○苫小牧市建築基準法施行条例（昭和４３年条例第１１号）
改

正

案

現

目次
第１章‐第２章 ≪略≫
第３章 ≪略≫
第１節‐第５節 ≪略≫
第６節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場（第
３６条‐第４６条）
第７節

特別の配慮を要する特殊建築物（第４７条‐第５７条）

第４章‐第７章

≪略≫

行

目次
第１章‐第２章 ≪略≫
第３章 ≪略≫
第１節‐第５節 ≪略≫
第６節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場（第
３６条‐第５３条）
第７節 特殊建築物等の防火構造等（第５４条‐第５７条）
第８節 特別の配慮を要する特殊建築物（第５７条の２‐第５
７条の９）
第４章‐第７章 ≪略≫

（趣旨）
第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以
下「法」という。）第４０条（法第８８条第１項において準用す
る場合を含む。）の規定による建築物の敷地、構造及び建築設備
に関する制限の付加及び法第４３条第３項の規定による建築物又
はその敷地と道路との関係についての制限の付加並びに法第５６
条の２第１項の規定による日影による中高層の建築物の高さの制
限に関する指定について定めるほか、手数料の徴収その他法の施
行について必要な事項を定めるものとする。

（趣旨）
第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以
下「法」という。）第４０条（法第８８条第１項において準用す
る場合を含む。）の規定による建築物の敷地、構造及び建築設備
に関する制限の付加及び法第４３条第２項の規定による建築物又
はその敷地と道路との関係についての制限の付加並びに法第５６
条の２第１項の規定による日影による中高層の建築物の高さの制
限に関する指定について定めるほか、手数料の徴収その他法の施
行について必要な事項を定めるものとする。

（避難施設）
第１２条 木造の建築物（耐火建築物又は準耐火建築物を除く。
。）で３階以上の階に居室を有するものには、
その居室を有する階から地上に直通する屋外階段又は建築物に固
定した鉄製はしご等の屋外避難施設を設けなければならない。

（避難施設）
第１２条 木造の建築物（耐火建築物又は準耐火建築物を除く。第
５４条において同じ。）で３階以上の階に居室を有するものには、
その居室を有する階から地上に直通する屋外階段又は建築物に固
定した鉄製はしご等の屋外避難施設を設けなければならない。
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（建築物等における応力度）
第１８条 ≪略≫
力の種類

荷重及び
外力につ
いて想定
する状態

計算式

長期に生
じる力

常時

Ｇ＋Ｐ

積雪時

Ｇ＋Ｐ＋Ｓ

積雪時

Ｇ＋Ｐ＋Ｓ

暴風時

Ｇ＋Ｐ＋Ｗ

短期に生
じる力

Ｇ＋Ｐ＋０．５Ｓ＋Ｗ

地震時

（建築物等における応力度）
第１８条 ≪略≫
備考

力の種類

荷重及び
外力につ
いて想定
する状態

計算式

長期に生
じる力

常時

Ｇ＋Ｐ

積雪時

Ｇ＋Ｐ＋Ｓ

積雪時

Ｇ＋Ｐ＋Ｓ

暴風時

Ｇ＋Ｐ＋Ｗ

短期に生
じる力
建築物の転倒、
柱の引抜き等
を検討する場
合においては、
Ｐについては、
建築物の実況
に応じて積載
荷重を減らし
た数値による
ものとする。

Ｇ＋Ｐ＋０．５Ｓ＋Ｗ

Ｇ＋Ｐ＋０．５Ｓ＋Ｋ

この表において、Ｇ、Ｐ、Ｓ、Ｗ及びＫは、それぞれ次の力（軸
方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。）を表すものとす

地震時

備考

建築物の転倒、
柱の引抜き等
を検討する場
合においては、
Ｐについては、
建築物の実況
に応じて積載
荷重を減らし
た数値による
ものとする。

Ｇ＋Ｐ＋０．５Ｓ＋Ｋ

この表において、Ｇ、Ｐ、Ｓ、Ｗ及びＫは、それぞれ次の力（軸
方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。）を表すものとす
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る。
Ｇ
Ｐ
Ｓ

る。
Ｇ
Ｐ
Ｓ

令第８４条に規定する固定荷重によつて生じる力
令第８５条に規定する積載荷重によつて生じる力
令第８６条に規定する積雪荷重によつて生じる力（短期に
生じる力の積雪時の状態以外の長期及び短期の各応力度を計
算する場合は、市長が定める方法により計算した積雪荷重に
よつて生じる力）
Ｗ 令第８７条に規定する風圧力によつて生じる力
Ｋ 令第８８条に規定する地震力によつて生じる力

