○

消防法の一部を改正する法律

新旧対照表

正

消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）

改

後

第五条の二

改

正

（傍線部分は改正部分）

前

消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設

備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権

消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設

備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権

原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又

第五条の二

原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又

前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第

は制限を命ずることができる。
一

ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されて

も十分で なく、又はその措置の履行について 期限が付されて い

ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されて

、第八条の二の五第三項又は第

も十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されてい

る場合にあつては履行されて も当該期限まで に完了する見込み

八条の二第三項

る場合にあつては履行されても当該期限までに完了する見込み

がないため、引き続き、火災の予防に危険で あると認める場合

八条の二第五項若しくは第六項、第八条の二の五第三項又は第

がないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合

、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又

十七条の四第一項若しくは第二項の規定により必要な措置が命

、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又

は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

八条の二第三項

前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第

八条の二第五項若しくは第六項、第八条の二の五第三項又は第

十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令によつては

前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第

は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
二

十七条の四第一項若しくは第二項の規定により必要な措置が命

前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第

は制限を命ずることができる。
一

二

十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令によつては

、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又

、第八条の二の五第三項又は第

、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又
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②

は火災が発生した場合における人命の危険を除去することがで

は火災が発生した場合における人命の危険を除去することがで

て準用する。

前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令につい

きないと認める場合
②

きないと認める場合
前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令につい
て準用する。

）、複合用途防火対象物（防火対象物で政令で定める二以上の用

るものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。

途に供されるものをいう。以下同じ。）その他多数の者が出入し

）、複合用途防火対象物（防火対象物で政令で定める二以上の用

るものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店（これに準ず

途に供されるものをいう。以下同じ。）その他多数の者が出入し

、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理に

第八条

、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理に

ついて権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちか

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店（これに準ず

ついて権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちか

活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関す

び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火

物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及

る監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収

活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関す

び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火

物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及

、当該防火対象

ら防火管理者を定め

る監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収

らない。

容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければな

容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければ
らない。

前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定め

たときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出な

前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定め
たときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出な

ければならない。これを解任したときも、同様とする。

消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていな

ければならない。これを解任したときも、同様とする。
消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていな

③

な

②

ら防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象

第八条

②

③
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④

⑤

により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。

いと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定

により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。

いと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定

について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法

令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場

について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法

消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物

令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場

合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規

④

合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規

定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきこ

消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物

定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきこ

ついて準用する。

第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令に

とを命ずることができる。
⑤

とを命ずることができる。
第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令に
ついて準用する。

とを合わせたものをいう。以下同じ。）でその管理について権原

る施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道

（地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類す

対象物で 、その管理について 権原が分かれて いるもの又は地下街

う。第八条の三第一項において同じ。）その他政令で定める防火

が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するも

とを合わせたものをいう。以下同じ。）で その管理について 権原

る施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道

（地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類す

対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街

う。第八条の三第一項において同じ。）その他政令で定める防火

高層建築物（高さ三十一メートルを超える建築物をい

が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するも

のの管理について権原を有する者は、これらの防火対象物につい

第八条の二

のの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する

て、消防計画の作成その他の防火管理上必要な業務に関する事項

高層建築物（高さ三十一メートルを超える建築物をい

者のうちからこれらの防火対象物の全体について防火管理上必要

で総務省令で定めるものを、協議して、定めておかなければ

第八条の二

な業務を統括する防火管理者（以下この条において「統括防火管
理者」という。）を協議して定め、政令で定めるところにより、
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②

③

④

当該防火対象物の全体についての消防計画の作成、当該消防計画
に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊
下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防
火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなけれ
ばならない。
統括防火管理者は、前項の規定により同項の防火対象物の全体
についての防火管理上必要な業務を行う場合において必要がある
と認めるときは、同項の権原を有する者が前条第一項の規定によ
りその権原に属する当該防火対象物の部分ごとに定めた同項の防
火管理者に対し、当該業務の実施のために必要な措置を講ずるこ
とを指示することができる。
前条第一項の規定により前項に規定する防火管理者が作成する
消防計画は、第一項の規定により統括防火管理者が作成する防火
対象物の全体についての消防計画に適合するものでなければなら
ない。
②

の権原を有する者は、同項の総務省令で定める事項

ならない。

前項

を定めたときは、遅滞なく、その旨を所轄消防長又は消防署長に

第一項の権原を有する者は、同項の規定により統括防火管理者
を定めたときは、遅滞なく、その旨を所轄消防長又は消防署長に

届け出なければならない。当該事項を変更したときも、同様とす
る。
③

る者に対し、同項の規定により当該事項

を定めるべきこと

が定められていないと認める場合には、同項の権原を有す

消防長又は消防署長は、第一項の総務省令で定める事項

ときも、同様とす

消防長又は消防署長は、第一項の防火対象物について統括防火

届け出なければならない。これを解任した
る。
⑤

管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有す
る者に対し、同項の規定により統括防火管理者を定めるべきこと
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⑥

⑦

を命ずることができる。
消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物
の全体について統括防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務
が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認め
る場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令
の規定又は同項の消防計画に従つて行われるように必要な措置を
講ずべきことを命ずることができる。
第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令に

第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必

ついて準用する。

第八条の二の二

④

を命ずることができる。

第五条第三項及び第四項の規定は、前項

の規定による命令に

第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必

ついて準用する。

第八条の二の二

「点検対象事項」という。）がこの法律又はこの法律に基づく命

上必要な事項（次項、次条第一項及び第三十六条第四項において

用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防

物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防

において「防火対象物点検資格者」という。）に、当該防火対象

める資格を有するもの（次項、次条第一項及び第三十六条第四項

おける火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定

る者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物に

令に規定する事項に関し総務省令で定める基準（次項、次条第一

「点検対象事項」という。）がこの法律又はこの法律に基づく命

上必要な事項（次項、次条第一項及び第三十六条第三項において

用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防

物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防

において「防火対象物点検資格者」という。）に、当該防火対象

める資格を有するもの（次項、次条第一項及び第三十六条第三項

おける火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定

る者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物に

要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有す

令に規定する事項に関し総務省令で定める基準（次項、次条第一

項及び第三十六条第三項において「点検基準」という。）に適合

要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有す

項及び第三十六条第四項において「点検基準」という。）に適合
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②

