
建築コンプライアンス適正化提案書

～ 既設工場における主に防火に関わる建築基準法・消防法の

コンプライアンス違反状態適正化へのご提案～



１-1)  ・はじめに…

・工場にまつわる各種法令を知らずに改修
して、違反状態となっているケースが見受
けられます。

これは同時に火災、暴風雨、地震等で被害
を拡大してしまうことにもつながります。

・工場の増改築を計画する時に初めて気が
つき、違反状態の是正から始めていては
タイムリーな対応ができません。

また「ビジネスチャンスを喪失する」
戦略上のリスクにもなりかねません。
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・当社は2008年以降、お得意様また関連する
工場でコンプライアンスチェックを行い、違反
状態を撤去・改修等により適正化してきました。

・本編ではこの経験を活かし建築基準法と消防法、
主に「防火に関わる規則」の違反が多い事例、
注意すべきポイントを紹介しています。

・当社では工場の改修等が法令順守、加えて

リスク回避の視点で、”安全かつ適切“に行われる
ようにお手伝いをさせて頂いております。
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建築基準法に基づく適正化

１-2)  ・コンプライアンス適正化の工事実績 割合
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47%

15%

13%

13%

7% 5%

消防法に基づく適正化

違反状態の建築物を撤去

準耐火建築物の外壁
や屋根の不燃化

1,500㎡以上の工場・事務所
内等に防火区画壁を設置一般建具を防火戸に改修

（防火性能の向上）

延焼の恐れのある
部分の改修

非常照明の設置

主要な間仕切壁を
防火区画壁に改修

その他

自動火災報知機
の交換や増設

危険物（少量含む）
一般取扱所への改修

誘導灯の新設、増設

有機溶剤ブース
局所排気設備の設置

屋内消火栓の増設

その他

提案テーマに選定



１-3)  ・防火に関わる法令の基本的な考え方
…そのこころは？〔建築基準法〕
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何のために 何を防止するか そのための対策（規則）

増改築時の適法性 無断増築、違法改築
建築確認申請/許可
中間検査・完了検査

出火多発部への対応
火気使用室の火災

危険物による火災・爆発
防火区画・消火設備
建物構造／内装制限

火災による
避難安全の確保

火熱による倒壊 建築物の耐火性能

火や煙の拡大 防火区画・防煙区画・排煙設備

避難が困難 避難通路/避難設備・非常照明

周囲への危害防止

火災の拡大 防火区画

周囲から受害
周囲へ加害

延焼のおそれのある部分
屋根の防火性能



2.工場に必要なコンプライアンスとは・・・目次

1）建築基準法 2）消防法

① 建築確認申請 ① 危険物関連

② 準耐火建築物 -A 危険物一般取扱所

③ 防火区画 -B 危険物屋内貯蔵所

④ 延焼の恐れのある部分 ② 消防用水・消火栓

⑤ 法22条区域 ③ 自動火災報知設備

⑥ コンプライアンス・チェックの進め方
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2-1）-①建築確認申請
建物を新築・増改築・移転する場合の留意点

1）建築基準法 2）消防法

① 建築確認申請 ① 危険物関連

② 準耐火建築物 -A 危険物一般取扱所

③ 防火区画 -B 危険物屋内貯蔵所

④ 延焼の恐れのある部分 ② 消防用水・消火栓

⑤ 法22条区域 ③ 自動火災報知設備

⑥ コンプライアンス・チェックの進め方



2-1）-①建築確認申請

・確認申請許可なく増築された事例

サンルームの既製品を使い休憩室を組立てた 鉄骨架台上にプレハブ事務所を増築（2階建て）
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構造計算書なし

1時間準耐火壁でない
耐熱ガラス窓でない

床面積の増加
確認申請許可なし

床面積の増加
確認申請許可なし



2-1）-①建築確認申請

・建築確認申請とは・・・

・建物を新築・増改築等する場合、まず確認するポイントは？
①床面積が増加するか…新築、増築
②建物用途が変わるか…工場⇒倉庫に改修
③主要な間仕切や屋根等の過半に及ぶ改修か

上記に該当する場合は建築確認申請が必要

・確認申請とは？
計画が建築基準法に適合するかどうかの確認審査を
建築主事または確認検査機関に受けること
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2-1）-①建築確認申請

・床面積が増加し、確認申請が必要となる場合
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ન
ੳ
ண
ட