２

令第８４条に規定する固定荷重によつて生じる力
令第８５条に規定する積載荷重によつて生じる力
令第８６条に規定する積雪荷重によつて生じる力（短期に
生ずる力の積雪時の状態以外の長期及び短期の各応力度を計
算する場合は、市長が定める方法により計算した積雪荷重に
よつて生ずる力）
Ｗ 令第８７条に規定する風圧力によつて生じる力
Ｋ 令第８８条に規定する地震力によつて生じる力

≪略≫

２

第４７条から第５７条まで
第７節

削除

第４７条から第５３条まで

削除特殊建築物の防火構

第５４条から第５７条まで 削除第５４条 法第２２条第２項の市
街地の区域内にある木造の建築物のうち、ホテル、旅館、下宿、
老人ホーム、令第１９条第１項に規定する児童福祉施設等（幼保
連携型認定こども園を含む。以下「児童福祉施設等」という。）
又は診療所（患者の収容施設があるものに限る。以下同じ。）の
用途に供するもので階数が２以上であり、かつ、それらの用途に
供する部分の床面積の合計が２００平方メートルを超えるものは
、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を
第５５条から第５７条まで
第７節

削除

≪略≫
削除

第７節 特殊建築物の防火構造等
（診療所等の外壁等）
５４条 法第２２条第２項の市街地の区域内にある木造の建築物
のうち、ホテル、旅館、下宿、老人ホーム、令第１９条第１項に
規定する児童福祉施設等（幼保連携型認定こども園を含む。以下
「児童福祉施設等」という。）又は診療所（患者の収容施設があ
るものに限る。以下同じ。）の用途に供するもので階数が２以上
であり、かつ、それらの用途に供する部分の床面積の合計が２０
０平方メートルを超えるものは、外壁及び軒裏で延焼のおそれの
ある部分を防火構造としなければならない。
第５５条から第５７条まで

特別の配慮を要する特殊建築物

第８節

（適用の範囲）

特別の配慮を要する特殊建築物

（適用の範囲）
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削除

第４７条
≪略≫
⑴ 学校、博物館、美術館、図書館、病院、診療所（患者の収容
施設があるものに限る。第４９条第４項において同じ。）、児
童福祉施設等（令第１９条第１項に規定する児童福祉施設等を
いう。第４９条第４項において同じ。）、公会堂又は集会場の
用途に供する建築物
⑵‐⑷ ≪略≫

第５７条の２ ≪略≫
⑴ 学校、博物館、美術館、図書館、病院、診療所

（利用者用の屋外への出入口等）
第４８条
≪略≫
２ ≪略≫

（利用者用の屋外への出入口等）
第５７条の３ ≪略≫
２ ≪略≫

（利用者用の廊下等）
第４９条
≪略≫
２‐４ ≪略≫

（利用者用の廊下等）
第５７条の４ ≪略≫
２‐４ ≪略≫

（利用者用の階段）
第５０条
≪略≫

（利用者用の階段）
第５７条の５ ≪略≫

（利用者用の居室の出入口）
第５１条
≪略≫

（利用者用の居室の出入口）
第５７条の６ ≪略≫

（利用者用の便所）
第５２条
≪略≫

（利用者用の便所）
第５７条の７ ≪略≫

（制限の緩和）
第５３条
第４８条
から前条までの規定は、これらの規定
を適用する場合と同等以上に安全上支障がないと市長が認める第
４７条各号
に掲げる建築物には、適用しない。

（制限の緩和）
第５７条の８ 第５７条の３から前条までの規定は、これらの規定
を適用する場合と同等以上に安全上支障がないと市長が認める第
５７条の２各号に掲げる建築物には、適用しない。

、児
童福祉施設等
、公会堂又は集会場の
用途に供する建築物
⑵‐⑷ ≪略≫
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（既存の建築物に対する制限の緩和）
第５４条
法第３条第２項の規定により第４８条から第５２条
までの規定の適用を受けない第４７条各号
に掲げる
建築物又はその部分について増築、改築、大規模の修繕又は大規
模の模様替えをする場合においては、当該増築、改築、大規模の
修繕又は大規模の模様替えをする部分以外の部分に対しては、第
４８条から第５２条
までの規定は、適用しない。

（既存の建築物に対する制限の緩和）
第５７条の９ 法第３条第２項の規定により第５７条の３から第５
７条の７までの規定の適用を受けない第５７条の２各号に掲げる
建築物又はその部分について増築、改築、大規模の修繕又は大規
模の模様替えをする場合においては、当該増築、改築、大規模の
修繕又は大規模の模様替えをする部分以外の部分に対しては、第
５７条の３から第５７条の７までの規定は、適用しない。

