以外の者にまで押
印を求めているところ、当該者については消防機関において本人確認を行う法的必要性が無いこと等を踏まえ、当該者の押印
を不要とし、㊞マークを削除することとした。

２ 点検結果報告書様式において、点検結果報告時に必ずしも確認の必要がない項目や記載すべき内容が明確でない項目が
あったこと等を踏まえ、点検結果報告書様式の記載内容の見直しを行うこととした。

３ 不正競争防止法等の一部を改正する法律（平成30年法律第33号。平成31年７月１日施行予定。）による工業標準化法の一部
改正に伴い、各様式備考中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改めることとした。

【施行期日等】
１ 各様式は、公布の日より施行 （ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、令和元年７月１日。）
２ 令和元年９月30 日までは、旧様式を使用しても可

【留意事項】
１ 点検票告示及び点検報告書告示に定める各様式の記名については報告義務者である防火対象物の関係者以外の者（点検
者、防火管理者及び立会者）の押印を不要とし、印マークを削除したが、改正後も、適切かつ確実に点検が実施されていること
を確認できるようにするため、点検者、防火管理者（防火管理者が選任されている場合に限る。）及び立会者（点検に立ち会っ
た者がいる場合に限る。）の記名は引き続き必要

２ 点検報告書告示に定める別記様式第３について、改正前は、点検者が複数の場合に当該様式を添付する
こととしていたが、改正後は、点検者が複数か否かにかかわらず、消防設備士又は消防設備点検資格者
（以下「有資格者」という。）が点検を実施した場合に当該様式を添付する必要がある。 また、有資格者の
情報については、所持している資格の情報を全て記載する必要がある。
ただし、消防設備士で同類の甲種・乙種両方の資格を所持している者は、甲種の情報を記載することで可。

【参考】消防庁HP「消防用設備等の点検基準、点検要領、点検票」 https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/post-1.html
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消防用設備等点検結果報告書及び点検票の様式の見直し（平成31年４月18日付消防予第79号、第141号）

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/post-1.html


旧 新

別記様式第１の
点検者欄を削除
し、資格者の情
報はすべて別記
様式第３へ記載

上記欄削除及
び変更等に伴
い備考を修正

点検報告時
に必要の無い
情報等である
ため削除
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点検報告関係様式の改正概要（平成16年消防庁告示第9号別記様式第１）



旧

報告義務者
以外の押印
の印を削除

新
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点検報告関係様式の改正概要（平成16年消防庁告示第9号別記様式第２【抜粋】 ）



旧

一人が複数の資格を所持して
いる場合の記載方法等が不明
瞭であったため、明瞭に記載で
きるよう全体を変更

電気工事士
等が必要と
なる点検に
対応するた
め、備考欄
を追加

「再講習年月
日」を「有効期
限」に変更

新
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点検報告関係様式の改正概要（平成16年消防庁告示第9号別記様式第３ ）

備考欄の運用
方法を追加



旧

報告義務者以
外の押印の印
を削除

「資格・番号」は重複
した情報であるため
削除

新
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点検報告関係様式の改正概要（昭和５０年消防庁告示第14号【抜粋】）



○ 一定の条件を満たした防火対象物に限らず、全ての防火対象物について、郵送による点検報告を受け付
けることが適当とし、郵送による点検報告時等における留意事項を示した。

郵送により報告

副本等の返却
（不備がある場合は指導）

点検を依頼

消防署 建物管理者・所有者等 点検業者

実施内容を確認

点検を実施

郵送による報告の例

主な留意事項

○郵送された書類に届出者の押印がない場合等、届出の形式上の要件に適合していない場合は、再度提
出させる等により指導する。

○郵送により報告された各消防用設備等の点検結果に不良内容があり、改修等の措置が記載されていな
い場合や改修予定時期が記載されていない場合等は、返信用封筒に指導書を同封する等により早期に
改善するよう指導する。

○郵送により報告を受けた場合におけるトラブル防止や適切な記録・管理のため、事務処理要領等を作
成するとともに、留意すべき事項を広く周知するため、消防本部等のホームページを活用する。

実施内容を報告

①

②④
③

⑤
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郵送による消防用設備等の点検報告の推進について（平成31年４月26日付消防予第167号）



消防機関と都道府県消防設備協会等が連携して、防火対象物の関係者に対し消防用設備等
の点検未実施等の重要性や必要性について文書等により周知を行い、点検の実施及び点検結果
報告の届出を促進し、点検報告率向上へつなげることを目的とする。

１ 事業の目的

消防設備協会等から消防機関に対して、通信用切手、
点検報告制度及び点検済表示制度の啓発用チラシ
（表示登録会員名簿付き）を提供する。
消防機関は、提供された通信用切手を活用して、周

知文書、点検報告制度及び点検済表示制度の啓発用
チラシを点検未実施（未報告）の防火対象物の関係者
へ送付し、点検制度の普及啓発及び提出指導を行う。

２ 事業内容

・消防機関において、防火対象物の関係者へ指導を行いたいが、予算や人員体制が
十分ではなく対応が困難であるところを、消防設備協会等と連携をすることで、郵送
等により普及啓発や指導ができる。

・郵送により指導を行うことで、点検報告を失念していた関係者に対しては点検報告が
促進される。また、点検を実施していない関係者に対しては点検実施が促進される。

・点検報告制度と併せて、点検済表示制度の普及啓発を図ることができ、また、普及啓
発用チラシに表示登録会員名簿を掲載しているため、確実で安心な点検事業者の選
定ができる。等

