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年の改正
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する時間をいう」とされています。この時

性・遮熱性・遮炎性を有すること、と記さ

性能、遮熱性能、遮炎性能とも「通常火災
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建基法第 条第 項の改正にかかる新

平 成 年 月の建 基 法の改 正 内 容 と そ
の政令改正案概要には、木造建築物の整備
の推 進や既 存ストックの有 効 活 用などの名
のもとに、従来は自制されてきた実態危険
を増す内容が含まれています。 消防機関に
は、危険性を増さないためにどうすべきか、
難しい問題が突きつけられています。

されていましたが（そのために条文が難解

何とか防火安全性能が落ちないように工夫

大 規 模 木 造 建 築 物の禁 止と 規 制 緩 和（ その５）
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年６月の建基法の改正と関連

るからです。このような懸念から、私も所

は、実態危険が増す可能性が高いと思われ

になった面も大きいのですが）
、今度の改正

大規模木造建築物の規制緩和をテーマ

政令改正にかかるパブリックコメント

に本稿連載中の昨年 月に建基法が改正
され、このテーマにとって無視できない規

改正内容も防火安全上の問題点も広範

HP参照）
。
にわたっていますが、ここではとりあえず、

のパブリックコメントを提出しました（協会

示の改正案が作成されている最中で、政
本稿の現在のテーマである大規模木造建

制緩和がおこなわれました。 公布後１年

令改正案概要についてのパブリックコメン
築物等に関する規制緩和について、私の考

以内の施行を目指して、目下、政令と告

トが公募されています。 本テーマの最後

大規模の建築物の主要構造
部等 （建基法第 条関係）

えを整理してみたいと思います。

に、この改正について考えてみます。
この改正法と政令改正案概要を読んで、
非常に心配になりました。これまで述べて
きたように、従来の改正は、木材等の使用
対象を拡大する場合でも、改正前に比べて

災終了時間」というのは、
「建築物の構造、
建築設備及び用途に応じて通常の火災が

旧対照表は表のとおりです。
まず、構造規制の対象が、従前の「高さ
消火の措置により終了するまでに通常要

超える建築物」から４階建て以上又は高さ

間が長ければ厳しい性能が要求されます

れています。その「表」では、その時間は、

終了時間」とだけ書かれており、下限値は

の中に消防活動は入っているのか否か、な
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条第１項関係）

本条第１項については、平成 年の改正

特殊建築物 （建基法第

耐火建築物等としなければならない

ト募集を注視していく必要があります。
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せんでした（本誌拙稿第 回参照）
。

外の規定は、以前と実質的には変わりま

ての木造校舎を認めるようにすること以

称しています）
。ただ、その時は、３階建

物を同条の見出しで「耐火建築物等」と略

変わっています（この規定に適合する建築

部に要求する、などという趣旨の規定に

倒壊及び延焼を防止する性能を主要構造

人のすべてが地上まで避難するまでの間、

いうフレーズがなくなり、火災建物にいる

で「耐火建築物としなければならない」と
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が メートル又は軒の高さが９メートルを
が⓰メートルを超える建築物に一段階高

今回示された政令改正案概要では、主

可能性があります。

思いますし、新基準の三号は、倉庫や車

要構造部の性能に関する技術的基準とし

し、短ければ危険な建築物ができてしまう

庫など避難危険とは別の視点から特殊建

場 合に、 建 築 物の部 分の区 分に応じて、

て、通常の火災による火熱が加えられた

くなりました。軒高の制限が無くなったこ

築物とされているものについては高さ⓭

とについては実質的な意味はあまりないと

メートルの制限を残すという規定なので、
注意すべきは、３階建て以下でかつ高さ

表に定める時間が経過するまで、非損傷

⓰メートル未満の建築物については一定の

屋根や階段（原則 分間）を除き、非損傷

大きな問題はなさそうです。

条件を満たせば木造等としても良い、と
能的に従来と同等以上なら、特に心配す

間」の具体的な算定方法等は、国土交通大

分間とされています。
「通常火災終了時

なったことです。そういう建築物でも、性
る必要はないわけですが、本当にそうで
しょうか？
を通常火災終了時間が経過するまでの間

ども気になるところでしょう。いずれにし

臣告示で定められるのだと思います。 消

当該火災による建築物の倒壊及び延焼を

ろ、国土交通大臣告示のパブリックコメン

改正法では、その性能は、
「主要構造部

防止するために主要構造部に必要とされ
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る性能」とされています。ここで、
「通常火
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高 さが13m又 は 軒 の 高 さ
が9mを超える建築物（その
主要構造部（床、屋根及び
階段を除く。）の政令で定め
る部分の全部又は一部に木
材、プラスチックその他の
可燃材料を用いたものに限
る。）は、第2条第九号の二
イに掲げる基準に適合する
ものとしなければならない。
ただし、構造方法、主要構
造部の防火の措置その他の
事項について防火上必要な
政令で定める技術的基準に
適合する建築物（政令で定
める用途に供するものを除
く。）は、この限りでない。
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改正前

