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5102 横須賀市建築基準法施行取扱規則 

 〔関係法令等〕法第 39 条、法第40条 

 

                                                              昭和 30年 12月 15日 

                                                                     規則第 27号 

〔建築基準法施行取扱規則〕を次のように定める。 

       建築基準法等施行取扱規則 

         (平 12規則 56・改称) 

(総則) 

第１条  建築基準法(昭和25年法律第201号。以下｢法｣という。)、建築基準法施行令(昭和25年政

令第338号。以下｢政令｣という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下｢省

令｣という。)、建築基準条例(昭和47年横須賀市条例第32号。以下｢条例｣という。)、斜面地建築

物の構造の制限に関する条例(平成16年横須賀市条例第31号。以下｢斜面地建築物条例｣とい

う。)及び地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和63年横須賀市条例第24

号。以下｢地区計画条例｣という。)を施行するために必要な事項は、この規則の定めるところによ

る。 

  (昭37規則58・昭47規則47・昭53規則16・昭63規則28・平12規則56・平19規則91・平27規則35・一部

改正) 

 

（許可の申請）  

第２条  条例、斜面地建築物条例又は地区計画条例の規定により許可を受けようとする者は、省

令第10条の４第１項に規定する第43号様式に準じた許可申請書の正本及び副本に、次に掲げ

る図書その他審査に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。 

  (1) 付近見取図  

  (2) 配置図  

  (3) 各階平面図  

  (4) ２面以上の立面図  

  (5) ２面以上の断面図 

  (6) その他市長が必要と認める図書又は書面 

２  市長は、前項の規定による許可をした場合は、省令第10条の４第２項に規定する第45号様式

に準じた許可通知書（第１号様式）に同項の許可申請書の副本を添えて申請者に通知するもの

とする。 

３  市長は、第１項に規定する許可申請書及び添付書類に記載の計画について、同項の規定に

よる許可をしない場合は、省令第10条の４第３項に規定する第46号様式に準じた許可しない旨

の通知書に同項の許可申請書の副本を添えて申請者に通知するものとする。 

４  省令第10条の４第１項の規定により市長が定める図書又は書面については、第１項の規定を
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準用する。 

５  省令第10条の４第４項の規定により市長が定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。  

  (1) 付近見取図  

  (2) 配置図  

  (3) 平面図又は横断面図 

  (4) 側面図又は縦断面図  

  (5) その他市長が必要と認める図書又は書面 

６ 省令第10条の16第１項第３号及び第３項第２号に規定する同意を得たことを証する書面は、同

意書（第１号様式の２）とする。 

７ 省令第10条の16第１項第４号の規定により市長が定める法第86条第３項又は第４項の規定によ

る許可の申請に必要な図書又は書面は、次に掲げるものとする。 

 (1) 対象区域内にある土地の登記事項証明書及び公図の写し 

 (2) 法第86条第６項の規定により同意を得た者の印鑑登録証明書 

 (3) その他市長が必要と認める図書又は書面 

８ 省令第10条の16第２項第３号の規定により市長が定める法第86条の２第３項の規定による許可

の申請に必要な図書又は書面は、次に掲げるものとする。 

 (1）公告許可対象区域内にある土地の登記事項証明書及び公図の写し 

 (2) 省令第10条の18に規定する許可計画書 

 (3) その他市長が必要と認める図書又は書面 

９ 省令第10条の16第３項第３号の規定により市長が定める図書又は書面は、次に掲げるものとす

る。 

 (1）公告認定対象区域内にある土地の登記事項証明書及び公図の写し 

 (2) 法第86条の２第４項の規定により同意を得た者の印鑑登録証明書 

 (3) 省令第10条の18に規定する許可計画書 

 (4) その他市長が必要と認める図書又は書面 

10 省令第10条の21第１項第２号に規定する合意を証する書面は、合意書（第２号様式）とする。 

11 省令第10条の21第１項第３号の規定により市長が定める法第86条の５第１項の規定による許

可の取消しの申請に必要な図書又は書面は、次に掲げるものとする。 

 (1）取消対象区域内にある土地の登記事項証明書及び公図の写し 

 (2) 法第86条の５第１項の規定により合意を得た者の印鑑登録証明書 

 (3) その他市長が必要と認める図書又は書面 

  （平11規則38・全改、平12規則56・旧第3条繰上、平15規則53・平17規則4・平19規則91・平27規則35・

平28規則49・一部改正)
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第１１項（３）に規定する、その他市長が必要と認める図面又は書面の代表的なものとして、代

理者によって許可の取消し申請を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書

類が挙げられる。 

（H21・追加） 

 

(道路の位置の指定) 

第 3 条 法第 42 条第 1 項第 5 号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、第 3 号様

式による申請書の正本及び副本に、指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下「土地」と

いう。)の所有者及び当該土地又は当該土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有す

る者について第 4号様式による承諾書(これらの権利を証する土地の登記事項証明書及び権利

者の印鑑登録証明書を含む。第 4 条第 1 項において同じ。)並びに付近見取図及び地籍図(次

の表の各項に掲げる図面を含む。)を第 5 号様式により作成して市長に提出しなければならない。

ただし、市長が指定を受けようとする道路及び当該道路の位置の指定により建築物の敷地とし

て利用しようとする土地(以下本条において「計画敷地」という。)の規模及び形状により必要がな

いと認めた場合は、次の表の 3の項に掲げる図面の提出を省略することができる。 

 図面の種類 明示すべき事項 

１ 敷地計画図 (1) 指定を受けようとする道路の位置、構造及びこう配 

(2) 計画敷地境界線、計画敷地内の宅地割、宅地の地盤高、擁

壁の位置及びその構造 

(3) 計画敷地内及び周辺の既存道路の位置(都市計画として決

定し、認可を受けた計画道路を含む。) 

