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注）各技術基準については、根拠あるいは関連する法令等の改正があった場合は、関

係する法令等の適用に配意して運用すること。

凡 例

無印：法令基準

防火に関する規定に係る法令（第２章）による事項

◆ ：指導基準

東京消防庁が消防機関として有する過去の火災事故事例等に係る知見及び技術的背

景等を踏まえ、都市部の密集性や防火対象物の用途特性等から生じる潜在危険あるい

は消防用設備等の特性等に鑑み、防火安全性の向上を図ることを目的として定めた行

政指導事項

第１章 総則

第第１１章章 総総 則則

１１ 目目 的的

この基準は、消防法（昭和 年法律第 号）第７条及び第８条の３の規定に基づく消防同意及び防炎規制

に係る審査並びに消防用設備等及び火を使用する設備等に係る届出の審査又は検査に必要な事項を定めると

ともに、防火対象物の安全性向上に寄与することを目的とする。

２２ 運運用用上上のの留留意意事事項項

この基準は、防火に関する規定の運用解釈、取扱いなどの法令基準に基づくものに加え、消防機関として

有する火災等の災害に係る知見及び都市部の密集性あるいは消防用設備等に係る技術的背景等から、防火対

象物の用途特性に応じた安全対策を向上するために当庁が附加した行政指導事項も含まれている。

これらの指導事項（基準内は◆で表示）については、防火対象物の安全性向上のために相応の効果がある

ものとして定めたものではあるが、防火対象物の関係者（所有者、管理者及び占有者）、設計者及び施工者

等（以下「関係者等」という。）に義務を課すものではなく、あくまで相手方の任意の協力によって実現さ

れるものであることを前提としなければならない。

つまり、職員が当該関係者等に対して、火災安全性向上の必要性や具体策について火災事故事例や技術的

背景等を踏まえた説明を行い、関係者等に判断を委ね、その理解を得てはじめて具現化するものであること

に留意する必要がある。

また、当該事項に係る行政指導については指導経過等を明確に記録する等、事務処理上の不均衡を生じな

いような配意が必要である。

３３ 用用語語例例

⑴ 法とは、消防法（昭和 年法律第 号）をいう。

⑵ 政令とは、消防法施行令（昭和 年政令第 号）をいう。

⑶ 省令とは、消防法施行規則（昭和 年自治省令第６号）をいう。

⑷ 危政令とは、危険物の規制に関する政令（昭和 年政令第 号）をいう。

⑸ 危省令とは、危険物の規制に関する規則（昭和 年総理府令第 号）をいう。

⑹ 条例とは、火災予防条例（昭和 年東京都条例第 号）をいう。

⑺ 条則とは、火災予防条例施行規則（昭和 年東京都規則第 号）をいう。

⑻ 建基法とは、建築基準法（昭和 年法律第 号）をいう。

⑼ 建基政令とは、建築基準法施行令（昭和 年政令第 号）をいう。

⑽ 建基省令とは、建築基準法施行規則（昭和 年建設省令第 号）をいう。

⑾ 建安条例とは、東京都建築安全条例（昭和 年東京都条例第 号）をいう。

⑿ 建基規則とは、東京都建築基準法施行規則（昭和 年東京都規則第 号）をいう。

⒀ 施行規程とは、火災予防施行規程（昭和 年７月東京消防庁告示第 号）をいう。

⒁ 火災予防規程とは、東京消防庁火災予防規程（昭和 年５月東京消防庁訓令第 号）をいう。

⒂ 特例基準とは、消防法施行令並びに火災予防条例の特例基準等に関する規程（昭和 年４月東京消防庁

訓令甲第６号）をいう。

⒃ 共同住宅等特例基準（第 号）とは、共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について（平

成８年４月１日予予第 号予防部長依命通達（平成 年４月１日廃止））をいう。

⒄ 特定共住省令とは、特定共同住宅等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 年総務省令第 号）をいう。

⒅ 電安法とは、電気用品安全法（昭和 年法律第 号）をいう。

⒆ 電安政令とは、電気用品安全法施行令（昭和 年政令第 号）をいう。

⒇ とは、日本産業規格をいう。

電気設備技術基準とは、電気設備に関する技術基準を定める省令（平成９年通商産業省令第 号）をい

う。
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第５章 中間検査及び使用検査要領 
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第６章 届出審査要領・審査項目 

