
令和元年９月３０日公布

我孫子市規則第２６号

我孫子市火災予防条例施行規則の一部を改正する規則

我孫子市火災予防条例施行規則（昭和４０年規則第６号）の一部を次のように

改正する。

改正後 改正前

（喫煙等の禁止場所の指定） （喫煙等の禁止場所の指定）

第２条の２ 条例第23条第１項に定め

る消防長が指定する場所は、次に掲げ

るものとする。

第２条の２ 条例第23条第１項に定め

る消防長が指定する場所は、次の各号

に掲げるものとする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、

又は火災予防上危険な物品を持ち

込んではならない場所

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、

又は火災予防上危険な物品を持ち

込んではならない場所

ア 略 ア 略

イ 観覧場の舞台及び客席（喫煙

にあつては、屋外の客席及び全

ての床が不燃材料でつくられた

客席を除く。）

イ 観覧場の舞台及び客席（喫煙

にあつては、屋外の客席及びす

べての床が不燃材料でつくられ

た客席を除く。）

ウからケまで 略 ウからケまで 略

(2) 略 (2) 略

２ 略 ２ 略

（指定催しの指定） （指定催しの指定）

第２条の３ 条例第42条の２第３項の

規定による通知は、指定催しの指定通

知書（様式第１号の２）によるものと

する。

第２条の３ 条例第42条の２第３項の

規定による通知は、様式第１号の２に

よるものとする。

２ 略 ２ 略

（火災予防上必要な業務に関する計

画の提出）

（火災予防上必要な業務に関する計

画の提出）



第２条の４ 条例第42条の３第２項の

規定による火災予防上必要な業務に

関する計画の提出は、火災予防上必要

な業務に関する計画提出書（様式第１

号の３）によるものとする。

第２条の４ 条例第42条の３第２項の

規定による火災予防上必要な業務に

関する計画の提出は、様式第１号の３

によるものとする。

（防火対象物の使用開始の届出） （防火対象物の使用開始の届出）

第３条 条例第43条に定める防火対象

物の使用開始の届出は、防火対象物使

用開始届出書（様式第１号の４）によ

るものとする。

第３条 条例第43条に定める防火対象

物の使用開始の届出は、様式第１号の

４によるものとする。

２ 同一敷地内に２以上の棟がある場

合には、防火対象物棟別概要追加書類

（様式第２号）を添付するものとす

る。

２ 同一敷地内に２以上の棟がある場

合には、様式第２号を添付するものと

する。

３ 消防長は、前２項の届出を受理した

ときは検査を行い、火災予防上支障が

ないと認めた場合は、副本に届出済の

認印（様式第３号）をして返付する。

３ 消防長は、前各項の届出を受理した

ときは検査を行い、火災予防上支障が

ないと認めた場合は、副本に届出済の

認印（様式第３号）をして返付する。

（火を使用する設備等の届出） （火を使用する設備等の届出）

第４条 条例第44条各号に定める届出

は、次の様式によるものとする。

第４条 条例第44条各号に定める届出

は、次の様式によるものとする。

(1) 炉、厨房設備、ボイラー、火花

を生ずる設備等の届出は、炉・厨

房設備・温風暖房機・ボイラー・

給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ

設備・ヒートポンプ冷暖房機・火

花を生ずる設備・放電加工機設置

届出書（様式第４号）による。

(1) 炉、厨房設備、ボイラー、火花

を生ずる設備等の届出は、様式第

４号による。

(2) 燃料電池発電設備、変電設備、

発電設備及び蓄電池設備の設置の

(2) 燃料電池発電設備、変電設備、

発電設備及び蓄電池設備の設置の



届出は、燃料電池発電設備・発電

設備・変電設備・蓄電池設備設置

届出書（様式第５号）による。

届出は、様式第５号による。

(3) ネオン管灯設備の届出は、ネオ

ン管灯設備設置届出書(様式第６

号)による。

(3) ネオン管灯設備の届出は、様式

第６号による。

(4) 水素ガスを充てんする設備の設

置の届出は、水素ガスを充てんす

る気球の設置届出書（様式第７号）

による。

(4) 水素ガスを充てんする設備の設

置の届出は、様式第７号による。

２ 略 ２ 略

（火災とまぎらわしい煙等を発する

おそれのある行為等の届出）

（火災とまぎらわしい煙等を発する

おそれのある行為等の届出）

第５条 条例第45条各号に定める届出

は、次の様式によるものとする。ただ

し、第１号に規定する届出は、口頭に

より行うことができる。

第５条 条例第45条各号に定める届出

は、次の様式によるものとする。ただ

し、第１号に規定する届出は、口頭に

より行うことができる。

(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎

を発するおそれのある行為の届出

は、火災とまぎらわしい煙又は火

炎を発するおそれのある行為の届

出書（様式第８号）による。

(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎

を発するおそれのある行為の届出

は、様式第８号による。

(2) 煙火の打上げ又は仕掛けの届出

は、煙火打上げ・仕掛け届出書（様

式第９号）による。

(2) 煙火の打上げ又は仕掛けの届出

は、様式第９号による。

(3) 劇場等以外の建築物その他の工

作物における演劇、映画その他の

催物の開催届出は、催物開催届出

書（様式第10号）による。

(3) 劇場等以外の建築物その他の工

作物における演劇、映画その他の

催物の開催届出は、様式第10号に

よる。

(4) 水道の断水又は減水の届出は、 (4) 水道の断水又は減水の届出は、



水道断水・減水届出書（様式第11

号）による。

様式第11号による。

(5) 消防隊の通行その他消火活動に

支障を及ぼすおそれのある道路工

事の届出は、道路工事届出書（様

式第12号）による。

(5) 消防隊の通行その他消火活動に

支障を及ぼすおそれのある道路工

事の届出は、様式第12号による。

(6) 祭礼、縁日、花火大会、展示会

その他の多数の者の集合する催し

に際して行う露店等の開設の届出

は、露店等の開設届出書（様式第12

号の２）による。

(6) 祭礼、縁日、花火大会、展示会

その他の多数の者の集合する催し

に際して行う露店等の開設の届出