啓発用チラシ例３ 事業実施の効果及びメリット

協会等 消防機関

支援物の提供

防火対象物の関係者

点検報告率の向上

支
援
物
を
活
用
し
た

普
及
啓
発
及
び
提
出
指
導

点
検
報
告
書
の
提
出

福岡県 平成29年度から実施 、山形県 平成30年度から実施
⇒ 福岡県では平成31年度～令和元年度の間で、15の消防
本部において未報告の2,722対象に対して実施したところ、約４
割の報告があり。

４ 実施状況

【参考】消防機関と都道府県消防設備協会等との連携事業
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自家発電設備の点検方法改正について （平成30年6月１日施行）

自家発電設備の点検基準等の改正内容掲載URL：http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_20.html 14

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_20.html


【負荷運転】
負荷運転を実施し、漏油、異臭、不規則音、異常な振動、発熱等がなく、運転が正常であることを確認する。

自家発電設備の点検内容と負荷運転の位置付け

① 設置状況
② 表示
③ 自家発電装置
④ 始動装置
⑤ 制御装置
⑥ 保護装置

① 接地抵抗
② 絶縁抵抗
③ 自家発電設備の接続部
④ 始動装置
⑤ 保護装置

⑥ 運転性能（負荷運転又は内部点検等）
⑦ 切替性能

⑬ 接地
⑭ 始動性能
⑮ 運転性能
⑯ 停止性能
⑰ 耐震措置
⑱ 予備品等

●機器点検 ●総合点検

⑦ 計器類
⑧ 燃料容器等
⑨ 冷却水タンク
⑩ 排気筒
⑪ 配管
⑫ 結線接続

 点検基準（昭和50年10月16日消防庁告示第14号） ※平成３０年６月１日改正

 消防用設備等の点検は、点検基準に従って行う必要があり、自家発電設備の点検基準において、1年に1度の
総合点検時に運転性能の確認（負荷運転又は内部観察等）を実施することを求めている。

 点検要領（平成14年6月11日消防予第172号）
点検基準を満たす具体的な点検方法の一例として、点検要領を定め、消防本部に対して通知している。

【負荷運転】
○点検方法
擬似負荷装置、実負荷等により、定格回転速度及び定格出力の30％以上の負荷で必要な時間連続運転

を行い確認する。
○判定方法
ア 運転中に漏油、異臭、不規則音、異常な振動、発熱等がなく、運転が正常であること。
イ 運転中の記録はすべて製造者の指定値範囲であること。

※ 「必要な時間」とは、判定方法に係る項目を確認する時間をいう。

※
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 実負荷運転

発電機
出 力

商 用
電 力

MCCB
消防用設備等

消防用設備等

配電盤

実負荷運転（点検実施前） 実負荷運転（点検実施中）

• 商用電力から消防用設備等へ電気を供給している状況を示す図。 • 商用電力からの電力供給を停止し、発電機から消防用設備等
へ電気を供給している状況を示す図。

発電機
出 力

商 用
電 力

配電盤 MCCB
消防用設備等

消防用設備等

MCCB・・・配線用遮断器のことで、
回路に過電流等が流れた場合に
電源供給を遮断するもの。

 擬似負荷運転

擬似負荷装置を用いる場合（点検実施中）擬似負荷装置を用いる場合（点検実施前）

• 商用電力から防火対象物に設置されている消防用設備等へ電気を
供給している状況を示す図。

• 発電機と擬似負荷装置は未接続。

• 発電機と擬似負荷装置を接続し、擬似負荷装置へ電気を供給して
いる状況を示す図。

• 商用電力を停電させることなく、負荷運転を実施。

発電機
出 力

擬似負荷装置

商 用
電 力

配電盤 MCCB 消防用設備等

消防用設備等

発電機
出 力

擬似負荷装置

商 用
電 力

配電盤 MCCB
消防用設備等

消防用設備等

• 防火対象物によっては、商用電源を停電させなければ実負荷による負荷運転が実施できない場合がある。

• 擬似負荷装置の手配や監視要員の配置等にコストがかかる。
• 防火対象物の規模や自家発電設備が設置されている場所によっては電気ケーブルの敷設工事等が困難な場合がある。

自家発電設備の負荷運転の実施方法と問題点

16



自家発電設備の点検基準の見直しについて （平成30年６月１日公布・施行）

１ 原動機にガスタービンを用いる自家発電設備は負荷運転を不要とする

２ 負荷運転に代えて行うことができる点検方法として、内部観察等を追加する

３ 一定の条件を満たす場合は負荷運転及び内部観察等の点検周期を延長する

４ 換気性能点検は負荷運転時ではなく、無負荷運転時等に実施するように変更する

負荷運転の対象 すべての自家発電設備に必要
原動機にガスタービンを用いる

自家発電設備は不要
原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の無負荷運転は、ディーゼルエンジンを用いるものの負荷運転と機械的及び熱的負荷に差が見られず、ま
た、排気系統等における未燃燃料の蓄積等もほとんど発生しないことが、燃料消費量のデータ等から確認できた。

総合点検における
運転性能点検の方法

負荷運転のみ
内部観察等※を追加

※潤滑油の分析、シリンダーの内面確認等の６項目の点検

内部観察等の点検は、負荷運転により確認している不具合を負荷運転と同水準以上で確認でき、また、排気系統等に蓄積した未燃燃料等も負荷運転と
同水準以上で除去可能であることが、実機での検証データ等から確認できた。

負荷運転は、無負荷運転よりも機械的な負荷や熱的負荷を高くかけて作動させ、外観点検や無負荷運転では確認できない内部部品の損傷等によ
る振動、冷却機能の不良などの不具合を確認する点検。また、無負荷運転を繰り返し実施することにより、排気系統等に未燃燃料や燃焼残さ物等
が蓄積し、運転性能に支障を及ぼす可能性があるが、負荷運転により、この未燃燃料などを燃焼し除去することが可能とされている。