(4) 計画敷地の周辺の地形及び地物 

２ 排水計画図 指定を受けようとする道路、計画敷地内の側溝、下水管の位置

及び構造並びに排水流末の処理方法 

３ 高低測量図及び 

計画敷地断面図 

(1) 等高線(2 メートル以下の標高差を示すものとする。) 

(2) 計画敷地境界線 

(3) 指定を受けようとする道路の位置 

(4) 既存道路の位置 

2 前項の表に掲げる図面に明示しなければならない事項が他の図書に明示されている場合にお

いては、同項の規定にかかわらず、その図書を持って当該図面に代えることができる。 

3 条例第 6 条第 1 項の規定により道路の位置の指定を受けようとする場合は、その指定を受ける

道路の曲り角、既存道路との接続点及び終端にコンクリートその他の耐水材料で造られている

側溝、縁石、標杭その他これらに類するものによりその位置を明らかにしなければならない標示

しなければならない。 

4 道路の位置の標示をした側溝、縁石、標杭その他これらに類するものは、移動させ、又は取り去

つてはならない。 

(昭 37規則 58・全改、昭 47規則 47・一部改正、昭 53規則 16・旧第 5条繰上・一部改正、昭 55規則 20・

昭 57規則 37・一部改正、平 12規則 56・旧第 4条繰上・一部改正、平 15規則 53・平 17規則４・平 25規

則 57・一部改正) 
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(私道の変更又は廃止) 

第 4条 条例第 6条第 2項の規定により私道道路を変更し、又は廃止しようとする場合(第５条第

１項次条第 1項に規定する場合を除く。)は、第 6号様式による申請書の正本及び副本に、次

に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が変更又は廃止の審査に

必要がないと認めた図書については、その添付を省略することができる。 

(1) 付近見取図 

(2) 現況図 

(3) 変更又は廃止をしようとする道路の敷地となっている土地(以下「変更又は廃止の道路敷」と

いう。)の登記事項証明書及び公図の写し 

(4) 変更又は廃止をしようとする道路の敷地変更又は廃止の道路敷に対し所有権その他の権

利を有する者の第 4号様式による承諾書 

(5) その他市長が必要と認める図書 

2 前項の規定に基づき市長が道路の変更又は廃止をした市長は、条例第 6条第 2項の規定に

より道路を変更し、又は廃止した場合は、その旨を公告し、かつ、当該申請書の副本に所要事

項を記載して申請者に通知するものとする。 

3 条例第 6条第 2項に規定する規則で定めるものは、転回広場とする。 

(平 12規則 56・追加、平 15規則 53・平 17規則 4・平 25規則 57・平 27規則 64・一部改正) 

 

（指定の取消し） 

第４条の２ 市長は、法第42条第１項第４号若しくは第５号若しくは第２項又は第68条の

７第１項の規定により指定された道が次の各号のいずれかに該当するときは、その全部

又は一部について職権による取消しをすることができる。 

 (1) 指定の意義が実質的に失われている場合 

 (2) 指定に係る道がない場合 

 (3) 相当の期間内に道の築造が行われていない場合 

２ 市長は、前項の規定により道路の指定を取り消したときは、次の各号に掲げる事項を公

告するものとする。 

  (1) 指定の取消しに係る道路の種類 

 (2) 指定の取消しの年月日 

  (3) 指定の取消しに係る道路の位置 

  (4) 指定の取消しに係る道路の延長及び幅員 

３ 市長は、法第42条第３項の規定による水平距離の指定が第１項各号のいずれかに該当

するときは、その全部又は一部について職権による取消し（次項において「水平距離指定

の取消し」という。）をすることができる。 

４ 市長は、前項の規定により水平距離指定の取消しをしたときは、次の各号に掲げる事項

を公告するものとする。 

 (1) 水平距離指定の取消しの年月日 

  (2) 水平距離指定の取消しに係る道路の部分の位置 

  (3) 水平距離指定の取消しに係る道路の部分の延長 
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  (4) 水平距離指定の取消しに係る水平距離 

(平27規則64・追加) 

 

（指定の取消しの案の縦覧） 

第４条の３ 市長は、法第42条第１項第５号の規定により指定された道路が前条第１項第

２号に該当し、当該指定を職権により取り消そうとする場合は、あらかじめ、次の各号に

掲げる事項を公告し、当該道路を表示した図面を当該公告の日の翌日から起算して２週

間一般の縦覧に供しなければならない。 

  (1) 指定の取消しに係る道路の種類 

  (2) 指定の取消しに係る道路の位置 

  (3) 指定の取消しに係る道路の延長及び幅員 

  (4) 縦覧場所 

(平27規則64・追加) 

 

（指定の取消しの案に対する意見の提出） 

第４条の４ 前条の指定の取消しに係る道路の区域の土地の所有者及びその土地又はその

土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日

から起算して１週間を経過する日までに意見書を市長に提出することができる。 

(平27規則64・追加) 

 

(開発区域内等の道路の変更又は廃止) 

