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R02度本試験検証講習会 「法規」

率 コード 類似 大項目 小項目 問題 解説 解答

6 02011 21012 確認申請 建築基準
関係規定

港湾法第40条第1項及び高圧ガス保安法
第24条並びにこれらの規定に基づく命令
及び条例の規定で建築物の敷地，構造
又は建築設備に係るものは，「建築基準
関係規定」に該当する．

「令9条」に「建築基準関係規定」の解説が載っており，その「三号」，及
び，「四号」より，「港湾法第40条第1項及び高圧ガス保安法第24条並
びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地，構
造又は建築設備に係るものは，「建築基準関係規定」に該当する．」と
わかる．

○

5 02012 25014 防火区画 防火設備 防火戸であって，これに通常の火災によ
る火熱が加えられた場合に，加熱開始後
1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さ
ないものとして，国土交通大臣の認定を
受けたものは，「特定防火設備」に該当す
る．

「令112条1項」のカッコ書きより「特定防火設備とは，令109条に規定
する防火設備のうち，加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎
を出さないものとして，①.大臣構造のもの，②.大臣認定を受けたもの
のうちのどちらかに該当するものをいう．」とわかる．問題文は正しい．
（この問題は，コード「18011」の類似問題です．）

○

75 02013 27011 用語の定
義

耐火建築
物

耐火建築物における外壁以外の主要構
造部にあっては，「耐火構造」又は「当該
建築物の周囲において発生する通常の
火災による火熱に当該火災が終了するま
で耐えるものとして，所定の技術的基準
に適合する構造」のいずれかに該当する
ものでなければならない．

「法2条第九号の二」に「耐火建築物」の解説が載っており，そこを訳す
と「耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては，「耐火構
造」又は「屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災
が終了するまで耐えるものとして所定の技術的基準に適合する構造」
のいずれかに該当するものでなければならない．」とわかる．問題文
は誤り．（この問題は，コード「18015」の類似問題です．）

×

13 02014 23014 用語の定
義

大規模の
修繕

木造，地上2階建ての一戸建ての住宅に
おいて，土台の過半について行う修繕
は，「大規模の修繕」に該当する．

「法2条第十四号」に「大規模の修繕」の解説が載っており，そこを訳す
と「1種類以上の主要構造部の過半を修繕することを大規模の修繕と
いう．」とわかる．また，「法2条第五号」の「主要構造部」をチェックする
と，「土台」は主要構造部に含まれない．ゆえに，問題文の場合は「大
規模の修繕」に該当しない．

×

5 02021 26022 用語の定
義(令)

延べ面積 物品販売業を営む店舗の用途に供する
建築物の屋上部分に設ける階段室の水
平投影面積の合計が，当該建築物の建
築面積の1/8以下であっても，当該階段
室の床面積は，当該建築物の延べ面積
に算入する．

「延べ面積の算定」に関して，「建築物の屋上部分の昇降機塔等の場
合，その水平投影面積を延べ面積に算入しない．」といった緩和措置
はない．建築物の建築面積の1/8以内の場合であっても，当該階段室
の床面積は，当該建築物の延べ面積に算入する．（この問題は，コー
ド「23021」の類似問題です．）

○

15 02022 27022 用語の定
義（令）

地盤面 建築物が周囲の地面と接する位置の高
低差が3mを超える場合，日影による中高
層の建築物の高さの制限に関する規定
において，建築物の軒の高さを算定する
場合の地盤面は，建築物が周囲の地面
と接する位置の高低差3m以内ごとの平
均の高さにおける水平面とする．

「法56条の2」に「日影による中高層の建築物の高さの制限」の解説が
載っており，「別表4(い)欄の対象区域内にある同表（ろ）欄に掲げる建
築物は，日影の制限の対象となる．」とわかる．同表(ろ)欄の制限を受
ける建物の「軒の高さ」の算定は，令2条1項第七号」より，「地盤面」か
らの高さとわかる．「令2条2項」より，「地盤面とは，高低差が3m以内
の場合，建物が周囲の地面と接する平均の高さをいい，高低差が3m
を超える場合においては，その高低差3m以内ごとの平均の高さにお
ける水平面をいう．」とわかる．

○

76 02023 25022 高さ制限 隣地斜線
高低差緩
和

隣地との関係についての建築物の各部
分の高さの制限の緩和の規定において，
建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面
より1m以上低い場合においては，その建
築物の敷地の地盤面は，当該高低差の
1/2だけ高い位置にあるものとみなす．

「法56条6項」，「令135条の3第二号」に「隣地との関係についての建築
物の各部分の高さ制限（通称：隣地斜線）における高低差緩和」につ
いて載っている．「緩和内容」は,「敷地の地盤面が隣地の地盤面より
1m以上低い場合，その高低差から1mを引いた値の1/2だけ敷地の地
盤面が高い位置にあるものとみなすことができる．」となっている．問
題文では，「高低差から1mを引いていない」ので誤り．（この問題は，
コード「20032」の類似問題です．）

×

2 02024 22024 用語の定
義（令）

階数 建築物の敷地が斜面又は段地であるな
ど建築物の部分によって階数を異にする
場合においては，これらの階数のうち最
大なものを，当該建築物の階数とする．

「令2条第八号」に「階数の算定方法」の解説が載っており，そこを訳す
と「階数を異にする場合は，これらの階数のうち最大なものをその建
築物の階数とする．」とわかる．（この問題は，コード「14021」の類似問
題です．）

○

【配布資料の読み方】
「率」は４選択枝の回答率（小数点四捨五入）を，「コード」は問題番号（「02123」は，R02年度12問目3番選択枝）を表します．
斜体・太字は正答枝を，グレーの網掛けは「正答率が40％以上～60％未満の正答枝（＝重要問題）」を表します．
「類似コード」から右の欄は，R02年度のコードに対する過去問の類似問題を表します．類似問題に記入の無いものは，新出問題です．
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R02度本試験検証講習会 「法規」

率 コード 類似 大項目 小項目 問題 解説 解答
4 02031 24022 設備準用 設備 防火地域内において，「鉄筋コンクリート

造，延べ面積500㎡，地上3階建ての物品
販売業を営む既存の店舗内におけるエス
カレーターの設置」は，確認済証の交付を
受ける必要がある．

「設備を建物に設ける場合において申請義務が生じる条件」について
は「法87条の4」に載っており，そこを訳すと「政令指定されている建築
設備を法6条第一～三号条件に該当する建物に設ける場合には申請
義務が生じる．」とわかる．その「政令指定」については「令146条」に
規定されており，「エスカレーター」はその「一号」条件に該当する．ま
た，問題文の建物は「物販店舗であり，延べ面積500㎡であるため「法
6条」の「一号」条件に該当する．ゆえに，問題文の建物に「エスカレー
ター」を設置する場合には申請義務が生じる．（この問題は，コード
「21104」の類似問題です．）

○

36 02032 23034 用途変
更，類似
用途

用途変更 延べ面積5,000㎡の学校の用途を変更し
て，図書館とする場合においては，確認
済証の交付を受けなければならない．

「法87条」より，「建物の用途を変更し，法6条第一号条件に該当する
特建とする場合（その用途変更が類似の用途相互間である場合を除
く．）には申請義務が生じる．」とある．この「類似用途」については「令
137条の18」より，「ある特建に対して，条文中同じ号に記載されている
他の特建を類似用途とみなす．」とわかる．問題文の「学校から図書
館への用途変更」は，「令137条の18各号」のいずれにも該当しないた
め，類似の用途相互間の変更には該当しない．よって，確認済証の交
付を受けなければならない．

○

1 02033 28034 工作物準
用

工作物 遊園地に設ける回転運動をする遊戯施
設のうち，原動機を使用するメリーゴーラ
ウンドの築造は，確認申請が必要であ
る．

「申請義務が生じる工作物としての設備」については「法88条」に載っ
ており，そこを訳すと「昇降機等で，政令指定されているものは申請義
務が生じる．」とわかる．その「政令指定」については「令138条2項」に
規定されており，その「三号」より，「メリーゴーラウンドは昇降機等に
該当する．」とわかる．ゆえに，申請義務が生じる．（この問題は，コー
ド「20055」の類似問題です．）

○

57 02034 25033 確認申
請，用語
の定義

大規模の
修繕

「木造，延べ面積150㎡，高さ9m，地上2
階建ての一戸建ての住宅における外壁
の過半の模様替」は，確認済証の交付を
受ける必要がない．

「法6条」に「申請が必要な建物条件」について載っており，そこを訳す
と「法6条第一号～三号条件に該当する建物における大規模の模様
替の場合には申請義務が生じる．」とわかる．問題文の建物は，「一号
～三号条件」のいずれにも該当しない．よって，主要構造部（法2条第
五号）である外壁の過半の模様替（大規模の模様替）であっても，申
請義務は生じない．（この問題は，コード「22031」の類似問題です．）

○

22 02041 30041 確認申請 安全上の
措置

既存の地上5階建ての病院（5階における
当該用途に供する部分の床面積の合計
が2,000㎡のもの）に設けた非常用の照明
装置に用いる照明カバーの取替えの工
事の施工中に，当該建築物を使用する場
合においては，当該建築主は，あらかじ
め，工事の施工中における建築物の安全
上，防火上又は避難上の措置に関する
計画を作成して特定行政庁に届け出なけ
ればならない．

「法90条の3」，「令147条の2第二号」より，「病院の用途で5階以上の
階における床面積の合計が1,500㎡を超えるもので，新築工事又は避
難施設等に関する工事の施工中に，その建物を使用する場合には，
安全上等の措置に関する計画を作成し，行政庁に届け出なければな
らない．」とわかる．ただし「法7条の6」，「令13条の2」より，「非常用の
照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事は，避難施設等に関す
る工事に含まれない軽易な工事に該当する．」とわかる．よって，「安
全上の措置等に関する計画の届出」については必要ない．

×

14 02042 確認申請 定期報告
3 02043 17052 確認申請 計画の変

更
建築主は，確認済証の交付を受けた建築
物について，当該建築物の高さが減少す
る場合における建築物の高さの変更をし
て，当該建築物を建築しようとする場合
は，原則として，あらためて，確認済証の
交付を受ける必要はない．

「法6条1項」のカッコ書きに「計画の変更」について載っており，「確認
済証の交付を受けた建築物の計画の変更（省令で定める軽微な変更
を除く．）を行う場合，あらためて，主事の確認を受けて，確認済証の
交付を受けなければならない．」とわかる．「軽微な変更」については，
「規則3条の2」に載っており，その「三号」より「建築物の高さが減少す
る場合における建築物の高さの変更は，軽微な変更に該当する．」と
わかる．よって，問題文の場合，あらためて，確認済証の交付を受け
る必要はない．

○

60 02044 26042 確認申請 仮使用 建築主は，鉄骨造，延べ面積200㎡，平
家建ての事務所を新築する場合において
は，検査済証の交付を受ける前であって
も，建築物を使用することができる．

