
建築基準法令の防火規制

【構造制限】　　耐火建築物等としなければならない福祉施設等

3倍以上の宙に福祉施設等がある ���靄ｩ'ｩZｉd�#x��胤(爾��

2階に福祉施敦等が300nf以上ある 傀���靄ｩ'ｩZｉd�#x��t�ﾒ��

内装fI限の対象となる福祉施設等(令1 28条の4①)

耐火建築物 �8ﾗ���8,ﾉ�h,ﾉY�8郢�ﾙ9冤ｩ��3��''Bx決�2�

準耐火建築物 �(､ｸ,ﾉY�8郢�ﾙ9冤ｩ��3��ﾖ(決�2�

その他の建築物 兀�8郢�ﾙ9冤ｩ��#��ﾖx決�2�

【内装制限】

･調理室の火気使用部分の内装は準不燃材料

【避難関係】
養護老人ホームでは廊下の幅が1.35m (中廊下は1.8m)以上とする｡

非常用の照明装置はすべて設置が必要｡

排煙設備は延床面積が500m2以上のものに設置C

養護老人ホーム､特別養護老人ホーム等の居室は地階に設けてはならない｡
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7J葺フI歪瞥Ej里I tjol到青Rll

【千五Zll 8J】

【 LHをXll 8J】 LN智ZIIを2Jql曾皇呈 仞X益��5d･賈kﾈﾘiH��#�HｾSHu3r�

LH到7J辛苦 �8���踐ﾉz&ﾈ����ﾉ��5fﾅ貽､�纔ﾘhｧx�3��ﾘ9��踟"�

歪LN到召葺き �(ﾙ�%Vﾉ���Vﾉ�ﾉfﾘｿ8ﾋ��ﾈ謫3��ﾓ��墓�"�

フfEL旦一7J考量 ����W)�ﾄ･讓ｶtR�謫#��ﾓ#�ﾅ踟"�

･杢己l^22l封フl^r阜辛苦旦J LH智喜音量日和孟

【司LLJlLLJql 】
oot主上OJ喜01囚古早三号OI 135m(青草三吉1.8m)Ol^olj2.主を⊂ト.

正卜曽%杢胃を大l古旦手･AZa大Iフト雪見督.

tlHqJJ'at]l主CT3叫E=4日司Ol 500m20l^ol望召♀召大l

且Oot土OJ喜,号望見Oot土OJ善吉旦I 71^j三大18ト書01憎大I古トq人1主OLriJEL

FI湘
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高齢者福祉施設等にかかる消防法上の扱い

･長崎県大村市のグループホームの火災(平成18年1月　死

者7名)を受け､平成19年6月に他の福祉施設等に比べて
特に防火安全対策を強化すべきものとして消防法施行令別
表第-に(六)項ロとして特出しで規制

･ロ　老人短期入所施設､養護老人ホーム､特別養護老人

ホーム､有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入
居させるものに限る｡ )､介護老人保健施設､救護施設も乳児
院､障害児入所施設､障害者支援施設(主として障害の程度
が重い者を入所させるものに限る｡ )､老人福祉法第5条の2
第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは
認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設叉は障害
者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは
共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入
所させるものに限るoハにおいて｢短期入所等施設｣という｡ )

ll

ユEaスト早天l^[空音ql LJ8J仝t]ol曽^ol里l手I吉

雷｣一｣

己　｢こ/~■l -｣l　⊂⊃　L;=　≡∃　Cj tj

盟.iji...[措?I.. ･.....I:.
ロ0莞06出利Jl翌朝雷633聖

8 1ユ-L甜酬oJ人,馴牌-針-可oj阜嘗-%朋AJ



現在の(6)項ロ
ロ(.'慨線描醒養護軍隼ム､準別養護老隼ム･軽費

老人ホーム

有

摘模多義麗型点病姓

苛酷㌘鰯藤紛事業を行う施設ぞ

生活援助を行う施設

月nJ o t月

岩村

亘かp H剤
｢言邦泉o

)ヽくノ一)2345(′■■､ヽ((

l:<nqnj

副

短期入所若しくは〝
又は鯛
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現在の(6)項ハと(6)項ニ

′ I( ljFf鷲㌍禦,%9^-#聯串轟斗老人トム

諸掛垂感

(5) ,鰍庶糊轡

奮芸;.,Su支援若しくは　襲撃轟緑共晶主義助去行う盟

二　幼稚園又は特別支援学校

召利望l(6)営8剥く6)営2

8 Er喜01l LトErLLg曽重tEH^oL号

軌串ル　jく■　:.1利J

2 ♀0憎呈主号望天l%J甲正

･o卜五-･空耳酬oJ人･^jq. -酬61酬人-Oa阜- -鮒

側　　　　主

呈



高齢者福祉施設等について消防法令上
特に基準を強化している事項

･防火管理義務対象が収容人員1 0人以上

(他の特定用途(たとえば病院等)は30人以上)

･廷面積の下限なく設置義務のある消防用設備等

消火器､スプリンクラー設備､日動火災報知設備､

消防機関へ通報する火災報知設備(自火報連動

義務)､ (誘導灯)

