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各規定を図表でビジュアルに示し、複雑な法令を一目で理解することができます。 

検索に便利
な条文見出を
登載！ 

建築物の構造・
設備等に関す
る規定をわか
りやすく解説！ 

図説により、
複雑な規定を
一目で理解！ 

■内容見本（縮小） 

［第1卷］法令・図説 
 
第1章　総則 

法第1条（目的） 
法第2条（用語の定義） 
令第1条／令第107条～令第109条の3 
＜図説＞ 
延焼のおそれのある部分／耐火構造の定義と規定／
防火構造の定義と規定／防火構造に必要な性能／
耐火建築物の主要構造部／防火戸その他の防火設
備／準耐火建築物／建築主事の設置態様と特定行
政庁の種類、地域別区分等 
法第3条（適用の除外） 
＜図説＞ 
法の適用を受けない建築物／法律施行前から存する
建築物についての法律の適用関係 
法第5条（建築基準適合判定資格者検定） 
法第5条の4（建築物の設計及び工事監理） 
＜図説＞ 
建築物の区分による設計者の限定 
法第6条（建築物の建築等に関する申請及び確認） 
令第9条～令第11条 
則第1条の3～則第3条の2／則第11条の3～則第
11条の6 
＜図説＞ 
確認申請を要する建築物／建築基準関係規定／確
認申請書が建築主事に提出された場合の取扱い／
確認申請手数料 
法第7条の3（建築物に関する中間検査） 
則第4条の8～則第4条の11 
＜図説＞ 
建築物に関する中間検査 
法第9条（違反建築物に対する措置） 
則第4条の17 
＜図説＞ 
違反是正のための措置命令／違反建築物事項別件数 
法第9条の2（建築監視員） 
令第14条 
＜図説＞ 
建築監視員の資格 
法第10条（保安上危険であり、又は衛生上有害
である建築物に対する措置） 
則第4条の17 
＜図説＞ 
建築物又は建築物の敷地に対する行政措置 
法第11条（第3章の規定に適合しない建築物に
対する措置） 
令第15条 
＜図説＞ 
集団規定の適用上の既存不適格建築物 
法第14条（都道府県知事又は建設大臣の勧告、
助言又は援助） 
＜図説＞ 
特定行政庁に対する勧告、助言等 
法第17条（特定行政庁等に対する監督） 
＜図説＞ 
特定行政庁の処分が建築基準法令に違反している
場合等の監督 

第2章　建築物の敷地、構造及び

建築設備 
法第20条（構造耐力） 
令第36条～令第99条 
＜図説＞ 
構造計算を行って安全性を確かめなければならない建
築物／構造関係規定のフローチャート／許容応力度
等計算／層間変型角の計算／固定荷重／積載荷重
／地震力の計算 

法第21条（大規模の建築物の主要構造部） 
令第109条の41／令第129条の2 
＜図説＞ 
大規模の建築物の主要構造部 
法第25条（大規模の木造建築物の外壁等） 
＜図説＞ 
大規模木造建築物等の外壁等の制限 
法第26条（防火壁） 
令第115条の2 
＜図説＞ 
防火壁の構造 
法第28条（居室の採光及び換気） 
令第19条～令第20条の3／令第129条の2の6 
＜図説＞ 
居室の採光／採光のための有効面積の算定方法合
理化のイメージ／公園、広場、川等に面する場合の隣
地境界線／換気設備の設置 
法第30条（長屋又は共同住宅の各戸の界壁） 
令第22条の3 
＜図説＞ 
長屋又は共同住宅の各戸の界壁と遮音構造 
法第34条（昇降機） 
令第129条の3～令第129条の13の3 
＜図説＞ 
適用関係／エレベーターに関する技術基準／エレベ
ーターの構造上主要な部分／エスカレーターに関する
技術基準／小荷物専用昇降機の構造／高さ31メート
ルを超える建築物に設ける非常用の昇降機／非常用
の昇降機の設置及び構造 
法第35条（特殊建築物等の避難及び消火に関す
る技術的基準） 
令第116条の2～令第128条の3 
＜図説＞ 
法35条、35条の2、35条の3の概要／劇場、映画館、
演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席からの出
口の戸及び客用に供する屋外への出口の戸の開放方
法／廊下の用途と配慮／居室から直通階段までの歩
行距離の限度／2以上の直通階段を設置する場合／
避難階段の設置／避難階段及び特別避難階段の構
造／15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる特
別避難階段の階段室及び附室等の床面積の合計／
メゾネット型共同住宅／物品販売業を営む店舗等にお
ける避難施設等／屋外への出口／排煙設備の設置
義務／排煙設備の構造／非常用の照明装置の設置
／非常用の照明装置の構造／非常用の進入口の設
置／非常用の進入口の構造／地下街と地下道 
法第36条（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） 
令第21条～令第29条／令第112条～令第115条
／令第129条の2～令第129条の2の7 
＜図説＞ 
法36条とこれに基づく政令との関係／居室の天井の
高さ／天井の高さの平均の計算／階段・踊場の幅、
階段のけあげ及び踏面の寸法等／階段各部の寸法
のはかり方等／階段等の手すり／けあげ及び踏面の
寸法／踊場の位置と踏幅／中間に手すりを必要とす
る階段／防火区画の種類と基準／防火区画／建築
物の界壁、間仕切壁及び隅壁の制限と用途等／避
難安全検証法／各階ごとの検証と建築物全体の検
証との関係／避難安全検証等により適用除外となる
仕様規定 