負荷運転の実施周期 １年に１回
潤滑油等の交換など運転性能の維持に係る
予防的な保全策が講じられている場合は

６年に１回
負荷運転により確認している不具合を発生する部品の推奨交換年数が６年以上であること、通常点検により無負荷運転を６年間行ったとしても運転性能
に支障となるような未燃燃料等の蓄積が見られないことが、実機での検証データ等から確認できた。一方、燃料の供給や燃焼、冷却等が適切に行えな
い場合には、多量の未燃燃料や燃焼残さ物等が発生することが懸念されることから、経年劣化しやすい部品等について予防的な保全策（年数等により
不具合が発生する前に予め交換等）を行っておくことが適当とされた。

換気性能の点検 負荷運転時に実施 無負荷運転時に実施

換気性能の確認は、負荷運転時における温度により確認するとされているが、負荷運転時の室内温度の上昇は軽微で、外気温に大きく依存するため、
無負荷運転時に自然換気口の作動状況や機械換気装置の運転状況を確認することより行うことが適当とされた。

→ このような負荷運転の効果等を踏まえ、実機での検証や現場の実態調査のデータ等に基づき検討し、以下のとおり見直し。
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 消防用設備等点検結果報告書報告時の留意事項

自家発電設備の点検基準の見直しについて （平成30年6月1日公布・施行）

※※ 運転性能欄記入時の留意事項

１ 負荷運転を実施した場合
⑴ 判定結果に○または×を記入する。

（×の場合は不良内容と措置内容を記入）

⑵ 使用した負荷（実負荷、擬似負荷等）、負荷容量及び運転時間を記
入する（「無負荷」等と記載されていないこと。）。また、必要に応じて、
負荷運転を実施した際の詳細データ等を添付する。

⑶ 内部観察等の判定結果に「／（斜線）」を記入する。

２ 内部観察等を実施した場合
⑴ 判定結果に○または×を記入する。
（×の場合は不良内容と措置内容を記入）

⑵ 特記事項があれば記入する。また、必要に応じて、内部観察等を実
施した際の詳細データ等を添付する。

⑶ 負荷運転の判定結果に「／（斜線）」を記入する。

３ 予防的な保全策を講じることにより、負荷運転又は内部観察等を実施
しない場合
⑴ 負荷運転及び内部観察等の判定結果
に「／（斜線）」を記入する。

⑵ 備考欄の負荷運転又は内部観察等の
最終実施年月を記入する。

⑶ 予防的な保全策を講じていることを示す
書類を点検結果報告書に添付する。

点 検 項 目

点 検 結 果

措 置 内 容

種別・容量等の内容 判定 不 良 内 容

※レイアウトの都合上一部加工しています

予防的な保全策を
講じていることを示す書類例
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○消防法施行令の一部を改正する政令等の公布（平成30年3月28日）

○火を使用する設備又は器具※２（防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたもの※３を
除く。）を設けた飲食店等※１については、延べ面積に関わらず、消火器具の設置を義務付けることとする。

糸魚川市大規模火災を踏まえた火災予防のあり方について（初期消火対策）

【概要】
消防法施行令の一部を改正する政令において、消防法施行令別表第一（３）項に掲げる飲食店等における消火器具の設置に関する

基準の見直しを行った。
また、上記の改正に関連して、消防法施行規則の規定を見直すとともに、所要の改正を行った。

【理由】
今回の政令改正においては、「糸魚川市大規模火災を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会」における検討の結果等を踏まえ、

火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等について、原則として、延べ面積にかかわらず、消火器具の設置対象とすることとする。
ただし、防火上有効な措置が講じられた火を使用する設備又は器具のみを用いる飲食店等については、火災危険性が低いと考えられる
ことから、今回の消火器具の設置義務化の対象から除外することとする。
また、上記の政令改正に関連し、消防法施行規則において、防火上有効な措置として総務省令で定めるものを規定するほか、今回新た

に消火器具の設置義務の対象となる飲食店等における消火器具の設置場所について規定することとする。
【施行期日】

令和元年10月１日（公布から施行期日までの間に改正に係る周知を行うこととし、経過措置は設けないこととする。）

※１ 飲食店等：消防法施行令別表第１(３)項イに掲げる施設 ⇒ 待合、料理店その他のこれらに類するもの、同表(３)項ロに掲げる施設 ⇒ 飲食店
※２ 火を使用する設備又は器具：火を使用する設備 ⇒ 厨房設備（組込型こんろ等を含む。）、火を使用する器具 ⇒ 調理用器具、移動式こんろ（卓上型こんろ等を含む。）
※３ 防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたもの

○ 調理油過熱防止装置
鍋等の温度の過度な上昇を検知して

自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置

○ 自動消火装置
厨房設備における温度上昇を感知して自動的

に消火薬剤を放射することにより火を消す装置

○ 圧力感知安全装置
過熱等によるカセット

ボンベ内の圧力上昇を感知
し自動的にカセットボンベ
からカセットコンロ本体へ
のガスの供給が停止される
ことにより火を消す装置
※日本工業規格（ＪＩＳ）
Ｓ２１４７で設けることと
されている。

× 立ち消え安全装置（対象外）
× 鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、

ガスが供給され続けることによるガス漏れを防止
する装置であり、火を消す装置ではないため対象外
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※少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、若しくは取扱う防火対象物又は地階、無窓階若しくは３階以上
の階であって、床面積が５０㎡以上のものに対しては、改正前と同様の基準が適用される。

