
  

木造関連法令一覧 

 主に中大規模木造を設計する際に、関連する法令・告示（2022 年 12 月現在）を以下に抜粋し、概要

を示す。なお、建物の用途、規模、建築地などによっては、これ以外の法令・告示がかかることがある

ため、別途確認が必要である。 

 

[建築基準法] 

第１章 総則 

第 2条（用語の定義） 

｢特殊建築物、主要構造部、延焼のおそれのある部分、耐火構造、準耐火構造、防火構造、不燃材

料、耐火建築物、準耐火建築物｣などの定義 

 

第 2 章 建築物の敷地、構造及び防火設備 

第 21 条（大規模の建築物の主要構造部等） 

 高さ 16m、延べ面積 3000 ㎡を超える際の措置 

第 22 条（屋根） 

 法 22 条区域の建築物の屋根の不燃化等の措置 

第 23 条（外壁） 

 法 22 条区域の建築物の外壁の延焼のおそれのある部分の準防火性能要求 

第 24 条（建築物が第 22 条第 1項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置） 

 法 22 条区域に少しでもかかる土地は市街地として扱う 

第 25 条（大規模の木造建築物等の外壁等） 

 延べ面積 1000 ㎡を超える木造建築物の外壁・軒裏の延焼のおそれのある部分の防火構造要求 

第 26 条（防火壁等） 

 延べ面積 1000 ㎡を超える木造建築物の 1000 ㎡毎に耐火構造の防火壁または防火床による区画措置 

第 27 条（耐火建築物等としなければならない特殊建築物） 

 耐火建築物または準耐火建築物としなければならない用途、規模の例示 

 （延べ面積が 200 ㎡未満以上で 3階部分に特殊建築物用途がくる場合などに規制がかかる） 

第 30 条（長屋又は共同住宅の各戸の界壁） 

 長屋または共同住宅の住戸間の壁は準耐火構造以上とし小屋裏または天井裏まで達するように施工 

第 35 条（特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準） 

特殊建築物、大規模建築物、火気使用室の避難施設、消火施設、避難及び消火上必要な通路、内装制

限（壁及び天井の内装仕上げの制限）など 

第 35 条の 2（特殊建築物等の内装） 

階数、規模による特殊建築物等の内装制限 

第 35 条の 3（無窓の居室等の主要構造部） 

無窓の居室の主要構造部は耐火構造または不燃材料とつくる 

 

第 5 章 防火地域及び準防火地域 

第 61 条（防火地域及び準防火地域内の建築物） 

 防火地域内の建築物の防耐火構造制限 

第 62 条（屋根） 

 防火地域または準防火地域の屋根の不燃化等の措置 

第 63 条（隣地境界線に接する外壁） 

 防火地域または準防火地域内の隣地境界線に接する建築物の外壁の措置 

第 64 条（看板等の防火措置） 

 防火地域内の看板等の燃化等の措置 
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第 65 条（建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置） 

 敷地の一部が防火地域・準防火地域にかかる場合の措置 

 

第 7 節 地区計画等の区域 

第 68 条の 25(構造方法等の認定) 

  性能評価による個別の国土交通大臣認定の制度 

 

[建築基準法施行令] 

第 1章 総則 

第 1節 用語の定義等 

第 1条（用語の定義） 

｢準不燃材料、難燃材料｣などの定義 

 

第 4章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等 

第 107 条（耐火性能に関する技術的基準） 

 耐火構造について、階数、主要構造部ごとに必要な防耐火性能(1 時間等) 

第 107 条の 2（準耐火性能に関する技術的基準） 

 準耐火構造について、階数、主要構造部ごとに必要な防耐火性能(45 分等) 

第 108 条（防火性能に関する技術的基準） 

 防火構造の外壁・軒裏に必要な防耐火性能(30 分) 

第 108 条の 2（不燃性能及びその技術的基準） 

 不燃材料に必要な防耐火性能 

第 108 条の 3（耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準） 

 耐火性能検証法及び防火区画検証の規定 

第 109 条（防火戸その他の防火設備） 

 防火設備の説明（袖壁による防火設備対応を含む） 

第 109 条の 2（遮炎性能に関する技術的基準） 

 防火設備に必要な防耐火性能（20 分） 

第 109 条の 2の 2(主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角) 