第3章　都市計画区域内の建築物の

敷地、構造及び建築設備 

第1節　総則 
法第41条の2（適用区域） 
＜図説＞ 
集団規定の概要 
法第42条（道路の定義） 
令第144条の4 
則第9条／則第10条 
＜図説＞ 
建築基準法上の道路／法42条2項の道路／道に関
する基準／敷地の面積に算入しない部分 

第2節　建築物又はその敷地と道路又は壁  
面線との関係 

法第43条（敷地等と道路との関係） 
令第144条の5／令第144条の6 
則第10条の2～則第10条の4 
＜図説＞ 
建築物の敷地と道路／特定高架道路等／特殊建築
物についての条例による制限強化の例 
法第44条（道路内の建築制限） 
令第145条 
則第10条の5 
＜図説＞ 
道路内又は道路に突き出して建築できるもの／特定
行政庁の許可を必要とするもの／許可手続／集団規
定の許可等手続一覧 
法第45条（私道の変更又は廃止の制限） 
＜図説＞ 
私道の変更又は廃止の制限抵触の事例 
法第46条（壁面線の指定） 
＜図説＞ 
壁面線の指定と手続／壁面線指定状況 
法第47条（壁面線による建築制限） 
＜図説＞ 
壁面線の指定による建築制限 
第3節　用途地域 
法第48条（用途地域） 
別表第2　用途地域内の建築物の制限 
令第130条／令第130条の3～令第130条の9の5 
＜図説＞ 
用途地域別主要用途の制限一覧／用途地域内の建
築物の制限／第一種・第二種低層住居専用地域内
に建築することができる兼用住宅／自動車車庫に係
る用途規制の概要 
法第49条（特別用途地区） 
＜図説＞ 
特別用途地区の種類と趣旨・目的 
第4節　建築物の面積、高さ及び敷地内の
空地 
法第52条（延べ面積の敷地面積に対する割合） 
令第135条の4の4～令第135条の4の6 
＜図説＞ 
容積率の限度／容積率規制による建築のパターン／
容積率20/10の場合の建築物の例／延べ面積の算
定／前面道路が12メートル未満の容積率の計算例
／住宅の地下室の容積率の取扱いの特例／建築物
の敷地が2以上の地域又は区域にわたる場合／特定
道路からの距離に応じた前面道路幅員による容積率
制限の合理化／法42条1項4号の指定を受けた計画
道路の場合／法42条1項4号の指定のない計画道路
に面する場合／建築敷地が計画道路に接している場
合の容積率の計算例／壁面線の指定がある場合の
前面道路による容積率制限の合理化／住居系用途
地域における前面道路幅員による容積率制限の合理
化／容積制限の例外許可規定／特定道路からの距
離により定まる数値（Wa）と当該数値を加える前面道
路の幅員／第6項の適用を受けることができる敷地に
ついて、第7項の許可を行う場合の容積率制限 
法第53条（建築面積の敷地面積に対する割合） 
＜図説＞ 
建ぺい率／建ぺい率の限度／建築物の敷地が2以
上の地域又は区域にわたる場合／建ぺい率制限の
緩和 
法第56条（建築物の各部分の高さ） 
別表第3　前面道路との関係についての建築物の
各部分の高さの制限 
令第130条の12～令第135条の4 
＜図説＞ 
道路斜線・隣地斜線、北側斜線制限／法55条、56条
の高さに関する形態規制／道路斜線に対する緩和規
定／2以上の前面道路に接する場合の道路斜線の緩
和規定／前面道路の反対側に公園、広場、水面等が
ある場合の道路斜線の緩和規定／2以上の前面道
路がある場合において前面道路の反対側に公園、広場、
水面等がある場合の道路斜線の緩和規定／前面道
路と敷地の高低差が著しい場合の緩和規定／隣地