ল

工 事 種 別 延 べ 面 積

新築工事 防火・準防火地域

⇒すべて

その他地域

⇒10㎡超（注）

増、改築工事

建物移転工事

エレベーター 設置する場合(荷重に関係なく)

（注）10㎡以下で確認申請の提出が免除される場合でも

当然合法的に建てなければなりません。



2-1）-①建築確認申請

・工事例 事務所の設置
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既設工場

事務所設置
平屋20㎡

確認申請必要
（延べ床面積が増加している）

敷地

・敷地内に事務所設置

確認申請不要
（延べ床面積が増加していない）

・既設工場内に事務所設置

既設工場

事務所設置
平屋20㎡

敷地
注）採光・換気、

防火区画等の
基準を満たす



2-1）-①建築確認申請

・確認申請の流れ
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確認申請確認申請

中間検査・完了検査時に
確認申請と相違ないかを検査

この間のリードタイム
規模、構造等による
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2-1）－②準耐火建築物
工場の屋根・柱・梁・外壁等の材質に関する留意点

1）建築基準法 2）消防法

① 建築確認申請 ① 危険物関連

② 準耐火建築物 -A 危険物一般取扱所

③ 防火区画 -B 危険物屋内貯蔵所

④ 延焼の恐れのある部分 ② 消防用水・消火栓

⑤ 法22条区域 ③ 自動火災報知設備

⑥ コンプライアンス・チェックの進め方



2-1）-②準耐火建築物

・準耐火建築物での違反状態の事例

外階段に風雨除けで可燃物(樹脂板)を張っていた 外壁に明取りで可燃物(樹脂板)を貼っていた
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2-1）－②準耐火建築物

・なぜ工場は準耐火建築物にするのか
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延べ面積が1,000㎡を超える建築物

防火壁により1,000㎡以内毎に区画する
※防火壁：耐火構造で自立型の構造

⇅

平面計画に制約・高コスト

法第26条: 防火壁

法第26条・・・但し書により

代替え措置として準耐火建築物とする

自立型



2-1）－②準耐火建築物

・準耐火建築物とは…ロ-2準耐（不燃構造）について

建物の主要構造部を不燃材料で造ったもの
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主要構造部 仕様

屋 根

不燃材料で造る梁

柱

床
準不燃材料または不燃材料

で造る階 段

外 壁

一般の工場のほとんどが この構造（ロ-2準耐）で造られている

屋根

1F

2F

3F

梁

梁

床

階段

外壁

柱

▼床は準耐火構造

断面図



2-1）－②準耐火建築物

・準耐火建築物での違反状態の是正 鉄骨階段の風雨除けの壁を改修

外階段、通路屋根に可燃物(樹脂板)を貼っていた
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・



2-1）－②準耐火建築物

・準耐火建築物での違反状態の是正 鉄骨階段の風雨除けの壁を改修

仕様

ポイント
外壁は不燃材を使用する
注)アクリル板等の
可燃材は使用できません

壁材

① サイディングボード
(不燃認定品)

② スレート
③ 角波鉄板

窓 アルミサッシュ(ガラス入り)

屋根材 折板(鉄板) 厚み0.8mm

通路屋根材 ガルバリウム鋼板
厚み 0.8mm
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・壁材
サイディングボード
（不燃認定品）

・アルミサッシュ
(ガラス入り)

・通路屋根
鉄板張り

・屋根
折板（鉄板）
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2-1）-③防火区画
工場内に間仕切壁・事務所等を設置する場合の留意点

1）建築基準法 2）消防法

① 建築確認申請 ① 危険物関連

② 準耐火建築物 -A 危険物一般取扱所

③ 防火区画 -B 危険物屋内貯蔵所

④ 延焼の恐れのある部分 ② 消防用水・消火栓

⑤ 法22条区域 ③ 自動火災報知設備

⑥ コンプライアンス・チェックの進め方
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2-1）-③防火区画

防火区画での違反状態の事例

シート材で壁を設置

不燃材で壁を設置

• 間仕切壁をシートで設置 • 一般ガラス/一般ドアを設置



2-1）-③防火区画

・防火区画とは 準耐火建築物に設ける区画壁
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【なぜ工場はオープンな空間でも生産出来るか？】
区画できない理由を提出し許可されれば、
1,500㎡以内毎の区画免除を受けることができます。（免除例は次頁）

