
（木造建築物等である特殊建築物の外壁等）

第九条 法第二十二条第一項の市街地の区域内にある木造建築物等である特殊建築物で、

次の各号のいずれかに該当するものは、その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。

一 自動車修理工場の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が五十

平方メートルを超えるもの

二 診療所（患者を入院させるための施設があるものに限る。）、展示場、物品販売業を

営む店舗、飲食店、遊技場、ホテル、旅館又は下宿の用途に供するもので、階数が二以

上であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

法第22条の指定区域は、現在、下記市町村の一部の地域又は全部の地域について指定さ

れている。

岐阜市、大垣市、高山市、各務原市、羽島市、美濃加茂市、関市、多治見市、土岐市、

瑞浪市、恵那市、中津川市、瑞穂市、飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、岐南町、笠松

町、北方町、養老町、神戸町、安八町、垂井町、下呂町

法第22条に基づく知事の指定区域内においては、木造建築物等である特殊建築物の外壁

及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造にすることを法第24条で定めている。

本条は、法で定められている用途以外で、同様に火災発生の危険度の高い木造の特殊建

築物及び不特定のものが利用するため火災時には人的被害をまねくおそれの強い建築物を

指定し、法第24条の目的を補足しようとするものである。

このうち、自動車修理工場については、特殊建築物の構造制限を定めた法別表第一の区

分が自動車車庫と同じのため、車庫と同様の制限とした。

なお、令第112条第12項の異種用途の防火区画に関しては、法文上の義務はないが本条

が法第24条の補足であることから同様の区画設置が望ましい。

第二節 興行場等

（敷地と道路との関係）

第十条 劇場、映画館、演芸場、観覧場（屋外観覧場を除く。）、公会堂又は集会場の用途

に供する特殊建築物（以下「興行場等」という。）の敷地は、次の表に掲げる道路に第十

三条第一項第三号の規定により算出した出口の幅の合計に六メートルを加えた長さ以上接

しなければならない。ただし、客席の床面積の合計が百平方メートル以内の場合又は建築

物の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で、知事が交通上、安全

上、防火上及び衛生上支障がないと認めたときは、この限りでない。

客席の床面積の合計 道路の幅員

150平方メートル以内のもの ４メートル以上

150平方メートルを超え200平方メートル以内のもの ５メートル以上

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの ６メートル以上

500平方メートルを超えるもの ８メートル以上

２ 興行場等の敷地が前項の規定により接しなければならない道路以外の道路に接し、その

接する道路境界線の反対側の道路境界線から道路の側に同項の規定による幅員に相当する

水平距離を隔てた線までを道路とみなし得る状況にある場合は、同項に規定する道路に接

するものとみなす。



本規定の趣旨は、不特定多数の者が利用する興行場等において、火災等の避難時に人が

出入口から敷地外道路に殺到して、混雑するのを緩和する目的で設けられたものである。

このうち、野球場、陸上競技場等の屋外観覧場が除外されているのは、フィールドが避

難上有効な空地とみなしうるからである。

また、接道幅に関しては、建物からの出入口の幅の合計の数値以上が確保されないとそ

こで人の滞留が起こるおそれがあるため、避難上の出入口の幅に６メートルという余裕幅

を見込んだ数値を確保するよう定めたものである。

右図でａ 、ｂ、ｃ が

第13条の規定による

必要な出口幅とすれば、

Ｗ≧ａ＋ｂ＋ｃ＋6.0ｍ

第２項は、前面道路幅員が第１項に規定する数値未満の場合でも壁面線等の指定がなさ

れており、道路空間が確保されているような場合においてはその後退部分を含めて第１項

の道路と扱うことを可としたものである。

ただし書きの取り扱いについては、客席面積が小さい場合や建物周囲に十分な空地が確

保されている場合等、空地と建築物との面積比、空地確保の担保性などが適否の判断にな

るが、不特定多数のものが利用する施設であることから、特にその利用状況をふまえて個

別に知事（建築事務所長）の認定を受ける必要がある。

（前面空地）

第十一条 興行場等の前面には、次の表に掲げる空地を前条の規定による道路に接して設け

なければならない。ただし、客席の床面積の合計が百平方メートル以内の場合又は建築物

の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で、知事が交通上、安全上、

防火上及び衛生上支障がないと認めたときは、この限りでない。

客席の床面積の合計 空地の奥行き 空地の幅員

200平方メートル以内のもの ２メートル以上 第13条第１項第

200平方メートルを超えるもの 200平方メートルを超える部分の客席 ３号の規定によ

の床面積10平方メートルにつき２ って算出した出

センチメートルの割合で算出した 口の幅の合計以

