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畜舎・堆肥舎の建築設計に係る告示・解説

１章 告示・解説

畜舎・堆肥舎の建築設計に係る告示・解説は、平成14年国土交通省告示第474号「特定畜

舎等建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件」、及び防火措置に

関する平成15年国土交通省告示第304号「防火壁の設置を要しない畜舎等の基準を定める

件」による改正、平成16年国土交通省告示第512号「小屋裏隔壁の設置を要しない畜舎等の

基準を定める件」による改正について、告示本文を内容に応じていくつかに区分して枠囲み

で示し、告示に関係する事項も加えて解説したものである。ここで示した告示は、特定畜舎

等建築物に該当する畜舎及び堆肥舎の構造基準、一定基準を満足する畜舎及び堆肥舎等の防

火壁等に関する防火措置を定めたものであり、これまでの畜舎設計規準（以下「畜舎規準」

という。）とほぼ同様の内容となっている。

なお、畜舎及び堆肥舎の設計に関して、これらの告示に示された以外の荷重全般に関する

基準、構造設計法、防火措置は２章にとりまとめて解説している。

１.１ 用語の定義

告示・解説に記載した用語のうちで定義を明確にしておくべきもの、及び関連した用語に

ついて解説する。

：土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類建 築 物

する構造のものを含む)、これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物

又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興業場、倉庫、その

他これらに類する施設をいい、建築設備を含む。

：居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使居 室

用する室。

人工により地上または地中につくられたもの。狭義では、一定の高さの広告塔、工 作 物：

高架水槽、擁壁または高架の遊技施設などをいう。

：発生頻度が時間によらない確率過程であるような事象が初めて再発生するのに再現期待値

要する時間の期待値として再現期間が求まるとき、その再現期間に対応する値

T Tのことで再現期間値ともいう。 年再現期待値以上の値の年間発生確率は1/

で与えられる。

設定した荷重に基づいて計算された各部材の最大応力度が、あらかじめ定許容応力度計算：

められたその部材を構成する構造材料の許容応力度以下となるという条件に基

づいてなされる構造計算体系をいう。

：基礎、壁、柱、小屋組、土台、斜材（筋かい、方づえ、火打材等）、構造耐力上主要な部分

床板、屋根版又は横架材（はり、けた等）で、建築物の自重若しくは積雪、風

圧、地震等を支えるものをいう。

都市計画が執行される区域。市町村域にこだわらず、一体的な都市的範囲が都市計画区域：

指定される。

：都市計画区域内で、すでに市街地を形成している区域、及び概ね10年以内に優市街化区域

先的かつ計画的に市街化を図るべきと指定された区域をいう。
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：建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町特定行政庁

