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第 十章
附則

雑則（ 第百四 十四条 の三 ―第百 五十条 ）

（ 面積、 高さ等 の算定 方法）
第 二条 次の各 号に掲 げる面 積、高 さ及び 階数の 算定 方法は 、それ ぞれ当 該各号 に定め るとこ ろによ る。
一～ 三 （ 略）
四 延べ面 積 建 築物の 各階の 床面 積の合 計によ る。た だし、 法第五 十二条 第一項 に規定 する 延べ面 積（建 築物の 容積率 の最低 限度に 関する 規制
に係 る当該 容積率 の算定 の基礎 となる 延べ面 積を除 く。 ）には 、次に 掲げる 建築物 の部分 の床面 積を算 入しな い。
イ 自 動車車 庫そ の他の 専ら自 動車又 は自転 車の停 留又は 駐車の ための 施設 （誘導 車路、 操車場 所及び 乗降場 を含む 。）の 用途 に供す る部分 （
第三項 第一号 及び第 百三十 七条の 八に おいて 「自動 車車庫 等部分 」とい う。）
ロ 専 ら防災 のため に設け る備蓄 倉庫の 用途に 供す る部分 （第三 項第二 号及び 第百三 十七条 の八に おいて 「備 蓄倉庫 部分」 という 。）
ハ 蓄電 池（ 床に据 え付け るもの に限る 。）を 設ける 部分（ 第三項 第三 号及び 第百三 十七条 の八に おいて 「蓄電 池設置 部分」 とい う。）
ニ 自家 発電設 備を設 ける部 分（ 第三項 第四号 及び第 百三十 七条の 八にお いて「 自家発 電設 備設置 部分」 という 。）
ホ 貯水 槽を設 ける部 分（第 三項第 五号及 び第百 三十 七条の 八にお いて「 貯水槽 設置部 分」と いう。 ）
五～ 八 （ 略）
２ （略）
３ 第一項 第四号 ただし 書の規 定は、 次の各 号に掲 げる 建築物 の部分 の区分 に応じ 、当該 敷地内 の建築 物の 各階の 床面積 の合計 （同一 敷地内 に二以
上の建 築物が ある 場合に おいて は、そ れらの 建築物 の各階 の床面 積の 合計の 和）に 当該各 号に定 める割 合を乗 じて得 た面積 を限 度とし て適用 する
ものと する。
一 自 動車車 庫等部 分 五 分の一
二 備蓄 倉庫 部分 五十分 の一
三 蓄電 池設置 部分 五十分 の一
四 自家 発電設 備設置 部分 百分の 一
五 貯水槽 設置 部分 百分の 一
（略）
４

（耐火 建築 物の主 要構造 部に関 する技 術的基 準）
第百八 条の三 （略 ）
２ （ 略）
３ 主要 構造 部が第 一項第 一号又 は第二 号に該 当する 建築物 （次項 に規 定する 建築物 を除く 。）に 対する 第百十 二条第 一項及 び第 五項か ら第十 六項
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ま で、第 百十四 条第一 項及び 第二 項、第 百十七 条第二 項、第 百二十 条第一 項、第 二項及 び第 四項、 第百二 十一条 第二項 、第百 二十二 条第一 項、第
百 二十三 条第一 項及び 第三項 、第百 二十三 条の二 、第 百二十 六条の 二、第 百二十 八条の 四第四 項、第 百二十 八条 の五第 一項及 び第四 項、第 百二十
九条 第一項 、第 百二十 九条の 二第一 項、第 百二十 九条の 二の五 第一項 、第 百二十 九条の 十三の 二、第 百二十 九条の 十三の 三第三 項及 び第四 項並び
に第 百四十 五条第 一項第 一号及 び第 二項の 規定（ 次項に おいて 「耐火 性能関 係規定 」とい う。 ）の適 用につ いては 、当該 建築物 の部分 で主要 構造
部で あるも のの構 造は、 耐火構 造とみ なす。
４ 主 要構造 部が 第一項 第一号 に該当 する建 築物（ 当該建 築物の 主要構 造部 である 床又は 壁（外 壁を除 く。） の開口 部に設 けら れた防 火設備 が、当
該防火 設備に 当該建 築物の 屋内に おい て発生 が予測 される 火災に よる火 熱が加 えられ た場 合に、 当該加 熱面以 外の面 に火炎 を出さ ないも のであ る
ことに ついて 防火区 画検証 法によ り確か められ たも のであ るもの に限る 。）及 び主要 構造部 が第一 項第二 号に 該当す る建築 物（当 該建築 物の主 要
構 造部で ある 床又は 壁（外 壁を除 く。） の開口 部に設 けられ た防火 設備 が、当 該防火 設備に 当該建 築物の 屋内に おいて 発生が 予測 される 火災に よ
る 火熱が 加えら れた場 合に、 当該 加熱面 以外の 面に火 炎を出 さない ものと して国 土交通 大臣 の認定 を受け たもの である ものに 限る。 ）に対 する第
百 十二条 第一項 、第五 項から 第十項 まで、 第十二 項か ら第十 四項ま で及び 第十六 項、第 百二十 二条第 一項、 第百 二十三 条第一 項及び 第三項 、第百
二十 六条の 二、 第百二 十八条 の五第 一項及 び第四 項、第 百二十 九条の 二の 五第一 項、第 百二十 九条の 十三の 二並び に第百 二十九 条の 十三の 三第三
項の 規定（ 以下こ の項に おいて 「防 火区画 等関係 規定」 という 。）の 適用に ついて は、こ れら の建築 物の部 分で主 要構造 部であ るもの の構造 は耐
火構 造と、 これら の防火 設備の 構造は 特定防 火設備 とみ なし、 これら の建築 物に対 する防 火区画 等関係 規定 以外の 耐火性 能関係 規定の 適用に つい
ては、 これら の建 築物の 部分で 主要構 造部で あるも のの構 造は耐 火構 造とみ なす。
（ 略）
５

（ 防火区 画）
第 百十二 条 （ 略）
２～
（ 略）
建築 物の一 部が 法第二 十四条 各号の いずれ かに該 当する 場合に おいて は、 その部 分とそ の他の 部分と を準耐 火構造 とした 壁又 は法第 二条第 九号
の二 ロに規 定する 防火設 備で区 画し なけれ ばなら ない。
建築 物の一 部が法 第二十 七条第 一項各 号、第 二項 各号又 は第三 項各号 のいず れかに 該当す る場合 におい ては 、その 部分と その他 の部分 とを一 時
間準耐 火基 準に適 合する 準耐火 構造と した床 若しく は壁又 は特定 防火 設備で 区画し なけれ ばなら ない。
第一項 から第 五項ま で、第 八項 又は前 項の規 定によ る区画 に用い る特定 防火設 備及び 第五 項、第 八項、 第九項 又は第 十二項 の規定 による 区画に
用いる 法第二 条第九 号の二 ロに規 定する 防火設 備は 、次の 各号に 掲げる 区分に 応じ、 それぞ れ当該 各号に 定め る構造 のもの としな ければ ならな い
。
一 第一 項本文 、第二 項若し くは 第三項 の規定 による 区画に 用いる 特定防 火設備 又は第 五項 の規定 による 区画に 用いる 法第二 条第九 号の二 ロに 規
定 する防 火設備 次に 掲げる 要件を 満たす ものと して 、国土 交通大 臣が定 めた構 造方法 を用い るもの 又は 国土交 通大臣 の認定 を受け たもの
イ 常時閉 鎖若 しくは 作動を した状 態にあ るか、 又は随 時閉鎖 若し くは作 動をで きるも のであ ること 。
ロ 閉鎖又 は作動 をする に際 して、 当該特 定防火 設備又 は防火 設備の 周囲の 人の安 全を 確保す ること ができ るもの である こと。
ハ 居室か ら地上 に通ず る主た る廊下 、階段 その 他の通 路の通 行の用 に供す る部分 に設け るもの にあつ ては 、閉鎖 又は作 動をし た状態 におい て
12

13

14

11
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避 難上支 障がな いもの である こと 。
ニ 常時 閉鎖又 は作動 をした 状態に あるも の以外 のも のにあ つては 、火災 により 煙が発 生した 場合又 は火災 によ り温度 が急激 に上昇 した場 合の
いず れかの 場合 に、自 動的に 閉鎖又 は作動 をする もので あるこ と。
二 第一項 第二号 、第四 項、第 八項 若しく は前項 の規定 による 区画に 用いる 特定防 火設備 又は 第八項 、第九 項若し くは第 十二項 の規定 による 区画
に用 いる法 第二条 第九号 の二ロ に規定 する防 火設備 次 に掲げ る要件 を満た すもの として 、国土 交通大 臣が定 めた 構造方 法を用 いるも の又は 国
土交通 大臣の 認定 を受け たもの
イ 前 号イか らハま でに掲 げる要 件を 満たし ている もので あるこ と。
ロ 避 難上及 び防火 上支障 のない 遮煙性 能を有 し、 かつ、 常時閉 鎖又は 作動を した状 態にあ るもの 以外の もの にあつ ては、 火災に より煙 が発生
し た場合 に自 動的に 閉鎖又 は作動 をする もので あるこ と。
給 水管、 配電管 その他 の管が 第一 項から 第四項 まで若 しくは 第十三 項の規 定によ る一時 間準 耐火基 準に適 合する 準耐火 構造の 床若し くは壁 、第
五 項若し くは第 八項の 規定に よる耐 火構造 の床若 しく は壁、 第九項 本文、 第十項 本文若 しくは 第十二 項の規 定に よる準 耐火構 造の床 若しく は壁又
は第 十項た だし 書の場 合にお ける同 項ただ し書の ひさし 、床、 袖壁そ の他 これら に類す るもの （以下 この項 及び次 項にお いて「 準耐 火構造 の防火
区画 」とい う。） を貫通 する場 合に おいて は、当 該管と 準耐火 構造の 防火区 画との 隙間を モル タルそ の他の 不燃材 料で埋 めなけ ればな らない 。
換気 、暖房 又は冷 房の設 備の風 道が準 耐火構 造の防 火区 画を貫 通する 場合（ 国土交 通大臣 が防火 上支障 がな いと認 めて指 定する 場合を 除く。 ）
におい ては、 当該 風道の 準耐火 構造の 防火区 画を貫 通する 部分又 はこ れに近 接する 部分に 、特定 防火設 備（法 第二条 第九号 の二 ロに規 定する 防火
設備に よつて 区画す べき準 耐火 構造の 防火区 画を貫 通する 場合に あつて は、法 第二条 第九 号の二 ロに規 定する 防火設 備）で あつて 、次に 掲げる 要
件を満 たすも のとし て、国 土交通 大臣が 定めた 構造 方法を 用いる もの又 は国土 交通大 臣の認 定を受 けたも のを 国土交 通大臣 が定め る方法 により 設
け なけれ ばな らない 。
一 火災 により 煙が発 生した 場合 又は火 災によ り温度 が急激 に上昇 した場 合に自 動的に 閉鎖 するも のであ ること 。
二 閉鎖 した場 合に防 火上支 障のな い遮煙 性能を 有す るもの である こと。