「法7条の6」より，「法6条第1項第一号から第三号までの建築物を新
築，増築，改築，移転，大規模の修繕 若しくは 大規模の模様替の工
事で，避難施設等に関する工事を含むものをする場合，建築主は，原
則として，検査済証の交付を受けた後でなければ，当該避難施設等に
関する工事に係る建築物又は建築物の部分を使用してはならない．」
とわかる．問題文の建物は，「一号から三号」には該当しないため，検
査済証の交付を受ける前であっても，建築物を使用することができる．
（この問題は，コード「24041」の類似問題です．）

○

11 02051 19061 階段 階段 図問題
70 02052
11 02053
6 02054
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解答：Lの最小値 = 6.00m

07.「階段」のH19年度本試験図問題

問題コード　19061

地上2階建ての事務所（2階の居室の床面積の合計が300㎡）に屋内階段（直階段）

を設ける場合，図の Lの値として，建築基準法に適合する最小値はいくらか．

1階床面

2階床面

L

4
.4

0
m

解説：

「令23条」の表(三)より，直上階の居室の床面積の合計が200㎡をこえる地上

階の階段は，「けあげの制限値」=20cm以下，「踏面の制限値」=24cm以上と
わかる．次の手順に沿って解いていきましょう．

手順 ①．「床面高低差」=4.40m，｢けあげの制限値」=20cm以下なので，
「段数」= 440 / 20 = 22 となる．← 単位をcmに合わせることに
注意すること．

手順②． 「段数」=22 であるため，「踏面の数」= 22 - 1 = 21 となる．

手順③． 「踏面の数」=21，「踏面の制限値」=24cm以上なので， 「段長
さ」= 21 × 24 と考えてしまいそうですが，「令24条」より「一般の
用途の階段で，床面高低差が4mを超える場合は，4m 以内ごと
に踊場を設けなければならない．」とわかる．また，「令24条2項」に
「踊場の踏幅（踏面のこと）は，1.2m以上としなければならない．」
とある．

 ゆえに，｢踏面の数」=21のうちの「1つ」は，踏面 =1.2mとしなければならない．

∴ 「段長さの最小値」= (20 × 24)　+ (1 × 120) = 600cm = 6.00m となる．

07.「階段」の本試験図問題　P1



R02度本試験検証講習会 「法規」

率 コード 類似 大項目 小項目 問題 解説 解答
8 02061 27064 防火区画 防火設備 地上3階に居室を有する事務所で，主要

構造部を耐火構造としたものにおいて，
避難階である地上1階から地上3階に通
ずる階段の部分とその他の部分との区画
に用いる防火設備は，避難上及び防火上
支障のない遮煙性能を有するものでなけ
ればならない．

「令112条10項」に「たて穴区画」の解説が載っており，そこを訳すと「主
要構造部が準耐火構造以上で，かつ，地階または3階以上の階に居
室を有する建物におけるメゾネット部分，吹抜け・階段・昇降路・ダクト
スペース等の部分については，そのたて穴部分とその他の部分とを準
耐火構造の壁・床又は所定の防火設備で区画しなければならない．」
とわかる．その防火設備の構造については「令112条18項二号」に
載っており，「ロ」より「避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有す
るものでなければならない．」とわかる．（この問題は，コード「21081」
の類似問題です．）

○

73 02062 21084 防火区画 たて穴区
画（適用
除外）

主要構造部を耐火構造とした共同住宅の
住戸のうちその階数が2で，かつ，床面積
の合計が150㎡であるものにおける吹抜
きとなっている部分とその他の部分とは
防火区画しなくてもよい．

「令112条10項」に「たて穴区画」の解説が載っており，その条文最後
にあるただし書き及びその「二号」より，「共同住宅の住戸のうちその
階数が3以下で，かつ，床面積の合計が200㎡以内であるものにおけ
る吹抜きとなっている部分については，たて穴区画の適用除外とな
る．」とわかる．ゆえに，問題文の建物の場合，防火区画する必要はな
い．

○

8 02063 28063 防火区画 接壁 防火区画に接する外壁については，外壁
面から50cm以上突出した準耐火構造の
ひさし，床，袖壁等で防火上有効に遮ら
れている場合においては，当該外壁の所
定の部分を準耐火構造とする要件が緩
和される．

「令112条15項」に「防火区画に接する外壁（通称：接壁）」の解説が
載っており，そこを訳すと「防火区画としての壁・床・防火設備等に接
する外壁は，接している部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造
としなければならない．ただし，外壁面から50cm以上突出した準耐火
構造のひさし等で防火上有効に遮られている場合においては，この限
りでない．」とわかる．（この問題は，コード「20065」の類似問題です．）

○

8 02064 30064 防火区画 防火間仕
切

有料老人ホームの用途に供する建築物
の当該用途に供する部分（天井は強化天
井でないもの）については，原則として，
その防火上主要な間仕切壁を準耐火構
造とし，小屋裏又は天井裏に達せしめな
ければならない．

「令114条2項」より「児童福祉施設等（令19条より有料老人ホームを含
む）の用途に供する建物の当該用途に供する部分については，原則と
して，その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし，小屋裏又は天
井裏に達せしめなければならない．」とわかる．問題文は正しい．（こ
の問題は，コード「21082」の類似問題です．）

○

3 02071 29083 2直階段 2直階段 主要構造部を準耐火構造とした，延べ面
積1,000㎡，地上2階建ての物品販売業を
営む店舗で，2階における売場の床面積
の合計が500㎡のものは，2以上の直通
階段を設けなくてもよい．

「令121条」に「2直階段の設置条件」について載っており，そこを訳すと
「令121条各号のうち，いずれかに該当する場合は2直階段の設置が
必要．」とわかる．問題文の建物は「物販店舗」であり，「二号」条件を
チェックすると，「店舗（床面積の合計が1,500㎡を超える場合に限る）
の用途で使用する階で，その階に売場がある場合」とある．問題文に
ある建物の床面積は1,500㎡を超えていないため「二号条件」には該
当しない．また，「一号」，「三号」，「四号」，「五号」条件のいずれにも
該当しない．次に「六号ロ」条件をチェックすると，問題文の建物の場
合，「2項」の「倍緩和」が適用され，「六号ロ」条件は「5階以下の階で
その階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては
400㎡（ = 200㎡×2）を超えるもの」となる．よって，2直階段の設置義
務が生じる．（この問題は，コード「19084」の類似問題です．）

×

80 02072 29093 歩行距離 歩行距離 主要構造部を耐火構造とした地上15階建
ての共同住宅において，15階の居室及び
これから地上に通ずる廊下，階段その他
の通路の壁及び天井の室内に面する部
分の仕上げを準不燃材料とした場合に
は，15階の居室の各部分から地上に通ず
る直通階段のその一に至る歩行距離を
60mとすることができる．

「令120条」に「直通階段の設置」について載っており，「事務所」は特
殊建築物ではなく，問題文中，「共同住宅」で主要構造部が耐火構造
とあるため，表中（二）より，歩行距離は「50m」とわかる．また，問題文
には「居室及び通路部分の壁・天井の仕上げを準不燃」とあり，通常，
2項の「+10m緩和」を適用できるが，問題文の場合「15階建て」である
ため「+10m緩和」を適用することはできない．したがって，「歩行距離」
は 50m以下となる．（この問題は，コード「18071」の類似問題です．）

×

9 02073 24082 2直階段 2直階段 主要構造部を耐火構造とした地上3階建
ての共同住宅において，各階に住戸（居
室の床面積が50㎡）が5戸あるので，各階
に避難上有効なバルコニーを設け，2の
直通階段を設けた．

「令121条」に「2直階段の設置条件」について載っており，その「五号」
条件に「共同住宅の用途に使用する階で，その階における居室の床
面積の合計が100㎡を超える場合」とある．また，問題文中に「主要構
造部を耐火構造とした」とあるため，「2項」の「倍緩和」が適用され，
「五号」条件は「共同住宅の用途に使用する階で，その階における居
室の床面積の合計が200㎡を超える場合」となる．問題文にある建物
の居室の床面積の合計は250㎡であり，これに該当するため，2直階
段の設置義務が生じる．（この問題は，コード「12081」の類似問題で
す．）

○

6 02074 21201 歩行距離 歩行距離
（メゾネッ
ト）

主要構造部を準耐火構造とした地上の5
階建ての共同住宅におけるメゾネット形
式の住戸(その階数が2又は3であり，か
つ，出入口が一の階のみにあるもの)の
出入口のある階以外の階については，そ
の居室の各部分から避難階又は地上に
通ずる直通階段の一に至る歩行距離を
40m以下とすることができる．ただし，「避
難上の安全の検証」は行われていないも
のとする．

「令120条」に「直通階段の設置」について載っており，そこで「歩行距
離」について解説している．その「4項」より，「1住戸に2～3の階数を有
するメゾネット型共同住宅（主要構造部を準耐火構造以上としたもの
に限る）の場合，出入口（玄関等のこと）のない階の居室の各部分から
直通階段までの歩行距離が40m以下であるならば，同条1項の規定は
適用除外となる．」とわかる．ここを説明すると「本来は各居室の同一
階に直通階段への入口が必要となりますが，メゾネット型共同住宅に
おいては住戸の各部分から直通階段に至る歩行距離が40m以下であ
れば，居室と直通階段の出入口が同一階になくてもよい．」ということ
です．

○
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率 コード 類似 大項目 小項目 問題 解説 解答
70 02081 28081 避難安全

検証法
特別避難
階段の構
造

主要構造部を準耐火構造としたバルコ
ニーのない建築物で，当該建築物が全館
避難安全性能を有するものであることに
ついて全館避難安全検証法により確かめ
られたものにあっては，特別避難階段の
階段室には，その付室に面する部分以外
に屋内に面して開口部を設けることがで
きる．

「令129条の2第1項」より，「主要構造部が準耐火構造又は，不燃材料
で造られた建築物で全館避難安全性能を有するものであることについ
て①.全館避難安全検証法により確かめられたもの又は②.大臣認定
を受けたもののうちのいずれかである場合，一部の規定は適用除外と
なる．」とわかる．ただし，特別避難階段の構造に関する規定（令123
条3項第七号）は適用除外とはならないため，問題文の建物における
特別避難階段の階段室には，その付室に面する部分以外に屋内に面
して開口部を設けることができない．問題文は誤り．（この問題は，
コード「24083」の類似問題です．）

×

14 02082 14064 避難安全
検証法

特別避難
階段

延べ面積12,000㎡，高さ75m，地上20階
建の耐火建築物において，その各階が，
階避難安全性能を有するものであること
について，階避難安全検証法により確か
められた場合，17階において，特別避難
階段に付室を設けなかった．

「令129条1項」より，「主要構造部が準耐火構造又は，不燃材料で造ら
れた建築物で，階避難安全性能を有するものであることについて①.階
避難安全検証法により確かめられたもの又は②.大臣認定を受けたも
ののうちのどちらかに該当する場合，特別避難階段の構造規定（令
123条3項第一号）は適用除外となる．」とわかる．問題文は正しい．

