
 

 

○大田区重度身体障害者火災安全システム事業実施要綱（平成11年5月24日保福保発第336号） 

大田区重度身体障害者火災安全システム事業実施要綱 

平成11年５月24日 

保福保発第336号 

  

 改正 平成11年６月29日保福保発第625号 平成17年12月28日保福障発第1642号  

   平成21年３月25日20保福障発第12779号 平成24年７月６日24福障発第11006号  

   平成26年８月１日26福障発第11552号    

（目的） 

第１条 この要綱は、重度身体障害者火災安全システム事業（以下「本事業」という。）を運営する

ことにより、在宅の重度身体障害者に対し、家庭内での火災による緊急事態に備えて住宅用防災機

器（以下「機器」という。）を給付又は貸与するとともに、火災の発生に伴う火災警報器からの信

号を東京消防庁又は民間事業者の受信センター（以下「受信センター」という。）に自動通報する

こと（以下「火災自動通報」という。）により、火災に対する迅速な消火活動及び当該障害者の救

助等を行い、もってこれらのものの安全を確保することを目的とする。 

２ 前項の受信センターは、大田区高齢者・重度身体障害者緊急通報システム事業実施要綱第13条第

２項に定める要件のものとする。 

（対象者） 

第２条 本事業の対象者は、18歳以上の在宅の重度身体障害者（１・２級相当者）で、緊急時の対応

が困難なものとする。 

２ 火災自動通報の対象者については、前項に定めるほか大田区重度身体障害者火災安全システム事

業実施要領の定めるところによる。 

（機器の種目及び性能等） 

第３条 給付又は貸与する機器の種目及び性能等は、別表第１に定めるとおりとする。 

２ 機器の性能等については、別表第１に定めるほか東京消防庁の定めるところによる。 

（利用者の決定） 

第４条 本事業の申請は、大田区重度身体障害者火災安全システム利用申請書（別記第１号様式）に

より行うものとする。 

２ 本事業の利用を希望する者が借家等に居住しているときは、家屋所有者から、家屋所有者火災安

全システム機器設置承諾書（別記第１号様式裏面）により承諾を得なければならない。 

３ 区長は、申請があった場合は、この要綱に基づいて本事業の利用の必要性を検討し、利用者を決

定するものとする。 

４ 区長は、利用者の承認を行ったときは、大田区重度身体障害者火災安全システム利用承認通知書

（別記第２号様式）により、承認しなかったときは、大田区重度身体障害者火災安全システム利用

不承認通知書（別記第３号様式）により、申請者に通知するものとする。 

（費用負担） 

第５条 本事業の利用者は、別表第２に定める基準により、必要な機器の給付又は貸与に要する費用

の一部を負担するものとする。 

（機器の管理） 

第６条 機器の給付又は貸与を受けた利用者は、当該機器を適切に利用しなければならない。給付又

は貸与の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

２ 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、大田区重度身体障害者火災安全システム利用

者等異動届（別記第４号様式）により速やかに区長に届け出なければならない。 

(１) 氏名又は住所を変更したとき。 

(２) 緊急連絡先を変更したとき。 

(３) 第２条に定める対象者の要件に該当しなくなったとき。 

(４) 入院等により、おおむね１週間以上不在となるとき。 

３ 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取り消すものとする。 



(１) 利用者が死亡したとき。 

(２) 第２条の規定に該当しないと認めたとき。 

(３) 辞退の申し出があったとき。 

(４) この要綱に違反したとき。 

４ 区長は、利用の取消しを行ったときは、大田区重度身体障害者火災安全システム利用廃止通知書

（別記第５号様式）により利用者に通知するものとする。 

（関係機関との連携） 

第７条 区長は、関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て本事業の円滑な推進を図るものとす

る。 

２ 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに受信センター又は東京消防庁（利用者

の居住地を管轄する消防署）に通知するものとする。 