（木 造等の 建築物 の防火 壁）
第百 十三条 防火 壁は、 次に定 める構 造とし なけ ればな らない 。
一・二 （ 略）
三 防 火壁の 両端及 び上端 は、 建築物 の外壁 面及び 屋根面 から五 十セン チメー トル（ 防火 壁の中 心線か らの距 離が一 ・八メ ートル 以内に おいて 、
外壁が 防火構 造であ り、か つ、屋 根の構 造が、 屋根 に屋内 におい て発生 する通 常の火 災によ る火熱 が加え られ た場合 に、加 熱開始 後二十 分間屋
外 に火炎 を出 す原因 となる き裂そ の他の 損傷を 生じな いもの として 、国 土交通 大臣が 定めた 構造方 法を用 いるも の又は 国土交 通大 臣の認 定を受
け たもの である 場合に おいて 、こ れらの 部分に 開口部 がない ときに あつて は、十 センチ メー トル） 以上突 出させ ること 。ただ し、防 火壁を 設け
た 部分の 外壁又 は屋根 が防火 壁を含 みけた 行方向 に幅 三・六 メート ル以上 にわた つて耐 火構造 であり 、か つ、こ れらの 部分に 開口部 がない 場合
又は 開口部 があ つて、 これに 法第二 条第九 号の二 ロに規 定する 防火 設備が 設けら れてい る場合 におい ては、 その部 分につ いて は、こ の限り でな
い。
防火壁 に設け る開口 部の幅 及び高 さは、 それ ぞれ二 ・五メ ートル 以下と し、か つ、こ れに特 定防火 設備 で前条 第十四 項第一 号に規 定する 構造
四
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15

16

で あるも のを設 けるこ と。
２ 前条 第十五 項の規 定は給 水管、 配電管 その他 の管 が防火 壁を貫 通する 場合に 、同条 第十六 項の規 定は換 気、 暖房又 は冷房 の設備 の風道 が防火 壁
を貫 通する 場合 に準用 する。
（略）
３

（建築 物の界 壁、 間仕切 壁及び 隔壁）
第百十 四条 （略）
２～４ （略 ）
５ 第百 十二 条第十 五項の 規定は 給水管 、配電 管その 他の管 が第一 項の 界壁、 第二項 の間仕 切壁又 は前二 項の隔 壁を貫 通する 場合 に、同 条第十 六項
の 規定は 換気、 暖房又 は冷房 の設 備の風 道がこ れらの 界壁、 間仕切 壁又は 隔壁を 貫通す る場 合に準 用する 。この 場合に おいて 、同項 中「特 定防火
設 備」と あるの は、「 第百九 条に規 定する 防火設 備で あつて 通常の 火災に よる火 熱が加 えられ た場合 に、加 熱開 始後四 十五分 間加熱 面以外 の面に
火炎 を出さ ない ものと して、 国土交 通大臣 が定め た構造 方法を 用いる もの 又は国 土交通 大臣の 認定を 受けた もの」 と読み 替える もの とする 。

（防 火壁の 設置を 要しな い建築 物に関 する技 術的基 準等 ）
第百十 五条の 二 法第二 十六条 第二号 ロの政 令で定 める技 術的基 準は 、次の とおり とする 。
一～五 （略 ）
六 調 理室、 浴室そ の他の 室でか まど、 こんろ その 他火を 使用す る設備 又は器 具を設 けたも のの部 分が、 その 他の部 分と耐 火構造 の床若 しくは 壁
（ これら の床 又は壁 を貫通 する給 水管、 配電管 その他 の管の 部分及 びそ の周囲 の部分 の構造 が国土 交通大 臣が定 めた構 造方法 を用 いるも のに限
る 。）又 は特定 防火設 備で第 百十 二条第 十四項 第一号 に規定 する構 造であ るもの で区画 され ている こと。
七 ～九 （略）
（略）
２

（略 ）

（避 難階段 及び特 別避難 階段の 構造）
第百二 十三 条 屋 内に設 ける避 難階段 は、次 に定め る構造 としな けれ ばなら ない。
一～五 （略 ）
六 階 段に通 ずる出 入口に は、法 第二条 第九号 の二 ロに規 定する 防火設 備で第 百十二 条第十 四項第 二号に 規定 する構 造であ るもの を設け ること 。
こ の場合 にお いて、 直接手 で開く ことが でき、 かつ、 自動的 に閉鎖 する 戸又は 戸の部 分は、 避難の 方向に 開くこ とがで きるも のと するこ と。
七 （略 ）
２ ・３ （略）
（設 置）
第百 二十六 条の二
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（二）

（い）
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２ 建築 物が開 口部の ない準 耐火 構造の 床若し くは壁 又は法 第二条 第九号 の二ロ に規定 する 防火設 備でそ の構造 が第百 十二条 第十四 項第一 号イ及 び
ロ 並びに 第二号 ロに掲 げる要 件を満 たすも のとし て、 国土交 通大臣 が定め た構造 方法を 用いる もの又 は国土 交通 大臣の 認定を 受けた もので 区画さ
れて いる場 合に おいて は、そ の区画 された 部分は 、この 節の規 定の適 用に ついて は、そ れぞれ 別の建 築物と みなす 。

（地 下街）
第百二 十八条 の三 （略 ）
２ 地 下街の 各構え が当該 地下街 の他 の各構 えに接 する場 合にお いては 、当該 各構え と当 該他の 各構え とを耐 火構造 の床若 しくは 壁又は 特定防 火設
備で第 百十二 条第十 四項第 二号に 規定す る構造 であ るもの で区画 しなけ ればな らない 。
３ 地下 街の 各構え は、地 下道と 耐火構 造の床 若しく は壁又 は特定 防火 設備で 第百十 二条第 十四項 第二号 に規定 する構 造であ るも ので区 画しな けれ
ば ならな い。
４ （略 ）
５ 第百十 二条 第五項 から第 十一項 まで及 び第十 四項か ら第十 六項ま で並 びに第 百二十 九条の 二の五 第一項 第七号 （第百 十二条 第十 五項に 関する 部
分に 限る。 ）の規 定は、 地下街 の各 構えに ついて 準用す る。こ の場合 におい て、第 百十二 条第 五項中 「建築 物の十 一階以 上の部 分で、 各階の 」と
ある のは「 地下街 の各構 えの部 分で」 と、同 条第六 項及 び第七 項中「 建築物 」とあ るのは 「地下 街の各 構え 」と、 同条第 九項中 「主要 構造部 を準
耐火構 造とし た建 築物又 は特定 避難時 間倒壊 等防止 建築物 であつ て、 地階又 は三階 以上の 階に居 室を有 するも の」と あるの は「 地下街 の各構 え」
と、「 建築物 の部分 」とあ るの は「地 下街の 各構え の部分 」と、 「準耐 火構造 」とあ るの は「耐 火構造 」と、 同条第 十項中 「準耐 火構造 」とあ る
のは「 耐火構 造」と 、第百 二十九 条の二 の五第 一項 第七号 中「一 時間準 耐火基 準に適 合する 準耐火 構造」 とあ るのは 「耐火 構造」 と読み 替える も
の とする 。
（略 ）
６

（特 殊建築 物等 の内装 ）
第百 二十八 条の五 （略 ）
２・ ３ （ 略）
４ 階 数が 三以上 で延べ 面積が 五百平 方メー トルを 超える 建築物 、階 数が二 で延べ 面積が 千平方 メート ルを超 える建 築物又 は階 数が一 で延べ 面積が
三千平 方メー トルを 超える 建築 物（学 校等の 用途に 供する ものを 除く。 ）は、 居室（ 床面 積の合 計百平 方メー トル以 内ごと に準耐 火構造 の床若 し
くは壁 又は法 第二条 第九号 の二ロ に規定 する防 火設 備で第 百十二 条第十 四項第 二号に 規定す る構造 である もの で区画 され、 かつ、 法別表 第一 欄
に 掲げる 用途 に供し ない部 分の居 室で、 耐火建 築物、 法第二 条第九 号の 三イに 該当す る準耐 火建築 物又は 法第二 十七条 第一項 の規 定に適 合する 特
殊 建築物 の高さ が三十 一メー トル 以下の 部分に あるも のを除 く。） の壁及 び天井 の室内 に面 する部 分の仕 上げを 次の各 号のい ずれか に掲げ る仕 上
げ と、居 室から 地上に 通ずる 主たる 廊下、 階段そ の他 の通路 の壁及 び天井 の室内 に面す る部分 の仕上 げを 第一項 第二号 に掲げ る仕上 げとし なけれ
ばな らない 。た だし、 同表 欄 項に 掲げる 用途に 供する 特殊建 築物の 高さ三 十一メ ートル 以下 の部分 につい ては、 この限 りでな い。
一 難燃材 料でし たもの
二 前号に 掲げる 仕上げ に準ず るもの として 国土 交通大 臣が定 める方 法によ り国土 交通大 臣が定 める材 料の 組合せ でした もの
（い）

５ ～７

（略）

（避 難上の 安全 の検証 を行う 建築物 に対す る基準 の適用 ）
第百 二十九 条の二 建築 物のう ち、 当該建 築物が 全館避 難安全 性能を 有する もので あるこ とに ついて 、全館 避難安 全検証 法によ り確か められ たもの
（主 要構造 部が準 耐火構 造であ るか若 しくは 不燃材 料で 造られ たもの 又は特 定避難 時間倒 壊等防 止建築 物であ るも のに限 る。） 又は国 土交通 大臣
の認定 を受け たも の（次 項にお いて「 全館避 難安全 性能確 認建築 物」と いう 。）に ついて は、第 百十二 条第五 項、第 九項、 第十 二項及 び第十 三項
、第百 十九条 、第百 二十条 、第百 二十 三条第 一項第 一号及 び第六 号、第 二項第 二号並 びに 第三項 第一号 から第 三号ま で、第 十号及 び第十 二号、 第
百二十 四条第 一項、 第百二 十五条 第一項 及び第 三項 、第百 二十六 条の二 、第百 二十六 条の三 並びに 第百二 十八 条の五 （第二 項、第 六項及 び第七 項
並 びに階 段に 係る部 分を除 く。） の規定 は、適 用しな い。
２ ～４ （略）