 

第１節 総  論 

 

第２節 届出審査要領・審査項目 

 
第７章 資料編 
 
注）各技術基準については、根拠あるいは関連する法令等の改正があった場合は、関係

する法令等の適用に配意して運用すること。 

 

 

 

用語例 

((１１)) 法とは、消防法（昭和23年法律第186号）をいう。   

((２２)) 政令とは、消防法施行令（昭和36年政令第37号）をいう。 

((３３)) 省令とは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）をいう。 

((４４)) 危政令とは、危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第306号）をいう。 

((５５)) 危省令とは、危険物の規制に関する規則（昭和34年総理府令第55号）をいう。 

((６６)) 条例とは、火災予防条例（昭和37年東京都条例第65号）をいう。 

((７７)) 条則とは、火災予防条例施行規則（昭和37年東京都規則第100号）をいう。 

((８８)) 建基法とは、建築基準法（昭和25年法律第201号）をいう。 

((９９)) 建基政令とは、建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）をいう。   

((1100)) 建基省令とは、建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）をいう。 

((1111)) 建安条例とは、東京都建築安全条例（昭和25年東京都条例第89号）をいう。 

((1122)) 建基規則とは、東京都建築基準法施行規則（昭和25年東京都規則第194号）をいう。 

((1133)) 施行規程とは、火災予防施行規程（昭和37年７月東京消防庁告示第17号）をいう。 

((1144)) 火災予防規程とは、東京消防庁火災予防規程（昭和61年５月東京消防庁訓令第36号）をいう。 

((1155)) 特例基準とは、消防法施行令並びに火災予防条例の特例基準等に関する規程（昭和39年４月東京消防

庁訓令甲第６号）をいう。 

((1166)) 共同住宅等特例基準（第253号）とは、共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例につい

て（平成８年４月１日予予第253号予防部長依命通達（平成19年４月１日廃止））をいう。 

((1177)) 特定共住省令とは、特定共同住宅等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17年総務省令第40号）をいう。   

((1188)) 特小省令とは、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）をいう。 

((1199)) 電安法とは、電気用品安全法（昭和36年法律第234号）をいう。 

((2200)) 電安政令とは、電気用品安全法施行令（昭和37年政令第324号）をいう。 

((2211)) JISとは、日本産業規格をいう。  

((2222)) 電気設備技術基準とは、電気設備に関する技術基準を定める省令（平成９年通商産業省令第52号）を

いう。 

((2233)) バリアフリー法とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91

号）をいう。 

((2244)) バリアフリー令とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成18年政令

第379号）をいう。 

((2255)) 建築物バリアフリー条例とは、高齢者、障害者などが利用しやすい建築物の整備に関する条例（平成

15年東京都条例第155号）をいう。 

((2266)) 耐火構造とは、建基法第２条第７号に規定するものをいう。 

((2277)) 準耐火構造とは、建基法第２条第７号の２に規定するものをいう。 

((2288)) 防火構造とは、建基法第２条第８号に規定するものをいう。 

((2299)) 準防火構造とは、建基法第23条に規定する準防火性能を有するものをいう。 

((3300)) 不燃材料とは、建基法第２条第９号に規定するものをいう。 

((3311)) 準不燃材料とは、建基政令第１条第５号に規定するものをいう。 

((3322)) 難燃材料とは、建基政令第１条第６号に規定するものをいう。 

((3333)) 特定不燃材料とは、条例第３条第１項第１号に規定するものをいう。 

((3344)) 防火設備とは、建基法第２条第９号の２ロ及び第61条に規定するものをいう。 

((3355)) 特定防火設備とは、建基政令第112条第１項に規定するものをいう。 

((3366)) 防火戸とは、建基政令第109条第１項に規定するものをいう。 

((3377)) 特定防火戸とは、特定防火設備のうちの防火戸をいう。 

((3388)) 防火防煙ダンパーとは、建基政令第112条第21項に規定する構造（同項第１号に規定する閉鎖機構及

び第２号に規定する遮煙性能が要求されるもの）の特定防火設備をいう（第４章に限る。）。※ 

※ 防火設備のうち ((3388))以外の「防火ダンパー」については、関係する章において個別に定義している

ので、種別、取扱いには留意すること。 

((3399)) 登録認定機関とは、省令第31条の５に規定する法人をいう。 

((4400)) 要綱とは、東京消防庁火災予防規程事務処理要綱（平成３年８月１日予予第778号予防部長依命通達）

をいう。 

((4411)) 小規模特定用途複合防火対象物とは、省令第13条第１項第２号に規定するものをいう。 
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凡   例 