 準耐火建築物の層管変形角 1/150 以内を規定 

第 109 条の 3（主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準） 

 ロ準耐火建築物１号（外壁耐火構造型）、ロ準耐火建築物 2号（不燃構造型）の規定 

第 109 条の 4（法第 21 条第１項の政令で定める部分） 

 法 21 条において木材でつくると規制がかかる部分を定義 

第 109 条の 5（大規模の建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準） 

 法 21 条第 1項により、主要構造部に必要な性能を規定 

第 109 条の 6（延焼防止上有効な空地の技術的基準） 

 法 21 条第 1項のただし書きにより、延焼上有効な空地の条件を規定 

第 109 条の 7（大規模の建築物の壁等の性能に関する技術的基準） 

 法 21 条により、延べ面積 3000 ㎡毎に設ける壁等に必要な性能を規定 

第 109 条の 8（法第 22 条第 1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準） 

 法 22 条区域の建築物の屋根に必要な性能を規定 

第 109 条の 9 (準防火性能に関する技術的基準)  

 法 22 条区域の建築物の延焼のおそれのある部分の外壁に必要な性能を規定 

第 110 条（法第 27 条第 1項に規定する特殊建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準） 

 3 階建て以上の特殊建築物の主要構造部に必要な性能を規定（性能規定化） 
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第 110 条の 2（延焼するおそれがある外壁の開口部） 

 3 階建て以上の特殊建築物の外壁開口部に必要な性能を規定（上階延焼抑制） 

第 110 条の 3（法第 27 条第 1項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準） 

 3 階建て以上の特殊建築物の防火設備に必要な性能を規定 

第 110 条の 4（警報設備を設けた場合に耐火建築物等とすることを要しないことになる用途） 

 延べ面積 200 ㎡以下の場合に警報設備を設けた際に耐火要件が免除となる用途を規定 

第 110 条の 5（警報設備の技術的基準） 

 警報装置の備えるべき基準を規定 

第 111 条（窓その他の開口部を有しない居室等） 

 無窓の居室となる条件を既定 

第 112 条（防火区画） 

 面積区画、竪穴区画、異種用途区画、高層区画、区画貫通部の措置を規定 

第 113 条（木造等の建築物の防火壁及び防火床） 

 その他建築物の延べ面積 1000 ㎡ごとに設ける防火壁及び防火床に必要な性能を規定 

第 114 条（建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁） 

 界壁、防火上主要な間仕切壁、小屋裏隔壁（建築面積 300 ㎡超、間隔 12ｍ以下）が必要な条件を規定 

第 115 条（建築物に設ける煙突） 

 煙突、壁付き暖炉などの仕様や形状を規定 

第 115 条の 2(防火壁又は防火床の設置を要しない建築物に関する技術的基準等) 

 防火壁の設置を要しない条件を記載（ほぼ平屋（2階の床面積が 1階の 1/8以下など）） 

第 115 条の 3（耐火建築物としなければならない特殊建築物） 

 法別表第一に記された用途以外で耐火建築物等としなければならない用途を規定（幼保連携型認定こ

ども園も定義） 

第 115 条の 4（自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物） 

 外壁耐火型準耐火建築物による自動車車庫の禁止 

 

第 5 章 避難施設等 

第 2節 廊下、避難階段及び出入口 

第 119 条（廊下の幅） 

 学校、病院、共同住宅等の廊下の最低幅の規定 

第 120 条（直通階段の設置） 

 避難階に通じる直通階段までの距離及び仕上げの規定 

第 121 条（2以上の直通階段を設ける場合） 

 避難階に通じる 2以上の直通階段を設ける必要のある用途・規模・階数などを規定 

第 121 条の 2（屋外階段の構造） 

 準耐火構造でない木造の屋外階段の禁止を規定 

第 122 条（避難階段の設置） 

 5 階建て以上の階がある建物等への避難階段の設置を規定 

第 123 条（避難階段及び特別避難階段の構造） 

 避難階段・特別避難階段の構造を規定 

 

