正

案

○建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）（抄）（第二条関係）

改

（石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置）
建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛

現

（傍線部分は改正部分）

行

居室を有する建築物は、 その居室内 において 政令

（居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置）
第二十八条の二

で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材

第二十八条の二
散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適

（既存の建築物に対する制限の緩和）

としなければならない。

料及び換 気設備につ いて 政令で 定める 技術的基準 に適合するもの

居室を 有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほ か

と。

は国土交通大臣の認定を受けたも のを除く。）を使用しないこ

散させるおそれがな いものと して 国土交通大臣が定めたも の又

石綿等をあらかじめ添加した建築材料（石綿等を飛散又は発

を添加しないこと。

で 定 める物 質（ 次号及び第 三号に おいて「 石 綿等」と いう。）

建築材料に石綿その他の著しく 衛生上有害なものとして政令

合するも のとしなければならな い。
一

二

三

、石綿等以外の物 質で その居 室内にお いて 衛生上 の支障を生 ず
るおそれがあるも のとして 政令で 定める物質の区分に応じ、建
築材料及び換 気設備につ いて 政令で 定める 技術的基準 に適合す
ること。
（既存の建築物に対する制限の緩和）

第三条第 二項（第 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、次 条及び第八十七 条において 同

第八十六条の七

用する場合を含む 。以下こ の条、次 条及び第八十七 条において 同

じ。）の規定により第二十条、第二十六条、第二十七条、第三十

第三条第 二項（ 第八十六条の九第一項 において 準

じ。）の規定により第二十条、第二十六条、第二十七条、第二十

条、第三十四条第二項、第四十七条、第四十八条第一項から第十

第八十六条の七

八条の二（同条各号に掲げる基準のうち政令で 定めるものに係る

にお いて「増築 等」と いう 。）をする場合に おいては、第三条第

、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替（以下この条及び次条

適用を受けな い建築物について 政令で 定める範囲 内において 増築

項から第七項まで又は第六十八条第一項若しくは第二項の規定の

十一条、第六十二条第一項、第六十七条の二第一項若しくは第五

一項若しくは第二項、第六十条の二第一項若しくは第二項、第六

項、第五十八条、第五十九条第一項若しくは第二項、第六十条第

十六条の二第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一

第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五

項、第二項若しくは第七項、第五十三条第一項若しくは第二項、

四十八条第一項から第十二項まで、第五十一条、第五十二条第一

部分に限る。）、第三十条、第三十四条第二項、第四十七条、第

規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

う。）をする場合においては 、第三 条第三項第 三号及び第 四号の

は大規模 の模様替（ 以下こ の条 及び次 条において 「増築等」と い

ついて 政令で 定める範囲内において 増築 、改築、大規模の修繕又

六十八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

項、第六十七条の二第一項若しくは第五項から第七項まで 又は第

六十条の二第一項若しくは第二項、第六十一条、第六十二条第一

九条第一項若しくは第二項、第六十条第一項若しくは第二項、第

十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十八条、第五十

十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第五

項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項、第五

二項まで、第五十一条、第五十二条第一項、第二項若しくは第七

三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの規定は、適
用しない。
（略）

の技術的基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。）、第

２

各号に掲げる基準のうち 政令で 定めるものに係る部分に限る。）

二十九条から第三十二条まで、第三十四条第一項、第三十五条の

（略）

、第二十九条から第三十二条まで、第三十四条第一項、第三十五

三又は第三十六条（防火壁、防火区画、消火設備及び避雷設備の

２

条の三又は第三十六条（防火壁、防火区画、消火設備及び避雷設

設置及び構造に係る部分を除く。）の規定の適用を受けない建築

第三条第二項の規定により第二十八条、第二十八条の二（同条

備の設置及び構造に係る部分を除く。）の規定の適用を受けない

物 について 増 築等をする 場合にお いては、第三条第三項第三号及

３

建 築物について 増築等をする場 合において は、第三条第三項第三

び第四号の規定にかかわらず、当該増築等をする部分以外の部分

第三条第二項の規定により第二十八条、第二十八条の二（同条

号及び第四号の規定にかかわらず、当該増築等をする部分以外の

に対して は、これら の規定は、適用しない。

３

部分に対 しては、こ れらの規定は、適用しない。

（工作物への準用）

煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する

（工作物への準用）

第八十八条

工作物で 政令で 指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、

煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する

工作物で 政令で 指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、

飛行塔 その他これらに類する工作物で政令で 指定するもの（以下

第八十八条

飛行塔 その他これらに類する工作物で政令で 指定するもの（以下

る部分に限る。）、第八十六条の七第三項（第三十二条、第三十

）に係る部分に限る。）、第八十六条の七第二項（第二十条に係

（第八十六条の七第一項の政令で 定める基準に係る部分に限る。

に係る部分に限る。）、第八十六条の七第一項（第二十八条の二

第二項につ いては、同項に規定する建 築物以外の認証型式部材 等

る。）、第三十七条、第四十条、第三章の二（第六十八条の二十

十四条第一項、第三十六条（避雷設備及び昇降機に係る部分に限