･延面積の下限なく消防用設備等の設置時に消防機関の

受検義務

i*q

ユEjスト早天l人l望望亡日吉トq土tjol曽ej^oL

与司フI歪呈7ol到古トユOJ主人卜営

･暫封沓己J里卜早EH^oloI手書OJ%J IOOJ Ol^ol

(Er善言雪害王(ql書きETB曽%J喜)喜300J Ol^ol)

･望望司511 8帽JoiOt望大関早フトoJ古土Ljor書留叫喜

土到フr,全室EJ書司^a叫.スト号室卜祁E=哲夫憎tll,土LjotフILJ舌皇主

音且古卜主立卜利幸呈^jt]l(スト到旦qL青史l早), (♀主音)

･ qi望司望古帽._=lOiOl土営舎^a叫喜望望大凶里l

土t]olフILJ望手召2暮早
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表　高齢者福祉施設(現消防法施行令別表第一(6)項口)に対する
消防法令の規制強化の変遷　①

己史正期巳 亢ｹ�xｺﾘ嶌,ﾉ>�vR�施行期日 弍��i�ｸｷ��4ｹw�ｯｩ?｢�契機と7hiつた火災 

1987.10.2 �5�7h8ｨ984�8��ｹ�ﾙOR��ｪ%5�｢�,ﾉ�ﾙ'R�ｮ顏�ｺﾘ峇�H-ilｩ�����ﾓ(決�8�ｳ�����ﾓ(決�2��1988.4.1 ��涛b紕���1986.7.31(昭和61年) 神戸市障害者福祉施 設｢陽気寮｣火災(8名 死亡) 

屋内消火栓設備等の設置基準の強化 

(昭和62年) �(昭和63年) 忠[ﾙ�ﾃ吋竰�1987.6.6(昭和62年) 東京都東村山市特別 

(sp設置基準強化に伴う整備) 劔wｸﾎﾉ��ﾈ7ｨ�ｸ8�(鉙����8懆ﾝ���ykﾈ��e2��

1996.2.16 �鞏�,ｩ_��Y'X,ﾉ�ﾙ'Xｶ�k�峇�H-ilｩ���1996,4.1 ��涛ゅB��� 

(平成8年) 鉄��ﾓ(決�2��(平成8年) 忠[ﾙ�ﾃ��D竰�

亜ユ召天｢早大[^l^jLgL土曽当人憎召望亜利1 (6倍刊011 q18L_t仝t]ot日召旦l奇利7ol到旦l坦XJ ㊤

7H召フloj 抹I�貪v�)YYz&ﾄﾆ靜��人ト響oj �7Dﾈ隧�8��謦���7Fﾆ��71ーフlフrgL到利 

1987.10.2 �7凩ｶ�ｨ*ｸ譎�ﾘｺ嫡�謦ﾚ%5�2幌eﾙ�Vﾈ7Fﾂ�ﾎ�v�M｢�R�謫c���ﾓ&�踟(�ｳ����ﾓ"��踟"��1988.4.1 ��涛b紕���1986.7.31神戸市XolOH 六r^l望｢陽気寮｣到瑚 (8g人憎) 1987.6.6東京都東村 山市言望土OJ喜｢松寿 

号LH△封XJ召tJl古里IJさg大l7倍当,or 

到(SP^a大lフl歪7or到ql叩き召tll) 劍��8ﾅﾈﾍ���w���ﾇ&ﾂv�"��

1996.2.16 �9騫移�ﾖ4｢vwF��&ﾄｧFy�Vﾆyfﾘ琶YG�ﾇ�ﾈ謦��ﾓ&�踟"��1996.4.1 ��涛ゅB��� 
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表　高齢者福祉施設(現消防法施行令別表第-(6)項口)に対する

消防法令の規制強化の変遷②

改正期日 亢ｹ�xｺﾘ嶌,ﾉ>�vR�施行期日 弍��i�ｸｷ��4ｹw�ｯｩ?｢�契機となった 火災 

2007.6.13 冉�隰yyﾘ�)�ﾙ'Xｮ顏�,ﾈｺﾘ峇茨ｹvY�ﾈ輯3��ﾈ撃��8�ｳ���ﾈ決�2��2009.4.1 �#��偵B���閏ﾙ�ﾃ#�D竰�2006.1.8(辛 

消防機関による設置時検査受検義務の強化(延 べ面積300m2以上⇒面積制限撤廃) 

消火器具の設置基準の強化(延へ面積150m2以 �2010.4.2 

上⇒面積制限撤廃) �(平成22年) ��ﾃ�吋笙+r�ﾞ位y�Y�ｨ�2�4�8ｸ�ｸ7b�

spの設置基準強化(延べ面積1000m2以上う275 �2012.4.1 (平成24年) 

(平成19年) 盲(決�2亶�-��9�hｾh柯ｮ顏�9�,ﾉ�餔R�(平成21年) 勁-ム｢やす らぎの里｣火 災(7名死 

屋内消火栓設備の設置基準の強化(sp設置基 
準強化に伴う整備) 劔e2��

自動火災報知設備(以下｢自火報｣)の設置基準 の強化(延へ面積300m2以上⇒面積制限撤廃) 