③

④

る点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。

報告しなければならない。ただし、第十七条の三の三の規定によ

しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に

る点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。

報告しなければならない。ただし、第十七条の三の三の規定によ

しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に

による認定を受けた部分を除く。）についての前項の規定による

防火対象物にあつては、当該防火対象物全体（次条第一項の規定

点検）の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検

による認定を受けた部分を除く。）についての前項の規定による

防火対象物にあつては、当該防火対象物全体（次条第一項の規定

前項の規定による点検（その管理について権原が分かれている

点検）の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検

基準に適合していると認められた防火対象物には、総務省令で定

②

基準に適合していると認められた防火対象物には、総務省令で定

めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項

前項の規定による点検（その管理について権原が分かれている

めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項

てはならない。

表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付し

何人も、防火対象物に、前項に規定する場合を除くほか同項の

を記載した表示を付することができる。
③

を記載した表示を付することができる。
何人も、防火対象物に、前項に規定する場合を除くほか同項の
表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付し
てはならない。

消防長又は消防署長は、防火対象物で第二項の規定によらない

で同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表

④

で同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表

示が付されているものについて、当該防火対象物の関係者で権原

消防長又は消防署長は、防火対象物で第二項の規定によらない

示が付されているものについて、当該防火対象物の関係者で権原

を有する者に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付する

消防の用に供する機械器具若しくは設備、消火薬

消防の用に供する機械器具等の検定等

を有する者に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付する

第二十一条の二

第四章の二

べきことを命ずることができる。

消防の用に供する機械器具若しくは設備、消火薬

消防の用に供する機械器具等の検定等

べきことを命ずることができる。

第四章の二

第二十一条の二
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②

③

④

対象機械器具等」という。）については、この節に定めるところ

あると認められるもので あつて 、政令で 定めるもの（以下「検定

当該形状等を有することについてあらかじめ検査を受ける必要が

を生ずるおそれのあるものであり、かつ、その使用状況からみて

の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障

成分及び性能（以下「形状等」という。）を有しないときは火災

する機械器具等」という。）のうち、一定の形状、構造、材質、

剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品（以下「消防の用に供

対象機械器具等」という。）については、この節に定めるところ

あると認められるものであつて、政令で定めるもの（以下「検定

当該形状等を有することについてあらかじめ検査を受ける必要が

を生ずるおそれのあるものであり、かつ、その使用状況からみて

の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障

成分及び性能（以下「形状等」という。）を有しないときは火災

する機械器具等」という。）のうち、一定の形状、構造、材質、

剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品（以下「消防の用に供

この節において「型式承認」とは、検定対象機械器具等の型式

により検定をするものとする。
②

により検定をするものとする。
この節において「型式承認」とは、検定対象機械器具等の型式

に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術

」とは、個々の検定対象機械器

に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術

この節において「個別検定

上の規格に適合している旨の承認をいう。
③

上の規格に適合している旨の承認をいう。
検定対象機械器

具等の形状等が型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係

この節において「型式適合検定」とは、

具等の形状等が型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係

る形状等と同一であるかどうかについて
行う検定をいう。

る形状等に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法
により行う検定をいう。

じ。）の規定による表示が付されているものでなければ、販売し

十一第三項において準用する場合を含む。以下この項において同

、又は販売の目的で陳列してはならず、また、検定対象機械器具

じ。）の規定による表示が付されているものでなければ、販売し

十一第三項において準用する場合を含む。以下この項において同

検定対象機械器具等は、第二十一条の九第一項（第二十一条の

、又は販売の目的で陳列してはならず、また、検定対象機械器具

等のうち消防の用に供する機械器具又は設備は、第二十一条の九

④

等のうち消防の用に供する機械器具又は設備は、第二十一条の九

第一項の規定による表示が付されているものでなければ、その設

検定対象機械器具等は、第二十一条の九第一項（第二十一条の

第一項の規定による表示が付されているものでなければ、その設
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置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならない。

総務大臣は、型式承認を受けた者が次の各号のい

総務大臣は、型式承認を受けた者が次の各号のい

置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならない。

第二十一条の六

不正の手段により当該型式承認を受けたとき。

ずれかに該当するときは、当該型式承認の効力を失わせることが

一

ずれかに該当するときは、当該型式承認の効力を失わせることが

不正の手段により当該型式承認を受けたとき。

正当な理由がなく、当該型式承認を受けた検定対象機械器具

できる。

一

二

等に係る個別検定

正当な理由がなく、当該型式承認を受けた検定対象機械器具
等に係る型式適合検定の申請を、当該型式承認をした旨の通知

を受けた日から二年以内にしないとき、又は引き続き二年以上

の申請を、当該型式承認をした旨の通知

を受けた日から二年以内にしないとき、又は引き続き二年以上

力の発生について準用する。

たときについて、同条第三項の規定は前項の規定による処分の効

前条第二項の規定は前項の規定により型式承認の効力を失わせ

しないとき。

前条第二項の規定は前項の規定により型式承認の効力を失わせ

しないとき。

二

②

できる。

第二十一条の六

②

たときについて、同条第三項の規定は前項の規定による処分の効
力の発生について準用する。

第二十一条の四第二項の規定により型式承認を受

けた者が当該型式承認に係る検定対象機械器具等に係る個別検定

第二十一条の七

けた者が当該型式承認に係る検定対象機械器具等に係る型式適合

を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、

第二十一条の四第二項の規定により型式承認を受

検定を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、

協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の

第二十一条の七

協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の

うち当該型式承認に係る検定対象機械器具等についての試験を行

協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録

うち当該型式承認に係る検定対象機械器具等についての試験を行

第二十一条の八

つたものに申請しなければならない。

協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録

つたものに申請しなければならない。

第二十一条の八
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②

③

合しているときは、当該申請に係る検定対象機械器具等を、型式

り型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等に適

検定対象機械器具等の形状等が第二十一条の四第二項の規定によ

定対象機械器具等について型式適合検定を行い、当該申請に係る

を受けた法人は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る検

検定

一である

り型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等と同

検定対象機械器具等の形状等が第二十一条の四第二項の規定によ

定対象機械器具等について個別検定

を受けた法人は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る検

協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録

に合格したものとしなければならない。

ときは、当該申請に係る検定対象機械器具等を、個別

を行い、当該申請に係る

適合検定に合格したものとしなければならない。
協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人
は、不正の手段によつて前項の型式適合検定に合格した検定対象
機械器具等の合格の決定を取り消すことができる。
前項の規定により合格の決定を取り消したときは、協会又は第
二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人は、遅滞なく
、その旨を、理由を付して総務大臣に届け出るとともに、公示し
、かつ、当該合格の決定を取り消された検定対象機械器具等に係
る型式適合検定を受けた者に通知しなければならない。

