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国土交通大臣（法第五条の二第一項の指定があつたときは、同

項の指定資格検定機関（以下「指定資格検定機関」という。））は、

第六条

項の指定建築基準適合判定資格者検定機関（以下「指定建築基準適合

建築基準適合判定資格者検定に合格した者の氏名を公告し、合格した

国土交通大臣（法第五条の二第一項の指定があつたときは、同

判定資格者検定機関」という。））は、建築基準適合判定資格者検定

者にその旨を通知する。

第六条

に合格した者の氏名を公告し、合格した者にその旨を通知する。

建築基準適合判定資格者検定（指定資格検定機関が行うも

（受検の申込み）
第八条の二

（受検の申込み）
建築基準適合判定資格者検定（指定建築基準適合判定資格

のを除く。）の受検の申込みは、住所地又は勤務地の都道府県知事を

（受検手数料）

（略）

者検定機関が行うものを除く。）の受検の申込みは、住所地又は勤務

２

経由して行わなければならない。

（略）

地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

第八条の二

２

（受検手数料）

（略）
（略）

第八条の三
２

建築基準適合判定資格者検定の受検手数料であつて指定資格検定機

（略）

（略）

３

第八条の三
２

建築基準適合判定資格者検定の受検手数料であつて指定建築基準適

関に納付するものの納付の方法は、法第七十七条の九第一項の資格検

３

合判定資格者検定機関に納付するものの納付の方法は、法第七十七条

（新設）

（新設）

定事務規程の定めるところによる。

構造計算適合判定資格者検定

の九第一項の建築基準適合判定資格者検定事務規程の定めるところに
よる。

第二節の二

法第五条の四第三項の政令で定める業務は、次のとおりと

（受検資格）
第八条の四

建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）第二条第六項に規定す

する。
一

る構造設計の業務
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二

三

法第六条第四項若しくは法第十八条第三項に規定する審査又は法
第六条の二第一項の規定による確認のための審査の業務（法第二十
条第一項に規定する基準に適合するかどうかの審査の業務を含むも
のに限る。）
建築物の構造の安全上の観点からする審査の業務（法第六条の三
第一項の構造計算適合性判定の業務を除く。）であつて国土交通大
臣が同項の構造計算適合性判定の業務と同等以上の知識及び能力を
要すると認めたもの

（構造計算適合判定資格者検定の基準等）
法第五条の四の規定による構造計算適合判定資格者検定は

第四条から第六条まで及び第八条の二の規定は構造計算適合判定資

審査をするために必要な知識及び経験について行う。

特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの

、建築士の設計に係る建築物の計画が法第六条の三第一項に規定する

第八条の五

２

格者検定に、第七条及び第八条の規定は構造計算適合判定資格者検定
委員について準用する。この場合において、第四条第二項中「建築行
政又は確認検査の業務若しくは第二条の三各号に掲げる業務」とある
のは「法第六条の三第一項の構造計算適合性判定の業務又は第八条の
四各号に掲げる業務」と、同条第三項中「第六条第一項の建築基準関
係規定」とあるのは「第六条の三第一項に規定する特定構造計算基準
及び特定増改築構造計算基準」と、第五条第一項中「毎年」とあるの
は「三年に」と、第六条中「第五条の二第一項」とあるのは「第五条
の五第一項」と読み替えるものとする。

（受検手数料）

（新設）

（新設）
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法第五条の五第二項において準用する法第五条の三第一項

第八条の三第二項及び第三項の規定は、前項の受検手数料について

の受検手数料の額は、三万四千円とする。

第八条の六

２
準用する。この場合において、同条第三項中「第七十七条の九第一項
」とあるのは、「第七十七条の十七の二第二項において準用する法第

第二節の三

特定増改築構造計算基準等

（略）

七十七条の九第一項」と読み替えるものとする。

第二節の四

法第六条の三第一項本文の政令で定める基準は、第八十一

（特定増改築構造計算基準）
第九条の二

条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条
第一項第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同
項第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安
全性を有することとする。

（確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構

法第六条の三第一項ただし書の政令で定める特定構造計算

造計算基準）
第九条の三

基準及び特定増改築構造計算基準並びに法第十八条第四項ただし書の
政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準は、第八
十一条第二項第二号イに掲げる構造計算で、法第二十条第一項第二号
イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有するこ
ととする。

第二節の二

（新設）

（新設）

（新設）

（略）
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第三節

（略）

第三節

（略）

条第一項（法第八十七条第一項及び法第八十七条の二において準用す

法第六条の三第一項の規定により読み替えて適用される法第六

条第一項（法第八十七条第一項及び法第八十七条の二において準用す

る場合を含む。）の政令で定める規定は、次の各号（法第八十七条第

第十条

る場合を含む。）の政令で定める規定は、次の各号（法第八十七条第

一項において準用する場合にあつては第一号及び第二号、法第八十七

法第六条の四第一項の規定により読み替えて適用される法第六

一項において準用する場合にあつては第一号及び第二号、法第八十七

条の二において準用する場合にあつては第二号。以下この条において

第十条

条の二において準用する場合にあつては第二号。以下この条において

同じ。）に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規

同号に掲げる規定

法第六条の三第一項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式

ものであるもの

に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第一号に掲げる

法第六条の三第一項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式

同じ。）に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規

一

定とする。

同号に掲げる規定
二

築物の部分の欄の各項に掲げるものであるもの

に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第二号の表の建

築物の部分の欄の各項に掲げるものであるもの

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

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

に係る部分が、当該認定型式に適合する建築物の部分に適用される

同表の一連の規定

に係る部分が、当該認定型式に適合する建築物の部分に適用される

法第六条の三第一項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準

場合に限る。）
三

防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅（住宅の用途以外の

法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準

場合に限る。）

に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第二号の表の建

法第六条の四第一項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式

ものであるもの

に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第一号に掲げる

法第六条の四第一項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式

定とする。
一

二

三

防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅（住宅の用途以外の

次に定める

用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の二分の一以上であ

規定
イ

ら法第二十五条まで、法第二十七条、法第二十八条、法第二十九

法第二十条（第四号イに係る部分に限る。）、法第二十一条か

るもの又は五十平方メートルを超えるものを除く。）

用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の二分の一以上であ
次に定める

法第二十条（第一項第四号イに係る部分に限る。）、法第二十

るもの又は五十平方メートルを超えるものを除く。）
規定
イ

一条から法第二十五条まで、法第二十七条、法第二十八条、法第
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四

条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条、法第三

（略）

二十九条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条、

ロ

十五条から法第三十五条の三まで及び法第三十七条の規定

（略）

法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定

法第三十五条から法第三十五条の三まで及び法第三十七条の規定
ロ
ハ

のうち特定行政庁が法第六条の三第二項の規定の趣旨により規則

法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定
のうち特定行政庁が法第六条の四第二項の規定の趣旨により規則

次に定める規定

法第二十条（第四号イに係る部分に限る。）、法第二十一条、

の住宅以外の建築物

法第六条の三第一項第三号に掲げる建築物のうち前号の一戸建て

で定める規定

ハ

四

で定める規定
法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物のうち前号の一戸建て
次に定める規定

イ

法第二十八条第一項及び第二項、法第二十九条、法第三十条、法

法第二十条（第一項第四号イに係る部分に限る。）、法第二十

の住宅以外の建築物
イ

一条、法第二十八条第一項及び第二項、法第二十九条、法第三十

第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条並びに法第三十

（略）

条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条並びに法

ロ

法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定

七条の規定

（略）

ハ

第三十七条の規定
ロ

法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定

のうち特定行政庁が法第六条の三第二項の規定の趣旨により規則

ハ

のうち特定行政庁が法第六条の四第二項の規定の趣旨により規則

で定める規定

（構造方法に関する技術的基準）

で定める規定

（構造方法に関する技術的基準）

六項、第三十九条第一項及び第四項、第四十一条、第四十九条、第七

第三十六条の三まで、第三十七条、第三十八条第一項、第五項及び第

設備に係る技術的基準を除く。）は、耐久性等関係規定（この条から

十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。）、第七十四

及び第四項、第四十一条、第四十九条、第七十条、第七十二条（第七

七条まで、第三十八条第一項、第五項及び第六項、第三十九条第一項

係る技術的基準を除く。）は、耐久性等関係規定（この条から第三十

法第二十条第一号の政令で定める技術的基準（建築設備に

十条、第七十二条（第七十九条の四及び第八十条において準用する場

条から第七十六条まで（これらの規定を第七十九条の四及び第八十条

第三十六条

合を含む。）、第七十四条から第七十六条まで（これらの規定を第七

において準用する場合を含む。）、第七十九条（第七十九条の四にお

法第二十条第一項第一号の政令で定める技術的基準（建築

十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。）、第七十九

いて準用する場合を含む。）、第七十九条の三並びに第八十条の二（

第三十六条

条（第七十九条の四において準用する場合を含む。）、第七十九条の
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２

