
「磐田市火災予防条例の一部を改正する条例及び 

磐田市火災予防条例施行規則の一部を改正する規則（案）」 

（違反対象物に係る公表制度） 

に対するパブリックコメント（意見募集）について 

平成29年 8月 

磐田市消防本部予防課 

１ 目的 

 多くの方々が利用される宿泊施設や就寝を伴う診療所、一人で避難することが難しい方

が利用される福祉施設等の建物において、近年、多数の死傷者を伴う火災が全国的に発生

しております。 

スプリンクラー設備や屋内消火栓設備、自動火災報知設備等、消防法令で必要とされる

消防用設備等が一切設置されていない等、重大な消防法令違反のある建物等において火災

が発生した場合、人命に多大な被害が出るおそれがあり、このような重大な消防法令違反

がある建物等に対して、消防機関が改善命令を行った場合、市の公報や防火対象物の出入

口等に命令内容が公示され、利用者等に示されることになりますが、公示に至るまでには、

相当の期間を要し、防火対象物に潜在する消防法令違反による危険性に係る情報が即時に

利用者に提供されない状況にありました。 

そこで、消防職員が立入検査により重大な消防法令違反を確認した場合、遅滞無く違反

内容等の公表ができる制度（以下、「公表制度」という。）を創設し、利用者等に建物の危

険性に関する情報を提供することで、利用者自らの選択と判断を通じ、火災被害の軽減を

図るとともに、違反防火対象物の関係者に対して防火管理業務の適正化と消防用設備等の

適正な設置を促すことを目的として、磐田市火災予防条例の一部と磐田市火災予防条例施

行規則の一部の改正をするものです。 

２ 公表制度制定に至る経緯 

(1) 平成 24年５月に発生した広島県福山市のホテル火災において、死者７人、負傷者３人、

平成 25 年２月に発生した長崎県長崎市の認知症高齢者グループホーム火災では、死者

５人、負傷者７人の多数の人的被害を生じました。 

(2) 前記火災の事後の調査により、出火建物には、重大な消防法令違反が有ることが指摘

され、これを受けて総務省消防庁が実施した緊急調査により、重大な消防法令違反があ

る建物（防火対象物）が全国に数多く存在していることが判明しました。 

(3) 総務省消防庁は、重大な消防法令違反のある建物（防火対象物）について、利用者等

に消防法令違反に関する情報を公表する制度を開始する方針を決定し、先駆けて全国の

政令指定都市消防本部において平成26年 4月 1日から公表制度が開始されました。 

  また、管内人口20万人以上の消防本部に対しても遅くとも平成29年３月末までには

公表制度を実施するものとし、管内人口 20 万人未満の消防本部においては、消防本部

の規模や実情等を考慮しつつ、各都道府県単位で実施することとし、静岡県においては、

遅くとも平成31年４月１日までに公表制度を実施するものとされました。 

(4) 以上の経緯を受け、磐田市では、火災予防条例及び火災予防条例施行規則に公表制度



に関する新規条文を追加し、相当の周知期間を設けた上で、平成 31 年４月１日から公

表制度を実施する計画でおります。 

３ 公表制度の趣旨 

  公表制度は、消防本部が有する建物（防火対象物）の火災危険に係る情報を利用者等に

公表する情報公開制度の一環として実施するものです。 

４ 火災予防条例の改正案（新規追加） 

（防火対象物の消防用設備等の状況の公表） 

第 70 条 消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、当該防火対

象物の消防用設備等（法第17条第１項に規定する消防用設備等をいう。）の状況が、法若しくは令又

はこれらに基づく命令の規定に違反する場合は、その旨を公表することができる。 

２ 消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火対象物の関係者にその旨を通知

するものとする。 

３ 第１項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手続は、規則で定め

る。

【解説】 

(1) 建物（防火対象物）に法令上必要とされる消防用設備等の状況が、消防法令等の規定

に違反する場合にその旨を公表することができるものとし、また、公表するときは、当

該防火対象物の関係者にその旨を通知することを規定しています。 

(2) 公表の対象となる建物（防火対象物）及び違反の内容並びに公表の手続を規則に定め

ることを規定しています。 

５ 火災予防条例施行規則の改正案（新規追加） 

（公表の対象となる防火対象物及び違反の内容） 

第 12条 条例第70条第１項の規定による公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令（昭和36年