無印：法令基準 

 防火に関する規定に係る法令（第２章）による事項 

◆ ：指導基準 

東京消防庁が消防機関として有する過去の火災事故事例等に係る知見及び技術的背

景等を踏まえ、都市部の密集性や防火対象物の用途特性等から生じる潜在危険あるいは

消防用設備等の特性等に鑑み、防火安全性の向上を図ることを目的として定めた行政指

導事項 
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第第３３章章  火火気気設設備備等等のの技技術術基基準準  

第第１１節節  総総    論論  

第第１１  共共通通事事項項  

１１  条条例例等等のの運運用用  

⑴ 火気設備等 

ア 火を使用する設備とは、燃焼を伴う設備で、炉、厨房設備、ボイラー、ストーブ等で火源を有し、使用

上容易に移動できない形態のものをいう。また、熱源については、灯油、重油等の液体燃料、都市ガス、

液化石油ガス等の気体燃料、薪、石炭等の固体燃料がある。 

イ その使用に際し、火災の発生のおそれのある設備とは、そのものが直接火を使用するわけではないが、

その使用により火災の発生源となる危険性のあるもので、通常の使用状態で発熱体等の温度が100℃を超

える電気を熱源とする設備又は電磁誘導加熱式調理機器等の電磁誘導等により加熱する方式の設備、若

しくは変電設備、蓄電池設備、ネオン管灯設備等の電気設備で、使用上容易に移動できない形態のものを

いう。（ア及びイをあわせて「火気設備」といい、以下「火気設備」という。ただし、⑵から((2222))までの運

用においては、条例第11条から第15条までに規定する電気設備は含まない。） 

ウ 火を使用する器具とは、燃焼を伴う器具で、七輪、移動式石油ストーブ、移動式ガスこんろ等で、使用

上容易に移動可能な形態のものをいう。 

エ その使用に際し、火災の発生のおそれのある器具とは、そのものが直接火を使用するわけではないが、

その使用により火災の発生源となる危険性のあるもので、通常の使用状態で発熱体等の温度が100℃を超

える器具で、移動式電気ストーブ、移動式電気こんろ等で、使用上容易に移動可能な形態のものをいう。

（ウ及びエをあわせて「火気器具」といい、以下「火気器具」という。） 

⑵ 火災予防上安全な距離 

ア 条例第３条第１項第１号、条例第18条第１項第１号及び条例第21条第１項第１号に規定する「火災予

防上安全な距離」（以下「離隔距離」という。）は火気設備等の使用に際して、付近にある可燃物等に対す

る熱的影響及び飛び火などによる火災を防止するため、一定の距離を保つほか、火気設備等の本体の点

検、整備のための空間を確保する必要があり、所要の構造要件を満たし、可燃物等からの火災予防上安全

な距離を保つ必要がない場合においても、点検・整備のための空間を確保するものである。 

なお、点検・整備のための空間は、火気設備等の安全装置、燃焼装置、燃料配管及び排気筒等の点検を

要する部分から原則60㎝以上必要であるが、第三者検査機関又はメーカー等の説明書等に点検・整備に

必要な空間が定められていれば、第三者検査機関又はメーカー等の説明書等によることができるもので

あること。 

イ 条例第３条第１項第１号に規定する火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合の建築物等の部

分の構造例は、第１－１図のとおりである。 

なお、建基法第２条第７号の２に規定する準耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を特定不

燃材料で造ったものは、第１－１図に示す構造によらず、火災予防上安全な距離を保つことを要しない

場合の建築物等の部分として、条例第３条第１項第１号に適合するものと扱うこと。 
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用語例  