３

準のうちその指定する基準に係る部分に限る。）の規定をいう。以下

三並びに第八十条の二（国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基

方法を用いることとする。

準に係る部分に限る。）の規定をいう。以下同じ。）に適合する構造

国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基

法第二十条第二号イの政令で定める技術的基準（建築設備に係る技

同じ。）に適合する構造方法を用いることとする。
２

術的基準を除く。）は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

法第二十条第一項第二号イの政令で定める技術的基準（建築設備に
係る技術的基準を除く。）は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

（略）

法第二十条第三号イ及び第四号イの政令で定める技術的基準（建築

一～三

れ当該各号に定める構造方法を用いることとする。

（略）

それぞれ当該各号に定める構造方法を用いることとする。
一～三
３

設備に係る技術的基準を除く。）は、この節から第七節の二までの規

法第二十条第一項第三号イ及び第四号イの政令で定める技術的基準
（建築設備に係る技術的基準を除く。）は、この節から第七節の二ま

定に適合する構造方法を用いることとする。

法第二十条第二号の政令で定める建築物は、次に掲げ

での規定に適合する構造方法を用いることとする。

る。

法第二十条第一号の政令で定める基準は、次のとおりとす

（略）

法第二十条第二号イの政令で定める基準は、次の各号に掲げる建築

一～四

（略）

る建築物とする。

第三十六条の二

（地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物）

法第二十条第一項第二号の政令で定める建築物は、次

（地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物）
第三十六条の二
に掲げる建築物とする。

一～五

（略）

一～五

（新設）

法第二十条第二項（法第八十八条第一項において準用

２

第八十一条

（別の建築物とみなすことができる部分）
第三十六条の四

する場合を含む。）の政令で定める部分は、建築物の二以上の部分が
エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法
のみで接している場合における当該建築物の部分とする。

法第二十条第一項第一号の政令で定める基準は、次のとお

（略）

法第二十条第一項第二号イの政令で定める基準は、次の各号に掲げ

一～四

りとする。

第八十一条

２
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３

物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであ

（略）

る建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるも

一・二

ることとする。

（略）

のであることとする。
一・二

法第二十条第三号イの政令で定める基準は、次条各号及び第八十二

条の四に定めるところによる構造計算又はこれと同等以上に安全性を

３

八十二条の四に定めるところによる構造計算又はこれと同等以上に安

確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた

法第二十条第一項第三号イの政令で定める基準は、次条各号及び第

全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に

構造計算によるものであることとする。

二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を

伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、前

三項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

法第二条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に

（準耐火性能に関する技術的基準）
第百七条の二

４

従つた構造計算によるものであることとする。
（削る）

法第二条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に

（準耐火性能に関する技術的基準）
第百七条の二

掲げるものとする。

による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ次の表に掲げ

次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災

による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる

る時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じ

一

時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じな

ないものであること。

次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災

掲げるものとする。
一

いものであること。

（表略）

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（非

十九条の二の三第一項において同じ。）にあつては、これらに通常

遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。第百二

に、加熱開始後四十五分間（非耐力壁である外壁の延焼のおそれの

。）にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合

五条の二の二第一項及び第百二十九条の二の三第一項において同じ

遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。第百十

壁、床及び軒裏（外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に

耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び軒裏（

ある部分以外の部分及び軒裏（外壁によつて小屋裏又は天井裏と防

二

外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを

火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分以外

壁、床及び軒裏（外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に

（表略）
二

除き、延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。）にあつては、
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三

度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

三十分間）当該加熱面以外の面（屋内に面するものに限る。）の温

内に面するものに限る。）の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しな

の部分に限る。）にあつては、三十分間）当該加熱面以外の面（屋

いものであること。

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（非耐

外壁及び屋根にあつては、これら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、加熱開始後四十五分間（非耐

力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあ

三

力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあ

つては、三十分間）屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷

外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の

つては、三十分間）屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷

を生じないものであること。

２

法第二条第九号の二ロ及び法第六十四条の政令で定める防火

（主要構造部を準耐火構造とした建築物の層間変形角）

（略）

設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。

第百九条

（防火戸その他の防火設備）

を生じないものであること。

法第二条第九号の二ロ、法第二十一条第二項第二号、法第二

（防火戸その他の防火設備）

（略）

とする。

令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備

百十条から第百十条の三までにおいて同じ。）及び法第六十四条の政

十七条第一項（法第八十七条第三項において準用する場合を含む。第

第百九条

２

（主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角）

法第二条第九号の三イに該当する建築物の地上部分

の層間変形角は、百五十分の一以内でなければならない。ただし、主

第百九条の二の二

十七条第一項の規定に適合する特殊建築物（第百十条第二号に掲げる

要構造部が防火上有害な変形、き裂その他の損傷を生じないことが計

法第二条第九号の三イに該当する建築物及び法第二

基準に適合するものを除く。以下「特定避難時間倒壊等防止建築物」

算又は実験によつて確かめられた場合においては、この限りでない。

第百九条の二の二

という。）の地上部分の層間変形角は、百五十分の一以内でなければ
ならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、亀裂その他の損
傷を生じないことが計算又は実験によつて確かめられた場合において
は、この限りでない。
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法第二十一条第二項第二号の政令で定める技術的基準は

（大規模の建築物の壁等の性能に関する技術的基準）
第百九条の五

壁等が、通常の火災時において、当該壁等で区画された部分（当

あること。

つて生ずる応力が伝えられた場合に、当該壁等が倒壊しないもので

壁等に通常の火災による当該壁等以外の建築物の部分の倒壊によ

亀裂その他の損傷を生じないものであること。

測時間加えられた場合に、当該壁等が屋外に火炎を出す原因となる

壁等に屋内において発生する通常の火災による火熱が火災継続予

物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。）の温度が可燃

に、当該加熱面以外の面（屋内に面するものに限り、防火上支障が

壁等に通常の火災による火熱が火災継続予測時間加えられた場合

ものであること。

が構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない

をいう。以下この条において同じ。）加えられた場合に、当該壁等

、建築設備及び用途に応じて火災が継続することが予測される時間

壁等に通常の火災による火熱が火災継続予測時間（建築物の構造

、次に掲げるものとする。
一

二

三

四

五

該壁等の部分を除く。）から屋外に出た火炎による当該壁等で区画
された他の部分（当該壁等の部分を除く。）への延焼を有効に防止
できるものであること。

（新設）

（法第二十二条第一項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に

法第二十二条第一項の政令で定める技術的基準は、次の

（法第二十二条第一項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に

第百九条の五

関する技術的基準）
法第二十二条第一項の政令で定める技術的基準は、次の

関する技術的基準）
第百九条の六
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土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、屋根以

各号（不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国

外の主要構造部が準不燃材料で造られたものの屋根にあつては、第一

土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、屋根以

各号（不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国

（略）

外の主要構造部が準不燃材料で造られたものの屋根にあつては、第一

一

屋根が、通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有

号）に掲げるものとする。

（略）
二

号）に掲げるものとする。
一
屋根が、通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有

第百十条

削除

第百九条の六

（略）

害な溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。

二

（略）

害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること。

第百九条の七

（法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の主要構造部の性能に関

主要構造部の性能に関する法第二十七条第一項の政令で定め

する技術的基準）
第百十条

次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火

次に掲げる基準

る技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一
イ

災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲

該特殊建築物から地

存する者の全てが当

て当該特殊建築物に

設備及び用途に応じ

建築物の構造、建築

特定避難時間（特殊

げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を

間仕切壁（耐力壁に限る。）

生じないものであること。

壁

上までの避難を終
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ロ

ハ

了するまでに要す
る時間をいう。以
下同じ。）

特定避難時間

特定避難時間

柱
特定避難時間

外壁（耐力壁に限る。）

床
特定避難時間

同じ。）
三十分間

以下この号において

は、特定避難時間。

である場合にあつて

時間が三十分間未満

三十分間（特定避難

はり
屋根（軒裏を除く。）

階段

壁、床及び屋根の軒裏（外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火
上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限
る。）にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた
場合に、加熱開始後特定避難時間（非耐力壁である外壁の延焼の
おそれのある部分以外の部分及び屋根の軒裏（外壁によつて小屋
裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のお
それのある部分以外の部分に限る。）にあつては、三十分間）当
該加熱面以外の面（屋内に面するものに限る。）の温度が可燃物
燃焼温度以上に上昇しないものであること。
外壁及び屋根にあつては、これら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、加熱開始後特定避難時間
（非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び
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二
準