○

12 02083 16082 避難安全
検証法

排煙設備 延べ面積36,000㎡，地上12階建のホテル
の用途に供する耐火建築物（主要構造部
を耐火構造としたもの）において，その各
階が，階避難安全性能を有するものであ
ることについて，階避難安全検証法により
確かめられた場合，4階において，宴会場
に排煙設備を設け，床面積600㎡ごとに
防煙壁で区画した．

「令129条1項」より，「主要構造部が準耐火構造又は，不燃材料で造ら
れた建築物で，階避難安全性能を有するものであることについて①.階
避難安全検証法により確かめられたもの又は②.大臣認定を受けたも
ののうちのどちらかに該当する場合，排煙設備の構造規定（令126条
の3）は適用除外となる．」とわかる．問題文は正しい．（この問題は，
コード「15062」の類似問題です．）

○

2 02084 28093 テンポ出
入口・屋
上広場

物販店舗
の出入口

各階を物品販売業を営む店舗の用途に
供する地上4階建ての建築物(各階の床
面積が400㎡)においては，原則として，各
階における避難階段の幅の合計を2.4m
以上としなければならない．

「令124条」に「物販店舗の階段・出入口の幅」について載っており，そ
の「一号」より「各階における避難階段及び特別避難階段の幅の合計
は，その直上階以上の階のうち床面積が最大の階における床面積
100㎡につき，60cmの割合で計算した数値以上にしなければならな
い．」とわかる．問題文の場合，避難階段の幅の合計を2.4m以上とす
る必要があるため，正しい．（この問題は，コード「24081」の類似問題
です．）

○

13 02091 29072 内装制限 車庫内装 延べ面積300㎡，平家建ての自動車修理
工場において，当該用途に供する部分の
壁及び天井の室内に面する部分の仕上
げを，難燃材料とした．

「令128条の4第二号」より，「自動車車庫，自動車修理工場である特建
はその床面積にかかわらず内装制限が適用される．」とわかる．ま
た，「令128条の5第2項」より，「自動車車庫等の用途に供する部分と
地上に通ずる主たる通路部分の壁及び天井の室内に面する部分の
仕上げを準不燃材料もしくは準不燃材料同等品で大臣が定める材料
の組合せとしなければならない．」とわかる．問題文には「難燃材料」と
あるため誤り．（この問題は，コード「24072」の類似問題です．）

×

14 02092
65 02093 17073 ヒナン階

段・特別
ヒナン階
段

特別避難
階段の構
造

延べ面積30,000㎡，地上20階建の事務
所の用途に供する耐火建築物（各階の床
面積が1,500㎡であり，各階に事務室が
設けられているもので，イ～ホの建築物
の条件を満たしているものとする．）に関
し，15階（当該階における居室の床面積
の合計は1,000㎡とする．）に通ずる直通
階段を特別避難階段とし，当該特別避難
階段の当該階における階段室及びこれと
屋内とを連絡する付室の床面積の合計を
30㎡とした．
【建築物の条件】
イ．主要構造部が所定の性能を有してい
ることについて，耐火性能検証法により確
かめられたものである．
ロ．主要構造部である床又は壁（外壁を
除く．）の開口部に設けられた防火設備が
所定の性能を有していることについて，防
火区画検証法により確かめられたもので
ある．
ハ．当該建築物が全館避難安全性能を
有するものであることについて，全館避難
安全検証法により確かめられたものであ
る．
ニ．自動式のスプリンクラー設備が全館
に設けられているものとする．
ホ．避難上有効なバルコニー，屋外通路
等は設けられていないものとする．

「令129条の2第1項」より，「主要構造部が準耐火構造又は，不燃材料
で造られた建築物で，全館避難安全性能を有するものであることにつ
いて①.全館避難安全検証法により確かめられたもの又は②.大臣認
定を受けたもののうちのどちらかに該当する場合，特別避難階段の構
造規定（令123条3項第十二号）は適用除外となる．」とわかる．尚，
「令123条3項第十一号」より，「15階の居室の床面積の合計1,000㎡に
3/100乗じたものの合計30㎡」であるため，全館避難検証法による適
用除外を受けなくても，付室面積30㎡であれば足りる．問題文は正し
い．（この問題は，コード「15065」の類似問題です．）

○

6 02094 26074 非常用進
入

設置条件 建築物の高さ31m以下の部分にある3階
以上の各階において，道に面する外壁面
に，幅及び高さが，それぞれ，75cm以上
及び1.2m以上の窓で，格子その他の屋外
からの進入を妨げる構造を有しないもの
を当該壁面の長さ10m以内ごとに設けて
いる場合においては，非常用の進入口を
設けなくてもよい．

「令126条の6」に「非常用進入口の設置条件」について載っており，そ
の「二号」より「道に面する外壁面に，直径1m以上の円が内接できる
窓で，格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当
該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合においては，非常用の進
入口の設置義務は生じない．」とわかる．問題文は正しい．（この問題
は，コード「21203」の類似問題です．）

○
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率 コード 類似 大項目 小項目 問題 解説 解答
3 02101 28104 非常用エ

レベー
ター

設置基準 高さ31mを超える建築物において，高さ
31mを超える部分を全て建築設備の機械
室とする場合は，非常用の昇降機を設け
なくてもよい．

「令129条の13の2」に「非常用エレベーター設置の緩和措置」の解説
が載っており，その「一号」より「高さ31mを超える部分が階段室や建
築設備の機械室等である場合，非常用エレベーターの設置は不要．」
とわかる．（この問題は，コード「16112」の類似問題です．）

○

69 02102 15101 採光・換
気，換気
設備

火器調理
室

事務所の用途に供する建築物において，
火を使用する設備又は器具として，発熱
量の合計が6kWのこんろ（密閉式燃焼器
具等であるものを除く．）を設けた調理室
で換気上有効な開口部を設けたものに
は，換気設備を設けなくてもよい．

「法28条3項」に「建築物の調理室で火を使用する器具を設けたものに
は，原則として，政令で定める技術的基準に従って，換気設備を設け
なければならない．」とあるが，その中のカッコ書きに「政令で定めるも
のを除く．」とある．その除かれるものについては，「令20条の3第1項」
に載っており，その「三号」より，「発熱量の合計が6kW以下の火を使
用する設備又は器具を設けた室（調理室を除く．）で換気上有効な開
口部を設けたものには，換気設備不要．」とわかる．ゆえに，問題文の
調理室は除かれているため，換気設備は必要となる．問題文は誤り．

×

20 02103 27103 エレベー
ター等

昇降路の
構造

建築物に設けるエレベーターで，乗用エレ
ベーター及び寝台用エレベーター以外の
ものの昇降路について，安全上支障がな
いものとして国土交通大臣が定めた構造
方法を用いるものについては，昇降路の
出入口の床先と籠の床先との水平距離
は，4cmを超えることができる．

「令129条の7」に「昇降路の構造」について載っており，その「四号」よ
り「出入口の床先と籠の床先との水平距離は，4cm以下とし，乗用エレ
ベーター及び寝台用エレベーターにあつては，籠の床先と昇降路壁と
の水平距離は，12.5cm以下としなければならない．」とわかる．ただ
し，「令129条の11」に「乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外
のエレベーターについては，安全上支障がない場合においては，令
129条の7第四号の規定を適用しない．」とあるため問題文は正しい．
（この問題は，コード「15103」の類似問題です．）

○

6 02104 29204 換気設備 冷却塔設
備

地階を除く階数が11以上である建築物の
屋上に設ける冷房のための冷却塔設備
は，防火上支障がないものとして国土交
通大臣が定めた構造方法を用いる場合
においては，主要な部分を不燃材料以外
の材料で造ることができる．

「令129条の2の6」に「冷却塔設備設置及び構造」について載ってお
り，その「一号」より「地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に
設ける冷房のための冷却塔設備の構造は，主要な部分を不燃材料で
造るか，又は，防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構
造方法を用いるものとしなければならない．」とわかる．問題文の場
合，大臣が定めた構造方法を用いているため，主要な部分を不燃材
料以外の材料で造ることができる．（この問題は，コード「23094」の類
似問題です．）

○

17 02111 23141 構造方法 構造仕様
規定と構
造計算の
組合せ

鉄筋コンクリート造の建築物において，保
有水平耐力計算によって安全性が確か
められた場合，構造耐力上主要な部分で
ある柱の主筋の断面積の和は，コンク
リートの断面積の0.8％以上としなくてもよ
い．

「令77条第六号」より，「構造耐力上主要な部分である柱の主筋の断
面積の和は，コンクリートの断面積の0.8％以上としなくてはならな
い．」とわかる．一方，「令36条2項第一号」より，保有水平耐力計算
（令81条2項第一号イに掲げる構造計算）によって安全性が確かめら
れた場合，鉄筋コンクリート造に関する規定（第六節）のうち，「令77条
第六号」は，適用除外となる．よって問題文は正しい．

○

10 02112
13 02113 25131 構造 積載荷重 建築物の実況によらないで，基礎の垂直

荷重による圧縮力を計算する場合，事務
室で，基礎のささえる床の数が7のとき
は，床の積載荷重として採用する数値を
1,300N/㎡とすることができる．

「令85条1項」の表中，「事務所」は（二）項用途に該当し，建築物の実
況によらないで，基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合，（ろ）
欄より，床の積載荷重は1,800N/㎡とわかる．また，「令85条2項」に
「柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合においては，
（ろ）欄の数値はそのささえる床の数に応じて，そこにある表の数値を
乗じた数値まで減らすことができる．ささえる床の数は「7」であるため，
緩和の割合は「0.7」となる．ゆえに，「室の床の積載荷重として採用す
る数値」=1,800×0.7=1,260となり，問題文の採用数値は，「1,300」（ ＞
1,260 ）であるため正しい．（この問題は，コード「23122」の類似問題で
す．）

○

58 02114 21134 構造方法 構造仕様
規定と構
造計算の
組合せ

鉄骨造の建築物において，限界耐力計算
によって安全性を確かめる場合，柱以外
の構造耐力上主要な部分である鋼材の
圧縮材の有効細長比は，250以下としな
ければならない．

「令65条」に「有効細長比」の解説が載っており，そこを訳すと「構造耐
力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は，柱にあっては
200以下，柱以外のものにあっては250以下としなければならない．」と
わかる．ただし，問題文中に「限界耐力計算によって安全性を確かめ
られた」とあるため，「令36条2項第二号」より，「第81条2項第一号ロに
掲げる構造計算（=限界耐力計算）によって安全性を確かめる場合」
は，「耐久性等関係規定」のみに適合すればよい．「令65条」の規定
は，「耐久性等関係規定」の中に含まれていないため適用除外とな
る．よって問題文は誤り．（この問題は，コード「13101」の類似問題で
す．）