第 5条 次の各号のいずれかに該当する開発行為又は事業を行う者は、当該開発行為又は

事業の区域内に存する道路を変更し、又は廃止しようとする場合は、第 6号様式の 2に

よる申請書の正本及び副本を市長に提出しなければならない。 

(1) 都市計画法(昭和 43年法律第 100号)の規定による許可等を受けて行う開発行為又

は都市計画事業 

(2) 都市再開発法(昭和 44年法律第 38号)に規定する市街地再開発事業 

(3) 土地区画整理法(昭和 29年法律第 119号)に規定する土地区画整理事業 

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 当該開発行為又は事業の認可を受けたことを証する書類その他これらに類するも 

 の 

(2) 付近見取図 

(3) 現況図 

(4) その他市長が必要と認める図書 

3 市長は、第 1項の規定に基づいて道路の変更又は廃止をした場合は、当該申請者の副

本に所要事項を記載して申請者に通知するものとする。 

(平 25規則 57・全改) 
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(開発区域内等の私道の変更又は廃止の特例) 

第 5 条 次の各号のいずれかに該当する開発行為又は事業に係る前条第 1 項の規定による私道

の変更又は廃止については、同条の規定にかかわらず、法第 43条第 1項又は条例第 7条、第

11 条、第 28 条第 1 項若しくは第 2 項、第 32 条、第 47 条若しくは第 47 条の 2 第 1 項の規定

に抵触することとなる場合を除き、当該開発行為又は事業の工事の着手をもつて、当該私道の

変更又は廃止があつたものとみなす。 

   (1) 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)の規定による許可等を受けて行う開発行為又は都

市計画事業 

   (2) 都市再開発法(昭和 44年法律第 38号)に規定する市街地再開発事業 

   (3) 土地区画整理法(昭和 29 年法律第 119号)に規定する許可を受けて行う土地区画整理事

業 

   (4) 道路管理者が行う道路の新設事業又は改良事業 

(平 11規則 38・追加、平 12規則 56・旧第 4の 2条繰下、平 15規則 53・平 17規則 86・一部改

正） 

 

(道路とみなされる道の指定) 

第 6条 法第 42条第 2項の規定により指定する道は、法第 3章の規定が適用されるに至つた際、

現に建築物が立ち並んでいる幅員 4 メートル未満 1.8 メートル以上の道とする。 

         (昭 37規則 58・追加、昭 53規則 16・旧第 6条の 2繰上・一部改正) 

 

(認定の申請) 

第 7 条 法又は政令の規定により認定を受けようとする者(省令第 10 条の 16 第 1 項若しくは第 2

項又は第 10条の 21第 1項による申請者を除く。)は、省令第 10条の 4の 2第 1項に規定する

認定申請書の正本及び副本に、第 2 条第 1 項各号に掲げる図書及び審査に必要な書類を添

え
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(届書の提出) 

第 8 条 条例第 2 条の 6の規定により当該工事を完了する前において申請者、建築主、代理者、

設計者、工事監理者又は工事施工者の住所又は氏名を変更する場合は、第 7 号様式による届

書を市長又は建築主事に提出しなければならない。ただし、市長又は建築主事において特別

の理由があると認めるときは、記載事項の一部を省略することができる。 

2 条例第 2 条の 6 の規定により許可(法第 86 条の 5 第 3 項による許可の取消しを受けた者を除

く。)、認定(法第 86条の 5第 2項による取消しを受けた者を除く。)、承認若しくは確認済証の交

付を受けた者がその計画を取り止めようとする場合又は申請者が許可、認定、承認若しくは確認

済証(法第 6 条の 2 第 1 項に規定する者を除く。)の交付を受ける前に当該申請書を取り下げる

場合は、第 8 号様式による届書を市長又は建築主事に提出しなければならない。ただし、市長

又は建築主事において特別の理由があると認めるときは、記載事項の一部を省略することがで

きる。 

         (平 12規則 56・全改、平 15規則 53・平 28規則 49・一部改正) 

 

(工事監理管理者等の決定届 )  

第 9 条  建築主等は、工事監理者又は工事施工者を定める前に建築物等の確認

済証の交付を受けたときは、当該建築物等の工事に着手する日の前日までに、こ

れらの者を定め、／工事監理者／工事施工者／決定届 (第 9 号様式 )の正本及

び副本に当該建築物等の建築の確認の申請の際に提出した省令第 1 条の 3 に

規定する申請書の副本を添えて建築主事に提出しなければならない。  

2 建築主事は、前項の決定届及び申請書の副本の提出を受けたときは、当該決定

届の正本及び副本を申請書の正本及び副本に貼付し、申請書の副本を当該建

築主等に返すものとする。  

(平 21規則 48・全改、平 27規則 35・一部改正) 

 

(建築物の工程指定及び報告) 

第 10条 法第 12条第 5項により建築主事は、建築物(法第 88条第 1項及び第 2項の工作物を

含む。)の建築主、工事監理者又は工事施工者に対し、当該建築物について、次に掲げる工程

の一部又は全部を指定して報告を求めることができる。 

   (1) 現場造成杭の支持地盤を確認したとき。 

   (2) 根切り工事が完了したとき。 

   (3) 基礎杭打に着手したとき。 

   (4) 基礎配筋が終了したとき。 

   (5) 鉄骨の高張力ボルト締が終了したとき。 

   (6) 各階床及び屋根の配筋が終了したとき。 

   (7) 建方が終了したとき。 

   (8) 防火区画が終了したとき。 

   (9) 外壁の真壁裏返し塗り及び軒裏防火構造の下地が終了したとき。 

   (10) 耐火被覆が終了したとき。
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javascript:void%20fnInyLink(109156,'2600300004231001h.html','J1-3')
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   (11) その他建築主事が特に必要があると認めた工程。 