屋根にあつては、三十分間）屋外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であること。
第百七条各号又は第百八条の三第一項第一号イ及びロに掲げる基

法第二十七条第一項の政令で定める外壁の開口部は、次

（延焼するおそれがある外壁の開口部）
第百十条の二

他の外壁の開口部から通常の火災時における火炎が到達するおそ

号のいずれかに該当する建築物の外壁の開口部を除く。）

延焼のおそれのある部分であるもの（法第八十六条の四第一項各

に掲げるものとする。
一

二

れがあるものとして国土交通大臣が定めるもの（前号に掲げるもの
を除く。）

（法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に

防火設備の遮炎性能に関する法第二十七条第一項の政令

関する技術的基準）
第百十条の三

で定める技術的基準は、防火設備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当該加熱面以外の面（屋内に面するも
のに限る。）に火炎を出さないものであることとする。

（防火区画）

（新設）

（新設）

（防火区画）

主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の

三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、延べ面積（スプリン

第百十二条

三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、延べ面積（スプリン

クラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもの

主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の

クラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもの

で自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を

第百十二条

で自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を
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２

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

災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外

定防火設備（第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火

）をいう。以下同じ。）に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特

同号ロの規定による認定を受けたものであることに係る部分に限る。

及び屋根の軒裏の構造が同号ロに規定する構造方法を用いるもの又は

三第一項第一号ロに掲げる基準（主要構造部である壁、柱、床、はり

五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準（第百二十九条の二の

の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。）千

設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積

のは、床面積の合計（スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火

除く。以下この条において同じ。）が千五百平方メートルを超えるも

その用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。

ばならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分で

土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。）で区画しなけれ

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

えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さ

九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加

る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（第百

五百平方メートル以内ごとに第百十五条の二の二第一項第一号に掲げ

の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。）千

設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積

のは、床面積の合計（スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火

除く。以下この条において同じ。）が千五百平方メートルを超えるも

用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。
）で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当す
る建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限り

（略）

一

階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分（当該昇降機の乗降のた

（略）

でない。
一

二

めの乗降ロビーの部分を含む。）で第百十五条の二の二第一項第一

階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分（当該昇降機の乗降のた
めの乗降ロビーの部分を含む。）で一時間準耐火基準に適合する準

号に掲げる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

条第三項、法第六十二条第一項若しくは法第六十七条の三第一項の規

特定避難時間が一時間以上であるものを除く。）とした建築物又は同

く。）で、延べ面積が五百平方メートルを超えるものについては、前

は第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準に適合するものを除

一項の規定により準耐火建築物とした建築物（第百九条の三第二号又

法第二十七条第二項、法第六十二条第一項又は法第六十七条の二第

設備で区画されたもの

耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの

二

２

定により準耐火建築物とした建築物（第百九条の三第二号に掲げる基

項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに同

法第二十七条第一項の規定により特定避難時間倒壊等防止建築物（

準又は一時間準耐火基準に適合するものを除く。）で、延べ面積が五

- 14 -

３

国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。）を準耐火構造とし、

百十四条第二項において同じ。）その他防火上支障がないものとして

備その他これらに類するもので自動式のものを設けたものをいう。第

されている部分で、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設

火構造の壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画

百平方メートル以下の階又は床面積二百平方メートル以内ごとに準耐

上主要な間仕切壁（自動スプリンクラー設備等設置部分（床面積が二

る準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火

床面積の合計五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合す

百平方メートルを超えるものについては、前項の規定にかかわらず、

い。

。）を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならな

上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く

を設けたものをいう。第百十四条第二項において同じ。）その他防火

噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの

規定する防火設備で区画されている部分で、スプリンクラー設備、水

メートル以内ごとに準耐火構造の壁若しくは法第二条第九号の二ロに

等設置部分（床面積が二百平方メートル以下の階又は床面積二百平方

備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁（自動スプリンクラー設備

号に掲げる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

小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

に掲げる基準若しくは一時間準耐火基準に適合する準耐火建築物とし

項若しくは法第六十七条の三第一項の規定により第百九条の三第二号

間倒壊等防止建築物とした建築物又は同条第三項、法第六十二条第一

七条第一項の規定により特定避難時間が一時間以上である特定避難時

一項第一号ロに掲げる基準に適合する建築物とした建築物、法第二十

基準に適合する準耐火建築物とした建築物で、延べ面積が千平方メー

百九条の三第二号若しくは第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる

法第六十二条第一項若しくは法第六十七条の二第一項の規定により第

掲げる基準に適合する建築物とした建築物又は法第二十七条第二項、

七条第一項ただし書の規定により第百十五条の二の二第一項第一号に

一項第一号ロに掲げる基準に適合する建築物とした建築物、法第二十

法第二十一条第一項ただし書の規定により第百二十九条の二の三第

た建築物で、延べ面積が千平方メートルを超えるものについては、第

トルを超えるものについては、第一項の規定にかかわらず、床面積の

３

一項の規定にかかわらず、床面積の合計千平方メートル以内ごとに一

合計千平方メートル以内ごとに同号に掲げる基準に適合する準耐火構

法第二十一条第一項ただし書の規定により第百二十九条の二の三第

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

（略）

造の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。
４～８

備で区画しなければならない。
（略）

を有する建築物の住戸の部分（住戸の階数が二以上であるものに限る

主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は三階以上の階に居室

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の住戸の

。）、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分

９

部分（住戸の階数が二以上であるものに限る。）、吹抜きとなつてい

、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分（当該部分からの

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

４～８
９

る部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分
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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

他これらに類する部分を除く。）とを準耐火構造の床若しくは壁又は

）とその他の部分（直接外気に開放されている廊下、バルコニーその

の用途上区画することができない場合にあつては、当該建築物の部分

不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものであつてそ

れらに類する部分を除く。以下この項において同じ。）の仕上げを準

部分を除く。）及び天井の室内に面する部分（回り縁、窓台その他こ

する建築物の部分でその壁（床面からの高さが一・二メートル以下の

ついては、当該部分（当該部分が第一項ただし書に規定する用途に供

できる公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。）に

その他これらに類する部分（当該部分からのみ人が出入りすることの

区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建

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

る廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。）とを準耐火

ては、当該建築物の部分）とその他の部分（直接外気に開放されてい

で造つたものであつてその用途上区画することができない場合にあつ

て同じ。）の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料

（回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項におい

が一・二メートル以下の部分を除く。）及び天井の室内に面する部分

し書に規定する用途に供する建築物の部分でその壁（床面からの高さ

類するものを含む。）については、当該部分（当該部分が第一項ただ

み人が出入りすることのできる公衆便所、公衆電話所その他これらに

（略）

築物の部分については、この限りでない。

一・二

の規定による耐火構造の床若しくは壁若しくは法第二条第九号の二ロ

に規定する防火設備又は前項の規定による準耐火構造の床若しくは壁

若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備に接する外壁につ

いては、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅九十センチメー

トル以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面

から五十センチメートル以上突出した準耐火構造のひさし、床、そで

壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合におい

（略）

ては、この限りでない。
・
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。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、

（略）

この限りでない。
一・二

第一項から第四項までの規定による第百十五条の二の二第一項第一

号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁（第二項に規定

第一項から第四項まで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（第二項に規定する防火上主要な間仕切壁を

しくは壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備又は前項
の規定による準耐火構造の床若しくは壁若しくは法第二条第九号の二
ロに規定する防火設備に接する外壁については、当該外壁のうちこれ
らに接する部分を含み幅九十センチメートル以上の部分を準耐火構造
としなければならない。ただし、外壁面から五十センチメートル以上
突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁その他これらに類するもので

（略）

12

防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。

・

12

する防火上主要な間仕切壁を除く。）若しくは特定防火設備、第五項

10
11

除く。）若しくは特定防火設備、第五項の規定による耐火構造の床若

10
11

３

２

建築物の一部が法第二十七条第一項各号のいずれか又は同条第二項

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

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

とを第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる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
。
（略）

