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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％
2020年 48.9％ 42.7% 69.9%

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 ： 3

50％以上60％未満 ： 13

40％以上50％未満 ： 22

30％以上40％未満 ： 8

30％未満 ： 1

消防設備点検報告率（２０２０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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全国平均

48.9％
(R2.3.31時点）

都道府県名 点検報告率

滋賀県 44.5%
京都府 41.5%
大阪府 49.0%
兵庫県 53.5%
奈良県 45.4%

和歌山県 40.6%
鳥取県 46.6%
島根県 47.2%
岡山県 48.2%
広島県 59.2%
山口県 60.6%
徳島県 31.0%
香川県 38.6%
愛媛県 56.2%
高知県 47.1%
福岡県 52.5%
佐賀県 58.6%
長崎県 60.2%
熊本県 55.9%
大分県 41.4%
宮崎県 45.0%

鹿児島県 52.9%
沖縄県 17.5%

都道府県名 点検報告率

北海道 58.6%
青森県 47.4%
岩手県 56.5%
宮城県 44.9%
秋田県 41.5%
山形県 50.7%
福島県 40.8%
茨城県 34.2%
栃木県 32.5%
群馬県 36.2%
埼玉県 45.5%
千葉県 39.0%
東京都 67.3%

神奈川県 42.4%
新潟県 41.9%
富山県 56.7%
石川県 47.6%
福井県 37.7%
山梨県 36.9%
長野県 44.6%
岐阜県 56.1%
静岡県 48.0%
愛知県 52.5%
三重県 41.7%



＜消防用設備等点検パンフレット＞

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、小規模施設等において主として設置すると考
えられる、消火器、非常警報器具、誘導標識及び特定小
規模施設用自動火災報知設備とする。

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 消火器、非常警報器具、誘導標識及び特定小規模施
設用自動火災報知設備の点検を想定した点検票の記入
例を示す。

小規模飲食店等における点検報告の促進方策（案）小規模施設に対する点検報告の促進方策① ～消防用設備等点検パンフレットの提供開始～

＜消防用設備等点検パンフレット（抜粋）＞

○背景・目的
小規模な防火対象物の関係者が御自身で点検及び報告を行っていただくことを支援するため、消火器、非常警

報器具、誘導標識及び特定小規模施設用自動火災報知設備の点検方法並びに点検結果報告への記載方法等
について、パンフレットを作成した。

消防用設備等点検報告時の課題

消防用設備等点検パンフレットの概要

パンフレット掲載URL： https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/post23.html 5



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② ～消防用設備等点検アプリの提供開始～
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■ 消防用設備等点検アプリとは？

■ 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。
（端末へ保存又は他のアプリへの共有ができる。）

出力されたPDFを消防署等へ提出する。
（電子メール、郵送、直接持参等）

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。）



負荷運転の営業活動等における不適切な情報に関するリーフレットの作成（平成31年３月29日付事務連絡）

【リーフレット掲載消防庁HP】
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin
/post21.html

【目的】

自家発電設備の点検方法が平成30年６月１日に改正
されましたが、改正を契機に不適切な営業活動等を行っ
ている業者が存在している状況であることから、消防庁
では自家発電設備が設置されている事業所等に対して
注意喚起をすること目的にリーフレットを作成しました。

【不適切な事例１】
点検用キットを購入等すれば無資格でも点検可能

【不適切な事例２】
消防庁や消防本部からの依頼による点検

【不適切な事例３】
消防法令に基づく1億円の罰金の適用

【不適切な事例４】
東日本大震災等において多くのものが不作動

【不適切な事例５】
違反対象物として公表
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不適切な消防用設備等点検における注意喚起リーフレットの作成（令和２年10月29日付事務連絡）
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○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

○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

【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
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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。

 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
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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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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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消防法令適合通知書の交付までの流れ

民泊を利用する方の防火安全性確保のためには、民泊事業の開始直後から消防法令で求める防火措置
を遵守することが必要であるため、消防機関では、消防法令適合通知書※を交付。

○ 申請方法
民泊の申請者が必ずしも消防法令に精通しているとは言い難く、図面等をもとに必要となる設備（消

火器や自動火災報知設備等）の設置状況等を確認するため、消防署での対面相談を行うことが一般
的。

ただし、郵送や電子メール等で申請を受け付けている消防本部も有。

○ 立入検査の日程の調整方法
申請者の希望をもとに調整

○ 立入検査の所要時間
１５～３０分程度

○ 申請から交付までの期間
１～７日程度（立入検査において問題がなければ１～２日程度で交付可能であり、改善事項がある

場合も概ね７日以内に交付。）

消防法令適合通知書の交付申請 家主等が管轄する消防署へ所定の様式により交付申請

消防法令適合状況の調査 管轄する消防署が立入検査等を実施し、消防法令への適合状況を調査

消防法令適合通知書の交付 調査の結果に基づき、消防法令に適合していると認められる場合は、
「消防法令適合通知書」が交付

※ 東京消防庁では消防法令適合通知書の代わりに
事前相談記録書を交付

消防法令に基づく手続き（消防法令適合通知書）の迅速化 （１）基本的な流れ
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東京消防庁・政令指定都市消防本部の取組状況（令和３年４月１日時点）

