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平成 30年建築基準法改正の概要

国土交通省住宅局建築指導課長 淡　野　博　久

１.改正の背景

東日本大震災の発生などの社会経済情
勢の変化に的確に対応する必要性を踏ま
え、平成 24 年８月に国土交通大臣より
社会資本整備審議会に対し「今後の建築
基準制度のあり方について」諮問がなさ
れ、平成 25年２月の第一次答申「住宅・
建築物の耐震化促進方策のあり方につい
て」を受けて同年、建築物の耐震改修の
促進に関する法律が改正された。さらに、
平成 26 年２月の第二次答申「木造建築
関連基準等の合理化および効率的かつ実
効性ある確認検査制度等の構築に向け
て」を受けて同年、建築基準法が改正さ
れ、木造３階建ての１時間準耐火構造の
学校への導入や構造計算適合性判定制度
の見直し等がなされた。
第二次答申の際には既存建築ストック

を有効活用する観点からの建築規制のあ
り方や、技術開発の促進を踏まえた更な
る性能規定化などが継続検討課題とされ
ており、その後、以下のような事故・災
害の被害、技術的な知見の蓄積、各種社
会情勢の変化等に対応するために法制度
の見直しが再び求められることとなった。

(１)事故・災害被害を踏まえた要請
平成 28 年 12 月の新潟県糸魚川市で

発生した市街地火災においては、50 年
以上前になされた準防火地域の指定以前
に建てられた非防火構造ストックが約６
割を占めていたことが被害拡大要因とさ
れ、平成 29 年２月の埼玉県三芳町の大
規模倉庫火災においては、火災時に防火
シャッターの閉鎖の支障とならないよう
に作動すべきコンベヤシステムの不具合
や、防火シャッター降下位置に放置され
た物品により、防火シャッターの閉鎖障
害が多数生じたことが火災拡大 ･消火活
動の長期化を招いたとされた。これらの
火災事例を踏まえて、老朽木造建築物の
更新による密集市街地の防耐火性能の向
上や、大規模物流倉庫等における適切な
維持管理による延焼拡大の防止に係る性
能の継続的な確保を推進する必要性が提
起された。

(２)技術開発（総プロ）の進展
国土交通本省、国土技術政策総合研究

所および建築研究所においては従来から、
連携して基礎的な調査研究を行ってきた。
特に平成 28 年度からは、建設技術に関
する重要な研究課題に関し、産学官が連
携して総合的に取り組む「総合技術開発
プロジェクト」の一環として、防火 ･避
難規定全般の更なる性能規定化に向けた
研究開発が進められており、立地 ･規模

･用途等に応じ建物に求められる性能（隣
棟への延焼防止、火災による倒壊防止、
在館者の避難安全確保等）に関し、評価
手法の高度化 ･総合化を通じ現行規制と
同等の安全性を確保可能な構造方法等の
選択肢を広げることが可能となった。

(３)規制見直しに係る各種要請
国土面積に比して世界有数の森林面積

を有する日本では木材を建築材料として
活用することが循環型社会の形成や国土
の保全、地域の活性化に資すると期待さ
れ、「公共建築物等における木材の利用
の促進に関する法律（平成 22年）」に基
づき、建築物の木造 ･木質化を促進する
こととされている。平成 29 年に　全
国木材組合連合会と関係省庁で設置した
「木造建築関連規制の合理化に関する勉
強会」においても多様な木造建築ニーズ
に対応するための規制合理化の必要性が
提起された。
また、　不動産協会による「経済の

好循環に向けた税制・都市・住宅に関す
る政策要望」（平成 29 年７月）および
　住宅生産団体連合会による「建築規
制等の合理化に関する要望」（平成 29
年 11 月）において木造建築、既存建築
の転用、密集市街地の整備改善、老人ホー
ムの容積規制等に係る規制の合理化が要