⑴ 法とは、消防法（昭和23年法律第186号）をいう。 

⑵ 政令とは、消防法施行令（昭和36年政令第37号）をいう。 

⑶ 省令とは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）をいう。 

⑷ 危政令とは、危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第306号）をいう。 

⑸ 危省令とは、危険物の規制に関する規則（昭和34年総理府令第55号）をいう。 

⑹ 条例とは、火災予防条例（昭和37年東京都条例第65号）をいう。 

⑺ 条則とは、火災予防条例施行規則（昭和37年東京都規則第100号）をいう。 

⑻ 建基法とは、建築基準法（昭和25年法律第201号）をいう。 

⑼ 建基政令とは、建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）をいう。 

⑽ 建基省令とは、建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）をいう。 

⑾ 建安条令とは、東京都建築安全条令（昭和25年東京都条令第89号）をいう。 

⑿ 建基規則とは、東京都建築基準法施行規則（昭和25年東京規則第194号）をいう。 

⒀ 施行規程とは、火災予防施行規程（昭和37年７月東京消防庁告示第17号）をいう。 

⒁ 火災予防規程とは、東京消防庁火災予防規程（昭和61年5月東京消防庁訓令第36号）をいう。 

⒂ 特例基準とは、消防法施行令並びに火災予防条例の特例基準等に関する規程（昭和39年４月東京

消防庁訓令甲第６号）をいう。 

⒃ 共同住宅等特例基準（第253号）とは、共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例に

ついて(平成８年４月１日予予第253号予防部長依命通達（平成19年４月１日廃止））をいう。 

⒄ 特定共住省令とは、特定共同住宅等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17年総務省令第40号）をいう。 

⒅ 電安法とは、電気用品安全法（昭和36年法律第234号）をいう。 

⒆ 電安政令とは、電気用品安全法施行令（昭和37年政令第324号）をいう。 

⒇ JISとは、日本産業規格をいう。 

((2211)) 電気設備技術基準とは、電気設備に関する技術基準を定める省令（平成9年通商産業省令第52号）

をいう。 

((2222)) バリアフリー法とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第

91号）をいう。 

((2233)) バリアフリー令とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年

政令第379号）をいう。 

((2244)) 建築物バリアフリー条例とは、高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例（平

成15年東京都条例第155号）をいう。 

((2255)) 耐火構造とは、建基法第２条第７号に規定するものをいう。 

((2266)) 準耐火構造とは、建基法第２条第７号の２に規定するものをいう。 

((2277)) 防火構造とは、建基法第２条第８号に規定するものをいう。 

((2288)) 準防火構造とは、建基法第23条に規定する準防火性能を有するものをいう。 

((2299)) 不燃材料とは、建基法第２条第９号に規定するものをいう。 

((3300)) 準不燃材料とは、建基政令第１条第５号に規定するものをいう。 

((3311)) 難燃材料とは、建基政令第１条第６号に規定するものをいう。 

((3322)) 特定不燃材料とは、条例第３条第１項第１号に裁定するものをいう。 

((3333)) 防火設備とは、建基法第２条第９号の２ロ及び第61条に規定するものをいう。 

((3344)) 特定防火設備とは、建基政令第112条第１項に規定するものをいう。 

((3355)) 防火戸とは、建基政令第109条第１項に規定するものをいう。 

((3366)) 特定防火戸とは、防火戸のうち特定防火設備に該当するものをいう。 

((3377)) 防火防煙ダンパーとは、建基政令第112条第21項に規定する構造（同項第１号に規定する閉鎖機

構及び第２号に規定する遮煙性能が要求されるもの）の特定防火設備をいう（第４章に限る。）。※ 

((3388)) 登録認定機関とは、省令第31条の５に規定する法人をいう。 

((3399)) 小規模特定用途複合防火対象物とは、省令第13条第1項第2号に規定するものをいう。 

※ 防火設備のうち ((3377))以外の「防火ダンパー」については、関係する章において個別に定義してい

るので、種別、取扱いには留意すること。 

 

 

 

 

 

凡   例 

無印：法令基準 

防火に関する規定に係る法令（第２章）による事項 

◆ ：指導基準 

東京消防庁が消防機関として有する過去の火災事故事例等に係る知見及び技術的背 

景等を踏まえ、都市部の密集性や防火対象物の用途特性等から生じる潜在危険あるい 

は消防用設備等の特性等に鑑み、防火安全性の向上を図ることを目的として定めた行 

政指導事項 

 



 

 

 

 

 