第５５条から第５７条まで

第５５条から第５７条まで

削除

削除

（仮設興行場等に対する制限の緩和）
第５８条 法第８５条第５項に規定する仮設興行場等で、消火及び
避難に有効な幅員５メートル以上の空地を周囲に有するものにつ
いては、市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めてそ
の建築を許可する場合においては、第１８条、第３７条、第３８
条、第３９条第２項及び第３項、第４１条、第４３条、第４４条
並びに第４９条第３項第２号
の規定は、適用しない。
２ 前項の規定は、法第８５条第６項に規定する仮設興行場等で、
消火及び避難に有効な幅員５メートル以上の空地を周囲に有する
ものについて、市長が安全上、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て、その建築を許可する場合につ
いて準用する。

（仮設建築物 に対する制限の緩和）
第５８条 法第８５条第５項の仮設建築物
で、消火及び
避難に有効な幅員５メートル以上の空地を周囲に有するものにつ
いては、市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めてそ
の建築を許可する場合においては、第１８条、第３７条、第３８
条、第３９条第２項及び第３項、第４１条、第４３条、第４４条
並びに第５７条の４第３項第２号の規定は、適用しない。
２ 前項の規定は、法第８５条第６項に規定する仮設興行場等で、
消火及び非難に有効な幅員５メートル以上の空地を周囲に有する
ものについて、市長が安全上、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て、その建築を許可する場合につ
いて準用する

（耐火設計された建築物に対する制限の特例）
第５８条の２ 令第１０８条の３第３項に該当する建築物（次項に
規定する建築物を除く。）に対する第６条ただし書、第８条、第
１４条、第２３条第１項及び第２項、第３２条第１項並びに第３
３条第１項
の規定の適用については、当該建築物の部
分で主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす。
２ 令第１０８条の３第４項に該当する建築物に対する第１４条及

（耐火設計された建築物に対する制限の特例）
第５８条の２ 令第１０８条の３第３項に該当する建築物（次項に
規定する建築物を除く。）に対する第６条ただし書、第８条、第
１４条、第２３条第１項及び第２項、第３２条第１項、第３３条
第１項並びに第５４条の規定の適用については、当該建築物の部
分で主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす。
２ 令第１０８条の３第４項に該当する建築物に対する第１４条及
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び第３３条第１項の規定の適用については、当該建築物の部分で
主要構造部であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備の
構造は特定防火設備とみなし、第６条ただし書、第８条、第２３
条第１項及び第２項並びに第３２条第１項
の規定の適
用については、当該建築物の部分で主要構造部であるものの構造
は耐火構造とみなす。

び第３３条第１項の規定の適用については、当該建築物の部分で
主要構造部であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備の
構造は特定防火設備とみなし、第６条ただし書、第８条、第２３
条第１項及び第２項、第３２条第１項並びに第５４条の規定の適
用については、当該建築物の部分で主要構造部であるものの構造
は耐火構造とみなす。

（一の敷地とみなすことによる制限の緩和）
第５８条の５ ≪略≫
２ 前項に規定する建築物に対する第１１条、第３１条、第３８条
第１項第１号の表及び第４８条第２項
の規定の適用について
は、第１１条中「道路境界線」とあるのは「道路境界線及び法第
８６条第１項若しくは第２項の規定による認定又は法第８６条第
３項若しくは第４項の規定による許可に係る敷地内の通路の境界
線」と、第３１条、第３８条第１項第１号の表及び第４８条第２
項
中「道路」とあるのは「道路又は法第８６条第１項若しく
は第２項の規定による認定若しくは法第８６条第３項若しくは第
４項の規定による許可に係る敷地内の通路」とする。

（一の敷地とみなすことによる制限の緩和）
第５８条の５ ≪略≫
２ 前項に規定する建築物に対する第１１条、第３１条、第３８条
第１項第１号の表及び第５７条の３第２項の規定の適用について
は、第１１条中「道路境界線」とあるのは「道路境界線及び法第
８６条第１項若しくは第２項の規定による認定又は法第８６条第
３項若しくは第４項の規定による許可に係る敷地内の通路の境界
線」と、第３１条、第３８条第１項第１号の表及び第５７条の３
第２項中「道路」とあるのは「道路又は法第８６条第１項若しく
は第２項の規定による認定若しくは法第８６条第３項若しくは第
４項の規定による許可に係る敷地内の通路」とする。

