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過去問の解説

新旧コード頁目次

原文：法2条第五号
五. 主要構造部　……間柱，付け
柱，掲げ床，最下階の床，回り舞

台の床，……

原文：法2条第五号
五. 主要構造部　……間柱，附け
柱，掲げ床，最下階の床，廻り舞

台の床，……

20014
原文

2801  用語の定義

原文：法2条第十六号
十六．建築主　建築物に関する

工事の請負契約の注文者……

原文：法2条第十六号
十六．建築主　建築物に関する

工事の請負契約の註文者……

19012
原文

3001  用語の定義

原文：法52条3項
（容積率）

3．……これらに類するもの（以
下この項及び6項において「老人
ホーム等」という．）……

原文：法52条3項
（容積率）

3．……これらに類するもの（以
下この項において「老人ホーム

等」という．）……

11025
原文

4002  面積・高さ・
階数

原文：法52条6項
6．……建築物の容積率の算定の
……又は 共同住宅若しくは老人
ホーム等の共用の廊下……

原文：法52条6項
6．……建築物の容積率の算定の
……又は 共同住宅の共用の廊下
……

10024
原文

4102  面積・高さ・
階数

原文：法53条
（建蔽率）

3．……

原文：法53条
（建ぺい率）

3．……

29163
原文

4302  面積・高さ・
階数

解説などの他の部分は「建ぺい率」のままで

原文：法56条の2
……ただし，特定行政庁が……同

意を得て許可した場合又は……

においては，この限りでない．

原文：法56条の2
……ただし，特定行政庁が……同

意を得て許可した場合において

は，この限りでない．

17184
原文

4702  面積・高さ・
階数

削除
1704558

59
03  敷地・構造・
設備

……また，「法 24条」より，「建
築物が22条区域の内外に……

……また，「法24条の2」より，
「建築物が22条区域の内外に……

29201
解説

5903  敷地・構造・
設備

原文：法24条
……

原文：法24条の2
……

29201
原文

原文：令137条の14第三号
三．……

ロ．法第2条第九号の二ロに規定
する防火設備で その構造が第
112条第13項第一号イ及び……

原文：令137条の14第三号
三．……

ロ．法第2条第九号の二ロに規定
する防火設備で その構造が第
112条第14項第一号イ及び……

18074
原文

10507 既存不適格

原文：法18条 
2．第6条第1項の規定によつて
……に通知しなければならない．

ただし，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

部分の床面積の合計が10  以内
である場合に限る．）においては，

この限りでない．

m2

原文：法18条 
2．第6条第1項の規定によつて
……に通知しなければならない．

11032
原文

12808  申請手続
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「建築基準法」に基づき，……工事

完了後3月を超えて当該建築物を
存続させようとする場合におい

ては，……

「建築基準法」に基づき，……工事

完了後3月を超えて当該建築物を
存続しようとする場合において

は，……

24282
問題

13008  申請手続

……また「3項」より，「工事完了
後3月を超えて当該建築物を存続
させようとする場合において……

……また「3項」より，「工事完了
後3月を超えて当該建築物を存続
しようとする場合において……

24282
解説

原文：法85条3項
3．前2項の応急仮設建築物を建
築した者は，その建築工事を完了

した後3月を超えて当該建築物を
存続させようとする……

原文：法85条3項
3．前2項の応急仮設建築物を建
築した者は，その建築工事を完了

した後3月を超えて当該建築物を
存続しようとする……

24282
原文

原文：法85条5項
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101条第1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……第3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．

7．特定行政庁は，前項の規定に
よる許可をする場合においては，

あらかじめ，建築審査会の同意を

得なければならない．

原文：法85条5項
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につい

て安全上，防火上 及び……第3章
の規定は，適用しない．

18033
原文

13108  申請手続

原文：令137条の19第1項第二
号

（建築物の用途を変更する場合に

法第27条等の……）……

原文：令137条の19第1項第二
号

（建築物の用途を変更する場合に

法第24条等の……）……

23032
原文

13208  申請手続

原文：令108条の3第4項
（耐火建築物の主要構造部に関す

る技術的基準）

4．……及び 主要構造部が同項第
二号に該当する建築物……に対

する第112条第1項，第5項から
第10項まで，第12項，第13項
及び第15項，……．

原文：令108条の3第4項
（耐火建築物の主要構造部に関す

る技術的基準）

4．……及び 主要構造部が第1項
第二号に該当する建築物……に

対する第112条第1項，第5項か
ら第10項まで，第12項から第14
項まで及び第16項，……．

16055
原文

19010  耐火構造等
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→削除

→12項
→13項
→14項
→15項

法24条と令112条12項削除により番号ズレ

原文：令112条12項 
12．建築物の一部が法第24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2条第九号の2
ロに規定する防火設備で区画しなければならない．