（給 水、排 水そ の他の 配管設 備の設 置及び 構造）
第百 二十九 条の二 の五 建築物 に設 ける給 水、排 水その 他の配 管設備 の設置 及び構 造は、 次に 定める ところ によら なけれ ばなら ない。
一～ 六 （ 略）
七 給 水管、 配電 管その 他の管 が、第 百十二 条第十 五項の 準耐火 構造 の防火 区画、 第百十 三条第 一項の 防火壁 、第百 十四条 第一 項の界 壁、同 条第
二項の 間仕切 壁又は 同条第 三項 若しく は第四 項の隔 壁（以 下この 号にお いて「 防火区 画等 」とい う。） を貫通 する場 合にお いては 、これ らの管
の構造 は、次 のイか らハま でのい ずれか に適合 する ものと するこ と。た だし、 一時間 準耐火 基準に 適合す る準 耐火構 造の床 若しく は壁又 は特定
防 火設備 で建 築物の 他の部 分と区 画され たパイ プシャ フト、 パイプ ダク トその 他これ らに類 するも のの中 にある 部分に ついて は、 この限 りでな
い。
イ ・ロ （略）
ハ 防火区 画等 を貫通 する管 に通常 の火災 による 火熱が 加えら れた場 合に 、加熱 開始後 二十分 間（第 百十二 条第一 項から 第四 項まで 、同条 第五
項（ 同条第 六項の 規定に より床 面積 の合計 二百平 方メー トル以 内ごと に区画 する場 合又 は同条 第七項 の規定 により 床面積 の合計 五百平 方メー
トル 以内ご とに区 画する 場合に 限る。 ）、同 条第 八項（ 同条第 六項の 規定に より床 面積の 合計二 百平方 メー トル以 内ごと に区画 する場 合又は
同条第 七項 の規定 により 床面積 の合計 五百平 方メー トル以 内ごと に区 画する 場合に 限る。 ）若し くは同 条第十 三項の 規定に よる 準耐火 構造の
床若し くは壁 又は第 百十三 条第 一項の 防火壁 にあつ ては一 時間、 第百十 四条第 一項の 界壁 、同条 第二項 の間仕 切壁又 は同条 第三項 若しく は第
四項の 隔壁に あつて は四十 五分間 ）防火 区画等 の加 熱側の 反対側 に火炎 を出す 原因と なる亀 裂その 他の損 傷を 生じな いもの として 、国土 交通
大 臣の認 定を 受けた もので あるこ と。
八 （略 ）
２ ・３ （略）

（非 常用の 昇降機 の設置 を要 しない 建築物 ）
第百 二十九 条の十 三の二 法第 三十四 条第二 項の 規定に より政 令で定 める建 築物は 、次の 各号の いずれ かに 該当す るもの とする 。
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一 ・二 （略）
三 高さ 三十一 メート ルを超 える部 分の階 数が四 以下 の主要 構造部 を耐火 構造と した建 築物で 、当該 部分が 床面 積の合 計百平 方メー トル以 内ごと
に耐 火構造 の床 若しく は壁又 は特定 防火設 備でそ の構造 が第百 十二条 第十 四項第 一号イ 、ロ及 びニに 掲げる 要件を 満たす ものと して 、国土 交通
大臣 が定め た構造 方法を 用いる もの 又は国 土交通 大臣の 認定を 受けた もの（ 廊下に 面する 窓で 開口面 積が一 平方メ ートル 以内の ものに 設けら れ
る法 第二条 第九号 の二ロ に規定 する防 火設備 を含む 。） で区画 されて いるも の
四 （ 略）

（日影 による 中高層 の建築 物の高 さの制 限の緩 和）
第 百三十 五条 の十二 法第 五十六 条の二 第三項 の規定 による 同条第 一項 本文の 規定の 適用の 緩和に 関する 措置は 、次の 各号に 定め るとこ ろによ る。
一 建築 物の敷 地が道 路、水 面、 線路敷 その他 これら に類す るもの に接す る場合 におい ては 、当該 道路、 水面、 線路敷 その他 これら に類す るもの
に 接する 敷地境 界線は 、当該 道路、 水面、 線路敷 その 他これ らに類 するも のの幅 の二分 の一だ け外側 にある もの とみな す。た だし、 当該道 路、
水面 、線路 敷そ の他こ れらに 類する ものの 幅が十 メート ルを超 えると きは 、当該 道路、 水面、 線路敷 その他 これら に類す るもの の反 対側の 境界
線か ら当該 敷地の 側に水 平距離 五メ ートル の線を 敷地境 界線と みなす 。
二 建築物 の敷地 の平均 地盤面 が隣地 又はこ れに連 接す る土地 で日影 の生ず るもの の地盤 面（隣 地又は これ に連接 する土 地に建 築物が ない場 合に
おいて は、当 該隣 地又は これに 連接す る土地 の平均 地表面 をいう 。次 項にお いて同 じ。） より一 メート ル以上 低い場 合にお いて は、そ の建築 物
の敷地 の平均 地盤面 は、当 該高 低差か ら一メ ートル を減じ たもの の二分 の一だ け高い 位置 にある ものと みなす 。
２ 特 定行政 庁は、 前項第 二号の 場合に おいて 、地 形の特 殊性に より同 号の規 定をそ のまま 適用す ること が著 しく不 適当で あると 認める ときは 、規
則 で、建 築物 の敷地 の平均 地盤面 の位置 を当該 建築物 の敷地 の平均 地盤 面の位 置と隣 地又は これに 連接す る土地 で日影 の生ず るも のの地 盤面の 位
置 との間 におい て適当 と認め る高 さに定 めるこ とがで きる。

（地 階を除 く階 数が三 である 建築物 の技術 的基準 ）
第百 三十六 条の二 法第 六十二 条第 一項の 政令で 定める 技術的 基準は 、次の とおり とす る。
一 隣地境 界線又 は当該 建築物 と同一 敷地内 の他 の建築 物（同 一敷地 内の建 築物の 延べ面 積の合 計が五 百平 方メー トル以 内であ る場合 におけ る当
該他の 建築 物を除 く。） との外 壁間の 中心線 （以下 この条 におい て「 隣地境 界線等 」とい う。） に面す る外壁 の開口 部（防 火上 有効な 公園、 広
場、川 等の空 地若し くは水 面又 は耐火 構造の 壁その 他これ らに類 するも のに面 するも のを 除く。 以下こ の条に おいて 同じ。 ）で当 該隣地 境界線
等から の水平 距離が 一メー トル以 下のも のにつ いて 、当該 外壁の 開口部 に法第 二条第 九号の 二ロに 規定す る防 火設備 でその 構造が 第百十 二条第
十 四項第 一号 イ、ロ 及びニ に掲げ る要件 を満た すもの として 、国土 交通 大臣が 定めた 構造方 法を用 いるも の若し くは国 土交通 大臣 の認定 を受け
た もの又 は法第 二条第 九号の 二ロ に規定 する防 火設備 である はめご ろし戸 が設け られて いる こと。 ただし 、換気 孔又は 居室以 外の室 （かま ど、
こ んろそ の他火 を使用 する設 備又は 器具を 設けた 室を 除く。 ）に設 ける換 気のた めの窓 で、開 口面積 が各 々〇・ 二平方 メート ル以内 のもの につ
いて は、こ の限 りでな い。
二～ 八 （ 略）
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（ 略）

一連 の規定
イ （ 略）
ロ 第 百九条 第一項 、第百 九条の 二、第 百十条 の三 、第百 十二条 第一項 、第十 四項及 び第十 六項
、 第百十 四条 第五項 並びに 第百三 十六条 の二の 三の規 定
（略）
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（ 型式適 合認定 の対象 とする 建築 物の部 分及び 一連の 規定）
第 百三十 六条の 二の十 一 法 第六十 八条の 十第一 項に 規定す る政令 で定め る建築 物の部 分は、 次の各 号に掲 げる 建築物 の部分 とし、 同項に 規定す る
政令 で定め る一 連の規 定は、 それぞ れ当該 各号に 定める 規定と する。
し
一 建築物 の部分 で、門 、塀、 改良 便槽、 屎尿浄 化槽及 び合併 処理浄 化槽並 びに給 水タン ク及 び貯水 タンク その他 これら に類す るもの （屋上 又は
屋内 にある ものを 除く。 ）以外 のもの 次の いずれ かに 掲げる 規定
イ 次 に掲げ る全 ての規 定
法第二 十条（ 第一項 第一号 後段、 第二 号イ後 段及び 第三号 イ後段 に係る 部分に 限る。 ）、 法第二 十一条 から法 第二十 四条ま で、法 第二十
五条か ら法第 二十七 条まで 、法第 二十八 条の二 （第 三号を 除く。 ）、法 第二十 九条、 法第三 十条、 法第三 十五 条の二 、法第 三十五 条の三 、
法 第三十 七条 、法第 三章第 五節（ 法第六 十一条 及び法 第六十 二条第 二項 中門及 び塀に 係る部 分、法 第六十 六条並 びに法 第六十 七条 の二を 除
く 。）、 法第六 十七条 の三第 一項 （門及 び塀に 係る部 分を除 く。） 及び法 第八十 四条の 二の 規定
（ 略）
ロ （略）
二 次の表 の建築 物の部 分の欄 の各 項に掲 げる建 築物の 部分 同表の 一連の 規定の 欄の当 該各 項に掲 げる規 定（こ れらの 規定中 建築物 の部分 の
構造 に係る 部分に 限る。 ）
建築物 の部分

～

（容 積率関 係）
第百 三十七 条の八 法第 三条第 二項 の規定 により 法第五 十二条 第一項 、第二 項若し くは 第七項 又は法 第六十 条第一 項（建 築物の 高さに 係る部 分を 除
く。 ）の規 定の適 用を受 けない 建築物 につい て法 第八十 六条の 七第一 項の規 定によ り政令 で定め る範囲 は、 増築及 び改築 につい ては、 次に定 める
ところ によ る。
一 増 築又は 改築に 係る部 分が 増築又 は改築 後にお いてエ レベー ターの 昇降路 の部分 （当 該エレ ベータ ーの設 置に付 随して 設けら れる共 同住宅 の
共用の 廊下又 は階段 の用に 供する 部分を 含む。 ）、 自動車 車庫等 部分、 備蓄倉 庫部分 、蓄電 池設置 部分、 自家 発電設 備設置 部分又 は貯水 槽設置
部 分とな るこ と。
二 増築 前にお けるエ レベー ター の昇降 路の部 分、共 同住宅 の共用 の廊下 又は階 段の用 に供 する部 分、自 動車車 庫等部 分、備 蓄倉庫 部分、 蓄電 池
設 置部分 、自家 発電設 備設置 部分及 び貯水 槽設置 部分 以外の 部分の 床面積 の合計 が基準 時にお ける当 該部 分の床 面積の 合計を 超えな いもの であ
るこ と。
三 増築又 は改築 後にお ける 自動車 車庫等 部分の 床面積 の合計 、備蓄 倉庫部 分の床 面積 の合計 、蓄電 池設置 部分の 床面積 の合計 、自家 発電設 備設
置部 分の床 面積の 合計又 は貯水 槽設置 部分の 床面 積の合 計（以 下この 号にお いて「 対象部 分の床 面積の 合計 」とい う。） が、第 二条第 三項各 号

（十）

(1)

(2)

（一）
（二）

に 掲げる 建築物 の部分 の区分 に応 じ、増 築又は 改築後 におけ る当該 建築物 の床面 積の合 計に 当該各 号に定 める割 合を乗 じて得 た面積 （改築 の場
合 におい て、基 準時に おける 対象部 分の床 面積の 合計 が同項 各号に 掲げる 建築物 の部分 の区分 に応じ 基準時 にお ける当 該建築 物の床 面積の 合計
に当 該各号 に定 める割 合を乗 じて得 た面積 を超え ている ときは 、基準 時に おける 対象部 分の床 面積の 合計） を超え ないも のであ るこ と。
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（独 立部分 ）
第百三 十七条 の十 四 法 第八十 六条の 七第二 項（法 第八十 八条第 一項に おい て準用 する場 合を含 む。） の政令 で定め る部分 は、 次の各 号に掲 げる建
築物の 部分の 区分に 応じ、 当該各 号に 定める 部分と する。
一・二 （略 ）
三 法第 三十 五条（ 第五章 第三節 （第百 二十六 条の二 第二項 を除く 。） に規定 する技 術的基 準に係 る部分 に限る 。）に 規定す る基 準の適 用上一 の
建 築物で あつて も別の 建築物 とみ なすこ とがで きる部 分 建 築物が 次のい ずれか に該当 する もので 区画さ れてい る場合 におけ る当該 区画さ れた
部分
イ （略）
ロ 法第二 条第九 号の二 ロに規 定す る防火 設備で その構 造が第 百十二 条第十 四項第 一号イ 及び ロ並び に第二 号ロに 掲げる 要件を 満たす ものと し
て、 国土交 通大臣 が定め た構造 方法を 用いる もの又 は国 土交通 大臣の 認定を 受けた もの