×
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R02度本試験検証講習会 「法規」

率 コード 類似 大項目 小項目 問題 解説 解答
34 02121 24133 既存不適

格
構造計算 構造耐力の規定に適合していない部分を

有し，建築基準法第3条第2項の規定の
適用を受けている既存建築物に関して，
基準時における延べ面積が2,000㎡の既
存建築物に床面積50㎡の増築をする場
合においては，増築に係る部分が現行の
構造耐力の規定に適合し，既存建築物の
部分の構造耐力上の危険性が増大しな
い構造方法とすれば，既存建築物の部分
には現行の構造耐力の規定は適用され
ない．

「法86条の7」に「既存の建築物に対する制限の緩和」について載って
おり，その「1項」，及び，「令137条の2」を訳すと，「構造耐力に関する
規定(=法20条)に適合せず，法3条2項の適用を受けている建築物（=
既存不適格建築物)について増築等を行う場合，条件に応じて所定の
構造方法に適合すれば，既存部分は，現行の構造耐力に関する規定
の適用を受けない．」とわかる．その条件は「令137条の2各号」の3つ
に区分される．①.「増築等の部分の床面積の合計が基準時における
延べ面積の2分の1を超える場合」．②.「増築等の部分の床面積の合
計が基準時における延べ面積の20分の1を超え，2分の1を超えない
場合」，③.「増築等の部分の床面積の合計が基準時における延べ面
積の20分の1（50㎡を超える場合は50㎡）を超えない場合」．問題文
は，増築部分の面積が延べ面積の1/20以下で，50㎡以下であるた
め，③.に該当する．よって，増築部分が現行法規に適合し，既存部分
の構造耐力上の危険性が増大しない構造方法（エキスパンション・ジョ
イント等）とすれば，既存部分には現行の構造耐力の規定は適用され
ない．（この問題は，コード「22112」の類似問題です．）

○

32 02122 24134 既存不適
格

構造計算 構造耐力の規定に適合していない部分を
有し，建築基準法第3条第2項の規定の
適用を受けている既存建築物に関して，
基準時における延べ面積が2,000㎡の既
存建築物に床面積1,000㎡の増築をする
場合においては，増築後の建築物の構造
方法が，耐久性等関係規定に適合し，か
つ，「建築物の倒壊及び崩落並びに屋根
ふき材，特定天井，外装材及び屋外に面
する帳壁の脱落のおそれがない建築物
の構造方法に関する基準」に適合するも
のとすれば，既存建築物の部分には現行
の構造耐力の規定は適用されない．

「法86条の7」に「既存の建築物に対する制限の緩和」について載って
おり，その「1項」，及び，「令137条の2」を訳すと，「構造耐力に関する
規定(=法20条)に適合せず，法3条2項の適用を受けている建築物（=
既存不適格建築物)について増築等を行う場合，条件に応じて所定の
構造方法に適合すれば，既存部分は，現行の構造耐力に関する規定
の適用を受けない．」とわかる．その条件は「令137条の2各号」の3つ
に区分される．①.「増築等の部分の床面積の合計が基準時における
延べ面積の2分の1を超える場合」．②.「増築等の部分の床面積の合
計が基準時における延べ面積の20分の1を超え，2分の1を超えない
場合」，③.「増築等の部分の床面積の合計が基準時における延べ面
積の20分の1（50㎡を超える場合は50㎡）を超えない場合」．問題文の
ように，増築部分の面積が延べ面積の1/2を超えない場合，②.の条件
を選択することができる．同条「二号イ」より，「増築後の建築物の構造
方法が，耐久性等関係規定に適合し，かつ，「建築物の倒壊及び崩落
並びに屋根ふき材，特定天井，外装材及び屋外に面する帳壁の脱落
のおそれがない建築物の構造方法に関する基準」に適合するものと
すれば，既存建築物の部分には現行の構造耐力の規定は適用され
ない．」とわかる．よって正しい．

○

16 02123 24131 確認申請 既存不適
格調書

構造耐力の規定に適合していない部分を
有し，建築基準法第3条第2項の規定の
適用を受けている既存建築物に関して，
増築をするに当たって，既存の建築物に
対する制限の緩和を受ける場合において
は，建築確認の申請書に，既存建築物の
基準時及びその状況に関する事項を明
示した既存不適格調書を添えなければな
らない．

「基準法規則1条の3」に「確認申請書の様式」が記載されており，その
「第一号ロ(1)」より，「表2の各項(い)欄に掲げる建築物」については，
「各項(ろ)欄に掲げる図書」が必要とわかる．問題文の「既存不適格の
建築物に増築をするに当たって，既存の建築物に対する制限の緩和
（=法86条の7の規定）を受ける場合」については，「表2(六十一)」より，
「建築確認の申請書に，既存建築物の基準時及びその状況に関する
事項を明示した既存不適格調書を添えなければならない．」とわかる．

○

17 02124 24132 既存不適
格

大規模の
修繕・模
様替

構造耐力の規定に適合していない部分を
有し，建築基準法第3条第2項の規定の
適用を受けている既存建築物に関して，
柱のすべてについて模様替をする場合に
おいては，当該建築物の構造耐力上の
危険性が増大しないものであっても，現
行の構造耐力の規定が適用される．

「法86条の7」に「既存の建築物に対する制限の緩和」について載って
おり，その「1項」及び「令137条の12」を訳すと，「構造耐力に関する規
定(=法20条)に適合せず，法3条2項の適用を受けている建築物（=既
存不適格建築物)について大規模の修繕又は大規模の模様替を行う
場合，規定の適用を受けない範囲は，構造耐力上の危険性が増大し
ないこれらの修繕又は模様替のすべてとする．」とわかる．よって，当
該建築物は，現行の構造耐力の規定は適用されない．（この問題は，
コード「22113」の類似問題です．）

×
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R02度本試験検証講習会 「法規」

率 コード 類似 大項目 小項目 問題 解説 解答
19 02131 24121 確認申請 適合性判

定
建築物を新築する場合，高さが60mを超
える建築物で，荷重及び外力によって建
築物の各部分に連続的に生ずる力及び
変形を把握すること等の所定の基準に
従った構造計算を行ったものは，構造計
算適合性判定の対象となる．

「法6条の3」より，「建築主は，申請に係る建築物の計画が特定構造
計算基準(法20条二号イ又は三号イの政令で定める基準に従った構
造計算で，「二号イに規定する方法（=「保有水平耐力計算」，「限界耐
力計算」，「許容応力度等計算」）」，「二号イのプログラム」，「三号イの
プログラム」のいずれか）に適合するかどうか確認審査を要するもので
あるときは，原則として，知事の構造計算適合性判定を受けなければ
ならない．」とわかる．問題文の「高さが60mを超える建築物」は，「法
20条第一号」に該当するため，大臣の認定が必要だが，構造計算適
合性判定は不要である．よって誤り．（この問題は，コード「20053」の
類似問題です．）

×

23 02132
13 02133 30292 確認申請 適合性判

定
許容応力度等計算を要する建築物につ
いて，許容応力度等計算を行ったもので
あっても，構造計算適合判定資格者であ
る建築主事が，確認申請に係る建築物の
計画が建築基準関係規定に適合するか
どうかを審査したものは，構造計算適合
性判定を受けなくてもよい．

「法6条の3」より，「建築主は，申請に係る建築物の計画が特定構造
計算基準に適合するかどうか確認審査を要するものであるときは，原
則として，知事の構造計算適合性判定を受けなければならない．」と
わかる．問題文の「31m以下の建築物で，許容応力度等計算を行った
もの」は，「法20条第二号イに規定する方法」に該当するため構造計
算適合性判定の対象となるが，「法6条の3」ただし書きより，当該計画
が特定構造計算基準（確認審査が比較的容易にできるものとして政
令(令9条の3)で定めるもの(許容応力度等計算)に限る．）に適合する
かどうかを，所定の要件を備える建築主事又は指定確認検査機関の
確認検査員が審査する場合は，この限りでない．（この問題は，コード
「24124」の類似問題です．）

○

43 02134 24122 確認申請 適合性判
定

建築物を新築する場合，高さが31mを超
え，60m以下の建築物で，保有水平耐力
計算を行ったものは，構造計算適合性判
定の対象となる．

「法6条の3」より，「建築主は，申請に係る建築物の計画が特定構造
計算基準に適合するかどうか確認審査を要するものであるときは，原
則として，知事の構造計算適合性判定を受けなければならない．」と
わかる．問題文の「60m以下の建築物で，保有水平耐力計算を行った
もの」は，「法20条第二号イに規定する方法」に該当するため構造計
算適合性判定の対象となる．（この問題は，コード「20053」の類似問題
です．）

○

10 02141 26141 道路 法定道路 道路法による道路として築造した幅員6m
の道で地下におけるものは，建築基準法
上の道路ではない．

「法42条」より，「基準法上認められた道路（通称：法定道路）とは，所
定の条件を満たす幅員4m以上のもののことをいう．ただし，行政庁が
必要と認めて指定する区域内における道路の場合は，幅員6m以上の
ものをいう．」とわかるが，そのかっこ書きに「地下におけるものを除く」
とあるため，問題文は正しい．

○

69 02142 29144 道路内建
築・壁面
線

地盤面下 道路の地盤面下に，建築物に附属する地
下通路を設ける場合，特定行政庁の許可
を受ける必要がある．

「法44条」に「道路内建築制限」について載っており，その「一号」より
「道路内には建物を建築してはならない．（通称：道路内建築制限）
ただし，地盤面下に設ける場合は道路内の建築制限は適用除外（=建
物を設ける場合に許可不要）となる．」とわかる．よって誤り．

×

13 02143
6 02144 29161 容積率・

延べ面積
特定道路
緩和

幅員15mの道路に接続する幅員8mの道
路を前面道路とする敷地が，幅員15mの
道路から当該敷地が接する前面道路の
部分の直近の端までの延長が35mの場
合，容積率の算定に係る当該前面道路
の幅員に加える数値は2mとする．

「法52条9項」より，「特定道路（幅員15m以上の道路）に接続する幅員
6m以上12m未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70m以
内の部分において接する場合，容積率の算定について，前面道路の
幅員を緩和して適用する．」とわかる．その緩和される幅員は，「令135
条の18」の計算式による．問題文は，前面道路の幅員が8m，延長が
35mとあるため，前面道路の幅員に加える数値（Wa=(12-8)(70-
35)/70）は，2mとわかる．（この問題は，コード「23132」の類似問題で
す．）

○

76 02151 22151 建築制限 建築制限
（車庫）

第二種低層住居専用地域内の「延べ面
積900㎡，地上2階建ての建築物で，2階
を床面積400㎡の図書館，1階を図書館に
附属する床面積500㎡の自動車車庫とす
るもの」は，原則として，新築してはならな
い．