第１号は「別表第 ろ欄に掲げる階を同

の１号と４号に括弧書きが加わりました。

ればならないとして列記されていた建築物

昨年の改正では、耐火建築物等としなけ
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新規条文
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表い欄⑴項から⑷項までに掲げる用途に供
するもの」とされていたのですが、その後
トル未満のもの（同表ろ欄に掲げる階を同

ろに
（階数が３で延べ面積が２００平方メー
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61

45

次の各号のいずれかに該当する建築物（その主要構造部
（床、屋根及び階段を除く。）の政令で定める部分の全部
又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用い
たものに限る。）は、その主要構造部を通常火災終了時間
（建築物の構造、建築設備及び用途に応じて通常の火災
が消火の措置により終了するまでに通常要する時間をい
う。）が経過するまでの間当該火災による建築物の倒壊及
び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能
に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国
土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通
大臣の認定を受けたものとしなければならない。
ただし、その周囲に延焼防止上有効な空地で政令で定
める技術的基準に適合ずるものを有する建築物について
は、この限りでない。
一 地階を除く階数が4以上である建築物
二 高さが16mを超える建築物
三 別表第一（い）欄（5）項又は（6）項に掲げる用途に供
する特殊建築物で、高さが13mを超えるもの
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表 2018年6月27日の建築基準法第21条第1項の改正に関する新旧対照表

〜第47回〜
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予防塾選講

表 欄⑵項に掲げる用途で政令で定めるも
準耐火建築物のことですから︑延べ面積

で述べたように︑事実上耐火建築物又は

い︑ということになりそうです︒

リンクラー設備の初期消火に頼るしかな

このような建築物については︑結局︑スプ

もので︑主階が 階にないもの﹂に︵階数

﹁劇場︑映画館又は演芸場の用途に供する

第４号については︑第１号とほぼ同様に︑

２００平方メートル未満までならグループ
ホームや保育園が入る３階建ての建物を︑

技術的基準に従って警報設備を設けたもの

そういう性能のない普通の木造とするこ

のに供するものにあっては︑政令で定める
に限る︶を除く︶が付加されました︒劇場
とができる︑ということになります︒

が３以下で延べ面積が200平方メートル

高い建物を３階建てとする場合︑延べ面積

これはまずいのではないかと思います︒

以上のように︑法第 条第１項関係の政

未満のものを除く︶が付加されています︒

や物販店舗など火災の際の避難危険性が
が２００平方メートル未満なら耐火建築物

けでは全員が安全な場所に自力で避難でき

この種の施設では︑警報設備が作動しただ

旅館︑下宿︑共同住宅︑寄宿舎及び児童

者の収容施設があるものに限る︶
︑ホテル︑

定めるもの﹂の用途は︑病院︑診療所︵患

今回の政令改正案概要では︑この﹁政令で

設備を設けたものに限る﹂とされています︒

のうち政令で定めるものについては﹁警報

︵就寝施設や避難困難者が利用する施設︶

が利用する施設における一時待避場所への

ど唯一の戦術になります︵自力避難困難な者

うのが︑初期消火に失敗した場合のほとん

ニー︶に全員を待機させる︵水平避難︶とい

一階のなるべく安全な区画︵できればバルコ

されるまでの間︑消防隊が救出しやすい同

では︑垂直避難は消防隊に期待して︑救出

るわけではありません︒高齢者福祉施設等

水準の安全性は確保できませんし︑実際の

備的要素と人的要素を強化しない限り︑同

要素が弱くなると︑消防法がカバーする設

安全を守る仕組みになっています︒建築的

る設備的要素・人的要素が協働して国民の

は︑建基法による建築的要素と消防法によ

内容が含まれています︒ 日本の防火法令

令改正案概要については︑実態危険が増す

ただし別表第一 欄⑵項に掲げる用途

福祉施設等︵就寝利用するもの︶とされて

消防予第258号︶
︑本誌拙稿第 回〜第
回参照︶
︒待機中にフラッシュオーバーが

備を設ければ３階建て延べ面積２００平方

起こる可能性もあるわけですから︑耐火

交通省には︑これまで積み重ねてきたフェー

力がよほど強いのかも知れませんが︑国土

とのないよう︑頑張ってほしいと思います︒

ルセーフのパーツを一枚ずつ剥がしていくこ
せん︒ もしこの改 正 が成 立した 場 合は︑

建築物でもギリギリの状況なのに︑普通の

整備の推進﹂などを旗印にした規制緩和圧

﹁既存ストックの有効活用や木造建築物の

ところ︑それもなかなか難しいと思います︒

施 設 等も含まれますので︑ 有 床 診 療 所︑

水平避難訓練マニュアルについて︵平成 年
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等としなくてもよい︑ということです︒

1

います︒ 児童福祉施設等には高齢者福祉

30
木造建築物ではとてもそんな戦術は取れま

グループホーム︑保育園なども︑警報設
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くてもよい︑ということです︒
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メートル未満までは耐火建築物等としな
耐火建築物等というのは︑拙稿第 回
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