（建築 物の用 途を変 更する 場合 に法第 二十四 条等の 規定を 準用し ない類 似の用 途等）
第百三 十七条 の十九 法第 八十七 条第三 項第二 号の 規定に より政 令で指 定する 類似の 用途は 、当該 建築物 が前 条第八 号から 第十一 号まで 及び次 の各
号 のいず れか に掲げ る用途 である 場合に おいて 、それ ぞれ当 該各号 に掲 げる他 の用途 とする 。ただ し、法 第四十 八条第 一項か ら第 十四項 までの 規
定 の準用 に関し ては、 この限 りで ない。
一 劇場 、映画 館、演 芸場、 公会堂 、集会 場
二 病院、 診療 所（患 者の収 容施設 がある ものに 限る。 ）、児 童福祉 施設 等
三 ホテル 、旅館 、下宿 、共同 住宅 、寄宿 舎
四 博物館 、美術 館、図 書館
２ 法 第八 十七条 第三項 第三号 の規定 により 政令で 定める 範囲は 、次 に定め るもの とする 。
一 次 のイか らホま でのい ずれ かに掲 げる用 途であ る場合 におい て、そ れぞれ 当該イ から ホまで に掲げ る用途 相互間 におけ るもの である こと。
イ 法 別表第 二 項第 三号か ら第 六号ま でに掲 げる用 途
ロ 法別表第二 項第二号若しくは第三号、同表 項第四号若しくは第五号又は同表 項第三号 から 十六までに掲げる用途
ハ 法別 表第二 項第 二号又 は同表 項第三 号 か ら 二ま
十 でに掲 げる用 途
ニ 法別表第二 項第一号 から 三十一までに掲げる用途（この場合において、同号 から まで、 十一及び 十二中「製造」とあるのは、「製造、貯
蔵又 は処理 」と する。 ）
ホ 法別表 第二 項第五 号若し くは第 六号又 は同表 項第 二号か ら第六 号まで に掲げ る用途
法第四 十八条 第一項 から第 十四項 までの 規定 に適合 しない 事由が 原動機 の出力 、機械 の台数 又は容 器等 の容量 による 場合に おいて は、用 途変
二

（る）（り）（ほ）（に）

（を）

（一）

（ぬ）

（一）
（へ）

（わ）

（一）

（三）

（と）

（一）

更 後のそ れらの 出力、 台数又 は容 量の合 計は、 基準時 におけ るそれ らの出 力、台 数又は 容量 の合計 の一・ 二倍を 超えな いこと 。
三 用途 変更後 の法第 四十八 条第一 項から 第十四 項ま での規 定に適 合しな い用途 に供す る建築 物の部 分の床 面積 の合計 は、基 準時に おける その部
分の 床面積 の合 計の一 ・二倍 を超え ないこ と。
３ 法第八 十七条 第三項 の規定 によ つて同 項に掲 げる条 例の規 定を準 用する 場合に おける 同項 第二号 に規定 する類 似の用 途の指 定につ いては 、第一
項の 規定に かかわ らず、 当該条 例で、 別段の 定めを する ことが できる 。

（道に 関する 基準）
第百四 十四条 の四 法第四 十二条 第一項 第五号 の規 定によ り政令 で定め る基準 は、次 の各号 に掲げ るもの とす る。
一 両端 が他 の道路 に接続 したも のであ ること 。ただ し、次 のイか らホ までの 一に該 当する 場合に おいて は、袋 路状道 路（そ の一 端のみ が他の 道
路 に接続 したも のをい う。以 下こ の条に おいて 同じ。 ）とす ること ができ る。
イ 延長 （既存 の幅員 六メー トル未 満の袋 路状道 路に 接続す る道に あつて は、当 該袋路 状道路 が他の 道路に 接続 するま での部 分の延 長を含 む。
ハに おいて 同じ 。）が 三十五 メート ル以下 の場合
ロ 終端が 公園、 広場そ の他こ れら に類す るもの で自動 車の転 回に支 障がな いもの に接続 して いる場 合
ハ 延長が 三十五 メート ルを超 える場 合で、 終端及 び区 間三十 五メー トル以 内ごと に国土 交通大 臣の定 める 基準に 適合す る自動 車の転 回広場 が
設けら れてい る場 合
ニ 幅 員が六 メート ル以上 の場 合
ホ イ からニ までに 準ずる 場合で 、特定 行政庁 が周 囲の状 況によ り避難 及び通 行の安 全上支 障がな いと認 めた 場合
二 道が 同一 平面で 交差し 、若し くは接 続し、 又は屈 曲する 箇所（ 交差 、接続 又は屈 曲によ り生ず る内角 が百二 十度以 上の場 合を 除く。 ）は、 角
ぐう
地 の隅角 をはさ む辺の 長さ二 メー トルの 二等辺 三角形 の部分 を道に 含むす み切り を設け たも のであ ること 。ただ し、特 定行政 庁が周 囲の状 況に
よ りやむ を得な いと認 め、又 はその 必要が ないと 認め た場合 におい ては、 この限 りでな い。
三 砂利敷 その 他ぬか るみと ならな い構造 である こと。
こう
四 縦断勾 配が十 二パー セント 以下 であり 、かつ 、階段 状でな いもの である こと。 ただ し、特 定行政 庁が周 囲の状 況によ り避難 及び通 行の安 全上
支障 がない と認め た場合 におい ては、 この限 りで ない。
こう
きよ
五 道 及び これに 接する 敷地内 の排水 に必要 な側溝 、街渠 その他 の施 設を設 けたも のであ ること 。
２・３ （略 ）

（ 特定高 架道 路等に 関する 基準）
第 百四十 四条の 五 法 第四十 三条 第一項 第二号 の政令 で定め る基準 は、次 のとお りとす る。
一 路面 と隣地 の地表 面との 高低差 （道路 の部分 にあ つては 、国土 交通省 令で定 める路 面と道 路の他 の部 分の路 面又は 隣地の 地表面 との高 低差。
以下 この条 にお いて同 じ。） が五十 センチ メート ル以上 である こと 。
路面と 隣地の 地表面 との 高低差 がある 区間で 延長三 百メー トル以 上のも のの内 にあ り、か つ、そ の延長 が百メ ートル 以上で あるこ と。
路面と 隣地の 地表面 との高 低差が 五メー トル 以上の 区間を 有する こと。 ただし 、道路 構造令 （昭和 四十 五年政 令第三 百二十 号）第 二条第 十一
二
三
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２

号 に掲げ る副道 を両側 に有す る道 路（幅 員が四 十メー トル以 上のも のに限 る。） の部分 にあ つては 、この 限りで ない。
のり
四 前三 号に定 めるも ののほ か、法 面その 他の構 造が 、自動 車の沿 道への 出入り ができ ない構 造とし て国土 交通 大臣の 定める 構造の 基準に 適合す
るも のであ るこ と。
前条第 二項及 び第三 項の規 定は 、前項 各号に 掲げる 基準に ついて 準用す る。

（道路 内に建 築す ること ができ る建築 物に関 する基 準等）
第百四 十五条 法第 四十四 条第一 項第 三号の 政令で 定める 基準は 、次の とおり とする 。
一 主 要構造 部が耐 火構造 である こと。
二 耐火 構造 とした 床若し くは壁 又は特 定防火 設備の うち、 次に掲 げる 要件を 満たす ものと して、 国土交 通大臣 が定め た構造 方法 を用い るもの 又
は 国土交 通大臣 の認定 を受け たも ので道 路と区 画され ている こと。
イ 第百 十二条 第十四 項第一 号イ及 びロ並 びに第 二号 ロに掲 げる要 件を満 たして いるこ と。
ロ 閉鎖又 は作 動をし た状態 におい て避難 上支障 がない もので あるこ と。
かわら
三 道路の 上空に 設けら れる建 築物 にあつ ては、 屋外に 面する 部分に 、ガラ ス（網 入りガ ラス を除く 。）、 瓦 、タ イル、 コンク リー トブロ ック
、飾 石、テ ラコッ タその 他これ らに類 する材 料が用 いら れてい ないこ と。た だし、 これら の材料 が道路 上に 落下す るおそ れがな い部分 につい て
は、こ の限り でな い。
２・３ （略 ）

（ 仮設建 築物 等に対 する制 限の緩 和）
第 百四十 七条 法第八 十五条 第二 項又は 第五項 に規定 する仮 設建築 物（高 さが六 十メー トル 以下の ものに 限る。 ）につ いては 、第二 十二条 、第二 十
八 条から 第三十 条まで 、第三 十七条 、第四 十六条 、第 四十九 条、第 六十七 条、第 七十条 、第三 章第八 節、第 百十 二条、 第百十 四条、 第五章 の二、
第百 二十九 条の 二の四 （屋上 から突 出する 水槽、 煙突そ の他こ れらに 類す るもの に係る 部分に 限る。 ）、第 百二十 九条の 十三 の二及 び第百 二十九
条の 十三の 三の規 定は適 用せず 、法 第八十 五条第 二項に 規定す る仮設 建築物 につい ては 、第四 十一条 から第 四十三 条まで 、第四 十八条 及び第 五章
の規 定は適 用しな い。
２～４ （ 略）

（市町 村の建 築主事 等の特 例）
第 百四十 八条 （略 ）
２ 法第 九十七 条の二 第四項 の政 令で定 める事 務は、 次に掲 げる事 務（建 築審査 会が置 かれ ていな い市町 村の長 にあつ ては、 第一号 及び第 三号 に掲
げ る事務 ）とす る。
一 法第六 条の 二第六 項及び 第七項 （これ らの規 定を法 第八十 八条 第一項 におい て準用 する場 合を含 む。） 、法第 七条の 二第 七項（ 法第八 十八条
第一 項にお いて準 用する 場合 を含む 。）、 法第七 条の四 第七項 （法第 八十八 条第一 項に おいて 準用す る場合 を含む 。）、 法第九 条（法 第八十 八
条第 一項及 び第三 項並び に法第 九十条 第三項 にお いて準 用する 場合を 含む。 ）、法 第九条 の二（ 法第八 十八 条第一 項及び 第三項 並びに 法第九 十
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３

