（別紙３－１）

第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。）、これ

又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工

○ 建築基準法
（用語の定義）

事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定（この法律並びにこれ

らの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

だし、第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建

の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。た

三十五 特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村

一～三十四（省略）

築物の計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）をして、

を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建

するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認

く命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。）に適合

その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づ

に基づく命令及び条例の規定（以下「建築基準法令の規定」という。）

築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府

第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合（増築し

各号に定めるところによる。

県知事とする。

までに掲げる規模のものとなる場合を含む。）、これらの建築物の大規

ようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号
（建築主事）

模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げ

三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メ

ル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メート

一（省略）

る建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

第四条 政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下
に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるため
に、建築主事を置かなければならない。
２～４（省略）
５ 都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第一項又は第二項の規
定によつて建築主事を置いた市町村（第九十七条の二を除き、以下「建

四（省略）

ートルを超えるもの

第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主

２～９（省略）

築主事を置く市町村」という。）の区域外における建築物に係る第六条
事を置かなければならない。
６、７（省略）

（違反建築物に対する措置）

許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該

第九条 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく

第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようと

建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人（請負工事の下請人

（建築物の建築等に関する申請及び確認）
する場合（増築しようとする場合においては、建築物が増築後において

（別紙３－１）

９ 特定行政庁は、前項の意見の聴取の結果に基づいて、第七項の規定に

る。この場合においては、第四項から第六項までの規定を準用する。た

修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対す

よつて仮にした命令が不当でないと認めた場合においては、第一項の命

を含む。）若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の

る違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

令をすることができる。意見の聴取の結果、第七項の規定によつて仮に

だし、意見の聴取は、その請求があつた日から五日以内に行わなければ

２ 特定行政庁は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらか

した命令が不当であると認めた場合においては、直ちに、その命令を取

所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、

じめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置

り消さなければならない。

ならない。

及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交

、 （省略）

又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、

付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己
３ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から三日以内

でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないと

その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分

特定行政庁は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、

に、特定行政庁に対して、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取

きは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の定めるところに

に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

を行うことを請求することができる。

従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさ
せることができる。

４ 特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取の請求があつた場合にお
いては、第一項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求め

～ （省略）

２ 第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規

は、次項から第二十五項までの規定に定めるところによる。

で、第十条及び第九十条の二の規定は、適用しない。この場合において

敷地については、第六条から第七条の六まで、第九条から第九条の三ま

第十八条 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の

は是正措置に関する手続の特例）

（国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又

て、公開による意見の聴取を行わなければならない。
５ 特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、
第一項の規定によつて命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び
場所を、期日の二日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、
これを公告しなければならない。
６ 第四項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、
自己に有利な証拠を提出することができる。
７ 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前五項の規定にか
かわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用

を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事

模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事

８ 前項の命令を受けた者は、その命令を受けた日から三日以内に、特定

に着手する前に、その計画を建築主事に通知しなければならない。ただ

制限の命令をすることができる。
行政庁に対して公開による意見の聴取を行うことを請求することができ

（別紙３－１）

合計が十平方メートル以内である場合に限る。
）においては、この限りで

移転しようとする場合（当該増築、改築又は移転に係る部分の床面積の

し、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は

合するものでなければならない。

各号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基準に適

びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の

繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に掲げる建築物の建築につい

条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修

める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定（第六

３ 建築主事は、前項の通知を受けた場合においては、第六条第四項に定

又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるも

ある鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造

に限る。）又は同項第三号に掲げる建築物（地階を除く階数が四以上で

る建築物（高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの

二 高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号に掲げ

一（省略）

て通知を受けた場合にあつては、同項の規定により読み替えて適用され

のとして政令で定める建築物に限る。） 次に掲げる基準のいずれかに

ない。

る第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この項及び第十四項

適合するものであること。

に適合すること。この場合において、その構造方法は、地震力によつて

イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準

において同じ。）に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、
建築基準関係規定に適合することを認めたときは、当該通知をした国の
機関の長等に対して確認済証を交付しなければならない。

