
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傷者を伴う

消防設備が設置されていない防火対象物が数多くあることが解りました

重大な消防法令違反のある防火対象物をホームページ等で公表する制度を実施するよう総務省

消防庁から通知されました。

 

 

 

  

うとする人に火災の危険性を認識してもらうとともに，防火対象物の所有者，管理者又は占有者

（以下「関係者」といいます。）による消防法違反の改善を促進

に上川北部消防事務組合火災予防条例
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公表制度

公表制度

公表制度

運用開始

近年，病院やホテル，社会福祉施設など不特定多数の方が利用される建物において，多くの死

傷者を伴う火災

消防設備が設置されていない防火対象物が数多くあることが解りました

重大な消防法令違反のある防火対象物をホームページ等で公表する制度を実施するよう総務省

消防庁から通知されました。

 

 

  重大な消防法令違反のある防火対象物の違反内容を公表することにより，その建物を利用しよ

うとする人に火災の危険性を認識してもらうとともに，防火対象物の所有者，管理者又は占有者

（以下「関係者」といいます。）による消防法違反の改善を促進

に上川北部消防事務組合火災予防条例

① 消防長は防火対象物の消防用設備の状況が法令の規定に違反する場合はその旨を公表するこ

とが出来ます。

② 公表するときは，防火対象物の関係者に公表することを通知します。

③ 公表の対象となる防火対象物

則で定めて

公表制度の背景

公表制度の目的

公表制度の内容

運用開始

近年，病院やホテル，社会福祉施設など不特定多数の方が利用される建物において，多くの死

火災が発生してい

消防設備が設置されていない防火対象物が数多くあることが解りました

重大な消防法令違反のある防火対象物をホームページ等で公表する制度を実施するよう総務省

消防庁から通知されました。

 

重大な消防法令違反のある防火対象物の違反内容を公表することにより，その建物を利用しよ

うとする人に火災の危険性を認識してもらうとともに，防火対象物の所有者，管理者又は占有者

（以下「関係者」といいます。）による消防法違反の改善を促進

に上川北部消防事務組合火災予防条例

消防長は防火対象物の消防用設備の状況が法令の規定に違反する場合はその旨を公表するこ

とが出来ます。 

公表するときは，防火対象物の関係者に公表することを通知します。

公表の対象となる防火対象物

則で定めています。

背景 

目的 

内容 

運用開始 

近年，病院やホテル，社会福祉施設など不特定多数の方が利用される建物において，多くの死

が発生していることから、

消防設備が設置されていない防火対象物が数多くあることが解りました

重大な消防法令違反のある防火対象物をホームページ等で公表する制度を実施するよう総務省

消防庁から通知されました。 

 

重大な消防法令違反のある防火対象物の違反内容を公表することにより，その建物を利用しよ

うとする人に火災の危険性を認識してもらうとともに，防火対象物の所有者，管理者又は占有者

（以下「関係者」といいます。）による消防法違反の改善を促進

に上川北部消防事務組合火災予防条例

消防長は防火対象物の消防用設備の状況が法令の規定に違反する場合はその旨を公表するこ

公表するときは，防火対象物の関係者に公表することを通知します。

公表の対象となる防火対象物

ます。（裏面「公表の方法」参照）

 平成３１年４月１日

近年，病院やホテル，社会福祉施設など不特定多数の方が利用される建物において，多くの死

ることから、

消防設備が設置されていない防火対象物が数多くあることが解りました

重大な消防法令違反のある防火対象物をホームページ等で公表する制度を実施するよう総務省

 