第二十一条の九

を受けた法人は、前条

協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録

を受けた法人は、前条第一項の規定により型式適合検定に合格し

た検定対象機械器具等に、総務省令で定めるところにより、当該

第二十一条の九

た検定対象機械器具等に、総務省令で定めるところにより、当該

検定対象機械器具等の型式は第二十一条の四第二項の規定により

に合格し

検定対象機械器具等の型式は第二十一条の四第二項の規定により

型式承認を受けたものであり、かつ、当該検定対象機械器具等は

の規定により個別検定

型式承認を受けたものであり、かつ、当該検定対象機械器具等は

前条

に合格したものである旨の

前条第一項の規定により型式適合検定に合格したものである旨の

表示を付さなければならない。

の規定により個別検定

表示を付さなければならない。
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②

何人も、消防の用に供する機械器具等に、前項に規定する場合

を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛ら

②

を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛ら

わしい表示を付してはならない。

何人も、消防の用に供する機械器具等に、前項に規定する場合

わしい表示を付してはならない。

よる型式承認の効力を失わせる処分、同項に規定する期間の経過

型式承認の効力が第二十一条の五第一項の規定に

よる型式承認の効力を失わせる処分、同項に規定する期間の経過

又は第二十一条の六第一項の規定による処分により失われたとき

第二十一条の十

又は第二十一条の六第一項の規定による処分により失われたとき

は、当該型式承認に係る検定対象機械器具等に係る協会又は第二

型式承認の効力が第二十一条の五第一項の規定に

は、当該型式承認に係る検定対象機械器具等に係る協会又は第二

十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の既に行つた個

第二十一条の十

十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の既に行つた型

別検定

の合格の効力は、失われるものとする。

式適合検定の合格の効力は、失われるものとする。

により、当該試験又は型式適合検定に関する業務を行うことが困

試験又は型式適合検定を行う機能の全部又は一部を喪失したこと

規定による登録を受けた法人が、検定対象機械器具等についての

難となつた場合において、特別の必要があると認めるときは、型

により、当該試験又は個別検定

試験又は個別検定

規定による登録を受けた法人が、検定対象機械器具等についての

総務大臣は、協会又は第二十一条の三第一項の

難となつた場合において、特別の必要があると認めるときは、型

式承認を受けようとする者の申請に基づき検定対象機械器具等に

第二十一条の十一

式承認を受けようとする者の申請に基づき検定対象機械器具等に

ついての試験を行い、又は型式承認を受けた者で個別検定

総務大臣は、協会又は第二十一条の三第一項の

ついての試験を行い、又は型式承認を受けた者で型式適合検定を

受けようとするものの申請に基づき検定対象機械器具等の個別検

を行う検定対象機

を行う場

を

に関する業務を行うことが困

合は、あらかじめ、当該試験又は個別検定

総務大臣は、前項の規定により試験又は個別検定

を行うことができる。

を行う機能の全部又は一部を喪失したこと

受けようとするものの申請に基づき検定対象機械器具等の型式適

②

定

総務大臣は、前項の規定により試験又は型式適合検定を行う場

合検定を行うことができる。

第二十一条の十一

②

合は、あらかじめ、当該試験又は型式適合検定を行う検定対象機
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③

④

しなければならない。

械器具等の種類及び当該試験又は型式適合検定を行う期間を公示

しなければならない。

械器具等の種類及び当該試験又は個別検定

を行う期間を公示

総務大臣が試験を行う場合に、第二十一条の七、第二十一条の八

及び第二十一条の九の規定は同項の規定により総務大臣が検定対

総務大臣が試験を行う場合に、第二十一条の七、第二十一条の八

第二十一条の三第二項及び第三項の規定は第一項の規定により

及び第二十一条の九の規定は同項の規定により総務大臣が検定対

象機械器具等の個別検定

③

象機械器具等の型式適合検定を行う場合に、前条の規定は同項の

規定により総務大臣が行つた個別検定

第二十一条の三第二項及び第三項の規定は第一項の規定により

規定により総務大臣が行つた型式適合検定の合格の効力について

準用する。

協会は、第二項の規定により公示された期間中は、同項の規定

の合格の効力について

を行う場合に、前条の規定は同項の

準用する。
④

により公示された種類の検定対象機械器具等については、試験を

協会は、第二項の規定により公示された期間中は、同項の規定
により公示された種類の検定対象機械器具等については、試験を

行い、又は個別検定

総務大臣は、第二十一条の九第一項（前条第三

をすることができない。

行い、又は型式適合検定をすることができない。

第二十一条の十二

項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の

総務大臣は、第二十一条の九第一項（前条第三

項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の

規定による表示が付されている検定対象機械器具等で

第二十一条の十二

規定による表示が付されている検定対象機械器具等で第二十一条
の八第二項（前条第三項において準用する場合を含む。）の規定
によりその型式適合検定の合格の決定が取り消されたもの若しく

の規定によりその型式適合検定の合格の効力が失われたもの又は

消防の用に供する機械器具等で第二十一条の九第一項の規定によ

の規定によりその個別検定

第二十一条の十（前条第三項において準用する場合を含む。）

消防の用に供する機械器具等で第二十一条の九第一項の規定によ

らないで同項の表示が付されているもの若しくは同項の表示と紛

は第二十一条の十（前条第三項において準用する場合を含む。）

らないで同項の表示が付されているもの若しくは同項の表示と紛

らわしい表示が付されているもののうち、消防の用に供する機械

の合格の効力が失われたもの又は

らわしい表示が付されているもののうち、消防の用に供する機械
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るものについて、その職員に当該表示を除去させ、又はこれに消

（以下「販売業者等」という。）の事務所、事業所又は倉庫にあ

は設備の設置、変更若しくは修理の請負に係る工事を業とする者

器具等の販売を業とする者又は消防の用に供する機械器具若しく

印を付させることができる。

るものについて、その職員に当該表示を除去させ、又はこれに消

（以下「販売業者等」という。）の事務所、事業所又は倉庫にあ

は設備の設置、変更若しくは修理の請負に係る工事を業とする者

器具等の販売を業とする者又は消防の用に供する機械器具若しく

総務大臣は、次の各号に掲げる事由により火災

印を付させることができる。

第二十一条の十三
の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障
が生ずるおそれがあると認める場合において、当該重大な支障の
発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に
規定する販売業者等に対し、当該検定対象機械器具等の回収を図
ることその他当該検定対象機械器具等が一定の形状等を有しない
ことによる火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等に対
する重大な支障の発生を防止するために必要な措置をとるべきこ

