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建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）（抄）（第二条関係）

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令（平成二十八年政令第八号）（抄）（第一条関係）
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脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政
令の整備に関する政令案 新旧対照条文 目次

○
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14

○

正

案

現

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令（平成二十八年政令第八号）（抄）（第一条関係）

改

（傍線の部分は改正部分）

行

（特定建築物の非住宅部分の規模等）
第四条 法第十一条第一項のエネルギー消費性能の確保を特に図る
必要があるものとして政令で定める規模は、床面積（内部に間仕
切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対
する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が二十分の
一以上であるものの床面積を除く。第十五条第一項を除き、以下
同じ。）の合計が三百平方メートルであることとする。
２・３ （略）

（都道府県知事が所管行政庁となる建築物）
第二条 （略）
２ 法第二条第一項第五号ただし書の政令で定める建築物のうち建
築基準法第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く特別
区の区域内のものは、次に掲げる建築物（第二号に掲げる建築物
にあっては、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）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
物を除く。）とする。
一 延べ面積（建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十
八号）第二条第一項第四号の延べ面積をいう。第十五条第一項
において同じ。）が一万平方メートルを超える建築物
（略）
二

（特定建築物の非住宅部分の規模等）
第四条 法第十一条第一項のエネルギー消費性能の確保を特に図る
必要があるものとして政令で定める規模は、床面積（内部に間仕
切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対
する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が二十分の
一以上であるものの床面積を除く。第十一条第一項を除き、以下
同じ。）の合計が三百平方メートルであることとする。
２・３ （略）

（特定建築物に係る報告及び立入検査）
第六条 所管行政庁は、法第十七条第一項の規定により、特定建築

（都道府県知事が所管行政庁となる建築物）
第二条 （略）
２ 法第二条第一項第五号ただし書の政令で定める建築物のうち建
築基準法第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く特別
区の区域内のものは、次に掲げる建築物（第二号に掲げる建築物
にあっては、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）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
物を除く。）とする。
一 延べ面積（建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十
八号）第二条第一項第四号の延べ面積をいう。第十一条第一項
において同じ。）が一万平方メートルを超える建築物
（略）
二

（削る）
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（略）

第六条・第七条

（削る）

第八条

（略）

法第二十八条第二項の政令で定める数は、千戸とする。

（特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅
の戸数等）
第九条 法第二十八条第一項の政令で定める数は、百五十戸とする
。
２

（略）

物の建築主等に対し、当該特定建築物につき、当該特定建築物の
設計及び施工並びに構造及び設備の状況に係る事項のうち建築物
エネルギー消費性能基準への適合に関するものに関し報告させる
ことができる。
２ 所管行政庁は、法第十七条第一項の規定により、その職員に、
特定建築物又はその工事現場に立ち入り、当該特定建築物並びに
当該特定建築物の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係
書類を検査させることができる。
第七条・第八条

（略）

（建築物に係る報告及び立入検査）
第九条 所管行政庁は、法第二十一条第一項の規定により、法第十
九条第一項各号に掲げる行為に係る建築物の建築主等に対し、当
該建築物につき、当該建築物の設計及び施工並びに構造及び設備
の状況に係る事項のうち建築物エネルギー消費性能基準への適合
に関するものに関し報告させることができる。
２ 所管行政庁は、法第二十一条第一項の規定により、その職員に
、前項の行為に係る建築物又はその工事現場に立ち入り、当該建
築物並びに当該建築物の建築設備、建築材料及び設計図書その他
の関係書類を検査させることができる。
第十条

（新設）
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（特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負型一戸
建て規格住宅の戸数等）
第十条 法第三十一条第一項の政令で定める数は、三百戸とする。
２ 法第三十一条第二項の政令で定める数は、千戸とする。

（削る）

（削る）

（削る）

（新設）

（特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅の戸数）
第十一条 法第二十八条の政令で定める数は、一年間に新築する分
譲型一戸建て規格住宅の戸数が百五十戸であることとする。

（分譲型一戸建て規格住宅に係る報告及び立入検査）
第十二条 国土交通大臣は、法第三十条第四項の規定により、特定
建築主に対し、その新築する分譲型一戸建て規格住宅につき、次
に掲げる事項に関し報告させることができる。
一 新築した分譲型一戸建て規格住宅の戸数
二 分譲型一戸建て規格住宅のエネルギー消費性能及びその向上
に関する事項
２ 国土交通大臣は、法第三十条第四項の規定により、その職員に
、特定建築主の事務所その他の事業場又は特定建築主の新築する
分譲型一戸建て規格住宅若しくはその工事現場に立ち入り、当該
分譲型一戸建て規格住宅、当該分譲型一戸建て規格住宅の建築設
備、建築材料及び設計図書その他の関係書類並びに帳簿を検査さ
せることができる。