1時間準耐火構造の壁を設置《1,800㎡の工場の区画例》

1800㎡ 1500㎡ 300㎡

準耐火建築物にすることで1,000㎡以内毎の防火壁の設置は免除。

但し、1,500㎡を超える場合は、原則として 1,500㎡以内毎に

延焼防止のため1時間準耐火構造で区画をすることが必要です。



2-1）-③防火区画

・1,500㎡防火区画の免除例
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通常は1時間準耐火壁が必要

1500㎡ 500㎡ 溶接

生産レイアウトに支障がでる場合
免除申請が出来ます

ॡ
ঞ
␗
থ

例① 生産レイアウトに支障がでる場合

例② 天井クレーンを設置する場合

組付

ॡ
ঞ
␗
থ

出荷

通常は1時間準耐火壁が必要

1500㎡ 500㎡

製品

クレーンにより区画出来ない場合
免除申請が出来ます

クレーンガーター

クレーンガーター



2-1）-③防火区画

・防火区画における留意点
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1時間準耐火構造の壁･天井で区画
防火認定の窓・扉を設置事務所設置

1500㎡以上の工場

【必要例】 1500㎡以上のエリア内に事務所を造る

1時間準耐火仕様で
区画する必要はありません

1500㎡未満の区画内

【不要例】 1500㎡未満のエリア内に事務所を造る

事務所設置

区画できない理由がない

1,500㎡以上のエリアにおいて、
事務所などを設置する場合は、防火区画しなければなりません。



2-1）-③防火区画
・防火区画の違反状態の是正 工場内に設置された事務所を改修

窓に耐熱ガラス/防火戸が必要
壁が不燃材で施工

23



2-1）-③防火区画

・防火区画の違反状態の是正 工場内に設置された事務所を改修
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煙感知器連動
防火シャッター

特定防火戸

耐熱ガラス窓

1時間準耐火認定構造の壁仕様

ポイント 防火区画する

壁材

1時間準耐火認定構造の壁
石膏ボード
12.5mm＋12.5mm(両面2枚張)

扉 特定防火戸(特定防火設備)

窓 耐熱ガラス入り

シャッター 煙感知器連動の防火シャッター

石膏ボード12.5+12.5mm

石膏ボード12.5+12.5mm

（断面）

軽量鉄骨

国交省告示195号

一般のビニールクロス貼りはNG
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2-1）-④延焼の恐れのある部分
隣接して建物を造る場合の留意点

1）建築基準法 2）消防法

① 建築確認申請 ① 危険物関連

② 準耐火建築物 -A 危険物一般取扱所

③ 防火区画 -B 危険物屋内貯蔵所

④ 延焼の恐れのある部分 ② 消防用水・消火栓

⑤ 法22条区域 ③ 自動火災報知設備

⑥ コンプライアンス・チェックの進め方



2-1）-④延焼の恐れのある部分

・延焼の恐れのある部分にかかった建物…防火措置がされてない状態

隣接する壁や建具に防火措置がされてない

26

×
×



2-1）-④延焼の恐れのある部分

・延焼の恐れのある部分とは

建物の火災が発生した時、炎が燃え移る可能性のある部分

27

内 容
1階
部分

2階
以上

1)
道路中心線
からの距離

3ｍ
以下

5m
以下

2)
同一敷地内の

2つの建物外壁間の
中心線からの距離

3ｍ
以下

5m
以下

3)
敷地境界線
からの距離

3ｍ
以下

5m
以下敷地B

３ｍ

５ｍ

２階

１階 １階 １階 １階

３階

２階

道路

２階

２階

５ｍ ５ｍ ５ｍ ５ｍ ５ｍ

３ｍ

延焼の恐れの

ある部分

建物A
300㎡

建物B
700㎡

建物C
300㎡

建物D
100㎡

建物E
600㎡

３ｍ ３ｍ ３ｍ ３ｍ ３ｍ ３ｍ

延焼のおそれが生じない例
建物Cと建物D【条件】次項参照

3）敷地境界線 2）外壁間の中心線

2）外壁間の中心線

1）道路中心線

敷地A 敷地C



2-1）-④延焼の恐れのある部分

・延焼の恐れのある部分が生じない場合
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建物A 2,000㎡