（略）

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。

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すき

（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。）

おける同項ただし書のひさし、床、そで壁その他これらに類するもの

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

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

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

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

項の規定による第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準に適合

（略）

（略）

（略）

法第二十七条第一項ただし書（法第八十七条第三

（耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の技術的基準等）
第百十五条の二の二

２

第百十三条

（木造等の建築物の防火壁）

（削る）

る認定を受けたものは、第一項の規定に適合する防火壁とみなす。

条第二項第二号に規定する構造方法を用いるもの又は同号の規定によ

第百九条の五に規定する技術的基準に適合する壁等で、法第二十一

（略）

第百十三条

（木造等の建築物の防火壁）

（略）

埋めなければならない。

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

「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

、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

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

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

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

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

（略）

定防火設備で区画しなければならない。

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

13
15 14
16
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13
15 14
16

項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の政令

で定める技術的基準は、準防火地域内にあるものにあつては次に掲げ

るもの、防火地域及び準防火地域以外の区域内にあるものにあつては

主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が、次

第一号から第四号までに掲げるものとする。
一

に定める基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方

間仕切壁（耐力壁に限る。）

一時間

一時間

壁

柱

一時間

一時間

床

一時間

外壁（非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部

上に上昇しないものであること。

外の面（屋内に面するものに限る。）の温度が可燃物燃焼温度以

による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以

を除く。）、床及び屋根の軒裏にあつては、これらに通常の火災

壁（非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分

はり

外壁（耐力壁に限る。）

生じないものであること。

める時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を

災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に定

次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火

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こと。
イ

ロ

ハ

分を除く。）にあつては、これ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、加熱開始後一時間屋外に火炎
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二

三

四

を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。

下宿の各宿泊室、共同住宅の各住戸又は寄宿舎の各寝室（以下「

各宿泊室等」という。）に避難上有効なバルコニーその他これに類

するものが設けられていること。ただし、各宿泊室等から地上に通

ずる主たる廊下、階段その他の通路が直接外気に開放されたもので

あり、かつ、各宿泊室等の当該通路に面する開口部に法第二条第九

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、こ
の限りでない。

三階の各宿泊室等の外壁面（各宿泊室等から地上に通ずる主たる

廊下、階段その他の通路に面するものを除く。）に窓その他の開口

部（直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその

幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メ

ートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を

有しないものに限る。）が道又は道に通ずる幅員四メートル以上の

通路その他の空地に面して設けられていること。

建築物の周囲（道に接する部分を除く。）に幅員が三メートル以

上の通路（敷地の接する道まで達するものに限る。）が設けられて

いること。ただし、次に掲げる基準に適合しているものについては

外壁の開口部から当該開口部のある階の上階の開口部へ延焼す

設けられていること。

路に面する開口部に法第二条第九号の二ロに規定する防火設備が

、直接外気に開放されたものであり、かつ、各宿泊室等の当該通

各宿泊室等から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路が

が設けられていること。

各宿泊室等に避難上有効なバルコニーその他これに類するもの

、この限りでない。
イ

ロ

ハ
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（耐火建築物等としなければならない特殊建築物）

２

五

るおそれがある場合においては、当該外壁の開口部の上部にひさ

しその他これに類するもので、その構造が、これらに通常の火災

による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面

以外の面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ものが、防火上有効に設けら
れていること。

三階の各宿泊室等（各宿泊室等の階数が二以上であるものにあつ

ては二階以下の階の部分を含む。）の外壁の開口部及び当該各宿泊

室等以外の部分に面する開口部（外壁の開口部又は直接外気に開放

された廊下、階段その他の通路に面する開口部にあつては、当該開

口部から九十センチメートル未満の部分に当該各宿泊室等以外の部

分の開口部がないもの又は当該各宿泊室等以外の部分の開口部と五

十センチメートル以上突出したひさし、そで壁その他これらに類す

るものでその構造が前号ハに規定する構造であるもので防火上有効

に遮られているものを除く。）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こと。

法第二十七条第一項ただし書の規定により法第二条第九号の三イに

該当する準耐火建築物とした建築物については、次章第五節の規定は
、適用しない。

（耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物）

法別表第一（い）欄の（二）項から（四）項まで及び

（六）項（法第八十七条第三項において法第二十七条の規定を準用す

第百十五条の三

（六）項（法第八十七条第三項において法第二十七条の規定を準用す

る場合を含む。）に掲げる用途に類するもので政令で定めるものは、

法別表第一（い）欄の（二）項から（四）項まで及び

る場合を含む。）に掲げる用途に類するもので政令で定めるものは、

それぞれ次の各号に掲げるものとする。

第百十五条の三

それぞれ次の各号に掲げるものとする。
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一～四

（略）

一～四

（自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物）

（略）

（自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物）

法第二十七条第二項（法第八十七条第三項において準

用する場合を含む。次条第一項において同じ。）の規定により政令で

第百十五条の四

用する場合を含む。次条第一項において同じ。）の規定により政令で

定める準耐火建築物は、第百九条の三第一号に掲げる技術的基準に適

法第二十七条第三項（法第八十七条第三項において準

定める準耐火建築物は、第百九条の三第一号に掲げる技術的基準に適

合するもの（同条第二号に掲げる技術的基準に適合するものを除く。

第百十五条の四

合するもの（同条第二号に掲げる技術的基準に適合するものを除く。

）とする。

（略）
がん

火薬類（玩

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

数量

（略）

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

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

（略）

（略）

危険物品の種類

物の数量の限度は、次の表に定めるところによるものとする。

法第二十七条第二項第二号の規定により政令で定める危険

）とする。

（略）

（略）

第百十六条

（危険物の数量）

法第二十七条第三項第二号の規定により政令で定める危険

（危険物の数量）
第百十六条

（略）

数量

物の数量の限度は、次の表に定めるところによるものとする。

（略）

危険物品の種類

火薬類（玩

（略）

具煙火を除

（略）

具煙火を除

（略）

（略）
２・３

５

２～４

第百二十八条の三

（地下街）

（略）

く。）

（略）

（略）

く。）
（略）
（略）
２・３

（地下街）
第百二十八条の三
（略）

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

２～４
５

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
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６

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」

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

の各構えの部分」と、「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同

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

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

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

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

、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

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

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

二第一項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造」とあるのは「耐

構造」と、第百二十九条の二の五第一項第七号中「第百十五条の二の

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

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

室を有する建築物」とあるのは「地下街の各構え」と、「建築物の部

中「主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は三階以上の階に居

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

、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

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

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

条第一項の規

は法第二十七

耐火建築物又

上一時間未満で

が四十五分間以

は特定避難時間

準耐火建築物又

一

用途

その他の建築物

法第三十五条の二の規定により政令で定める特殊建

耐火建築物

次の表に掲げる特殊建築物
構造

準耐火建築物

築物は、次に掲げるもの以外のものとする。

第百二十八条の四

（制限を受けない特殊建築物等）

（略）

火構造」と読み替えるものとする。

定に適合する

ある特定避難時

６

とあるのは「耐火構造」と読み替えるものとする。
（略）

特殊建築物（

間倒壊等防止建

その他の建築物

法第三十五条の二の規定により政令で定める特殊建

（制限を受けない特殊建築物等）
第百二十八条の四

構造

特定避難時間

築物

次の表に掲げる特殊建築物

築物は、次に掲げるもの以外のものとする。
一

用途

が一時間未満
である特定避
難時間倒壊等
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防止建築物を

㈠
（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

㈢

㈡

㈠

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

除く。）

㈡
（略）

この表において、耐火建築物は、法第八十六条の四の規定によ

㈢
一

り耐火建築物とみなされるものを含み、準耐火建築物は、同条の

この表において、耐火建築物は、法第八十六条の四の規定により
耐火建築物とみなされるものを含み、準耐火建築物は、同条の規定

規定により準耐火建築物とみなされるものを含む。

この表において、第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる技

術的基準に適合する準耐火建築物の下宿、共同住宅又は寄宿舎の

用途に供する部分は、耐火建築物の部分とみなす。
（略）
（略）

（特殊建築物等の内装）

２～４

二・三

二

により準耐火建築物とみなされるものを含む。

（略）
（略）

（削る）

二・三
２～４

（特殊建築物等の内装）

築物の部分で床面積の合計百平方メートル（共同住宅の住戸にあつて

項において同じ。）である場合にあつては、当該用途に供する特殊建

が四十五分間未満である特定避難時間倒壊等防止建築物を除く。第四

又は法第二十七条第一項の規定に適合する特殊建築物（特定避難時間

建築物が耐火建築物、法第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物

供する居室（法別表第一（い）欄（二）項に掲げる用途に供する特殊

床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。第四項において

ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。）の壁（

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

積の合計百平方メートル（共同住宅の住戸にあつては、二百平方メー

物である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面

建築物が耐火建築物又は法第二条第九号の三イに該当する準耐火建築

供する居室（法別表第一（い）欄（二）項に掲げる用途に供する特殊

前条第一項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に

は、二百平方メートル）以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法

同じ。）及び天井（天井のない場合においては、屋根。以下この条に

第百二十九条

第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室

おいて同じ。）の室内に面する部分（回り縁、窓台その他これらに類

前条第一項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に

を除く。）の壁（床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く

する部分を除く。以下この条において同じ。）の仕上げを第一号に掲

第百二十九条

。第四項において同じ。）及び天井（天井のない場合においては、屋
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その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。）の仕

