
千葉県改正建築基準法施行条例とその解説 20１５年版（案）の概要 

 

千葉県では、確認審査を行う上で法令解釈・運用を統一するため「千葉県建築基準法令関係取扱基準集 2015 年版」を審査基準としていますが、その中で３つの

市販刊行物を指定しているところです。このうち『千葉県改正建築基準法施行条例とその解説 2004 年版』(監著：千葉県特定行政庁連絡協議会) 千葉県特定行政

庁連絡協議会において、新たに統一した見解が得られた項目 及び 法改正により条例改正が行われた項目の整理、検討がなされました。この結果について速やかに

公開するとともに、今般『千葉県改正建築基準法施行条例とその解説 2004 年版』を廃止し、新たに『千葉県改正建築基準法施行条例とその解説 2015 年版』を

作成することとします。 

 

【１．改訂のポイント】 

 【旧】2004 年版 【新】201５年版 

１ 
【3 条の３】(災害危

険区域内の建築物) 

 

－ 

・接続詞を修正、大きな変更はない。 

２ 
【4 条】(がけ付近の

建築物の敷地等) 

・造成地のようながけの上端が明確な場合の図の

みが記載されていた。 

・ただし書が不明確であった。 

 

・がけの上端が明確でない場合の考え方の例を示した。 

 

・ただし書の説明を詳細にし、図表による説明を増やした。 

３ 
【8 条】(特殊建築物

の接道長さ) 

・児童福祉施設等とは、児童福祉施設、助産所、

身体障害者更生援護施設（補装具製作施設及び視

聴覚障害者情報提供施設を除く。）、精神障害者

社会復帰施設、保護施設（医療保護施設を除く。）、

婦人保護施設、知的障害者援護施設、老人福祉施

設、有料老人ホーム又は母子保護施設をいう。 

・条例第 8 条に規定する「児童福祉施設等」は、令第 19 条第１項に規定するもので

あり、条例第 40 条の２による規則第 13 条の４で定める、児童福祉施設等とは異な

るものである。 

解説表現が規則第 13 条の４と類似して見えるため、「令第 19 条第１項に規定する

児童福祉施設等」明示する。 

 



４ 
【12 条】(四階以上に

設ける教室等の禁止)  

・盲学校、ろう学校又は養護学校 ・2007 年 4 月 1 日の学校教育法の改正により、盲学校、ろう学校又は養護学校は

「特別支援学校」に改正された。 

 

５ 
【14 条】(敷地と道路

との関係) 

 

            － 

・第１項、第２項の規定について、適合は第１項もしくは第 2 項のいずれかに適合し

ていればよいと追記。 

 

 ６ 【15 条】(前面空地) 

・政令第１１５条の２の２第１項第１号 

 

・建築基準法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 54 号）による法改正に伴い、 

政令第１１５条の２の２が削除され、同様の基準が第 129 条の２の３第１項第一号

ロに規定された。（１時間準耐火基準：政令第 112 条第 1 項に定義） 

 

７ 

【18 条の４】(客席の

用途に供する部分の

通路の配置等) 

   

－ 

・第１項第五号ただし書 客用の用途に供する部分の出入口までの長さの取り方につ

いて明示。 

 

  ８ 

【22 条】(客席の用途

に供する部分と舞台

の用途に供する部分

との区画)  

・政令第１１５条の２の２第１項第１号 

 

 

・建築基準法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 54 号）による法改正に伴い、 

政令第１１５条の２の２が削除され、同様の基準が第 129 条の２の３第１項第一号

ロに規定された。（１時間準耐火基準：政令第 112 条第 1 項に定義） 

９ 

 

【22 条の 2】(主階が

避難階以外の階にあ

る興業場の構造)  

 

・【第１項】法改正による法第 27 条関係 

 

 

 

 

建築基準法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 54 号）による法改正。 

・【第１項】 「劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので、主階が一階にないも

の」は、改正前の法第２７条第１項の規定により、耐火建築物とする必要

があったが、改正後の同項の規定により、特定避難時間倒壊等防止建築物

又は耐火構造建築物とすることができるようになった。 

本条例の規定は、①上記劇場等に類似する「観覧場、公会堂又は集会場」への制



 

 

 

 

 

 

 

 

 