販売業者等が販売した検定対象機械器具等又は販売業者等が

の請負に係る工事に使用したこと。

の用に供する機械器具若しくは設備を設置、変更若しくは修理

対象機械器具等を販売し、又は検定対象機械器具等のうち消防

販売業者等が第二十一条の二第四項の規定に違反して、検定

とを命ずることができる。
一

二

設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用した検定対象
機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備につ
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いて、型式適合検定の合格の決定が第二十一条の八第二項（第
二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。）の規定
により取り消されたこと。

に規定する権限を行使する

ために必要な限度において、販売業者等に対して その業務に関し

総務大臣は、前条

ために必要な限度において、販売業者等に対してその業務に関し

報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所若しく

第二十一条の十三

報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所若しく

は倉庫に立ち入り、消防の用に供する機械器具等、帳簿、書類そ

総務大臣は、前二条に規定する権限を行使する

は倉庫に立ち入り、消防の用に供する機械器具等、帳簿、書類そ

の他の物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させること

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認め

の身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。

前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、そ

の他の物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させること

②

ができる。

前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、そ
の身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認め

第二十一条の十一第一項の規定により総務大臣

削除

られたものと解釈してはならない。

第二十一条の十五

第二十一条の十四

③

ができる。

第二十一条の十四

②

③
られたものと解釈してはならない。

第二十一条の十一第一項の規定により総務大臣

の行う試験又は個別検定

を受けようとする者は、政令で定め

の行う試験又は型式適合検定を受けようとする者は、政令で定め

に係る

るところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付

前項の手数料は、総務大臣の行う試験又は個別検定

るところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付

②

しなければならない。

前項の手数料は、総務大臣の行う試験又は型式適合検定に係る

しなければならない。

第二十一条の十五

②
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ものについては国庫の収入とする。

協会又は第二十一条の三第一項の規定による登

ものについては国庫の収入とする。

第二十一条の十六

録を受けた法人の行う個別検定

協会又は第二十一条の三第一項の規定による登

録を受けた法人の行う型式適合検定に関する処分に不服がある者

は、総務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすること

第二十一条の十六

は、総務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすること

ができる。

に関する処分に不服がある者

ができる。

自主表示対象機械器具等の表示等

（略）

第二節

第二十一条の十六の二

自主表示対象機械器具等の表示等

（略）

第二節

第二十一条の十六の二

自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を

業とする者は、当該自主表示対象機械器具等でその形状等が総務

第二十一条の十六の三

業とする者は、自主表示対象機械器具等について、その形状等が

省令で定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合

自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を

総務省令で定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に

、総

するものに

を行い、その形状等が当該技術上の規格に適合する場合には、総

務省令で定めるところにより、当該技術上の規格に適合するもの

適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により検査

務省令で定めるところにより、当該技術上の規格に適合するもの

である旨の表示を付することができる。

を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛ら

何人も、消防の用に供する機械器具等に、前項に規定する場合

を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛ら

わしい表示を付してはならない。

自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業とする者は、総務

わしい表示を付してはならない。

何人も、消防の用に供する機械器具等に、前項に規定する場合

である旨の表示を付することができる。
②

第二十一条の十六の三

②

③
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省令で定めるところにより、第一項の自主表示対象機械器具等の

総務大臣は、販売業者等が第二十一条の十

検査に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

第二十一条の十六の六

六の二の規定に違反して、自主表示対象機械器具等を販売し、又
は自主表示対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若し
くは設備を設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用した
ことにより火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のた
めに重大な支障が生ずるおそれがあると認める場合において、当
該重大な支障の発生を防止するため特に必要があると認めるとき
は、当該販売業者等に対し、当該自主表示対象機械器具等の回収
を図ることその他当該自主表示対象機械器具等が一定の形状等を
有しないことによる火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救
助等に対する重大な支障の発生を防止するために必要な措置をと
るべきことを命ずることができる。

第二十一条の十六の五

総務大臣は、消防の用に供する機械器具等

で第二十一条の十六の三第一項の規定によらないで同項の表示が

付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されてい

るもののうち、販売業者等の事務所、事業所又は倉庫にあるもの

について、当該販売業者等に対し、当該表示を除去し、又はこれ

に消印を付するべきことを命ずることができる。
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に規定する権限を行使

するために必要な限度において、販売業者等に対してその業務に

総務大臣は、前条

するために必要な限度において、販売業者等に対してその業務に

関し報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所若

第二十一条の十六の六

関し報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所若

しくは倉庫に立ち入り、消防の用に供する機械器具等、帳簿、書

総務大臣は、前二条に規定する権限を行使

しくは倉庫に立ち入り、消防の用に供する機械器具等、帳簿、書

類その他の物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させる

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認め

の身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。

前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、そ

類その他の物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させる

②

ことができる。

前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、そ
の身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認め