（特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅の戸数）
第十三条 法第三十一条の政令で定める住宅の区分は、次の各号に
掲げる住宅の区分とし、同条の政令で定める数は、当該住宅の区
分に応じ、一年間に新たに建設する請負型規格住宅の戸数が当該
各号に定める数であることとする。
一 一戸建ての住宅 三百戸
二 長屋又は共同住宅 千戸
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（削る）

第十一条

（削る）

（略）

（略）

（請負型規格住宅に係る報告及び立入検査）
第十四条 国土交通大臣は、法第三十三条第四項の規定により、特
定建設工事業者に対し、その新たに建設する請負型規格住宅（当
該特定建設工事業者の一年間に新たに建設するその戸数が前条各
号に定める数未満となる住宅区分に係るものを除く。以下この条
において同じ。）につき、次に掲げる事項に関し報告させること
ができる。
一 新たに建設した請負型規格住宅の戸数
二 請負型規格住宅のエネルギー消費性能及びその向上に関する
事項
２ 国土交通大臣は、法第三十三条第四項の規定により、その職員
に、特定建設工事業者の事務所その他の事業場又は特定建設工事
業者の新たに建設する請負型規格住宅若しくはその工事現場に立
ち入り、当該請負型規格住宅、当該請負型規格住宅の建築設備、
建築材料及び設計図書その他の関係書類並びに帳簿を検査させる
ことができる。
第十五条

（基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査）
第十六条 所管行政庁は、法第四十三条第一項の規定により、法第
四十一条第二項の認定を受けた者に対し、当該認定に係る基準適
合認定建築物につき、当該基準適合認定建築物の設計及び施工並
びに構造及び設備の状況に係る事項のうち建築物エネルギー消費
性能基準への適合に関するものに関し報告させることができる。
２ 所管行政庁は、法第四十三条第一項の規定により、その職員に
、基準適合認定建築物又はその工事現場に立ち入り、当該基準適
合認定建築物並びに当該基準適合認定建築物の建築設備、建築材
料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
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第十二条
附

（削る）

（略）
則

第十七条
附

（略）
則

（特定増改築に係る特定建築物に係る報告及び立入検査）
第三条 所管行政庁は、法附則第三条第十項の規定により、特定増
改築に係る特定建築物の建築主等に対し、当該特定建築物につき
、当該特定建築物の設計及び施工並びに構造及び設備の状況に係
る事項のうち建築物エネルギー消費性能基準への適合に関するも
のに関し報告させることができる。
２ 所管行政庁は、法附則第三条第十項の規定により、その職員に
、特定増改築に係る特定建築物又はその工事現場に立ち入り、当
該特定建築物並びに当該特定建築物の建築設備、建築材料及び設
計図書その他の関係書類を検査させることができる。
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○

案

建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）（抄）（第二条関係）

正

現

（ろ）

（傍線の部分は改正部分）

行

（面積、高さ等の算定方法）
第二条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それ
ぞれ当該各号に定めるところによる。
一～五 （略）
六 建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、
ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、
ロ又はハに定めるところによる。
イ （略）
ロ 法第三十三条及び法第五十六条第一項第三号に規定する高
さ並びに法第五十七条の四第一項、法第五十八条、法第六十
条の二の二第三項及び法第六十条の三第二項に規定する高さ
（北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部
分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さ
に限る。）を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾
塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の
水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内
の場合においては、その部分の高さは、十二メートル（法第
五十五条第一項及び第二項、法第五十六条の二第四項、法第
五十九条の二第一項（法第五十五条第一項に係る部分に限る
。）並びに法別表第四 欄二の項、三の項及び四の項ロの場
合には、五メートル）までは、当該建築物の高さに算入しな
い。
ハ （略）
七・八 （略）
２～４ （略）
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改
（面積、高さ等の算定方法）
第二条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、当該
各号に定めるところによる。
一～五 （略）
六 建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、
ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、
ロ又はハに定めるところによる。
イ （略）
ロ 法第三十三条及び法第五十六条第一項第三号に規定する高
さ並びに法第五十七条の四第一項、法第五十八条第一項及び
第二項、法第六十条の二の二第三項並びに法第六十条の三第
二項に規定する高さ（北側の前面道路又は隣地との関係につ
いての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場
合におけるその高さに限る。）を算定する場合を除き、階段
室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する
建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築
面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、
十二メートル（法第五十五条第一項から第三項まで、法第五
十六条の二第四項、法第五十九条の二第一項（法第五十五条
第一項に係る部分に限る。）並びに法別表第四 欄二の項、
三の項及び四の項ロの場合には、五メートル）までは、当該
建築物の高さに算入しない。
ハ （略）
七・八 （略）
２～４ （略）
（ろ）