根。以下この条において同じ。）の室内に面する部分（回り縁、窓台

、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二

げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下

（略）

（略）

号に掲げる仕上げとしなければならない。

２・３

一・二

上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に
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

（略）

分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
一・二
（略）

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

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

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

つ、法別表第一（い）欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、耐火

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

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

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

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

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ベ

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次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室か

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

建築物又は法第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物の高さが三

つ、法別表第一（い）欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、耐火

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

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

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

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

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ベ

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

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

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

４

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

ない。ただし、同表（い）欄（二）項に掲げる用途に供する特殊建築

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

２・３
４

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

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。

（略）
（略）

（避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用）

５～７

一・二

表（い）欄（二）項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ三十一メ

（略）

（略）

ートル以下の部分については、この限りでない。
一・二
５～７

（避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用）
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難安全検証法により確かめられたもの又は国土交通大臣の認定を受け

ち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避

つては、屋上広場を含む。以下この条及び次条において同じ。）のう

のに限る。）の階（物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあ

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

百二十三条第三項第一号、第九号（屋内からバルコニー又は付室に通

通大臣の認定を受けたものについては、第百十九条、第百二十条、第

ことについて、階避難安全検証法により確かめられたもの又は国土交

おいて同じ。）のうち、当該階が階避難安全性能を有するものである

に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条に

燃材料で造られたものに限る。）の階（物品販売業を営む店舗の用途

建築物（主要構造部が準耐火構造であるか、又は不

たものについては、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第三項第

ずる出入口に係る部分に限る。）及び第十一号、第百二十四条第一項

第百二十九条の二

一号、第九号（屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部

第二号、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに第百二十九条（

建築物（主要構造部が準耐火構造であるか若しくは

分に限る。）及び第十一号、第百二十四条第一項第二号、第百二十六

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

第百二十九条の二

条の二、第百二十六条の三並びに第百二十九条（第二項、第六項及び

（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）

２・３

、適用しない。

（略）

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・３

（避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用）

国土交通大臣の認定を受けたものについては、第百十二条第五項、第

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又は

るものに限る。）で、当該建築物が全館避難安全性能を有するもので

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

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、第三

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

かめられたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第

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

は不燃材料で造られたものに限る。）で、当該建築物が全館避難安全

建築物（主要構造部が準耐火構造であるか、又

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

項第一号、第二号、第九号及び第十一号、第百二十四条第一項、第百

第百二十九条の二の二

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、第二

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

建築物（主要構造部が準耐火構造であるか若し

号、第九号及び第十一号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項

びに第百二十九条（第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分

第百二十九条の二の二

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百二十九

（略）

を除く。）の規定は、適用しない。

２・３

条（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

（略）

定は、適用しない。
２・３
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（主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の技術的基準

法第二十一条第一項の政令で定める技術的基準

（主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の技術的基準

第百二十九条の二の三

等）
法第二十一条第一項の政令で定める技術的基準

等）
第百二十九条の二の三

は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

（略）

次に掲げる基準
イ

一

（略）

主要構造部が準耐火構造（壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏に

次に掲げる基準

は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一
イ

ロ

あつては、第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準に適合

主要構造部が準耐火構造（主要構造部である壁、柱、床、はり
及び屋根の軒裏にあつては、その構造が次に定める基準に適合す

するものに限る。）であること。

ロ

るものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は

一時間
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国土交通大臣の認定を受けたものに限る。）であること。

次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の

間仕切壁（耐力壁に限る。）

一時間

壁

柱

一時間

一時間

床

一時間

火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加

分を除く。）、床及び屋根の軒裏にあつては、これらに通常の

壁（非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部

はり

外壁（耐力壁に限る。）

損傷を生じないものであること。

に定める時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の

火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表

（1）
（2）

２

二

ハ

熱面以外の面（屋内に面するものに限る。）の温度が可燃物燃
焼温度以上に上昇しないものであること。
外壁（非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の

部分を除く。）にあつては、これ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、加熱開始後一時間屋外
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であ
ること。

建築物の周囲（道に接する部分を除く。）に幅員が三メートル

以上の通路（敷地の接する道まで達するものに限る。）が設けら

ハ

以上の通路（敷地の接する道まで達するものに限る。）が設けら

れていること。ただし、次に掲げる基準に適合しているものにつ

建築物の周囲（道に接する部分を除く。）に幅員が三メートル

れていること。ただし、次に掲げる基準に適合しているものにつ

延べ面積が二百平方メートルを超えるものについては、床面

積の合計二百平方メートル以内ごとに第百十五条の二の二第一

項第一号に掲げる基準に適合する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区画されている
こと。

外壁の開口部から当該開口部のある階の上階の開口部へ延焼

するおそれがある場合においては、当該外壁の開口部の上部に

ひさしその他これに類するもので第百十五条の二の二第一項第

四号ハに規定する構造であるものが防火上有効に設けられてい
ること。

（略）
（略）

二

いては、この限りでない。

２

いては、この限りでない。
延べ面積が二百平方メートルを超えるものについては、床面

積の合計二百平方メートル以内ごとに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法第二条第九号の二ロに規
定する防火設備で区画されていること。

外壁の開口部から当該開口部のある階の上階の開口部へ延焼

するおそれがある場合においては、当該外壁の開口部の上部に

ひさしその他これに類するもので、その構造が、これらに通常
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当
該加熱面以外の面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ものが、防火
上有効に設けられていること。
（略）
（略）

（1）

（2）
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（3）
（1）
（2）

法第二十条第一項第一号、第二号イ、第三号イ

第百二十九条の二の四

法第二十条第一号、第二号イ、第三号イ及び第

四号イの政令で定める技術的基準のうち建築設備に係るものは、次の

第百二十九条の二の四
及び第四号イの政令で定める技術的基準のうち建築設備に係るものは

（略）

とおりとする。
一・二

、次のとおりとする。
（略）

ら突出する水槽、煙突その他これらに類するものにあつては、国土

法第二十条第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける屋上か

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あつては

交通大臣が定める基準に従つた構造計算により風圧並びに地震その

三

、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により風圧並びに地

他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめるこ

法第二十条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける

一・二
三

震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確か

と。

一・二

（略）

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。

第百二十九条の二の五

（給水、排水その他の配管設備の設置及び構造）

めること。

建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の

（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

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。
（略）

路内に設けないこと。ただし、地震時においても昇降機の籠（人又

又は物を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。）の昇降、かご及び

路内に設けないこと。ただし、地震時においても昇降機のかご（人

第百二十九条の三第一項第一号又は第三号に掲げる昇降機の昇降

は物を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。）の昇降、籠及び出入

出入口の戸の開閉その他の昇降機の機能並びに配管設備の機能に支

三

口の戸の開閉その他の昇降機の機能並びに配管設備の機能に支障が

障が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

第百二十九条の三第一項第一号又は第三号に掲げる昇降機の昇降

一・二
三

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

（略）

もの及び国土交通大臣の認定を受けたものは、この限りでない。
四～六

及び国土交通大臣の認定を受けたものは、この限りでない。
（略）

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

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

七

、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

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

四～六
七

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
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八

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

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

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

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

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

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

げる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

るものとすること。ただし、第百十五条の二の二第一項第一号に掲

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

。
イ・ロ

（略）

ある部分については、この限りでない。

（略）

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

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

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

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

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

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。）、

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

、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

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

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

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

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

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

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

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

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。）、

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

、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

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

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

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

ハ

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

出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交

（略）

（略）

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

八

通大臣の認定を受けたものであること。

（略）
（略）

第百三十六条の二の四

法第六十七条の二第六項に規定する建築物の防

（建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さの算定）

２・３

通大臣の認定を受けたものであること。

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

イ・ロ
ハ

２・３

法第六十七条の三第六項に規定する建築物の防

（建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さの算定）
第百三十六条の二の四
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２