建物B
700㎡

延焼の恐れのある部分

敷地

①延べ床面積の合計が500㎡以内の建物間

建物C

300㎡
建物D

100㎡

3ｍ 3ｍ

4ｍ

建物C+建物D＝400㎡＜500㎡

建物C

300㎡
建物D

敷地

建物B
700㎡

建物A 2,000㎡

延焼の恐れのある部分

②小規模な平屋建ての附属建物との建物間

自転車置場、トイレ、付属物置、ポンプ室等

3ｍ 3ｍ

4ｍ 2ｍ

自転車置場

30㎡

トイレ

15㎡



2-1）-④延焼の恐れのある部分

・延焼の恐れのある部分の措置例
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①延焼の恐れの
ある部分の外壁を
防火構造にする

②延焼の恐れの
ある部分の建物を
屋根で接続して
同一棟にする

Ａ Ｂ

施工範囲

防火構造 準防火構造

屋根

Ａ
Ｂ

施工範囲

防火区画

・Ａの屋根までを防火構造の壁とする

・窓、出入口は防火設備とする

《この方法の留意点》

B：休憩室（増築建物）

A：工場（既設建物）

《この方法の留意点》

・窓、出入口は特定防火設備とする

B：休憩室（増築建物）

・Ａへの接続面は防火区画を行う

A：工場（既設建物）



2-1）-④延焼の恐れのある部分

・延焼の恐れがある部分の違反状態の是正
…屋外に休憩室を隣接して造る場合

防火措置がされてない建物の離隔が6m以下

30

×
休憩室３m３m

1.2ｍ

建物を隣接して建てる場合は
6m以上の空きがあるか



2-1）-④延焼の恐れのある部分

・延焼の恐れがある部分の違反状態の是正
…屋外に隣接して休憩室を造る場合

31

仕様

ポイント

① 床面積が増加する場合、
確認申請を提出する

② 工場の外壁を
1時間準耐火認定構造の壁

（防火区画壁を設ける）

工場側外壁
スレート壁の上に
1時間準耐火認定構造の壁を
設置する

・工場側外壁
1時間準耐火認定構造の壁

休憩室３m３m
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2-1）-⑤法22条区域
屋根の防火性能に関する留意点

1）建築基準法 2）消防法

① 建築確認申請 ① 危険物関連

② 準耐火建築物 -A 危険物一般取扱所

③ 防火区画 -B 危険物屋内貯蔵所

④ 延焼の恐れのある部分 ② 消防用水・消火栓

⑤ 法22条区域 ③ 自動火災報知設備

⑥ コンプライアンス・チェックの進め方



2-1）-⑤法22条区域

・法22条区域に関する違反状態の事例

庇や通路の屋根がシート張り

33

通路の屋根が樹脂製の波板張り



2-1）-⑤法22条区域

・法22条区域とは

34

① 屋根・断熱材は問わず
下地、下地ボードを不燃材で造る

② 屋根
を不燃材で 葺く（おおいつくる）

屋根断面図

②屋根

断熱材

①下地
①下地ボード

広域的に火災の拡大（火の粉が舞う）を防ぐ目的から、
建築物の屋根を ①不燃材で造る または

②不燃材で葺く ことを義務づけた区域。

注）防火、準防火地域にはもちろん適用される！



2-1）-⑤法22条区域
・法22条区域 屋根を改修する場合の留意点

35

屋根や外壁の改修工事を実施する場合は、

法22条区域の規則を確認し工事を計画する 愛知県の場合ほぼ全域が
法22条区域であるため屋根は
不燃材で葺か(又は 造ら)
なければならない

工場の屋根の過半を葺替える

• ガルバリウム鋼板 0.8mm折板葺き

• カラー鉄板 0.8mm瓦棒葺き
ポリカーボネート板

を張る場合は
使用条件を確認する

FRPの樹脂版

下地とも葺き替える場合
確認申請が必要な場合有
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2-1）-⑥コンプライアンス・チェックの進め方