「別表2(ろ)項第三号」，「令130条の5第一号，三号」より，次の3つの条
件を全て満たす「附属自動車車庫」は，二種低住専において建築する
ことができる．工作物車庫床面積をＫ㎡，建築物車庫床面積をＰ㎡，
建築物の延べ面積をＡ㎡とすると，【①.Ｋ㎡ + Ｐ㎡ ≦ 600㎡】，【②.Ｋ
㎡ + Ｐ㎡ ≦ Ａ㎡ - Ｐ㎡】，【③.「Ｋ」及び「Ｐ」の部分の階が1階以下】．
問題文より，Ｋ=0㎡，Ｐ=500㎡，Ａ=900㎡となるため，3つの条件に代
入すると以下のようになる．【①.500㎡（=Ｋ+Ｐ） ≦ 600㎡←問題文の
自動車車庫は「①.条件」を満たす．】，【②.500㎡（=Ｋ+Ｐ） ≧ 400㎡(=Ａ
-Ｐ)←問題文の自動車車庫は「②.条件」を満たさない．】，【③.「K」は1
階部分←「③.条件」を満たす．】．問題文の自動車車庫の場合，「①.
③.条件」は満たすが，「②.条件」を満たさないため，原則として，新築
してはならない．

○

12 02152
5 02153 29154 別表2（別

表1の次
ページ）

工業 「延べ面積300㎡，地上2階建ての幼保連
携型認定こども園」は，工業地域内にお
いて，新築することができる．

「別表2(を)項」に「工業に建築できない建物条件」が載っており，その
「五号」条件より「学校（幼稚園）は規模に関わらず建築することができ
ないが，幼保連携型認定こども園は除かれる．」とわかる．

○

5 02154 25154 別表2（別
表1の次
ページ），
建築制限

工専 工業専用地域内の「延べ面積300㎡，地
上2階建ての診療所」は，原則として，新
築してはならない．

「別表2(わ)項」に「工専に建築できない建物条件」が載っており，その
いずれにも該当しないため，問題文の「診療所」は規模に関わらず新
築することができる．（この問題は，コード「21154」の類似問題です．）

×

8 02161 26161 容積率 容積率 図解説 3
21 02162
65 02163
4 02164

8 02171 26171 高さ 高さ 図解説 ○
8 02172

27 02173
56 02174

7 / 13 ページ　　　



準住居地域部分 　の最大延べ面積

問題コード　26141

図のような敷地において，耐火建築物を新築する場合，建築基準法上，建築することができる建築面積
の最大値はいくらか．ただし，図に記載されているものを除き，地域，地区等及び特定行政庁の指定等
はないものとする．

解説：

異なる用途地域ごとに最大建蔽率を求めます．

商業地域
部分について

商業地域部分の 法定建蔽率 は，基準法53条1項より
10
8

問題文より，｢建蔽率の適用除外｣となるため，

10
10 最大建蔽率 = 

準住居地域部分
について

準住居地域部分の 法定建蔽率 は，問題文より
10
6

問題文より，｢防耐火緩和｣と｢角地緩和｣を適用できるので，

= 法定建蔽率＋防耐火緩和＋角地緩和分

=
10
6

= 10
8

18.「容積率・建蔽率」の平成26年度本試験図問題　P1

 最大建蔽率

+
10
1 +

10
1

a. 

b. 
c. 

法定建ぺい率が8/10とされている
「商業地域」
敷地が「防火地域」
建築物が「耐火建築物」

以上の条件により建蔽率の制限を
受けません．

× (21-1)×15 

= 最大建蔽率× 準 住 居 地 域 部 分 の 敷 地 面 積

= 
10
8

= 240m

× (21-1)×20 

 商業地域部分 の最大建築面積 = 最大建蔽率× 商 業 地 域 部 分 の 敷 地 面 積

= 10
10

= 400m
2

南側道路は2項道路なので，道路の中心線から2mセットバック
した位置が道路境界線となる．そのため，敷地面積は問題
文より小さくなる．次の図参照．

2

南側道路は2項道路なので，道路の中心線から2mセットバック
した位置が道路境界線となる．そのため，敷地面積は問題
文より小さくなる．次の図参照．

最大容積率に敷地面積を掛けて最大建築面積が求まる．

準住居地域の部分は「防火地域
及び準防火地域の指定のない地域」ですが，
敷地全体において一部が「防火地域」
にかかる場合，敷地内の建築物が全て「耐
火建築物」であれば，敷地全体が「防火地
域」にあるものとみなしてよい．

Ｎ

8m20m15m

敷　地

道 路

道　路

隣　地

隣　地

宅　地（がけ地ではない．）

21
m

2m

建築基準法第42条第2項に
基づき特定行政庁が指定した道

（街区の角にある敷地

等として特定行政庁が

指定したものとする．）

  商 業 地 域

　防 火 地 域

　準 住 居 専 用 地 域

　 

（都市計画で定められた

　建蔽率       ）
10
6

防火地域及び準防火地域の指定のない地域

400 + 240 = 640m
2

 敷地全体 の最大建築面積

解答： 建築面積の最大値= 640 m
2



問題コード　26171

図のように，敷地に建築物を新築する場合，建築基準法上，A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度はいくらか．
ただし，敷地は平坦で，敷地，隣地及び道路の相互間に高低差はなく，また，図に記載されているものを除き，地域，地区等
及び特定行政庁の指定等はないものとし，日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しない
ものとする．なお，建築物は，すべての部分において，高さの最高限度まで建築されるものとする．

　商 業 地 域

（都市計画で定められた

　容積率       ）
10
60

真北

2m

建築物

隣

地

隣　地

2m
10

m
2m

14
m

6m
5m

1m1m 12m

14m8m

A点

宅　地

川

道路B

道路A
宅

地

また，問題文中「地域地区等の指定はない」と書いてあるので，⑤. 「日影制限」も考えなくてよい
ことになる．

解説：

※

敷地の用途地域は「商業」なので①「絶対高さ」，④.「北側斜線」は考えなくてよいことになる．

そのため，Ａ点の高さの限度は，②. 「道路斜線」，③. 「隣地斜線」によって決まることになる．
両方の斜線による制限を計算してみて，そのうち厳しい方（ 値の小さい方 ）がA点の高さの限度
となります．

①. 「絶対高さ」は，「1・2種低層住専」の場合のみ，
④. 「北側斜線」は，「1・2種低層住専」または「1・2種中高層住専」でのみ，検討が必要
となる．それ以外の用途地域では考えなくてよい．

「日影制限」は「地方公共団体が指定した区域」でのみ検討が必要となり，そのような指
定がない場合考えなくてよい．

※

法定容積率 =　　

A点の「道路斜線」による高さの限度から計算していきます．

10
60

「法令集の別表3」で「勾配」と「適用距離」を調べるために敷地の「最大容積率」を求めます．

=道路容積率 = 8×　10
6

10
48

10
60

10
48＞ ∴

10
48最大容積率 =　

別表3より，勾配 = 1.5，適用距離 = 25m とわかる．　

道路Bの幅員は，川があるからといって13mにはなりません．
「道路斜線の水面緩和」と勘違いして，
道路Bの幅員を13mと考えてしまうことがあるので注意して下さい．

19.「高さ限度」の平成26年度本試験図問題　P1

1m



 道路Bの幅員は水面緩和により，11ｍと考える．

今回の問題のように，道路が川等に接する場合，水面緩和を適用できる
（19-1．「高さ制限（①.絶対高さ，②.道路斜線）」の解説参照）．
図をかきかえると下のようになります．

真北

11m

今回の問題のように，敷地が道路に2面以上接する
場合，まず，「2道路緩和」が適用できるか確認する．

22m = 2×道路Bの幅員(11m)

A点は，幅員が大きい方の道路Aからの距離が
「2×（道路Ａの幅員）かつ，35m以内」の範囲内
にあるので，「2道路緩和」を適用できる．

今回の問題は「2道路緩和」が適用できるので，
問題文の図を書き換えると下の図のようになります．

11m

19.「高さ限度」の平成26年度本試験図問題　P2
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「セットバック緩和」を考慮して，水平距離を求めます．

23m

24m

セットバック緩和により，道路の
反対側の境界線はココになる．

「道路Bの道路の反対側の境界線」 から 「A点」までの水平距離は,
上図のようにセットバック緩和を考慮すると，水平距離 = 1 + 11 + 2 + 8 = 23 m

水平距離 = 「道路の反対側の境界線」からA点までの距離

道路斜線の計算式
   ある地点での高さの限度 = 水平距離×勾配

また，計算で使う水平距離が適用距離以内であることをこの時点で確認してください．

A点での高さの限度

∴　A点の「道路斜線制限による高さの限度」は，34.5 m とわかる．

= 各道路からの水平距離の最小値 × 1.5
= 23 m × 1.5
= 34.5 m

「道路Aの道路の反対側の境界線」 から 「A点」までの水平距離は,
上図のようにセットバック緩和を考慮すると，水平距離 = 1 + 11 + 1 + 11 = 24 m

水平距離が2つ以上ある場合は最も小さい値が水平距離となる．
今回の問題の場合は，「道路Bからの水平距離 25m」が水平距離となる．

水平距離の最小値 (23m） ≦ 適用距離 (25m）

ここで 「水平距離の最小値」 ＞ 「適用距離」の場合は，
道路斜線による制限はないので計算は終了になる．

水平距離 = 適用距離 の場合も，道路斜線制限は適用される．
水平距離が 適 用 距 離 の 値 を 超 え れ ば ， 適 用 さ れ な い ．

セットバック緩和により，道路の
反対側の境界線はココになる．

19.「高さ限度」の平成26年度本試験図問題　P3

2m

建築物

隣

地

隣　地

2m
8m

11
m

1m 11m11m

A点

道路B

道路A
1m

1m

2m



次に「隣地斜線制限」による高さの限度を求める．

水平距離 = 「隣地境界線」からA点までの距離

敷地は「商業地域」なので，隣地斜線の計算式は次のようになる．

隣地斜線の計算式（商業系jの場合）
   ある地点での高さの限度 = （水平距離×2.5）+ 31

「公式」より，水平距離の値が小さいほど，高さの限度は厳しくなることが分かる．
なので水平距離が2つ以上ある場合は，その最小値を水平距離として計算に使う．
「セットバック緩和」適用すると，水平距離は次の図のようになる．

上図のようにセットバック緩和を考慮すると，
水平距離 = 1 + 1 + 1 = 3m

「東側境界線」 から 「A点」までの水平距離　

上図のようにセットバック緩和を考慮すると，
水平距離 = 2 + 2 + 2 = 6m

「北側境界線」 から 「A点」までの水平距離　

A点での高さの限度

∴　A点の「道路斜線制限による高さの限度」は，38.5 m とわかる．

= （水平距離×2.5） ＋ 31
= （3m ×2.5） ＋ 31
= 38.5 m

水平距離が2つ以上ある場合は，その最小値
を「隣地斜線の計算式」に代入する．

A点における道路斜線による高さの限度 = 34.5m

「道路斜線による高さの限度」と「隣地斜線による高さの限度」を比較する．

A点における隣地斜線による高さの限度 = 38.5m

厳しい方（値の小さい方）が，A点の高さの限度となる．

∴　A点の高さの限度 ＝34.5 m となる．

解答： 34.5 m

19.「高さ限度」の平成26年度本試験図問題　P4

真北

2m

建築物

2m
2m

1m

A点

宅　地

川

道路

道路

1m 1m

セットバック緩和により，東側の
隣地境界線はココになる．

セットバック緩和により，北側の
隣地境界線はココになる．



R02度本試験検証講習会 「法規」

率 コード 類似 大項目 小項目 問題 解説 解答
58 02181
16 02182
17 02183 01094 防火地域 看板等 防火地域内における建築物の屋上に設

