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○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 行

（長屋の形態及び戸数） （長屋の形態及び戸数）

第６条 木造の長屋（耐火建築物又は準耐火建築物を除く。）は、 第６条 木造の長屋（耐火建築物又は準耐火建築物を除く。）は、

６戸建て以下又は延べ面積が５００平方メートル以下で、かつ、 ６戸建て以下又は延べ面積が５００平方メートル以下で、かつ、

２階建て以下でなければならない。ただし、１階の主要構造部が ２階建て以下でなければならない。ただし、１階の主要構造部が

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「令」とい 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「令」とい

う。）第１１２条第１項の１時間準耐火基準第１２９条の２の３ う。）第１２９条の２の３第１項第１号ロに掲げる基準（主要構

第１項第る壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が同号ロに規 造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が同号ロに規

定する構造方法を用いるもの又は同号ロの規定による認定を受け 定する構造方法を用いるもの又は同号ロの規定による認定を受け

たものであることに係る部分に限る。）に適合する準耐火構造 たものであることに係る部分に限る。）に適合する準耐火構造

（第１４条及び第３２条第１項において「１時間準耐火構造」と （第１４条及び第３２条第１項において「１時間準耐火構造」と

いう。）の場合においては、３階建てとすることができる。 いう。）の場合においては、３階建てとすることができる。

（建築物等における応力度） （建築物等における応力度）

第１８条 ≪略≫ 第１８条 ≪略≫

２ 建築設備又は法第８８条第１項に規定する工作物につき令第 ２ 建築設備又は法第８８条第１項に規定する工作物につき令第

１２９条の２の３第３号又は令第１３９条第１項第４号イ（令第 １２９条の２の４第３号又は令第１３９条第１項第４号イ（令第

１４１条第２項及び第１４３条第２項において準用する場合に限 １４１条第２項及び第１４３条第２項において準用する場合に限

る。）に規定する構造計算をする場合は、規則で定めるところに る。）に規定する構造計算をする場合は、規則で定めるところに

よらなければならない。 よらなければならない。

（客席部の定員の算定方法） （客席部の定員の算定方法）

第３６条 この節の規定において、劇場、映画館、演芸場、観覧場、 第３６条 この節の規定において、劇場、映画館、演芸場、観覧場、

公会堂又は集会場の用途に供する建築物（以下この節において「興 公会堂又は集会場の用途に供する建築物（以下この節において「興

行場等」という。）の客席部の定員は、次に掲げる数値の合計と 行場等」という。）の客席部の定員は、次に掲げる数値の合計と

する。 する。

⑴‐⑸ ≪略≫ ⑴‐⑸ ≪略≫
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２ ≪略≫ ２ ≪略≫

（建築物の用途を変更して一時的に興行場等又は特別興行場等と ※新設

して使用する場合の制限の緩和）

第５８条の６ 建築物の用途を変更して法第８７条の３第５項に規

定する興行場等とする場合における当該興行場等について、市長

が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、同項の規定に

よる許可をする場合においては、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、建築物の用途を変更して法第８７条の３第６項

に規定する特別興行場等とする場合における当該特別興行場等に

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、同項の規定による許可をする場合に

ついて準用する。

（確認申請等手数料） （確認申請等手数料）

第５９条の２ 法第６条第１項（法第８７条第１項において準用す 第５９条の２ 法第６条第１項（法第８７条第１項において準用す

る場合を含む。）の規定による確認の申請又は法第１８条第２項 る場合を含む。）の規定による確認の申請又は法第１８条第２項

（法第８７条第１項において準用する場合を含む。）の規定によ （法第８７条第１項において準用する場合を含む。）の規定によ

る通知をしようとする者は、申請又は通知の際に、１件につき、 る通知をしようとする者は、申請又は通知の際に、１件につき、

別表１の左欄の床面積の合計の区分にそれぞれ対応する同表の右 別表１の左欄の床面積の合計の区分にそれぞれ対応する同表の右

欄に定める額（申請又は通知に係る計画に法第８７条の４の昇降 欄に定める額（申請又は通知に係る計画に法第８７条の２の昇降

機に係る部分が含まれる場合においては、当該額に第３項各号に 機に係る部分が含まれる場合においては、当該額に第３項各号に

掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額。以 掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額。以

下「基本額」という。）の手数料を納入しなければならない。 下「基本額」という。）の手数料を納入しなければならない。

２ 法第８７条の４において準用する法第６条第１項の規定による ２ 法第８７条の２において準用する法第６条第１項の規定による

確認の申請又は法第８７条の４において準用する法第１８条第２ 確認の申請又は法第８７条の２において準用する法第１８条第２

項の規定による通知をしようとする者は、申請又は通知の際に、 項の規定による通知をしようとする者は、申請又は通知の際に、

１件につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定 １件につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定
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める額の手数料を納入しなければならない。 める額の手数料を納入しなければならない。