（敷地の形態及び敷地と道路との関係等の特例）
第５９条 法第４３条第２項第１号の規定により市長の認定を受け
た建築物又は同項第２号の規定により市長の許可を受けた建築物
に対する第２条第１項及び第３項、第３条第１項及び第２項、第
４条、第５条、第１４条第１項第２号、第２１条、第３０条第１
項第１号及び第２項、第３１条、第３７条、第３８条第１項第１
号の表、第３９条第３項並びに第４８条第２項
の規定の適用
については、第２条第１項及び第３項、第３条第１項及び第２項、
第４条、第２１条、第３０条第１項第１号、第３１条、第３７条、
第３８条第１項第１号の表、第３９条第３項並びに第４８条第２
項
中「道路」とあるのは「法第４３条第２項第１号の規定に

（敷地の形態及び敷地と道路との関係等の特例）
第５９条 法第４３条第１項ただし書の規定により市長の認定を受
けた建築物又は同項第２号の規により市長の許可を受けた建築物
に対する第２条第１項及び第３項、第３条第１項及び第２項、第
４条、第５条、第１４条第１項第２号、第２１条、第３０条第１
項第１号及び第２項、第３１条、第３７条、第３８条第１項第１
号の表、第３９条第３項並びに第５７条の３第２項の規定の適用
については、第２条第１項及び第３項、第３条第１項及び第２項、
第４条、第２１条、第３０条第１項第１号、第３１条、第３７条、
第３８条第１項第１号の表、第３９条第３項並びに第５７条の３
第２項中「道路」とあるのは「法第４３条第１項ただし書の規定
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よる認定に係る道又は同項第２号の規定による許可に係る道若し
くは道路若しくは道に通じる通行可能な空地若しくは通路」と、
第５条中「道路（都市計画区域以外の区域にあつては、道を含む。
以下同様とする。）又は道路」とあるのは「法第４３条第２項第
１号の規定による認定に係る道若しくは同項第２号の規定による
許可に係る道若しくは道路若しくは道に通じる通行可能な空地若
しくは通路又はこれら」と、第１４条第１項第２号中「道路又は
道路」とあるのは「法第４３条第２項第１号の規定による認定に
係る道若しくは同項第２号の規定による許可に係る道若しくは道
路若しくは道に通じる通行可能な空地若しくは通路又はこれら」
と、第３０条第２項中「道路境界線」とあるのは「法第４３条第
２項第１号の規定による認定に係る道又は同項第２号の規定によ
る許可に係る道若しくは道路若しくは道に通じる通行可能な空地
若しくは通路の境界線」と、同項の表中「前面道路」とあるのは
「前面の法第４３条第２項第１号の規定による認定に係る道又は
同項第２号の規定による許可に係る道若しくは道路若しくは道に
通じる通行可能な空地若しくは通路」とする。
２ 前項の規定により第２条第１項及び第３項並びに第３条第１項
及び第２項の規定を適用する場合において、当該建築物の敷地が
路地状部分のみによつて法第４３条第２項第２号 の規定による
許可に係る道路又は道に通じる通行可能な空地又は通路（以下「通
行可能な空地等」という。）に接するときは、当該路地状部分の
長さと通行可能な空地等の長さを合計した長さをもつて、第２条
第１項及び第３項並びに第３条第１項及び第２項の規定における
路地状部分の長さとする。

による許可に係る道又は
道路若しくは道に通じる通行可能な空地若しくは通路」と、
第５条中「道路（都市計画区域以外の区域にあつては、道を含む。
以下同様とする。）又は道路」とあるのは「法第４３条第１項た
だし書の規定による許可に係る道若しくは
道路若しくは道に通じる通行可能な空地若
しくは通路又はこれら」と、第１４条第１項第２号中「道路又は
道路」とあるのは「法第４３条第１項ただし書の規定による許可
に係る道若しくは
道
路若しくは道に通じる通行可能な空地若しくは通路又はこれら」
と、第３０条第２項中「道路境界線」とあるのは「法第４３条第
１項ただし書の規定による許可に係る道又は
道路若しくは道に通じる通行可能な空地
若しくは通路の境界線」と、同項の表中「前面道路」とあるのは
「前面の法第４３条第１項ただし書の規定による許可に係る道又
は
道路若しくは道に
通じる通行可能な空地若しくは通路」とする。
２ 前項の規定により第２条第１項及び第３項並びに第３条第１項
及び第２項の規定を適用する場合において、当該建築物の敷地が
路地状部分のみによつて法第４３条第１項ただし書の規定による
許可に係る道路又は道に通じる通行可能な空地又は通路（以下「通
行可能な空地等」という。）に接するときは、当該路地状部分の
長さと通行可能な空地等の長さを合計した長さをもつて、第２条
第１項及び第３項並びに第３条第１項及び第２項の規定における
路地状部分の長さとする。