災都市計画施設に係る間口率の算定の基礎となる次の各号に掲げる長

（略）

災都市計画施設に係る間口率の算定の基礎となる次の各号に掲げる長

一・二

さの算定方法は、当該各号に定めるところによる。

（略）

さの算定方法は、当該各号に定めるところによる。
一・二

、建築物の防災都市計画施設に面する方向の鉛直投影の各部分（同項

に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超え

、建築物の防災都市計画施設に面する方向の鉛直投影の各部分（同項

法第六十七条の二第六項に規定する建築物の高さの算定については

に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超え

る部分を除く。）の防災都市計画施設と敷地との境界線からの高さに

２

る部分を除く。）の防災都市計画施設と敷地との境界線からの高さに

よる。

法第六十七条の三第六項に規定する建築物の高さの算定については

よる。

（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）

法第六十八条の十第一項に規定する政令で定

（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

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

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

第百三十六条の二の十一

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

し

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

次に掲げる規定

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

一項、法第三十三条、法第三十四条、法第三十五条の二、法第三

く。）、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第

法第二十五条から法第二十七条まで、法第二十八条（第一項を除

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、

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

法第三十三条、法第三十四条、法第三十五条の二、法第三十五条

、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、

十五条から法第二十七条まで、法第二十八条（第一項を除く。）

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

一

する。

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

し

する。
一

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（
次に掲げる規定

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

十二条第二項中門及び塀に係る部分並びに法第六十六条を除く。

法第二十条（第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係

法第六十二条第二項中門及び塀に係る部分並びに法第六十六条を

）、法第六十七条の二第一項（門及び塀に係る部分を除く。）及

イ

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

び法第八十四条の二の規定

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

屋上又は屋内にあるものを除く。）以外のもの
イ

。）及び法第八十四条の二の規定
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二

ロ

（略）
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

二

ロ

（略）

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

一連の規定

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

建築物の部分

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

一連の規定

イ

法第二条第九号の二ロ、法第二十

防火設備

部分の構造に係る部分に限る。）

建築物の部分

㈠

八条の二（第三号を除く。）、法第

法第二条第九号の二ロ、法第二十七
条第一項、法第二十八条の二（第三号

三十七条及び法第六十四条の規定

第百九条第一項、第百九条の二、

を除く。）、法第三十七条及び法第六
十四条の規定
ロ

第百十二条第一項、第十四項及び第

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

十六項、第百十四条第五項並びに第

（型式部材等製造者等に係る認証の有効期間）

（略）

四項及び第十六項、第百十四条第五項

（略）

百三十六条の二の三の規定

（略）

並びに第百三十六条の二の三の規定

（略）

ロ

イ

（略）

防火設備

部分の構造に係る部分に限る。）

㈠

（略）

（型式部材等製造者等に係る認証の有効期間）

法第六十八条の十四第一項（法第六十八条の

二十三第二項において準用する場合を含む。）（これらの規定を法第

第百三十六条の二の十二

二十二第二項において準用する場合を含む。）（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。）の政令で定める期間

法第六十八条の十四第一項（法第六十八条の

八十八条第一項において準用する場合を含む。）の政令で定める期間

は、五年とする。

第百三十六条の二の十二

は、五年とする。
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負担）

（認証外国型式部材等製造者の工場等における検査等に要する費用の
担）

（認証外国型式部材等製造者の工場等における検査に要する費用の負

十五条の二第一項の規定による検査又は試験のため同項の職員がその

第一項において準用する場合を含む。）の政令で定める費用は、法第

項の検査のため同項の職員がその検査に係る工場、営業所、事務所、

六十八条の二十三第二項において準用する法第六十八条の二十一第一

第一項において準用する場合を含む。）の政令で定める費用は、法第

法第六十八条の二十四第四項（法第八十八条

検査又は試験に係る工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場の所

倉庫その他の事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当

第百三十六条の二の十三

在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場

するものとする。この場合において、その出張をする職員を二人とし

法第六十八条の二十三第四項（法第八十八条

合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に

、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。

第百三十六条の二の十三

関し必要な細目は、国土交通省令で定める。

（親会社等）

法第七十七条の十九第十号の政令で定める者

（親会社等）

第百三十六条の二の十四

は、法第七十七条の十八第一項又は法第七十七条の三十五の二に規定

法第七十七条の十九第十号の政令で定める者

は、法第七十七条の十八第一項又は法第七十七条の三十五の二第一項

（略）

する指定を受けようとする者に対して、それぞれ次のいずれかの関係

（略）

一～三

に規定する指定を受けようとする者に対して、それぞれ次のいずれか

（略）

（次項において「特定支配関係」という。）を有する者とする。

。
一～三
（略）

法第七十七条の三十五の六第一項の政令で定

（指定構造計算適合性判定機関に係る指定の有効期間）

第七章の七

建築基準適合判定資格者の登録手数料

める期間は、五年とする。

第百三十六条の二の十六

２

の関係（次項において「特定支配関係」という。）を有する者とする

第百三十六条の二の十四

２

法第七十七条の三十五の七第一項の政令で定

（指定構造計算適合性判定機関に係る指定の有効期間）
第百三十六条の二の十六

建築基準適合判定資格者等の登録手数料

める期間は、五年とする。

第七章の七
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第百三十六条の二の十九

法第七十七条の六十五（法第七十七条の六十

法第七十七条の六十五の政令で定める手数料

の額は、一万二千円とする。

第百三十六条の二の十九

は、一万二千円とする。

（基準時）

六第二項において準用する場合を含む。）の政令で定める手数料の額

（基準時）

改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、法第四十八

法第三条第二項の規定により引き続きそれらの規定（それらの規定が

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、

法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法第六十

二項、法第六十条の三第一項、法第六十一条、法第六十二条第一項、

法第六十条第一項若しくは第二項、法第六十条の二第一項若しくは第

条の五第一項、法第五十八条、法第五十九条第一項若しくは第二項、

項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の四第一項、法第五十七

二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、法第五十六条第一

二条第一項、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項若しくは第

条、法第四十八条第一項から第十三項まで、法第五十一条、法第五十

、法第二十八条の二、法第三十条、法第三十四条第二項、法第四十七

いて同じ。）の規定により法第二十条、法第二十六条、法第二十七条

三十七条の八、第百三十七条の九及び第百三十七条の十二第二項にお

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、第百

条第一項から第十三項までの各項の規定又は法第六十一条と法第六十

改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、法第四十八

法第三条第二項の規定により引き続きそれらの規定（それらの規定が

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、

法第六十七条の二第一項若しくは第五項から第七項まで又は法第六十

二項、法第六十条の三第一項、法第六十一条、法第六十二条第一項、

法第六十条第一項若しくは第二項、法第六十条の二第一項若しくは第

条の五第一項、法第五十八条、法第五十九条第一項若しくは第二項、

項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の四第一項、法第五十七

二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、法第五十六条第一

二条第一項、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項若しくは第

条、法第四十八条第一項から第十三項まで、法第五十一条、法第五十

、法第二十八条の二、法第三十条、法第三十四条第二項、法第四十七

いて同じ。）の規定により法第二十条、法第二十六条、法第二十七条

三十七条の八、第百三十七条の九及び第百三十七条の十二第二項にお

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、第百

この章において「基準時」とは、法第三条第二項（法第

条第一項から第十三項までの各項の規定又は法第六十一条と法第六十

二条第一項の規定は、それぞれ同一の規定とみなす。）の適用を受け

第百三十七条

二条第一項の規定は、それぞれ同一の規定とみなす。）の適用を受け

ない期間の始期をいう。

この章において「基準時」とは、法第三条第二項（法第

ない期間の始期をいう。

（構造耐力関係）

第百三十七条

（構造耐力関係）
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用を受けない建築物（同条第一項第一号に掲げる建築物及び法第八十

七第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない部分を除く

用を受けない建築物（同条第一号に掲げる建築物及び法第八十六条の

法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適

六条の七第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない部分

。第百三十七条の十二第一項において同じ。）について法第八十六条

第百三十七条の二

を除く。第百三十七条の十二第一項において同じ。）について法第八

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

法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適

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

は、次の各号のいずれかに該当することとする。

第百三十七条の二

ついては、次の各号に掲げる範囲とし、同項の政令で定める基準は、

のであること。

増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれにも適合するも

第三章第八節の規定に適合すること。

一

増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するもの

イ

増築又は改築の全て（次号及び第三号に掲げる範囲を除く。）

それぞれ当該各号に定める基準とする。
一

であること。

増築又は改築に係る部分が第三章第一節から第七節の二まで及

び第百二十九条の二の四の規定並びに法第四十条の規定に基づく

次に掲げる基準に適合するものであること。
第三章第八節の規定に適合すること。

条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。

合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧

増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に適

づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること

並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び

ハ

。

及び第百二十九条の二の四の規定並びに法第四十条の規定に基

増築又は改築に係る部分が第三章第一節から第七節の二まで

二

壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面す

水圧並 びに地震その他の震動及 び衝撃による当該建築物の倒

適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び

増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に

すること。

落のおそれがないも のとして国土交通大臣が定める基準に適合

脱落並びにエレベーターのかごの落下及びエスカレーターの脱

崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の

ョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接し、かつ

増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジ

ターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める

、増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれにも適合するも

る帳壁の脱落並びにエレベー ターの籠の落下及びエス カレー

基準に適合すること。

規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制

増築又は改築に係る部分が第三章及び第百二十九条の二の四の

のであること。
イ

次に掲げる基準に適合するものであること。
増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンショ
ンジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接
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ロ

