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火災予防分野において新型コロナウイルス感染症を踏まえて発出した主な通知

表 題 発出年月日 文書番号
① 消防法令上の各種免状の取扱いに係る運用について 令和2年2月25日 消防予第49号

消防危第43号
② 令和２年春季全国火災予防運動実施に係る留意事項について 令和2年2月27日 事務連絡

③
新型インフルエンザ等対策特別措置法第48条第３項に規定する臨時の医療施
設に係る消防用設備等の基準の考え方及び臨時の医療施設の開設に当たっての
留意事項について

令和2年4月7日 消防予第92号

④ 住宅用火災警報器の設置状況調査における報告期限の変更について 令和2年4月9日 消防予第96号

⑤ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令の運用について 令和2年4月13日 消防予第101号

⑥ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた検査等の対応について 令和2年4月24日 事務連絡

⑦ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令関係手続における押印の
省略等について 令和2年5月15日 消防予第124号

消防危第129号

⑧ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防関係手続における押印の省
略について 令和2年5月29日 消防予142号

消防危144号

⑨ 飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項について 令和2年6月1日 事務連絡

⑩ 危険物取扱者試験及び消防設備士試験の実施に関する協力について 令和2年7月21日 事務連絡

⑪ 飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項について 令和2年7月22日 事務連絡
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火災予防分野において新型コロナウイルス感染症を踏まえて発出した主な通知

表 題 発出年月日 文書番号
⑫飛沫防止用のシート設置に係るリーフレットの作成について 令和2年9月3日 事務連絡

⑬「消防法施行規則第31条の６第７項第６号の期間を定める件の一部を改正する
件」等の公布について 令和2年10月１日 消防予第312号

⑭営業時間短縮要請等に係る繁華街における見回り活動等の実施について 令和2年12月18日 事務連絡

⑮消防法施行規則の一部を改正する省令等の公布について（通知） 令和2年12月25日 消防予第388号

⑯新型コロナウイルス感染症対策のため臨時に設けられた医療用仮設ユニットにおける消防用設備等の取扱いに係る執務資料の送付について 令和2年12月28日 消防予第422号

⑰緊急事態宣言下における繁華街での見回り活動等の実施について 令和3年1月7日 事務連絡

⑱新型インフルエンザ等対策特別措置法による緊急事態宣言を踏まえた消防法等関係法令の運用について 令和3年1月8日 事務連絡

⑲繁華街での見回り活動等の徹底について 令和3年1月13日 事務連絡

⑳消防法施行規則第４条の２の４第１項ただし書及び第31条の６第４項の規定 に
基づき、消防庁長官が定める事由及び期間を定める件」の公布・施行について 令和３年１月22日 消防予第17号

㉑新型コロナウイルス感染症対策のための消防用設備等の取り扱いに係る柔軟な対応について 令和３年１月27日 消防予第20号

㉒新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種会場の消防法令上の取扱いについて 令和３年２月26日 事務連絡
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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令の運用について
（令和２年４月13日付け消防予第101号）

・立入検査や違反処理において、新型コロナウイルス感染症による
影響で違反を是正することが困難である場合は、その期間等につい
ては弾力的に対応
・防火対象物点検の点検、防火対象物の特例認定に係る期間の取
扱いについて新型コロナウイルス感染症による影響を考慮し、弾力
的に運用（36条関係も同様）

３



新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令関係手続における
押印の省略等について（令和２年５月15日付け消防予第124号・消防危第129号）

・人との接触の機会の低減が求められることから、臨時的な
措置として申請書等に押印がされていない場合でも受付可
・電子メールを活用した受付も可）

４



飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項について
（令和２年６月１日付け事務連絡）

５

飛沫防止用シート設置イメージ



飛沫防止用のシート設置に係るリーフレットの作成について 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の観点から設置される飛沫防止用のシ

ートの火災予防上の留意事項については、「飛沫防止用のシートに係る火災予防上の

留意事項について」（令和２年６月１日付け事務連絡）及び「飛沫防止用のシートに

係る火災予防上の留意事項について（情報提供）」（令和２年７月 22 日付け事務連

絡）により周知したところです。 

 今般、飛沫防止用のシート設置に係るリーフレットを作成し、消防庁ホームページ

に掲載しましたので、火災予防啓発を行う様々な機会を捉え、ご活用いただきますよ

うお願いいたします。 

（URL：https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/items/himatsuboushi_leaflet.pdf） 