斜線（法56条1項2号）の緩和規定／北側斜線（法
56条1項3号）の緩和規定 
法第56条の2（日影による中高層の建築物の高
さの制限） 
別表第4　日影による中高層の建築物の制限 
令第135条の4の2／令第135条の4の3 
＜図説＞ 
日影の測定／日影図（東京都）／日影規制の具体例（1）～（５） 
法第59条（高度利用地区） 
＜図説＞ 
高度利用地区の制限内容・高度利用地区の制限が
除外される建築物 
法第59条の2（敷地内に広い空地を有する建築物の
延べ面積の敷地面積に対する割合等の特例） 
令第136条 
＜図説＞ 
総合設計制度の概要／総合設計許可準則の考え方
／総合設計制度の許可実績／市街地住宅総合設計
制度及び再開発方針等適合型総合設計制度におけ
る容積率の割増し 
第5節　防火地域 
法第61条（防火地域内の建築物） 
＜図説＞ 
防火地域内の建築物の構造制限 
法第62条（準防火地域内の建築物） 
＜図説＞ 
準防火地域内の建築物の構造制限 
法第63条（屋根） 
令第136条の2の2 
＜図説＞ 
防火地域内の建築物の構造制限／準防火地域内の
建築物の構造制限 
法第64条（外壁の開口部の防火戸） 
＜図説＞ 
防火地域内の建築物の構造制限／準防火地域内の

建築物の構造制限 
法第67条（建築物が防火地域又は準防火地域の
内外にわたる場合の措置） 
＜図説＞ 
建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる
場合等の考え方 
第6節　美観地区 
法第68条（美観地区） 
第7節　地区計画等の区域 
法第68条の2（市町村の条例に基づく制限） 
令第136条の2の4 
＜図説＞ 
地区計画等の対象区域および趣旨／地区計画等に
おいて定められる建築物等に関する事項／地区計画
制度の概念図／地区計画の決定の流れ／防災街区
整備地区計画制度の概念図 

第3章の2　型式適合認定 
第4章　建築協定 
法第69条（建築協定の目的） 
＜図説＞ 
建築基準法による規制と建築協定による規制の比較・
建築協定を定められる区域 

第4章の2　指定資格検定機関等 

第4章の3　建築基準適合判定資格者の
登録 

第5章　建築審査会 

第6章　雑則 

 

 

法第85条（仮設建築物に対する制限の緩和） 
令第147条 
＜図説＞ 
仮設建築物に対する制限の緩和 
法第86条（一定の複数建築物に対する制限の特例） 
法第88条（工作物への準用） 
令第138条～令第144条の2の2 
則第3条 
＜図説＞ 
工作物に対する建築基準法令の準用又は適用規定（単
体規定関係）／用途規制を受ける工作物 
法第94条（不服申立て） 
＜図説＞ 
不服申立て 

第7章　罰則 
附則 
法附則 
令附則 
則附則 
＜図説＞ 
旧市街地建築物法によって指定された建築線 
 
参考法令 
 
届出等の様式・告示 
1　届出等の様式　※全様式を登載 
2　告示　※全告示を登載 

［第2卷］通達 

※現行通達約180を登載 

 

内容構成（抜粋） 
 


	図建_naka