20

○延べ面積１５０㎡未満の令別表第１（３）項に掲げる防火対象物のうち、今回の改正により新たに消火器具の
設置義務が課せられる防火対象物（小規模特定飲食店等）に対しては、消火器具の能力単位の加算は行わな
いこととした。

消火器具の能力単位の合計数の加算について（改正規則第６条第５項関係）

消火器具の設置場所について（改正規則第６条第６項関係）

○小規模特定飲食店等に設置する消火器具については、原則として、火を使用する設備又は器具が設けられ
た階に限り消火器具を配置しなければならないこととした。

１F

２F

＜小規模特定飲食店等に消火器具を設置する例＞

火を使用する設備・器具が設けられていない階は
消火器具の設置を要しない。

２０m以下 ２０m以下
火を使用する設備・器具が設けられた階は、防火
対象物の各部分から１の消火器具に至る距離が
歩行距離２０m以下となるように消火器具を設置
する。

火を使用する設備・器具

糸魚川市大規模火災を踏まえた火災予防のあり方について（初期消火対策）

○飲食店等において調理油の過熱により火災が発生することも想定されることから、このような火災に対しても有効に消火
可能な粉末消火器又は強化液消火器を設置することが適当。



①消火器点検パンフレット

ア 点検の方法を示した点検基準や点検要領の理解が難しい。

イ 具体的にどのような状態が悪いのかわからない。
（「著しい腐食がないこと」がどの程度のことを指しているのか、文字だけではイメージできない。）

ウ 点検結果報告書の記入方法がわからない。

ア 対象は、小規模な飲食店等において主として設置すると考えられる、蓄
圧式の消火器（粉末消火器及び強化液消火器）とする。

イ 点検基準や点検要領をもとに、写真やイラストを用いてわかりやすく
簡便に点検方法を説明。

ウ 設置数が１～２本程度の蓄圧式の消火器の点検を想定した点検結果
報告書の記入例を示す。

エ 蓄圧式の消火器は、製造年から５年を経過すると実際に放射する点検
が必要となり、自ら点検を実施することは困難と考えられることから、取替
えなどの措置や廃棄方法を案内。

小規模飲食店等における点検報告の促進方策（案）小規模飲食店等における点検報告に係る対応 ①

＜パンフレット表紙＞

○背景・目的
平成30年3月28日公布の消防法施行令の一部改正（平成31年10月1日施行）により、150㎡未満の小規模な
飲食店等において新たに消火器具の設置が義務付けられる。
⇒小規模な飲食店等の関係者が、自ら消火器の点検及び報告書の作成を行うことを支援するツールを提供する。

消火器点検報告時の課題

消火器点検パンフレットの概要

パンフレット掲載URL： http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_8.html 21

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_8.html


【消火器点検パンフレット】
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平成31年4月より本格運用してきた「消火器点検アプリ」について、有識者会議における議論等を踏まえ、小規模な宿泊施設、
共同住宅、飲食店等に設置されることが多い消防用設備等に関する点検機能を追加する等の機能向上を図り、令和２年３月31日に
提供開始。消防用設備等の点検に関する資格がない方でも、このアプリを活用して、御自身で点検と報告書の作成を行うことができる。

 消火器（内部及び機能の点検が不要のもの（加圧式：製造年から３年以内、蓄圧式：製造年から５年以内）に限る。）
 非常警報器具
 誘導標識（蓄光式のもの及び電気エネルギーにより光を発するものを除く。）
 特定小規模施設用自動火災報知設備（受信機又は中継器が設置されておらず、かつ自動試験機能を有するものに限る。）

小規模施設に対する点検報告の促進方策 ～消防用設備等点検アプリ（試行版）の提供開始～
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■ 消防用設備等点検アプリ（試行版）とは？

■ アプリで対象としている消防用設備等

■ 主な機能と利用の流れ

初期設定画面

点検実施画面

消防用設備等点検アプリ
トップ画面

③入力した内容が点検結果報告書（消防法令
に定められた様式）に反映され、PDFファイルが
出力される。
（端末のダウンロードフォルダに保存される。）

出力されたPDFを印刷し、最寄りの消防署へ提
出する。

①はじめに、初期設定として、
・建物・消防用設備等・点検者に関する情報
を入力する。
（初期設定の情報に基づき、点検の時期が近づくと、
端末の通知機能によりアラームを表示。）

②アプリ上の点検実施画面の案内に従って、各
消防用設備等の設置状態などを例示したイラ
ストを閲覧しながら、点検基準に適合している
かどうかを判断し、選択する。
（点検の結果不良箇所があれば、取替え等の措置
が案内される。）



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)の概要について

○ POPs条約とは
POPs（Persistent Organic Pollutants 残留性有機汚染物質）

＝ ①毒性があり、②分解しにくく、
③生物中に蓄積され、④長距離を移動する物質。

１カ国に止まらない国際的な汚染防止の取組が必要。

POPsによる汚染防止のため、国際的に協調してPOPsの廃絶、削減等を行う。
2001年５月採択、我が国は2002年８月に締結、 2004年５月発効。
・締約国会議（COP）は２年に１回、これまで９回開催。
・専門・技術的事項は、COPの下での残留性有機汚染物質検討委員会（POPRC）で審議される。