図－１　防火関連規制見直しの考え方
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望され、日本建築学会建築法制委員会や
建築審査会全国連絡協議会全国会議にお
いて用途規制等の集団規定をより柔軟な
仕組みとする必要性が提起されるなど、
様々な団体からストックの有効活用等に
向け規制を合理化する必要性が指摘され
た。
さらに、敷地内通路や接道に係る条例

の上乗せ規制が適用されない長屋の災害
時の避難安全確保のあり方を検討するた
めに国および関係公共団体で設置した
「多数の狭小住戸からなる大規模重層長
屋に関する検討会」がとりまとめた「火
災時における大規模重層長屋の危険性と
その対応について」（平成 29年７月）に
おいて長屋等に関する接道関連規制を条
例で強化可能とする必要性が提起される
とともに、東京 2020 オリンピック・パ
ラリンピック競技大会およびそのプレ大
会の対応やナイトタイムエコノミーを推
進する観点から、国際的な競技会等のた
めの仮設建築物について１年を超えて存
続可能とする必要性が提起されるなど、
各種社会ニーズに対応するための規制の
見直しが求められるようになった。

２.法案提出、国会審議等の
経緯

このように事故、災害を踏まえた安全
対策の強化や密集市街地の整備改善を推
進するために法制上の対応が必要とされ
たことに加え、規制の合理化に対する各
種要請に対しても総合技術開発プロジェ
クトを通じて得られた技術的知見に基づ
き、相当程度対応可能となったことなど
を踏まえ、現時点における様々な課題に
対応するための建築規制の見直し方向に
関し、社会資本整備審議会建築分科会お
よびその下に設置された建築基準制度部
会において検討していただいた。
平成 29 年 10 月の建築分科会および

建築基準制度部会において検討を開始し、
同年 11月および 12月に部会を開催して
検討した後、平成 30年１月 30日の部会
において「既存建築ストックの有効活用、
木造建築を巡る多様なニーズへの対応並
びに建築物 ･市街地の安全性および良好
な市街地環境の確保の総合的推進に向け
て」が部会報告として了承され、同日の
建築分科会に報告後、最終的に審議会答
申として２月 16 日付けでとりまとめら
れた。
審議会答申に即した内容の改正法案に

関し、同年２月中旬以降、与党審査を経

て３月６日に内閣提出法案として閣議決
定し、国会に提出した。
予算関連法案でないこともあり、議員

運営委員会で協議された結果、参議院先
議扱いとなり、まず参議院において４月
10 日に国土交通委員会にて審議を行い、
４月 11 日に本会議にて可決され、衆議
院では６月 19 日に国土交通委員会にて
審議を行い、６月 20 日に本会議にて可
決成立し、６月 27 日に改正法が公布さ
れた。

３.改正内容

(１)防火関連規制の見直し
防火関連規制の見直しは、主として①

密集市街地等の整備改善、②ストックの
有効活用、③木材利用の３点を推進する
観点から行っている。
なお、図－１は技術的知見の蓄積を踏

まえた防火関連規制見直しのイメージを
示したもので、市街地での延焼防止、利
用者の安全確保、倒壊による周囲への危
害防止の３つの事項（性能項目）に関し、
壁や柱などが火災に耐え得る耐火構造と
することを求める規制体系から、壁や柱
について耐火構造としなくとも、警報装
置等による早期避難確保や延焼範囲を限
定するための区画設置、消火・救助活動
を円滑化するための階段部分の安全性確
保などの措置との組み合わせを総合的に
評価する体系に移行することで、設計の
自由度を拡大させることが可能となった
状況を図式化したものである。

①密集市街地等の整備改善に向けた見
直し（法第53条第３項第１号、法第
61条、法第67条第１項）

防火関連規制の見直しの１点目は、密
集市街地等における安全性の確保に向け
た見直しである。
平成 28 年 12 月の糸魚川市街地火災

で消失したエリア内の建物約 200棟のう
ち、６割に相当する約 120 棟は現行基準
上求められる防火上の措置を講じていな
い昭和初期の仕様の木造建築物であった
ことが判明しており、さらに市街地火災
シミュレーションを行ったところ、仮に
これらの建物が現行の防火基準に適合す
るものであれば、ほとんど延焼は生じな
かったとされている（図－２）。
このように密集市街地における市街地