1）建築基準法 2）消防法

① 建築確認申請 ① 危険物関連

② 準耐火建築物 -A 危険物一般取扱所

③ 防火区画 -B 危険物屋内貯蔵所

④ 延焼の恐れのある部分 ② 消防用水・消火栓

⑤ 法22条区域 ③ 自動火災報知設備

⑥ コンプライアンス・チェックの進め方



2-1）-⑥コンプライアンス・チェックの進め方

・進め方のご提案

1. 最新の確認書類を確認

2. 保管されている過去の確認書類を確認

3. チェックリストを作成し、現地調査実施

およそ30項目(建築士による）

4. 法令不適合事項を判定

5. 不適合事項の是正方法を検討

6. 配置図等に標記…見える化

※確認書類とは⇒確認申請書・確認済証・検査済証

37

ご用命があれば対応させてい頂きます

もちろん機密保護は守ります



2-1）-⑥コンプライアンス・チェックの進め方

・チェックリストのイメージ

38

おおむね30項目

建物用途や規模を勘案し

作成します



2-1）-⑥コンプライアンス・チェックの進め方

・配置図に不適格事項／是正案を標記

39

〇〇工場 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・ﾁｪｯｸ配置図

配置図
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2-2）消防法の解説
2-2）－①危険物関連

1）建築基準法 2）消防法

① 建築確認申請 ① 危険物関連

② 準耐火建築物 -A 危険物一般取扱所

③ 防火区画 -B 危険物屋内貯蔵所

④ 延焼の恐れのある部分 ② 消防用水・消火栓

⑤ 法22条区域 ③ 自動火災報知設備

⑥ コンプライアンス・チェックの進め方



2-2）-①危険物関連
・違反状態の事例1

指定数量等の管理不備 一般工場内で指定数量以上を保管

41



2-2）-①危険物関連

・違反状態の事例2

消火栓周りに物が置かれている 保有空地内に樹木の枝が張出ている

42

保有空地


૫

ಠ
ಛ



2-2）-①危険物関連

・危険物とは・・・危険物の種類

43

火災を発生させやすい
発火性又は引火性の

物質を
「危険物」と定義

一般的に取扱いが多い

第4類の危険物
について説明します

第６類「酸化性液体」
それ自体は燃焼しないが、混在する他の可燃物の

燃焼を促進させる　

第３類「自然発火性物質及び禁水物質」
大気中でも自然発火、又は水と接触して発火
もしくは可燃性ガスを発生する固体液体　　　　　　　　　　
（ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等）

第４類「引火性液体」
引火性のある液体。液面から蒸発した蒸気と空気
が混合した気体は爆発の危険性がある

第１類「酸化性固体」
それ自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化　　　　　
させる固体で可燃物の燃焼を促進する

第５類「事故反応性物質」
加熱分解等で、低温でも多くの熱を発生、爆発的
に反応する固体、液体

第２類「可燃性固体」
比較的低温でも、火気によって着火し易い固体

危険物の種類

第６類「酸化性液体」
それ自体は燃焼しないが、混在する他の可燃物の

燃焼を促進させる　

第３類「自然発火性物質及び禁水物質」
大気中でも自然発火、又は水と接触して発火
もしくは可燃性ガスを発生する固体液体　　　　　　　　　　
（ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等）

第４類「引火性液体」
引火性のある液体。液面から蒸発した蒸気と空気
が混合した気体は爆発の危険性がある

第１類「酸化性固体」
それ自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化　　　　　
させる固体で可燃物の燃焼を促進する

第５類「事故反応性物質」
加熱分解等で、低温でも多くの熱を発生、爆発的
に反応する固体、液体

第２類「可燃性固体」
比較的低温でも、火気によって着火し易い固体

危険物の種類

固形燃料・赤リン(マッチ)・
金属粉・マグネシウム等

黄リン・ナトリウム等

粉末漂白剤・プール消毒剤等

ニトログリセリン等

過酸化水素等

機械の作動油、塗料
シンナー等



2-2）-①危険物関連

・第4類危険物の分類 品名により指定数量が決められている

44

品名 液体名称
指定数量(L) ※次頁

(非水溶性) (水溶性)

特殊引火物 ジエチルエーテル (アセトアルデヒド) 50 ---

第１石油類 ガソリン ベンゼン (アセトン) 200 (400)

アルコール類 (メチルアルコール) (エチルアルコール) 400 ---

第２石油類 灯油 軽油 (氷酢酸) 1,000 (2,000)

第３石油類 防錆油 重油 (エチレングリコール) (グリセリン) 2,000 (4,000)