・【第２項】政令第１１５条の２の２第１項第１

号 

限と、②主階が一階にあっても地上への出入口が別の階にある興業場等全般への制

限の２つの意義がある。 

なお、避難階は、政令第十三条第一号の規定により「直接地上へ通ずる出入口の

ある階」とされており、一階とは限らない。（例：斜面地等において主階が一階にあ

っても出入口が二階にあるものなど。） 

このため、上記劇場等については、性能規定化に伴い、耐火建築物と同等に通常

の火災が終了するまでの間倒壊及び延焼を防止する耐火性能を有する耐火構造建築

物に限り適用除外とする。 

 

・【第 2 項】 政令第１１５条の２の２が削除され、同様の基準が第 129 条の２の

３第１項第一号ロに規定された。（１時間準耐火基準：政令第 112 条第 1

項に定義） 

１０ 

 

【23 条】(敷地と道路

との関係)  

       

          － 

 

・第１項及び第 2 項の適用について、物品販売業を営む店舗等の用途に供する部分対

象ヵ所を明示。 

・第１項、第２項の接道に関する適用は、第１項もしくは第 2 項のいずれかに適合し

ていればよいと追記。 

 

１１ 

【24 条】(物品販売業

を営む店舗等の前面

空地)  

 

          － 

・第１項及び第 2 項の適用について、物品販売業を営む店舗等の用途に供する部分対

象ヵ所を明示。 

1２ 

【34 条】(耐火建築と

しなければならない

もの) 

・法改正による法第 27 条関係 

 

建築基準法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 54 号）による条例改正。 

法第２７条第１項の規定に適合するもの（政令第百十条第二号に掲げる基準に適合

するものに限る。）を除く。(追記) 



・当該建築物については、改正前の法第２７条第１項の規定により、耐火建築物又は

準耐火建築物とする必要があったが、改正後の同項の規定により、特定避難時間倒壊

等防止建築物又は耐火構造建築物とすることができるようになった。 

本条例の規定は、当該建築物について耐火建築物とすることを求める上乗せ規制で

あるが、法第２７条第１項が性能規定化に伴い、耐火建築物と同等に通常の火災が終

了するまでの間倒壊及び延焼を防止する耐火性能を有する耐火構造建築物に限り適用

除外とする。 

 

1３ 
【35 条】(外壁等の構

造) 

・法改正による法第 27 条関係 

 

 

建築基準法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 54 号）による条例改正。 

耐火建築物若しくは準耐火建築物又は法第２７条第１項の規定に適合するもの（特

定避難時間が 30 分間未満である特定避難時間倒壊等防止建築物を除く。）（追記） 

 

・耐火建築物及び準耐火建築物は、一定の外壁及び軒裏が防火構造以上の非損傷性能

及び遮熱性能を有することから、本条例の規定の対象から除かれている。 

特定避難時間倒壊等防止建築物で特定避難時間が三十分以上であるもの及び耐火構

造建築物は、一定の外壁及び軒裏が防火構造以上の非損傷性能及び遮熱性能を有する。 

特定避難時間倒壊等防止建築物で特定避難時間が三十分間未満であるものは、一定の

外壁及び軒裏が防火構造を下回る非損傷性能及び遮熱性能を有する。 

このため、法第 27 第 1 項の規定に適合する建築物（特定避難時間倒壊等防止建築

物及び耐火構造建築物）から、特定避難時間倒壊等防止建築物で特定避難時間が 30

分間未満であるものを除いて、本条例の規定の対象から除くこととする。 

 

 



1４ 【36 条】(階段) 
・手摺 

 

・手すりに表記を統一する。 

1５ 
【38 条】(設置禁止の

場所) 

・政令第１１５条の２の２第１項第１号 

 

・建築基準法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 54 号）による法改正に伴い、 

政令第１１５条の２の２が削除され、同様の基準が第 129 条の２の３第１項第一号

ロに規定された。（１時間準耐火基準：政令第 112 条第 1 項に定義） 

 

1６ 
【40 条】(主要出入

口)  

・条例第 40 条第 3 項(本文及び解説) 

 

・条例第 40 条第 3 項(本文及び解説) “削除” 

 