室

の

種

類

割

合

（居室の採光）
第十九条 （略）
２ （略）
３ 法第二十八条第一項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲
げる居室の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
とする。ただし、同表の の項から の項までの上欄に掲げる居
室のうち、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、
有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられてい
るものにあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる割合から十分の
一までの範囲内において国土交通大臣が別に定める割合とする。

居

室

の

種

類

割

七分の一

五分の一

合

（学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光）
第十九条 （略）
２ （略）
３ 法第二十八条第一項に規定する学校等における居室の窓その他
の開口部で採光に有効な部分の面積のその床面積に対する割合は
、それぞれ次の表に掲げる割合以上でなければならない。ただし
、同表の から までに掲げる居室で、国土交通大臣が定める基
準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これら
に準ずる措置が講じられているものにあつては、それぞれ同表に
掲げる割合から十分の一までの範囲内において国土交通大臣が別
に定める割合以上とすることができる。
居

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、
高等学校、中等教育学校又は幼保連携型認
定こども園の教室
前項第一号に掲げる居室

五分の一

病院又は診療所の病室

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、
高等学校、中等教育学校又は幼保連携型認
定こども園の教室

寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室

前項第一号に掲げる居室

前項第三号及び第四号に掲げる居室

住宅の居住のための居室

寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室

（二）

に掲げる学校以外の学校の教室

前項第三号及び第四号に掲げる居室

病院又は診療所の病室

（五）

（三）

の項に掲げる学校以外の学校の教室

七分の一

（一）

（四）

（一）

（二）

（一）

（六）

（五）
（六）

（三）
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（一）

（四）
（一）

（五）

（一）
（六）
（七）

十分の一
前項第五号に掲げる居室

十分の一

（容積率の算定の基礎となる延べ面積に昇降路の部分の床面積を
算入しない昇降機）
第百三十五条の十六 法第五十二条第六項の政令で定める昇降機は
、エレベーターとする。

前項第五号に掲げる居室

（容積率の算定の基礎となる延べ面積に昇降路の部分の床面積を
算入しない昇降機）
第百三十五条の十六 法第五十二条第六項第一号の政令で定める昇
降機は、エレベーターとする。

（基準時）
第百三十七条 この章において「基準時」とは、法第三条第二項（
法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、第百三十七条の八、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、法第二十八条の二、法第三十条、法第三十四
条第二項、法第四十七条、法第四十八条第一項から第十四項まで
、法第五十一条、法第五十二条第一項、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、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二項、法第六十
条の二の二第一項から第三項まで、法第六十条の三第一項若しく
は第二項、法第六十一条、法第六十七条第一項若しくは第五項か
ら第七項まで又は法第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ついて、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、法第四十八条第一項から第十四項ま
での各項の規定は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。

（七）

（基準時）
第百三十七条 この章において「基準時」とは、法第三条第二項（
法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、第百三十七条の八、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、法第二十八条の二、法第三十条、法第三十四
条第二項、法第四十七条、法第四十八条第一項から第十四項まで
、法第五十一条、法第五十二条第一項、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、法第五十七条の五第一項、法第五十
八条第一項、法第五十九条第一項若しくは第二項、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二項、法
第六十条の二の二第一項から第三項まで、法第六十条の三第一項
若しくは第二項、法第六十一条、法第六十七条第一項若しくは第
五項から第七項まで又は法第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ついて、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、法第四十八条第一項から第十
四項までの各項の規定は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。