イ

ロ

（2）
（1）
（3）
（1）

二

すること。

限を定めた規定に適合すること。

増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に適

合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧

ロ

の規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関す

並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び

増築又は改築に係る部分が第三章及び第百二十九条の二の四

る制限を定めた規定に適合すること。

三

壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面す

水圧並びに地震その他の震動 及び衝撃による当該建築 物の倒

適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び

増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に

すること。

落のおそれがないものとして国土交通大臣 が定める基準に適合

脱落並びにエレベーターのかごの落下及びエスカレーターの脱

崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の

積の二分の一を超えず、かつ、増築又は改築後の建築物の構造方法

増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面

ターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める

が次のいずれかに該当するものであること。

る帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカレー

基準に適合すること。

耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重

、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当

イ

積の二十分の一（五十平方メートルを超える場合にあつては、五十

該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋

増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面

増築又は改築後

る基準に適合する構造方法

カレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定め

平方メートル）を超え、二分の一を超えないこと

耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重
、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当

第二項から第四項までを除く。）の規定に適合し、かつ、その基

第三章第一節から第七節の二まで（第三十六条及び第三十八条

外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカ

礎の補強について国土交通大臣が定める基準に適合する構造方法

該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋

レーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める

（法第二十条第四号に掲げる建築物である場合に限る。）

第二項から第四項までを除く。）の規定に適合し、かつ、その基

平方メートル）を超えず、かつ、増築又は改築後の建築物の構造方

積の二十分の一（五十平方メートルを超える場合にあつては、五十

増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面

礎の補強について国土交通大臣が定める基準に適合するものであ

法が次のいずれにも適合するものであること。

第三章第一節から第七節の二まで（第三十六条及び第三十八条

基準に適合するものであること。

ロ

外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターのかごの落下及びエス

四

の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。
イ

ロ

ること（法第二十条第一項第四号に掲げる建築物である場合に限

イ

増築又は改築に係る部分が第三章及び第百二十九条の二の四の

る。）。
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（2）
（3）

三

ハ

前号に定める基準に適合するものであること。
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面

増築又は改築後の建築物の構造方

積の二十分の一（五十平方メートルを超える場合にあつては、五十
平方メートル）を超えないこと

前二号に定める基準のいずれかに適合するものであること。

増大しないこと。

増築又は改築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が

る制限を定めた規定に適合すること。

の規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関す

増築又は改築に係る部分が第三章及び第百二十九条の二の四

次に掲げる基準に適合するものであること。

法が次のいずれかに適合するものであること。
イ

ロ

（用途地域等関係）

ロ

規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制

限を定めた規定に適合すること。

増築又は改築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増
大しないこと。

法第三条第二項の規定により法第四十八条第一項か

（用途地域等関係）
第百三十七条の七

ら第十三項までの規定の適用を受けない建築物について法第八十六条

法第三条第二項の規定により法第四十八条第一項か

ら第十三項まで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

第百三十七条の七

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。
（略）

用途の変更（第百三十七条の十八第二項に規定する範囲内のもの
を除く。）を伴わないこと。

法第三条第二項の規定により法第六十一条又は法第

（防火地域及び特定防災街区整備地区関係）

五

一～四

は、次に定めるところによる。
（略）

用途の変更（第百三十七条の十九第二項に規定する範囲内のもの

一～四
五

を除く。）を伴わないこと。

（防火地域及び特定防災街区整備地区関係）

第百三十七条の十

六十七条の二第一項の規定の適用を受けない建築物（木造の建築物に

法第三条第二項の規定により法第六十一条又は法第

六十七条の三第一項の規定の適用を受けない建築物（木造の建築物に

あつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。）について法第八

第百三十七条の十

あつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。）について法第八
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（1）
（2）

ついては、次に定めるところによる。

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。

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

（略）

一～三

（略）

一～三

（略）

（大規模の修繕又は大規模の模様替）
第百三十七条の十二

（大規模の修繕又は大規模の模様替）
（略）

法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法第六十

二項、法第六十条の三第一項、法第六十一条、法第六十二条第一項、

法第六十条第一項若しくは第二項、法第六十条の二第一項若しくは第

条の五第一項、法第五十八条、法第五十九条第一項若しくは第二項、

項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の四第一項、法第五十七

二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、法第五十六条第一

二条第一項、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項若しくは第

十条、法第三十四条第二項、法第四十七条、法第五十一条、法第五十

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法

法第六十七条の二第一項若しくは第五項から第七項まで又は法第六十

二項、法第六十条の三第一項、法第六十一条、法第六十二条第一項、

法第六十条第一項若しくは第二項、法第六十条の二第一項若しくは第

条の五第一項、法第五十八条、法第五十九条第一項若しくは第二項、

項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の四第一項、法第五十七

二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、法第五十六条第一

二条第一項、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項若しくは第

十条、法第三十四条第二項、法第四十七条、法第五十一条、法第五十

法第三条第二項の規定により法第二十六条、法第二十七条、法第三

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、大規模の修

２

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、大規模の修

繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替の全てと

法第三条第二項の規定により法第二十六条、法第二十七条、法第三

第百三十七条の十二
２

繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替の全てと

（略）

する。
３

する。
（略）

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

３

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、大規模の修繕又は大規模の模様替につ

法第三条第二項の規定により法第四十八条第一項から第十三項まで

定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替につ

いては、当該建築物の用途の変更（第百三十七条の十八第二項に規定

４

いては、当該建築物の用途の変更（第百三十七条の十九第二項に規定

する範囲内のものを除く。）を伴わないこれらの修繕又は模様替のす

法第三条第二項の規定により法第四十八条第一項から第十三項まで

する範囲内のものを除く。）を伴わないこれらの修繕又は模様替の全

べてとする。

４

てとする。
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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

（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

二・三

（新規）

（略）

建築物の二以上の部分がエキスパ

第百三十七条の十六～第百三十七条の十八

（工作物に関する確認の特例）

（略）

接している場合における当該建築物の部分

ンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで

築物とみなすことができる部分

法第二十条に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建

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

移転が同一敷地内におけるものであること。

一

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。

法第二十条第一項に規定する基準の適用上一の建築物であつても

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
第三十六条の四に規定する

法第八十六条の七第四項の政令で定める範囲は、

別の建築物とみなすことができる部分

（略）

建築物の部分

二・三

（移転）
第百三十七条の十六

一

移転が交通上、安全上、防火上、避難上、衛生上及び市街地の環

次の各号のいずれかに該当することとする。

二

（略）

境の保全上支障がないと特定行政庁が認めるものであること。

第百三十七条の十七～第百三十七条の十九

（工作物に関する確認の特例）

第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項の政令で定

法第八十八条第一項において準用する法第六条の三

第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項の政令で定

める規定は、第百四十四条の二の表の工作物の部分の欄の各項に掲げ

第百三十八条の二

める規定は、第百四十四条の二の表の工作物の部分の欄の各項に掲げ

る工作物の部分の区分に応じ、それぞれ同表の一連の規定の欄の当該

法第八十八条第一項において準用する法第六条の四

る工作物の部分の区分に応じ、それぞれ同表の一連の規定の欄の当該

各項に掲げる規定（これらの規定中工作物の部分の構造に係る部分が

第百三十八条の二

各項に掲げる規定（これらの規定中工作物の部分の構造に係る部分が
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定を受けた工作物の部分に適用される場合に限る。）とする。

