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議案第７８号  

羽生市火災予防条例の一部を改正する条例  

羽生市火災予防条例（昭和３６年条例第２２号）の一部を次のよう

に改正する｡  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改  正  後  改  正  前  

目次  目次  

第１章～第５章の２  （略）  第１章～第５章の２  （略）  

第６章  雑則（第４３条― 第４９

条）  

第６章  雑則（第４３条―第４８

条）  

第７ 章  罰則 （ 第 ５０ 条・ 第５ １

条）  

第７ 章  罰則 （第 ４９ 条・ 第５ ０

条）  

附則  附則  

（炉）  （炉）  

第３条  炉の位置及び構造は、次に掲

げる基準によらなければならない。  

第３条  炉の位置及び構造は、次に掲

げる基準によらなければならない。  

（１）  火災予防上安全な距離を保

つことを要しない場合（不燃材料

（建築基準法（昭和２５年法律第

２０１号）第２条第９号に規定す

る不燃材料をいう。以下同じ。）

で 有 効 に 仕 上 げ を し た 建 築 物 等

（消防法施行令（昭和３６年政令

第３７号。以下「令」という。）

第５条第１項第１号に規定する建

築物等をいう。以下同じ。）の部

分の構造が耐火構造（建築基準法

第２条第７号に規定する耐火構造

をいう。以下同じ。）であって、

（１）  火災予防上安全な距離を保

つことを要しない場合（不燃材料

（建築基準法（昭和２５年法律第

２０１号）第２条第９号に規定す

る不燃材料をいう。以下同じ。）

で 有 効 に 仕 上 げ を し た 建 築 物 等

（消防法施行令（昭和３６年政令

第３７号。以下「令」という。）

第５条第１項第１号に規定する建

築物等をいう。以下同じ。）の部

分の構造が耐火構造（建築基準法

第２条第７号に規定する耐火構造

をいう。以下同じ。）であって、



 