日本消防検定協会は、検定対象機械器具等につ

日本消防検定協会等

られたものと解釈してはならない。

第四章の三

第二十一条の十七

③

ことができる。

第二十一条の十六の七

②

③

日本消防検定協会は、検定対象機械器具等につ

日本消防検定協会等

られたものと解釈してはならない。

第四章の三

第二十一条の十七

、特殊消防用設備等の性能に

いての試験及び個別検定

型式適合検定をいう。以下同じ。）、特殊消防用設備等の性能に

関する評価並びに消防の用に供する機械器具等に関する研究、調

いての試験及び型式適合検定（第二十一条の二第三項に規定する

関する評価並びに消防の用に供する機械器具等に関する研究、調

査及び試験等を行い、もつて火災その他の災害による被害の軽減

協会は、第二十一条の十七の目的を達成する

査及び試験等を行い、もつて火災その他の災害による被害の軽減

第二十一条の三十六

に資することを目的とする。

協会は、第二十一条の十七の目的を達成する

に資することを目的とする。

第二十一条の三十六

- 16 -

②

③

第二十一条の八第一項の規定により型式適合検定を行うこと

第十七条の二第一項の規定により特殊消防用設備等の性能に

消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験を

に意見を申し出ること。

検定対象機械器具等に関する技術的な事項について総務大臣

関する評価を行うこと。

。

試験を行うこと。

第二十一条の三の規定により検定対象機械器具等についての

ため、次の業務を行う。
一

二

三

四

五
行うこと。

依頼に応じ、消防の用に供する機械器具等に関する評価を行

第二十一条の八

試験を行うこと。

。

行うこと。

消防の用に供する機械器具等の鑑定

を行うこと

を行

消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験を

に意見を申し出ること。

検定対象機械器具等に関する技術的な事項について総務大臣

関する評価を行うこと。

第十七条の二第一項の規定により特殊消防用設備等の性能に

の規定により個別検定

第二十一条の三の規定により検定対象機械器具等についての

ため、次の業務を行う。
一

二

三

四

五

六

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

六

七

うこと。

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

前各号に掲げるもののほか、第二十一条の十七の目的を達成

うこと。
七

八

大臣の認可を受けなければならない。

協会は、前項第八号に掲げる業務を行おうとするときは、総務

するために必要な業務を行うこと。

前各号に掲げるもののほか、第二十一条の十七の目的を達成

②

八

するために必要な業務を行うこと。
協会は、前項第八号に掲げる業務を行おうとするときは、総務
大臣の認可を受けなければならない。

障のない範囲において、総務大臣の認可を受けて、同項の業務を

協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支

障のない範囲において、総務大臣の認可を受けて、同項の業務を

行うために有する機械設備又は技術を活用して行う研究、調査、

③

行うために有する機械設備又は技術を活用して行う研究、調査、

試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業

協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支

試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業
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務を行うことができる。

務を行うことができる。

項の規定による登録（以下この節において単に「登録」という。

第十七条の二第一項又は第二十一条の三第一

項の規定による登録（以下この節において単に「登録」という。

）は、次に掲げる業務の区分ごとに、特殊消防用設備等の性能に

第二十一条の四十五

）は、次に掲げる業務の区分ごとに、特殊消防用設備等の性能に

関する評価並びに検定対象機械器具等についての試験及び個別検

第十七条の二第一項又は第二十一条の三第一

関する評価並びに検定対象機械器具等についての試験及び型式適

定

第二十一条の四十五

合検定（以下この節において「検定等」という。）を行おうとす

る法人の申請により行う。

特殊消防用設備等の性能に関する評価を行う業務

一

消火に係る検定対象機械器具等についての試験及び個別検定

特殊消防用設備等の性能に関する評価を行う業務

（以下この節において「検定等」という。）を行おうとす

る法人の申請により行う。
一

二

を行う業務

人命の救助に係る検定対象機械器具等その他の検定対象機械

るものを除く。）についての試験及び個別検定

火災の感知及び警報に係る検定対象機械器具等（前号に掲げ

を行う業務

消火に係る検定対象機械器具等についての試験及び型式適合
検定を行う業務
火災の感知及び警報に係る検定対象機械器具等（前号に掲げ
るものを除く。）についての試験及び型式適合検定を行う業務

四

器具等（前二号に掲げるものを除く。）についての試験及び個

人命の救助に係る検定対象機械器具等その他の検定対象機械

三

二

三

四

器具等（前二号に掲げるものを除く。）についての試験及び型

別検定

第二十一条の四十六

総務大臣は、前条の規定により登録を申請し

を行う業務

式適合検定を行う業務

総務大臣は、前条の規定により登録を申請し

た者（以下この項において 「登録申請者」という。）が次の要件

第二十一条の四十六

た者（以下この項において「登録申請者」という。）が次の要件

を満たしているときは、登録をしなければならない。この場合に

別表第二の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の

を満たしているときは、登録をしなければならない。この場合に

一

おいて、登録に関して必要な手続は、総務省令で定める。

別表第二の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の

おいて、登録に関して必要な手続は、総務省令で定める。
一
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二

下欄に掲げる条件に適合する者を有していること。
別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の
下欄に掲げる機械器具その他の設備を用いて当該業務を行うも

略）

（略）

ので あること。
三・四
②・③

(

二

下欄に掲げる条件に適合する者を有していること。

別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の

（略）

こと。

下欄に掲げる機械器具その他の設備を保有している

三・四
②・③

消防長又は消防署長は、消火活動をなすとともに火災

略）

第三十一条

の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に着手しな
ければならない。

消防長又は消防署長は、前条の規定により調査をする

こ

消防長又は消防署長及び関係保険会社の認めた代理者

署に対し必要な事項の通報を求めることができる。

消防長又は消防署長は、前条の調査について、関係のある官公

とができる。

ため必要があるときは、関係のある者に対して質問をする

第三十二条

②

(

消防長又は消防署長は、前条の規定により調査をする

消防長又は消防署長は、前条の調査について、関係のある官公

とができる。

した者に対して必要な資料の提出を命じ若しくは報告を求めるこ

の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入

ため必要があるときは、関係のある者に対して質問し、又は火災

第三十二条

②

署に対し必要な事項の通報を求めることができる。

第三十三条

は、火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破損

され又は破壊された財産を調査することができる。
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消防本部を置かない市町村の区域にあつては、当

第三十二条及び第三十四条から前条までの規定は、前項の場合

第三十三条の規定による火災の原因の調査をすることができる。

た場合及び特に必要があると認めた場合に限り、第三十一条又は

該区域を管轄する都道府県知事は、当該市町村長から求めがあつ

第三十五条の三

②

について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「当

該消防職員」とあるのは「当該都道府県の消防事務に従事する職

員」と、第三十五条第一項中「消防長又は消防署長」とあるのは

「市町村長のほか、都道府県知事」と読み替えるものとする。

消防庁長官は、消防長又は前条第一項の規定

第三十二条、第三十四条、第三十五条第一項及び第二項（勧告

三十三条の規定による火災の原因の調査をすることができる。

場合及び特に必要があると認めた場合に限り、第三十一条又は第

に基づき火災の原因の調査をする都道府県知事から求めがあつた

第三十五条の三の二

②

に係る部分を除く。）並びに第三十五条の二の規定は、前項の場

合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「

当該消防職員」とあるのは「消防庁の職員」と、第三十五条第一

項中「消防長又は消防署長」とあるのは「消防本部を置く市町村

の区域にあつては、消防長又は消防署長のほか、消防庁長官に、

当該区域以外の区域であつて第三十五条の三第一項の規定により
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都道府県知事が火災の原因の調査を行う場合にあつては、市町村