、法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項の認

定を受けた工作物の部分に適用される場合に限る。）とする。

、法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項の認

第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号

（煙突及び煙突の支線）
第百三十九条

（煙突及び煙突の支線）
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号

に掲げる煙突（以下この条において単に「煙突」という。）に関する

第百三十九条
に掲げる煙突（以下この条において単に「煙突」という。）に関する

法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で

（略）

（略）

法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条第一項の

２・３

一～四

定める技術的基準は、次のとおりとする。

（略）

政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一～四
（略）

。）及び第六節の二（第七十九条の四（第七十六条から第七十八条の

十条を除く。）、第六節（第七十六条から第七十八条の二までを除く

項及び第二項、第五十一条第一項、第五十二条、第三章第五節（第七

のほか、第三十六条の三、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一

の準用に関する部分に限る。）を除く。）、第八十条（第五十一条第

び第六節の二（第七十九条の四（第七十六条から第七十八条の二まで

除く。）、第六節（第七十六条から第七十八条の二までを除く。）及

第二項、第五十一条第一項、第五十二条、第三章第五節（第七十条を

のほか、第三十六条の三から第三十八条まで、第三十九条第一項及び

前項に規定する煙突以外の煙突については、第二項に規定するもの

二までの準用に関する部分に限る。）を除く。）、第八十条（第五十

一項、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第七十五条の準用に

４

一条第一項、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第七十五条の

関する部分に限る。）並びに第八十条の二の規定を準用する。

前項に規定する煙突以外の煙突については、第二項に規定するもの

２・３
４

準用に関する部分に限る。）並びに第八十条の二の規定を準用する。

（鉄筋コンクリート造の柱等）

第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第二号に

（鉄筋コンクリート造の柱等）

第百四十条

掲げる工作物に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用す

第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第二号に

掲げる工作物に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用す

る法第二十条の政令で定める技術的基準は、次項から第四項までにお

第百四十条

る法第二十条第一項の政令で定める技術的基準は、次項から第四項ま

いて準用する規定（第七章の八の規定を除く。）に適合する構造方法

（略）

でにおいて準用する規定（第七章の八の規定を除く。）に適合する構

２・３

を用いることとする。
（略）

造方法を用いることとする。
２・３
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４

、第四十七条、第三章第五節（第七十条を除く。）、第六節（第七十

、第三十八条、第三十九条第一項及び第二項、第四十条、第四十一条

いては、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三、第三十七条

ら第七十八条の二までを除く。）及び第六節の二（第七十九条の四（

十七条、第三章第五節（第七十条を除く。）、第六節（第七十六条か

条まで、第三十九条第一項及び第二項、第四十条、第四十一条、第四

いては、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三から第三十八

第一項に規定する工作物のうち前項に規定するもの以外のものにつ

六条から第七十八条の二までを除く。）及び第六節の二（第七十九条

第七十六条から第七十八条の二までの準用に関する部分に限る。）を

４

の四（第七十六条から第七十八条の二までの準用に関する部分に限る

除く。）並びに第八十条の二の規定を準用する。

第一項に規定する工作物のうち前項に規定するもの以外のものにつ

。）を除く。）並びに第八十条の二の規定を準用する。

第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第三号

（広告塔又は高架水槽等）
第百四十一条

（広告塔又は高架水槽等）
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第三号

及び第四号に掲げる工作物に関する法第八十八条第一項において読み

第百四十一条

及び第四号に掲げる工作物に関する法第八十八条第一項において読み

替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次のとおり

（略）

（略）

替えて準用する法第二十条第一項の政令で定める技術的基準は、次の

２・３

一・二

とする。

（略）

とおりとする。
一・二
（略）

いては、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三から第三十八

第一項に規定する工作物のうち前項に規定するもの以外のものにつ

いては、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三、第三十七条

条まで、第三十九条第一項及び第二項、第四十条から第四十二条まで

４

、第三十八条、第三十九条第一項及び第二項、第四十条から第四十二

、第四十四条、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第三章第

第一項に規定する工作物のうち前項に規定するもの以外のものにつ

２・３
４

条まで、第四十四条、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第

五節、第六節及び第六節の二並びに第八十条の二の規定を準用する。

（擁壁）

第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第五号

三章第五節、第六節及び第六節の二並びに第八十条の二の規定を準用
する。

（擁壁）

第百四十二条

に掲げる擁壁（以下この条において単に「擁壁」という。）に関する

第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第五号

に掲げる擁壁（以下この条において単に「擁壁」という。）に関する

法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で

第百四十二条

法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条第一項の
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２

政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又は

同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防止することができるものとして国

定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと

（略）

これと同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防止することができるものと

一～五

土交通大臣が定めた構造方法を用いることとする。

（略）

して国土交通大臣が定めた構造方法を用いることとする。
一～五

条第一項、第七十二条、第七十四条及び第七十五条の準用に関する部

、第七十九条、第八十条（第五十一条第一項、第六十二条、第七十一

条第一項、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五条

十九条第一項及び第二項、第五十一条第一項、第六十二条、第七十一

る。）、第八十条の二並びに第七章の八（第百三十六条の六を除く。

項、第七十二条、第七十四条及び第七十五条の準用に関する部分に限

十九条、第八十条（第五十一条第一項、第六十二条、第七十一条第一

項、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五条、第七

第一項及び第二項、第五十一条第一項、第六十二条、第七十一条第一

擁壁については、第三十六条の三から第三十八条まで、第三十九条

分に限る。）、第八十条の二並びに第七章の八（第百三十六条の六を

）の規定を準用する。

２

除く。）の規定を準用する。

（乗用エレベーター又はエスカレーター）

擁壁については、第三十六条の三、第三十七条、第三十八条、第三

（乗用エレベーター又はエスカレーター）

第百三十八条第二項第一号に掲げる乗用エレベーター又

はエスカレーターに関する法第八十八条第一項において読み替えて準

第百四十三条

はエスカレーターに関する法第八十八条第一項において読み替えて準

用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次項から第四項まで

第百三十八条第二項第一号に掲げる乗用エレベーター又

用する法第二十条第一項の政令で定める技術的基準は、次項から第四

において準用する規定（第七章の八の規定を除く。）に適合する構造

第百四十三条

項までにおいて準用する規定（第七章の八の規定を除く。）に適合す

（略）

方法を用いることとする。
２・３

る構造方法を用いることとする。
（略）

、第三十六条の三、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項及び

に規定するもの以外のものについては、第二項に規定するもののほか

、第三章第五節、第六節及び第六節の二並びに第八十条の二の規定を

、第三十六条の三から第三十八条まで、第三十九条第一項及び第二項

に規定するもの以外のものについては、第二項に規定するもののほか

第一項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターのうち前項

第二項、第三章第五節、第六節及び第六節の二並びに第八十条の二の

準用する。

４

規定を準用する。

（遊戯施設）

第一項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターのうち前項

２・３
４

（遊戯施設）
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第百四十四条

第百三十八条第二項第二号又は第三号に掲げる遊戯施設

（以下この条において単に「遊戯施設」という。）に関する法第八十

第百三十八条第二項第二号又は第三号に掲げる遊戯施設

（以下この条において単に「遊戯施設」という。）に関する法第八十

八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技

つ

かご、車両その他人を乗せる部分（以下この条において「客席部

分」という。）を支え、又は吊る構造上主要な部分（以下この条に

一

八条第一項において読み替えて準用する法第二十条第一項の政令で定

籠、車両その他人を乗せる部分（以下この条において「客席部分

術的基準は、次のとおりとする。

一
」という。）を支え、又は吊る構造上主要な部分（以下この条にお

おいて「主要な支持部分」という。）のうち摩損又は疲労破壊が生

つ

いて「主要な支持部分」という。）のうち摩損又は疲労破壊が生ず

ずるおそれのある部分以外の部分の構造は、次に掲げる基準に適合

（略）
（略）

（製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等）

（略）

二～七

イ～ハ

るおそれのある部分以外の部分の構造は、次に掲げる基準に適合す

（略）

（略）

するものとすること。

（略）

二～七

イ～ハ

るものとすること。

２

める技術的基準は、次のとおりとする。

第百四十四条

２

（製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等）

項までに係る部分に限る。）、第百三十七条の七、第百三十七条の十

げるものについては、第百三十七条（法第四十八条第一項から第十三

二第四項及び第百三十七条の十八第二項（第三号を除く。）の規定を

項までに係る部分に限る。）、第百三十七条の七、第百三十七条の十

げるものについては、第百三十七条（法第四十八条第一項から第十三

第百三十八条第三項第一号から第四号までに掲

二第四項及び第百三十七条の十九第二項（第三号を除く。）の規定を

準用する。この場合において、第百三十七条の七第二号及び第三号中

第百四十四条の二の二

準用する。この場合において、第百三十七条の七第二号及び第三号中

「床面積の合計」とあるのは、「築造面積」と読み替えるものとする

第百三十八条第三項第一号から第四号までに掲

「床面積の合計」とあるのは、「築造面積」と読み替えるものとする

。

第百四十四条の二の二

。

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

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（

（略）

（市町村の建築主事等の特例）

２

第百四十八条

（市町村の建築主事等の特例）
（略）

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（

第百四十八条
２

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
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号に掲げる事務）とする。

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

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

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

）、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。

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

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

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

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

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

）、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

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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

準用する場合を含む。）、法第十八条第二十三項（法第八十八条第

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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（

法第六条の二第十一項及び第十二項（これらの規定を法第八十八

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

一

、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

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

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

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

事務

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

二

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

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

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

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

号に掲げる事務）とする。
一

二

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
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３

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

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、

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

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

五項、法第五十三条の二第一項、法第六十七条の二第三項第二号、

（略）

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

三・四

に掲げる建築物又は工作物に係る事務

（略）

（略）

（両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物）

法第百四条第一号の政令で定める建築物は、第十四条の二
に規定する建築物とする。

第百五十条

３

に掲げる建築物又は工作物に係る事務
三・四
（略）

法第百五条第一号の政令で定める建築物は、第十四条の二

（両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物）
第百五十条
に規定する建築物とする。
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