2 前項により工事の工程を指定された者は、当該建築物の工事が指定された工程に達したときは、

当該工程までの部分が建築基準関係規定に適合しているかどうかを確認のうえ、当該工程に達

した日から 4 日以内に第 10 号様式による報告書を建築主事に提出しなければならない。ただ

し、建築主事が別に報告書及び当該報告書の提出期限を指定したときは、これによらなければ

ならない。 

(昭 57 規則 37・全改、昭 63 規則 28・平 11 規則 38・一部改正、平 12 規則 56・旧第 12 条繰上・一部

改正、平 15規則 53・平 17規則 86・一部改正) 

 

(確認申請書等に添付する書類） 

第11条  省令第１条の３第７項の申請書に添えるべき図書は、別表(ア)欄に掲げる建築物ごとに、

それぞれ同表(イ)欄に掲げる図書とする。ただし、別表各項に掲げる図書に明示すべき事項を

省令第１条の３第１項の表１及び表２並びに同条第４項の表１並びに別表に掲げる図書のうち他

の図書に明示してその図書を省令第１条の３第１項又は第４項の申請書に添える場合において

は、当該各項に掲げる図書の全部又は一部の添付を省略することができる。    

２ 省令第４条の８第１項第45号の規定により、中間検査申請書には、第10号様式よる報告書を添

付しなければならない。 

  （昭57規則37・全改、昭63規則28・平8規則25・平11規則38・平11規則51・一部改正、平12規則56・旧

第13条繰上・一部改正、平12規則101・平13規則87・平15規則53・平17規則86・平19規則42・平19規

則66・平19規則91・平27規則35・一部改正) 

 

(完了検査申請書に添付する書類） 

第11条の２  省令第４条第１項第６号の規定により市長が定める建築物エネルギー消費性能適合

性判定（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号）第12条第

１項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定をいう。以下この条において同じ。）を

要する建築物の完了検査申請書に添付する書類については、次に掲げるものとする。 

（１） 建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象となる面積を明示する図書 

（２） その他市長が必要と認める図書                         （平29規則 ・追加) 

 

(全体計画認定書に添付する書類) 

第 12条 省令第 10 条の 23 第 5 項の規定により、地区整備計画区域内の建築物に

係る全体計画認定申請書に添付する書類については、第 11 条第 1 項前条第 1

項の規定を準用する。この場合において、同項中「省令第 1 条の 3 第 7 項」とある

のは「省令第 10 条の 23 第 5 項」と、「申請書」とあるのは「全体計画認定申請書」

と読み替えるものとする。  

（平 17規則 86・追加、平 21規則 48・平 27規則 64・平 29規則 ・一部改正）

javascript:void%20fnInyLink(106877,'2600300004211001h.html','J10-23_K5')


246 

 

ターで建築物に設置されたもの（一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸に設置さ

れたものを除く。）並びに政令第138条第２項第１号に規定する乗用エレベーター及びエスカ

レーター  

  (5) 政令第138条第２項第２号に規定する高架の遊戯施設及び同項第３号に規定する回転運動

をする遊戯施設 

２  省令第６条第１項の規定による報告の時期は、毎年、次に掲げる時期とする。 

  (1) 前項各号に掲げる建築設備等で前条第１項各号に掲げる建築物に設置されたものについ

ては、前条第２項において定める月と同じ月とする。 

  (2) 前項各号に掲げる建築設備等（前号に該当するものを除く。以下この号において同じ。）に

ついては、法第87条の２第１項及び第88条第１項の規定において準用する法第７条第５項の

規定による検査済証の交付を受けた日の属する月と同じ月とする。ただし、現に存する建築

設備等のうち前項第１号及び第２号に掲げるものにあっては１月から６月までの任意の月、第

３号から第５号までに掲げるものにあっては７月から12月までの任意の月とする。 

３  前条第３項の規定は、法第12条第３項に規定する報告の場合に準用する。 

４ 省令第６条の３第５項第２号に規定する市長が定める期間は、法第12条第３項の規定による報

告を受けた日から起算して３年間とする。 

  （昭47規則47・追加、昭53規則16・昭57規則37・平10規則49・平11規則38・一部改正、平12規則56・

旧第16条繰下、平12規則101・平15規則53・一部改正、平17規則86・一部改正・旧第17条繰下、平19

規則42・旧第18条繰下、平19規則91・一部改正) 

 (垂直積雪量) 

第 21 条  政令第 86 条第 3 項の規定による垂直積雪量は、30 センチメートルとする。ただし、標

高が 100 メートルを超える位置にある建築敷地の場合は、多雪区域を定める基準及び垂直積雪

量を定める基準(平成 12年建設省告示第 1455号)に基づき算定した垂直積雪量の数値とする。 

      (平 12規則 86・追加、平 15規則 53・旧第 19条繰上、平 17規則 86・旧第 18条繰下、平 19規則

42・旧第 19条繰下) 

（斜面地建築物の階数の限度の適用除外） 

第22条 条例第51条の９第４号アの規定により市長が許可する建築物は、建築基準条例の一部

を改正する条例（平成27年横須賀市条例第30号）附則第2項の規定による廃止前の斜面

地建築物の構造の制限に関する条例(平成16年横須賀市条例第31号)施行の際、現に法に

基づく建築確認の処分により条例第51条の８の階数の限度を超えて建築された建築物の敷地

として使用されている土地（公共施設の整備又は公共機関への用地提供等を行った場合には、

用地提供等に関連して整備された敷地を含む。）におけるものとする。                                                  

（平19規則91・追加、平27規則35・一部改正） 

敷地分割及び不適切に敷地を拡大することを防止するため、斜面地建築物条例第５条第４号

アの既存建築物の建替えに係る許可の対象となる敷地を明確に規定したものであり、以下のとお

り運用する。 

１ 現存する建築物の建築確認がされた敷地を基本とする。 

２ 都市計画道路整備、公園整備等の公共施設の整備により敷地形状が変更された場合には、

用地提供等によって整備された建築敷地を許可の対象とする。                    
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（からぼりのある斜面地建築物が地面と接する位置） 