取組内容
実施

本部数
備考

消防法令に基づく手続きの周知方法 ２１

・事業者向けに分かりやすい資料を作成し手
続き方法を説明

・ホームページに資料等を掲載し手続き方法
を周知

添付書類のさらなる簡素化や削減 １１
・図面の簡素化、消防設備の位置を手書き追記可
・申請様式の記載項目の簡素化
・押印の省略

郵送や電子メール等による申請受付
（受付要員の増員を含む）

１３
・郵送や電子メールでの受付を行っている本部が増
加
・受付要員を増員した本部有

届出住宅が一般住宅扱いとなる場合の
提出様式の簡略化や立入検査の省略

８
・申請数が多い本部で導入しているところが多い。

その他独自で考えた効果的な取組 ７

・新型コロナウイルス感染症の対策として対面受付
を避ける為に電子申請を導入又は導入を検討してい
る消防本部有

・写真の添付により、提出書類の一部を省略できるこ
ととしているなど

引き続き、効果的な取組を積極的に実施するよう消防本部に働きかけていく。

消防法令に基づく手続き（消防法令適合通知書）の迅速化 （２）消防本部の取組状況
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＜通知の概要＞
住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付申請時の添付書類の簡素化に係る留意事項

を周知するとともに、消防用設備の設置に関するリーフレット等を作成し、消防用設備を設置するまでの流

れや図面の記載例、免除要件等を示し、一層の手続きの簡素化や円滑な処理等を要請した。

＜通知の概要＞
全国の関係部局に対し住宅宿泊事業の届出に係る受付事務の迅速な処理等を要請するとともに、全国

の消防機関に対し、消防法令適合通知書の交付事務の円滑な処理を要請した。

規制改革推進会議への対応

○ 規制改革推進会議のヒアリングや同会議からの意見を受け、民泊事業者や関係団体と意見交換を実施。民泊事業者や
関係団体からの意見を踏まえ、以下の点に改めて留意をお願いしたい。

・民泊の消防法令適合の確認を申請する方は、消防法令に関する知識がない場合が多いため、通常の消防同意等の相
談対応以上に丁寧かつ親身な対応を心がけて欲しいこと。

・民泊の消防法令適合の確認の相談件数が多く、通常業務への影響が大きい場合は、申請予定者を一同に集めて、事
前相談の際に説明する共通事項をあらかじめ関係者に広く周知しておくことが有効であること。（※消防庁から民泊仲
介事業者等に対して、民泊ホスト等に消防法令の適用や事務手続きの方法について周知する場を設けてもらうことを要
請している。）

○ 「住宅宿泊事業の届出の係る受付事務の迅速な処理等について」
（平成30年７月13日付け消防予第463号・生食発0713第1号・国住指第1356号・国住街第118号・観観産第323号）

○ 「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」
（平成30年７月13日付け消防予第466号）

民泊事業者等と意見交換の実施

○ 「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」
（平成31年1月10日付け消防予第7号）

○ 「住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令の適合確認を円滑に進めるための住宅宿泊事業者への周知用資料（例）
の送付について」（平成31年1月10日付け消防庁予防課事務連絡）
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【民泊における注意喚起リーフレット】

（掲載ＵＲＬ：http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_19.html）

17

※英語、中国語、韓国語版あり。



【民泊における消防法上の取り扱いリーフレット】

（掲載ＵＲＬ：http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_19.html）
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【民泊における消防用設備の設置リーフレット】

（掲載ＵＲＬ：http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_19.html）
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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）
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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」に係る特例通知を発出。

＜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

＜誘導灯の設置を免除することができる特例の要件＞

※ 一般住宅部分は、令別表第１の用途部分からの避難経路となる部分以外は特例免除が可能。
※ 免除の可否は管轄の消防署に確認が必要。

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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（参考）古民家等を活用する場合に必要な消防用設備等に係るリーフレット
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（参考）古民家等を活用する場合に必要な消防用設備等に係るリーフレット
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【背景】
近年、IoTやAI等の新技術を活用して消防用設備等の高度化を図ることが可能となってきている

【事例のイメージ①】
監視カメラ、熱、匂い等の各種センサーから得た情報をクラウドサーバーへ送信し、当該サーバーにおいて火災か否かを
判断することにより、火災が発生した旨を従業員等へ知らせることができるシステム
・ サーバーによる判断の結果を入力することにより、ＡＩが学習し、判断精度を高めていくことが可能
・ 火災とは別の目的で設置された機器（監視カメラ等）を活用することが可能

