建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令案（仮称）新旧対照条文

正

案

（新設）

○建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令（平成七年政令第四百二十九号）

改

法第五条第三項第一号の政令で定める公益上必要な建築物は、

（都道府県耐震改修促進計画に記載することができる公益上必要な建
築物）
第二条

診療所

次に掲げる施設である建築物とする。
一

電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第四号に

下水道法（昭和三十三年法律第七十 九号）第二条第三号に規定す

る施設

る水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供す

水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第三条第二項に規定す

販売事業の用に供する施設

四十二年法律第百四十九号）第二条第三項に規定する液化石油ガス

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和

するガス事業の用に供する施設

ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）第二条第十項に規定

に規定する電気事業の用に供する施設

電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第二条第一項第九号

規定す る電気通信事業の用に供する施設

二

三

四

五

六

七

る公共 下水道又は同条第四号に規定する流域下水道の用に供する施
設

現

行

（傍線部分は改正部分）
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八

熱供給事業法（昭和四十七年法律第八十八号）第二条第二項に規

火葬場

定する熱供給事業の用に供する施設
九
汚物処理場
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和四十六年政令

十
十一
第三百号。次号において「廃棄物処理法施行令」という。）第五条

廃棄物処理法施行令第七条第一号から第十三号の二までに掲げ

第一項に規定するごみ処理施設
十二
る産業廃棄物の処理施設（工場その他の建築物に附属するもので、

鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）第二条第一項に規

当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。）
十三

軌道法（大正十年法律第七十六号）第一条第 一項に規定する軌

定する鉄道事業の用に供する施設
十四

道路運送法 （昭和二十六年法律第百八十三号）第三条第一号イ

道の用に供する施設
十五

貨物自動車運送事業法（平成元年法律第八十三号）第二条第二

に規定す る一般乗合旅客自動 車運送事業の用に供する施設
十六

自動車ターミナル法（昭和三十四年法律第百三十六号）第二条

項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供する施設
十七

港湾法（昭 和二十五年法律第二百十八号）第二条第五項に規定

第八項に規定する自動車ターミナル事業の用に供する施設
十八

空港法（昭 和三十一年法律第八十号）第二条に規定する空港の

する港湾施設
十九

放送法（昭 和二十五年法律第百三十二号）第二条第二号に規定

用に供する施設
二十

する基幹放送の用に供する施設
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二十 一

工業用水道事業法（昭和三十三年法律第八十四号）第二条第

災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第二条

四項に規定する工業用水道事業の用に供する施設
二十二
第十号に規定す る地域防災計画において災害応急対策に必要な施設
として定められたものその他これに準ずるものとして国土交通省令
で定めるもの

法第五条第三項第一号の政令で定めるその地震に対する安全性

（耐震不明建築物の要件）
第三条

が明らかでない建築物は、昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工
事に着手したものとする。ただし、同年六月一日以後に増築、改築、
大規模の修繕又は大規模の模様替の工事（次に掲げるものを除く。）
に着手し、建築基準法第七条第五項、第七条の二第五項又は第十八条
第十六項の規定による検査済証の交付（以下この条において単に「検
査済証の交付」という。）を受けたもの（建築基準法施行令第百三十
七条の十四第一号に定める建築物の部分（以下この条において「独立
部分」という。）が二以上ある建築物にあっては、 当該二以上の独立
部分の全部について同日以後にこれらの 工事に着手し、検査済証の交

建築基準法施行令第百三十七条の十二第一項に規定する範囲内の

築の工事

建築基準法施 行令第百三十七条の二第四号に該 当す る増築又は改

模の修繕又は大規模の模様替の工事

計画に係る二以上の工事のうち最後の工事以外の増築、改築、大規

建築基準法第八十六条の八第一項の規定による認定を受けた全体

付を受けたものに限る。）を除く。
一

二

三

大規模の修繕又は大規模の模様替の工事

（新設）
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法第五条第三項第二号の政令で定める建築物は、そのいずれか

（通行障害建築物の要件）
第四条
の部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、
次の 各号に掲げる当該前面道路の幅員に応じ、それぞれ当該各号に定
める距離（これによることが不適当である場合として国土交通省令で
定める場合においては、当該幅員が十二メートル以下のときは六メー
トルを超える範囲において 、当該幅員が十二メートルを超え るときは