１．附属書Aに掲載されている物質について、製造・使用を禁止（適用除外の規定あり）

ペルフルオロオクタン酸（PFOA）とその塩及びPFOA関連物質等 ※令和元年5月COP9において追加が決定

２．附属書Bに掲載されている物質について、製造・使用を制限（認められる目的及び適用除外の規定あり）

PFOSとその塩・PFOSF等

３．附属書Cに掲載されている物質について、非意図的生成から生ずる放出を削減

ダイオキシン、ＰＣＢ等

○ POPs条約に基づき各国が講ずべき対策

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化学物質審査規制法、化審法）

国内の担保措置

（目的）人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、①新規の化学
物質の製造・輸入に際し、その性状を事前審査する制度を設けるとともに、②化学物質の性状等に応じて製造、輸入、使用等について必要な規制
を行う。

第一種特定化学物質・・・難分解、高蓄積、人への長期毒性又は高次捕食動物への長期毒性のおそれがある物質（PCB、DDT、
PFOS等33物質） ⇒製造・輸入の事実上の禁止、特定の用途以外の使用禁止

PFOAとその塩及びPFOA関連物質も令和２年中に第一種特定化学物質に指定される見込み
24



泡消火設備の点検における課題の整理
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泡消火設備の点検においては、次のような課題があると考えられる。

 令和元年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、国内では化審法による環境
規制等が行われる見込み（今後、更に対象物質が拡大する可能性あり）。

 泡消火薬剤を実際に放射して点検を実施することを求めている現在の点検基準では、化審法の取扱基準
に適合しない又は適合するためには大きな負担がかかるおそれがある。

課題① 泡放射等をはじめとする泡消火設備の点検については、適切に維持管理ができる方法とする
ことを大前提に、今後の環境規制の動向を踏まえ、泡消火薬剤を外部に放出しない方法又
は放出しても回収できる方法による点検に改める必要がある。

 点検事業者に対するアンケート調査の結果によると、泡消火薬剤の放射点検については、放射区画の養生や
駐車場の利用制限が必要になること等により現場での対応に苦慮しているという意見が多数 見られた。

課題② 点検事業者から「実際に泡放射点検の実施は困難だ」という意見が多数あり、PFOS等を
含有する泡消火薬剤以外においても、泡放射に代わる点検方法を位置付け、点検の
実効性を確保する必要がある。



課題への対応案

②泡消火薬剤貯蔵槽・混合器
排水弁から水を採取し、水と泡消火薬剤の分
離膜が破損し、液漏れが発生していないことを確
認する（プレッシャープロポーショナー方式の場合
）。
※半年ごとの機器点検時に貯蔵槽や混合器（加圧
送液装置）に漏液等がないことの確認を実施。

イラスト：
（一社）日本消火装置工業会

より提供

現在の点検基準において、ＰＦＯＳ等を含有しない泡消火薬剤については、総合点検として、泡放射を行うことにより、分布、
放射圧力、混合率、発泡倍率等の性能を確認（同時に加圧送水装置、一斉開放弁等の性能も確認）する方法のみが示されている
が、これらの性能に関係する構成機器（下図①～⑥）の作動状況や劣化状況等をそれぞれ確認することができるのであれば、泡放射
による点検を免除しても差し支えないのではないか。

⑤フォームヘッド
フォームヘッドを取り外し、目詰まりがないか等の異
常の有無を確認する。
※半年ごとの機器点検時に外観等の確認を実施。

④配管（一斉開放弁二次側部分）
フォームヘッドを取り外した部分から、配管内部に錆
び等がないか異常の有無を確認する。
※半年ごとの機器点検時に外観等の確認を実施。

①加圧送水装置
一斉開放弁の作動確認時に加圧送水装置が
起動することを確認するとともに、性能試験用配管
により定格負荷運転時における吐出性能を確認す
る。
※半年ごとの機器点検時に同様の確認を実施。

⑥泡消火薬剤
排液弁から泡消火薬剤を取り出し、サンプリン
グ検査を行い、劣化の有無を確認する。

③一斉開放弁
二次側の止水弁を閉止するとともに試験弁を
開放し、手動式起動弁を操作することにより作動
状況を確認する。
※半年ごとの機器点検時に同様の確認を実施。

26

基本的な考え方

手
動
起
動
弁

泡消火薬剤
貯蔵槽

混合器
加圧送水装置

試験弁

流
水
検
知
装
置



目次

１．消防用設備等点検報告制度に係る対応

２．ＮＴＴ固定電話のＩＰ網移行に伴い発生する事
象への対応

３．樹脂製配管に関する執務資料について

27



ＮＴＴ固定電話のＩＰ網移行に伴い発生する事象への対応について（令和元年12月23日消防予第274号

ＮＴＴでは、現在使用している固定電話網の中継・信号交換機等が令和７年頃に老朽化により維持できなくなるおそれがあることから、令和６年１月より順次、
固定電話網からＩＰ網に移行することを予定している。現在の固定電話網は、119番通報後に通報者が電話を切ってしまった場合でも通報者と再度通話ができ
るように、回線が保留され、指令台から逆信操作をすることにより、通報者と通話ができる仕組みとなっている。ＩＰ網では、回線保留機能が無くなり、発着信制限
などの５機能を備えた上で、通報者に電話を再度かけ直す（コールバックする）ことにより、通報者と再通話できる仕組みに変更されることとなっている。
これを踏まえ、各消防機関においては、令和２年以降、ＩＰ網対応指令台に順次改修をすることを予定しており、ＩＰ網対応指令台に改修された後は、当該
指令台の管轄地域内における119番通報時の通報者と再通話ができる仕組は、前述のとおりコールバックによるものに切り替わることになる。火災通報装置について
は、元々、回線保留機能を前提として製造されているものであることから、このように通報者と再通話ができる仕組が切り替わることにより、ナンバー・ディスプレイ等の
契約をしている加入電話回線に接続する一部の火災通報装置から119番通報を行った場合において、消防機関からのコールバックを受けられないという事象が発
生することが確認されている。
また、令和６年１月以降は、ＩＰ網への完全移行が開始され、回線保留機能が提供されなくなるため、同時期に指令台を改修する予定の地域においては、Ｉ
Ｐ網対応指令台に改修するまでの間、通報者が電話を切ってしまった場合でも、ＮＴＴにおいて約３秒後に自動で呼び返しを行う機能を備えることを予定しており、
通報者と再通話ができる仕組が確保されることとなっている。これによっても、同様に、ナンバー・ディスプレイ等の契約をしている加入電話回線に接続する一部の火災
通報装置から119番通報を行った場合において消防機関からのコールバックを受けられないという事象が発生することが確認されている。