ける高さ2mの看板は，その主要な部分を
不燃材料で造り，又はおおわなければな
らない．

「法64条」に「看板等の防火措置」について載っており，そこを訳すと
「防火地域内にある広告塔等の工作物で，①.建物の屋上に設けるも
の又は②.高さ3mを超えるもののうちのどちらかに該当する場合には，
その主要な部分を不燃材料で造り，又は，おおわなければならない．」
とわかる．（この問題は，コード「26181」の類似問題です．）

○

6 02184 26182 防火地域 2地域 建築物が防火地域又は準防火地域とこ
れらの地域として指定されていない区域
にわたる場合において，その建築物が防
火地域又は準防火地域外において防火
壁で区画されているときは，その防火壁
外の部分については，防火地域又は準防
火地域内の建築物に関する規定は適用
されない．

「法65条」に「建物が防火地域・準防火地域の内外に渡る場合」につい
て載っており，その「1項」より「建物が防火地域と無指定区域にまたが
る場合には，防火地域の規制が全てについて適用され，準防火地域
と無指定区域にまたがる場合には，準防火地域の規制が全てについ
て適用される．」とわかる．また，その「2項」に「建物が防火地域及び
準防火地域にわたる場合は，その全てについて防火地域の規制を適
用する．」とわかる．なお，「1項」及び「2項」ただし書きより，「その建築
物が防火地域又は準防火地域外（規定の緩い側）において防火壁で
区画されている場合においては，その防火壁外の部分については，緩
い側の建築物に関する規定を適用する．」とわかる．ゆえに，防火壁
で区画した場合には，その全てについて厳しい規定を適用しなくてもよ
い．問題文は正しい．（この問題は，コード「19152」の類似問題です．）

○

11 02191 26203 採光割合 採光 小学校の教室の窓その他の開口部で採
光に有効な部分の面積の算定に当たっ
ては，用途地域等の区分に応じ，計算し
た採光補正係数を用いる．

「令19条3項表(一)」より，「小学校の教室は，原則として，採光に有効
な窓その他の開口部を設けなければならない．」とわかる．また，「令
20条」に「採光に有効な部分の面積」の解説が載っており，そこを訳す
と「「採光に有効な部分の面積」=「開口部面積」×「採光補正係数」」と
わかる．問題文は正しい．（この問題は，コード「18052」の類似問題で
す．）

○

57 02192 29202 建築基準
法

一団地認
定

一団地内に建築される1又は2以上の構
えを成す建築物のうち，特定行政庁がそ
の位置及び構造が安全上，防火上及び
衛生上支障がないと認めるものに対する
用途地域の規定の適用については，当該
一団地は一の敷地とみなされる．

「基準法86条1項」より，「一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の
適用について，一団地内に2以上の構えを成す建築物で総合的設計
によって建築されるもののうち，所定の基準により，特定行政庁がそ
の各建築物の位置及び構造が安全上，防火上及び衛生上支障がな
いと認めるものに対する規定（特例対象規定）の適用については，こ
れらの建築物は，同一敷地内にあるものとみなす．」とわかる．用途地
域の規定（法48条）は，特例対象規定に該当しないので，適用されな
い．よって誤り．（この問題は，コード「20182」の類似問題です．）

×

10 02193 24201 壁面線 壁面線制
限

特定行政庁が建築審査会の同意を得て
許可した歩廊の柱は，壁面線を越えて建
築することができる．

「法47条」に「壁面線による建築制限」の解説が載っており，そこを訳
すと「壁・柱・へい等は壁面線を超えて建築してはならない．ただし，行
政庁許可（審査会同意が必要）を受けた歩廊の柱等については適用
除外となる．」とわかる．

○

20 02194 26031 確認申請 用途変更 建築主は，指定確認検査機関から建築
物の用途の変更に係る確認済証の交付
を受けた場合において，工事完了届につ
いては，建築主事に届け出なければなら
ない．

「法87条」に「建物の用途を変更し，法6条第一号条件に該当する特建
となる場合の確認申請を行うときは，法6条又は法6条の2の規定（建
築主事又は指定確認検査機関による確認）を準用し，また，その工事
が完了したときは，法7条1項の規定（建築主事による完了検査）を準
用する」とあり，法7条の2（指定確認検査機関による完了検査）につい
ては言及されていない．更に，「法87条」において，「第7条1項中「建築
主事の検査を申請し」とあるのは「建築主事に届け出なければならな
い」と読み替える」と規定されている．つまり，建築主は，指定確認検
査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場
合であっても，工事完了届については，建築主事に届け出なければな
らないとわかる．尚，これは，完了届けの届け出であって，完了検査の
申請ではない（完了検査不要）．（この問題は，コード「17055」の類似
問題です．）

○

10 02201 27203 採光・換
気

採光 共同住宅の地階の居室においては，採光
のための窓その他の開口部の採光に有
効な部分の面積を，その居室の床面積の
1/7以上としないことができる．

「法28条」に「採光」の解説が載っており，そこを訳すと「住宅や学校等
の政令で定める建物の居室には，有効な採光面積を確保しなければ
ならず，住宅の居室においてはその居室の床面積の1/7以上の採光
面積が必要．」とわかるが，そのただし書きより，「地階に設ける居室
については，この限りでない．」とわかる．よって，問題文は正しい．

○

5 02202 27204 一般構造 手すり 階段の幅が3mを超える共同住宅の階段
で，けあげが15cm以下，かつ，踏面が
30cm以上のものにあっては，その中間に
手すりを設けないことができる．

「令25条3項」に「階段の幅が3mを超える場合，中間に手すりを設けな
ければならない．」とあるが，そこのただし書きより「けあげが15cm以
下で，かつ，その踏面が30cm以上の場合には，その中間に手すりを
設けなくてもよい．」とわかる．

○

74 02203
9 02204 28204 地区計

画・条例
制限，地
区計画・
条例基準

防火上の
制限

特殊建築物については，その用途によ
り，地方公共団体の条例で，建築物の敷
地，構造又は建築設備に関して防火上の
制限が附加されることがある．

「法40条」に「地方公共団体の条例による制限の附加」について載って
おり，「地方公共団体は，特殊建築物について，条例で，建築物の敷
地，構造又は建築設備に関して，防火上必要な制限を附加することが
できる．」とわかる．

○
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R02度本試験検証講習会 「法規」

率 コード 類似 大項目 小項目 問題 解説 解答
1 02211 28211

23212

業務 免許証等
の提示

監理報告

一級建築士は，設計，工事監理，建築工
事の指導監督等の委託者から請求が
あったときは，一級建築士免許証又は一
級建築士免許証明書を提示しなければな
らない．

建築士は，工事監理を終了したときは，
直ちに，その結果を工事監理報告書等に
より，建築主に報告しなければならない．

「士法19条の2」より，「一級建築士は，士法23条1項に規定する設計
等（設計，工事監理，建築工事の指導監督等）の委託者から請求が
あったときは，一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書を提示
しなければならない．」とわかる．

「士法20条3項」より，「建築士は，工事監理を終了したときは，直ち
に，その結果を文書で建築主に報告しなければならない．」とわかる．
問題文は正しい．（この問題は，コード「19185」の類似問題です．）

○

○

93 02212 27281 業務 工事監理 「建築士法」に基づき，建築士は，工事監
理を行う場合において，工事が設計図書
のとおりに実施されていないと認めるとき
は，直ちに，工事施工者に対して，その旨
を指摘し，当該工事を設計図書のとおり
に実施するよう求め，当該工事施工者が
これに従わないときは，その旨を建築主
に報告しなければならない．

「士法18条3項」より，「建築士は工事監理を行う場合において，工事
が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは，直ちに施工
者に対してその旨を指摘し，設計図書のとおりに実施するよう求め，
施工者がそれに従わないときには，建築主に報告しなければならな
い．」とわかる．（この問題は，コード「22232」の類似問題です．）

○

2 02213 26224 業務 定期講習 建築士事務所に属する構造設計一級建
築士は，一級建築士定期講習と構造設
計一級建築士定期講習の両方を受けな
ければならない．

「士法22条の2」に「定期講習」の解説が載っており，そこを訳すと「各
号に掲げる建築士は，省令で定める期間ごとに，各号に定める講習を
受けなければならない．」とあり，「建築士事務所に属する構造設計一
級建築士」は，その「一号」と「四号」に該当する．また「士法規則17条
の37」より，「表の講習について，前条の規定（17条の36：定期講習）に
かかわらず受けなければならない．」とわかる．「構造設計一級建築士
定期講習」は，表「二号」に該当するため，それぞれの講習の両方を
受けなければならない．（この問題は，コード「21232」の類似問題で
す．）

○

1 02214 29211 免許 構造一
級・設備
一級

設備設計一級建築士は，設備設計以外
の設計を含む建築物の設計を行うことが
できる．

「士法10条の2の2第2項」に「設備設計一級建築士証の交付」につい
て載っており，「所定の条件を満たす一級建築士が，設備設計一級建
築士証の交付を申請することができる．」とわかる．よって正しい．（こ
の問題は，コード「26223」の類似問題です．）

○

4 02221 14215 管理建築
士，帳簿・
図書

図書保存 建築士事務所の開設者は，その建築士
事務所に属する建築士が作成した所定
の工事監理報告書を，作成した日から5
年間保存しなければならない．

「士法24条の4第2項」に「建築士事務所の開設者は，省令で定める業
務に関する図書を保存しなければならない．」とあり，「士法（規則）21
条5項」より，「業務に関する図書の中に，工事監理報告書は含まれて
おり，その保存期間は，作成した日から15年間である．」とわかる．

×

3 02222 23223 管理建築
士，帳簿・
図書

管理建築
士

複数の一級建築士事務所を開設している
法人においては，一級建築士事務所ごと
に，それぞれ当該一級建築士事務所を管
理する専任の一級建築士を置かなけれ
ばならない．

「士法24条」に「事務所の管理」の解説が載っており，そこを訳すと「一
級建築士事務所では，専任の一級建築士が，二級建築士事務所で
は，専任の二級建築士が，木造建築士事務所では，専任の木造建築
士が管理しなければならない．」とわかる．そのため，建築士事務所を
管理する建築士（管理建築士）は，事務所ごとに専任でなければなら
ない．

○

6 02223 29221 設計受託
契約等

契約の内
容

建築物の大規模の修繕に係る部分の床
面積が400㎡である工事の工事監理受託
契約の締結に際して，その当事者は，工
事と設計図書との照合の方法，工事監理
の実施の状況に関する報告の方法，工
事監理に従事することとなる建築士の氏
名等の所定の事項について書面に記載
し，署名又は記名押印をして相互に交付
しなければならない．