第４石油類 作動油 潤滑油 6,000 ---

動植物油類 ナタネ油 10,000 ---



2-2）-①危険物関連

・危険物の「倍数」と申請・届け出

① 「1/5未満」 は自主管理とし届出の必要はない

② 「1/5以上1倍未満」は各市町村で定める届け出（条例）を行う
③ 「1倍以上」 は許可申請（消防法）が必要

45

市町村条例による規制

①届け出 不要 ②届出 必要

消防法による規制規制なし（自主管理）

③許可申請 必要
指定数量１倍以上 危険物施設指定数量1/5未満

指定数量 1倍

指定数量 1/5

指定数量１倍未満
～1/5以上1倍 1倍

1/5

ガソリンは40L 以上
軽油・灯油は200L 以上

取扱う（貯蔵）危険物の「倍数」により申請・届け出を行う



2-2）-①危険物関連

・倍数の算出例
最大使用量（貯蔵量）が指定数量の何倍かを算出する

46

,
, + ,

, = . + . = . 倍
,
, + ,

, = . + . = . 倍

どちらも1倍以上 → 「許可申請」が必要

油類が1種類 (第4石油類)
【設備A】作動油4,800L 【設備B】作動油3,000L

油類が2種類 (第4石油類+第3石油類)
【設備Ａ】 作動油4,800L 【設備Ｂ】防錆油1,200L



2-2）-①危険物関連

・所轄消防への変更申請について

危険物の
品名・数量を変更

用途廃止
危険物保安監督者の

変更・解任

指定数量が増加し
構造等が基準に

不適合となる場合有り
「変更許可申請」

が必要

一般取扱所・
屋内貯蔵所等の施設の

用途を廃止する時

危険物保安監督者等を
変更したい時

10日前までに届出 遅滞なく届出 遅滞なく届出(解任も同様)

47

危険物の種類及び数量の「変化点管理」が大切
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2-2）-①-A 危険物一般取扱所