用語例  

⑴ 法とは、消防法（昭和23年法律第186号）をいう。 

⑵ 政令とは、消防法施行令（昭和36年政令第37号）をいう。 

⑶ 省令とは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）をいう。 

⑷ 危政令とは、危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第306号）をいう。 

⑸ 危省令とは、危険物の規制に関する規則（昭和34年総理府令第55号）をいう。 

⑹ 条例とは、火災予防条例（昭和37年東京都条例第65号）をいう。 

⑺ 条則とは、火災予防条例施行規則（昭和37年東京都規則第100号）をいう。 

⑻ 建基法とは、建築基準法（昭和25年法律第201号）をいう。 

⑼ 建基政令とは、建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）をいう。 

⑽ 建基省令とは、建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）をいう。 

⑾ 建安条令とは、東京都建築安全条令（昭和25年東京都条令第89号）をいう。 

⑿ 建基規則とは、東京都建築基準法施行規則（昭和25年東京規則第194号）をいう。 

⒀ 施行規程とは、火災予防施行規程（昭和37年７月東京消防庁告示第17号）をいう。 

⒁ 火災予防規程とは、東京消防庁火災予防規程（昭和61年5月東京消防庁訓令第36号）をいう。 

⒂ 特例基準とは、消防法施行令並びに火災予防条例の特例基準等に関する規程（昭和39年４月東京

消防庁訓令甲第６号）をいう。 

⒃ 共同住宅等特例基準（第253号）とは、共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例に

ついて(平成８年４月１日予予第253号予防部長依命通達（平成19年４月１日廃止））をいう。 

⒄ 特定共住省令とは、特定共同住宅等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17年総務省令第40号）をいう。 

⒅ 電安法とは、電気用品安全法（昭和36年法律第234号）をいう。 

⒆ 電安政令とは、電気用品安全法施行令（昭和37年政令第324号）をいう。 

⒇ JISとは、日本産業規格をいう。 

((2211)) 電気設備技術基準とは、電気設備に関する技術基準を定める省令（平成9年通商産業省令第52号）

をいう。 

((2222)) バリアフリー法とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第

91号）をいう。 

((2233)) バリアフリー令とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年

政令第379号）をいう。 

((2244)) 建築物バリアフリー条例とは、高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例（平

成15年東京都条例第155号）をいう。 

((2255)) 耐火構造とは、建基法第２条第７号に規定するものをいう。 

((2266)) 準耐火構造とは、建基法第２条第７号の２に規定するものをいう。 

((2277)) 防火構造とは、建基法第２条第８号に規定するものをいう。 

((2288)) 準防火構造とは、建基法第23条に規定する準防火性能を有するものをいう。 

((2299)) 不燃材料とは、建基法第２条第９号に規定するものをいう。 

((3300)) 準不燃材料とは、建基政令第１条第５号に規定するものをいう。 

((3311)) 難燃材料とは、建基政令第１条第６号に規定するものをいう。 

((3322)) 特定不燃材料とは、条例第３条第１項第１号に裁定するものをいう。 

((3333)) 防火設備とは、建基法第２条第９号の２ロ及び第61条に規定するものをいう。 

((3344)) 特定防火設備とは、建基政令第112条第１項に規定するものをいう。 

((3355)) 防火戸とは、建基政令第109条第１項に規定するものをいう。 

((3366)) 特定防火戸とは、防火戸のうち特定防火設備に該当するものをいう。 

((3377)) 防火防煙ダンパーとは、建基政令第112条第21項に規定する構造（同項第１号に規定する閉鎖機

構及び第２号に規定する遮煙性能が要求されるもの）の特定防火設備をいう（第４章に限る。）。※ 

((3388)) 登録認定機関とは、省令第31条の５に規定する法人をいう。 

((3399)) 小規模特定用途複合防火対象物とは、省令第13条第1項第2号に規定するものをいう。 

※ 防火設備のうち ((3377))以外の「防火ダンパー」については、関係する章において個別に定義してい

るので、種別、取扱いには留意すること。 

 

 

 

 

 

凡   例 

無印：法令基準 

防火に関する規定に係る法令（第２章）による事項 

◆ ：指導基準 

東京消防庁が消防機関として有する過去の火災事故事例等に係る知見及び技術的背 

景等を踏まえ、都市部の密集性や防火対象物の用途特性等から生じる潜在危険あるい 

は消防用設備等の特性等に鑑み、防火安全性の向上を図ることを目的として定めた行 

政指導事項 
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