重大な消防法令違反のある防火対象物の違反内容を公表することにより，その建物を利用しよ

うとする人に火災の危険性を認識してもらうとともに，防火対象物の所有者，管理者又は占有者

（以下「関係者」といいます。）による消防法違反の改善を促進

に上川北部消防事務組合火災予防条例の改正を行います

消防長は防火対象物の消防用設備の状況が法令の規定に違反する場合はその旨を公表するこ

公表するときは，防火対象物の関係者に公表することを通知します。

公表の対象となる防火対象物及び違反の内容は上川北部消防事務組合火災予防条例施行規

（裏面「公表の方法」参照）

平成３１年４月１日

近年，病院やホテル，社会福祉施設など不特定多数の方が利用される建物において，多くの死

ることから、国が調査を実施した

消防設備が設置されていない防火対象物が数多くあることが解りました

重大な消防法令違反のある防火対象物をホームページ等で公表する制度を実施するよう総務省

 

重大な消防法令違反のある防火対象物の違反内容を公表することにより，その建物を利用しよ

うとする人に火災の危険性を認識してもらうとともに，防火対象物の所有者，管理者又は占有者

（以下「関係者」といいます。）による消防法違反の改善を促進

の改正を行います

消防長は防火対象物の消防用設備の状況が法令の規定に違反する場合はその旨を公表するこ

公表するときは，防火対象物の関係者に公表することを通知します。

及び違反の内容は上川北部消防事務組合火災予防条例施行規

（裏面「公表の方法」参照） 

平成３１年４月１日

近年，病院やホテル，社会福祉施設など不特定多数の方が利用される建物において，多くの死

を実施した

消防設備が設置されていない防火対象物が数多くあることが解りました

重大な消防法令違反のある防火対象物をホームページ等で公表する制度を実施するよう総務省

 

重大な消防法令違反のある防火対象物の違反内容を公表することにより，その建物を利用しよ

うとする人に火災の危険性を認識してもらうとともに，防火対象物の所有者，管理者又は占有者

（以下「関係者」といいます。）による消防法違反の改善を促進

の改正を行います。 

消防長は防火対象物の消防用設備の状況が法令の規定に違反する場合はその旨を公表するこ

公表するときは，防火対象物の関係者に公表することを通知します。

及び違反の内容は上川北部消防事務組合火災予防条例施行規

 

平成３１年４月１日

近年，病院やホテル，社会福祉施設など不特定多数の方が利用される建物において，多くの死

を実施した結果，法令で義務付けられている

消防設備が設置されていない防火対象物が数多くあることが解りました

重大な消防法令違反のある防火対象物をホームページ等で公表する制度を実施するよう総務省

 

重大な消防法令違反のある防火対象物の違反内容を公表することにより，その建物を利用しよ

うとする人に火災の危険性を認識してもらうとともに，防火対象物の所有者，管理者又は占有者

（以下「関係者」といいます。）による消防法違反の改善を促進し，防火安全体制の確立を目的

消防長は防火対象物の消防用設備の状況が法令の規定に違反する場合はその旨を公表するこ

公表するときは，防火対象物の関係者に公表することを通知します。

及び違反の内容は上川北部消防事務組合火災予防条例施行規

平成３１年４月１日

近年，病院やホテル，社会福祉施設など不特定多数の方が利用される建物において，多くの死

結果，法令で義務付けられている

消防設備が設置されていない防火対象物が数多くあることが解りました。このような状況を受け

重大な消防法令違反のある防火対象物をホームページ等で公表する制度を実施するよう総務省

 

重大な消防法令違反のある防火対象物の違反内容を公表することにより，その建物を利用しよ

うとする人に火災の危険性を認識してもらうとともに，防火対象物の所有者，管理者又は占有者

し，防火安全体制の確立を目的

消防長は防火対象物の消防用設備の状況が法令の規定に違反する場合はその旨を公表するこ

公表するときは，防火対象物の関係者に公表することを通知します。 

及び違反の内容は上川北部消防事務組合火災予防条例施行規

老人ホーム

平成３１年４月１日 

近年，病院やホテル，社会福祉施設など不特定多数の方が利用される建物において，多くの死

結果，法令で義務付けられている

。このような状況を受け

重大な消防法令違反のある防火対象物をホームページ等で公表する制度を実施するよう総務省

  

