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【本取扱要領について】 

本取扱要領は、建築基準法令の解釈・運用に関し、これまで窓口等において

問合せの多い事項、条文理解が困難な事項等について、本市建築主事の取扱い

をまとめたものである。 
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第６版 令和２年４月１日 

第７版 令和３年９月１日  ※ⅰ-06引用条文の項ずれ改正（R4.6.30） 

【構   成】 

ⅰ．総則・雑則 
ⅱ．単体規定 
ⅲ．集団規定 
ⅳ．構造関係 
ⅴ．参考資料 
ⅵ．その他誘導的取扱い 

【凡   例】 

法･･･････････建築基準法（明示例：法第○条第○項第○号） 
令･･･････････建築基準法施行令（明示例：令第○条第○項第○号） 
規則･････････建築基準法施行規則（明示例：規則第○条第○項第○号） 
建告･････････旧建設省告示（明示例：S○.○.○建告第○号） 
国交告･･･････国土交通省告示（明示例：H○.○.○国交告第○号） 
安全条例･････神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例 

（明示例：安全条例第○条） 
住環境条例･･･神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例 

（明示例：住環境条例第○条） 
細則･････････神戸市建築基準法施行細則（明示例：細則第○条） 
審査基準･････神戸市確認審査基準（明示例：審査基準○－△） 

【編   集】 

神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課 
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