回線保留からコールバックへ変わるタイムスケジュール図

背景
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① 火災通報装置を接続している加入電話回線がナンバー・ディスプレイ契約（受話器をとる前に番号がわかるサービス）
及びモデムダイヤルイン契約をしている場合、コールバック又は自動呼び返し時に、呼び出し信号（IR信号）の前に情
報信号（CAR信号）が発信される。

② 特定の火災通報装置は、先に発信されたCAR信号をIR信号と誤認識して呼び出し音が鳴動してしまう。
③ CAR信号発出の６秒後にIR信号が発出されるため、その６秒間に火災通報装置の受話器を取ってしまうと通話が成
立しない事象が発生する。

ナンバー・ディスプレイ契約等における事象のイメージ図

事象１：ナンバー・ディスプレイ契約、モデムダイヤルイン契約

ＮＴＴ固定電話のＩＰ網移行に伴い発生する事象への対応について
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① 火災通報装置を接続している回線がＰＢダイヤルイン契約をしている場合、コールバック後に火災通報装置と通話が成
立するためには、受話器を取った後にＩＰ網から発信される内線指定信号（ＰＢ信号）に対して、受信完了信号を返
す必要がある。
② すべての火災通報装置は、当該信号を返すことができないため、話中状態となり通話が成立しない事象が発生する。

PBダイヤルイン契約における事象のイメージ図

事象２：PBダイヤルイン契約

ＮＴＴ固定電話のＩＰ網移行に伴い発生する事象への対応について
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・事象１については、次のすべてに該当する場合、事象２については①及び②に該当する場合に不具合が発生する。

①ナンバー・ディスプレイ契約、モデムダイヤルイン契約又はＰＢダイヤルイン契約等の特定契約をしている。
②上記①の契約をしている加入電話回線と火災通報装置を接続している回線が同一である。（共用している）
③火災通報装置が特定の型式に該当する。事象が発生する可能性のある火災通報装置の型式については、下記Ｕ
ＲＬの消防庁ホームページに掲載している、各メーカーのホームページへのリンクから確認することができる。

（URL：https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/prevention001.html）

事象が発生する条件

事象の改善方法
・事象１については、次のいずれかの措置を講じることにより、事象２については①又は②の措置を講じることにより事象
が改善される。

① ナンバー・ディスプレイ契約等の契約をやめる。
② ナンバー・ディスプレイ契約等をしている加入電話回線と火災通報装置の回線を分ける。
③ 火災通報装置をＣＡＲ信号に対応している機種に交換する。

ＮＴＴ固定電話のＩＰ網移行に伴い発生する事象への対応について
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火災通報装置設置者に対する事象の周知及び改善の促進について①（NTTにおける対応）
○ＮＴＴからは、下記ＵＲＬのホームページやリーフレット案により、事象が発生する可能性がある火災通報装置設
置者に対して、事象の内容を周知し、改善策を講じるよう促す予定であるとの報告を受けている。
また、火災通報装置設置者における回線契約状況に基づき、当該事象が発生する可能性のある火災通報装置設
置者に対して個別にリーフレットを送付して電話説明を行うこと等により、当該事象の改善を更に徹底するとの提案を受
けている。そのためには、消防機関が保有する火災通報装置設置者に関する情報の提供を受ける必要があることから、
各消防機関の指令台の改修時期に応じて、順次、当該情報の提供依頼について相談に行くことが予定されている。
なお、ＮＴＴにおいて特定された各火災通報装置設置者における不具合の発生状況については、随時、消防機関
へ情報共有される予定であるとのことである。

【ＮＴＴ東日本】
（http://www.ntt-east.co.jp/info/important.html）
【ＮＴＴ西日本】
（https://www.ntt-

west.co.jp/info/support/oshirase20191223.html）

【ＮＴＴリーフレット案】（前スライドの消防庁ホームページから確認可能）

ＮＴＴ固定電話のＩＰ網移行に伴い発生する事象への対応について
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火災通報装置設置者に対する事象の周知及び改善の促進について②（消防機関における対応）
○消防機関においては、立入検査等の機会を捉えて、ＮＴＴのホームページやリーフレット案を活用しつつ、事象内容の周知等にご協
力をいただきたい。
また、前術のＮＴＴからの提案を踏まえて、消防機関が保有する火災通報装置設置者の情報をＮＴＴへ提供することなどの対応に
ついても検討いただく必要がある。ＮＴＴへの情報提供に当たっては、自治体における行政機関が保有する個人情報の適正な取扱い
等に関する条例や運用基準等に十分留意した対応する必要がある一方、事象の内容を周知し、その改善を促すことは、消防機関が火
災発生時において的確に情報収集することを可能とし、火災が発生した防火対象物の防火安全の確保に資するものであることから、こ
れらの点を考慮しつつ、ＮＴＴと協議を行い、適切に対応することが必要である。 そして、ＮＴＴにおいて特定された各火災通報装置
設置者における事象の発生状況が随時共有されるため、この情報も活用して、火災通報装置設置者に対する指導を実施していただく
ことも必要である。