数値に２メートルを加えたもの以上 上

２ 興行場等の主要構造部が耐火構造の場合には、前項本文の空地に相当する部分に次の各

号に該当する寄付きを設けることができる。

一 三メートル以上の高さを有すること。

二 避難上障害となる柱、壁その他これらに類するものを有しないこと。

興行場等の主要な屋外への出口の前面には、興行時の混雑緩和、緊急時の避難上の安全

確保のための空地を設けるよう義務付けたものである。



ただし書きの取り扱いについては、隣接して公園や河川敷が存在し、避難に支障がない

と判断される場合等に適用が考えられるが、本条項で設置を義務づけている前面空地が緊

急時の避難の際の緩衝帯の役割を期待していることから、慎重に是非を検討すべきもので

ある。

ただし書きの適用を受けるためには、建築確認に先立って、知事（建築事務所長）に認

定申請を提出し、認定を受ける必要がある。

前面空地は、利用者の避難上の安全を確保するため設けるものであるから、避難上障害

となる樹木、段差等の設置はもとより、建築物の部分についても空地内にはみ出すことは

できない。しかしながら、玄関アプローチの車寄せについては、建物機能上やむをえない

ので、緩和措置として第２項の条件を満たした場合に限り認めることとしている。

（敷地内の通路）

第十二条 興行場等の敷地内には、前条第一項本文の空地に面する出口以外の屋外への出口

から道路、公園、広場その他の空地に通じる通路で、次の表に掲げる幅員を有するものを

設けなければならない。ただし、当該出口が道路、公園、広場その他の空地に面している

場合は、この限りでない。

客席の床面積の合計 通路の幅員

200平方メートル以内のもの 1.5メートル以上

200平方メートルを超え四百平方メートル以内のもの ２メートル以上

400平方メートルを超え六百平方メートル以内のもの 2.5メートル以上

600平方メートルを超えるもの ３メートル以上

興行場等の主要な屋外への出口は、前面空地に面して設けることで、避難時の人の滞留

の防止が図られる。それ以外の出口に関しては空地確保の規定がなく、前面空地又は敷地

外の道路等へ安全に避難するために敷地内通路の幅員の規程を設けたものである。

当該出口以外の建築物の部分が通路に突出してはならない。



本規定による通路は、興行場等の特殊性に基づいて設けられたものであって、通常一般

の客が利用することがない出口についても適用される。

ただし書きについて、その他の出口が直接、公園等に面し安全に避難できるような場合

には、通路の幅員の規程は緩和される。

（出口の構造）

第十三条 興行場等（客席の床面積の合計が百平方メートル以内のものを除く。以下この項

において同じ。）には、次に定めるところにより屋外への出口を設けなければならない。

一 出口は、避難上有効に三以上配置すること。

二 出口の幅は、一・二メートル以上とすること。

三 出口の幅の合計は、これを使用する客席の床面積の合計十平方メートルにつき二十セ

ンチメートル（興行場等の主要構造部が耐火構造の場合は、十七センチメートル）の割

合で算出した数値以上とすること。

四 第十一条第一項本文の空地に面する屋外への出口の幅の合計は、前号の規定により算

出した数値の二分の一以上とすること。

２ 前項第一号から第三号までの規定は、客席からの出口について準用する。

本規定は、観客の避難上の安全確保の見地から、客の用に供する出口について幅員の確

保と配置について定められたものである。

屋外への出口の幅の合計Ｗs＝Ｗ1＋Ｗ2＋・・ ≧Ａ×20（17）／1000（メートル）

客席からの出口の合計 ｗs＝ｗ1＋ｗ2＋・・・≧Ａ×20（17）／1000（メートル）

前面空地に面する、屋外への出口Ｗs’≧1／2（Ａ×20（17）／1000）（メートル）



（階段の構造）

第十四条 興行場等の階段の幅の合計は、その階段を使用する階の客席の床面積の合計十平

方メートルにつき二十センチメートル（興行場等の主要構造部が耐火構造の場合は、十七

センチメートル）の割合で算出した数値以上としなければならない。

避難階以外に客席を有する興行場等で、一般客が避難階まで安全に避難できるよう階段

の基準を定めたものである。

階段の幅の合計Ｗs＝Ｗ1＋Ｗ 2＋・・・≧Ａ×２０（１７）／１０００（ｍ）

階段を利用する客席が複層階にわたる場合は、床面積Ａ は最大階の当該床面積とする。

（廊下の構造）

第十五条 興行場等の客席の床面積の合計が百五十平方メートル（興行場等の主要構造部が

耐火構造の場合は、三百平方メートル）を超える階に設ける利用者の用に供する廊下は、

次に定めるところによらなければならない。

一 客席からの出口に互いに連絡し、かつ、直通階段又は屋外への出口に通じること。

二 廊下の幅は、その階の客席の床面積の合計が三百平方メートル以内のときは一・二メ

ートル以上とし、三百平方メートルを超えるときは一・二メートルに三百平方メートル

を超える客席の床面積十平方メートルにつき一センチメートルの割合で算出した数値を

加えた数値以上とすること。

三 廊下は、客席と混用されないように壁で客席と区画すること。

本規定は階段と並んで、重要な避難施設である廊下についてその形態を規程したもので

ある。

第一号は、避難の際の水平方向の移動の自由を確保するため設けたものである。

第二号は、客数に応じた避難経路を確保するためのもので、趣旨は、出口、階段と同じ

である。



廊下の必要幅員

Ｗ≧1.2＋(Ａ－300)×0.001(ｍ)