2 

間柱、下地その他主要な部分を準

不燃材料（建築基準法施行令（昭

和２５年政令第３３８号）第１条

第５号に規定する準不燃材料をい

う。以下同じ。）で造ったもので

ある場合又は当該建築物等の部分

の構造が耐火構造以外の構造であ

って、間柱、下地その他主要な部

分を不燃材料で造ったもの（有効

に遮熱できるものに限る。）であ

る場合をいう。以下同じ。）を除

き、建築物等及び可燃性の物品か

ら次に掲げる距離のうち、火災予

防上安全な距離として消防長が認

める距離以上の距離を保つこと。  

間柱、下地その他主要な部分を準

不燃材料（建築基準法施行令（昭

和２５年政令第３３８号）第１条

第５号に規定する準不燃材料をい

う。以下同じ。）で造ったもので

ある場合又は当該建築物等の部分

の構造が耐火構造以外の構造であ

って、間柱、下地その他主要な部

分を不燃材料で造ったもの（有効

に遮熱できるものに限る。）であ

る場合をいう。以下同じ。）を除

き、建築物等及び可燃性の物品か

ら次の各号に掲げる距離のうち、

火災予防上安全な距離として消防

長が認める距離以上の距離を保つ

こと。  

ア・イ  （略）  ア・イ  （略）  

（２）～（１９）  （略）  （２）～（１９）  （略）  

２～４  （略）  ２～４  （略）  

（ストーブ）  （ストーブ）  

第５条  （略）  第５条  （略）  

２  前項に規定するもののほか、スト

ーブの位置、構造及び管理の基準に

ついては、第３条（第１項第１１号

から第１４号まで及び第１７号オを

除く。）の規定を準用する。  

２  前項に規定するもののほか、スト

ーブの位置、構造及び管理の基準に

ついては、第３条（第１項第１１号

から第１４号まで及び第１７号ホを

除く。）の規定に準用する。  

（避雷設備）  （避雷設備）  

第１６条  避雷設備の位置及び構造

は、消防長が指定する日本産業規格

に適合するものとしなければならな

い。  

第１６条  避雷設備の位置及び構造

は、消防長が指定する日本工業規格

に適合するものとしなければならな

い。  

２  （略）  ２  （略）  

（液体燃料を使用する器具）  （液体燃料を使用する器具）  

第１８条  液体燃料を使用する器具の

取扱いは、次に掲げる基準によらな

ければならない。  

第１８条  液体燃料を使用する器具の

取扱いは、次に掲げる基準によらな

ければならない。  

（１）  火災予防上安全な距離を保

つことを要しない場合を除き、建

築物等及び可燃性の物品から次に

掲げる距離のうち、火災予防上安

（１）  火災予防上安全な距離を保

つことを要しない場合を除き、建

築物等及び可燃性の物品から次の

各号に掲げる距離のうち、火災予
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全な距離として消防長が認める距

離以上の距離を保つこと。  

防上安全な距離として消防長が認

める距離以上の距離を保つこと。  

ア・イ  （略）  ア・イ  （略）  

（２）～（１４）  （略）  （２）～（１４）  （略）  

２  （略）  ２  （略）  

（住宅用防災警報器の設置及び維持

に関する基準）  

（住宅用防災警報器の設置及び維持

に関する基準）  

第２９条の３  （略）  第２９条の３  （略）  

２～５  （略）  ２～５  （略）  

６  住宅用防災警報器は、前５項に定

めるもののほか、次に掲げる基準に

より設置し、及び維持しなければな

らない。  

６  住宅用防災警報器は、前５項に定

めるもののほか、次に掲げる基準に

より設置し、及び維持しなければな

らない。  

（１）～（３）  （略）  （１）～（３）  （略）  

（４）  電源に用いる配線は、電気

工作物に係る法令（法律及び法律

に基づく命令をいう。以下同じ。）

の規定によること。  

（４）  電源に用いる配線は、電気

工作物に係る法令の規定によるこ

と。  

（５）・（６）  （略）  （５）・（６）  （略）  

第３６条  劇場等の屋外の客席は、次

の各号に定めるところによらなけれ

ばならない。  

第３６条  劇場等の屋外の客席は、次

の各号に定めるところによらなけれ

ばならない。  

（１）～（３）  （略）  （１）～（３）  （略）  

（４）  客席の避難通路は、次に定

めるところによらなければならな

い。  

（４）  客席の避難通路は、次の各

号に定めるところによらなければ

ならない。  

ア～エ  （略）  ア～エ  （略）  

（タンクの水張検査等）  （タンクの水張検査等）  

第４７条  （略）  第４７条  （略）  

（防火対象物の消防用設備等の状況

の公表）  

 

第４８条  消防長は、防火対象物を利

用しようとする者の防火安全性の判

断に資するため、当該防火対象物の

消防用設備等の状況が法又は法に基

づく命令の規定に違反する場合は、

その旨を公表することができる。  

 

２  消防長は、前項の規定による公表

をしようとするときは、当該防火対
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象物の関係者にその旨を通知するも

のとする。  

３  第１項の規定による公表の対象と

なる防火対象物及び違反の内容並び

に公表の手続は、規則で定める。  

 

（委任）  （委任）  

第４９条  （略）  第４８条  （略）  

第７章  （略）  第７章  （略）  

（罰則）  （罰則）  

第５０条  （略）  第４９条  （略）  

第５１条  （略）  第５０条  （略）  

  

附  則  

この条例は、平成３２年４月１日から施行する。ただし、次の各号

に掲げる改正は、当該各号に定める日から施行する。  

（１）  第３条第１項第１号、第５条第２項、第１８条第１項第１

号、第２９条の３第６項第４号及び第３６条第４号の改正  公布

の日  

（２）  第１６条第１項の改正  平成３１年７月１日  

平成３０年１１月２９日提出  

             埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    

 