火災を防止するためには、延焼防止性能
のより高い建物への更新を促し、いわゆ
る不燃領域率の値を改善していく必要が
あり、防災上危険な密集市街地の約９割
が存在する防火・準防火地域において延
焼防止性能の高い建築物への更新を円滑
化するため、建蔽率を１割緩和すること
としている（図－３）。
さらに、防火地域・準防火地域におけ

る建築物の技術基準を見直し、市街地火
災の拡大を防止するという規制目的を整
理した上で、耐火建築物や準耐火建築物
と同等の延焼防止性能を有する建築物の
基準を整備し、外壁や窓の性能強化を図
ることで屋外からの着火の防止や屋内火
災による火炎の噴出防止がなされるもの

図－２　シミュレーション結果
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については、内部の柱など木材を用いた
準耐火構造とすることを可能とする等、
建替えや改修の選択肢を広げることとし
ており（図－４）、当該基準に適合する
建築物についても建蔽率の特例を適用す
ることとしている。
なお、密集法に基づく特定防災街区整

備地区内に建築可能な建築物についても、
耐火建築物・準耐火建築物と同等以上の
延焼防止性能を有する建築物を追加する
こととしている。
②戸建て住宅等小規模建築物の有効活
用に向けた見直し（法第６条第１項
第１号、法第27条第１項）

防火関連規制の見直しの２点目は、ス
トックの用途変更による活用推進に向け
た見直しである。
賃貸・売却用以外の空き家が 300 万

戸以上存在し、このままでは 2022 年に
は 500 万戸に達するとの指摘があるな
か、インスペクションの実施やリフォー

ム情報の提供などの要件を満たす住宅に
標章を付して持ち家としての流通を促す
「安心Ｒ住宅」やセーフティネット住宅
など借家としての活用を促すこれまでの
取組みに加え、非住宅としての利用も促
す必要がある。
このため、就寝用途については警報設

備等の設置を求め、避難困難者が利用す
る用途にはさらに階段の安全措置につい
ても求めるなど、早期避難の確保を前提
に、耐火構造とすることを不要とするこ
とで現行制度上３階建ての場合に耐火構
造とすることが求められる用途への転用
を円滑化するとともに（図－５）、他用
途への転用に伴う建築確認手続きを 200
㎡以下であれば不要とし、結果として戸
建て住宅の約９割は転用の際の確認手続
きを不要とすることにより、空き家の非
住宅への転用による有効活用を促進する
こととしている。

③木材利用の推進に向けた見直し（法
第21条第１項、法第61条）

防火関連規制の見直しの３点目は、木
材利用の推進に向けた見直しである。
現行制度上、13 ｍを超える建物は火

災時に倒壊しない耐火構造等とすること
が求められる。
この 13 ｍはかつての３階建てがおさ

まる高さという観点から設定されたもの
で、天井の高い３階建ての木造建築を建
てようとすると耐火構造等とするために
石膏ボード等で被覆しなければならず、
木の良さが実感できないと指摘されてき
た。
このため、３階建てまでであれば高さ

16 ｍまでは当該規制の対象とせず、４
階建てなど規制対象とする場合も、中層
建築物を想定し、火災時に燃え残り部分
で建物が支えられ、かつ、延焼範囲を限
定するための区画設置、消火・救助活動
を円滑化するための階段部分の安全性確

図－３　延焼防止性能の高い建築物に係る建蔽率の緩和

図－４　延焼防止性能の高い建築物の基準整備

図－５　戸建住宅等の転用円滑化に向けた規制合理化
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保などの措置が講じられる場合には性能
の高い準耐火構造とすることを可能とし、
木の良さが実感できるデザインを採用し
やすくすることとしている（図－６）。
また、防火・準防火地域内の２ｍを超