13項　異種用途区画（特殊建築物）
14項　防火設備・特定防火設備の構造
15項　区画貫通（給水管・配電管）
16項　区画貫通（風道）

13  防火区画

「令112条」の「防火区画」には，
①．面積区画（1項，2項，3項），
②．高層区画（5項，6項，7項），
③．たて穴区画（9項），④．異種用
途区画（12項）の4種類がある．

「令112条」の「防火区画」には，
①．面積区画（1項，2項，3項），
②．高層区画（5項，6項，7項），
③．たて穴区画（9項），④．異種用
途区画（12項，13項）の4種類
がある．

20061
解説

20313  防火区画

「令112条」の「防火区画」には，
①．面積区画（1項，2項，3項），
②．高層区画（5項，6項，7項），
③．たて穴区画（9項），④．異種用
途区画（12項）の4種類があり，
……．

「令112条」の「防火区画」には，
①．面積区画（1項，2項，3項），
②．高層区画（5項，6項，7項），
③．たて穴区画（9項），④．異種用
途区画（12項，13項）の4種類
があり，……．

17062
解説

20513  防火区画

「令112条12項」に「異種用途区
画」について載っており，その「12
項」を訳すと……

「令112条12項，13項」に「異種
用途区画」について載っており，

その「13項」を訳すと……

11052
解説

20713  防火区画

原文：令112条12項
12．……．

原文：令112条13項
13．……．

11052
原文

「令112条13項」より，「防火区
画に用いる防火設備は，……

「令112条14項」より，「防火区
画に用いる防火設備は，……

20063
解説

207
208

13  防火区画

原文：令112条13項第一号
ロ．……．

原文：令112条14項第一号
ロ．……．

20063
原文

「令 112条 13項」に「防火区画 
……．

「令 112条 14項」に「防火区画 
……．

16063
解説

20713  防火区画

原文：令112条13項
13．……．
二．第1項第二号，第4項，第8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8項
若しくは第 9項の規定による
……．

原文：令112条14項
14．……．
二．第1項第二号，第4項，第8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 8
項，第9項若しくは第12項の規定
による……．

16063
原文

20813  防火区画

「令112条13項」に「防火区画で
……．

「令112条14項」に「防火区画で
……．

11054
解説

20913  防火区画

「法26条」より，「延べ面積……とわ
かる．……③……これに特定防火

設備で所定の構造（令112条13項
第一号に規定する構造）……．

「法26条」より，「延べ面積……とわ
かる．……③……これに特定防火

設備で所定の構造（令112条14項
第一号に規定する構造）……．

24064
解説

21013  防火区画
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「令113条第四号」より，「木造等
の建築物の防火壁は，防火壁に設

ける開口部の幅及び高さは，それ

ぞれ 2.5m以下とし，かつ，これ
に特定防火設備で所定の構造（令

112条13項第一号に規定する構
造）であるものを設けること．」

とわかる．

「令113条第四号」より，「木造等
の建築物の防火壁は，防火壁に設

ける開口部の幅及び高さは，それ

ぞれ 2.5m以下とし，かつ，これ
に特定防火設備で所定の構造（令

112条14項第一号に規定する構
造）であるものを設けること．」

とわかる．

23082
解説

21013  防火区画

原文：令113条第四号
四．防火壁に設ける開口部の幅

及び高さは，それぞれ 2.5m以下
とし，かつ，これに特定防火設備

で前条第13項第一号に規定する
構造であるものを設けること．

原文：令113条第四号
四．防火壁に設ける開口部の幅

及び高さは，それぞれ 2.5m以下
とし，かつ，これに特定防火設備

で前条第14項第一号に規定する
構造であるものを設けること．

23082
原文

「令114条5項」に「換気等の設
備の風道が学校等の防火上主要

な間仕切壁（令114条2項に該当）
を貫通する場合，令112条15項の
規定を準用する．」と規定されて

おり，「令112条15項」を……．

「令114条5項」に「換気等の設
備の風道が学校等の防火上主要

な間仕切壁（令114条2項に該当）
を貫通する場合，令112条16項の
規定を準用する．」と規定されて

おり，「令112条16項」を……．

14082
解説

211
212

13  防火区画

原文：令114条5項
5．第112条第14項の規定は給水
管，配電管その他の管が 第1項の
界壁，第2項の間仕切壁 又は 前
2項の隔壁を貫通する場合に，同
条第15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
する場合について準用する．……