第23条 斜面地建築物に当該建築物と一体的な周壁を有するからぼりがある場合は、条例第51条

の７に規定する周囲の地面と接する位置は、当該からぼりの周壁の外側の部分が地面と接する

位置とする。                          （平19規則91・追加、平27規則35・一部改正） 

建築物と一体的な周壁を有するからぼりがある場合、建築基準法の適用において、からぼりの

幅及び深さにより、建築物が地面と接する位置の算定が異なる。このため、からぼりの形状及び

位置により条例の対象外となる建築物が生じるため、この条例における建築物が地面と接する位

置は、からぼりの幅及び深さに係わらず、周壁の外側の部分が地面と接する位置とする必要があ

る。 

 

  第１種中高層住居専用地域の例 

 

建築物が地面

と接する位置 

建築物本体 

平 面 

建築物本体 

からぼり 

● 

断
面
の
位
置 

断面図 

か らぼ り

の周壁 

からぼり 
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（概要書の閲覧）       

第24条  省令第11条の４第１項に規定する書類(以下｢概要書｣という｡)の閲覧の場所を、都市部

建築指導課内に置く。 

２ 概要書の閲覧時間は、午前 8 時 30 分から午後零時まで及び午後 1 時から午後 5

時までとする。 

３  市長は、概要書の整理その他必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に閲

覧時間を変更することができる。 

４ 概要書を閲覧しようとする者は、概要書閲覧簿に所要事項を記載しなければならない。 

５  概要書は、第 1項に規定する閲覧の場所以外の場所で閲覧してはならない。 

６  市長は、概要書を閲覧しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、概要書の閲

覧を禁止し、又は制限することができる。 

  (1) 概要書を汚損し、若しくは破損し、又はこれらのおそれがあると認められるとき。    

  (2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。 

  (3) 職員の指示に従わないとき。 

  (昭61規則42・追加、平元規則40・平2規則2・平4規則65・平7規則4・旧第18条繰下・一部改正、平10

規則49・平11規則38・一部改正、平12規則56・旧第19条繰下、平12規則86・旧第20条繰下、平15規

則53・旧第21条繰上、平17規則86・一部改正・旧第20条繰下、平17規則30・旧第21条繰上、平19規

則42・旧第20条繰下・一部改正、平19規則91・旧第22条繰下、平22規則39・一部改正) 
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別表（第11条第１項関係）(平19規則91・追加、平21規則48・平25規則57・平27規則35・一部改正) 

 

 （ア） （イ） 

建築物が適用を受け

る条例の規定 
図書の種類 明示すべき事項 

(１) 条例第４条 構造詳細図 基礎及び主要構造部の構

造 

 ただし書 条例第４条ただし書を

適用できる旨を記載し

た書面 

がけくずれによる被害を

受ける恐れのない理由 

敷地及び周辺の断面図 縮尺、敷地の境界、建物の

位置及びがけの形状並び

に当該建築物の主要構造

部の構造又は安全上有効

な流土止めの位置 

 

(２) 条例 

第５条 

第１項 

第１号 

条例第５条第１項第１

号の規定を適用できる

旨を記載した書面 

がけの形状又は土質によ

る安全上支障がない理由 

敷地及び周辺の断面図 がけの形状及び土質 

第１項 

第２号 

敷地及び建築物の断面

図 

当該建築物の基礎ががけ

又は既設の擁壁へ及ぼす

影響 

第１項 

第３号 

敷地及び建築物の断面

図 

当該建築物の主要構造部

の構造又は安全上有効な

流土止めの位置 

第２項 配置図 排水設備等の適当な措置 

(３) 条例 

第７条 

本文 配置図 道路の幅員、敷地の道路に

接する部分及びその長さ 

第 １ 号 又

は第２号 

配置図 道路及び空地の幅員、敷地

の道路に接する部分及び

その長さ 

  第３号 条例第７条第３号の許

可の内容に適合するこ

との確認に必要な図書 

当該許可に係る建築物の

敷地、構造、建築設備又は

用途に関する事項 
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(４) 条例 

第８条 

本文 各階平面図 長屋の各戸の主要な出口

の位置 

第１号 配置図 敷地内通路の幅員 

各階平面図 長屋の各戸の主要な出口

の位置 

第２号 耐火構造等の構造詳細

図 

主要構造部及び防火設備

の断面の構造、材料の種別

及び寸法 

(５) 条例第９条 耐火構造等の構造詳細

図 

主要構造部、軒裏及び防火

設備の断面の構造、材料の

種別及び寸法 

各階平面図 界壁の長さ及び開口部の

位置 

(６) 条例 

第10条 

第１項 耐火構造等の構造詳細

図 

床及び階段の構造 

室内仕上げ表 条例第10条第１項に規定

する部分の仕上げの材料

の種別及び厚さ 

第２項 耐火構造等の構造詳細

図 

屋外階段の構造 

(７) 条例第11条 配置図 敷地の道路に接する部分

及びその長さ 

 ただし書 条例第11条ただし書の

許可の内容に適合する

ことの確認に必要な図

書 

当該許可に係る建築物の

敷地、構造、建築設備又は

用途に関する事項 

(８) 条例第12条 配置図 敷地内通路及び避難上有

効な空地の幅員 

各階平面図 避難上有効な屋外への出

口の位置 

耐火構造等の構造詳細

図 

建築物の構造、材料の種別

及び寸法 

(９) 条例第15条 各階平面図 教室その他児童又は生徒

が使用する居室の位置 

(10) 条例第16条 各階平面図 木造建築物等における出
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口 