- 8 -

（八）

（容積率関係）
第百三十七条の八 法第三条第二項の規定により法第五十二条第一
項、第二項若しくは第七項又は法第六十条第一項（建築物の高さ
に係る部分を除く。）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
び改築については、次に定めるところによる。
一 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後においてエレベー
ターの昇降路の部分（当該エレベーターの設置に付随して設け
られる共同住宅又は老人ホーム等（法第五十二条第三項に規定
する老人ホーム等をいう。次号において同じ。）の共用の廊下
又は階段の用に供する部分を含む。）、同条第六項第三号に掲
げる建築物の部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池
設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボ
ックス設置部分となること。
二 増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は
老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分、法第五
十二条第六項第三号に掲げる建築物の部分、自動車車庫等部分
、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯
水槽設置部分及び宅配ボックス設置部分以外の部分の床面積の
合計が基準時における当該部分の床面積の合計を超えないもの
であること。
（略）
三

（大規模の修繕又は大規模の模様替）
第百三十七条の十二 （略）
２ 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
項若しくは第二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、

（容積率関係）
第百三十七条の八 法第三条第二項の規定により法第五十二条第一
項、第二項若しくは第七項又は法第六十条第一項（建築物の高さ
に係る部分を除く。）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
び改築については、次に定めるところによる。
一 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後においてエレベー
ターの昇降路の部分（当該エレベーターの設置に付随して設け
られる共同住宅又は老人ホーム等（法第五十二条第三項に規定
する老人ホーム等をいう。次号において同じ。）の共用の廊下
又は階段の用に供する部分を含む。）、自動車車庫等部分、備
蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽
設置部分又は宅配ボックス設置部分となること。

（略）

二 増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は
老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分、自動車
車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設
置部分、貯水槽設置部分及び宅配ボックス設置部分以外の部分
の床面積の合計が基準時における当該部分の床面積の合計を超
えないものであること。
三

（大規模の修繕又は大規模の模様替）
第百三十七条の十二 （略）
２ 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
項若しくは第二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、
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法第五十六条第一項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の
四第一項、法第五十七条の五第一項、法第五十八条第一項、法第
五十九条第一項若しくは第二項、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二項、法第六十条の二の二
第一項から第三項まで、法第六十条の三第一項若しくは第二項、
法第六十七条第一項若しくは第五項から第七項まで又は法第六十
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いては、これらの修繕又は模
様替の全てとする。
３～５ （略）

法第五十六条第一項、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、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二項、法第六十条の二の二第一項
から第三項まで、法第六十条の三第一項若しくは第二項、法第六
十七条第一項若しくは第五項から第七項まで又は法第六十八条第
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いては、これらの修繕又は模様替の
全てとする。
３～５ （略）
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○

正

案

現

（傍線の部分は改正部分）

行

（法第三十三条等の法令に基づく許可等の処分）
第二条の五 法第三十三条及び第三十六条の法令に基づく許可等の
処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 （略）
二 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第四十三条第二
項第二号、第四十四条第一項第四号、第四十七条ただし書、第
四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、
第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項た
だし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、
第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書及び
第十四項ただし書、第五十二条第十項、第十一項及び第十四項
、第五十三条第四項、第五項及び第六項第三号、第五十三条の
二第一項第三号及び第四号（これらの規定を同法第五十七条の
五第三項において準用する場合を含む。）、第五十五条第三項
各号、第五十六条の二第一項ただし書、第五十七条の四第一項
ただし書、第五十九条第四項、第五十九条の二第一項、第六十
条の二の二第三項ただし書、第六十条の三第二項ただし書、第
六十七条第三項第二号、第六十八条第一項第二号及び第三項第
二号、第六十八条の三第四項、第六十八条の五の三第二項、第
六十八条の七第五項、第八十六条第三項及び第四項並びに第八
十六条の二第二項及び第三項の許可、同法第四十三条第二項第
一号、第八十六条第一項及び第二項、第八十六条の二第一項並
びに第八十六条の八第一項及び第三項の規定による認定、同法
第五十七条の二第三項の規定による指定並びに同法第三十九条
第二項、第四十三条の二、第四十九条第一項、第四十九条の二