十二メートル以下の場合

前面道路の幅員の二分の一に相当す

六メートル

六メートル以上の範囲において、国土交通省令で定める距離）を加え

一
十二メートルを超える場合

たものを超える建築物とす る。

二
る距離

（要安全確認計画記載建築物に係る報告及び立入検査）
所管行政庁は、法第十三条第一項の規定により、要安 全確認計

所管行政庁は、法第十三条第一項の規定により、その職員に、要安

る報告の対象とな る事項を除く。）に関し報告させ るこ とができ る。

計画記載建築物の耐震診断及び耐震改修の状況（法第七条の規定によ

係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並び に当該要安全確認

、当該要安全確認計画記載建築物の設計及び施工並びに構造の状況に

画記載建築物の所有者に対し、当該要安全確認計画 記載建築物につき

第五条

２

全確認計画記載建築物、要安全確認計画記載建築物の敷地又は要安全
確認計画記載建築物の工事現場に立ち入 り、当該要安全確認計画記載
建築物並びに当該 要安全確認計画記載建築物の敷地、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。

（新設）

（新設）
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（略）

法第十四条第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものと

（多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物の要件）

四

三

二

一

階数二及び床面積の合計五百平方メートル

階数二及び床面積の

階数三及び床面積の

階数一及び床面積の合計千平方メートル

前項各号のうち二以上の号に掲げる建築物の用途を兼ねる場合にお

体育館

合計千平方メートル

くは第十号から第十八号まで に掲げる建築物

会場、展示場、百貨店、事務所又は前項第一号から第七号まで若し

学校（幼稚園及び小学校等を除く。）、病院、劇場、観覧場、集

合計千平方メートル

は第九号に掲げる建築物（保育所を除く。）

（以下「小学校等」という。）、老人ホーム又は前項第八号若しく

小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校

幼稚園又は保育所

下こ の項において同じ。）とする。

該各号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。以

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める階数及び床面積の合計（当

法第十四条第一号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物

一～十八

する。

第六条

２

３

ける法第十四条第一号の政令で定める規模は、同項の規定にかかわら
ず、同項各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め
る階数及び床面積の合計に相当するものとして国土交通省令で定める
階数及び床面積の合計とする。

（多数の者が利用する特定建築物の要件）

法第六条第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとす

（略）

法第六条第一号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の

一～十八

る。

第二条

２

体育館

階数が二で、かつ、床面積の合計が五百平方

階数が二で、かつ、

階数が三で、かつ、

床面積の合計が千平方メートルのもの

床面積の合 計が千平方メートルのもの

くは第十号から第十八号までに掲げる建築物

会場、展示 場、百貨店、事務所又は前項第一 号から第七号まで若し

学校（幼稚園及び小学校等を 除く。）、病院、劇場、観覧場、集

床面積の合 計が千平方メートルのもの

は第九号に掲げる建築物（保育所を除く。）

（以下「小学校等」という。）、老人ホーム又は前項第八号若しく

小学校、中学校、中等教育学 校の前期課程若しくは特別支援学校

メートルのもの

幼稚園又は保育所

区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一

二

三

四

- 5 -

（危 険物の貯蔵場等の用途に供する特定既存耐震不適格建築物の要件
）
法第十四条第二号の政令で定める危険物は、次に掲げるものと

（略）

（略）

法第六条第二号の政令で定める危険物は、次に掲げるものとす

（危険物の貯蔵場等の用途に供する特定建築物の要件）

第三条
る。
一～七

法第六条第二号の政令で定める数量は、次の各号に掲げる危険物の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量（第六号及び第七号に掲

２

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量（第六号及び第七号に

（略）

げる危険物にあっては、温度が零度で圧力が一気圧の状態におけ る数

（略）

一～十

掲げる危険物にあっては、温度が零度で圧力が一気圧の状態 における

（略）

量とする。）とする。

一～十
（略）

（多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある特定建築物の要件
）

法第六条第三号の政令で定める建築物は、そのいずれかの部分

一

十二メートルを超える場合

十二メートル以下の場合

六メートル

前面道路の幅員の二分の一に相当す

法第七条第二項の政令で定める特定建築物は、次に掲げるもの
とする。

第五条

（所管行政庁による指示の対象となる特定建築物の要件）

る距離

二

離を加えたものを超える建築物とする。

号に掲げる当該前 面道路の幅員に応じ、それぞれ当該各号に定める距

の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、次の各

第四条

３

数量とする。）とする。

法第十四条第二号の政令で定める数量は、次の各号に掲げる危険物

一～七

する。

第七条

２

３

（削除）

法第十五条第二項の政令で定める特定既存耐震不適格建築物は

（所管行政庁によ る指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の要
件）
第八条

、次に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物とする。
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２