第 3 節 排煙設備 

第 126 条の 2（設置） 

 排煙窓・排煙設備の設置が必要となる規模・階数を規定 

第 126 条の 3（構造） 

 排煙設備の構造を規定（排煙口は不燃材料など） 
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第 4節 非常用の照明装置 

第 126 条の 4（設置） 

 非常用照明を設置すべき用途・規模・階数を規定 

第 126 条の 5（構造） 

 非常用照明の構造として床面において 1lx以上の照度を確保することなどを規定 

 

第 5 節 非常用の進入口 

第 126 条の 6（設置） 

 非常用進入口が必要となる階数（3階建て以上）を規定。代用進入口の要件を規定 

第 126 条の 7（構造） 

 非常用進入口の構造・寸法などを規定 

 

第 6節 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等 

第 128 条（敷地内の通路） 

 敷地内の避難用の通路幅員（1.5m 以上）を規定 

第 128 条の 2（大規模な木造等の建築物の敷地内における通路） 

 延べ面積 1000 ㎡を超える木造建築物周囲の通路幅員(原則 3ｍ以上)を規定 

 

第 5 章の 2 特殊建築物の内装 

第 128 条の 3の 2（内装制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室） 

 内装制限を受ける無窓の居室を規定 

第 128 条の 4（内装制限を受けない特殊建築物等） 

 内装制限を受けない特殊建築物の用途・規模・階数を規定 

第 128 条の 5（特殊建築物等の内装） 

 特殊建築物の内装制限を受ける部分の要求性能（難燃材料、準不燃材料）を規定 

 

第 5 章の 3 避難上の安全の検証 

第 128 条の 6（避難上の安全の検証を行う区画部分に対する基準の適用） 

 区画避難安全検証において安全が確認された場合に適用されない条文と検証すべき項目を規定 

第 129 条（避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用） 

 居室・階避難安全検証において安全が確認された場合に適用されない条文と検証すべき項目を規定 

第 129 条の 2（避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用） 

 全館避難安全検証において安全が確認された場合に適用されない条文と、検証すべき項目を規定 

 

第 7 章 建築物の各部分の高さ等 

第 135 条の 20（耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物等） 

 耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物を規定 

 

第 7 章の 2 防火地域又は準防火地域内の建築物 

第 136 条の 2（防火地域又は準防火地域内の建築物の壁,柱,床その他の部分及び防火設備の性能に関す

る技術基準） 

 法 61 条のより、建築物の主要構造部及び防火設備に必要な性能を規定 

第 136 条の 2の 2（防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術基準） 

 法 62 条のより、建築物の屋根に必要な性能を規定  
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[国土交通省告示] 

■主要構造部の防耐火性能 

平成 12 年建設省告示第 1399 号（耐火構造の構造方法を定める件） 

令和元年国土交通省告示第 195 号（1時間準耐火基準に適合する主要構造部の構造方法を定める件） 

平成 12 年建設省告示第 1358 号（準耐火構造の構造方法を定める件） 

平成 12 年建設省告示第 1359 号（防火構造の構造方法を定める件） 

平成 12 年建設省告示第 1362 号（木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法を定める

件） 

 

■耐火同等建築物等 

令和元年国土交通省告示第 193 号（建築基準法第 21 条第 1項に規定する建築物の主要構造部の構造方

法を定める件） 

令和元年国土交通省告示第 194 号（防火地域又は準防火地域内の建築物の部分及び防火設備の構造方法

を定める件） 

平成 27 年国土交通省告示第 255 号（建築基準法第 27 条第 1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構

造方法等を定める件） 

 

■燃えしろ設計関連 

昭和 62 年建設省告示第 1898 号（構造耐力上主要な部分である柱及び横架材に仕様する集成材その他の

木材の品質及び強度及び耐久性に関する基準を定める件） 

昭和 62 年建設省告示第 1901 号（通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することのでき

る主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造方法を

定める件） 

昭和 62 年建設省告示第 1902 号（通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのない構造であ

ることを確かめるための構造方法の基準） 

 

■防火設備の防耐火性能 

平成 12 年建設省告示第 1360 号（防火設備の構造方法を定める件） 

平成 12 年建設省告示第 1369 号（特定防火設備の構造方法を定める件） 

令和元年国土交通省告示第 196 号（20 分間防火設備の構造方法を定める件） 

令和 2年国土交通省告示第 198 号（10 分間防火設備の構造方法を定める件） 

 

