障害福祉課において指定申請等をされる皆様へ
～前橋市消防局からのお知らせ～

１

既存の建物を利用する場合
既存の建物において、「共同生活援助事業所（グループホーム）」「生活介護事業所」

「就労移行支援事業所」「就労継続支援事業所」等で使用する場合、消防用設備等の設置・
維持、消防訓練の実施等の消防法令上の規定に適合させ、使用を開始する前に消防の検査を
受ける必要があります。
不適合建物の状態で建物の利用を開始することは、火災による被害が拡大する原因となり
ますので、既存の建物に新たに入居される関係者の皆様は、下記管轄消防署の担当窓口にて、
事前協議していただきますようお願いいたします。
また、使用を開始する日の７日前までに「防火対象物使用開始届出書」を管轄の消防署へ
届け出ていただき、必要な検査を受けてください。
管轄消防署

窓口

住所

中央消防署

連絡先

前橋市朝日町四丁目２２－１

２２０－４５１９

前橋市樋越町６２－１

２８３－３３９９

前橋市大渡町二丁目３－５

２５１－０２７２

南消防署

前橋市西善町７６６－２

２６６－４３７４

北消防署

前橋市上細井町１７９４－１

２３３－７２１５

東消防署
西消防署

地域安全係

※管轄する担当地域については、裏面に記載してあります。

２

新築、改築、増築、用途変更等の場合
確認申請が必要な場合がありますので、下記の建築指導課へご相談ください。
建築基準法のお問合せ先は、下記のとおりです。
前橋市建築指導課審査係

０２７－８９８－６７５４

令和２年度
全国統一防火標語
その火事を 防ぐあなたに 金メダル

各種届出書のダウンロード、その他の情報は「前橋消防」で検索！

前橋消防

検索

担
中 央 消 防 署
担
当 署

千代田分署
赤坂分署

東 消 防 署

宮城分署
西 消 防 署

利根分署

南 消 防 署

城南分署

北 消 防 署

白川分署

当

地

域

岩神町一丁目 岩神町二丁目 岩神町三丁目 岩神町四丁目 敷島町 緑が丘町
昭和町一丁目 昭和町二丁目 昭和町三丁目 平和町一丁目 平和町二丁目
国領町一丁目 国領町二丁目 住吉町一丁目 住吉町二丁目 若宮町一丁目
若宮町二丁目 若宮町三丁目 若宮町四丁目 日吉町一丁目 日吉町二丁目
日吉町三丁目 日吉町四丁目 城東町一丁目 城東町二丁目 城東町三丁目
城東町四丁目 城東町五丁目 紅雲町一丁目 紅雲町二丁目 本町三丁目
表町一丁目 表町二丁目 三河町一丁目 三河町二丁目 朝日町一丁目
朝日町二丁目 朝日町三丁目 朝日町四丁目 天川原町一丁目 天川原町二丁目
六供町 六供町一丁目 六供町四丁目 天川町 文京町一丁目 文京町二丁目
文京町三丁目 文京町四丁目 南町一丁目 南町二丁目 南町三丁目 南町四丁目
朝倉町一丁目 朝倉町二丁目 朝倉町三丁目 朝倉町四丁目 天川大島町
天川大島町一丁目 天川大島町二丁目 天川大島町三丁目 女屋町
上大島町 下大島町 上長磯町 東上野町 野中町 下長磯町 小島田町
大手町一丁目 大手町二丁目 大手町三丁目 千代田町一丁目 千代田町二丁目
千代田町三丁目 千代田町四丁目 千代田町五丁目 本町一丁目 本町二丁目
三俣町一丁目 三俣町二丁目 三俣町三丁目 幸塚町 上沖町 下沖町
西片貝町一丁目 西片貝町二丁目 西片貝町三丁目 西片貝町四丁目 西片貝町五丁目
東片貝町 上泉町 石関町 亀泉町 荻窪町 堀之下町 堤町 江木町
大胡町 茂木町 堀越町 横沢町 滝窪町 東金丸町 河原浜町 樋越町 柏倉町
上大屋町 鼻毛石町 市之関町 三夜沢町 大前田町 粕川町（稲里・新屋・
込皆戸・深津・女渕・西田面・前皆戸・上東田面・下東田面・一日市・中・膳）
苗ヶ島町 馬場町 粕川町（中之沢・室沢・月田）
元総社町 元総社町一丁目 元総社町二丁目 元総社町三丁目 大友町一丁目
大友町二丁目 大友町三丁目 大渡町一丁目 大渡町二丁目 鳥羽町 石倉町
石倉町一丁目 石倉町二丁目 石倉町三丁目 石倉町四丁目 石倉町五丁目
下石倉町 総社町総社 総社町一丁目 総社町二丁目 総社町三丁目 総社町四丁目
総社町植野 総社町高井 高井町一丁目 総社町桜が丘
問屋町一丁目 問屋町二丁目 池端町 上青梨子町 青梨子町 清野町
箱田町 後家町 前箱田町 前箱田町二丁目 川曲町 稲荷新田町 下新田町
上新田町 小相木町 小相木町一丁目 古市町 古市町一丁目 古市町二丁目
江田町 朝日が丘町 光が丘町 大利根町一丁目 大利根町二丁目 新前橋町
青葉町
上佐鳥町 橳島町 朝倉町 後閑町 下佐鳥町 宮地町 西善町 山王町
山王町一丁目 山王町二丁目 中内町 東善町 広瀬町一丁目 広瀬町二丁目
広瀬町三丁目 公田町 横手町 亀里町 鶴光路町 新堀町 下阿内町 力丸町
徳丸町 房丸町 下川町 駒形町
下大屋町 泉沢町 富田町
新井町 二之宮町 今井町
神沢の森

荒口町 荒子町 西大室町 東大室町 飯土井町
笂井町 小屋原町 上増田町 下増田町 鶴が谷町

勝沢町 小神明町 端気町 五代町 鳥取町 小坂子町 嶺町 金丸町 高花台一丁目
高花台二丁目 上細井町 下細井町 北代田町 下小出町一丁目 下小出町二丁目
下小出町三丁目 上小出町一丁目 上小出町二丁目 上小出町三丁目 龍蔵寺町
青柳町 荒牧町 荒牧町一丁目 荒牧町二丁目 荒牧町三丁目 荒牧町四丁目
日輪寺町 川端町 田口町 関根町 関根町一丁目 関根町二丁目 関根町三丁目
川原町 川原町一丁目 川原町二丁目 南橘町
富士見町（赤城山・石井・市之木場・漆窪・小沢・小暮・米野・田島・時沢
原之郷・引田・皆沢・山口・横室）