の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法に

建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他

第二項の通知に係る建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替

よるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつ

４～ （省略）
の工事は、第三項の確認済証の交付を受けた後でなければすることがで

て確かめられる安全性を有すること。

（特別区の特例）

２（省略）

三、四（省略）

ロ 前号に定める基準に適合すること。

きない。
～ （省略）
特定行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物又は
建築物の敷地が第九条第一項、第十条第一項若しくは第三項又は第九十
旨を当該建築物又は建築物の敷地を管理する国の機関の長等に通知し、

第九十七条の三 特別区においては、第四条第二項の規定によるほか、特

条の二第一項の規定に該当すると認める場合においては、直ちに、その
これらの規定に掲げる必要な措置をとるべきことを要請しなければなら

別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものと

を置くことができる。この場合においては、この法律中建築主事に関す

ない。
（構造耐力）

る規定は、特別区が置く建築主事に適用があるものとする。

されている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事
第二十条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並

（別紙３－１）

２（省略）
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。
４（省略）
第九十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三
百万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項又は第十項前段（これらの規定を第八十八条第一項から
第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。）の規定
による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者
二～五（省略）
２（省略）

（別紙３－２）

○ 建築基準法施行令
（構造方法に関する技術的基準）
第三十六条 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（この条から第三

準のうちその指定する基準に係る部分に限る。）を除く。）の規定に適
合する構造方法

二 第八十一条第二項第一号ロに掲げる構造計算によつて安全性を確かめ

る場合 耐久性等関係規定に適合する構造方法

三 第八十一条第二項第二号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめ

第三十九条第一項及び第四項、第四十一条、第四十九条、第七十条、第

（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で

３ 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

る場合 この節から第七節の二までの規定に適合する構造方法

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合を含む。
）、

の規定に適合する構造方法を用いることとする。

十六条の三まで、第三十七条、第三十八条第一項、第五項及び第六項、

第七十四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

（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

にお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

める基準に従つたアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基

第六十六条 構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、国土交通大臣が定

（柱の脚部）

八十条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

準に係る部分に限る。）の規定をいう。以下同じ。）に適合する構造方

礎に緊結しなければならない。ただし、滑節構造である場合においては、
この限りでない。

法を用いることとする。
２ 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、それ

各号に掲げる措置に係る部分を除く。）及び第六十八条第四項（これら

る場合 この節から第四節の二まで、第五節（第六十七条第一項（同項

一 第八十一条第二項第一号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめ

筋相互間及び鉄筋とせき板」とあるのは「鉄骨及び鉄筋の間並びにこれ

く。）の規定を準用する。この場合において、第七十二条第二号中「鉄

については、前二節（第六十五条、第七十条及び第七十七条第四号を除

第七十九条の四 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分

（鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第五節及び第六節の規定の準用）

の規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。）を除く。）、

らとせき板」と、第七十七条第六号中「主筋」とあるのは「鉄骨及び主

ぞれ当該各号に定める構造方法を用いることとする。

第六節（第七十三条、第七十七条第二号から第六号まで、第七十七条の

筋」と読み替えるものとする。

一 荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を

とする。

第八十一条 法第二十条第一項第一号の政令で定める基準は、次のとおり

二第二項、第七十八条（プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはり
で二以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る。）
及び第七十八条の二第一項第三号（これらの規定を第七十九条の四にお
いて準用する場合を含む。）を除く。）、第六節の二、第八十条及び第
七節の二（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

（別紙３－２）

把握すること。
二 前号の規定により把握した力及び変形が当該建築物の各部分の耐力及
び変形限度を超えないことを確かめること。
三 屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに
地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め
ること。
四 前三号に掲げるもののほか、建築物が構造耐力上安全であることを確
かめるために必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合するこ
と。
２ 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ので
あることとする。
一 高さが三十一メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該
当する構造計算
イ 保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安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従つた構造計算
ロ 限界耐力計算又はこれと同等以上に安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従つた構造計算
二 高さが三十一メートル以下の建築物 次のイ又はロのいずれかに該当
する構造計算
イ 許容応力度等計算又はこれと同等以上に安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従つた構造計算
ロ 前号に定める構造計算
３ 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
構造計算によるものであることとする。