■防火材料の防耐火性能 

平成 12 年建設省告示第 1400 号（不燃材料の構造方法を定める件） 

平成 12 年建設省告示第 1401 号（準不燃材料の構造方法を定める件） 

平成 12 年建設省告示第 1402 号（難燃材料の構造方法を定める件） 

 

■壁等（法第 21 条）関連 

平成 27 年国土交通省告示第 250 号（壁等の構造方法を定める件） 

平成 27 年国土交通省告示第 249 号（壁等の加熱面以外の面で防火上支障がないものを定める件） 

 

■内装制限緩和措置 

平成 12 年建設省告示第 1439 号（難燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件） 

平成 21 年国土交通省告示第 225 号（準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件） 
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■防火壁・防火床関連 

令和元年国土交通省告示第 197 号（防火壁及び防火床の構造方法を定める件） 

 

■その他 

平成 12 年建設省告示第 1436 号（排煙設備の設置を要しない火災が発生した場合に避難上支障のある高

さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件） 

平成 12 年建設省告示第 1440 号（火災の発生のおそれの少ない室を定める件） 

平成 12 年建設省告示第 1365 号（防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を定める件） 

平成 28 年国土交通省告示第 694 号（強化天井の構造方法を定める件） 

令和元年国土交通省告示第 198 号（警報設備の構造方法及び設置方法を定める件） 

令和 2年国土交通省告示第 197 号（建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃

焼するおそれのない部分を定める件） 

令和 2年国土交通省告示第 249 号（主要構造部を耐火構造等とすることを要しない避難上支障がない居

室の基準を定める件） 

令和 2年国土交通省告示第 250 号（警報設備を設けることその他これに準ずる措置の基準を定める件） 

令和 2年国土交通省告示第 251 号（壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないように

することを要しない火災が発生した場合に避難上支障のある高さま

で煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件） 

令和 2年国土交通省告示第 509 号（区画部分からの避難に要する時間に基づく区画避難安全検証法に関

する算出方法等を定める件） 

令和 2年国土交通省告示第 510 号（階からの避難に要する時間に基づく階避難安全検証法に関する算出

方法等を定める件） 

令和 2年国土交通省告示第 511 号（建築物からの避難に要する時間に基づく全館避難安全検証法に関す

る算出方法等を定める件） 

令和 2年国土交通省告示第 522 号（通常の火災時において相互に火熱による防火上有害な影響を及ぼさ

ない建築物の 2以上の部分の構造方法を定める件） 

令和 2年国土交通省告示第 663 号（通常の火災時において相互に煙又はガスによる避難上有害な影響を

及ぼさない建築物の 2以上の部分の構造方法を定める件） 

令和 3年国土交通省告示第 474 号（火災により生じた煙又はガスの高さに基づく区画避難安全検証法に

関する算出方法等を定める件） 

令和 3年国土交通省告示第 475 号（火災により生じた煙又はガスの高さに基づく階避難安全検証法に関

する算出方法等を定める件） 

令和 3年国土交通省告示第 476 号（火災により生じた煙又はガスの高さに基づく全館避難安全検証法に

関する算出方法等を定める件） 
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[国土交通省住宅局建築指導課長による通知及び技術的助言] 

国住指第 2391 号 平成 20 年 9月 30日（通知） 

（部分により構造を異にする建築物の棟の解釈について）  

 住宅局建築防災課長通達「部分により構造を異にする建築物の棟の解釈について（いわゆる別棟扱い）」

(昭和 26 年 3 月 6日住防発第 14 号) が有効であることを再通知 

※ただし、建築基準法の一部を改正する法律(平成 30 年法律第 67 号)に係る質疑応答集 (令和 2 年 3

月 2日) にて、通達によらない新たな設計手法の活用に言及 

 

国住指第 1785 号 平成 26 年 8月 22日 （技術的助言） 

（耐火構造の構造方法を定める件の一部を改正する告示の施行について）  

 H12 建設省告示第 1399号の耐火構造のうち、下地を木造とした際の耐火被覆材の仕様や留め付け方法

についての助言 
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