(11) 条例第17条 配置図 木造建築物等の外壁の位

置 

 ただし書 条例第17条ただし書の

許可の内容に適合する

ことの確認に必要な図

書 

当該許可に係る建築物の

敷地、構造、建築設備又は

用途に関する事項 

(12) 条例第

17条の 

２ 

第１項 各階平面図 幼児用の階段及び踊場の

幅 

第２項 各階平面図 幼児用の廊下の幅 

第３項 各階平面図 幼児用の手すりの位置及

び幼児用の階段の踏面の

仕上げ材料の種別 

(13) 条例第18条 各階平面図 条例第18条本文に掲げる

用途の部分の下部階の用

途並びに条例第18条各号

に掲げる用途の部分の床

面積及び防火設備の位置 

 

耐火構造等の構造詳細

図 

主要構造部及び防火設備

の断面の構造、材料の種別

及び寸法 

(14) 条例 

第19条 

第１項 耐火構造等の構造詳細

図 

床及び階段の構造 

室内仕上げ表 条例第10条第１項に規定

する部分の仕上げの材料

の種別及び厚さ 

(15) 条例 

第20条 

第１項 各階平面図 共用の廊下の幅 

(16) 条例第20条の2 各階平面図 入所又は通所する者用の

階段、踊場及び廊下の幅、

手すりの位置並びに階段

の踏面の仕上げの材料の

種別 

(17) 条例 第１項 各階平面図 居室の床面積 
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第22条 第２項 各階平面図 たな状寝所の有無、専用区

画及び避難経路 

(18) 条例第23条 各階平面図 共同炊事場の面積 

(19) 条例 

第24条 

第１項 耐火構造等の構造詳細

図 

主要構造部及び防火設備

の断面の構造、材料の種別

及び寸法 

第２項 耐火構造等の構造詳細

図 

外壁及び軒裏の構造 

第３項 各階平面図 防火区画の位置 

(20) 条例 

第25条 

第１項 各階平面図 廊下の幅員 

第２項 各階平面図 階段の幅 

(21) 条例 

第26条 

第１項 耐火構造等の構造詳細

図 

建築物の構造、材料の種別

及び寸法 

第２項 各階平面図 たな状寝所の位置 

第３項 各階平面図 たな状寝所の専用区画及

び避難経路 

(22) 条例第27条 たな状寝所の構造詳細

図 

条例第27条に規定するた

な状寝所の構造 

(23) 条例第28条 配置図 道路の幅員、敷地の道路に

接する部分、接する部分の

長さ及びその敷地外周の

長さ 

  第 ３ 項 た

だし書 

条例第28条第３項ただ

し書の許可の内容に適

合することの確認に必

要な図書 

当該許可に係る建築物の

敷地、構造、建築設備又は

用途に関する事項 

(24) 条例第29条 配置図 空地の大きさ 

各階平面図 空間の大きさ 

(25) 条例第30条 各階平面図 屋内通路の幅及び出口の

位置 

(26) 条例第31条 各階平面図 条例第31条第１項各号に

規定される住戸の構造、各

住戸の屋外への出口の構

造、居室の床面積、たな状

寝所の有無、専用区画、避
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難経路及び共同炊事場の

面積 

配置図 敷地内通路の幅員 

耐火構造等の構造詳細

図 

主要構造部及び防火設備

の断面の構造、材料の種別

及び寸法 

 

(27) 条例第32条 配置図 道路の幅員、敷地の道路に

接する部分及びその長さ 

(28) 条例 

第33条 

第１項 配置図 客用の主要な屋外の出口

と道路の境界線との間に

設けられた前面空地の規

模及び敷地の外周の長さ 

第 ２ 項 か

ら 第 ４ 項

まで 

耐火構造等の構造詳細

図 

建築物の構造、材料の種別

及び寸法 

断面図 歩廊の内のりの高さ 

(29) 条例第34条 配置図 前面空地に面する客用の

屋外への出口の合計 

 

各階平面図 興行場等の客用の屋外へ

の出口の幅の合計 

(30) 条例第35条 各階平面図 階段の幅の合計 

(31) 条例第36条 配置図 前面空地に面しない客用

の屋外への出口からの敷

地内通路の幅及び構造 

耐火構造等の構造詳細

図 

建築物の構造、材料の種別

及び寸法 

(32) 条例第37条 配置図 敷地内通路の幅員 

各階平面図 廊下及び広間の設置及び

構造 

(33) 条例第38条 客席の構造詳細図 興行場等の客席の条例第

38条第１項に規定される

部分の構造 

 第２項 客席前面の断面詳細図 手すりの高さ及び幅 

(34) 条例第39条 各階平面図 興行場等の客席内の通路
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の位置及び幅 