但し、Ａ ≦ 300㎡ の場合

ｗ＝1.2（ ｍ ）

第三号は、避難施設としての廊下を明確にするために、客席と他の用途を壁で区画する

ことを求めたものである。

（客席の構造）

第十六条 興行場等の客席の構造は、次に定めるところによらなければならない。

一 通路は、互いに連絡するものとし、行き止まり状としないこと。ただし、花道がある

場合は、この限りでない。

二 通路の勾（こう）配（ばい）は、十分の一以下とすること。ただし、段床部分に設け

るものについては、この限りでない。

三 通路に段を設ける場合は、けあげを十八センチメートル以下とし、踏面を二十六セン

チメートル以上とすること。

四 客席の段床を縦断する通路で、その高低差が三メートルを超えるものには、その高低

差三メートル以下ごとに、廊下又は直通階段に通じる横通路又はずい道を設けること。

避難上の安全確保の観点から客席の構造について定めたものである。



第一号は、緊急時に行き場を失わないようとの趣旨である。花道は歌舞伎舞台において

観客席に突き出た舞台通路であり、通路を遮断することは機能上やむを得ない。

第二号は、客席部の通路のスロープについて勾配の限度を定めたものである。ただし客

席のある段床部分については、機能上支障となることを考慮し緩和している。

第三号は、通路を階段状にする場合の蹴上げと踏面の寸法を定めたものである。

第四号は、次図のとおりである。

（敷地と道路との関係）

第十七条 物品販売業を営む店舗（その用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メート

ルを超えるものに限る。次条において同じ。）の用途に供する建築物の敷地（その敷地の

周囲の長さの四分の一以上が道路に接するものを除く。）は、二以上の道路に接しなけれ

ばならない。ただし、建築物の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場

合で、知事が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたときは、この限りで

ない。

物品販売業のための店舗は、不特定多数の人が出入りするのみならず、大量の物資が搬

入され、周辺環境に与える影響も大きい。

本規定は、大規模物販店の敷地の進入路を２方向から確保することで、避難上、交通上

の安全を確保しようとするものである。

本文括弧後段は、接道幅が敷地外周の１／４以上あるような場合では、少なくとも次条

の前面空地と合わせ、進入路と道路との関係による安全性は確保されており、避難上、防

火上支障ないと考えられるため、適用の除外とした。



ただし書きの取り扱いについては、大規模店舗への２方向からの進入を確保しようとす

るのが本条の目的であることから、例えば接する複数の道路のうちの一が建築基準法上の

道路ではないが、車両の安全通行に支障がない幅員を有する道である場合などが考えられ

る。適用を受けるためには、建築確認に先立って、知事（建築事務所長）に認定申請を提

出し、認定を受ける必要がある。

（前面空地）

第十八条 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の前面には、次の各号に定める空地

を道路に接して設けなければならない。ただし、建築物の周囲に広い空地があり、その他

これと同様の状況にある場合で、知事が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと

認めたときは、この限りでない。

一 空地の幅は、一・五メートル以上で、かつ、当該空地に面する出口の幅以上とすること。

二 空地の奥行きは、二メートル以上とすること。

２ 第十一条第二項の規定は、前項本文の空地について準用する。

本規定は、興行場等と同様、大規模店舗の主要な出入口付近の混雑緩和を図るとともに

緊急時の避難の際の緩衝帯として安全性を確保するよう定めたものである。

前面空地は、通常、買物客が利用する全ての出口に必要であるが、ただし書に該当する

場合には緩和される。

ただし書きの取り扱いについては、隣接して公園や河川敷が存在し、避難に支障がない

と判断される場合等に適用が考えられるが、本条項で設置を義務づけている前面空地が緊

急時の避難の際の緩衝帯の役割を期待していることから、慎重に是非を検討すべきもので

ある。

ただし書きの適用を受けるためには、建築確認に先立って、知事（建築事務所長）に認

定申請を提出し、認定を受ける必要がある。

第２項は、前面空地内に設けることのできる寄り付きについて定めたもので、内容は興

行場等の場合と同じである。



第四節 自動車車庫

（敷地と道路との関係）

第十九条 自動車車庫（二輪車車庫を除く。以下同じ。）の用途に供する建築物（その用途

に供する部分の床面積の合計が五十平方メートル以内のものを除く。次条において同じ。）

の敷地における自動車の出入口は、次の表に掲げる道路に接しなければならない。ただし、

知事が交通上及び安全上支障がないと認めた場合又は消防用自動車の車庫については、

この限りでない。

自動車車庫の床面積の合計 道路の幅員

三百平方メートル以内のもの ４メートル以上

三百平方メートルを超えるもの ６メートル以上

２ 前項の自動車の出入口は、次の各号に掲げる道路に接してはならない。ただし、知事が

交通上及び安全上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

一 交差点の側端又は道路の曲り角（内角が百二十度以下のものをいう。）から五メート

ル以内の道路

二 踏切の側端から十メートル以内の道路

狭隘道路における交通混雑防止と交通安全上の措置として、自動車車庫と道路との関係

について定めた規定である。

近年のモータリーゼーションの進展に対応し、住居系の用途地域において車庫の設置が

緩和されたのを受けて、定めたものである。

第２項は、当該敷地から道路へ出る出入口の位置に関して、制限を加えたものである。

図示すると下記のごとくである。

なお、床面積が50㎡以内の自動車車庫について適用除外としたのは、一般家庭の所有自

動車台数が増加していることを考慮し、住宅の附属車庫については、本条を適用を緩和す

る趣旨である。むろん、住宅の附属車庫以外のものについても50㎡以下のものであれば、

本条及び次条は適用されない。

第１項ただし書きの前段の取り扱いについては、自動車車庫の敷地が複数の道路に接し

ている場合で、上記表の道路幅員を有する道路への車の出入りが、その道路を通行する自

動車若しくは人の安全に支障をきたす恐れがある場合が考えられる。

第２項ただし書きについては、一方通行の道路交通法上の規制がある場合等で、現況道

路幅員が４ｍ以上のもの等が考えられる。

ただし書きの適用にあたっては、いずれの場合も建築確認に先立って、個別に知事（建

築事務所長）の認定を受ける必要がある。