1）建築基準法 2）消防法

① 建築確認申請 ① 危険物関連

② 準耐火建築物 -A 危険物一般取扱所

③ 防火区画 -B 危険物屋内貯蔵所

④ 延焼の恐れのある部分 ② 消防用水・消火栓

⑤ 法22条区域 ③ 自動火災報知設備

⑥ コンプライアンス・チェックの進め方



2-2）-①-A 危険物一般取扱所

・危険物一般取扱所とは

• 塗装やプレス、ボイラー等
で指定数量1以上の
危険物を取扱う施設

• 新設する場合には
設置許可申請が必要

• 取扱う数量が変わる場合には
変更申請が必要

49



2-2）-①-A 危険物一般取扱所

・保安距離…配置を決めるときに注意！

50

一般取扱所10m以上

住宅

学校
病院

老人福祉施設等

特別高圧架空電線
35kV超

特別高圧架空電線
7kV超～35kV

高圧ガス施設等

30m以上

20m以上

水平距離
3m以上

水平距離
5m以上

火災等の災害が、学校、住宅などの保安対象物に
影響を及ぼさないよう、一定距離を定めたもの



2-2）-①-A 危険物一般取扱所

・保有空地…必ず確保する！

扱う指定数量の倍数 必要な空地の幅

10倍 以下 ３メートル以上

10倍 超 ５メートル以上

51

保有空地

一般取扱所

３m～５m以上

いかなる物も
置いてはならない

消防活動及び延焼防止のため、周囲に確保する空地



④

③

⑥

⑦

②

2-2）-①-A 危険物一般取扱所

・建物構造…特に窓に注意！

① 一般取扱所の標識と
防火関連の掲示板を設ける

② 保有空地を確保

③【壁】【柱･梁】
【床】【屋根】を

不燃材料で造る
延焼のおそれのある
外壁は耐火構造とする

⑤窓や出入り口にガラスを
用いる場合は網入りガラス
延焼のおそれのある部分は、

「自動閉鎖式の防火戸」
「窓設置禁止」

52

床は危険物が浸透しない構造
（溜桝を設置）

出入口は防火戸とする

避雷針 指定数量
10倍超で必要



2-2）-①-A 危険物一般取扱所

・工事を行う際の注意点

一般取扱所である場合

改修工事前に
変更許可申請を消防暑へ
提出してからでないと
工事が出来ません。

一般取扱所でない場合

事前申請は必要ありませんが
設備新設等により、工場内で
倍数が１倍以上となっていないか
チェックしてください

53

工事を行う際は、その工場が「一般取扱所」であるか確認してください

知らないうちになっている こともあり得ます

間仕切壁の移動でも変更申
請が必要な場合があります。
消防暑に事前説明、確認を
行ってください。



54

2-2）-①-B 危険物屋内貯蔵所

1）建築基準法 2）消防法

① 建築確認申請 ① 危険物関連

② 準耐火建築物 -A 危険物一般取扱所

③ 防火区画 -B 危険物屋内貯蔵所

④ 延焼の恐れのある部分 ② 消防用水・消火栓

⑤ 法22条区域 ③ 自動火災報知設備

⑥ コンプライアンス・チェックの進め方



2-2）-①-B 危険物屋内貯蔵所
・危険物屋内貯蔵所とは

• 屋内で指定数量1以上の
危険物を貯蔵する施設

• 新設する場合には
設置許可申請が必要

• 貯蔵する数量が変わる場合
には変更申請が必要

55



2-2）-①-B 危険物屋内貯蔵所

・保安距離…配置を決めるとき注意！

56

屋内貯蔵所10m以上

住宅

学校
病院

老人福祉施設等

特別高圧架空電線
35kV超

特別高圧架空電線
7kV超～35kV

高圧ガス施設等

30m以上

20m以上

水平距離
3m以上

水平距離
5m以上

火災等の災害が、学校、住宅などの保安対象物に
影響を及ぼさないよう、一定距離を定めたもの



2-2）-①-B 危険物屋内貯蔵所

・保有空地…必ず確保する！

57

保有空地

屋内貯蔵所

1m～10m以上

いかなる物も
置いてはならない

貯蔵する指定数量の倍数 必要な空地の幅

5倍 以下 不要

5倍 超 10倍 以下 1メートル以上

10倍 超 20倍 以下 2メートル以上

20倍 超 50倍 以下 3メートル以上

50倍 超 200倍 以下 4メートル以上

200倍 超 5メートル以上

消防活動及び延焼防止のため、周囲に確保する空地



④

③

⑥

⑦

②

2-2）-①-B 危険物屋内貯蔵所

・建物構造…特に窓に注意！

① 貯蔵できる危険物の
種類、数量に制限なし

② 保有空地
必要 ⇒ 倍数で指定

③ 軒高 6m未満

④ 床面積 1,000㎡以下

⑤ 【壁・柱・床】… 耐火構造
【梁・ 屋根】… 不燃材料
【 天井 】… 禁止

⑥ 窓・出入口は防火設備
(ガラスを用いる場合は網入ガラス)

延焼のおそれのある部分は
「自動閉鎖式の防火戸」
「窓は禁止」

⑦ 避雷針
倍数「10倍超」で必要

58

• 独立平屋建て

• 壁・柱・床は耐火構造



59

2-2）-② 消防用水・消火栓

1）建築基準法 2）消防法

① 建築確認申請 ① 危険物関連

② 準耐火建築物 -A 危険物一般取扱所

③ 防火区画 -B 危険物屋内貯蔵所

④ 延焼の恐れのある部分 ② 消防用水・消火栓

⑤ 法22条区域 ③ 自動火災報知設備

⑥ コンプライアンス・チェックの進め方



2-2）-② 消防用水・消火栓

・違反状態の事例

① 消防水利の周りに物が置かれ
消防車が近寄れない

② 別棟だった2棟を廊下で接続した

③ 消防上有効な窓をふさいだ

60

消防水利

消火栓
防火

水そう
プール 河川・池 …

消防用水

消防活動の妨げになる

一体の建物になる



2-2）-② 消防用水・消火栓

・消防用水 設置基準…敷地面積を確認

• 敷地面積20,000㎡以上

• 建築物の1階及び2階の延床面積の合計が

耐火建築物の場合 ≧15,000㎡

準耐火建築物の場合 ≧10,000㎡

その他の建築物の場合 ≧5,000㎡

61

敷地面積 25,000㎡

工場 12,000㎡
準耐火建築物

消防用水

必要・延焼ラインにかかる建物
や

・渡り廊下でつなぐ
⇒1棟扱いになる場合がある

8,000㎡ 3,000㎡
11,000㎡



2-2）-② 消防用水・消火栓

・屋内消火栓 設置基準を確認

防火
対象物

一般
(延面積 ㎡以上)

地階・無窓階又は4階以上の階
(延面積 ㎡以上)