原文：令112条14項
14．給水管，配電管その他……

原文：令112条15項
15．換気，暖房 又は 冷房の設備
の風道が……

原文：令114条5項
5．第112条第15項の規定は給水
管，配電管その他の管が 第1項の
界壁，第2項の間仕切壁 又は 前
2項の隔壁を貫通する場合に，同
条第16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．……

原文：令112条15項
15．給水管，配電管その他……

原文：令112条16項
16．換気，暖房 又は 冷房の設備
の風道が……

14082
原文

原文：令126条の2第2項
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2
条第九号の二ロに規定する防火

設備でその構造が第112条第13
項第一号イ及びロ並びに……．

原文：令126条の2第2項
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2
条第九号の二ロに規定する防火

設備でその構造が第112条第14
項第一号イ及びロ並びに……．

14081
原文

23715  避難施設

原文：令129条の2
（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112条
第 5項，第 9項 及び 第 12項，
……．

原文：令129条の2
（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112条
第5項，第9項，第12項 及び 第
13項，……．

13054
原文

24415  避難施設
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原文：法42条
（道路の定義）

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4m……．

原文：法42条
（道路の定義）

この章の規定において「道路」と

は，次の各号の一に該当する幅員

4m……．

21141
原文

25016  道路

原文：令144条の4第一号，四号
（道に関する基準）

法第42条第1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

からホまでのいずれかに該当す

る……

原文：令144条の4第一号，四号
（道に関する基準）

法第42条第1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……

20141
原文

25116  道路

「法43条」に「接道義務」の解説
が載っており，「建物の敷地は法

定道路に2m以上接しなければな
らない．（通称：接道義務）」とわ

かる．ただし，「2項第二号」よ
り，「建物の周囲に広い空地……

「法43条」に「接道義務」の解説
が載っており，そこを訳すと「建

物の敷地は法定道路に2m以上接
しなければならない．（通称：接

道義務）ただし，建物の周囲に広

い空地……

11122
解説

25316  道路

原文：法43条
（敷地等と道路との関係）

建築物の敷地は，道路（次に掲げ

るものを除く．……）に2m以上
接しなければならない．

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．

……

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

原文：法43条
（敷地等と道路との関係）

建築物の敷地は，道路（次に掲げ

るものを除く．……）に2m以上
接しなければならない．ただし，

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

て許可したものについては，この

限りでない．

11122
原文

「法43条」に「接道義務」の解説
が載っており，「建物の敷地は法

定道路に2m以上接しなければな
らない．（通称：接道義務）」とわ

かる．ただし，「2項第二号」よ
り，「省令に……適用されない．」

とわかる．その省令に関しては，

「建築基準法施行規則10条の3」
に規定されており，その「4項第
二号」より，敷地が幅員4m以上
の農道に接する建築物はこれに

該当するとわかる．問題文は正

しい．

「法43条」に「接道義務」の解説
が載っており，そこを訳すと「建

物の敷地は法定道路に2m以上接
しなければならない．（通称：接

道義務）ただし，国土交通省令に

……適用されない．」とわかる．

その省令に関しては，「建築基準

法施行規則10条の2の2」に規定
されており，敷地が幅員4m以上
の農道に接する建築物はこれに

該当するとわかる．問題文は正

しい．

18131
解説

25316  道路
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原文：建築基準法施行規則第10
条の3
法第43条第2項第一号の国土交
通省令で定める基準は，次の各号