宅地建物取引業法施行令（昭和三十九年政令第三百八十三号）（抄）（第三条関係）

改
（法第三十三条等の法令に基づく許可等の処分）
第二条の五 法第三十三条及び第三十六条の法令に基づく許可等の
処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 （略）
二 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第四十三条第二
項第二号、第四十四条第一項第四号、第四十七条ただし書、第
四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、
第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項た
だし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、
第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書及び
第十四項ただし書、第五十二条第十項、第十一項及び第十四項
、第五十三条第四項、第五項及び第六項第三号、第五十三条の
二第一項第三号及び第四号（これらの規定を同法第五十七条の
五第三項において準用する場合を含む。）、第五十五条第三項
及び第四項各号、第五十六条の二第一項ただし書、第五十七条
の四第一項ただし書、第五十八条第二項、第五十九条第四項、
第五十九条の二第一項、第六十条の二の二第三項ただし書、第
六十条の三第二項ただし書、第六十七条第三項第二号、第六十
八条第一項第二号及び第三項第二号、第六十八条の三第四項、
第六十八条の五の三第二項、第六十八条の七第五項、第八十六
条第三項及び第四項並びに第八十六条の二第二項及び第三項の
許可、同法第四十三条第二項第一号、第五十二条第六項第三号
、第八十六条第一項及び第二項、第八十六条の二第一項並びに
第八十六条の八第一項及び第三項の規定による認定、同法第五
十七条の二第三項の規定による指定並びに同法第三十九条第二
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項、第四十三条の二、第四十九条第一項、第四十九条の二、第
五十条、第六十八条の二第一項及び第六十八条の九の規定に基
づく条例の規定による処分
三～四十 （略）
（法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限）
第三条 法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限で政令で定
めるものは、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については、
次に掲げる法律の規定（これらの規定に基づく命令及び条例の規
定を含む。）に基づく制限で当該宅地又は建物に係るもの及び都
市計画法施行法（昭和四十三年法律第百一号）第三十八条第三項
の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内にお
ける建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限（同
法第二十六条及び第二十八条の規定により同法第三十八条第三項
の規定の例によるものとされるものを含む。）で当該宅地又は建
物に係るものとする。
一 （略）
二 建築基準法第三十九条第二項、第四十三条、第四十三条の二
、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十七条、第四十
八条第一項から第十四項まで（同法第八十八条第二項において
準用する場合を含む。）、第四十九条（同法第八十八条第二項
において準用する場合を含む。）、第四十九条の二（同法第八
十八条第二項において準用する場合を含む。）、第五十条（同
法第八十八条第二項において準用する場合を含む。）、第五十
二条第一項から第十四項まで、第五十三条第一項から第八項ま
で、第五十三条の二第一項から第三項まで、第五十四条、第五
十五条第一項から第四項まで、第五十六条、第五十六条の二、
第五十七条の二第三項、第五十七条の四第一項、第五十七条の
五、第五十八条第一項及び第二項、第五十九条第一項及び第二
項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六

（略）

、第五十条、第六十八条の二第一項及び第六十八条の九の規定
に基づく条例の規定による処分
三～四十

（法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限）
第三条 法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限で政令で定
めるものは、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については、
次に掲げる法律の規定（これらの規定に基づく命令及び条例の規
定を含む。）に基づく制限で当該宅地又は建物に係るもの及び都
市計画法施行法（昭和四十三年法律第百一号）第三十八条第三項
の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内にお
ける建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限（同
法第二十六条及び第二十八条の規定により同法第三十八条第三項
の規定の例によるものとされるものを含む。）で当該宅地又は建
物に係るものとする。
一 （略）
二 建築基準法第三十九条第二項、第四十三条、第四十三条の二
、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十七条、第四十
八条第一項から第十四項まで（同法第八十八条第二項において
準用する場合を含む。）、第四十九条（同法第八十八条第二項
において準用する場合を含む。）、第四十九条の二（同法第八
十八条第二項において準用する場合を含む。）、第五十条（同
法第八十八条第二項において準用する場合を含む。）、第五十
二条第一項から第十四項まで、第五十三条第一項から第八項ま
で、第五十三条の二第一項から第三項まで、第五十四条、第五
十五条第一項から第三項まで、第五十六条、第五十六条の二、
第五十七条の二第三項、第五十七条の四第一項、第五十七条の
五、第五十八条、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の
二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十条の二第一項、
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十条の二第一項、第二項、第三項（同法第八十八条第二項にお
いて準用する場合を含む。）及び第六項、第六十条の二の二第
一項から第三項まで及び第四項（同法第八十八条第二項におい
て準用する場合を含む。）、第六十条の三第一項、第二項及び
第三項（同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。
）、第六十一条、第六十七条第一項及び第三項から第七項まで
、第六十八条第一項から第四項まで、第六十八条の二第一項及
び第五項（これらの規定を同法第八十八条第二項において準用
する場合を含む。）、第六十八条の九、第七十五条、第七十五
条の二第五項、第七十六条の三第五項、第八十六条第一項から
第四項まで、第八十六条の二第一項から第三項まで並びに第八
十六条の八第一項及び第三項
三～六十三 （略）
２～３ （略）