（保有水平耐力計算）

第八十二条 前条第二項第一号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の

各号及び次条から第八十二条の四までに定めるところによりする構造計
算をいう。

一 第二款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部

分に生ずる力を国土交通大臣が定める方法により計算すること。

二 前号の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度

を次の表に掲げる式によつて計算すること。
（表省略）

三 第一号の構造耐力上主要な部分ごとに、前号の規定によつて計算した

長期及び短期の各応力度が、それぞれ第三款の規定による長期に生ずる

力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめる
こと。

四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である

構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないこ

とを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。
（保有水平耐力）

第八十二条の三 建築物の地上部分については、第一号の規定によつて計

算した各階の水平力に対する耐力（以下この条及び第八十二条の五にお

いて「保有水平耐力」という。）が、第二号の規定によつて計算した必

要保有水平耐力以上であることを確かめなければならない。

一 第四款に規定する材料強度によつて国土交通大臣が定める方法により
保有水平耐力を計算すること。

二 地震力に対する各階の必要保有水平耐力を次の式によつて計算するこ
と。

（別紙３－２）

Ｑｕｎ＝Ｄｓ Ｆ
×ｅｓ Ｑ
×ｕｄ
この式において、Ｑｕｎ、Ｄｓ、Ｆｅｓ及びＱｕｄは、それぞれ次の数値

含む。次号において同じ。）、法第二十二条、法第四十二条第一項（各

号列記以外の部分に限る。）、法第五十一条、法第五十二条第一項、

五十七条の二第三項及び第四項、法第五十七条の三第二項及び第三項、

第二項及び第八項、法第五十三条第一項、法第五十六条第一項、法第

Ｑｕｎ 各階の必要保有水平耐力（単位 キロニュートン）

法第八十四条、法第八十五条第一項並びに法別表第三に規定する事務

を表すものとする。
Ｄｓ 各階の構造特性を表すものとして、建築物の構造耐力上主要な部分

二 市町村都市計画審議会が置かれている特別区の長 法第七条の三、

法第五十七条の三第二項及び第三項、法第八十四条、法第八十五条第

法第五十六条第一項第二号ニ、法第五十七条の二第三項及び第四項、

に限る。）、法第五十二条第一項及び第八項、法第五十三条第一項、

法第五十一条（卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分

の構造方法に応じた減衰性及び各階の靱じん性を考慮して国土交通大臣
が定める数値
Ｆｅｓ 各階の形状特性を表すものとして、各階の剛性率及び偏心率に応
じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値
Ｑｕｄ 地震力によつて各階に生ずる水平力（単位 キロニュートン）

により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げ

第百四十九条 法第九十七条の三第一項の政令で定める事務は、法の規定

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

百三十五条の十二第四項及び第百三十六条第三項ただし書の規定を除

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

一項並びに法別表第三 に( 欄)五の項に規定する事務
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

る建築物、工作物又は建築設備（第二号に掲げる建築物又は工作物にあ

のとする。

（特別区の特例）

つては、地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号
に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合にお
ける当該建築物又は工作物を除く。）に係る事務以外の事務とする。
一 延べ面積が一万平方メートルを超える建築物
二～四（省略）
２ 法第九十七条の三第三項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の
権限に属する事務で政令で定めるものは、前項各号に掲げる建築物、
工作物又は建築設備に係る事務以外の事務であつて法の規定により都
知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる区
分に応じ、当該各号に定める事務以外の事務とする。
一 市町村都市計画審議会が置かれていない特別区の長 法第七条の三
（法第八十七条の四及び法第八十八条第一項において準用する場合を
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