条 第三項 におい て準用 する場 合を 含む。 ）、法 第九条 の三（ 法第八 十八条 第一項 及び第 三項 並びに 法第九 十条第 三項に おいて 準用す る場合 を含
む 。）、 法第十 条（法 第八十 八条第 一項及 び第三 項に おいて 準用す る場合 を含む 。）、 法第十 一条第 一項（ 法第 八十八 条第一 項及び 第三項 にお
いて 準用す る場 合を含 む。） 、法第 十二条 （法第 八十八 条第一 項及び 第三 項にお いて準 用する 場合を 含む。 ）、法 第十八 条第二 十五 項（法 第八
十八 条第一 項及び 第三項 並びに 法第 九十条 第三項 におい て準用 する場 合を含 む。） 、法第 八十 五条第 三項及 び第五 項、法 第八十 六条第 一項、 第
二項 及び第 八項（ 同条第 一項又 は第二 項の規 定によ る認 定に係 る部分 に限る 。）、 法第八 十六条 の二第 一項及 び第 六項（ 同条第 一項の 規定に よ
る認定 に係る 部分 に限る 。）、 法第八 十六条 の五第 二項及 び第四 項（同 条第 二項の 規定に よる認 定の取 消しに 係る部 分に限 る。 ）、法 第八十 六
条の六 、法第 八十六 条の八 （第二 項を 除く。 ）並び に法第 九十三 条の二 に規定 する都 道府 県知事 たる特 定行政 庁の権 限に属 する事 務のう ち、前
項各号 に掲げ る建築 物又は 工作物 に係る 事務
二 法第 四十 三条第 一項、 法第四 十四条 第一項 第二号 、法第 五十二 条第 十四項 （同項 第二号 に該当 する場 合に限 る。） 、法第 五十 三条第 五項、 法
第 五十三 条の二 第一項 、法第 六十 七条の 三第三 項第二 号、法 第六十 八条第 三項第 二号及 び法 第六十 八条の 七第五 項に規 定する 都道府 県知事 たる
特 定行政 庁の権 限に属 する事 務のう ち、前 項各号 に掲 げる建 築物又 は工作 物に係 る事務
三 法第四 十二 条第一 項第五 号、同 条第二 項（幅 員一・ 八メー トル未 満の 道の指 定を除 く。） 、同条 第四項 （幅員 一・八 メート ル未 満の道 の指定
を除 く。） 、法第 四十五 条及び 法第 六十八 条の七 第一項 （同項 第一号 に該当 する場 合に限 る。 ）に規 定する 都道府 県知事 たる特 定行政 庁の権 限
に属 する事 務
四 法 第四十 二条 第二項 （幅員 一・八 メート ル未満 の道の 指定に 限る 。）、 第三項 及び第 四項（ 幅員一 ・八メ ートル 未満の 道の 指定に 限る。 ）並
びに法 第六十 八条の 七第一 項（ 同項第 一号に 該当す る場合 を除く 。）に 規定す る都道 府県 知事た る特定 行政庁 の権限 に属す る事務
（ 略）

（ 特別区 の特例 ）
第 百四十 九条 （略）
２ （略）
３ 法第九 十七条 の三第 三項の 場合 におい ては、 この政 令中都 道府県 知事た る特定 行政 庁に関 する規 定（第 百三十 条の十 第二項 ただし 書、第 百三 十
五条 の十二 第二項 及び第 百三十 六条第 三項た だし 書の規 定を除 く。） は、特 別区の 長に関 する規 定とし て特 別区の 長に適 用があ るもの とする 。
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○ 建築基 準法の 一部を 改正す る法 律（平 成三十 年法律 第六十 七号） による 一部改 正後の 建築 基準法 （昭和 二十五 年法律 第二百 一号） （抄）

（適 用の除 外）
第三 条 （ 略）
２ この法 律又は これに 基づく 命令若 しくは 条例の 規定 の施行 又は適 用の際 現に存 する建 築物若 しくは その敷 地又 は現に 建築、 修繕若 しくは 模様替
の工事 中の建 築物 若しく はその 敷地が これら の規定 に適合 せず、 又はこ れら の規定 に適合 しない 部分を 有する 場合に おいて は、 当該建 築物、 建築
物の敷 地又は 建築物 若しく はその 敷地 の部分 に対し ては、 当該規 定は、 適用し ない。
３ 前 項の規 定は、 次の各 号のい ずれか に該当 する 建築物 、建築 物の敷 地又は 建築物 若しく はその 敷地の 部分 に対し ては、 適用し ない。
一 （略 ）
二 都市 計画区 域若し くは準 都市 計画区 域の指 定若し くは変 更、第 一種低 層住居 専用地 域、 第二種 低層住 居専用 地域、 第一種 中高層 住居専 用地域
、 第二種 中高層 住居専 用地域 、第一 種住居 地域、 第二 種住居 地域、 準住居 地域、 田園住 居地域 、近隣 商業地 域、 商業地 域、準 工業地 域、工 業地
域若 しくは 工業 専用地 域若し くは防 火地域 若しく は準防 火地域 に関す る都 市計画 の決定 若しく は変更 、第四 十二条 第一項 、第五 十二 条第二 項第
二号 若しく は第三 号若し くは第 八項 、第五 十六条 第一項 第二号 イ若し くは別 表第三 備考三 の号 の区域 の指定 若しく はその 取消し 又は第 五十二 条
第一 項第七 号、第 二項第 三号若 しくは 第八項 、第五 十三 条第一 項第六 号、第 五十六 条第一 項第二 号ニ若 しく は別表 第三（ に）欄 の五の 項に掲 げ
る数値 の決定 若し くは変 更によ り、第 四十三 条第一 項、第 四十八 条第 一項か ら第十 四項ま で、第 五十二 条第一 項、第 二項、 第七 項若し くは第 八
項、第 五十三 条第一 項から 第三 項まで 、第五 十四条 第一項 、第五 十五条 第一項 、第五 十六 条第一 項、第 五十六 条の二 第一項 、第六 十一条 若しく
は第六 十二条 に規定 する建 築物、 建築物 の敷地 若し くは建 築物若 しくは その敷 地の部 分に関 する制 限又は 第四 十三条 第三項 、第四 十三条 の二、
第 四十九 条か ら第五 十条ま で若し くは第 六十八 条の九 の規定 に基づ く条 例に規 定する 建築物 、建築 物の敷 地若し くは建 築物若 しく はその 敷地の
部 分に関 する制 限に変 更があ つた 場合に おける 当該変 更後の 制限に 相当す る従前 の制限 に違 反して いる建 築物、 建築物 の敷地 又は建 築物若 しく
は その敷 地の部 分
三～ 五 （ 略）

（外 壁）
第二十 三条 前条 第一項 の市街 地の区 域内に ある建 築物（ その主 要構 造部の 第二十 一条第 一項の 政令で 定める 部分が 木材、 プラ スチッ クその 他の可
燃材料 で造ら れたも の（第 二十 五条及 び第六 十二条 第二項 におい て「木 造建築 物等」 とい う。） に限る 。）は 、その 外壁で 延焼の おそれ のある 部
分の構 造を、 準防火 性能（ 建築物 の周囲 におい て発 生する 通常の 火災に よる延 焼の抑 制に一 定の効 果を発 揮す るため に外壁 に必要 とされ る性能 を
い う。） に関 して政 令で定 める技 術的基 準に適 合する 土塗壁 その他 の構 造で、 国土交 通大臣 が定め た構造 方法を 用いる もの又 は国 土交通 大臣の 認
定 を受け たもの としな ければ なら ない。

（建 築物が 第二 十二条 第一項 の市街 地の区 域の内 外にわ たる場 合の 措置）
第二 十四条 建築 物が第 二十 二条第 一項の 市街地 の区域 の内外 にわた る場合 におい ては 、その 全部に ついて 同項の 市街地 の区域 内の建 築物に 関す る
規定 を適用 する。
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（ 昇降機 ）
第三 十四条 （ 略）
２ 高さ三 十一メ ートル をこえ る建 築物（ 政令で 定める ものを 除く。 ）には 、非常 用の昇 降機 を設け なけれ ばなら ない。

（この 章の規 定を 実施し 、又は 補足す るため 必要な 技術的 基準）
第三 十六条 居室 の採光 面積、 天井及 び床の 高さ、 床の 防湿方 法、階 段の構 造、便 所、防 火壁、 防火区 画、消 火設 備、避 雷設備 及び給 水、排 水その
他の 配管設 備の設 置及び 構造並 びに浄 化槽 、煙突 及び昇 降機の 構造に 関して 、この 章の規 定を実 施し 、又は 補足す るため に安全 上、防 火上及 び衛
生上 必要な 技術的 基準 は、政 令で定 める。

（道 路の定 義）
第四 十二条 この 章の規 定にお いて「 道路」 とは 、次の 各号の いずれ かに該 当する 幅員四 メート ル（ 特定行 政庁が その地 方の気 候若し くは風 土の特
殊性又 は土 地の状 況によ り必要 と認め て都道 府県都 市計画 審議 会の議 を経て 指定す る区域 内にお いては 、六メ ートル 。次 項及び 第三項 におい て同
じ。） 以上の もの（ 地下 におけ るもの を除く 。）を いう。
一・二 （略 ）
三 都 市計画 区域若 しくは 準都市 計画区 域の指 定若し くは変 更又 は第六 十八条 の九第 一項の 規定に 基づく 条例の 制定若 しく は改正 により この章 の
規 定が適 用され るに至 つた 際現に 存在す る道
四 （略 ）
五 土地 を建築 物の敷 地とし て利用 するた め、道 路法、 都市計 画法 、土地 区画整 理法、 都市再 開発法 、新都 市基盤 整備 法、大 都市地 域にお ける住
宅及 び住宅 地の供 給の促 進に 関する 特別措 置法又 は密集 市街地 整備法 によら ない で築造 する政 令で定 める基 準に適 合する 道で、 これを 築造 し
よう とする 者が特 定行政 庁から その位 置の 指定を 受けた もの
２ 都市計 画区域 若しく は準都 市計画 区域の 指定若 しくは 変更 又は第 六十八 条の九 第一項 の規定 に基づ く条例 の制定 若し くは改 正によ りこの 章の規
定が適 用され るに至 つた 際現に 建築物 が立ち 並んで いる幅 員四メ ートル 未満の 道で 、特定 行政庁 の指定 したも のは、 前項の 規定に かかわ らず 、同
項の道 路とみ なし、 その中 心線か らの水 平距 離二メ ートル （同項 の規定 により 指定さ れた区 域内に おい ては、 三メー トル（ 特定行 政庁が 周囲の 状
況 によ り避難 及び通 行の安 全上支 障がな いと認 める場 合は、 二メ ートル ）。以 下この 項及び 次項に おいて 同じ。 ）の線 をそ の道路 の境界 線とみ な
す 。ただ し、当 該道が その 中心線 からの 水平距 離二メ ートル 未満で 崖地、 川、線 路敷 地その 他これ らに類 するも のに沿 う場合 におい ては 、当該 崖
地 等の道 の側の 境界線 及びそ の境界 線から 道の 側に水 平距離 四メー トルの 線をそ の道路 の境界 線と みなす 。
３～ ６ （略）