える門・塀について不燃材料で造り、ま
たは覆うことを求めている規制も見直し、
一定の範囲で木材も利用可能とすること
にしている。
④その他の見直し
防火関連規制については上記の主要な

見直し事項に加え、以下の点についても
見直している。
１）隣地境界線等と建築物の位置関係
に応じ、熱影響を受けにくい部分を
延焼のおそれのある部分から除くた
めの見直し（法第２条第６号）

２）外壁等を防火構造とすべき木造の
特殊建築物の範囲の見直し（法第24
条＜廃止＞）

３）防火壁に加え、防火床による区画
の可能化（法第26条および第36条）

(２)火災事故等を踏まえた安全性確
保に係る見直し

①維持保全計画の作成が必要となる
建築物の範囲の拡大（法第８条第
２項）

平成 29 年２月の埼玉県三芳町の倉庫
火災では防火シャッターが適切に作動せ
ず、鎮火までに 12 日間を要した。不作
動の原因の一つであった感知器等の電線
のショートについては平成 30 年３月に
告示を改正し、スプリンクラーを設置し
ない場合は断路器の設置または電線端子
部分の耐熱化のいずれかの措置を義務付
けたものの、もう一つの原因であるベル
トコンベヤ等の不適切な維持管理問題に
対応するため、改正法において、適切な
維持管理を推進するための維持保全計画
作成対象を見直すこととし、従来は定期
報告対象建築物に限定されていた範囲を
拡大し、大規模倉庫等についても対象に
できることとした（図－７）。
②既存不適格建築物に係る指導・助言
の仕組みの導入（法第９条の４）

建築基準法制定当時より、特定行政庁
が著しく保安上危険または衛生上有害で
あると認める既存不適格建築物について
は、修繕や除却等の命令を行うことが可
能とされていたものの、既存不適格建築
物の増加等を踏まえ、劣化が進み、その
まま放置すれば保安上危険または衛生上
有害となるおそれがあると特定行政庁が

認める既存不適格建築物に対する勧告制
度を平成 16 年改正において導入した。
さらに、老朽化により質が低下している
おそれがあるストックが増大してきたこ
とを踏まえ、今回の改正法においては、
劣化が生じている既存不適格建築物にお
ける予防的な維持保全措置を推進するた
め、指導・助言制度を設けることとした
（図－８）。

(３)建築物の用途転用の円滑化に係
る（(１)②以外の）見直し

①既存不適格建築物の用途変更を円滑
化するための計画認定制度の導入
（法第87条の２）

平成 16 年改正において既存不適格建
築物について二以上の工事に分けて増築
等を行う場合において、特定行政庁が当
該二以上の工事の全体計画が一定の基準

に適合すると認めた場合、最初の工事の
際に本来解消すべき既存不適格状態を最
後の工事の完了時に解消すればよいもの
とする全体計画認定制度が導入されたが、
増築等の工事を伴わない用途変更の場合、
用途変更に際し既存不適格状態を改修す
るための改修を一度に行う必要があった。
このため、改正法においては増築等を伴
わない用途変更についても特定行政庁が
全体計画を認定することで、段階的・計
画的に既存不適格状態を解消していくこ
とを可能とした（図－９）。
②既存建築物を一時的に転用する場合
の規制の合理化（法第87条の３）

現行制度において、新たに建築される
仮設建築物については、
・国や地方公共団体等が災害救助のため
に建築するもの等は、手続きおよび技
術基準の全て

図－７　維持保全計画の作成が必要となる範囲の見直し

図－８　既存不適格建築物に係る指導・助言の仕組みの導入

図－６　中層建築物に係る防火関連規制の合理化
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図－９　用途変更に係る全体計画認定制度の導入