客席の通路断面図 通路のけあげ、踏面又はこ

う配 

(35) 条例第40条 各階平面図 興行場内の客席の出口の

構造（床の高低）及び出口

の幅の合計 

(36) 条例 

第41条 

第１項 各階平面図 消火設備、排煙口の位置、

排煙風道の配置、排煙口に

設ける手動開放装置の使

用方法を表示する位置、排

煙口の開口面積又は排煙

機の位置、予備電源の位置 

消防用設備の構造詳細

図 

消防用設備等の構造 

排煙設備の構造詳細図 排煙口の構造、排煙口に設

ける手動開放装置の使用

方法、排煙風道の構造、排

煙設備の電気配線に用い

る配線の種別及び給気室

の構造 

排煙機の空気を排出す

る能力を算定した際の

計算書 

排煙機の空気を排出する

能力及びその算定方法 

排煙設備の使用材料表 排煙設備の給気口の風道

に用いる材料の種別 

第２項 各階平面図 防火区画の位置及び区画

に用いる壁の構造 

第３項 各階平面図 舞台の上部及び下部の用

途 

舞台の床の構造詳細図 舞台の床の構造 

(37) 条例 

第42条 

第１項 各階平面図 客席の床面積の合計、避難

階段又は特別避難階段の

構造、屋上広場の設置位置

及び２以上の直通階段 

断面図 客席の床面の地盤面から
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の距離 

第３項 耐火構造等の構造詳細

図 

建築物の構造、材料の種別

及び寸法 

(38) 条例第43条 条例第43条の許可の内

容に適合することの確

認に必要な図書 

当該許可に係る建築物の

敷地、構造、建築設備又は

用途に関する事項 

(39) 条例第44条 耐火構造等の構造詳細

図 

公衆浴場の浴室周囲の構

造 

(40) 条例 

第45条 

第１項 耐火構造等の構造詳細

図 

公衆浴場の火たき場の構

造 

断面図 火たき場の天井高さ 

各階平面図 開口部の構造 

第２項 耐火構造等の構造詳細

図 

燃料倉庫又は灰捨場の構

造 

(41) 条例第47条 配置図 道路の幅員及び自動車用

の出入口の位置 

(42) 条例第47条の２ 付近見取図 幅員６メートル以上の道

路の交差点、曲がり角並び

に踏切りの位置 

配置図 自動車用の出入口の位置、

自動車用の出入口の接す

る道路の縦断こう配勾配、

敷地内に設けられた空地

の位置及び条例第47条の

２第２項第２号に規定す

る敷地内から道路への見

通し角度 

(43) 条例第47条の３ 条例第47条の３の許可

の内容に適合すること

の確認に必要な図書 

当該許可に係る建築物の

敷地、構造、建築設備又は

用途に関する事項 

(44) 条例第48条 耐火構造等の構造詳細

図 

建築物の構造、材料の種別

及び寸法 

(45) 条例第49条 耐火構造等の構造詳細

図 

建築物の構造、材料の種別

及び寸法 

各階平面図 防火設備の種別、防火区画
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の位置及び区画に用いる

壁の構造 

(46) 条例第50条 換気設備の仕様書 換気設備の有効換気量 

室内仕上げ表 床及び地こうの材質 

平面図 排水設備、直通階段又はこ

れに類する設備の設置及

び車路の構造               

(47) 条例第51条 平面図 防火区画の位置、区画に用

いる壁の構造、特定防火設

備の位置、床及び壁の開口

部の設置状況及び避難用

の出口の設置状況 

(48) 条例 

第 51条

の２ 

第１項 各階平面図 機械室における照明設備

の位置、防火区画の位置及

び区画に用いる壁の構造 

第３項 各階平面図 ピット内の照明装置の位

置及びピット内のタラッ

プの位置 

第４項 平面図 小荷物専用昇降機の機械

室の点検口 

電気設備の構造詳細図 小荷物専用昇降機の機械

室の照明設備 

(49) 条例第51条の４ 配置図 建築物が周囲の敷地と接

する位置のうち最も低い

位置 

断面図 建築物が周囲の敷地と接

する位置のうち最も低い

位置 

(50) 条例第51条の８ 断面図 条例に規定する見かけ上

の地上階数 

(51) 条例第51条の９第４

号 

条例第 51条の９第４号

の許可の内容に適合す

ることの確認に必要な

図書 

当該許可の内容に関する

事項 
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(52) 地区計画条例 

第８条 

配置図 敷地境界線（道路境界線の

隅切部分は除く。）からの

建築物の外壁又はこれに

代わる柱の面から敷地境

界線までの距離 

(53) 地区計画条例 

第９条 

２面以上の立面図 建築物の高さ 

                         

(54) 地区計画条例 

第11条 

建築物に付属するへい

又は門の断面図 

縮尺、材質及びへいの透過

率 

(55) 地区計画条例 

第16条 

地区計画条例第16条の

許可の内容に適合する

ことの確認に必要な図

書 

当該許可の内容に関する

事項 
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第１号様式（第１条関係）（第１面） 

 

許可申請書（建築物） 

（第一面） 

 

 建 築 基 準 条 例 

 地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 

の規定による許可を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違あ

りません。 

  （あて先）横須賀市長 

                           年  月  日 

                   申請者氏名         ○印  

【１．申請者】 

 【イ．氏名のフリガナ】 

 【ロ．氏名】 

 【ハ．郵便番号】 

 【二．住所】 

 【ホ．電話番号】 

【２．設計者】 

 【イ．資格】  （    ）建築士  （    ）登録第    号 

 【ロ．氏名】 

 【ハ．建築士事務所名】（  ）建築士事務所（  ）知事登録第  号 

 【ニ．郵便番号】 

 【ホ．所在地】 

 【ヘ．電話番号】 

 