(１) 第４条第３号の規定により利用者を決定したときは、利用者の情報をあらかじめ利用者本人

の同意を得て、高齢者緊急通報システム（民間）利用者登録カード送付書（東京都高齢社会対策

区市町村包括補助事業実施細則（平成19年５月31日付け19福保高在第31号）共通様式第５号表）

の題名に「重度身体障害者」を追加し、同様式裏の右上に「障」を追加したものにより通知する。 

(２) 既に通知した登録の内容を変更したときは、重度身体障害者等緊急通報重度心身障害者火災

安全システム利用者決定・利用者登録内容変更通知書（東京都障害者施策推進区市町村包括補助

事業実施細則（平成19年８月10日付け19福保障自第489号）共通様式（以下「都共通様式（障害関

係）」という。）第２号）により通知する。 

(３) 機器を設置するときは、重度身体障害者等緊急通報重度心身障害者火災安全システム利用者

の異動通知書（都共通様式（障害関係）第４号）により通知する。 

(４) 第６条第２項第３号の届出があったとき及び同条第３項の取り消しがあったときは、重度身

体障害者等緊急通報重度心身障害者火災安全システム利用者の異動通知書（都共通様式（障害関

係）第４号）により通知する。 

(５) その他本事業を実施する上で必要と認められるときに通知する。 

３ 受信センターは、東京消防庁の求めがあった場合、前項の情報を、あらかじめ本事業の利用者の

同意を得た上で、情報提供を行うものとする。 

４ 区長及び受信センターは、第２項及び前項に係る情報提供の際、個人情報の保護に関する必要な

措置を講じておくものとする。 

（台帳の整理） 

第８条 区長は、機器の給付又は貸与の状況を明確にするため、重度身体障害者火災安全システム給

付・貸与台帳を整備するものとする。 

（委任） 

第９条 この要綱の実施について必要な事項は、この要綱を所管する部長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成11年６月１日から施行する。 

付 則（平成11年６月29日保福保発第625号助役決定） 

この要綱は、平成11年７月１日から施行する。 

付 則（平成17年12月28日保福障発第1642号区長決定） 

この要綱は、平成18年１月１日から施行する。 

付 則（平成21年３月25日20保福障発第12779号区長決定） 

１ この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

２ 改正前の大田区重度身体障害者火災安全システム事業実施要綱の規定に基づき作成した用紙で現

に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。 

付 則（平成24年７月６日24福障発第11006号区長決定） 

この要綱は、決定の日から施行し、平成24年７月１日以後の申請に係るものから適用する。 

付 則（平成26年８月１日26福障発第11552号区長決定） 

この要綱は、決定の日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

  



 区分 種目 性能等  

   

給

付

又

は

貸

与 

火災警報器 火災報知設備及び簡易型火災警報器（以下「火災警報

器」という。）は室内の火災を煙又は熱により感知し、

音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

であること。 

 

 住

宅

用

防

災

機

器 

  また、火災に伴う火災警報器からの信号を東京消防庁

災害救急情報センターに自動通報する場合、専用通報機

に接続することにより東京消防庁災害救急情報センタ

ーに信号を自動通報することが可能なものであること。 

 

   なお、特殊法人日本消防検定協会において、検定合格

証又は鑑定合格証票等の表示がなされているものが望

ましい。 

 

   

貸

与 

専用通報機 火災警報器と接続することにより、火災に伴う火災警

報器からの信号を東京消防庁災害救急情報センターに

自動通報することが可能なものであること。 

 

     なお、財団法人日本消防設備安全センターに設置する

消防用設備等認定委員会において、認定証票の表示がな

されているものが望ましい。 

 

別表第２（第５条関係） 

大田区重度身体障害者火災安全システム費用負担基準 

  