のいずれかに掲げるものとする．

……

4．法第43条第2項第二号の国土
交通省令で定める基準は，次の各

号のいずれかに掲げるものとす

る．

一．その敷地の周囲に公園，緑

地，広場等広い空地を有する建築

物であること

二．その敷地が農道その他これ

に類する公共の用に供する道（幅

員4m以上のものに限る．）に2m
以上接する建築物であること．

原文：建築基準法施行規則第10
条の2の2
法第43条第1項ただし書の国土
交通省令で定める基準は，次の各

号のいずれかに掲げるものとす

る．

一．その敷地の周囲に公園，緑

地，広場等広い空地を有するこ

と．

二．その敷地が農道その他これ

に類する公共の用に供する道（幅

員4m以上のものに限る．）に2m
以上接すること．

18131
原文

「法43条3項」より，「地方公共
団体は，特建等の建物の……

「法43条2項」を訳すと「地方公
共団体は，特建等の建物の……

11123
解説

25316  道路

原文：法43条3項
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1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3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2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3にお
いて同じ．）が1,000  を超える建
築物

五．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150  を超える
もの（一戸建ての住宅を除く．）

m2

m2

原文：法43条2項
2．地方公共団体は，特殊建築物，
階数が3以上である建築物，……
又は 延べ面積（……）が1,000  
を超える建築物の 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

路との関係について……避難 又
は 通行の安全の目的を充分に達
し難いと認める場合においては，

条例で，必要な制限を付加するこ

とができる．

m2

11123
原文
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原文：法45条
（私道の変更又は廃止の制限）

私道の変更 又は 廃止によつて，
その道路に接する敷地が第43条
第1項の規定又は同条第3項の規
定に基づく条例の規定に抵触す

ることとなる場合においては，特

定行政庁は，その私道の変更 又
は 廃止を禁止し，又は 制限する
ことができる．

原文：法45条
（私道の変更又は廃止の制限）

私道の変更 又は 廃止によつて，
その道路に接する敷地が第43条
第1項の規定又は同条第2項の規
定に基く条例の規定に抵触する

こととなる場合においては，特定

行政庁は，その私道の変更 又は 
廃止を禁止し，又は 制限するこ
とができる．

13125
原文

25616  道路

〈新設原文〉

原文：法48条8項
8．田園住居地域内においては，別表第2（ち）項に掲げる建築物以外の建築物は，
建築してはならない．ただし，特定行政庁が農業の利便及び田園住居地域における

良好な住居の環境を害するおそれがないと認め，又は公益上やむを得ないと認めて

許可した場合においては，この限りでない．

第130条の9の3
（田園住居地域内に建築してはならない建築物）

法別表第2（ち）項第二号（法第87条第2項又は第3項において法第48条第8項
の規定を準用する場合を含む．）の規定により政令で定める建築物は，農産物の乾燥

その他の農産物の処理に供する建築物のうち著しい騒音を発生するものとして国土

交通大臣が指定するものとする．

第130条の9の4
（田園住居地域内に建築することができる農業の利便を増進するために必要な店舗，

飲食店等の建築物）

法別表第2（ち）項第四号（法第87条第2項又は第3項において法第48条第8項
の規定を準用する場合を含む．）の規定により政令で定める建築物は，次に掲げるも

のとする．

一．田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とす

る店舗

二．前号の農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店

三．自家販売のために食品製造業を営むパン屋，米屋，豆腐屋，菓子屋その他これ

らに類するもの（第一号の農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的

とするものに限る．）で作業場の床面積の合計が50m2以内のもの（原動機を使用す
る場合にあつては，その出力の合計が0.75kW以下のものに限る．）

17  建築制限

法48条8項が追加（挿入）により番号ズレ

準住居　　別表2（と）項
田園住居　別表2（ち）項
→近隣商業　別表2（り）項
→商業　　　別表2（ぬ）項
→準工業　　別表2（る）項
→工業　　　別表2（を）項
→工業専用　別表2（わ）項
→指定なし　別表2（か）項

準住居　　別表2（と）項
　－

近隣商業　別表2（ち）項
商業　　　別表2（り）項
準工業　　別表2（ぬ）項
工業　　　別表2（る）項
工業専用　別表2（を）項
指定なし　別表2（わ）項
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……