村の区域については、都道府県知事をいう。ただし、第97条の二第一項又は第

97条の三第一項の規定(市町村の建築主事の特例)により建築主事を置く市町村

の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。

１.２ 特定畜舎等建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める告示

1.2.1 告示の趣旨

最終改正 平成19年5月18日国土交通省告示第六百十一号)国土交通省告示第四百七十四号(

建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第八十条の二第一号の規定

に基づき、木造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の建築

物のうち畜舎又は堆肥舎の用途に供する建築物（以下「特定畜舎等建築物」という。）

の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を第一に、同令第三十八条第四項の規定に

基づき、特定畜舎等建築物の基礎の構造計算を第二に定め、及び同令第八十一条第三項

の規定に基づき、特定畜舎等建築物の構造計算が第三に適合する場合においては、当該

構造計算は、同令第八十二条各号及び同令第八十二条の四に定めるところによる構造計

算と同等以上に安全性を確かめることができるものと認める。

特定畜舎等建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定めた告示（以下本節で

は「本告示」という。）は、家畜・家禽を収容する施設（以下「畜舎」という。）、また、

家畜排せつ物処理・保管施設（以下「堆肥舎」という。）の建築物全般について、一般建築

物に比べてその建築物を利用する人間が少なく、また、建築物内部に滞在する時間が短いこ

と等の畜産施設の実況を考慮し、畜舎及び堆肥舎の利用状況、形態等に応じた構造基準とし

て定められたものである。このため、本告示に定められた、一般建築物より低減された荷重

値の採用等の技術基準に従って畜舎及び堆肥舎を設計する場合においても、人間に対しては

一般建築物と同等以上の構造安全性が確保されるものと認められている。

一般建築物では、例えば木造では柱の長さに対する柱の最小太さ割合等の規定等が定めら

れている。しかし、国土交通大臣がある建築物の構造方法について安全上必要な技術基準を

認めた場合は、当該建築物はその技術基準に従えばよいということになっている。これに基

づき、本告示では、「第一」に定める一定条件を満足する場合の畜舎及び堆肥舎を「特定畜

舎等建築物」とし、「第三」に定める荷重算定式を採用できる等の独自の技術基準が定めら

れている。「特定畜舎等建築物」の適用条件を満足できない畜舎及び堆肥舎については、２

章にとりまとめた一般建築物に適用される荷重算定方式、構造基準等の設計条件に従って設

計する必要がある。

本告示の全体構成は、「第一」が適用の範囲、「第二」が基準法施行令（以下「令」とい

う。）第38条の基礎の計算方法の基準、「第三」が特定畜舎等建築物の構造計算に用いるこ

とができる荷重式とそれらを用いて許容応力度設計法を行う方法 となっている。

なお、堆肥舎のうち、家畜排せつ物の切り返し作業をスクープ式（エスカレータ式のキャ

タピラが回転して攪拌するもの）、ロータリ式（ロータリ･トラクタの回転部分のようなド

ラムが回転して攪拌するもの）等の機械で自動的に行う施設や密閉型発酵槽のように下記の

条件を満たす施設は、「貯蔵槽その他これらに類する施設（以下「工作物」という。）」に
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あたるものとなる。このため、これらの施設は、建築基準法でいう「建築物」には該当しな

い。

1) 内部に堆肥（家畜排せつ物）等を貯蔵するものであること。

2) 内部に堆肥等を投入する場所、排出する場所等の必要最小限の部分を除き、密閉さ

れていること（上面及び側面が樹脂板等で覆われていること）。

3) 内部が堆肥等で満たされる構造となっており、堆肥スペースと柱との間の間隔を建

設上最小限（作業スペース等の床面が存しない）とし、かつ、切り返し等の作業が機

械化されること等により、これらの作業を内部に人が入って行うことのない構造とな

っているものであること。

なお、上記の条件を満足する施設であっても、最高高さが８ｍを超えるものにあっては、

建築基準法（以下、「基準法」という。）第88条に基づく「指定工作物」となる。

1.2.2 適用の範囲

第一 適用の範囲

特定畜舎等建築物の構造方法は、建築基準法施行令（以下「令」という。）第三章

第三節、第四節の二、第五節及び第六節に定めるところによるほか、次に定めるとこ

ろによらなければならない。この場合において、木造の建築物について第三第一項第

一号から第三号までに定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめら

れた場合には、令第四十三条第一項及び第四十六条の規定によらないことができる。

一 木造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造若しくは鉄筋コンクリート造の建築

物又はこれらの構造のうち二以上の構造を併用する建築物であること。

二 階数が一であること。

三 高さが十三メートル以下で、かつ、軒の高さが九メートル以下であること。

四 架構を構成する柱の相互の間隔が十五メートル以下であること。

五 都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第七条第一項に定める市街化区域以外の

区域に建設し、かつ、居室を設けないこと。

(1) 構造の種類

特定畜舎等建築物に該当する畜舎及び堆肥舎の構造は、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート

造、補強コンクリート造であり、それぞれの構造について、木造の場合は令第３章第３節、

鉄骨造の場合は同第５節、鉄筋コンクリート造の場合は同第６節、補強コンクリートブロッ

ク造の場合は同第４節の２に構造強度を確保するための基準が定められている。特定畜舎等

建築物の構造は、これらの各種構造に応じた基準を満足させるように設計しなければならな

い。

ただし、木造の場合で、令第３章第３節に従った構造とし、「第三」で規定している許容

応力度計算を行い、構造耐力上安全であることを確認した場合には、令第43条（柱の小径）
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の柱の長さに対する柱の最小太さの割合、及び令第46条（構造耐力上必要な軸組等）の倍率

