
※2020年3月改訂における修正や資料の追加の有無等を記載（改正：例規を改正（解説改正含む。）、解説改正：解説を改正）

13 8601 改正 法第２条

14 9008 法第２条

15 9009 解説改正 法第２条

16 9601 法第２条

17 8665 改正 法第２条

18 1202 改正 法第２条

20 1203 令第２条

21 8704 法第６条

追補版 2102 新規 法第６条 建築物と吹きさらしの渡り廊下の屋根が重複する場合の別棟の取扱い

追補版 2103 新規 法第６条 一戸建て住宅と付属建築物の屋根・庇等が重複する場合の別棟の取扱い

22 1204 改正 法第２７条

23 1205 改正 法第２７条

24 1206 改正 法第２７条

29 1207 法第３４条

30 9612 解説改正 法第８５条

31 9613 改正 法第８５条

31 8669 法第８８条

32 8670 法第８８条

32 8714 法第８８条

33 1208 法第８８条

35 8902 法第９２条 興行場等の客席の床面積

追補版 2101 新規 法第９２条

39 1209 改正 法第２条

39 1210 法第２８条

40 1211 法第２８条

41 9603 法第３５条

42 8610 法第３５条

43 9017 改正 法第３５条

43 8633 法第３５条

44 8634 法第３５条

44 9006 法第３５条

45 8644 法第３５条

45 1212 改正 法第３５条

46 1213 法第３５条

47 8910 改正 法第３５条の２

47 8647 改正 法第３５条の２

48 9020 改正 法第３５条の２

48 8650 法第３５条の３

48 8619 法第３６条

49 8621 改正 法第３６条

49 8622 法第３６条

49 8625 法第３６条

49 8913 法第３６条

50 8917 法第３６条

52 1214 改正 法第３６条

熊本県建築基準法例規集　　目次

屋外階段の防火区画（竪穴区画）

屋根のない吹き抜けに面する場合の防火戸の取扱いについて

無窓居室を区画する主要構造部

屋外階段の踊場の幅

幼稚園及び保育所の階段の取扱い

任意に設けられた階段の構造

階段の床版で防火区画されている場合の取扱い

防火戸の開き勝手

居室を有しない建築物の非常用の進入口

平成12年告示第1436号第四号ニの排煙告示の適用の可否について

屋外避難階段からの避難について

自動車車庫の内装

可動間仕切り等の内装制限

内装制限の緩和を適用できる区画部分に設ける防火戸の構造

廊下、階段等の通路の幅の寸法の測り方

住戸及び住室の解釈

二以上の階段を必要とする階段室型の共同住宅の取扱い

避難階段に通ずる出入口の幅の算定

手すりを要する建築物の部分

風除室等の非常用の照明装置の取扱い

建築物と一体な広告塔の取扱いについて

屋上に設ける階段室からのみ出入りする小屋裏物置の取扱い

内　容

外壁の出窓に設置する防火設備の取扱いについて

ピロティ部分からの採光について

閉鎖空間からの採光について

既存EVに戸開走行保護装置等を設置する際の建築確認申請の要不要の判断について

工事用仮設建築物の取扱い

住宅等の展示物の取扱い

工作物の確認申請の取扱い

工作物の確認申請手数料の算定方法

建築物の外壁に設ける袖看板（広告板）の取扱い

ラック式倉庫（立体自動倉庫）の取扱い

敷地面積、床面積、建築面積算定の取扱いについて

建築物相互間における用途上の可分又は不可分の取扱い

吊り上げ式の自動車車庫の取扱いについて

サービス付き高齢者向け住宅の取扱いについて

福祉関係施設について特殊建築物に該当するかの判断について

内　容

温室用構造物の取扱い

集会場の定義

居室の定義

サウナ室の取扱い

開放自動車車庫の開放部分の取扱い

総則・雑則

単体規定

例規番号 該当条文
例規の修
正等※

ページ 例規番号
例規の修
正等※

該当条文

ページ



57 9606 法第４２条

58 8651 法第４３条

58 8652 法第４８条

59 8653 法第４８条

59 8654 改正 法第４８条

60 1215 法第４８条

60 8657 法第４８条

60 8658 法第４８条

61 8801 法第４８条

61 8918 法第４８条

62 8919 法第４８条

62 9607 法第４８条

62 9608 法第４８条

63 1701 法第４８条

63 8655 法第５１条

63 9609 法第５３条

64 8662 法第５４条

64 8663 法第５４条

65 9002 改正 法第５４条

65 9610 法第５６条

66 1216 法第５６条

67 8713 改正 法第５６条の２

71 0703 法第２条

77 0704 法第８６条の７

79 改正 （参考）既存不適格建築物に増築する場合の構造計算の考え方

80 改正 法20条（構造耐力）に関する既存不適格建築物の増改築に係る制限緩和について

93 0705 法第２０条

94 8805 法第２０条

95 1217 法第２０条

96 1901 新規 法第６条

ページ
通知・運
用の別

例規の修正
等※

該当条文

98 運用 法第８６条

旧ページ 例規番号 該当条文

13 8609 削除 法第２条

18 1201 削除 法第２、８８条

例規番号
の見方

構造耐力上の既存不適格建築物に関し建築基準法施行令第137条の2の規定に適合することの確
認に必要な添付図書について

木造系混構造の構造設計

構造上の地下部分の取扱い

RC造ルート１の構造計算における壁量の規定について

内容

道路斜線制限の後退距離の考え方について

日影規制対象建築物に係る高さの算定方法

建築物の別棟の取扱い

建築物を有しない都市計画区域内の汚物処理施設等の取扱い

外壁後退制限の対象部分

位置指定道路に係る道路斜線制限

工業専用地域内の自動車運送業の仮眠所の取扱い

ガソリンスタンドに併設する修理場の取扱い

ガソリンスタンドに併設する機械式自動車洗車場の取扱い

第一種低層住居専用地域内、第二種低層住居専用地域内の農業従事者倉庫の取扱い

第一種低層住居専用地域内の神社等に併設する結婚披露宴会場の取扱い

内　容

第一種低層住居専用地域内の長屋形式店舗兼用住宅の取扱い

第一種低層住居専用地域内の防災備蓄庫の取扱い

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域内のペット
ショップの取扱い

第一種低層住居専用地域から第一種中高層住居専用地域内における附属建築物としての畜舎の
取扱い

第一種低層住居専用地域内の食品製造兼用住宅の取扱い

第二種中高層住居専用地域内の兼用住宅で3階以上の部分に兼用部分を設けている場合の取扱
い

建ぺい率の緩和におけるJR線路敷や水路の取扱い

開放性廊下等の外壁の後退距離

外壁の後退距離を適用しない外壁部分の取扱い

内　容

ガケや水路がある場合の法42条第2項の道路後退線の取扱い

路地状の敷地で接する場合の取扱い

飲食店兼用住宅の厨房の取扱い

集団規定

ページ 例規番号
例規の修
正等※

該当条文

構造規定

ページ 例規番号
例規の修
正等※

該当条文

削除

内容

屋上に設ける階段室の階の算定（JCBA基準総則に掲載されたため削除）

機械式自動車車庫の取扱いについて（JCBA基準総則に掲載されたため削除。H30.3削除済）

例規番号86 01・・・前2桁―西暦下2桁（年度）、後2桁―当該年度の通し番号

混構造の取扱い

通知その他

総合的設計による一団地認定基準