※手数料欄 

※受付欄 ※消防関係同意欄  ※決裁欄 ※許可番号欄 

平成 年 月 日 

  

平成 年 月 日 

第     号 第     号 

係員印 係員印 

 

第 条第 項第 号 

257-1 
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【１．地名地番】 

【２．住居表示】 

【３．防火地域】□防火地域  □準防火地域  □指定なし 

【４．その他の区域、地域、地区又は街区】 

【５．道路】 

 【イ．幅員】 

 【ロ．敷地と接している部分の長さ】 

【６．敷地面積】 

 【イ．敷地面積】(１)（    ）（    ）（    ）（    ） 

          (２)（     ）（    ）（    ）（    ） 

 【ロ．用途地域等】 （     ）（     ）（     ）（     ） 

 【ハ．建築基準法第52条第１項及び第２項の規定による建築物の容積率】 

           （     ）（     ）（     ）（     ） 

 【ニ．建築基準法第53条第１項の規定による建築物の建ぺい率】 

           （     ）（     ）（     ）（     ） 

 【ホ．敷地面積の合計】(１) 

             (２) 

 【ヘ．敷地に建築可能な延べ面積を敷地面積で除した数値】 

 【ト．敷地に建築可能な建築面積を敷地面積で除した数値】 

 【チ．備考】 

【７．主要用途】（区分     ） 

【８．工事種別】□新築  □増築  □改築  □移転  □用途変更 

        □大規模の修繕  □大規模の模様替 

【９．建築面積】       （申 請 部 分）（申請以外の部分）（合   計） 

 【イ．建築面積】      （     ）（     ）（     ） 

 【ロ．建ぺい率】 

【10．延べ面積】      （申 請 部 分）（申請以外の部分）（合   計） 

 【イ．建築物全体】    （     ）（     ）（     ） 

 【ロ．地階の住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの 

 の部分】         （     ）（     ）（     ） 

 【ハ．エレベーターの昇降路の部分】 

              （     ）（     ）（     ） 

 【ニ．共同住宅の共用の廊下等の部分】 

              （     ）（     ）（     ） 

 【ホ．自動車車庫等の部分】（     ）（     ）（     ） 

 【ヘ．備蓄倉庫の部分】  （     ）（     ）（     ） 

 【ト．蓄電池の設置部分】 （     ）（     ）（     ） 

 【チ．自家発電設備の設置部分】 

              （     ）（     ）（     ） 

 【リ．貯水槽の設置部分】 （     ）（     ）（     ） 

 【ヌ．住宅の部分】    （     ）（     ）（     ） 

 【ル．老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの部分】 

              （     ）（     ）（     ） 

 【ヲ．延べ面積】 

 【ワ．容積率】 

【11．建築物の数】 

 【イ．申請に係る建築物の数】 

第１号様式（第２面） 

 

               （第二面） 

建築物及びその敷地に関する事項 
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256-2 

 

 【ロ．同一敷地内の他の建築物の数】 

【12．工事着手予定年月日】    年  月  日 

【13．工事完了予定年月日】    年  月  日 

【14．その他必要な事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【15．備考】 
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第１号様式（第３面） 

 

（第三面） 

 

建築物別概要 

【１．番号】 

【２．工事種別等】□新築  □増築  □改築  □移転  □用途変更 

         □大規模の修繕  □大規模の模様替  □既設 

【３．構造】          造   一部          造 

【４．高さ】 

 【イ．最高の高さ】 

 【ロ．最高の軒の高さ】 

【５．階別用途別床面積】 

 【イ．階別用途別】 

     (用途の区分)(具体的な用途の名称)(申請部分)(申請以外の部分)(合  計) 

   (  階)(        )(             )(        )(            )(        ) 

         (        )(             )(        )(            )(        ) 

         (        )(             )(        )(            )(        ) 

         (        )(             )(        )(            )(        ) 

   (  階)(        )(             )(        )(            )(        ) 

         (        )(             )(        )(            )(        ) 

         (        )(             )(        )(            )(        ) 

         (        )(             )(        )(            )(        ) 

   (  階)(        )(             )(        )(            )(        ) 

         (        )(             )(        )(            )(        ) 

         (        )(             )(        )(            )(        ) 

         (        )(             )(        )(            )(        ) 

   (  階)(        )(             )(        )(            )(        ) 

         (        )(             )(        )(            )(        ) 

         (        )(             )(        )(            )(        ) 

         (        )(             )(        )(            )(        ) 

   ( 階)(        )(             )(        )(            )(        ) 

         (        )(             )(        )(            )(        ) 

         (        )(             )(        )(            )(        ) 

         (        )(             )(        )(            )(        ) 

 【ロ．用途別】 

     (用途の区分)(具体的な用途の名称)(申請部分)(申請以外の部分)(合  計) 

      (        )(             )(        )(            )(        ) 

         (        )(             )(        )(            )(        ) 

         (        )(             )(        )(            )(        ) 

         (        )(             )(        )(            )(        ) 

【６．その他必要な事項】 

 

 

【７．備考】 
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第１号様式の２(第2条第6項、第7条第2項関係) 

同 意 書 

年  月  日  

 

 (あて先)横須賀市長 

 

      住所            

氏名            

  

法人にあっては、主た

る事務所の所在地、名

称及び代表者の氏名 

  

対

象

区

域

内

の

土

地

に

関

す

る

権

利 

権 利 の

種 別 
所 在 及 び 地 番 土地権利者の住所及び氏名 印 

        

        

        

        

        

        

        

備 考   

 注 権利の種別欄は、所有権又は借地権を記入してください。 
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