長及び都道府県知事のほか、消防庁長官に、当該区域以外の区域

であつて同項の規定にかかわらず都道府県知事が火災の原因の調

査を行わない場合にあつては、市町村長のほか、消防庁長官」と
読み替えるものとする。

災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある

第八条から第八条の二の三までの規定は、火災以外の

災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある

建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する

第三十六条

建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する

。この場合において、第八条第一項から第四項までの規定中「防

第八条から第八条の二の三までの規定は、火災以外の

。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に

火管理者」とあるのは「防災管理者」と、同条第一項中「、政令

第三十六条

掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるも

」とあるのは「、火災その他の災害の被害の軽減に関する知識を

防災管理者

令で定める資格

知識を有する者で政

被害の軽減に関する

火災その他の災害の

管理上」とあるのは「防災管理上」と、同項中「火災の予防に」

条第四項、第八条の二第一項及び第八条の二の二第一項中「防火

理上」とあるのは「避難の訓練の実施その他防災管理上」と、同

要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管

び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必

の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及

有する者で政令」と、「消火、通報及び避難の訓練の実施、消防

防火管理者

避難の訓練の実施そ

政令で定める資格

のとする。

第八条第一項

消火、通報及び避難

とあるのは「火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽

減に」と、「、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上

の他防災管理上
の用に供する設備、

必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上」とあるのは「そ

の訓練の実施、消防

消防用水又は消火活
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第八条第二項及び
第三項
第八条第四項

第八条の二第一項

第八条の二第二項

びに収容人員の管理

び設備の維持管理並

防火上必要な構造及

する監督、避難又は

使用又は取扱いに関

検及び整備、火気の

動上必要な施設の点

四項」と読み替えるものとする。

又は第三十六条第一項において準用する第八条第三項若しくは第

くは第二項」とあるのは「、第十七条の四第一項若しくは第二項

、同号イ及び同条第六項第二号中「又は第十七条の四第一項若し

「防火対象物点検資格者」とあるのは「防災管理点検資格者」と

に」と、同項、同条第二項及び第八条の二の三第一項第二号ニ中

の他火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため

防火管理上

防火管理者

防火管理者

火災その他の災害の

防災管理上

防災管理者

防災管理者

その他防火管理上

政令で定める資格

被害の軽減に関する
知識を有する者で政

防火管理者（

防火管理上

統括防災管理者

防災管理者（

防災管理上

令で定める資格

統括防火管理者

避難の訓練の実施

統括防災管理者

消火、通報及び避難
の訓練の実施
統括防火管理者
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第八条の二第三項

第八条の二第四項
及び第五項
第八条の二第六項

第八条の二の二第

火災の予防に

防火管理上

統括防火管理者

統括防火管理者

統括防火管理者

規定する防火管理者

防火管理者に

防火管理上

火災以外の災害で政

防災管理上

統括防災管理者

統括防災管理者

統括防災管理者

規定する防災管理者

防災管理者に

防災管理上

令で定めるものによ
る被害の軽減に

防火管理上

その他火災以外の災

防災管理上

防災管理点検資格者

、消防の用に供する

害で政令で定めるも

防火対象物点検資格

一項

防火対象物点検資格

設備、消防用水又は

のによる被害の軽減

者

消火活動上必要な施

のために

第八条の二の二第

者
、第十七条の四第一

防災管理点検資格者

設の設置及び維持そ

二項

又は第十七条の四第

の他火災の予防上

第八条の二の三第
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②

③

項若しくは第二項又

防火対象物点検資格

一項若しくは第二項

第八条の二の三第
者
、第十七条の四第一

一項第二号イ
は第三十六条第一項
において準用する第
八条第三項若しくは

一項第二号ニ
又は第十七条の四第

項若しくは第二項又

第四項

第八条の二の三第
一項若しくは第二項

防災管理点検資格者

六項第二号

は第三十六条第一項
において準用する第
八条第三項若しくは
第四項

であるものにあつては、当該建築物その他の工作物の管理につい

前項の建築物その他の工作物のうち第八条第一項の防火対象物

であるものにあつては、当該建築物その他の工作物の管理につい

て権原を有する者は、同項の規定にかかわらず、前項において読

②

て権原を有する者は、同項の規定にかかわらず、前項において読

み替えて準用する同条第一項の防災管理者に、同項の防火管理者

前項の建築物その他の工作物のうち第八条第一項の防火対象物

み替えて準用する同条第一項の防災管理者に、第八条第一項の防

の行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければなら
ない。

火管理者の行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければなら
ない。
第一項の建築物その他の工作物のうち第八条の二第一項の防火
対象物であるものにあつては、当該建築物その他の工作物の管理
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④

⑤

について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず、第一項に
おいて読み替えて準用する同条第一項の統括防災管理者に、第八
条の二第一項の統括防火管理者の行うべき当該防火対象物の全体
についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

災管理点検資格者により点検対象事項がいずれの点検基準にも適

による点検）が行われ、その結果、防火対象物点検資格者及び防

定による点検と併せて第一項において準用する同条第一項の規定

定を受けた部分を除く。）についての第八条の二の二第一項の規

三第一項又は第一項において準用する同条第一項の規定による認

作物にあつては、当該建築物その他の工作物全体（第八条の二の

る点検（その管理について権原が分かれている建築物その他の工

よる点検と併せて第一項において準用する同条第一項の規定によ

て準用する同条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定に

防火対象物で あるものにあつては、同条第二項及び第一項におい

合していると認められた場合に限り、総務省令で定めるところに

災管理点検資格者により点検対象事項がいずれの点検基準にも適

による点検）が行われ、その結果、防火対象物点検資格者及び防

定による点検と併せて第一項において準用する同条第一項の規定

定を受けた部分を除く。）についての第八条の二の二第一項の規

三第一項又は第一項において準用する同条第一項の規定による認

作物にあつては、当該建築物その他の工作物全体（第八条の二の

る点検（その管理について権原が分かれている建築物その他の工

よる点検と併せて第一項において準用する同条第一項の規定によ

て準用する同条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定に

防火対象物であるものにあつては、同条第二項及び第一項におい

第一項の建築物その他の工作物のうち第八条の二の二第一項の

合していると認められた場合に限り、総務省令で定めるところに

より、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表

③

より、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表

示を付することができる。

第一項の建築物その他の工作物のうち第八条の二の二第一項の

示を付することができる。

防火対象物で あるものにあつては、第八条の二の三第七項及び第

第一項の建築物その他の工作物のうち第八条の二の二第一項の

防火対象物であるものにあつては、第八条の二の三第七項及び第

一項において準用する同条第七項の規定にかかわらず、同条第一

④

一項において準用する同条第七項の規定にかかわらず、同条第一

項の規定による認定と併せて第一項において準用する同条第一項

第一項の建築物その他の工作物のうち第八条の二の二第一項の

項の規定による認定と併せて第一項において準用する同条第一項
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⑥