原文：令130条の3
（第一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）

法別表第2（い）項第二号（……）
の規定により政令で定める住宅

は，延べ面積の2分の1以上を居
住の用に供し，かつ，次の各号の

いずれかに掲げる用途を兼ねる

もの……

……

原文：令130条の3
（第一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）

法別表第2（い）項第二号（……）
の規定により政令で定める住宅

は，延べ面積の2分の1以上を居
住の用に供し，かつ，次の各号の

一に掲げる用途を兼ねるもの

……

20121
原文

26117  建築制限

原文：令130条の5
（第一種低層住居専用地域等内に

建築してはならない附属建築物） 
一．自動車車庫で……

原文：令130条の5
（第一種低層住居専用地域及び第

二種低層住居専用地域内に建築

してはならない附属建築物）

一．自動車車庫で……

22151
原文

26317  建築制限

「別表2（り）項」に「近商に建築で
きない建物条件」が載っており，

その「一号」条件及び「（ぬ）項二

号」条件より，「作業場の床面積の

合計が300㎡をこえない自動車修
理工場は建築することができ

る．」とわかる．……

「別表2（ち）項」に「近商に建築で
きない建物条件」が載っており，

その「一号」条件及び「（り）項二

号」条件より，「作業場の床面積の

合計が300㎡をこえない自動車修
理工場は建築することができ

る．」とわかる．……

10134
解説

26817  建築制限

原文：別表2（り）項第一号
一．（ぬ）項に掲げるもの

原文：別表2（ぬ）項第二号
二．原動機を使用する工場で

……

原文：別表2（ち）項第一号
一．（り）項に掲げるもの

原文：別表2（り）項第二号
二．原動機を使用する工場で

……

10134
原文

「別表2（ぬ）項」に「商業に建築で
きない建物条件」が……

「別表2（り）項」に「商業に建築で
きない建物条件」が……

15123
解説

26817  建築制限

原文：別表2（ぬ）項第二号
二．原動機を使用する工場で 
……

原文：別表2（り）項第二号
二．原動機を使用する工場で

……

15123
原文

「別表2（り）項」に「近商に建築で
きない建物条件」が載っており，

その「一号」条件及び「（ぬ）項第

三号（三）」条件より，「引火性溶剤

を用いるドライクリーニング工

場は建築してはならない．」とわ

かる．

「別表2（ち）項」に「近商に建築で
きない建物条件」が載っており，

その「一号」条件及び「（り）項第

三号（三）」条件より，「引火性溶剤

を用いるドライクリーニング工

場は建築してはならない．」とわ

かる．

16133
解説

26817  建築制限

原文：別表2（ぬ）項第三号（三）
三．（三）．……

原文：別表2（り）項第三号（三）
三．（三）．……

16133
原文

「別表2（ぬ）項」に「商業に……「別表2（り）項」に「商業に……21153
解説

26917  建築制限
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原文：別表2（ぬ）項第四号
四．……