（敷 地等と 道路と の関係 ）
第四 十三条 建築 物の敷 地は、 道路（ 次に掲 げるも のを除 く。 第四十 四条第 一項を 除き、 以下同 じ。） に二メ ートル 以上 接しな ければ ならな い。
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一 ・二 （略）
２ 前項 の規定 は、次 の各号 のいず れかに 該当す る建 築物に ついて は、適 用しな い。
一 その敷 地が 幅員四 メート ル以上 の道（ 道路に 該当す るもの を除き 、避 難及び 通行の 安全上 必要な 国土交 通省令 で定め る基準 に適 合する ものに
限る 。）に 二メー トル以 上接す る建 築物の うち、 利用者 が少数 である ものと してそ の用途 及び 規模に 関し国 土交通 省令で 定める 基準に 適合す る
もの で、特 定行政 庁が交 通上、 安全上 、防火 上及び 衛生 上支障 がない と認め るもの
二 そ の敷地 の周 囲に広 い空地 を有す る建築 物その 他の国 土交通 省令で 定め る基準 に適合 する建 築物で 、特定 行政庁 が交通 上、 安全上 、防火 上及
び衛生 上支障 がない と認め て建築 審査 会の同 意を得 て許可 したも の
３ 地 方公共 団体は 、次の 各号の いずれ かに該 当す る建築 物につ いて、 その用 途、規 模又は 位置の 特殊性 によ り、第 一項の 規定に よつて は避難 又は
通 行の安 全の 目的を 十分に 達成す ること が困難 である と認め るとき は、 条例で 、その 敷地が 接しな ければ ならな い道路 の幅員 、そ の敷地 が道路 に
接 する部 分の長 さその 他その 敷地 又は建 築物と 道路と の関係 に関し て必要 な制限 を付加 する ことが できる 。
一 特殊 建築物
二 階数が 三以 上であ る建築 物
三 政令で 定める 窓その 他の開 口部 を有し ない居 室を有 する建 築物
四 延べ面 積（同 一敷地 内に二 以上の 建築物 がある 場合 にあつ ては、 その延 べ面積 の合計 。次号 、第四 節、 第七節 及び別 表第三 におい て同じ 。）
が千平 方メー トル を超え る建築 物
そ の敷地 が袋路 状道路 （そ の一端 のみが 他の道 路に接 続した ものを いう。 ）にの み接 する建 築物で 、延べ 面積が 百五十 平方メ ートル を超え る
もの（ 一戸建 ての住 宅を除 く。）
五

（ 道路内 の建築 制限）
第 四十四 条 建 築物又 は敷地 を造成 するた めの擁 壁は 、道路 内に、 又は道 路に突 き出し て建築 し、又 は築造 して はなら ない。 ただし 、次の 各号の い
ずれ かに該 当す る建築 物につ いては 、この 限りで ない。
一・ 二 （ 略）
三 第四十 三条第 一項第 二号の 道路の 上空又 は路 面下に 設ける 建築物 のうち 、当該 道路に 係る地 区計画 の内 容に適 合し、 かつ、 政令で 定める 基準
に適合 する もので あつて 特定行 政庁が 安全上 、防火 上及び 衛生上 支障 がない と認め るもの
四 （ 略）
（ 略）
２

（ 容積率 ）
第 五十二 条 建 築物の 延べ面 積の敷 地面積 に対す る割 合（以 下「容 積率」 という 。）は 、次の 各号に 掲げ る区分 に従い 、当該 各号に 定める 数値以 下
でな ければ なら ない。 ただし 、当該 建築物 が第五 号に掲 げる建 築物 である 場合に おいて 、第三 項の規 定によ り建築 物の延 べ面 積の算 定に当 たりそ
の床 面積が 当該建 築物の 延べ 面積に 算入さ れない 部分を 有する ときは 、当該 部分の 床面 積を含 む当該 建築物 の容積 率は、 当該建 築物が ある第 一種
住居 地域、 第二種 住居地 域、準 住居地 域、近 隣商 業地域 又は準 工業地 域に関 する都 市計画 におい て定め られ た第二 号に定 める数 値の一 ・五倍 以下
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で なけれ ばなら ない。
一 第一 種低層 住居専 用地域 、第二 種低層 住居専 用地 域又は 田園住 居地域 内の建 築物（ 第六号 に掲げ る建築 物を 除く。 ） 十 分の五 、十分 の六、
十分 の八、 十分 の十、 十分の 十五又 は十分 の二十 のうち 当該地 域に関 する 都市計 画にお いて定 められ たもの
二 第一種 中高層 住居専 用地域 若し くは第 二種中 高層住 居専用 地域内 の建築 物（第 六号に 掲げ る建築 物を除 く。） 又は第 一種住 居地域 、第二 種住
居地 域、準 住居地 域、近 隣商業 地域若 しくは 準工業 地域 内の建 築物（ 第五号 及び第 六号に 掲げる 建築物 を除く 。） 十分 の十、 十分の 十五、
十分の 二十、 十分 の三十 、十分 の四十 又は十 分の五 十のう ち当該 地域に 関す る都市 計画に おいて 定めら れたも の
三 商 業地域 内の建 築物（ 第六号 に掲 げる建 築物を 除く。 ） 十 分の二 十、十 分の三 十、 十分の 四十、 十分の 五十、 十分の 六十、 十分の 七十、 十
分の八 十、十 分の九 十、十 分の百 、十分 の百十 、十 分の百 二十又 は十分 の百三 十のう ち当該 地域に 関する 都市 計画に おいて 定めら れたも の
四 工業 地域 内の建 築物（ 第六号 に掲げ る建築 物を除 く。） 又は工 業専 用地域 内の建 築物 十分の 十、十 分の十 五、十 分の二 十、 十分の 三十又 は
十 分の四 十のう ち当該 地域に 関す る都市 計画に おいて 定めら れたも の
五 高層 住居誘 導地区 内の建 築物（ 第六号 に掲げ る建 築物を 除く。 ）であ つて、 その住 宅の用 途に供 する部 分の 床面積 の合計 がその 延べ面 積の三
分の 二以上 であ るもの （当該 高層住 居誘導 地区に 関する 都市計 画にお いて 建築物 の敷地 面積の 最低限 度が定 められ たとき は、そ の敷 地面積 が当
該最 低限度 以上の ものに 限る。 ） 当該建 築物が ある第 一種住 居地域 、第二 種住居 地域、 準住 居地域 、近隣 商業地 域又は 準工業 地域に 関する 都
市計 画にお いて定 められ た第二 号に定 める数 値から 、そ の一・ 五倍以 下で当 該建築 物の住 宅の用 途に供 する 部分の 床面積 の合計 のその 延べ面 積
に対す る割合 に応 じて政 令で定 める方 法によ り算出 した数 値まで の範 囲内で 、当該 高層住 居誘導 地区に 関する 都市計 画にお いて 定めら れたも の
六 特 定用途 誘導地 区内の 建築 物であ つて、 その全 部又は 一部を 当該特 定用途 誘導地 区に 関する 都市計 画にお いて定 められ た誘導 すべき 用途に 供
するも の 当 該特定 用途誘 導地区 に関す る都市 計画 におい て定め られた 数値
七 用途 地域 の指定 のない 区域内 の建築 物 十 分の五 、十分 の八、 十分 の十、 十分の 二十、 十分の 三十又 は十分 の四十 のうち 、特 定行政 庁が土 地
利 用の状 況等を 考慮し 当該区 域を 区分し て都道 府県都 市計画 審議会 の議を 経て定 めるも の
２ 前項 に定め るもの のほか 、前面 道路（ 前面道 路が 二以上 あると きは、 その幅 員の最 大のも の。以 下この 項及 び第十 二項に おいて 同じ。 ）の幅 員
が十 二メー トル 未満で ある建 築物の 容積率 は、当 該前面 道路の 幅員の メー トルの 数値に 、次の 各号に 掲げる 区分に 従い、 当該 各号に 定める 数値を
乗じ たもの 以下で なけれ ばなら ない 。
一 第一種 低層住 居専用 地域、 第二種 低層住 居専 用地域 又は田 園住居 地域内 の建築 物 十 分の四
二 第 一種 中高層 住居専 用地域 若しく は第二 種中高 層住居 専用地 域内 の建築 物又は 第一種 住居地 域、第 二種住 居地域 若しく は準 住居地 域内の 建築
物（高 層住居 誘導地 区内の 建築 物であ つて、 その住 宅の用 途に供 する部 分の床 面積の 合計 がその 延べ面 積の三 分の二 以上で あるも の（当 該高層
住居誘 導地区 に関す る都市 計画に おいて 建築物 の敷 地面積 の最低 限度が 定めら れたと きは、 その敷 地面積 が当 該最低 限度以 上のも のに限 る。第
五 十六条 第一 項第二 号ハ及 び別表 第三の 四の項 におい て同じ 。）を 除く 。） 十分の 四（特 定行政 庁が都 道府県 都市計 画審議 会の 議を経 て指定
す る区域 内の建 築物に あつて は、 十分の 六）
三 その 他の建 築物 十分の 六（特 定行政 庁が都 道府 県都市 計画審 議会の 議を経 て指定 する区 域内の 建築 物にあ つては 、十分 の四又 は十分 の八の
うち 特定行 政庁 が都道 府県都 市計画 審議会 の議を 経て定 めるも の）
３ 第一項 （ただ し書を 除く 。）、 前項、 第七項 、第十 二項及 び第十 四項、 第五十 七条 の二第 三項第 二号、 第五十 七条の 三第二 項、第 五十九 条第 一
項及 び第三 項、第 五十九 条の二 第一項 、第六 十条 第一項 、第六 十条の 二第一 項及び 第四項 、第六 十八条 の三 第一項 、第六 十八条 の四、 第六十 八条
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（に）

（一）

（二）

（三）

（一）

（二）
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の 五（第 二号イ を除く 。第六 項に おいて 同じ。 ）、第 六十八 条の五 の二（ 第二号 イを除 く。 第六項 におい て同じ 。）、 第六十 八条の 五の三 第一項
（ 第一号 ロを除 く。第 六項に おいて 同じ。 ）、第 六十 八条の 五の四 （ただ し書及 び第一 号ロを 除く。 ）、第 六十 八条の 五の五 第一項 第一号 ロ、第
六十 八条の 八、 第六十 八条の 九第一 項、第 八十六 条第三 項及び 第四項 、第 八十六 条の二 第二項 及び第 三項、 第八十 六条の 五第三 項並 びに第 八十六
条の 六第一 項に規 定する 建築物 の容 積率（ 第五十 九条第 一項、 第六十 条の二 第一項 及び第 六十 八条の 九第一 項に規 定する ものに ついて は、建 築物
の容 積率の 最高限 度に係 る場合 に限る 。第六 項にお いて 同じ。 ）の算 定の基 礎とな る延べ 面積に は、建 築物の 地階 でその 天井が 地盤面 からの 高さ
一メー トル以 下に あるも のの住 宅又は 老人ホ ーム、 福祉ホ ームそ の他こ れら に類す るもの （以下 この項 及び第 六項に おいて 「老 人ホー ム等」 とい
う。） の用途 に供す る部分 （第六 項の 政令で 定める 昇降機 の昇降 路の部 分又は 共同住 宅若 しくは 老人ホ ーム等 の共用 の廊下 若しく は階段 の用に 供
する部 分を除 く。以 下この 項にお いて同 じ。） の床 面積（ 当該床 面積が 当該建 築物の 住宅及 び老人 ホーム 等の 用途に 供する 部分の 床面積 の合計 の
三 分の一 を超 える場 合にお いては 、当該 建築物 の住宅 及び老 人ホー ム等 の用途 に供す る部分 の床面 積の合 計の三 分の一 ）は、 算入 しない ものと す
る。
４ ～６ （略）
７ 建築物 の敷 地が第 一項及 び第二 項の規 定によ る建築 物の容 積率に 関す る制限 を受け る地域 、地区 又は区 域の二 以上に わたる 場合 におい ては、 当
該建 築物の 容積率 は、第 一項及 び第 二項の 規定に よる当 該各地 域、地 区又は 区域内 の建築 物の 容積率 の限度 にその 敷地の 当該地 域、地 区又は 区域
内に ある各 部分の 面積の 敷地面 積に対 する割 合を乗 じて 得たも のの合 計以下 でなけ ればな らない 。
８～
（略 ）