めるものに係る部分に限る。）、第三十二条、第三十三条、第三

二十条、第二十八条の二（同条各号に掲げる基準のうち政令で定

から第八項まで、第十三条、第十八条（第十三項を除く。）、第

係る部分に限る。）、第八条から第十一条まで、第十二条第五項

四、第七条の五（第六条の三第一項第一号及び第二号の建築物に

る部分に限る。）、第七条、第七条の二、第七条の三、第七条の

第六条の二、第六条の三（第一項第一号及び第二号の建築物に係

他 のものにつ いては同項第 四号 の建築物に 係る部分に 限る。）、

ついて は第一項第 一号から第 三号まで の建築物 に係る部分 、その

六条（第三項を除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等に

こ の項にお いて 「昇降機等」と いう。）については 、第三条、第

十二条第一項から第四項まで及び第十八条第十三項の規定を準用

条及び第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の六、第

（昇降機に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、前条、次

六条の七第三項（第三十二条、第三十四条第一項及び第三十六条

第八十六条の七第二項（第二十条に係る部分に限る。）、第八十

に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。）、

四十 条、第三章 の二（第六十八条の二十第二項について は、同項

条（避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。）、第三十七条、第

二十条、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六

から第八項まで、第十三条、第十八条（第十三項を除く。）、第

係る部分に限る。）、第八条から第十一条まで、第十二条第五項

四、第七条の五（第六条の三第一項第一号及び第二号の建築物に

る部分に限る。）、第七条、第七条の二、第七条の三、第七条の

第六条の二、第六条の三（第一項第一号及び第二号の建築物に係

他 のものにつ いては同項 第四号の建築物に 係る部分に 限る。）、

ついては第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その

六条（第三項を除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等に

こ の項にお いて「昇降機等」と いう。）については 、第三条、第

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰

（略）

する。

六

（略）

第十九条、第 二十条（第 八十八 条第一項に おいて 準用する場

一～五

金に処する。

第百一条

２～４

四条第一項及び第三十六条（昇降機に係る部分に限る。）に係る
部分に限る。）、前条、次条及び第九十条の規定を、昇降機等に
つ いては、第七条の六、第十二 条第一項から第四項まで 及び第十

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰

（略）

八条第十三項の規定を準用する。
２～４
第百一条

金に処する。
（略）
第十九条、第 二十条（第 八十八 条第一項に おいて 準用する場

一～五
六

２

定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の

五項から第七項まで 又は第六十八条第一項から第三項までの規

まで、第六十六条、第六十七条の二第一項、第三項若しくは第

六十条の二第一項若しくは第二項、第六十一条から第六十四条

条第一項若しくは第二項、第六十条第一項若しくは第二項、第

項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十九

、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一

五 第三項にお いて 準用す る場合を含む 。） 、第五十四 条第一項

第一項若しくは第二項、第五十三条の二第一項（第五十七条の

七条、第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、第五十三条

する場合を含む。）、第四十三条第一項、第四十四条、第四十

十五条の三まで 、第三十 七条（第八十八 条第一項に おいて 準用

する場合を含む 。）、第三十四条第二項、第三十五条から第三

含む 。 ）、第三十 四条第一項 （第八十八条第一項において 準用

。）、第 三十三条（ 第八十八 条第一項 において 準 用する場合を

、第三十二条（第八十八条第一項において準用する場合を含む

て 準用する場合を含む。）、第三十一条第一項若しくは第二項

項から第三項まで 、第二十八条の二（第八十八条第一項におい

第二十四条、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第一

合を含む。）、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、

計図 書に従わ な いで工事 を施工 した場合に おいては、当 該建築

築設 備の設計者（設計図 書を用いな いで工事 を施工し、又は設

までの規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建

しくは第五項から第七項まで又は第六十八条第一項から第三項

六十四条まで 、第六十六条、第六十七条の二第一項、第三項若

二項、第六十条の二第一項若しくは第二項、第六十一条から第

第五十九条第一項若しくは第二項、第六十条第一項若しくは第

の二第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、

条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条

十七 条の五第三項において 準用す る場合を含む 。）、第 五十四

五十三条第一項若しくは第二項、第五十三条の二第一項（第五

、第四十七条、第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、第

いて 準用す る場合を含む 。）、第四十三 条第一項、第四十四条

から第三十五条の三まで、第三十七条（第八十八条第一項にお

いて 準 用する場合を含む 。） 、第 三十四条第二項、第三十 五条

る場合を含む。）、第三十四条第一項（第八十八条第一項にお

合を含む 。 ）、第三十 三条（第 八十八条第一項にお いて 準用す

は 第二項、第 三十二条（ 第八十 八条第一項 において 準 用する場

項から第三項まで、第二十八条の二、第三十一条第一項若しく

第二十四条、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第一

合を含む。）、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、

（略）

設 計者（設計図 書を用いな いで 工事を施工 し、又は設 計図 書に

（略）

七～十五

物、工作物又は建築設備の工事施工者）

２

従わな いで 工事を施工 した場 合において は、当 該建 築物、工作
（略）

物又は建築設備の工事施工者）
七～十五
（略）