原文：令130条の9
（危険物の貯蔵又は処理に供する

建築物）

法別表第 2（と）項第四号，（ぬ）項
第四号及び（る）項第二号……

原文：別表2（り）項第四号
四．……

原文：令130条の9
（危険物の貯蔵又は処理に供する

建築物）

法別表第 2（と）項第四号，（り）項
第四号及び（ぬ）項第二号……

21153
原文

「別表2（る）項」に「準工業に建築
できない建物条件」が載ってお

り，その「一号」条件に「環境の

悪化をもたらすおそれのないも

のとして政令で定めるものを除

いた工場」とある．その「政令」

については「令130条の9の7」
に規定されており，問題文の建物

は，その「二号イ」に該当するた

め建築することができる．

「別表2（ぬ）項」に「準工業に建築
できない建物条件」が載ってお

り，その「一号」条件に「環境の

悪化をもたらすおそれのないも

のとして政令で定めるものを除

いた工場」とある．その「政令」

については「令130条の9の5」
に規定されており，問題文の建物

は，その「二号イ」に該当するた

め建築することができる．

15124
解説

26917  建築制限

原文：別表2（る）項第一号
一．次に掲げる事業（特殊の……

原文：令130条の9の7第二号イ
（準工業地域内で営むことができ

る特殊の方法による事業） 
二．法別表第 2（る）項第一号（十
二）に掲げる……

原文：別表2（ぬ）項第一号
一．次に掲げる事業（特殊の……

原文：令130条の9の5第二号イ
（準工業地域内で営むことができ

る特殊の方法による事業） 
二．法別表第 2（ぬ）項第一号（十
二）に掲げる……

15124
原文

「別表2（る）項」に「準工業に建築
できない建物条件」が載ってお

り，……

「別表2（ぬ）項」に「準工業に建築
できない建物条件」が載ってお

り，……

23163
解説

26917  建築制限

「別表2（を）項」に「工業に建築で
きない建物条件」が載っており，

……

「別表2（る）項」に「工業に建築で
きない建物条件」が載っており，

……

13135
解説

27017  建築制限

原文：別表2（を）項第四号
四．劇場，映画館，演芸場又は観

覧場

原文：別表2（る）項第四号
四．劇場，映画館，演芸場又は観

覧場

13135
原文

「別表2（を）項」に「工業に建築で
きない建物条件」が載っており，

その「五号」条件より「学校（幼

稚園）は規模に関わらず建築する

ことができないが，幼保連携型認

定こども園は除かれる．」とわか

る．

「別表2（る）項」に「工業に建築で
きない建物条件」が載っており，

その「五号」条件より「学校（幼

稚園）は規模に関わらず建築する

ことができないが，幼保連携型認

定こども園は除かれる．」とわか

る．

29154
解説

27017  建築制限

原文：別表2（を）項第五号
五．学校（幼保連携型認定こども

園を除く．）

原文：別表2（る）項第五号
五．学校（幼保連携型認定こども

園を除く．）

29154
原文

「別表2（を）項」に「工業に建築で
きない建物条件」が載っており，

……

「別表2（る）項」に「工業に建築で
きない建物条件」が載っており，

……

16175
解説

27017  建築制限
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原文：別表2（を）項第六号
六．病院