３

（略）

法第十四条第二号に掲げる建築物

一～十八
十九
法第十五条第二項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物
の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める床面積の合計（当該各号に
掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この項

前項第一号から第十六号まで又は第十八号に掲げる建築物（保育

において同じ。）とする。
一
床面積の合計二千平方メートル

幼稚園又は保育所

所を除く。）
二
小学校等

床面積の合計七百五十平方メートル

三
前項第十九号に掲げる建築物

床面積の合計五百平方メートル

床面積の合計千五百平方メートル

四

前項第一号から第三号までのうち二以上の号に掲げる建築物の用途
を兼ねる場合における法第十五条第二項の政令で定める規模は、前項
の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる建築物の区
分に応じ、それぞれ同項第一号から第三号までに定める床面積の合計
に相当するものとして国土交通省令で定める床面積の合計とする。

（特定既存耐震不適格建築物に係る報告及び立入検査）

２

（略）

法第七条第二項第三号に掲げる特定建築物

一～十八
十九

法第七条第二項の政令で定める規模は、次に掲げる特定建築物の区

前項第一号から第十六号まで又は第十八号に掲げる特定建築物（

分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一

床面積の合計が二千平方メートルのもの
幼稚園又は保育所

保育所を除く。）
二

小学校等

床面積の合計が七百五十平方メートルのもの
三

前項第十九号に掲げる特定建築物

床面積の合計が五百平方メー

床面積の合計が千五百平方メートルのもの
四

トルのもの

（報告及び立入検査）

定建築物で同条第二項 に規定する規模以上のものの所有 者に対し、当

所管行政庁は、法第七条第四項の規定により、前条第一項の特

特定既存耐震不適 格建築物で同条第二項に規定する規模以上のもの及

該特定建築物につき、当該特定建築物の設計及び施工に係る事項のう

第六条

び法第十五条第二項第四号に掲げる特定既存耐震不適格建築物の所有

ち地震に対する安全性に係るもの並びに当該特定建築物の耐震診断及

所管行政庁は、法第十五条第四項の規定により、前条第一項の

者に対し、これらの特定既存耐震不適格建築物につき、当該特定既存

び耐震改修の状況に関し報告させ るこ とができ る。

第九条

耐震不適格建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち
地震に対する安全性に係るもの並びに当該特定既存耐震不適格建築物
の耐震診断及び耐震改修の状況に関し報告させることができる。
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２

一項の特定建築物で同条第二項に規定する規模以上のもの、当該 特定

所管行政庁は、法第七条第四項の規定により、その職員に、前条第

第一項の特定既存耐震不適 格建築物で同条第二項に規定する規模以上

建築物の敷地又は当該特定建築物の工事現場に立ち入り、当該特定建

２

のもの及び法第十五条第二項第四号に掲げる特定既存耐震不適格建築

築物並びに当該特定建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書

所管行政庁は、法第十五条第四項の規定により、その職員に、前条

物、これらの特定既存耐震不適格建築物の敷地又はこれらの 特定既存

その他の関係書類を検査させることができる。

（新設）

（新設）

耐震 不適格建築物の工事現場に立ち入り、当該特定既存耐震不適格建
築物並びに当該特定既存耐震不適格建築物の敷地、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。

（基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査）
所管行政庁は、法第二十四条第一項の規定により、法第二十二

所管行政庁は、法第二十四条第一項の規定により、その職員に、基

認定建築物の耐震診断の状況に関し報告させることができる。

に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該基準適合

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の状況

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

第十条

２

準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷地又は基準適合認定建築
物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
合認定建築物の敷地、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。

所管行政庁は、法第二十七条第四項の規定により、要耐震改

（要耐震改修認定建築物に係る報告及び立入検査）
第十一条

修認定建築物の区 分所有者に対し、当該要耐震改修認定建築物につき
、当該要耐震改修認定建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る
事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該要耐震改修認定
建築物の耐震診断及び耐震改修の状況に関し報告させることができる
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２

。
所管行政庁は、法第二十七条第四項の規定により、その職員に、要
耐震改修認定建築物、要耐震改修認定建築物の敷地又は要耐震改修認
定建築物の工事現場に立ち 入り、当該要耐震改修認定建築物 並びに当
該要耐震改修認定建築物の敷地、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。