ＮＴＴ固定電話のＩＰ網移行に伴い発生する事象への対応について

今後のＮＴＴとの協議に備えて、点検結果報告書や立入検査時の聞き取り等により、あらかじめ下記の情報の収集につとめて、必要
と考えられる情報をデータベース化しておくことが望ましいと考えられる。なお、火災通報装置に接続されている電話番号が提供できると、
当該事象が発生するか否かを的確に確認できる。当該電話番号についても、情報提供に当たっては個人情報の適正な取扱い等、上
記の点に十分留意する必要がある。

○防火対象物の住所
○建物（防火対象物）名称
○事業所の連絡先
○火災通報装置に接続されている電話番号（把握していない消防本部が多い）

① NTTに提供する火災通報装置設置者に関する情報の例

② 新たに火災通報装置を設置する場合の留意事項
防火対象物の関係者等から新たに火災通報装置を設置する旨の事前相談等を受けた場合は、事象が発生する可能性のある火災
通報装置の型式の情報を踏まえ、事象が発生しないよう、火災通報装置と接続する加入電話回線の契約内容等を確認するように指
導する必要がある。
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火災通報装置設置者に対する事象の周知及び改善の促進について③（点検事業者・販売事業者における対応）
○消防用設備等の点検事業者においては、火災通報装置の点検時において、ＮＴＴのホームページやリーフレット案を活用しつつ、事
象内容の周知にご協力をいただくとともに、当該事象が発生する条件への該当の有無を点検結果報告書に添付する点検票の備考欄
に記載する等の情報収集にもご協力いただきたい。
○消防用設備等の販売事業者等においては、火災通報装置設置者から電話回線の付け替え工事等の相談があった際には、今回の
事象の内容を把握した上で適切に対応いただきたい。また、今後新たに火災通報装置を設置する場合は、火災通報装置の型式情報
を踏まえ、新規設置後に事象が発生しないよう、接続する加入電話回線の契約内容等を確認した上で火災通報装置を設置していた
だきたい。

点検票備考欄の記載例

ＮＴＴ固定電話のＩＰ網移行に伴い発生する事象への対応について
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ＩＰ網対応指令台への改修時における留意事項

光ＩＰ受理回線と指令台が消防本部に設置している交換機を介して接続する場合には、交換機における電子処
理に時間を要する可能性があるため、光ＩＰ受理回線とＩＰ網対応指令台を直接接続すること。
※ＩＰ網と指令台を接続する回線をいう。

○火災通報装置は、火災通報装置の基準（平成８年２月16日消防庁告示第１号）第三、八（一）に基づき、
蓄積音声情報を送出した後、自動的に10秒間（平成28年の同告示改正前の基準に適合する火災通報装置に
あっては５秒間）の電話回線を開放し、消防機関側から呼び返し信号が送出されなかった場合は、再度蓄積音声情
報を送出することとなっている。そのため、消防機関がＩＰ網対応指令台に改修した場合、10秒（平成28年の告示
改正前の基準に適合する火災通報装置にあっては５秒間）以内にコールバックの処理が完了しない場合、ＩＰ網対
応指令台と火災通報装置間で通話が成立しない。
現在、ＩＰ網対応指令台においてコールバックボタンを押下した後、当該指令台やＩＰ網上における電子処理によ
り最大４秒程度を要するおそれがあることが確認されていることを踏まえると、指令台改修時においては、次の①及び②
の対応を実施することが適当であると考えられる。

① 光ＩＰ受理回線（※）と指令台の接続方法について

ＮＴＴ固定電話のＩＰ網移行に伴い発生する事象への対応について

② 呼び返し予約機能の実装について
火災通報装置から通報があった際に送出される蓄積音声情報が消防機関側で再生されている間にコールバックボタ
ンを押下すれば、蓄積音声情報の再生終了と同時に、コールバックを自動的に送信する「呼び返し予約機能」を実装
すること。なお、当該機能は指令台が基本的に有している機能ではないことから、実装にあたって必要となる工事内容や
期間等については指令台製造事業者と協議する必要があること。
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合成樹脂配管を地中埋設部分に使用できる場合の特例等について（令和２年１月17日付消防予防第14号）

【１】 合成樹脂製の管及び管継手を地中埋設部分に使用する場合は、合成樹脂製の管及び管継手の基準
（平成13年消防庁告示第19号）以下「19号告示」という。）に規定する「火災時に熱を受けるおそれがある部分」
には該当しないものとして扱ってもよいものとした。

37

 ポイント

▼GL

① 自動式の消火設備が設置されている部分において、準不燃材料で造られた天井等やロックウールのよる
被覆等により、火災時の炎及び熱から有効に防護されている場合を除き「火災時に熱を受けるおそれがある
部分」に該当するとされている。（平成13年3月30日付消防予第102号（以下、「102号通知」という。）第２、１⑶④）

② 今回の執務資料により、自動式の消火設備が設置されている部分でなくても、地中埋設部分は、
「火災時に熱を受けるおそれがある部分」には該当しないとの考えを示した。