による計算及び国土交通大臣が定める基準に従った構造計算が関係する層間変形角の検討等

の規定は適用されない。これにより、令第46条に示す耐力要素によらないラーメン架構や木

造パネル構造等についても本告示が適用できる。

なお、令第46条が関係する「国土交通大臣が定める基準」は、昭和62年建設省告示第1899

号（木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分の構造耐力上安全であることを確か

めるための構造計算の基準）に規定されており、鉄骨造の場合でも令第５節第69条（斜材、

壁等の配置）にて同様の規定が関係している。しかし、特定畜舎等建築物に該当する畜舎及

び堆肥舎の鉄骨造は、許容応力度計算を行うことで耐力が十分に確保され、また、令第５節

の規定に従い、特に斜材等は釣り合いよく配置される等により、木造と同様に層間変形角の

検討は適用されない。

(2) 適用条件

本告示が適用される特定畜舎等建築物に該当するための条件は以下の５項目である。

1) 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、補強コンクリート造及びこれらを併用した構造。

主要構造を、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造とした建

築物であること。なお、木造には、木造の軸組に木造の耐力壁を緊結する構造、木造のパネ

ル耐力壁に鉛直荷重及び水平力を負担させる構造等も含まれる。また、例えば、木造骨組に

おいて梁部材に鉄骨梁を使用した場合や、中柱に鉄骨柱を使用した場合のように、上記の２

以上の構造を併用した場合にも適用される。

なお、本告示での鉄筋コンクリート造及び補強

コンクリートブロック造の使用は、２以上の構造の併用に該当する小屋組や軸組を木造又は

鉄骨造とした場合の堆肥舎及び飼料庫等の擁壁又は隔壁についてのみであり、柱、壁、屋根

床等の全てを鉄筋コンクリート造等とした場合は該当しない。

2) 階数は１階。

地震時の安全性等を考慮し、特定畜舎等建築物に該当する施設の階数は１としている。こ

のため、２階建て以上の畜舎等については、本告示の対象外となる。なお、高床式採卵鶏舎

のように、糞が下部の糞貯留場へ落下するようにケージを支える床の部分が抜けている方式

の場合は、ケージを支える床を最初の床と見なして階数１として良い。

3) 最高高さ13ｍ以下、軒の高さ９ｍ以下。

特定畜舎等建築物の条件が適用される畜舎及び堆肥舎の規模は、これまでに建設された各

種畜舎等の規模を整理した結果や、昭和55年建設省告示第1790号に定められている層間変形

角等の検討を必要としない特定建築物以外の建築物の基準を考慮し、高さ（棟高）13ｍ以下、

軒の高さ９ｍ以下となっている。

4) 主要柱相互の間隔は15ｍ以下。

構造耐力上主要な柱相互の間隔は、柱間隔があまり大スパンの場合には構造骨組の安全性

が心配されるため15ｍ以下に制限されている。肉牛舎やフリーストール乳牛舎等のように間

口寸法が特に大きい場合は、間口の途中に柱間隔が15ｍ以下となるように構造耐力上主要な

中柱を設置することが必要である。
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5) 建設地は市街化区域以外で居室を設けない。

建設地については、特定畜舎等建築物が不測の事態によって倒壊する場合となっても、被

害が当該施設の範囲内で収まることを想定し、家屋の密集度が少ない市街化区域以外を適用

区域としている。

また、特定畜舎等建築物に該当する畜舎、堆肥舎は、それぞれの施設内部での作業が継続

的ではないため居室には該当しない。これらの付属室（事務室等）についても、データ整理

等の軽微な執務・作業等を短時間行う場合には、同様に居室には該当しない。

1.2.3 基礎の構造計算

第二 特定畜舎等建築物の基礎について定める構造計算

令第三十八条第四項に規定する特定畜舎等建築物の基礎の構造計算は、次に定める

基準に従った構造計算とする。

一 特定畜舎等建築物、敷地、地盤その他の基礎に影響を与えるものの実況に応じて

土圧、水圧その他の荷重及び外力を採用し、第三第一項第一号から第三号までに定

める構造計算を行うこと。

二 前号の構造計算を行うに当たり、自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮し

て特定畜舎等建築物に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめること。

基礎は、上部構造からの荷重及び外力を安全に支持し、地盤に伝達させるための構造であ

り、上部構造に有害な障害を起こさないものでなければならない。有害な障害とは、地盤の

強度不足により破壊が生じることや、地盤が過大な変形を起こし、建築物に大きな沈下・傾

斜等が生じることである。

この要求性能を満足する基礎として、令第38条に構造方法が規定されており、同条第２項

に異種基礎併用の原則的禁止、同条第３項に建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮した

構造方法 が定められている。

基本的には、建築物に有害な沈下・変形等を生じさせないよう国土交通大臣が定める構造

方法（平成12年建設省告示第1347号第１）に従うこととされている。基礎の構造方法として

は、くい基礎、べた基礎、布基礎の３種類を規定しており、特に長期許容応力度が20kN/㎡

未満の場合はくい基礎と、20kN/㎡以上30kN/㎡未満の場合はくい基礎又はべた基礎とするこ

ととされている。また、基礎の根入れ深さの寸法、基礎底版の厚さ等の最小寸法も規定され

ている。

この構造規定には、独立基礎や基礎ばり付き独立基礎等に関して特に触れられていない。

しかし、独立基礎を採用することを排除しているわけではなく、構造計算によって構造耐力

上安全であることを確かめることにより、独立基礎を用いることができる。独立基礎を採用

する場合は、布基礎や連続基礎と比較すると基礎の配置や大きさ等が適切でないと沈下等に

よる障害を生じやすいため、沈下及び変形を考慮した構造計算を行う必要があるとされてい

る。

これまでに述べた異種基礎の混在禁止規定や地盤耐力と基礎種類の構造方法に関する規定

は、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることを確か
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めることにより、それらの適用を除外することができるとされている。本告示により国土交