・災害時において、公益上必要な用途に
供する応急仮設建築物等は、手続きお
よび技術基準の一部

・仮設興行場や仮設店舗等で、特定行政
庁が許可するものは、技術基準の一部

を適用除外とする仕組みとなっている。
今回の改正法では、既存建築物を一時

的に他の用途に転用する場合についても、
これらと同様に、目的に応じて法の全部
または一部を適用除外することとしてい
る。したがって、震災等の際に被災した
店舗等の代替施設として一時的に活用さ
れる施設が公益上必要な用途に供するも
のであると特定行政庁が認める場合は、
手続きおよび技術基準の一部が、その他
の一般的な一時的転用にあたると認める
場合は、技術基準の一部が適用除外とな
る。

(４)集団規定に係る見直し（(１)①
関連以外）

今回の改正法においては集団規定に関
し以下の見直しを行っている。
①接道規制の特例許可手続の簡素化
（法第43条第２項第１号）

接道に係る特例許可の実績の蓄積があ
る建築物について、建築審査会の同意を
不要とする。
②条例による接道規制の強化が可能な
建築物の対象拡大（法第43条第３項
第５号）

袋路状道路にのみ接する大規模な長屋
等の建築物について、条例により、共同
住宅と同様に接道規制を付加することを
可能とする。
③用途規制の特例許可手続の簡素化
（法第48条第16項第２号）

用途の特例許可の実績の蓄積がある建
築物について、建築審査会の同意を不要
とする。

④老人ホーム等に係る容積率制限の合
理化（法第52条第６項）

老人ホーム等に関し、共同住宅と同様
に共用の廊下・階段の床面積を容積率の
算定対象外とする。
⑤壁面線等に沿って建替えをする場合
の建蔽率規制の緩和（法第53条第
５項）

特定行政庁が指定する壁面線を越えな
い建築物の建蔽率を許可により緩和する
ことを可能とする。
⑥日影規制の特例許可手続の簡素化
（法第56条の２第１項）

特例許可を受けた建築物の日影の部分
に影響を与えない増築等において、再度
の特例許可の手続きを不要とする。

(５)仮設建築物等に係る見直し
以上の見直しに加え、今回の改正法に

おいては仮設建築物等に関する以下の改
正事項が含まれている。
①防火地域・準防火地域外の10㎡以内
の増改築等を行う場合の計画通知を
不要とする。（法第18条）

②共同住宅等の界壁の遮音規制につい
て、界壁と天井の組み合わせによる
遮音も可能とする。（法第30条）

③仮設建築物に関し建築材料の品質に
係る規定を適用除外とする。（法第
85条第５項）

④興業場等の仮設建築物のうち、国際
的な競技会等特に必要があるものに
ついて、建築審査会の同意を得て、
１年を超える存続期間の設定を可能
とする。（法第85条第６項および第
７項）

(６)施行時期
改正事項のうち、(１)④－２)，(４)

①②④⑥，(５)①③④は公布後３か月

以内に、その他の改正項目は１年以内に
施行することとされており、意見募集を
行った政令案上、第一段階の施行日は９
月 25日となっている。

４.おわりに

今回の改正法に基づき、安全対策の強
化や密集市街地の整備改善、建築ストッ
クの有効活用、循環型社会の形成等に資
する多様な木造建築の整備などの推進が
図られるよう、当面は関連する技術基準
等を規定する政省令 ･告示を早急に整備
した上で周知徹底を図り、改正に伴い現
場が混乱しないよう、万全を期すことと
している。
国としては今後とも建築関連技術の発

展、社会的要請の高度化、建築物の利用
形態の多様化等に対応して、実効性と効
率性の両立が図られるよう建築規制の見
直しを行うこととしており、建築設計等
を担われる専門家におかれても、多様な
ニーズに対応した建築物の実現に向け、
一層の性能規定化が図られた規制の仕組
みを積極的に活用していただければ幸い
である。