⑦

⑧

限り、総務省令で定めるところにより、当該認定を受けた日その

準用する同条第一項の規定による認定を受けた場合に限る。）に

他の工作物全体が同項の規定による認定と併せて第一項において

理について権原が分かれているものにあつては、当該建築物その

の規定による認定を受けた場合（当該建築物その他の工作物の管

限り、総務省令で定めるところにより、当該認定を受けた日その

準用する同条第一項の規定による認定を受けた場合に限る。）に

他の工作物全体が同項の規定による認定と併せて第一項において

理について権原が分かれているものにあつては、当該建築物その

の規定による認定を受けた場合（当該建築物その他の工作物の管

いて準用する。

第八条の二の二第三項及び第四項の規定は、前二項の表示につ

他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
⑤

他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
第八条の二の二第三項及び第四項の規定は、前二項の表示につ
いて準用する。

第一項の建築物その他の工作物に第八条の二の五第一項の自衛

消防組織が置かれている場合には、当該自衛消防組織は、火災そ

⑥

消防組織が置かれている場合には、当該自衛消防組織は、火災そ

の他の災害の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。

第一項の建築物その他の工作物に第八条の二の五第一項の自衛

の他の災害の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。

で並びに第三十条の二において準用する第二十五条第三項、第二

第十八条第二項、第二十二条及び第二十四条から第二十九条ま

で並びに第三十条の二において準用する第二十五条第三項、第二

十八条第一項及び第二項並びに第二十九条第一項及び第五項の規

⑦

十八条第一項及び第二項並びに第二十九条第一項及び第五項の規

定は、水災を除く他の災害について準用する。

第十八条第二項、第二十二条及び第二十四条から第二十九条ま

定は、水災を除く他の災害について準用する。

用する場合を含む。）又は第二十九条第五項（第三十条の二及び

第三十六条第七項において準用する場合を含む。）の規定により

用する場合を含む。）又は第二十九条第五項（第三十条の二及び

第二十五条第二項（第三十六条第七項において準

第三十六条第八項において準用する場合を含む。）の規定により

、消火若しくは延焼の防止若しくは人命の救助その他の消防作業

第三十六条の三

、消火若しくは延焼の防止若しくは人命の救助その他の消防作業

に従事した者又は第三十五条の十第一項の規定により市町村が行

第二十五条第二項（第三十六条第八項において準

に従事した者又は第三十五条の十第一項の規定により市町村が行

う救急業務に協力した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは

第三十六条の三

う救急業務に協力した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは

- 26 -

、政令で定める基準に従い条例の定めるところにより、その者又

疾病にかかり又は障害の状態となつた場合においては、市町村は

はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなけ

、政令で定める基準に従い条例の定めるところにより、その者又

疾病にかかり又は障害の状態となつた場合においては、市町村は

略

はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなけ

②・③

ればならない。

略

第四十条

二

一

救護に従事するに当たり、その行為を妨害した者

消防団員が消火活動又は水災を除く他の災害の警戒防御及び

た者

第二十六条第一項の規定による消防車の通過を故意に妨害し

円以下の罰金に処する。

次のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万

ればならない。
②・③

次のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万

第二十六条第一項の規定による消防車の通過を故意に妨害し
た者
消防団員が消火活動又は水災を除く他の災害の警戒防御及び
救護に従事するに当たり、その行為を妨害した者

。）又は第二十九条第五項（第三十条の二及び第三十六条第七

第二十五条（第三十六条第七項において準用する場合を含む

。）又は第二十九条第五項（第三十条の二及び第三十六条第八

項において準用する場合を含む。）の規定により消火若しくは

三

項において準用する場合を含む。）の規定により消火若しくは

延焼の防止又は人命の救助に従事する者に対し、その行為を妨

第二十五条（第三十六条第八項において準用する場合を含む

延焼の防止又は人命の救助に従事する者に対し、その行為を妨

前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併

害した者
②

害した者
前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併

科することができる。ただし、刑法に正条がある場合にはこれを

律又は刑法により、重きに従つて処断する。

第一項の罪を犯し、よつて人を死傷に至らしめた者は、この法

科することができる。ただし、刑法に正条がある場合にはこれを

③

適用しない。

第一項の罪を犯し、よつて人を死傷に至らしめた者は、この法

適用しない。

三

二

一

円以下の罰金に処する。

第四十条

②

③

律又は刑法により、重きに従つて処断する。
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七

六

略

次のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は

前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併

令に違反した者

第二十一条の十三又は第二十一条の十六の六の規定による命

十六の二又は第二十一条の十六の三第二項の規定に違反した者

の十一第三項において準用する場合を含む。）、第二十一条の

第二十一条の二第四項、第二十一条の九第二項（第二十一条

一～五

百万円以下の罰金に処する。

第四十一条

②
科することができる。

略

次のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百

前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併

一～五

万円以下の罰金に処する。

第四十一条

②

科することができる。

第二十一条の五十七第二項の規定による特殊消防

用設備等の性能に関する評価並びに検定対象機械器具等について

第四十一条の六

用設備等の性能に関する評価並びに検定対象機械器具等について

の試験及び個別検定

第二十一条の五十七第二項の規定による特殊消防

の試験及び型式適合検定の業務の停止の命令に違反したときは、

その違反行為をした第十七条の二第一項又は第二十一条の三第一

第四十一条の六

その違反行為をした第十七条の二第一項又は第二十一条の三第一

項の規定による登録を受けた法人の役員又は職員は、一年以下の

次のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五

の業務の停止の命令に違反したときは、

項の規定による登録を受けた法人の役員又は職員は、一年以下の

一～十

略

十万円以下の罰金に処する。

第四十二条

懲役又は百万円以下の罰金に処する。

次のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五

懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第四十二条

略

十万円以下の罰金に処する。
一～十
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②

十一

第二十五条第三項（第三十条の二及び第三十六条第七項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による情報の提供を求め

第二十五条第三項（第三十条の二及び第三十六条第八項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による情報の提供を求め