火災通報装置の設置基準の強化(延へ面積50 m2以上⇒面積制限撤廃) 

亜ユ召Xr早大F^l空く81L仝Ljor日大憎召利1(6)宮子)01[ ⊂帽._[仝Ljor日曽旦l有司I7or卑2日llLXJ②

フH召フloj ���y8/�YYz&ﾄﾆ靜����ﾉ��7Fﾆ��フlき土台 司書フloj 俶綿7Fﾈ7G$T｢�u��｢�

2007.6.13 �4謨Tﾅ��ﾉ�霑9�T�7Fﾉxｹ%Vﾃv�)9竏訷���^�3��､��踝ﾃ����､�踟"���#��偵B���2009.4.1 (平成21年) �#��b��繪+r�ﾞ位y�Y�ｨ�2�8hﾌ8��(."�

仝曽フF世0112l8JJg大l人l召 (gE!司300m20l^oL>Eq.:司天 ��ﾇ(訷�9h鬟v�)9��Kｳ�Hﾈ(譌D��

入朝書千里l^j大lフI雷g7or到憎望司150m20l 剴#���紕�"�

^or->qL_当欄leI型iill) 剪閏ﾙ�ﾃ#)D竰�

P里lJkS大lフl吾7or到憎日当1000m2人l^or-> 剴#��"紕���閏ﾙ�ﾃ#ID竰�

(平成19年) �#sVﾓ#�ﾅ踐ﾂ們���y育�譏7Fﾂ�歪書聖l召叫 忠[ﾙ�ﾃ#�D竰��+x.x*ﾈ,ﾉz*2�9騫ｃvu�"�R狽��

♀LH仝到xJJtgt]l旦l望大lフl雷7or量r(sp^j大lフl雷 7or室川l叫E召t]l) 

天ト音卦XNEE,r天憎ul里l^j大lフ 300m201^oL>EqL_司XII81雪面 刎3S#�s�Hﾅﾄ�g&ﾄﾈ謦���

封XH今呈^j叫旦l^j大l7倍2 00m20ト公一〉EqL:司Xll智聖-A 砺�ﾅCｧ�ﾄWD畔謦���

スHせ-･Aj-スH人｢司-聖-酬酬鞭51聖朝,A.,u巨3



表　高齢者福祉施設(現消防法施行令別表第一(6)項口)に対する
消防法令の規制強化の変遷　③

改正期B 亢ｹ�xｺﾘ嶌,ﾉ>�vR�施行期日 弍��i�ｸｷ��4ｹw�ｯｩ?｢�契機とT:iつた火災 

2013.12.27 (平成25年) �7�,ﾉ�ﾙ'Xｮ顏�ｺﾘ峇ｃb俘�ﾏｹ�ﾈ,b�2�B�-ilｩ��#sVﾓ(決�8*Ilｩ���xﾌ�5�G���2015,4.1 (平成27年) �#��ゅB���閏ﾙ�ﾃ3�D竰�2009.3.19(平成21年) 群馬県渋)廿市高齢者施 設｢たまゆら｣火災(10 名死亡) 2010.3.13(平成22年) 札幌市クループホーム ｢みらいとんでん｣火災 (7名死亡) 2013.2.8(平成25年) 長崎市クループホーム 火災(5名死亡) 

火災通報装置の自火報連動義務化 

宜ユ召スト早天l人憎く-dL土曽当人憎召判1(6)宮刊01l EH8J仝t'orヨ習皇l寸Xll7or到旦l坦XJ③

フH召人lフl �7D淫$Uﾒ9���#v�9萇Dhﾎ��人ト習oj �7Fﾈ隧7��B�譏��ｷｹ�｢�曽召7M召01tqo曹呈叫 XJ到和人r7J 

2013.12.27 (平成25年) �7�,ﾉ�ﾙ'Xｮ顏�ｺﾘ峇ｃb俘�ﾏｲ���,b�2�B�-ilｩ��#sVﾓ(決�8*Ilｩ���xﾌ�5�G����eﾙ�Vﾈ7Fﾉxｳv�)9竄ッ亶ｸ�����6ﾂ�2��ﾄTd版��2015.4.1 (平成27年) �#��ゅB���閏ﾙ�ﾃ3�D竰�2009.3.19(平成21年) 

司275m20l^or-〉望司村控L_増司l) 劍ﾅ�F靆x���ﾈ�88h���ﾂ�vz(+ﾘ-ﾈ.H.z8��ﾂ����4��ﾇ'Eﾖ�"��#����2��2閏ﾙ�ﾃ#)D竰�腦g倡88hﾌ8��(-ﾘ.x*(,b�/�,X/�99靜ｃvy�ﾊ"��#��

火災通報装置の自火報連動義務化 郵相△呈望Ljl到スト吉到相EDt大l^jLjL里l 

｢ 望青空l早到 剴#��2�"繧閏ﾙ�ﾃ#YD竰�+xﾞ育88im8ｮﾉ9霰h懌�末茶Vy�ﾈ6x�"��
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