（日影 による 中高層 の建築 物の高 さの制 限）
第 五十六 条の 二 別 表第四 欄の各 項に掲 げる地 域又 は区域 の全部 又は一 部で地 方公共 団体の 条例で 指定す る区 域（以 下この 条にお いて「 対象区 域
」 という 。）内 にある 同表 欄の当 該各項 （四の 項にあ つては 、同項 イ又 はロの うちか ら地方 公共団 体がそ の地方 の気候 及び風 土、 当該区 域の土
地 利用の 状況等 を勘案 して条 例で指 定する もの） に掲 げる建 築物は 、冬至 日の真 太陽時 による 午前八 時から 午後 四時ま で（道 の区域 内にあ つては
、午 前九時 から 午後三 時まで ）の間 におい て、そ れぞれ 、同表 欄の 各項（ 四の項 にあつ ては、 同項イ 又はロ ）に 掲げる 平均地 盤面か らの高 さ（
二の 項及び 三の項 にあつ ては、 当該 各項に 掲げる 平均地 盤面か らの高 さのう ちから 地方 公共団 体が当 該区域 の土地 利用の 状況等 を勘案 して条 例で
指定 するも の）の 水平面 （対象 区域外 の部分 、高 層住居 誘導地 区内の 部分、 都市再 生特別 地区内 の部分 及び 当該建 築物の 敷地内 の部分 を除く 。）
に、敷 地境 界線か らの水 平距離 が五メ ートル を超え る範囲 におい て、 同表 欄 の 、 又は の 号（同 表の三 の項に あつ ては、 又は の 号） の
うちか ら地方 公共団 体がそ の地 方の気 候及び 風土、 土地利 用の状 況等を 勘案し て条例 で指 定する 号に掲 げる時 間以上 日影と なる部 分を生 じさせ る
ことの ないも のとし なけれ ばなら ない。 ただし 、特 定行政 庁が土 地の状 況等に より周 囲の居 住環境 を害す るお それが ないと 認めて 建築審 査会の 同
意 を得て 許可 した場 合又は 当該許 可を受 けた建 築物を 周囲の 居住環 境を 害する おそれ がない ものと して政 令で定 める位 置及び 規模 の範囲 内にお い
て 増築し 、改築 し、若 しくは 移転 する場 合にお いては 、この 限りで ない。
２ ～５ （略）
（は）

（特 定街区 ）
第六 十条 特定街 区内に おいて は、建 築物の 容積 率及び 高さは 、特定 街区に 関する 都市計 画にお いて定 めら れた限 度以下 でなけ ればな らない 。

（い）
（ろ）

15

２ ・３

（略）

（屋 根）
第六 十三条 防火 地域又 は準防 火地 域内の 建築物 の屋根 の構造 は、市 街地に おける 火災を 想定 した火 の粉に よる建 築物の 火災の 発生を 防止す るため
に屋 根に必 要とさ れる性 能に関 して建 築物の 構造及 び用 途の区 分に応 じて政 令で定 める技 術的基 準に適 合する もの で、国 土交通 大臣が 定めた 構造
方法を 用いる もの 又は国 土交通 大臣の 認定を 受けた ものと しなけ ればな らな い。

（仮設 建築物 に対す る制限 の緩和 ）
第 八十五 条 （略）
２ 災害 があつ た場合 におい て建 築する 停車場 、官公 署その 他これ らに類 する公 益上必 要な 用途に 供する 応急仮 設建築 物又は 工事を 施工す るため に
現 場に設 ける事 務所、 下小屋 、材料 置場そ の他こ れら に類す る仮設 建築物 につい ては、 第六条 から第 七条の 六ま で、第 十二条 第一項 から第 四項ま
で、 第十五 条、 第十八 条（第 二十五 項を除 く。） 、第十 九条、 第二十 一条 から第 二十三 条まで 、第二 十六条 、第三 十一条 、第三 十三 条、第 三十四
条第 二項、 第三十 五条、 第三十 六条 （第十 九条、 第二十 一条、 第二十 六条、 第三十 一条、 第三 十三条 、第三 十四条 第二項 及び第 三十五 条に係 る部
分に 限る。 ）、第 三十七 条、第 三十九 条及び 第四十 条の 規定並 びに第 三章の 規定は 、適用 しない 。ただ し、 防火地 域又は 準防火 地域内 にある 延べ
面積が 五十平 方メ ートル を超え るもの につい ては、 第六十 三条の 規定 の適用 がある ものと する。
３・４ （略 ）
５ 特 定行政 庁は、 仮設興 行場、 博覧会 建築物 、仮 設店舗 その他 これら に類す る仮設 建築物 （次項 及び第 百一 条第一 項第十 号にお いて「 仮設興 行場
等 」とい う。 ）につ いて安 全上、 防火上 及び衛 生上支 障がな いと認 める 場合に おいて は、一 年以内 の期間 （建築 物の工 事を施 工す るため その工 事
期 間中当 該従前 の建築 物に代 えて 必要と なる仮 設店舗 その他 の仮設 建築物 につい ては、 特定 行政庁 が当該 工事の 施工上 必要と 認める 期間） を定め
て その建 築を許 可する ことが できる 。この 場合に おい ては、 第十二 条第一 項から 第四項 まで、 第二十 一条か ら第 二十七 条まで 、第三 十一条 、第三
十四 条第二 項、 第三十 五条の 二、第 三十五 条の三 及び第 三十七 条の規 定並 びに第 三章の 規定は 、適用 しない 。
６ 特定行 政庁は 、国際 的な規 模の 会議又 は競技 会の用 に供す ること その他 の理由 によ り一年 を超え て使用 する特 別の必 要があ る仮設 興行場 等に つ
いて 、安全 上、防 火上及 び衛生 上支障 がなく 、か つ、公 益上や むを得 ないと 認める 場合に おいて は、前 項の 規定に かかわ らず、 当該仮 設興行 場等
の使用 上必 要と認 める期 間を定 めてそ の建築 を許可 するこ とがで きる 。この 場合に おいて は、同 項後段 の規定 を準用 する。
（ 略）
７

（ 既存の 建築 物に対 する制 限の緩 和）
第 八十六 条の七 第三 条第二 項（ 第八十 六条の 九第一 項にお いて準 用する 場合を 含む。 以下 この条 、次条 及び第 八十七 条にお いて同 じ。） の規 定に
よ り第二 十条、 第二十 六条、 第二十 七条、 第二十 八条 の二（ 同条各 号に掲 げる基 準のう ち政令 で定め るも のに係 る部分 に限る 。）、 第三十 条、第
三十 四条第 二項 、第四 十七条 、第四 十八条 第一項 から第 十四項 まで 、第五 十一条 、第五 十二条 第一項 、第二 項若し くは第 七項 、第五 十三条 第一項
若し くは第 二項、 第五十 四条 第一項 、第五 十五条 第一項 、第五 十六条 第一項 、第五 十六 条の二 第一項 、第五 十七条 の四第 一項、 第五十 七条の 五第
一項 、第五 十八条 、第五 十九条 第一項 若しく は第 二項、 第六十 条第一 項若し くは第 二項、 第六十 条の二 第一 項若し くは第 二項、 第六十 条の三 第一
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項 若しく は第二 項、第 六十一 条、 第六十 二条第 一項、 第六十 七条の 三第一 項若し くは第 五項 から第 七項ま で又は 第六十 八条第 一項若 しくは 第二項
の 規定の 適用を 受けな い建築 物につ いて政 令で定 める 範囲内 におい て増築 、改築 、大規 模の修 繕又は 大規模 の模 様替（ 以下こ の条及 び次条 におい
て「 増築等 」と いう。 ）をす る場合 （第三 条第二 項の規 定によ り第二 十条 の規定 の適用 を受け ない建 築物に ついて 当該政 令で定 める 範囲内 におい
て増 築又は 改築を する場 合にあ つて は、当 該増築 又は改 築後の 建築物 の構造 方法が 政令で 定め る基準 に適合 する場 合に限 る。） におい ては、 第三
条第 三項第 三号及 び第四 号の規 定にか かわら ず、こ れら の規定 は、適 用しな い。
２～４ （略 ）

（市町 村の建 築主事 等の特 例）
第 九十七 条の 二 （ 略）
２ ・３ （略）
４ この 法律中 都道府 県知事 たる特 定行政 庁の権 限に 属する 事務で 政令で 定める ものは 、政令 で定め るとこ ろに より、 第一項 の規定 により 建築主 事
を置 く市町 村の 長が行 なうも のとす る。こ の場合 におい ては、 この法 律中 都道府 県知事 たる特 定行政 庁に関 する規 定は、 当該市 町村 の長に 関する
規定 として 当該市 町村の 長に適 用が あるも のとす る。
（略）
５

（特別 区の特 例）
第九十 七条の 三 （ 略）
２ （略 ）
３ この 法律中 都道府 県知事 たる 特定行 政庁の 権限に 属する 事務で 政令で 定める ものは 、政 令で定 めると ころに より、 特別区 の長が 行なう ものと す
る 。この 場合に おいて は、こ の法律 中都道 府県知 事た る特定 行政庁 に関す る規定 は、特 別区の 長に関 する規 定と して特 別区の 長に適 用があ るもの
とす る。
（略）
４
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○ 宅地建 物取引 業法施 行令（ 昭和 三十九 年政令 第三百 八十三 号）（ 抄）