られて、正当な理由がなく情報の提供をせず、又は虚偽の情報

十一

られて、正当な理由がなく情報の提供をせず、又は虚偽の情報

第二十一条の二第四項又は第二十一条の十六の二

は、三十万円以下の罰金に処する。

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反

の規定に違反した者

第四十三条の四

科することができる。

前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併

を提供した者
②

を提供した者
前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併

第二十一条の十六の三第三項の規定に違反して検

科することができる。

第四十三条の四

査に係る記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記
録を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第四十三条の五

行為をした第十七条の二第一項又は第二十一条の三第一項の規定

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反

行為をした第十七条の二第一項又は第二十一条の三第一項の規定

による登録を受けた法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金

第四十三条の五

による登録を受けた法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金

に処する。

第二十一条の五十三の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に

記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存し

一

記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存し

第二十一条の五十五第一項の規定による報告を求められて、

なかつたとき。
二

報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による

第二十一条の五十五第一項の規定による報告を求められて、
報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による

立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第二十一条の五十六第一項の規定による許可を受けないで、

立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第二十一条の五十六第一項の規定による許可を受けないで、

三

なかつたとき。

第二十一条の五十三の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に

に処する。
一

二

三
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特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに検定対象機械器具

等についての試験及び個別検定

特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに検定対象機械器具

の業務の全部を廃止したと

等についての試験及び型式適合検定の業務の全部を廃止したと

次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又

は拘留に処する。

第四十四条

き。

次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又

き。

第四十四条
は拘留に処する。

て準用する場合を含む。）、第十六条の五第一項若しくは第三

第三条第一項の規定による命令に従わなかつた者

て準用する場合を含む。）、第十六条の五第一項若しくは第三

十四条第一項（第三十五条の三第二項又は第三十五条の三の二

一

十四条第一項（第三十五条の三第二項及び第三十五条の三の二

第二項において準用する場合を含む。）の規定による資料の提

第三条第一項の規定による命令に従わなかつた者

第二項において準用する場合を含む。）の規定による資料の提

出若しくは報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料

一

出若しくは報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料

を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれら

第四条第一項、第十六条の三の二第二項（同条第四項におい

を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれら

の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しく

二

の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しく

は忌避した者

第四条第一項、第十六条の三の二第二項（同条第四項におい

は忌避した者

第八条の二の二第三項（第八条の二の三第八項（第三十六条

第一項において準用する場合を含む。）並びに第三十六条第一

第八条の二の二第三項（第八条の二の三第八項（第三十六条
第一項において準用する場合を含む。）並びに第三十六条第一

項及び第五項において準用する場合を含む。）、第八条の三第

三

二

三

項及び第六項において準用する場合を含む。）又は第八条の三

四～十五

略

規定に違反した者

て準用する場合を含む。）又は第二十一条の十六の三第二項の

三項、第二十一条の九第二項（第二十一条の十一第三項におい
の

第三項

略

規定に違反した者
四～十五
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十六

第二十一条の十三第一項又は第二十一条の十六の六第一項

の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の

第二十一条の十四第一項又は第二十一条の十六の七第一項

の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の

報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み

十六

報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み

、妨げ、若しくは忌避した者

第八条の二の二第四項（第八条の二の三第八項（第三十六

、妨げ、若しくは忌避した者
十七

条第一項において準用する場合を含む。）並びに第三十六条第

第八条の二の二第四項（第八条の二の三第八項（第三十六

条第一項において準用する場合を含む。）並びに第三十六条第

一項及び第五項において準用する場合を含む。）及び第二十一

十七

一項及び第六項において準用する場合を含む。）及び第二十一

第二十二条第四項又は第二十三条の規定による制限に違反

第二十三条の二の規定による火気の使用の禁止、退去の命

正当な理由がなく消防署又は第二十四条（第三十六条第七

令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者

十九

した者

十八

条の十六の五の規定による命令に違反した者

第二十二条第四項又は第二十三条の規定による制限に違反

条の十六の五の規定による命令に違反した者
十八

第二十三条の二の規定による火気の使用の禁止、退去の命

した者
十九

令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者

二十

項において準用する場合を含む。）の規定による市町村長の指

正当な理由がなく消防署又は第二十四条（第三十六条第八

項において準用する場合を含む。）の規定による市町村長の指

定した場所に火災発生の虚偽の通報又は第二条第九項の傷病者

二十

定した場所に火災発生の虚偽の通報又は第二条第九項の傷病者

第二十八条第一項又は第二項（第三十条の二及び第三十

に係る虚偽の通報をした者
二十一

に係る虚偽の通報をした者
第二十八条第一項又は第二項（第三十条の二及び第三十

六条第七項において準用する場合を含む。）の規定による退去

二十一

六条第八項において準用する場合を含む。）の規定による退去

の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者

第三十二条第一項（第三十五条の三第二項及び第三十五

の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
二十二

条の三の二第二項において準用する場合を含む。）の規定によ
る資料の提出又は報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽
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第三十三条の規定による火災後の被害状況の調査を拒ん

の資料を提出し、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二十三
だ者

二十二
だ者

第四十五条

第三十三条の規定による火災後の被害状況の調査を拒ん

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人そ

の他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げ

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人そ

の他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げ

る規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人

第四十五条

る規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人

に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰

一億円以下の罰金刑

第三十九条の二の二第一項又は第三十九条の三の二第一項

に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰

一

金刑を科する。

第三十九条の二の二第一項、第三十九条の三の二第一項又は

金刑を科する。
一
一億円以下の罰金刑

第四十一条第一項第三号又は第五号

第四十一条第一項第七号

二

第三十九条の二第一項若しくは第二項、第三十九条の三第一

三千万円以下の罰金刑

第四十一条第一項第三号又は第五号

三

三千万円以下の罰金刑

二

第三十九条の二第一項若しくは第二項、第三十九条の三第一

項若しくは第二項、第四十一条第一項（同項第三号及び第五号

三

項若しくは第二項、第四十一条第一項（同項第三号、第五号及

を除く。）、第四十二条第一項（同項第七号及び第十

各本

び第七号を除く。）、第四十二条第一項（同項第七号及び第十

条の罰金刑

一号、第三号、第十一号若しくは第十二号

号を除く。）、第四十三条第一項、第四十三条の四又は前条第
各本

号を除く。）、第四十三条第一項、第四十三条の四又は前条第
一号、第三号、第十一号、第十二号若しくは第二十二号
条の罰金刑
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