②今回の執務資料で「火災時に熱を
受けるおそれがある部分」に該当
しないとされた部分

①「火災時に熱を受けるおそれがある
部分」に該当しないと102号通知で
示している部分

準不燃材料で
造られた天井等

送水口

金属製の配管

合成樹脂製の配管



38「石油コンビナート等の消火用屋外給水施設における合成樹脂配管の使用に関する検討会報告書」（平成27年３月消防庁公表）より一部抜粋

• 地表温度を1000℃と設定し、埋設したポリエチレン管（深さ30ｃｍ・60ｃｍ）における火災発生後から１時間後
までの温度変化を図１に示す。１時間後の温度上昇は深さ30cmで0.4℃と極めて低く、ポリエチレン管に対して
ほとんど影響を与えないことが確認できる （図２は地表面からの温度分布を示したもの）。

• また、配管の敷設については、道路部分にあっては地表から60cm以上、その他の部分にあっては地表から
30cm以上の埋設深さを確保することが消防用設備等の施工基準書等において一般的な施工方法として
示されていることから、埋設ポリエチレン管への火災の影響はないと考えられる。

地中埋設部分が火災時に熱を受けるおそれがある部分に該当しない理由等

図１ 深さ30cm・60cm地点の温度の時系列 図２ 地表からの温度分布（加熱開始１時間後）
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【２】 連結散水設備及び連結送水管に使用する配管等のうち、以下の条件をすべて満たす場合は、令32条を適
用し、本来使用が認められていない合成樹脂製の管及び管継手を使用できるものとした。
⑴ 19号告示第３第１号の表のうち屋内消火栓設備及び屋外消火栓設備の配管に係る試験に合格しているこ
と。

⑵ 連結送水管又は連結散水設備の設計送水圧力を上回る耐圧性能（最高使用圧力）を有していること。
⑶ 地中埋設部分に設けること。

 ポイント

• 連結散水設備や連結送水管については、
火災中期～最盛期に消防隊が使用するもの
であり、熱による影響を受けやすい
合成樹脂製の配管の使用について、
法令上は認められていない。

• 近年、高圧で使用できる合成樹脂製の
管及び管継手が製造され、火災時に熱を
受けるおそれがないと考えられる地中埋設
部分に限定して使用したいとのニーズが
増えてきているたことを踏まえ、特例的に
使用できる考えを示したもの。

• 19号告示の試験基準に合格している配管に
ついては、最高使用圧力が表示されており、
その使用圧力の範囲内で設計するよう
留意する必要がある。（→問２（２））

金属製の配管

合成樹脂製の配管

 連結送水管の配管の例

一定の条件を満たした合成樹脂製
の配管は地中埋設部分での使用が
認められた。

▼GL

送水口

合成樹脂配管を地中埋設部分に使用できる場合の特例等について（令和２年１月17日付消防予防第14号）



【３ー１】 吸水管について
ポンプを用いる加圧送水装置の吸水管の材質は、使用圧力に十分に耐えることができる強度及び耐食性を有

するものであれば、使用できる材質について制限はないことを示した。

40

【３－２】 フート弁について

ポンプを用いる加圧送水装置の吸水管に設置されるフート弁については、加圧送水装置の基準（平成９年消
防庁告示第８号）第６第７号に規定するフート弁の基準を満たす必要があるが、規則第12条第1項第６号トに規
定するバルブ類には該当しないものとし、当該規定に定める材質以外のものであっても使用しても良いことを
示した。

• ポンプを用いる加圧送水装置の吸水管に設置されるフート弁の材質に関して、考え方を示したもの。
• フート弁の材質として、鋳鉄製及び銅製（規則第12条第1項第6号ト（イ）の材質）以外の材質（ステンレス製や

合成樹脂製等）を使用できる旨を示した。
• ただし、加圧送水装置の基準（平成９年消防庁告示第８号）第６第７号に規定するフート弁の基準を満たすこと

が条件。

• ポンプを用いる加圧送水装置の吸水管の材質に関して、考え方を整理したもの。
• 規則第12条第１項第６号柱書きにおける「配管」の示す範囲については、明確に定義されていないが、

吸水管、加圧送水装置の一次側及び二次側配管、管継手、バルブ類を含むものであると考えられる。
一方、同号ロ、チ及びリについては、加圧送水装置の二次側配管における規定であることから、
同号ロ、ニ、チ及びリの「配管」は加圧送水装置の二次側配管を指しており、同号ハの「吸水管」は
これに含まれないと解釈する。

 ポイント

 ポイント

合成樹脂配管を地中埋設部分に使用できる場合の特例等について（令和２年１月17日付消防予防第14号）



日本消火器工業会の自主基準において、現在流通している消火器より消火能力を高めた「高性能型消火器」を新たに位
置付け。 ⇒ 消費者の選択を拡大し防火安全性の向上を図るとともに、海外にも日本の高性能な機器の一つとして展開。

粉末（ＡＢＣ）消火器で、消火能力を表す能力単位が通常の消火器として規定する倍数以上のものであり、かつ、リン酸アン
モニウムが薬剤の90%以上含まれているもの。 ※消火器工業会による規定

高性能型消火器とは

外 観 薬剤…粉末（ABC）薬剤（主成分リン酸アンモニウムを90％以上含む）
薬剤量…10型（薬剤量3kg）～20型（薬剤量6kg）
能力単位…（10型の場合） A-3、B-12、C

A-3以上又はB-5以上は、A又はBのいずれかが１．５倍以上
A-2以下又はB-4以下は、A又はBのいずれかが２倍以上

外観…黄色の帯が付けられ、かつその中に黒字で「高性能型」の表記あり
※消火器工業会による規定

仕 様

従来の消火器
（１０型）

高性能型消火器
（１０型）

点 火 消火開始から5秒後 消火開始から10秒後

約5秒で消火

約10秒で消火

消火性能

高性能型消火器の開発について

高性能型の表示例
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