政令第37号）別表第１(１)項から(４)項まで、(５)項イ、(６)項、(９)項イ、(16)項イ、（16の２）

項及び（16の３）項に掲げる防火対象物で、消防法（昭和23年法律第186号。以下「法」という。）

第 17 条第１項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動

火災報知設備を設置しなければならないものとする。 

２ 条例第 70 条第１項の規定による公表の対象となる違反の内容は、法第４条第１項に規定する立入

検査において、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設

置されていないと認められたもの又は設置されている場合において、主たる機能が喪失していると認

められたものとする。 

（公表の手続） 

第 13 条 条例第 70 条第１項の規定による公表は、前条第２項の立入検査の結果を通知した日から 14

日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該

違反が是正されたことを確認できるまでの間、市ホームページへの掲載により行う。 

２ 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 前条第２項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地 

(2) 前条第２項に規定する違反の内容（当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項 

３ 条例第70条第２項の規定による通知は、公表通知書（様式第20号）によるものとする。



【説明】 

(1) 公表の対象となる防火対象物（規則第12条第１項） 

火災発生時の人命危険等を考慮し、不特定多数の方又は災害発生時に援護を要する方

が利用する建物（防火対象物）のうち、消防法施行令別表第１に定められる(1)項から

(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の 2)項及び(16の 3)項の用途に

供される建物で、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置し

なければならない建物（防火対象物）を公表の対象としています。 

消防法施行令別表第１ 

(1)項 イ 劇場、映画館等 (5)項 イ 旅館、ホテル等 

ロ 公会堂又は集会場 (6)項 イ 病院、診療所等 

(2)項 イ キャバレー等 ロ 特別養護老人ホーム等 

ロ 遊技場等 ハ 老人デイサービスセンター等 

ハ 性風俗関連特殊営業店舗等 ニ 幼稚園又は特別支援学校 

ニ カラオケボックス等 (9)項 イ 特殊浴場 

(3)項 イ 料理店等 (16)項 イ 特定複合用途防火対象物 (※１) 

ロ 飲食店 (16の 2)項 地下街 (※２) 

(4)項 物品販売店舗等 (16の 3)項 準地下街 (※２) 