（法 第三十 三条 等の法 令に基 づく許 可等の 処分）
第二 条の五 法第 三十三 条及び 第三 十六条 の法令 に基づ く許可 等の処 分で政 令で定 めるも のは 、次に 掲げる ものと する。
一 （略）
二 建 築基準 法（ 昭和二 十五年 法律第 二百一 号）第 四十三 条第一 項ただ し書 、第四 十四条 第一項 第四号 、第四 十七条 ただし 書、 第四十 八条第 一項
ただし 書、第 二項た だし書 、第三 項た だし書 、第四 項ただ し書、 第五項 ただし 書、第 六項 ただし 書、第 七項た だし書 、第八 項ただ し書、 第九項
ただし 書、第 十項た だし書 、第十 一項た だし書 、第 十二項 ただし 書、第 十三項 ただし 書及び 第十四 項ただ し書 、第五 十二条 第十項 、第十 一項及
び 第十四 項、 第五十 三条第 四項及 び第五 項第三 号、第 五十三 条の二 第一 項第三 号及び 第四号 （これ らの規 定を同 法第五 十七条 の五 第三項 におい
て 準用す る場合 を含む 。）、 第五 十五条 第三項 各号、 第五十 六条の 二第一 項ただ し書、 第五 十七条 の四第 一項た だし書 、第五 十九条 第四項 、第
五 十九条 の二第 一項、 第六十 条の三 第二項 ただし 書、 第六十 七条の 三第三 項第二 号、第 六十八 条第一 項第二 号及 び第三 項第二 号、第 六十八 条の
三第 四項、 第六 十八条 の五の 三第二 項、第 六十八 条の七 第五項 、第八 十六 条第三 項及び 第四項 並びに 第八十 六条の 二第二 項及び 第三 項の許 可、
同法 第五十 七条の 二第三 項の規 定に よる指 定、同 法第八 十六条 第一項 及び第 二項、 第八十 六条 の二第 一項並 びに第 八十六 条の八 第一項 及び第 三
項の 規定に よる認 定並び に同法 第三十 九条第 二項、 第四 十三条 の二、 第四十 九条第 一項、 第四十 九条の 二、 第五十 条、第 六十八 条の二 第一項 及
び第六 十八条 の九 の規定 に基づ く条例 の規定 による 処分
三～二 十七 （略）
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○ 宅地建 物取引 業法（ 昭和二 十七 年六月 十日法 律第百 七十六 号）（ 抄）

（広 告の開 始時 期の制 限）
第三 十三条 宅地 建物取 引業者 は、 宅地の 造成又 は建物 の建築 に関す る工事 の完了 前にお いて は、当 該工事 に関し 必要と される 都市計 画法第 二十九
条第 一項又 は第二 項の許 可、建 築基準 法（昭 和二十 五年 法律第 二百一 号）第 六条第 一項の 確認そ の他法 令に基 づく 許可等 の処分 で政令 で定め るも
のがあ つた後 でな ければ 、当該 工事に 係る宅 地又は 建物の 売買そ の他の 業務 に関す る広告 をして はなら ない。

（契約 締結等 の時期 の制限 ）
第 三十六 条 宅地建 物取引 業者は 、宅地 の造成 又は建 物の建 築に関 する 工事の 完了前 におい ては、 当該工 事に関 し必要 とされ る都 市計画 法第二 十九
条 第一項 又は第 二項の 許可、 建築 基準法 第六条 第一項 の確認 その他 法令に 基づく 許可等 の処 分で政 令で定 めるも のがあ つた後 でなけ れば、 当該工
事 に係る 宅地又 は建物 につき 、自ら 当事者 として 、若 しくは 当事者 を代理 してそ の売買 若しく は交換 の契約 を締 結し、 又はそ の売買 若しく は交換
の媒 介をし ては ならな い。
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○ 不動産 特定共 同事業 法施行 令（ 平成六 年政令 第四百 十三号 ）（抄 ）

（広 告の規 制等 に係る 許可等 の処分 ）
第七 条 法 第十八 条第一 項及び 第十 九条（ これら の規定 を法第 五十条 第二項 におい て準用 する 場合を 含む。 ）の法 令に基 づく許 可等の 処分で 政令で
定め るもの は、次 に掲げ るもの とする 。
一 （ 略）
二 建 築基準 法（昭 和二十 五年法 律第 二百一 号）第 四十三 条第一 項ただ し書、 第四十 四条 第一項 第四号 、第四 十七条 ただし 書、第 四十八 条第一 項
ただし 書、第 二項た だし書 、第三 項ただ し書、 第四 項ただ し書、 第五項 ただし 書、第 六項た だし書 、第七 項た だし書 、第八 項ただ し書、 第九項
た だし書 、第 十項た だし書 、第十 一項た だし書 、第十 二項た だし書 、第 十三項 ただし 書及び 第十四 項ただ し書、 第五十 二条第 十項 、第十 一項及
び 第十四 項、第 五十三 条第四 項及 び第五 項第三 号、第 五十三 条の二 第一項 第三号 及び第 四号 （これ らの規 定を同 法第五 十七条 の五第 三項に おい
て 準用す る場合 を含む 。）、 第五十 五条第 三項各 号、 第五十 六条の 二第一 項ただ し書、 第五十 七条の 四第一 項た だし書 、第五 十九条 第四項 、第
五十 九条の 二第 一項、 第六十 条の三 第二項 ただし 書、第 六十七 条の三 第三 項第二 号、第 六十八 条第一 項第二 号及び 第三項 第二号 、第 六十八 条の
三第 四項、 第六十 八条の 五の三 第二 項、第 六十八 条の七 第五項 、第八 十六条 第三項 及び第 四項 並びに 第八十 六条の 二第二 項及び 第三項 の許可 、
同法 第五十 七条の 二第三 項の規 定によ る指定 、同法 第八 十六条 第一項 及び第 二項、 第八十 六条の 二第一 項並 びに第 八十六 条の八 第一項 及び第 三
項の規 定によ る認 定並び に同法 第三十 九条第 二項、 第四十 三条の 二、 第四十 九条第 一項、 第四十 九条の 二、第 五十条 、第六 十八 条の二 第一項 及
び第六 十八条 の九の 規定に 基づ く条例 の規定 による 処分
三～三 十一 （略）
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○ 不動産 特定共 同事業 法（平 成六 年法律 第七十 七号） （抄）

（広 告の規 制）
第十 八条 不動産 特定共 同事業 者は 、宅地 の造成 又は建 物の建 築に関 する工 事の完 了前に おい ては、 当該工 事に関 し必要 とされ る都市 計画法 （昭和
四十 三年法 律第百 号）第 二十九 条第一 項又は 第二項 の許 可、建 築基準 法（昭 和二十 五年法 律第二 百一号 ）第六 条第 一項の 確認そ の他法 令に基 づく
許可等 の処分 で政 令で定 めるも のがあ った後 でなけ れば、 当該工 事に係 る宅 地又は 建物に ついて 不動産 特定共 同事業 に関す る広 告をし てはな らな
い。
２ 不 動産特 定共同 事業者 は、そ の行お うとす る不 動産特 定共同 事業に 関する 広告を すると きは、 自己が 不動 産特定 共同事 業契約 の当事 者とな るか
、 若しく はそ の代理 人とな るか、 又は不 動産特 定共同 事業契 約の締 結の 媒介を 行うか の別及 び当該 不動産 特定共 同事業 契約の 第二 条第三 項各号 に
掲 げる契 約の種 別を明 示しな けれ ばなら ない。
３ 不動 産特定 共同事 業者は 、その 業務に 関して 広告 をする ときは 、不動 産取引 による 利益の 見込み その他 主務 省令で 定める 事項に ついて 、著し く
事実 に相違 する 表示を し、又 は著し く人を 誤認さ せるよ うな表 示をし ては ならな い。

（事 業実施 の時期 に関す る制限 ）
第十九 条 不 動産 特定共 同事業 者は、 宅地の 造成又 は建物 の建築 に関 する工 事の完 了前に おいて は、当 該工事 に関し 必要と され る都市 計画法 第二十
九条第 一項又 は第二 項の許 可、 建築基 準法第 六条第 一項の 確認そ の他法 令に基 づく許 可等 の処分 で政令 で定め るもの があっ た後で なけれ ば、当 該
工事に 係る宅 地又は 建物に ついて 不動産 特定共 同事 業を行 っては ならな い。
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○ 建築物 のエネ ルギー 消費性 能の 向上に 関する 法律施 行令（ 平成二 十八年 政令第 八号） （抄 ）

（適 用除外 ）
第七 条 法 第十八 条第一 号の政 令で 定める 用途は 、次に 掲げる ものと する。
一 自動車 車庫、 自転車 駐車場 、畜舎 、堆肥 舎、公 共用 歩廊そ の他こ れらに 類する 用途
二 観 覧場、 スケ ート場 、水泳 場、ス ポーツ の練習 場、神 社、寺 院その 他こ れらに 類する 用途（ 壁を有 しない ことそ の他の 高い 開放性 を有す るも
のとし て国土 交通大 臣が定 めるも のに 限る。 ）
２ 法 第十八 条第二 号の政 令で定 める建 築物は 、次 に掲げ るもの とする 。
一 文化 財保 護法（ 昭和二 十五年 法律第 二百十 四号） の規定 により 国宝 、重要 文化財 、重要 有形民 俗文化 財、特 別史跡 名勝天 然記 念物又 は史跡 名
勝 天然記 念物と して指 定され 、又 は仮指 定され た建築 物
二 文化 財保護 法第百 四十三 条第一 項又は 第二項 の伝 統的建 造物群 保存地 区内に おける 同法第 二条第 一項第 六号 に規定 する伝 統的建 造物群 を構成
して いる建 築物
三 旧重要 美術品 等の保 存に関 する 法律（ 昭和八 年法律 第四十 三号） の規定 により 重要美 術品 等とし て認定 された 建築物
四 文化財 保護法 第百八 十二条 第二項 の条例 その他 の条 例の定 めると ころに より現 状変更 の規制 及び保 存の ための 措置が 講じら れてい る建築 物で
あって 、建築 物エ ネルギ ー消費 性能基 準に適 合させ ること が困難 なも のとし て所管 行政庁 が認め たもの
五 第 一号、 第三号 又は前 号に 掲げる 建築物 であっ たもの の原形 を再現 する建 築物で あっ て、建 築物エ ネルギ ー消費 性能基 準に適 合させ ること が
困難な ものと して所 管行政 庁が認 めたも の
六 景観 法（ 平成十 六年法 律第百 十号） 第十九 条第一 項の規 定によ り景 観重要 建造物 として 指定さ れた建 築物
３ 法第 十八条 第三号 の政令 で定 める仮 設の建 築物は 、次に 掲げる ものと する。
一 建築 基準法 第八十 五条第 一項又 は第二 項に規 定す る応急 仮設建 築物で あって 、その 建築物 の工事 を完了 した 後三月 以内で あるも の又は 同条第
三項 の許可 を受 けたも の
建築基 準法第 八十五 条第二 項に 規定す る事務 所、下 小屋、 材料置 場その 他これ らに 類する 仮設建 築物
建築基 準法第 八十五 条第五 項の規 定によ る許 可を受 けた建 築物
二
三
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○ 建築物 のエネ ルギー 消費性 能の 向上に 関する 法律（ 平成二 十七年 法律第 五十三 号）（ 抄）

（適 用除外 ）
第十 八条 この節 の規定 は、次 の各 号のい ずれか に該当 する建 築物に ついて は、適 用しな い。
一 居室を 有しな いこと 又は高 い開放 性を有 するこ とに より空 気調和 設備を 設ける 必要が ないも のとし て政令 で定 める用 途に供 する建 築物
二 法 令又は 条例 の定め る現状 変更の 規制及 び保存 のため の措置 その他 の措 置がと られて いるこ とによ り建築 物エネ ルギー 消費 性能基 準に適 合さ
せるこ とが困 難なも のとし て政令 で定 める建 築物
仮 設の建 築物で あって 政令で 定める もの
三

（ 適用除 外）
第 二十二 条 こ の節の 規定は 、第十 八条各 号のい ずれ かに該 当する 建築物 につい ては、 適用し ない。
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