法第 27 条第 1 項ただし書及び政令第 125 条の 2 の 2 が削除され、平成２７年告

示第 255 号第１第１項第二号に木三共の基準が新たに規定された。 

本条例の規定は、旧基準により準耐火建築物とするもので周囲に幅員３メートル以

上の通路を設けること等の措置を講じるものについて、本条第１項と同等以上の安全

性を確保できることから適用除外とするものである。 

一方、新基準では、１時間準耐火基準に適合する準耐火構造とする必要はあるが、

一定の外壁の開口部に片面（外→内）の遮炎性能を有する防火設備を設けることが可

能とされ、これと併せて居室の開口部を設ける外壁に面する部分に限り幅員３メート

ル以上の通路を設けること等の措置を講じることとされたため、本条第１項と同等以

上の安全性を確保できないおそれがある。 

このため、本条例の規定を削除する。なお、本条第１項と同等以上の安全性を確保

できる場合には、本条第１項第二号の認定を適用することが可能である。 

 

 

 



 

1７ 

 

【40 条の 2】(出入口

等) 

・千葉県建築基準法施行細則第１３条の３ 

 

・条例第 51 条第１項 

・千葉県建築基準法施行細則第１３条の４ 条項修正 及び １３条の４ 記載。 

 

・条例第 51 条第３項 条項修正 

 

1８ 【41 条】(内装)  

・法改正による法 27 条関係 

 

 

 

 

 

 

 

・児童福祉施設等 

・建築基準法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 54 号）による条例改正。 

耐火建築物若しくは準耐火建築物又は法第 27 条第１項の規定に適合するもの（特

定避難時間が 30 分間未満である特定避難時間倒壊等防止建築物を除く。）（追記） 

当該建築物について、政令第 128 条の 4 第１項において耐火建築物及び準耐火建

築物と同等とされている法第 27 条第１項の規定に適合する建築物（特定避難時間倒

壊等防止建築物で特定避難時間が 45 分間未満であるものを除く。）を、本条例の規定

の対象から除くこととする。 

 

・政令第 19 号第１項第一号に規定されている児童福祉施設等とし、規則第 14 条の

３との表現を整理した。 

 

 

19 

 

【43 条】(出入口) 

          

          － 

・人が通れる通路について、「避難上有効なもので幅員が 60ｃｍ程度」 

と例示を示す。 

20 
【44 条】(出入口の位

置) 

 

 

          － 

・第６号： 駐車場法に規定する「自動車の駐車の用に供する面積が五百平方メート

ル以上の路外駐車場」については、駐車場法施行令第七条の構造及び設備の

基準が適用され、本条と類似する規制やさらに幅広い規制があり、緩和がな

いので注意する。また、同施行令では、出入口の位置の規制にあたり、「横

断歩道」も考慮されている。         



したがって、本条第一項第二号の適用にあたっては、交差点に設置された横断歩道

等の位置も考慮することが望ましい。 

 

21 
【46 条】(他の用途部

分との区画)  

        

 

 － 

 

・ 令第 112 条第 12 項又は 13 項の異種用途区画適用を受ける建築物については、 

いわゆるスパンドレルを要求する同条第 10 項の規定が適用されないが、条例によ

る自動車車庫及び自動車修理工場との区画には、90cm 以上のスパンドレルを設け

ることが望ましいと明示。 

 

22 
【51 条】(既存建築物

に対する制限の緩和)  

・第 3 項、第 4 項の追加。 ・第１項： 日影による中高層の建築物の高さの制限の適用を受けない建築物につい 

て、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事であれば日影規制について緩和

する規定。 

・第２項： 物品販売業を営む店舗等の主要出入口、物品販売業を営む店舗等の通路 

について、既存部分と増築等により規定の適用を受ける部分の間が、開口部

のない耐火構造の床又は壁で区画されていれば適用しないとする規定。 

 



・第3項： 旅館、ホテル、下宿又は診療所の用途に供する条例適用の建築物につい 

て、屋外に設ける階段及び踊場の幅について既存部分を適用除外とする。       

・ 児童福祉施設等の出入口等の床面の段差を禁止するものであり、増築等 

の際に既存部分の段差までも同時に解消することを義務付けるのは難しいと 

判断されたため、既存部分を適用除外とするものである。 

・第４項： 増築等の際に道路の拡幅整備または道路への接道長さの拡大等は困難な 

場合が多いと考えられ、敷地と道路の関係に係る制限等の緩和規定である。 

 

23 

【52 条の 2】(一の敷

地とみなすこと等に

よる制限の緩和)  

 

・(一定の複数建築物に対する制限の特例) 

 

・（一の敷地とみなすこと等による制限の緩和） 

 

・「一団地又は一定の一団の土地の区域」を解説内に追記。 

 