 なお、当該リーフレットにつきましては、消防庁からの配布は致しませんので、ご

留意願います。 

各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県の市町村（消防の事務を

処理する一部事務組合等を含む。）に対しても、この旨を周知されるようお願いしま

す。 

飛沫防止用のシート設置に係るリーフレットの作成について
（令和２年９月３日付け事務連絡）

６

・飛沫防止用シートの火災を発生を受け、火災予防上の留意事項
について通知
・各業種のガイドラインに留意点について記載するよう依頼
・イラスト化し分かりやすく示したリーフレットを作成



「消防法施行規則第三十一条の六第七項第六号の期間を定める件の一部を
改正する件」等の公布について （令和２年10月１日付け消防予第312号）

７

対象となる講習 対象・期間 関係法令

消防設備点検資格者再講習 【再延長が認められる場合】
左記の各告示に基づき、再講習の受講

期間が１年間延長されている場合におい
て、新型インフルエンザ等及びそのまん
延防止のための措置の影響により、登録
講習機関の講習が十分に実施されておら
ず、延長後の期間内に免状の交付を受け
ることが著しく困難であると登録講習機
関が認めるとき

【期間】
延長後の期間を更に１年間延長する。

平成12年消防庁告示第14号

防火対象物点検資格者再講習 平成14年消防庁告示第９号

防災管理点検資格者再講習 平成20年消防庁告示第20号

各講習の受講期間の再延長に係る規定を定めたもの

新型インフルエンザ等（新型インフルエンザ等対策特別措置
法（平成24年法律第31号）第２条第１号に規定するものをい
い、同法附則第１条の２第１項の規定により新型インフルエン
ザ等とみなされる新型コロナウイルス感染症を含む。）及びそ
のまん延防止のための措置の影響により、登録講習機関の
講習が十分に実施されていない場合における、当該再講習
の受講期間の再延長に係る規定を定めたもの。

・左記の事由を有する点検資格者については、
登録講習機関にその旨申出をし、登録講習機関
が当該事由による延長を認めた場合にあっては、
延長後の受講期限から更に１年間の延長が認
められることとなった。

期間内に免状の交付を受けることが困難であると認められる事情がある場合について、受講期限を
１年間延長することができる旨規定されているが、受講期限を１年間延長した場合に、更に受講期
限を延長することを認める規定は設けられていなかった。



消防法施行規則

別記様式第１号の２ 消防計画作成（変更）届出書

別記様式第１号の２の２ 防火・防災管理者選任（解任）届出書

別記様式第
１号の２の２の２ 全体についての消防計画作成（変更）届出書

別記様式第
１号の２の２の２の２ 統括防火・防災管理者選任（解任）届出書

別記様式第
１号の２の２の２の３ 防火対象物点検報告特例認定申請書

別記様式第
１号の２の２の３ 管理権原者変更届出書

別記様式第
１号の２の２の３の３ 自衛消防組織設置（変更）届出書

別記様式第
１号の２の２の４ 防炎表示者登録申請書

別記様式第１号の２の３ 消防用設備等（特殊消防用設備等）
設置届出書

別記様式第１号の７ 工事整備対象設備等着工届出書

別記様式第１号の８ 特殊消防用設備等性能評価申請書

別記様式第１号の９ 特殊消防用設備等性能評価変更申請書

別記様式第１号の10 特殊消防用設備等大臣認定申請書

別記様式第１号の11 特殊消防用設備等変更承認申請書

消防法施行規則の一部を改正する省令等の公布について（通知）
（令和２年12月25日付け消防予第388号）

消防法令で定める様式で押印を不要とするため㊞マークを削除したもの①

８

・消防関係法令の定める様式において、これまで
押印を求めていたものについては、押印を不要と
したこと。また、消防庁から発出している通知にお
いて別で定める様式についても、同様に押印を不
要とした。
・消防行政の手続きのオンライン化については、
現在検討会を立ち上げオンライン化に向けて検討
しているところである。