原文：別表2（る）項第六号
六．病院

16175
原文

「別表2（わ）項」に「工専に建築で
きない建物条件」が載っており，

……尚，「個室付浴場業に係る公

衆浴場」については，「別表2（わ）
項第一号」より，「（を）項一号」，

「（る）項三号」条件に該当……

「別表2（を）項」に「工専に建築で
きない建物条件」が載っており，

……尚，「個室付浴場業に係る公

衆浴場」については，「別表2（を）
項第一号」より，「（る）項一号」，

「（ぬ）項三号」条件に該当……

11131
解説

27017  建築制限

原文：別表2（わ）項第一号
一．（を）項に掲げるもの

原文：別表2（を）項第一号
一．（る）項第三号に掲げるもの 

原文：別表2（る）項第三号
三．……

原文：別表2（を）項第一号
一．（る）項に掲げるもの

原文：別表2（る）項第一号
一．（ぬ）項第三号に掲げるもの 

原文：別表2（ぬ）項第三号
三．……

11131
原文

「別表2（わ）項」の「工専に建築で
きない建物条件」とは，「工業に建

築できない建物条件（（を）項）+
α（（わ）項二～八号条件）」であ

り，これは「（わ）項二～八号」条

件は，（を）項に含まれていないこ

とを意味する．ゆえに，「（わ）項

二～八号」条件に該当する建物は

工業に建築することができる．

問題文の「共同住宅」は，「（わ）

項三号」条件に該当するため，

……

「別表2（を）項」の「工専に建築で
きない建物条件」とは，「工業に建

築できない建物条件（（る）項）+
α（（を）項二～八号条件）」であ

り，これは「（を）項二～八号」条

件は，（る）項に含まれていないこ

とを意味する．ゆえに，「（を）項

二～八号」条件に該当する建物は

工業に建築することができる．

問題文の「共同住宅」は，「（を）

項三号」条件に該当するため，

……

14181
解説

27117  建築制限

原文：別表2（わ）項第三号
三．共同住宅，寄宿舎又は下宿

原文：別表2（を）項第三号
三．共同住宅，寄宿舎又は下宿

14181
原文

「別表2（わ）項」の「工専に建築で
きない建物条件」とは，「工業に建

築できない建物条件（（を）項）+
α（（わ）項二～八号条件）」であ

り，これは「（わ）項二～八号」条

件が，（を）項に含まれていないこ

とを意味する．ゆえに，「（わ）項

二～八号」条件に該当する建物は

工業地域に建築することができ

る．問題文の「老人ホーム」は，

「（わ）項四号」条件に……

「別表2（を）項」の「工専に建築で
きない建物条件」とは，「工業に建

築できない建物条件（（る）項）+
α（（を）項二～八号条件）」であ

り，これは「（を）項二～八号」条

件が，（る）項に含まれていないこ

とを意味する．ゆえに，「（を）項

二～八号」条件に該当する建物は

工業地域に建築することができ

る．問題文の「老人ホーム」は，

「（を）項四号」条件に……

16134
解説

27117  建築制限

原文：別表2（わ）項第四号
四．老人ホーム，……

原文：別表2（を）項第四号
四．老人ホーム，……

16134
原文

「別表2（わ）項」に「工専に建築で
きない建物条件」が載って……

「別表2（を）項」に「工専に建築で
きない建物条件」が載って……

14242
解説

27117  建築制限

原文：別表2（わ）項第六号
六．図書館，博物館その他……

原文：別表2（を）項第六号
六．図書館，博物館その他……

14242
原文
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「別表2（わ）項」に「工専に建築で
きない建物条件」が載って……