重大な消防法令違反のある防火対象物の違反内容を公表することにより，その建物を利用しよ

うとする人に火災の危険性を認識してもらうとともに，防火対象物の所有者，管理者又は占有者

し，防火安全体制の確立を目的

消防長は防火対象物の消防用設備の状況が法令の規定に違反する場合はその旨を公表するこ

及び違反の内容は上川北部消防事務組合火災予防条例施行規

老人ホーム 

近年，病院やホテル，社会福祉施設など不特定多数の方が利用される建物において，多くの死

結果，法令で義務付けられている

。このような状況を受け

重大な消防法令違反のある防火対象物をホームページ等で公表する制度を実施するよう総務省

重大な消防法令違反のある防火対象物の違反内容を公表することにより，その建物を利用しよ

うとする人に火災の危険性を認識してもらうとともに，防火対象物の所有者，管理者又は占有者

し，防火安全体制の確立を目的

消防長は防火対象物の消防用設備の状況が法令の規定に違反する場合はその旨を公表するこ

及び違反の内容は上川北部消防事務組合火災予防条例施行規



 ・公表の対象となる防火対象物

 ・重大な消防法令違反の内容

   

対象物で，これらの消防用設備が一切設置されていない場合

 

 ・公表の時期

  

 日が経過しても，その違反が認められる場合に公表します。

 

 ・公表の方法

  

 

 ・公表する事項

  

  

  

 

・公表の対象となる防火対象物

項 別 

1項 
イ

ロ

2項 

イ

ロ

ハ

ニ

3項 
イ

ロ

4 項 

・重大な消防法令違反の内容

   屋内消火栓設備，スプリンクラー設備，または自動火災報知設備の設置義務がある防火

対象物で，これらの消防用設備が一切設置されていない場合

・公表の時期

  消防が立入検査で重大な違反を確認し

日が経過しても，その違反が認められる場合に公表します。

公表は違反が改善されるまでの間継続します。

・公表の方法

  上川北部消防事務組合ホームページへ掲載します。

・公表する事項

  ① 建物の名称

  ② 建物の所在地

  ③ 違反内容（○○消防設備の未設置）

【公表のイメージ】

・公表の対象となる防火対象物

 