   ※１ 特定複合用途防火対象物とは、上記表の(1)項から(9)項までに掲げる用途が含まれる建物です。 

   ※２ 現在、磐田市内に地下街又は準地下街に該当する施設はありません。 

(2) 公表の対象となる違反の内容（規則第12条第２項） 

火災による被害を最小限にすることを考慮して、屋内消火栓設備、スプリンクラー設

備又は自動火災報知設備が一切設置されていない（未設置）建物（防火対象物）又は当

概設備等が設置されている場合で、機能不良の程度が著しく、本来の機能が損なわれて

いて未設置同等の状態にある建物（防火対象物）を公表の対象としています。 

公表の対象となる消防用設備等の概要 

屋内消火栓設備 
 火災が発生した場合に、建物の関係者等が初期消火のために使用する設備

で、水源、ポンプ、配管、ホース、ノズル等で構成される消火設備 

スプリンクラー設備 
 火災が発生した場合に、火災の熱を感知して自動的に放水して消火する設

備で、水源、ポンプ、配管、散水ヘッド等で構成される消火設備 

自動火災報知設備 

 火災が発生した場合に、火災の煙や熱を感知して自動的に建物利用者に火

災の発生を伝える設備で、受信機、感知器、音響装置、配線等で構成される

警報設備 

(3) 公表の実施（規則第13条第１項） 

消防職員が建物（防火対象物）への立入検査を実施した結果（２）に該当する違反を

認め、その結果を関係者に通知した日から 14 日を経過した日において、なお、同一の

違反内容が認められる場合に、公表を実施するものとします。 

(4) 公表の方法（規則第13条第１項） 

 多くの利用者等に当該違反対象物の情報を提供できる磐田市ホームページにおいて

公表するものとします。 



(5) 公表する事項（規則第13条第２項） 

公表の対象となる消防用設備等の違反の影響が建物全体におよぶものであることを

考慮して、次の事項を公表するものとします。 

ア 防火対象物の名称及び所在地 

 建物の名称（○○ビル）や、施設名称、店舗名称（○○商店）等の建物（防火対

象物）を特定する名称と所在地を公表するものとします。 

イ 違反の内容 

消防法令により必要とされる（２）の消防用設備等に関する違反の内容（消防法

施行令第８条の適用を受ける防火対象物の部分(※１)又は同施行令第９条の適用を

受ける防火対象物の部分(※２)に当該違反が認められた場合にあっては、その部分を

含む。）を公表するものとします。 

※１「消防法施行令第８条の適用を受ける防火対象物の部分」とは、開口部のない耐火構造の床又は

壁で区画された部分のことをいう。 

※２「同施行令第９条の適用を受ける防火対象物の部分」とは、複合用途防火対象物において消防用

設備等の義務違反が生じている棟や用途等の部分のことをいう。 

ウ その他消防長が必要と認める事項 

６ 施行期日等 

平成30年４月１日に改正条例を公布し、１年間の周知期間を設けたのち平成31年４月

１日から施行する計画でおります。 

７ 意見の募集期間 

  平成 29年８月21日（月）から平成29年９月22日（金）[当日消印有効] 

８ 磐田市火災予防条例の一部改正及び磐田市火災予防条例施行規則の一部改正(案)の閲覧 

(1) 磐田市ホームページからの閲覧 

(2) 閲覧所での閲覧（磐田市消防本部予防課 福田支所３階） 

          （市政情報コーナー 市役所本庁舎2階） 

※平日の午前８時30分から午後５時15分まで

９ 意見を提出できる方 

(1) 市内に住所を有する方 

(2) 市内に通勤又は通学する方 

(3) 市内に事務所又は事業所を有する方 

10 意見の提出方法 

  意見提出用紙に必要事項を記入し、次の方法により提出をお願いします。 

  電話及び口頭による意見の受付はしておりませんのでご了承ください。 

(1) 直接提出の場合 

提出先：磐田市消防本部予防課建築設備グループ窓口（福田支所３階） 

※平日の午前８時30分から午後５時１５分まで 

(2) 郵送の場合 

郵送先：〒437-1292 

  磐田市福田400 

 磐田市消防本部予防課建築設備グループ 



(3) ＦＡＸの場合 

ＦＡＸ送信先：0538-59-1766 

(4) Ｅメールの場合 

Ｅメール送信先：yobo@city.iwata.lg.jp

11 意見提出用紙 

磐田市ホームページからのダウンロード又は閲覧所にも用意しております。 

12 意見募集結果の公表など 

(1) 意見募集結果につきましては、内容ごとに整理分類し、ホームページなどで公表しま

す（ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください）。 

(2) ご記入していただいた住所・氏名・連絡先は、磐田市火災予防条例及び磐田市火災予

防条例施行規則改正以外の目的で使用いたしません。 

(3) 意見の募集結果を公表する際には、意見の内容以外（住所・氏名等）は、公表いたし

ません。 

13 問い合わせ 

  磐田市消防本部予防課 建築設備グループ 

  〒437-1292 磐田市福田400 

  電 話：0538-59-1719 

 ＦＡＸ：0538-59-1766 

  Ｅメール：yobo@city.iwata.lg.jp