「士法22条の3の3」より，「延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に
係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は，所定の事項
について書面に記載し，署名又は記名押印をして相互に交付しなけれ
ばならない．」とわかる．また，その「3項」より，「大規模の修繕若しくは
大規模の模様替をする場合においては，新築とみなして規定を適用
する．」とわかる．よって正しい．（この問題は，コード「28213」の類似問
題です．）

○

85 02224 29224 業務 表示行為 建築士事務所を管理する建築士は，当該
建築士事務所に属する他の建築士が設
計を行った建築物の設計図書について，
管理建築士である旨の表示をして記名及
び押印をしなければならない．

「士法20条」に「表示行為」の解説が載っており，そこを訳すと「建築士
が設計を行った場合には，その設計図書に一級建築士，二級建築
士，木造建築士としての表示をして記名及び押印をしなければならな
い．」とわかる．ゆえに，「記名及び押印等」をするのは，管理する建築
士ではなく，図書を作成した建築士となるため誤り．（この問題は，コー
ド「22243」の類似問題です．）

×
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率 コード 類似 大項目 小項目 問題 解説 解答
4 02231 22251 業務 建築士会 建築士会は，建築士に対し，その業務に

必要な知識及び技能の向上を図るため
の建築技術に関する研修を実施しなけれ
ばならない．

「士法22条の4」に「建築士会」の解説が載っており，その「5項」を訳す
と「建築士会は，建築士に対し，その業務に必要な知識及び技能の向
上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない．」
とわかる．

○

2 02232 22252 事務所 建築士事
務所協会

建築士事務所協会は，建築主等から建
築士事務所に関する苦情について解決
の申出があったときは，相談に応じ，必要
な助言をし，事情を調査するとともに，当
該建築士事務所の開設者が協会会員の
場合に限り，当該開設者に対しその苦情
の内容を通知して迅速な処理を求めなけ
ればならない．

「士法27条の2」に「事務所協会」の解説が載っており，「事務所協会
は，建築士事務所の業務の適正な運営及び建築主の利益の保護を
図ることを目的とする．」とわかる．また「士法27条の5」より，「事務所
協会は，建築主等から建築士事務所の業務に関する苦情について解
決の申出があったときは，相談に応じ，必要な助言をし，事情を調査
するとともに，当該建築士事務所の開設者に対しその苦情の内容を
通知してその迅速な処理を求めなければならない．」とわかる．問題
文の「事務所の開設者が協会会員の場合に限り」という条件はない．
よって誤り．

×

67 02233
6 02234 27234 監督処分 登録取消 建築士事務所に属する建築士が，その属

する建築士事務所の業務として行った行
為により建築基準法の規定に違反し，懲
戒処分を受けたときは，都道府県知事
は，当該建築士事務所の開設者に対し，
戒告し，若しくは1年以内の期間を定めて
当該建築士事務所の閉鎖を命じ，又は当
該建築士事務所の登録を取り消すことが
できる．

「士法26条」に「監督処分」の解説が載っており，その「2項」を訳すと
「都道府県知事は，事務所の開設者が，所定の条件に該当する場合
には，戒告を与え，1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉
鎖を命じ，又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる．」と
あり，問題文にある「建築士事務所に属する建築士が，その属する建
築士事務所の業として行った行為により，建築基準法の規定に違反し
（士法10条第一号），大臣又は知事による懲戒の処分を受けたとき」
は，その「五号」条件より，「事務所登録を取り消すことができる条件」
に該当する．問題文は正しい．（この問題は，コード「24233」の類似問
題です．）

○

63 02241 29244 建築規
制・届出

届出 地区整備計画が定められている地区計
画の区域内において，仮設の建築物の建
築を行おうとする者は，当該行為に着手
する日の30日前までに，行為の種類，場
所，着手予定日等を市町村長に届け出な
ければならない．

「都計法58条の2」より，「地区計画による地区整備計画が定められて
いる区域内において，建築物の建築を行おうとする者は，建築に着手
する日の30日前までに，行為の種類，場所等を市町村長に届け出な
ければならない．ただし，通常の管理行為，軽易な行為その他の行為
で政令で定めるものは，この限りでない．」とわかる．「都計法(令)38条
の5第二号イ，第一号イ」より，「仮設の建築物の建築」は，これに該当
する．よって届け出る必要はない．

×

17 02242 30243 建築許可 建築許可 都市計画施設の区域内において，地階を
有しない鉄骨造，地上2階建ての建築物
を改築する場合は，原則として，都道府
県知事等の許可を受けなければならな
い．

「都計法53条」より，「都市計画施設の区域内において，建築をしようと
する者は，都道府県知事等の許可が必要」であるが，「都計法53条第
一号」及び「都計法（令）37条」より，「階数が2以下で，かつ，地階を有
しない木造の建築物の改築又は移転については，「軽易な行為」とな
り，知事等の許可は不要」とわかる．問題文は「鉄骨造」とあるため知
事等の許可を受けなければならない．（この問題は，コード「29242」の
類似問題です．）

○

9 02243 28253 開発許可 市街化調
整区域に
係る開発
行為

市街化調整区域内における地区整備計
画が定められた地区計画の区域内にお
いて，当該地区計画に定められた内容に
適合する病院の建築の用に供する目的
で行う開発行為は，所定の要件に該当す
れば，都道府県知事の許可を受けること
ができる．

「都計法34条」より，「市街化調整区域内における開発行為について
は，原則として，開発許可を受けること自体できないが，同条各号のい
ずれかに該当する場合に限り，開発許可を受けることができる．」とわ
かる．その「第十号」に，「地区計画（地区整備計画が定められている
区域）内において，当該地区計画に定められた内容に適合する建築
物の建築の用に供する目的で行う開発行為」とあり，問題文は，これ
に該当するため，知事の許可を受けることができる．

○

9 02244 29294 開発許可 設計資格 「都市計画法」に基づき，開発許可の申
請に当たって，一級建築士の資格を有す
る者で，宅地開発に関する技術に関して2
年以上の実務の経験を有するものは，開
発区域の面積が20ha未満の開発行為に
関する設計に係る設計図書を作成するこ
とができる．

「都計法31条」及び「都計法規則19条第一号へ」より，「開発許可の申
請に当たって，一級建築士の資格を有する者で，宅地開発に関する
技術に関して2年以上の実務を有する者は，開発区域の面積が20ha
未満の開発行為に関する設計に係る設計図書を作成することができ
る．」とわかる．（この問題は，コード「12251」の類似問題です．）

○
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率 コード 類似 大項目 小項目 問題 解説 解答
23 02251 23293 防火管理

者
防火管理
者

収容人員が20人のカラオケボックスと，収
容人員が15人の飲食店からなる複合用
途防火対象物については，防火管理者を
定めなければならない．

問題文の「カラオケボックス（別表1(二)項二）」と「飲食店（別表1(三)項
ロ）」はいずれも防火対象物の用途に該当し，これらの複合用途防火
対象物（別表1(十六)項イ）の収容人員の合計は35名となる．「消防法8
条」，「消防法（令）1条の2第3項ロ」より，「収容人員が30人以上の複
合用途防火対象物については，防火管理者を定めなければならな
い．」とわかる．

○

59 02252 26252 消防用設
備の設置
義務

令8区画 防火対象物が開口部のない防火構造の
床又は壁で区画されているときは，その
区画された部分は，消防用設備等の設置
及び維持の技術上の基準の規定の適用
については，それぞれ別の防火対象物と
みなす．

「消防法（令）8条」より，「防火対象物が開口部のない耐火構造の床又
は壁で区画されているときは，その区画された部分は，消防用設備等
の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については，それぞ
れ別の防火対象物とみなす（通称：令8区画）．」 とわかる．問題文に
は「防火構造の床又は壁」とあるため誤り．（この問題は，コード
「24244」の類似問題です．）

×

6 02253 26251 消火器
具，屋内
消火栓

消火器具 延べ面積120㎡，地上2階建ての飲食店
については，消火器又は簡易消火用具を
設置しなくてもよい．ただし，火を使用する
設備又は器具は設けないものとする．

「飲食店」は「別表1(三)項ロ」に該当する「防火対象物」であり，「消防
法（令）10条第一号」より，「別表1(三)項ロに該当する防火対象物で，
火を使用する設備又は器具を設けたものは，その規模によらず消火
器又は簡易消火用具の設置義務が生じる．」とわかる．また「同条二
号」より，「別表1(三)項ロに該当する防火対象物で，火を使用しない延
べ面積150㎡以上のものについては，消火器又は簡易消火用具の設
置義務が生じる．」とわかる．ゆえに，問題文の場合，「消火器又は簡
易消火用具」は設置しなくてもよい．

○

10 02254 29251 屋内消火
栓

内栓3倍
緩和

主要構造部を耐火構造とし，壁及び天井
の室内に面する部分の仕上げを難燃材
料でした延べ面積2,100㎡，地上2階建て
の展示場については，原則として，屋内
消火栓設備を設置しなければならない．

「展示場」は「別表1(四)項」に該当する「防火対象物」であり，「消防法
（令）11条第二号」より，「別表1(四)項に該当する防火対象物で，延べ
面積700㎡以上のものについては屋内消火栓設備の設置義務が生じ
る．」とわかる．ただし，「消防法（令）11条2項」に「屋内消火栓設置義
務の緩和措置」について規定されており，そこを訳すと「主要構造部を
耐火構造とし，かつ，壁・天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材
料以上とした場合には，適用数値（延べ面積，床面積の数値）を3倍に
できる．」とあり（通称：内栓3倍緩和），また，「①.主要構造部を耐火構
造，②.壁・天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料以上とした
所定の準耐火建築物のうちのいずれかに該当する場合には，適用数
値を2倍にできる．」とある（通称：内栓2倍緩和）．問題文の場合，「主
要構造部を耐火構造とし，かつ，壁及び天井の室内に面する部分の
仕上げを難燃材料とした」とあるため，「内栓3倍緩和」が適用され，
「延べ面積2,100（ =700×3）㎡以上」のものについて屋内消火栓設備
の設置義務が生じることになる．（この問題は，コード「21252」の類似
問題です．）

○

13 02261 22282 バリアフ
リー法，
バリアフ
リー法
（令）

認定特定
建築物

認定特定建築物の建築物特定施設の床
面積のうち，移動等円滑化の措置をとる
ことにより通常の建築物の建築物特定施
設の床面積を超えることとなる部分につ
いては，認定特定建築物の延べ面積の
1/10を限度として，容積率の算定の基礎
となる延べ面積には算入しないものとす
る．

「バリアフリー法19条」より，「認定特定建築物の建築物特定施設の床
面積のうち，移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建
築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については，政令で定
める床面積は，算入しないものとする．」とわかる．その面積は，「バリ
アフリー法（令）24条」より，「延べ面積の1/10を限度とする．」とわか
る．