第二項、第三項（同法第八十八条第二項において準用する場合
を含む。）及び第六項、第六十条の二の二第一項から第三項ま
で及び第四項（同法第八十八条第二項において準用する場合を
含む。）、第六十条の三第一項、第二項及び第三項（同法第八
十八条第二項において準用する場合を含む。）、第六十一条、
第六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第六十八条第一
項から第四項まで、第六十八条の二第一項及び第五項（これら
の規定を同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。
）、第六十八条の九、第七十五条、第七十五条の二第五項、第
七十六条の三第五項、第八十六条第一項から第四項まで、第八
十六条の二第一項から第三項まで並びに第八十六条の八第一項
及び第三項
三～六十三 （略）
２～３ （略）
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○

正

案

現

（傍線の部分は改正部分）

行

（広告の規制等に係る許可等の処分）
第七条 法第十八条第一項及び第十九条（これらの規定を法第五十
条第二項において準用する場合を含む。）の法令に基づく許可等
の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 （略）
二 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第四十三条第二
項第二号、第四十四条第一項第四号、第四十七条ただし書、第
四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、
第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項た
だし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、
第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書及び
第十四項ただし書、第五十二条第十項、第十一項及び第十四項
、第五十三条第四項、第五項及び第六項第三号、第五十三条の
二第一項第三号及び第四号（これらの規定を同法第五十七条の
五第三項において準用する場合を含む。）、第五十五条第三項
各号、第五十六条の二第一項ただし書、第五十七条の四第一項
ただし書、第五十九条第四項、第五十九条の二第一項、第六十
条の二の二第三項ただし書、第六十条の三第二項ただし書、第
六十七条第三項第二号、第六十八条第一項第二号及び第三項第
二号、第六十八条の三第四項、第六十八条の五の三第二項、第
六十八条の七第五項、第八十六条第三項及び第四項並びに第八
十六条の二第二項及び第三項の許可、同法第四十三条第二項第
一号、第八十六条第一項及び第二項、第八十六条の二第一項並
びに第八十六条の八第一項及び第三項の規定による認定、同法
第五十七条の二第三項の規定による指定並びに同法第三十九条

不動産特定共同事業法施行令（平成六年政令第四百十三号）（抄）（第四条関係）

改
（広告の規制等に係る許可等の処分）
第七条 法第十八条第一項及び第十九条（これらの規定を法第五十
条第二項において準用する場合を含む。）の法令に基づく許可等
の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 （略）
二 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第四十三条第二
項第二号、第四十四条第一項第四号、第四十七条ただし書、第
四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、
第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項た
だし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、
第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書及び
第十四項ただし書、第五十二条第十項、第十一項及び第十四項
、第五十三条第四項、第五項及び第六項第三号、第五十三条の
二第一項第三号及び第四号（これらの規定を同法第五十七条の
五第三項において準用する場合を含む。）、第五十五条第三項
及び第四項各号、第五十六条の二第一項ただし書、第五十七条
の四第一項ただし書、第五十八条第二項、第五十九条第四項、
第五十九条の二第一項、第六十条の二の二第三項ただし書、第
六十条の三第二項ただし書、第六十七条第三項第二号、第六十
八条第一項第二号及び第三項第二号、第六十八条の三第四項、
第六十八条の五の三第二項、第六十八条の七第五項、第八十六
条第三項及び第四項並びに第八十六条の二第二項及び第三項の
許可、同法第四十三条第二項第一号、第五十二条第六項第三号
、第八十六条第一項及び第二項、第八十六条の二第一項並びに
第八十六条の八第一項及び第三項の規定による認定、同法第五

- 14 -

十七条の二第三項の規定による指定並びに同法第三十九条第二
項、第四十三条の二、第四十九条第一項、第四十九条の二、第
五十条、第六十八条の二第一項及び第六十八条の九の規定に基
づく条例の規定による処分
三～四十 （略）
（略）

第二項、第四十三条の二、第四十九条第一項、第四十九条の二
、第五十条、第六十八条の二第一項及び第六十八条の九の規定
に基づく条例の規定による処分
三～四十
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