通大臣が定めている基準は、以下の２項目となっている。

①特定畜舎等建築物の実況に応じた荷重に基づく構造計算を行う。

本告示により国土交通大臣が定めている基礎の構造計算の方法は、「第三」に規定した特

定畜舎等建築物の実況に応じた各種荷重を基に、許容応力度計算（第３第１項第一号から第

三号まで）を行うこととなっている。

②沈下及び変形による有害な損傷等が生じないことを確認する。

個々の基礎が変形を起こすと、上部構造には建築物使用状況とは別に予想外の応力が発生

し、建築物の障害発生の原因ともなる。特定畜舎等建築物の屋根や壁仕上げ材は軽微な材料

が使用されているとはいえ、変形があまり大きな場合は有害な損傷を生じることとなる。こ

のため、軟弱地盤に建設する場合等のように、必要に応じて基礎の沈下等の変形に対する確

認を行う必要がある。

1.2.4 構造計算の方法

第三 特定畜舎等建築物の安全性を確かめることができる構造計算

令第八十一条第三項に規定する令第八十二条各号及び令第八十二条の四に定める

ところによる構造計算と同等以上に特定畜舎等建築物の安全性を確かめることがで

きる構造計算は、次に定める基準に従った構造計算とする。

一 令第三章第八節第二款並びに次項及び第三項に規定する荷重及び外力によって

特定畜舎等建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を計算すること。

二 前号の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度を次の表

に掲げる式によって計算すること。

力の種類 荷重及び 令第八十六条第二項ただし書の規定に

外力につ 一般の場合 よって特定行政庁が指定する多雪区域

いて想定 (以下単に「多雪区域」という。)にお

する状態 ける場合 備 考

次項第二号に規定 次項第二号に規定

する積雪荷重の低 する積雪荷重の低

減を行う場合以外 減を行う場合

の場合

長期に生 常時 Ｇ+Ｐ Ｇ+Ｐ Ｇ+Ｐ

ずる力 積雪時 Ｇ+Ｐ+0.7Ｓ Ｇ+Ｐ+Ｓ

短期に生 積雪時 Ｇ+Ｐ+Ｓ Ｇ+Ｐ+Ｓ Ｇ+Ｐ+Ｓ

特定畜舎等建築ずる力 暴風時 Ｇ+Ｐ+Ｗ Ｇ+Ｐ+Ｗ Ｇ+Ｐ+Ｗ

物の転倒、柱のＧ+Ｐ+0.35Ｓ+Ｗ Ｇ+Ｐ+Ｓ+Ｗ
引抜き等を検討
する場合におい
ては、Ｐについ
ては、特定畜舎
等建築物の実況
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に応じて積載
荷重を減らし
た数値による
ものとする。