イ 劇場・映画館・演芸場等

ロ 公会堂・集会場

イ キャバレー・ナイトクラブ等

ロ 遊技場・ダンスホール

ハ 性風俗関連営業店舗等

ニ カラオケボックス等

イ 料理店 

ロ 飲食店 

 百貨店・店舗等

・重大な消防法令違反の内容

屋内消火栓設備，スプリンクラー設備，または自動火災報知設備の設置義務がある防火

対象物で，これらの消防用設備が一切設置されていない場合

・公表の時期（組合・火災予防条例施行規則

消防が立入検査で重大な違反を確認し

日が経過しても，その違反が認められる場合に公表します。

公表は違反が改善されるまでの間継続します。

・公表の方法（組合・火災予防条例施行規則

上川北部消防事務組合ホームページへ掲載します。

・公表する事項（組合・火災予防条例施行規則

建物の名称 

建物の所在地 

違反内容（○○消防設備の未設置）

【公表のイメージ】

・公表の対象となる防火対象物

用  

劇場・映画館・演芸場等

公会堂・集会場 

キャバレー・ナイトクラブ等

遊技場・ダンスホール

性風俗関連営業店舗等

カラオケボックス等

百貨店・店舗等 

・重大な消防法令違反の内容

屋内消火栓設備，スプリンクラー設備，または自動火災報知設備の設置義務がある防火

対象物で，これらの消防用設備が一切設置されていない場合

（組合・火災予防条例施行規則

消防が立入検査で重大な違反を確認し

日が経過しても，その違反が認められる場合に公表します。

公表は違反が改善されるまでの間継続します。

（組合・火災予防条例施行規則

上川北部消防事務組合ホームページへ掲載します。

（組合・火災予防条例施行規則

違反内容（○○消防設備の未設置）

【公表のイメージ】 

・公表の対象となる防火対象物 

  途 

劇場・映画館・演芸場等 

キャバレー・ナイトクラブ等 

遊技場・ダンスホール 

性風俗関連営業店舗等 

カラオケボックス等 

・重大な消防法令違反の内容（組合・火災予防条例施行規則

屋内消火栓設備，スプリンクラー設備，または自動火災報知設備の設置義務がある防火

対象物で，これらの消防用設備が一切設置されていない場合

（組合・火災予防条例施行規則

消防が立入検査で重大な違反を確認し，

日が経過しても，その違反が認められる場合に公表します。

公表は違反が改善されるまでの間継続します。

（組合・火災予防条例施行規則

上川北部消防事務組合ホームページへ掲載します。

（組合・火災予防条例施行規則

違反内容（○○消防設備の未設置）

項 

5 項イ

6項 

9 項イ

16 項イ

16の

16の

（組合・火災予防条例施行規則

屋内消火栓設備，スプリンクラー設備，または自動火災報知設備の設置義務がある防火

対象物で，これらの消防用設備が一切設置されていない場合

（組合・火災予防条例施行規則 第９条の３）

，建物の関係者に違反であることを

日が経過しても，その違反が認められる場合に公表します。

公表は違反が改善されるまでの間継続します。 

（組合・火災予防条例施行規則 第９条の３）

上川北部消防事務組合ホームページへ掲載します。

（組合・火災予防条例施行規則 第９条の３）

違反内容（○○消防設備の未設置） 

 別 

項イ 旅館・ホテル等

 

イ 病院・診療所・助産所

ロ 老人ホーム等

ハ デイサービス・保育園等

ニ 幼稚園・特別支援学校等

項イ 蒸気浴場（サウナ・岩盤浴）

項イ ここに記載した施設が複合したもの

の2項 地下街

の3項 準地下街

（組合・火災予防条例施行規則

屋内消火栓設備，スプリンクラー設備，または自動火災報知設備の設置義務がある防火

対象物で，これらの消防用設備が一切設置されていない場合

第９条の３）

建物の関係者に違反であることを

日が経過しても，その違反が認められる場合に公表します。 

第９条の３）

上川北部消防事務組合ホームページへ掲載します。 

第９条の３）

用   

旅館・ホテル等 

病院・診療所・助産所

老人ホーム等 

デイサービス・保育園等

幼稚園・特別支援学校等

蒸気浴場（サウナ・岩盤浴）

ここに記載した施設が複合したもの

地下街 

準地下街 

（組合・火災予防条例施行規則 第９条の２）

屋内消火栓設備，スプリンクラー設備，または自動火災報知設備の設置義務がある防火

対象物で，これらの消防用設備が一切設置されていない場合 

第９条の３） 

建物の関係者に違反であることを

 

第９条の３） 

第９条の３） 

○○病院

上川北部消防事務組合

消防企画課

☎０１６５

   途 

 

病院・診療所・助産所 

デイサービス・保育園等 

幼稚園・特別支援学校等 

蒸気浴場（サウナ・岩盤浴）

ここに記載した施設が複合したもの

第９条の２） 

屋内消火栓設備，スプリンクラー設備，または自動火災報知設備の設置義務がある防火

建物の関係者に違反であることを通知した後１４

○○病院 

【担当・お問い合わせ】

上川北部消防事務組合

消防企画課 予防係

☎０１６５４－

蒸気浴場（サウナ・岩盤浴） 

ここに記載した施設が複合したもの 

 

屋内消火栓設備，スプリンクラー設備，または自動火災報知設備の設置義務がある防火 

通知した後１４

【担当・お問い合わせ】

上川北部消防事務組合消防本部

予防係 

－３－２６２７

 

通知した後１４ 

【担当・お問い合わせ】 

消防本部 

２６２７ 