⑴・⑵ ≪略≫ ⑴・⑵ ≪略≫

３ ≪略≫ ３ ≪略≫

（完了検査申請等手数料） （完了検査申請等手数料）

第５９条の３ 法第７条第１項の規定による検査の申請又は法第１８ 第５９条の３ 法第７条第１項の規定による検査の申請又は法第１８

条第１６項の規定による通知をしようとする者は、申請又は通知 条第１６項の規定による通知をしようとする者は、申請又は通知

の際に、１件につき、別表２の左欄の床面積の合計の区分にそれ の際に、１件につき、別表２の左欄の床面積の合計の区分にそれ

ぞれ対応する同表の右欄に定める額（申請又は通知に係る建築物 ぞれ対応する同表の右欄に定める額（申請又は通知に係る建築物

に法第８７条の４の昇降機に係る部分が含まれる場合においては、 に法第８７条の２の昇降機に係る部分が含まれる場合においては、

当該額に第３項に定める額を加算した額）の手数料を納入しなけ 当該額に第３項に定める額を加算した額）の手数料を納入しなけ

ればならない。 ればならない。

２ 前項の規定にかかわらず、法第７条の３第５項又は第１８条第 ２ 前項の規定にかかわらず、法第７条の３第５項又は第１８条第

２１項の中間検査合格証の交付を受けた後、法第７条第１項の規 ２１項の中間検査合格証の交付を受けた後、法第７条第１項の規

定による検査の申請又は法第１８条第１６項の規定による通知を 定による検査の申請又は法第１８条第１６項の規定による通知を

しようとする者は、申請又は通知の際に、１件につき、別表３の しようとする者は、申請又は通知の際に、１件につき、別表３の

左欄の床面積の合計の区分にそれぞれ対応する同表の右欄に定め 左欄の床面積の合計の区分にそれぞれ対応する同表の右欄に定め

る額（申請又は通知に係る建築物に法第８７条の４の昇降機に係 る額（申請又は通知に係る建築物に法第８７条の２の昇降機に係

る部分が含まれる場合においては、当該額に次項に定める額を加 る部分が含まれる場合においては、当該額に次項に定める額を加

算した額）の手数料を納入しなければならない。 算した額）の手数料を納入しなければならない。

３ 法第８７条の４において準用する法第７条第１項の規定による ３ 法第８７条の２において準用する法第７条第１項の規定による

検査の申請又は法第８７条の４において準用する法第１８条第１６ 検査の申請又は法第８７条の２において準用する法第１８条第１６

項の規定による通知をしようとする者は、申請又は通知の際に、 項の規定による通知をしようとする者は、申請又は通知の際に、

１件につき、１５，０００円の手数料を納入しなければならない。 １件につき、１５，０００円の手数料を納入しなければならない。

４ ≪略≫ ４ ≪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 手数料の額 指定、許可、認定並びに指定、許可及び認定の 手数料の額

取消し 取消し
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法第７条の６第１項第１号若しくは第２号又は ≪略≫ 法第７条の６第１項第１号若しくは第２号又は ≪略≫

第１８条第２４項第１号若しくは第２号（法第 第１８条第２４項第１号若しくは第２号（法第

８７条の４又は第８８条第１項若しくは第２項 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 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 く仮使用の認定

≪略≫ ≪略≫ ≪略≫ ≪略≫

法第４３条第２項第２号の規定に基づく建築の １件につき 法第４３条第２項第２号の規定に基づく建築の １件につき

許可 苫小牧市建築審 許可 苫小牧市建築審

査会の同意を得 査会の同意を得

て市長が定める て市長が定める

基準に該当する 基準に該当する

場合は43,000円、 場合 43,000円、

その他の場合は その他の場合

87,200円 87,200円

≪略≫ ≪略≫ ≪略≫ ≪略≫

法第４８条第１項ただし書、第２項ただし書、 １件につき 法第４８条第１項ただし書、第２項ただし書、 １件につき

第３項ただし書、第４項ただし書、第５項ただ 法第４８条第 第３項ただし書、第４項ただし書、第５項ただ 259,000円

し書、第６項ただし書、第７項ただし書、第９ １６項第１号に し書、第６項ただし書、第７項ただし書、第９

項ただし書、第１０項ただし書、第１１項ただ 該当する場合は 項ただし書、第１０項ただし書、第１１項ただ

し書、第１２項ただし書又は第１３項ただし書 61,600円、同項 し書、第１２項ただし書又は第１３項ただし書

（法第８７条第２項若しくは第３項又は第８８ 第２号に該当す （法第８７条第２項若しくは第３項又は第８８

条第２項において準用する場合を含む。）の規 る場合は193,000 条第２項において準用する場合を含む。）の規

定に基づく建築等の許可 円、その他の場 定に基づく建築等の許可

合は259,000円
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≪略≫ ≪略≫ ≪略≫ ≪略≫

法第５３条第４項及び第５項の規定に基づく壁 ≪略≫ 法第５３条第４項及び第５項の規定に基づく壁 ≪略≫

面線の指定等がある場合の建築物の建蔽率に関 面線の指定等がある場合の建築物の建蔽率に関

する特例の許可 する特例の許可

法第５３条第６項第３号の規定に基づく建築物 ≪略≫ 法第５３条第５項第３号の規定に基づく建築物 ≪略≫

の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可 の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可

法第５３条の２第１項第３号又は第４号（法第 ≪略≫ 法第５３条の２第１項第３号又は第４号（法第 ≪略≫

５７条の５第３項において準用する場合を含 ５７条の５第３項において準用する場合を含

む。）の規定に基づく建築物の敷地面積の許可 む。）の規定に基づく建築物の敷地面積の許可

の項から法第８６条の８第１項の規定に基づく の項から法第８６条の８第１項の規定に基づく

２以上の工事の全体計画の認定の項まで ２以上の工事の全体計画の認定の項まで

法第８６条の８第３項（法第８７条の２第２項 １件につき 法第８６条の８第３項（法第８７条の２第２項 １件につき

において準用する場合を含む。）の規定に基づ 17,500円 において準用する場合を含む。）の規定に基づ 17,500円

く２以上の工事の全体計画の変更の認定 く２以上の工事の全体計画の変更の認定

法第８７条の２第１項の規定に基づく２以上の １件につき ※新設

工事の全体計画の認定 50,800円

法第８７条の３第５項の規定に基づく興行場等 １件につき ※新設

の使用の許可 130,000円

法第８７条の３第６項の規定に基づく特別興行 １件につき ※新設

場等の使用の許可 193,000円

≪略≫ ≪略≫ ≪略≫ ≪略≫
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施行日：公布の日