（独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる建築物）
法第二十九条の政令で定める建築物は、独立行政法人都市再

法第十四条の政令で定める建築物は、独立行政法人都市再生機

（独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる建築物）
第七条

構法（平成十五年法律第百号）第十一条第三項第二号の住宅（共同住

第十二条

生機構法（平成十五年法律第百号）第十一条第三項第二号の住宅（共

宅又は長屋に限る。）又は同項第四号の施設である建築物とする。

１

建設省組織令（昭和二十七年政令第三百九十四号）の一部を次のよ

（建設省組織令の一部改正）

（略）

（施行期日）

附則

同住宅又は長屋に限る。）又は同項第四号の施設である建築物とする
。

附則

（略）

（施行期日）
第一条

（削除）
２

うに改正する。

第九条第九号中「及び高齢者、身体障害者等が円滑に利用でき る特

定建築物の建築の促進に関する法律（平成六年法律第四十四号）」を

「、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促

進に関する法律（平成六年法律第四十四号）及び建築物の耐震改修の

促進に関する法律（平成七年 法律第百二十三号）」に改める。
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（地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模な既存耐震

法附則第三条第一項の政令で定める既存耐震不適格建築物は、

不適格建築物の要件）
第二条

次のイからヘまでに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該イ

のものに限る。

距離が、当該危険物の区分に応じ、国土交通大臣が定める距離以下

あっては、その外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの

が定める危険物を貯蔵し、又は処理しようとするものに限る。）に

物の敷 地外に被害を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通大臣

九号に掲げる建築物（地震による当該建築物の倒壊により当該建築

第八条第一項各号に掲げる建築物であること。ただし、同項第十

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
一

二

からヘ までに定める階数及び床面積の合計（当該イからヘまでに掲
げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計を いう。以下こ の項

体育館

階数三及び床面積の合計五千

階数一及び床面積の合計五千平方メートル

平方メートル

。ロにおいて同じ。）を除く。）

でに掲げる建築物（体育館（一般公共の用に供され るものに限る

第八条第一項第一号から第七号まで又は第九号から第十六号ま

において同じ。）以上のものであるこ と。
イ

ロ

第三十四条第五号中「第七十一条第九号」を「第七十一条第十号」
に改める。

第七十一条中第十一号を第十二号とし、第八号から第十号までを一

建築物の耐震改修の促進に関する法律の施行に関すること。

号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
八
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２

三

ハ

ニ

階数二及び床面積の合計千五百平方メート

階数二及び床面積の合計五千平方メートル

第八条第一項第八号又は第十八号に掲げる建築物（保育所を除
く。）
幼稚園又は保育所

小学校等

ル
ホ
第八条第一項第十九号に掲げる建築物

階数一及び床面積の合

階数二及び床面積の合計三千平方メートル

ヘ
計五 千平方メートル
第三条に規定する建築物であること。
前項第二号イからホまでのうち二以上に掲げる建築物の用途を兼ね
る場合における法附則第三 条第一項の政令で定める既存耐震不適格建
築物は、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第三号に掲げる要
件のほか、同項第二号イからホまでに掲げる建築物の区分に応じ、そ
れぞれ同号イからホまでに定める階数及び床面積の合計以上のもので
あることに相当するものとして国土交通省令で定める要件に該当する
ものとする。

第五条の規定は、要緊急安全確認大規模建築物について準用す

（要緊急安全確認大規模建築物に係る報告及び立入検査）
第三条

る。この場合にお いて、同条中「法第十三条第一項 」とあるのは「法
附則第三条第三項において準用する法第十三条第一項」と、同条第一
項中「法第七条」とあるのは「法附則第三条第一項」と読み替えるも
のとする。
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案

○郵政民営化法施行令（平成十七年政令第三百四十二号）（抄）（附則第○条関係）

正

現

（傍線部分は改正部分）

行

（郵便貯金銀行についての金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

改

（郵便貯金銀行についての金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

（略）

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法律第百二十

（略）

十八～三十六

（略）

三号）第二十条第二項

十七

一～十六

次に掲げる法律の規定とする。

法第百二十四条第二項に規定す る政令で定める法律の規定は、

等の適用関係）

（略）
２

第四条

等の適用関係）
法第百二十四条第二項に規定する政令で定める法律の規定は、

（略）

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法律第百二十

（略）

十八～三十六

三号）第三十五条第二項

十七

一～十六

次に掲げる法律の規定とす る。

第四条

２
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