は、様式第12号の２による。

２ 略 ２ 略

（指定
とう

洞道等の届出） （指定
とう

洞道等の届出）

第５条の２ 条例第45条の２に定める

消防長が消火活動に重大な支障を生

ずるおそれのあるものとして指定す

る洞道等は、次に掲げるものとする。

第５条の２ 条例第45条の２に定める

消防長が消火活動に重大な支障を生

ずるおそれのあるものとして指定す

る洞道等は、次に掲げるものとする。

(1)及び(2) 略 (1)及び(2) 略

(3) 前２号以外で消防長が必要と認

める洞道等

(3) 前各号以外で消防長が必要と認

める洞道等

２ 前項の届出は、指定
とう

洞道等届出書

（新規・変更）（様式第13号）による

ものとし、消防長は、届出を受理した

ときは内容を審査し、必要があれば検

査を行い、支障ないと認めた場合は副

本に届出済の認印をして返付する。

２ 前項の届出は、様式第13号によるも

のとし、消防長は、届出を受理したと

きは内容を審査し、必要があれば検査

を行い、支障ないと認めた場合は副本

に届出済の認印をして返付する。

（指定数量未満の危険物等の貯蔵及

び取扱いの届出等）

（指定数量未満の危険物等の貯蔵及

び取扱いの届出等）

第６条 指定数量未満の５分の１以上

（個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う

第６条 指定数量未満の５分の１以上

（個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う



場合にあつては、指定数量の２分の１

以上）指定数量未満の危険物（以下「少

量危険物」という。）及び条例別表第

８で定める数量の５倍以上（可燃性固

体類等及び合成樹脂類にあつては同

表で定める数量以上）の指定可燃物の

貯蔵又は取扱いの届出は、少量危険物

指定可燃物貯蔵取扱い届出書（様式第

14号）によるものとする。

場合にあつては、指定数量の２分の１

以上）指定数量未満の危険物（以下「少

量危険物」という。）及び条例別表第

８で定める数量の５倍以上（可燃性固

体類等及び合成樹脂類にあつては同

表で定める数量以上）の指定可燃物の

貯蔵又は取扱いの届出は、様式第14号

によるものとする。

２ 略 ２ 略

（指定数量未満の危険物の貯蔵及び

取扱いの廃止届）

（指定数量未満の危険物の貯蔵及び

取扱いの廃止届）

第７条 条例第46条第２項に定める届

出は、少量危険物指定可燃物貯蔵取扱

い廃止届出書（様式第15号）によるも

のとする。

第７条 条例第46条第２項に定める届

出は、様式第15号によるものとする。

（少量危険物又は指定可燃物タンク

水張検査等の申請）

（少量危険物又は指定可燃物タンク

水張検査等の申請）

第８条 条例第47条第１項に定める検

査申請は、少量危険物指定可燃物タン

ク検査申請書（様式第16号）によるも

のとする。

第８条 条例第47条第１項に定める検

査申請は、様式第16号によるものとす

る。

２ 略 ２ 略

様式第１号中「届出者」を「申請者」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」

に改める。

様式第１号の２中「 年 月 日」を「令和 年 月 日」に改める。

様式第１号の３及び様式第１号の４中「日本工業規格」を「日本産業規格」に

改める。

様式第２号中「防火対象物棟別概要追加書類（Ａ４）」を「防火対象物棟別概

要追加書類」に改める。



様式第４号中「炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー給湯湯沸設備、乾燥設備、

サウナ設備ヒートポンプ冷暖房機火花を生ずる設備、放電加工機設置届出書」を

「炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・

ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書」に、「日本

工業規格」を「日本産業規格」に改める。

様式第５号中「燃料電池発電設備発電設備変電設備蓄電池設備設置届出書」を

「燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書」に、「日本

工業規格」を「日本産業規格」に改める。

様式第６号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

様式第７号中「水素ガスを充てんする気球の設置届」を「水素ガスを充てんす

る気球の設置届出書」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

様式第８号中「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届

出書」を「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」

に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

様式第９号中「煙火打上げ仕掛け届出書」を「煙火打上げ・仕掛け届出書」に、

「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

様式第１０号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

様式第１１号中「水道断水減水届出書」を「水道断水・減水届出書」に、「日

本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

様式第１２号中から様式第１５号までの規定中「日本工業規格」を「日本産業

規格」に改める。

様式第１６号中「届出者」を「申請者」に、「（電話 番）」を「（電

話 ）」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

様式第１７号（その１）及び様式第１７号（その２）中「日本工業規格」を「日

本産業規格」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）



２ この規則の施行の際、この規則による改正前の我孫子市火災予防条例施行規

則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な調

整をした上、なお当分の間、使用することができる。