第６０条 第２条第１項若しくは第３項（第３条第３項において準
用する場合を含む。）、第３条第１項若しくは第２項、第４条、
第４条の２、第５条、第６条、第８条、第１１条から第１３条ま
で、第１４条第１項、第１５条第１項若しくは第２項、第１８条、

第６０条 第２条第１項若しくは第３項（第３条第３項において準
用する場合を含む。）、第３条第１項若しくは第２項、第４条、
第４条の２、第５条、第６条、第８条、第１１条から第１３条ま
で、第１４条第１項、第１５条第１項若しくは第２項、第１８条、
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第１９条第１項若しくは第２項、第２０条、第２１条、第２３条
第１項若しくは第２項、第２４条、第２５条、第３０条第１項、
第３１条、第３２条、第３３条第１項、第３４条、第３５条、第
３７条から第４３条まで、第４４条第１項若しくは第３項から第
５項まで又は第４８条から第５２条
までの規
定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者（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、当該建築物又は建築設備の工事施
工者）は、５０万円以下の罰金に処する。
２ ≪略≫

第１９条第１項若しくは第２項、第２０条、第２１条、第２３条
第１項若しくは第２項、第２４条、第２５条、第３０条第１項、
第３１条、第３２条、第３３条第１項、第３４条、第３５条、第
３７条から第４３条まで、第４４条第１項若しくは第３項から第
５項まで、第５４条又は第５７条の３から第５７条の７までの規
定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者（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、当該建築物又は建築設備の工事施
工者）は、５０万円以下の罰金に処する。
２ ≪略≫

別表５(第５９条の４関係)

別表５(第５９条の４関係)

指定、許可、認定並びに指定、許可及び認定の
取消し

手数料の額

指定、許可、認定並びに指定、許可及び認定の
取消し

手数料の額

法第７条の６第１項第１号若しくは第２号又は
第１８条第２４項第１号若しくは第２号（法第
８７条の２又は第８８条第１項若しくは第２項
において準用する場合を含む。）の規定に基づ
く仮使用の認定の項から法第４２条第１項第５
号の規定に基づく道の位置の指定の項まで

≪略≫

法第７条の６第１項第１号若しくは第２号又は
第１８条第２４項第１号若しくは第２号（法第
８７条の２又は第８８条第１項若しくは第２項
において準用する場合を含む。）の規定に基づ
く仮使用の認定の項から法第４２条第１項第５
号の規定に基づく道の位置の指定の項まで

≪略≫

法第４３条第２項第１号の規定に基づく建築の 1件につき
認定
00円

法第４３条第２項第２号
の許可

43,0

の規定に基づく建築 1件につき 苫小
牧市建築審査会
の同意を得て市
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※新設

法第４３条第１項ただし書の規定に基づく建築 1件につき 苫小
の許可
牧市建築審査会
の同意を得て市

長が定める基準
に該当する場合
43,000円
その他の場合 8
7,200円
法第４４条第１項第２号の規定に基づく建築の
許可の項から法第６８条の７第５項の規定に基
づく建築物の容積率に関する特例の許可の項ま
で

≪略≫

長が定める基準
に該当する場合
43,000円
その他の場合 8
7,200円
法第４４条第１項第２号の規定に基づく建築の
許可の項から法第６８条の７第５項の規定に基
づく建築物の容積率に関する特例の許可の項ま
で

法第８５条第５項の規定に基づく仮設興行場等 1件につき
の建築の許可
000円

130,

法第８５条第５項の規定に基づく仮設建築物
の建築の許可

法第８５条第６項の規定に基づく１年を超えて 1件につき
使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築 000円
の許可

193,

※新設

法第８６条第１項の規定に基づく一団地内の建
築物に関する特例の認定の項から令第１３７条
の１６第２号の規定に基づく既存の建築物の移
転制限の適用除外に係る範囲の認定の項まで

≪略≫

法第８６条第１項の規定に基づく一団地内の建
築物に関する特例の認定の項から令第１３７条
の１６第２号の規定に基づく既存の建築物の移
転制限の適用除外に係る範囲の認定の項まで

施行日：公布の日、ただし第１８条第１項の表の改正規定は平成３１年１月１５日
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≪略≫

1件につき
000円

≪略≫

130,