○

9 02262 30263 バリアフ
リー法

エレベー
ター特例

「高齢者，障害者等の移動等の円滑化の
促進に関する法律」の施行の際現に存す
る特定建築物に，専ら車椅子を使用して
いる者の利用に供するエレベーターを設
置する場合において，当該エレベーター
が所定の基準に適合し，所管行政庁が防
火上及び避難上支障がないと認めたとき
は，建築基準法の一部の規定の適用に
ついては，当該エレベーターの構造は耐
火構造とみなされる．

「バリアフリー法23条」に「エレベーター特例」の解説が載っており，「既
存の特定建築物に専ら車椅子使用者用の利用に供するエレベーター
を設置する場合，所定の基準に適合し，所管行政庁が防火上及び避
難上支障がないと認めたときは，建築基準法の一部の規定について，
当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす．」とわかる．（この問題
は，コード「24253」の類似問題です．）

○

6 02263 24252 バリアフ
リー法

特定建築
物

建築主等は，特定建築物（特別特定建築
物を除く．）の建築をしようとするときは，
当該特定建築物を建築物移動等円滑化
基準に適合させるために必要な措置を講
ずるよう努めなければならない．

「バリアフリー法16条」より，「建築主等は，特定建築物（特別特定建築
物を除く．）の建築をしようとするときは，当該特定建築物を建築物移
動等円滑化基準に適合するための措置を講ずるよう努めなければな
らない．」とわかる．（この問題は，コード「23242」の類似問題です．）

○

70 02264 22284 バリアフ
リー法，
バリアフ
リー法
（令）

建築物移
動等円滑
化誘導基
準

「建築物移動等円滑化誘導基準」におい
ては，多数の者が利用する主たる階段
は，回り階段以外の階段を設ける空間を
確保することが困難であるときは，回り階
段とすることができる．

「建築物移動等円滑化誘導基準（高齢者，障害者等が円滑に利用で
きるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に
関する基準）を定める省令」の「4条」に階段について載っており，その
「九号」より，「主たる階段は，回り階段でないこと．」とわかる（緩和規
定は存在しない）．問題文は誤り．尚，「建築物移動等円滑化基準」に
よる階段では，空間を確保することが困難であるときは，回り階段とす
ることができる（バリアフリー法(令)12条六号）．

×
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率 コード 類似 大項目 小項目 問題 解説 解答
14 02271
22 02272 26032 用途変

更，類似
用途

用途変更 木造，延べ面積400㎡，地上2階建ての一
戸建ての住宅の一部の用途を変更して，
床面積100㎡の飲食店とする場合におい
ては，確認済証の交付を受ける必要はな
い．

「法87条」に「用途変更」について載っており，そこを訳すと「建物の用
途を変更し，法6条第一号条件に該当する特建とする場合には申請義
務が生じる．」とわかる．問題文の「床面積100㎡の飲食店」は，「法6
条第一号条件」に該当しないため，申請義務は生じない．（この問題
は，コード「22034」の類似問題です．）

○

39 02273
23 02274

7 02281 20092 構造計算 構造計算 地階を除く階数が3以下である鉄骨造の
建築物(高さが31m以下のもの)で，高さが
13m又は軒の高さが9mを超えるものは，
許容応力度等計算，保有水平耐力計算，
限界耐力計算又はこれらと同等以上に安
全性を確かめることができるものとして国
土交通大臣が定める基準に従った構造
計算により安全性を確かめることができ
る．

問題文の建物は「法6条第三号」に該当するため，「法20条第二号又
は第三号」のいずれかに該当する．ここで，「法20条第二号」の「その
他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物」として「令
36条の2第二号」より「地階を除く階数が3以下である鉄骨造の建築物
であって，高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの」に該当するた
め，問題文の建物は「法20条第二号」に該当するとわかる．次に「法20
条第二号イ」に，「構造方法は，政令で定める基準に従った構造計算」
を行うとあり，その政令である「令81条2項」より，「高さが31m以下の建
築物については，二号イ.「許容応力度等計算又は同等として大臣が
定める基準に従った構造計算」，二号ロ.「前号（=一号）に定める構造
計算（=保有水平耐力計算，限界耐力計算，これらと同等として大臣が
定める基準に従った構造計算）」により，安全性を確かめることができ
る．」とわかる．問題文は正しい．

○

17 02282
68 02283 23233 業務 構造一

級・設備
一級

工事監理については，階数が3以上で床
面積の合計が5,000㎡を超える建築物で
あっても，設備設計一級建築士の関与は
義務づけられていない．

「士法20条の3」より，「設備設計一級建築士は，階数が3以上で床面
積の合計が5,000㎡を超える建築物の設備設計を行った場合において
は，第20条第1項の規定によるほか，その設備設計図書に設備設計
一級建築士である旨の表示をしなければならない．」とあり，問題文の
規模において，設計については，設備設計一級建築士の関与が義務
づけられている．一方，「建築基準法5条の6第4項」より，「建築主は，
建築士法3条から3条の3までに規定する工事をする場合においては，
それぞれに規定する建築士である工事監理者を定めなければならな
い．」とわかる．ここでは，「設備設計一級建築士」は含まれておらず，
工事監理については，設備設計一級建築士の関与は義務づけられて
いない．

○

7 02284 25041

26302

確認申請 維持保全

定期報告

建築物の所有者，管理者又は占有者は，
その建築物の敷地，構造及び建築設備を
常時適法な状態に維持するように努めな
ければならない．

「建築基準法」に基づき，延べ面積1,000
㎡，地上4階建ての患者の収容施設があ
る診療所(国，都道府県及び建築主事を
置く市町村の建築物を除く．)の所有者等
は，当該建築物の敷地，構造及び建築設
備について，定期に，一定の資格を有す
る者に，その状況の調査をさせて，その
結果を特定行政庁に報告しなければなら
ない．

「法8条」より，「建築物の所有者，管理者又は占有者は，その建築物
の敷地，構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努め
なければならない．」とわかる．

「法12条」より，「「令16条1項」で定める特殊建築物，及び，「令16条1
項」で定めるもの以外の特定建築物（「法6条1項第一号」の特殊建築
物と「令16条2項（階数5以上で延べ面積1,000㎡を超える事務所等）」
で定める建築物）で行政庁が指定するものの所有者等は，定期に，所
定の建築士等に状況の調査をさせて，その結果を行政庁に報告しな
ければならない．」とわかる．問題文の建物は「令16条1項」で定める
特殊建築物に該当するため，定期報告義務が生じる．問題文は正し
い．（この問題は，コード「19043」の類似問題です．）

○

○

67 02291 18211 法令名索
引

景観法 「景観法」に基づき，景観計画区域内にお
いて，建築物の外観を変更することとなる
修繕をしようとする者は，あらかじめ，行
為の種類，場所，設計又は施行方法等に
ついて，景観行政団体の長の許可を受け
なければならない．

「景観法16条」に「届出及び勧告等」について載っており，そこに「景観
計画区域内において，所定の行為（建築物の外観を変更することとな
る修繕を含む（景観法16条第一号））をしようとする者は，あらかじめ，
行為の種類，場所，設計又は施行方法等を景観行政団体の長に届け
出なければならない．」とある．問題文には「許可を受けなければなら
ない」とあるため誤り．（この問題は，コード「20243」の類似問題で
す．）

×

6 02292 18221 法令名索
引

労安法 「労働安全衛生法」に基づき，事業者は，
高さが5m以上のコンクリート造の工作物
の解体の作業については，作業主任者を
選任しなければならない．

「労安法14条」及び「労安法施行令6条第十五号の五」より，「コンク
リート造の工作物（その高さが5m以上であるものに限る）の解体作業
においては，作業主任者を選任しなければならない．」とわかる．

○

14 02293 18222 法令名索
引

リサイク
ル法

「建設工事に係る資材の再資源化等に関
する法律」に基づき，解体工事業を営もう
とする者は，建設業法に基づく土木工事
業，建設工事業又は解体工事業に係る
建設業の許可を受けている場合を除き，
当該業を行おうとする区域を管轄する都
道府県知事の登録を受けなければならな
い．

「リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)21
条」より，「解体工事業を営もうとする者は，建設業法に基づく土木工
事業，建設工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けている
場合を除き，当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登
録を受けなければならない．」とわかる．

○

12 02294 18224 法令名索
引

石綿障害
予防規則

「労働安全衛生法」に基づく石綿障害予
防規則により，事業者は，建築物の解体
の作業を行うときは，あらかじめ，当該建
築物について，石綿等の使用の有無を目
視，設計図書等により調査し，その結果
を記録しておかなければならない．

「石綿障害予防規則3条」より，「事業者は，建築物の解体の作業を行
うときは，あらかじめ，当該建築物について，石綿等の使用の有無を
目視，設計図書等により調査し，その結果を記録しておかなければな
らない．」とわかる．

○
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率 コード 類似 大項目 小項目 問題 解説 解答
6 02301 14204 品確法 住宅性能

評価書
住宅の建設工事の請負人は，設計住宅
性能評価書を請負契約書に添付した場
合においては，当該設計住宅評価書に表
示された性能を有する住宅の建設工事を
行うことを契約したものとみなす．

「品確法6条1項」より，「住宅の建設工事の請負人は，設計住宅性能
評価書を請負契約書に添付した場合においては，当該設計住宅評価
書に表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したも
のとみなす．」とわかる．

○

8 02302
4 02303 28301 法令名索

引
宅建業法 「宅地建物取引業法」に基づき，宅地建

物取引業者は，建物の売買の相手方等
に対して，その契約が成立するまでの間
に，宅地建物取引士をして，所定の事項
を記載した書面等を交付して説明をさせ
なければならない．

「宅建業法35条」より，「宅地建物取引業者は，建物の売買の相手方
に対して，その者が取得しようしている建物の売買契約が成立するま
での間に，宅地建物取引士をして，重要事項を記載した書面を交付し
て説明をさせなければならない．」とわかる．（この問題は，コード
「25282」の類似問題です．）

○

79 02304 23274 法令名索
引

宅造法 「宅地造成等規制法」に基づき，宅地造
成工事規制区域内において，宅地以外の
土地を宅地にするために行う造成工事
で，盛土をした土地の部分に高さが1mを
超える崖を生ずることとなるものは，原則
として，都道府県知事等の許可を受けな
ければならない．

「宅造法2条第二号」及び「宅造法施行令3条」より，「宅造法における
宅地造成とは，宅造法施行令3条に該当する土地の区画形質の変更
をいう．」とわかる．また，「宅造法8条」に「宅地造成工事規制区域内
において，宅地造成の工事( =宅造法施行令3条各号に該当する工
事）を行う場合には，造成主は都道府県知事の許可を受けなければ
ならない．」とあり，問題文にある「高さ1mを超える崖を生ずる盛り土の
工事」は，「宅造法施行令3条第二号」より，「宅地造成の工事」に該当
するため知事の許可が必要となる．

○
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