監視カメラ画像（視覚情報）

温度センサー（温度情報）

煙センサー（煙濃度情報）

匂いセンサー（匂い情報）

＜各種センサー＞ ＜クラウドサーバー＞
＜自衛消防組織＞

送られてきた情報を分析し、
火災か否かを判断

火災である旨を自衛消防
組織等に伝達し、応急対策
を実施。サーバーの判断が

正しかったかどうかを入力する
ことで、サーバーが学習し、

精度向上

建物の各部分に
様々なセンサーを

設置。
一部は、多用途に

も活用。

＜自動火災報知設備＞

受信機 音響装置

当該感知器で火災を感知信号

信号

感知器

防災センター等

監視カメラ
映像

感知した感知器の
位置情報を移報

監視カメラ映像

感知した感知器付近の
監視カメラ映像を表示 迅速な現場状況の確認、迅速

な通報、初期消火、避難誘導
の開始

監視カメラ制御装置

火災発生現場

【事例のイメージ②】
自動火災報知設備と監視カメラの制御装置を連動させることにより、自動火災報知設備で火災を感知した場合に、防災
センター等において火災発生場所にある監視カメラ映像を表示することができるシステム
・ 火災発生時に現場状況を瞬時に確認することができ、迅速な通報、初期消火、避難につなげることが可能

AI・IoT等の新技術を活用した消防用設備等
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AI・IoT等の新技術の活用促進に係る課題

仕様規定 性能規定 大臣認定※

令第29条の4第１項に規定
（H16.6.1施行）

⇒ 仕様規定により設置される消
防用設備等と同等以上の性能
を有していることの評価基準を
消防法施行令第29条の４に
基づく性能規定として整備する。
性能規定が整備された場合は、
当該規定に基づき設置・維持
が可能である。

法第17条第３項に規定
（H16.6.1施行）

⇒ 新たに開発された特殊消防用
設備等が仕様規定による技術基
準に適合しない場合であっても、
消防法第17条第３項の規定に
基づく大臣認定制度により個別の
建物ごとに評価を受け、仕様規定
により設置される消防用設備等と
同等以上の性能を有している旨の
認定を受けた場合は、特殊消防
用設備等として設置・維持が可能
である。

法第17条第１項に規定

⇒ 消防用設備等は、消防法第
17条第１項に基づき設置・維
持が義務づけられ、消防法施行
令第２章第３節において、適合
すべき技術基準が仕様的に規定
されている。

●消火設備（消火器、屋内消火栓
設備、スプリンクラー設備 等）

●警報設備（自動火災報知設備、ガ
ス漏れ火災警報設備 等）

●避難設備（避難器具、誘導灯
等）ほか

火災発生時に
求められる性能

● 火災の拡大を
初期に抑制する性能

● 火災時に安全に避
難することを
支援する性能

● 消防隊による
活動を支援する性能

消防法令で定める技術基準の性能規定化を推進し、消防用設備等における新技術の活用を促進していく
ことが、求められている。

■建物の利用形態等を踏まえたニーズ等に対応して、今後も、様々な消防用設備等に係る高度な
機械器具やシステムが研究開発されていく可能性がある。

■一方で、このような新技術を活用して高度化された消防用設備等の多くは、現行の技術基準では
想定されておらず、多くの場合、当該技術基準に適合しないことが考えられる。

※特殊消防用設備等設置維持
計画に基づき、設備点検を実施

※設備点検については、仕様規定
と同様（6か月毎の機器点検、
1年毎の総合点検）

※検定対象機械器具等及び自主表示対象機械器具等については、各規格省令において、新たな技術開発に係るものが同等以上と認める場合は、当該規格省令の規定
を適用しない旨の規定がおかれている。（設備点検については、仕様規定と同様（6か月毎の機器点検、1年毎の総合点検）） 27



検討の方向性等

【検討の方向性】
消防用設備現行の基準（仕様規定）において求められる性能を定量的に評価し、定式化
⇒新たに開発された消防用設備等が同等以上の性能を有しているか否かについての客観的な評価基準

を整備

 火災モデルの構築

 求められる感知性
能の定量化・
定式化

仕様規定 性能規定

（例）自動火災報知設備の感知器の性能規定化イメージ

●天井高さ：４ｍ未満
●主要構造部を耐火構造とした防火対象物
又はその部分

にあっては、差動式スポット型熱感知器
（２種）は、床面積70㎡ごとに１個以上
設けなくてはならない。

「〇〇の火災モデルによる火災が発生した場合に想定される
熱、煙または炎により自動的に火災の発生を感知し、
〇秒以内に火災信号等を発すること」

⇒ 例えば、
高度なサーモカメラ等を導入したセンサ機器等を活用した
システムが新たに開発された場合、

⇒当該システムが性能規定の条件を満たせば、設置可能。

（従来の差動式スポット型熱感知器を設ける必要はなく、
床面積70㎡ごとに１個以上を設ける必要もない。）

【進め方のイメージ】
消防用設備等に求められる各種性能を定量的に検証するため、以下を実施し、
その結果を踏まえ、技術基準の性能規定化に係る検討を進めていく。

○ 各種用途の防火対象物における火災モデルの検討
○ 火災モデルを使用した消火実験や感知性能試験等
○ 現行の基準において求められる機器・設備等の性能の定量化・定式化 28
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