 世帯階層区分 利用者負担額  

 Ａ 生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護世帯（単給世

帯を含む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰

国後の自立支援に関する法律（平成６年法律第30号）による支援

給付を受けている世帯（単給世帯を含む。） 

0円  

 Ｂ Ａ階層及びＤ階層を除き当該年度分の市町村民税（特別区民税を

含む。以下同じ。）非課税世帯 

1,100円  

 Ｃ１ Ａ階層を除き前年

分の所得税非課税

世帯 

当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯

（均等割のみ課税） 

2,250円  

 Ｃ２ 当該年度分の市町村民税所得割課税世帯 2,900円  

 Ｄ１ Ａ階層を除き前年

分の所得税課税世

帯であつて、その

所得税額の区分が

次の区分に該当す

るもの 

2,400円以下   3,450円  

 Ｄ２ 2,401円以上 4,800円以下 3,800円  

 Ｄ３ 4,801円以上 8,400円以下 4,250円  

 Ｄ４ 8,401円以上 12,000円以下 4,700円  

 Ｄ５ 12,001円以上 16,200円以下 5,500円  

 Ｄ６ 16,201円以上 21,000円以下 6,250円  

 Ｄ７   21,001円以上 46,200円以下 8,100円  

 Ｄ８   46,201円以上 60,000円以下 9,350円  

 Ｄ９   60,001円以上 78,000円以下 11,550円  

 Ｄ10   78,001円以上 100,500円以下 13,750円  

 Ｄ11   100,501円以上 190,000円以下 17,850円  

 Ｄ12   190,001円以上 299,500円以下 22,000円  

 Ｄ13   299,501円以上 831,900円以下 26,150円  

 Ｄ14   831,901円以上 1,467,000円以下 40,350円  

 Ｄ15   1,467,001円以上 1,632,000円以下 42,500円  

 Ｄ16   1,632,001円以上 2,302,900円以下 51,450円  

 Ｄ17   2,302,901円以上 3,117,000円以下 61,250円  



 Ｄ18   3,117,001円以上 4,173,000円以下 71,900円  

 Ｄ19   4,173,001円以上   全額  

備考 

１ 所得税の額を計算する場合には、所得税法（昭和40年法律第33号）第84条第１項中「控除対

象扶養親族」とあるのは「扶養親族」と、「特定扶養親族」とあるのは「扶養親族のうち、年

齢16歳以上23歳未満の者」と読み替えるものとする 

２ 市町村民税所得割の課税又は非課税を判定するに当たっては、地方税法等の一部を改正する

法律（平成22年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和25年法律第226号）第

292条第１項第８号に規定する扶養親族（16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。）及

び同法第314条の２第１項第11号に規定する特定扶養親族（19歳未満の者に限る。以下「特定扶

養親族」という。）があるときは、同号に規定する額（扶養親族に係るもの及び特定扶養親族

に係るもの（扶養親族に係る額に相当するものを除く。）に限る。）に同法第314条の３第１項

に規定する所得割の税率を乗じて得た額を当該年度の所得割額から控除した額で行うものとす

る。 

３ 世帯の所得税額が4,173,000円以下である場合において、利用者が世帯主又はその世帯におけ

る最多収入者であるときは、この表に掲げる利用者負担額に２分の１を乗じて得た額を利用者

負担額とする。 

４ 利用者負担額が火災安全システムの設置に要する費用を超える場合は、設置に要する費用を

もって利用者負担額とする。 

５ 当該年度の市町村民税が明らかでないときは、前年度分の市町村民税による。 

６ Ｄ階層に該当する世帯で、当該所得税の課税される年において特別減税が実施された場合に

は、減税前の税額をもって階層区分とする。 

様式（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

○大田区重度身体障害者火災安全システム事業実施要領（平成11年5月24日保福保発第336号） 

大田区重度身体障害者火災安全システム事業実施要領 

平成11年５月24日 

保福保発第336号 

  

 改正 平成11年６月29日保福保発第625号    

（趣旨） 

第１条 この要領は、大田区重度身体障害者火災安全システム事業実施要綱（以下「要綱」という。）

第９条の規定に基づき、要綱の実施に必要な事項を定めるものとする。 

（対象者） 

第２条 要綱第２条及び別表第１に規定する火災自動通報の専用通報機等の対象者とは、次の各号の

すべてに該当する者とする。なお、公営住宅に居住する者についてはその建物の防火設備を確認の

上で利用を決定する。 

(１) 当分の間、協力員のいる重度身体障害者緊急通報システム利用者とする。 

(２) 当分の間、建物の構造が木造又は防火造等の建物に居住する者を対象とし、耐火造である鉄

筋コンクリート造等の建物に居住する者は対象としない。 

（火災警報器設置基準） 

第３条 火災警報器を火災自動通報の専用通報機と接続して設置する場合は、次の基準により設置す

るものとする。 

(１) 台所に熱により感知する火災警報器を１台、居間又は寝室に煙により感知する火災警報器を

１台、計２台設置する。ただし台所と居間等の間に間仕切りがなく２台設置できない場合は、台

所等に熱により感知する火災警報器を１台設置する。 

(２) 前号の火災警報器と併せて戸外に戸外警報器を設置する。 

(３) 前２号により難い特別の事情が認められる場合は、設置業者等の意見により、火災警報器及

び戸外警報器の適切な設置を行う。 

２ 火災警報器を単品として設置する場合においても、将来火災自動通報の専用通報機と接続するこ

とが見込まれるときは、第１号の規定を準用する。 

付 則 

この要領は、平成11年６月１日から施行する。 

付 則 

この要領は、平成11年７月１日から施行する。 

 