「別表2（を）項」に「工専に建築で
きない建物条件」が載って……

15125
解説

27117  建築制限

原文：令130条の6の2
……

法別表第2（に）項第三号及び（わ）
項第七号（……）の規定に……

原文：令130条の6の2
……

法別表第2（に）項第三号及び（を）
項第七号（……）の規定に……

15125
原文

「別表2（か）項」の「用途地域の指
定のない区域に建築できない建

物条件」とは，……

「別表2（わ）項」の「用途地域の指
定のない区域に建築できない建

物条件」とは，……

20125
解説

27217  建築制限

原文：別表2（か）項
劇場，……

原文：別表2（わ）項
劇場，……

20125
原文

……尚，その政令基準は「令130
条の2の3」に載っており，……
二種住居，田園住居，工業専用以

外の区域内）で，延べ面積の……

……尚，その政令基準は「令130
条の2の3」に載っており，……
二種住居，工業専用以外の区域

内）で，延べ面積の……

17183
解説

27217  建築制限

……

令130条の2の3第一号
……第二種住居地域，田園住居地

域及び工業専用地域……

……

令130条の2の3第一号
……第二種住居地域及び工業専

用地域……

17183
原文

原文：都計法8条
（地域地区）

都市計画区域については，……．

一．第一種低層住居専用地域，

……準住居地域，田園住居地域，

近隣商業地域，……

原文：都計法8条
（地域地区）

都市計画区域については，……．

一．第一種低層住居専用地域，

……準住居地域，近隣商業地域，

商業地域，……

10213
原文

51726  都市計画法

原文：都計法8条3項第二号ト
ト．高度地区　……建築物の高

さの最高限度．次条第18項にお
いて同じ．）

原文：都計法8条3項第二号ト
ト．高度地区　……建築物の高

さの最高限度．次条第17項にお
いて同じ．）

10211
原文

51826  都市計画法

「都計法9条17項」より，「高層
住居誘導地区は，……

「都計法9条16項」より，「高層
住居誘導地区は，……

10212
解説

51826  都市計画法

原文：都計法9条17項
17．高層住居誘導地区は，……

原文：都計法9条16項
16．高層住居誘導地区は，……

10212
原文

「都計法9条20項」より，「特定
街区については，……

「都計法9条19項」より，「特定
街区については，……

10214
解説

51926  都市計画法

原文：都計法9条20項
20．特定街区は，……

原文：都計法9条19項
19．特定街区は，……

10214
原文

条文の捉え方

新旧当該箇所頁目次

3 ……以下この項及び第6項にお
いて「老人ホーム等」という．

……

6 ……又は 共同住宅若しくは老
人ホーム等の共用の廊下……

3 ……以下この項において「老人
ホーム等」という．

……

6 ……又は 共同住宅の共用の廊
下……

左段5502  面積・高さ・
階数

法53条（建蔽率）
……

法53条（建ぺい率）
……

左段5602  面積・高さ・
階数



13

3 ……当該建築物を存続させよ
うとする，……

5項……これらに類する仮設建築
物（……「仮設興行場等」とい

う．）について……

3 ……当該建築物を存続しよう
とする，……

5 ……これらに類する仮設建築
物について……

左段14108  申請手続

法87条……
3　第3条第2項の規定により第
27条，第 28条第 1項若しくは
……

法87条……
3　第3条第2項の規定により第
24条，第27条，第28条第1項若
しくは……

左段14208  申請手続

……

→用途変更で法27条等の規定を

準用しない類似用途

……

→用途変更で法24条等の規定を

準用しない類似用途

右段

削除法24条　22条区域「木造建築物
等の特殊建築物」の外壁・軒裏の

構造→防火構造

左段19310  耐火建築物

12項削除
12 建築物の一部が……

12 建築物の……ならない．
13 建築物の一部が……

左段21513  防火区画

削除異種用途区画（13項（＝所定の面
積の特殊建築物）に該当しない小

規模の特殊建築物）

「法24条の建物（木造）」ではなく，
「法24条各号の建物」である．

右段

13 ……次の各号に掲げる……14 ……次の各号に掲げる……左段216

14 給水管，配電管その他の……
第9項本文若しくは第10項本
文の規定による……

15 換気，暖房又は冷房の設備の
……

令114条5項（建築物の界壁，間
仕切壁及び隔壁）

5 第112条第14項の規定は……
同条第 15項の規定は換気，
……

15 給水管，配電管その他の……
第9項本文，第10項本文若しく
は第12項の規定による……
16 換気，暖房又は冷房の設備の
……

令114条5項（建築物の界壁，間
仕切壁及び隔壁）

5 第112条第15項の規定は……
同条第 16項の規定は換気，
……

左段217

令112条15項で「風道が……区
画すべき準耐火構造の防火区画

（14項）を……
……

○異種用途区画（12項）……

給水管などが貫通する場合，令

112条14項の規定，……

令112条16項で「風道が……区
画すべき準耐火構造の防火区画

（15項）を……
……

○異種用途区画（13項）……

給水管などが貫通する場合，令

112条15項の規定，……

右段

法48条8項（田園住居地域）の追加（挿入）に伴い、別表2の解説
を修正 → p.15～16参照

278
279

17  建築制限

……近隣商業では，（り）項一号に

「（ぬ）項に掲げるもの」……

……近隣商業では，（ち）項一号に

「（り）項に掲げるもの」……

右段28017  建築制限
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17  建築制限／「別表2」の解説（p.278～279）の変更点  ⇒ 田園住居地域の追加
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注1 非住宅部分の用途制限あり　令130条の3

注2 ①日用品販売店舗、食堂、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサービス業用店舗。 2階以下令

130条の5の2

 ② ①に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の支店・宅地建物 取引業等のサ

ービス業店舗のみ。2階以下　令130条の5の3

 ③2階以下　（に）項七号

 ④物品販売店舗、飲食店を除く。　（を）項五号

 ⑤特定大規模建築物については、用途地域の変更又は用途を緩和する地区計画決定により

立地可能 　都計法12条の5第4項四号

 ■ 農産物直売所，農家レストラン等のみ 2階以下  令130条の9の3

注3 ▲ 2階以下 　（に）項七号

注4 ▲ 3,000m2以下　（ほ）項四号

注5 ▲ 3,000m2以下　（ほ）項四号

注6 ▲ 客席200m2未満　特定大規模建築物については注2の⑤

注7 ▲ 個室付浴場等を除く

注8 ▲ 600m2以下　（い）項九号・令130条の4

注9 ▲ 5階以上の部分を除く　（は）項七号・令130条の5の4，（に）項七号　※（ほ）項四号・

令130条の7の2

注10 ▲ 300m2以下 2階以下

注11 ※一団地の敷地内について別に制限あり

 ①600m2以下 1階以下

 ②3,000m2以下 2階以下

 ③2階以下

注12 ▲ 3,000m2以下

注13 原動機の制限あり　（ろ）項二号・令130条の5の2，（に）項二号・令130条の6

 ▲ 2階以下

注14 原動機・作業内容の制限あり

 作業場の床面積

 ①50m2以下　（ほ）項一号，（へ）項二号，（と）項二号　　←危険非常に少

 ②150m2以下 （り）項一号，（ぬ）項二号　※危険大=（る）項一号，危険やや大=（ぬ）項

三号，危険少=（と）項三号

 ■ 農産物及び農業の生産，集荷，処理及び貯蔵するものに限る

注15 作業場の床面積

 ①50m2以下　（ほ）項一号，（へ）項二号

 ②150m2以下　（と）項二号カッコ書き

 ③300m2以下　（り）項一号，（ぬ）項二号カッコ書き

 原動機の制限あり

注16 ①1,500m2以下　2階以下

 ②3,000m2以下