 消防法令に定める押印削除に関する事項
 消防法令に定める各種点検の延長に関す

る事項
 特定共同住宅等における点検基準の合理

化に関する事項
 消防設備士免状の写真に関する事項

改正内容に関する事項



消防法施行規則の一部を改正する省令等の公布について（通知）
（令和２年12月25日付け消防予第388号）

９

消防法施行規則

別記様式第１号の12 データ審査方式申請書

別記様式第２号、第３号 型式試験申請書

別記様式第４号、第５号 型式承認申請書

別記様式第６号 氏名（名称、代表者の氏名、住所）
変更届出書

別記様式第７号 型式適合検定申請書
別記様式第８号 輸出品承認申請書
別記様式第９号 自主表示対象機械器具等表示届出書
別記様式第10号 届出事項変更届出書

別記様式第11号 製造（輸入）事業廃止届出書

別記様式第12号 輸出品承認申請書

別記様式第14号 防災管理点検報告特例認定申請書

別記様式第15号 管理権原者変更届出書
平成14年消防庁
告示第８号 別記様式第１ 防火対象物点検結果報告書

平成16年消防庁
告示第９号 別記様式第１ 消防用設備等（特殊消防用設備等）

点検結果報告書
平成20年消防庁
告示第19号 別記様式第１ 防災管理点検結果報告書

 消防法令に定める押印削除に関する事項
 消防法令に定める各種点検の延長に関する事項
 特定共同住宅等における点検基準の合理化に関

する事項
 消防設備士免状の写真に関する事項

改正内容に関する事項

改正対象 改正概要 関係法令

防火対象物の点検及
び報告
防災管理対象物の点
検及び報告

新型インフルエンザ
等その他の消防庁長
官が定める事由によ
り、消防法令に定め
る期間ごとに左記の
点検を行い、又はそ
の結果を報告するこ
とが困難であるとき
は、消防庁長官が当
該事由を勘案して定
める期間ごとに当該
点検等を行うものと
する。

規則第４条の２の４
第１項
（規則第51条の12
第２項において準用
する場合を含む。）

消防用設備等又は特
殊消防用設備等の点
検及び報告

規則第31条の６第４
項

期間の延長を定めるための改正を行った点検等 消防法令で定める様式で押印を不要とするため㊞マークを削除したもの①



• 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示（令和３年１月７日）（以下「緊急事態宣言」という。）を踏まえ、下記の点検等の期間を延長
するため、消防法施行規則（昭和36 年自治省令第６号。以下「規則」という。）第４条の２の４第１項ただし書（規則第51 条の12 第２項において準用
する場合を含む。）及び第31 条の６第４項の規定に基づき、消防庁長官が定める事由及び期間を定めるもの。

１．概 要

２．対象、事由及び期間

対象 事由 期間

防火対象物又は防災管理対象物の点検

緊急事態宣言がなされたこと

次の①及び②の要件を満たす防火対象物に係る左記の点検又は報告

の期間は、それぞれ、法令に定める点検又は報告の期間に３月及び緊

急事態宣言（一）の期間の開始の日※１から終了の日※２までの日数を加

えた期間とする。

① 緊急事態宣言（二）に掲げる緊急事態措置を実施すべき区域（以

下「緊急事態区域」という。）又は緊急事態区域であった区域※３に

所在するもの

② 左記の点検又は報告の期間が、緊急事態宣言（一）の期間の開

始の日※１から、終了の日※２から起算して３月を経過する日までの

間に終了するもの

消防用設備等の点検

特殊消防用設備等の点検

消防用設備等・特殊消防用設備等の点検

結果に関する報告

※１ 緊急事態宣言（一）の期間の開始の日

埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県：令和３年１月８日
栃木県・岐阜県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・福岡県：令和３年１月14日

※２ 終了の日
特措法第31条第５項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言（以下「緊急事態解除宣言」という。） の日（緊急事態解除宣言の日前に、特措

法第31条第３項の規定に基づく区域の変更（以下「区域変更」という。）により緊急事態区域でなくなった区域にあっては、当該変更の日）

※３ 緊急事態区域であった区域
区域変更又は緊急事態解除宣言により緊急事態区域でなくなった区域

10

「消防法施行規則第四条の二の四第一項ただし書及び第三十一条の六第四項の規定
に基づき、消防庁長官が定める事由及び期間を定める件」の公布・施行について

（令和３年１月22日付け消防第17号）



新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種会場の消防法令上の取扱いについて
（令和３年３月26日付け事務連絡）

11

（６）項イに掲げる防火対象物の用途以外
の用途に供される既存の防火対象物の全部
又は一部を活用する場合、当該ワクチン接種
会場としての利用形態から、（６）項イに掲げ
る病院又は診療所において一般的に想定さ
れるような火災危険性を有するものではない
と判断されるときは、緊急の状況下であるこ
とを踏まえ、当該部分は、用途の変更を要さ
ないものとして弾力的に取り扱うこととしてよ
い。
なお、火災発生時における初期消火や避難

誘導等が適切に実施されるよう必要な指導
を行われたい。
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