基準面積 準耐火構造+内装制限 耐火構造+内装制限 基準面積 準耐火構造+内装制限 耐火構造+内装制限

工場 700 1,400 2,100 150 300 450
倉庫 700 1,400 2,100 150 300 450
車庫 設置義務無 設置義務無

62

消火栓は、建築物等の初期消火設備として設置する

立体駐車場等は粉末や
泡消火設備等が必要

設置免除の条件
・スプリンクラー ・水噴霧 ・泡 ・二酸化炭素
・屋外消火栓の有効範囲の部分は設置が免除される



延焼の恐れのある部分

その他建物を近接して建てる場合は注意！
建物A+建物B＝3,300㎡＞3,000㎡

2-2）-② 消防用水・消火栓

・屋外消火栓 設置基準を確認

63

耐火建築物 ≧9,000㎡

準耐火建築物 ≧6,000㎡

その他建築物 ≧3,000㎡

設置免除の条件
・スプリンクラー ・水噴霧 ・泡 ・二酸化炭素
・屋内消火栓の有効範囲の部分は設置が免除される

1階または1階+2階の延べ床面積が下表以上⇒屋外消火栓の設置が必要

建物B
（その他）
500㎡

4ｍ

建物A（その他）
2,800㎡

敷地

1棟扱いになり屋外消火栓の設置が必要



2-2）-② 消防用水・消火栓

・屋内消火栓、屋外消火栓 包含の例

64

屋外消火栓
屋内消火栓
屋外消火栓(40m)
屋内消火栓(25m)

屋外消火栓と屋内消火栓
で

建物全てを包含する

半径40m工場

半径25m



2-2）-② 消防用水・消火栓

・屋内消火栓、屋外消火栓 消火栓移設時の注意事項

65

シャッター設置予定位置

移設
消火栓 移設後

消火栓 移設前

壁

消火栓

現状の包含図を確認し、チェックする
移動後の包含図を作成し
「包含できるか」チェック

通路を設置
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2-2）-③ 自動火災報知設備

1）建築基準法 2）消防法

① 建築確認申請 ① 危険物関連

② 準耐火建築物 -A 危険物一般取扱所

③ 防火区画 -B 危険物屋内貯蔵所

④ 延焼の恐れのある部分 ② 消防用水・消火栓

⑤ 法22条区域 ③ 自動火災報知設備

⑥ コンプライアンス・チェックの進め方



2-2）-③ 自動火災報知設備

・違反状態の事例

間仕切りを新設したが自火報が未設置 有効な窓の前に物置を設置

67

自火報必要

有効な窓が閉鎖



2-2）-③ 自動火災報知設備

・設置基準を確認

68

延べ床面積(㎡)
地階又は2階以上

の床面積(㎡)
地階・無窓階又は

3階以上の床面積(㎡)
11階以上の階

工場・作業場 500以上

駐車用途の階で
当該部分の床面積

200以上
300以上 全部倉庫 500以上

事務所 1,000以上

窓開口Ａ+Ｂ+Ｃ
の合計が床面積の

1/30以下

消防法上の有効な窓開口

1.0
0.75 0.5

1.
2



2-2）-③ 自動火災報知設備

・設置の要否

69

工場
1000㎡

倉庫
400㎡

工場延べ床面積
1000㎡＞500㎡

倉庫延べ床面積
400㎡＜500㎡

設置の必要有

事務所延べ床面積
12,00㎡＞1,000㎡

事務所延べ床面積
400㎡＜1,000㎡

設置の必要有

設置の必要無

事務所
1,200㎡

事務所
400㎡

設置の必要無



2-2）-③ 自動火災報知設備

・設置、維持管理上の注意点

• 新築、増改築、改修工事の際は、
基準に従い火災報知設備を設置して下さい。

• 天井や間仕切りを新設、変更する場合には、
火災報知設備の移動や増設等を消防署に確認して下さい。

• 設置環境により適切な火災報知器を選択して下さい。

この感知器は何？ 熱感知 煙感知 炎感知

70



3.まとめ

1. 増改築、改修工事を行う際は、少なくとも工事する建物が

現行の法令や規則に合っているかどうかが問われます。

是正を行わないと工事ができない場合があります。

2. 事務所、工場などの職場環境の見直しや合理化を進める

場面において、「コンプライアンスは大丈夫か」を念頭に

改善の是非をご確認ください。

3. 埼玉県の大型物流倉庫の火災（2017年2月）では、

防災設備等は法令に基づき設置されていたものの、初期消火

や火災通報の遅れに加え防火シャッターの作動不良もあり、

火災が拡大し鎮火までに12日間を要しました。

教訓⇒初期消火が確実に出来るか

延焼の拡大防止は大丈夫か
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国土交通省ウェブサイトより

Legal compliance
＆

Ｍore safely



ご精読、誠にありがとうございました。

お気軽に問合せ下さい。