地震時 Ｇ+Ｐ+Ｋ Ｇ+Ｐ+0.35Ｓ+Ｋ Ｇ+Ｐ+Ｓ+Ｋ

この表において、Ｇ、Ｐ、Ｓ、Ｗ及びＫは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモー

メント、せん断力等をいう。)を表すものとする。

Ｇ 令第八十四条に規定する固定荷重によって生ずる力

Ｐ 令第八十五条に規定する積載荷重によって生ずる力

Ｓ 次項に規定する積雪荷重によって生ずる力

Ｗ 第三項に規定する風圧力によって生ずる力

Ｋ 令第八十八条に規定する地震力によって生ずる力

三 第一号の構造耐力上主要な部分ごとに、前号の規定によって計算した長期及び

短期の各応力度が、それぞれ令第三章第八節第三款の規定による長期に生ずる力

又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめること。

四 平成十二年建設省告示第千四百五十九号第一に定める場合においては、構造耐

力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によって特定畜舎等建築物の使用

上の支障が起こらないことを同告示第二に定める方法によって確かめること。

五 鉄骨造の特定畜舎等建築物にあっては、前各号の規定によるほか、昭和五十五

年建設省告示第千七百九十一号第二に定める構造計算を行うこと。

基準法第20条においては、建築物の規模や構造の区分に応じて政令で定める技術基準（仕

様規程）に適合するほか、それぞれの区分に応じた構造計算を行って安全性を確認しなけれ

ばならないとされている。建築物の規模による構造計算の方法、審査方法等の分類概要は11

頁の図のようになっており、特定畜舎等建築物で「中規模な建築物」に該当する場合で、①

木造で延べ面積の合計が500㎡を超える場合、②木造以外の構造（鉄骨造等）で延べ面積の

合計が200㎡を超える場合については、法第20条第三号の基準の規定により所定の「構造計

算の方法」によって安全性を確認することが義務づけられている。

なお、その安全性を確保する「構造計算の方法」は、令第81条第３項（第８節構造計算第

一款総則）の規定により、令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算と

同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定めた基準（告示第47

4号）による。また、この場合、「審査の方法」についても、これまでと同様の建築確認を

受ければ良い。
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参考

法第20条 構造耐力

建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その

他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければなら

ない。

一 高さが六十メートルを超える建築物 （以下、省略）

二 高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号に掲げる

建築物（高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限

る。）又は同項第三号に掲げる建築物（地階を除く階数が四以上である鉄

骨造の建築物他。） （以下、省略）

三 高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号又は第三

号に掲げる建築物その他その主要構造部を石造、れんが造、コンクリート

ブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした建築物

で高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの（前号に掲

げる建築物を除く。）

次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準

に適合すること。この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要

な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることその他

の政令で定める基準に従った構造計算で、国土交通大臣が定めた方法に

よるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによっ

て確かめられる安全性を有すること。

ロ 前二号に定める基準のいずれかに適合すること。

四 前三号に掲げる建築物以外の建築物 （以下、省略）

注記 第六条第一項第二号に掲げる建築物

のうち特定畜舎等建築物：木造で延べ面積が500㎡を超えるもの。

第六条第一項第三号に掲げる建築物

のうち特定畜舎等建築物：木造以外の建築物(鉄骨造等)で延べ

面積が200㎡を超えるもの。

参考

令第81条 構造計算

法第20条第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。

（以下、省 略）

２ 省 略

３ 法第二十条第三号イの政令で定める基準は、次条各号及び第八十二条の四

に定めるところによる構造計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることが

できるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によるものであ

ることとする。

４ 省 略
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参考

建築物の規模による構造計算の方法、審査方法等の分類概要

建築物の規模 構造計算の方法 審 査 の 方 法

■超高層建築物 指定性能 大 建築確認

高さが６０ｍを超 ●時刻歴応答解析 評価機関 臣 建築主事

えるもの （ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰによ による評 認 又指定確

中る振動解析） 価（大臣 定 認検査機

間指定） 関

検

査■大規模な建築物 【高さ３１ｍ超】

が高さが６０ｍ以下 ●保有水平耐力

必のもので 計算

要○木造（高さが１３ ●限界耐力計算

〔ｍ超又は軒の高 建 築 確 認

構 ３さ９ｍ超) 【高さ３１ｍ以下】 建築主事又は指定確認検査機関

階造 ○鉄骨造(４階以上 ●許容応力度等 ＊審査方法の指針

計 以等） 計算 判定依頼 に基づき構造設

算 上○鉄筋コンクリー ●保有水平耐力 結果通知 計図書(構造計算

が のト造(高さ２０ 計算 を含む)を審査

必 共ｍ超等)等 ●限界耐力計算 指定構造計算適合性判定機

要 同●時刻歴応答解析 関による構造計算適合性判

住を行った場合 定(都道府県知事指定）

宅

〕

中規模な建築物■

上記以外のもので ●許容応力度計算 建 築 確 認

建築主事又は指定確認検査機関○木造(３階以上 ＊大臣認定ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

審査方法の指針に基づき構造設又は延べ面積 を用いた場合 ＊

計図書(構造計算を含む)を審査５００ ㎡超） ●限界耐力計算､許

容応力度等計算、○木造以外(２階

保有水平耐力計以上又は延べ面

算を行った場合積２００㎡超）

●時刻歴応答解析

を行った場合

中■小規模な建築物 ●構造計算は不要 建 築 確 認

構 間上記以外のもの ●限界耐力計算､許 建築主事又は指定確認検査機関

造 検容応力度等計算､ ＊審査方法の指針に基づき構造設

計 査保有水平耐力計 計図書(構造計算を含む)を審査

算 不算を行った場合

不 要●時刻歴応答解析

を行った場合要

注記：太線黒の矢印は、特定畜舎等建築物に係る構造計算の方法等の流れを示す。
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(1) 構造計算に用いる荷重の種類、特定畜舎等建築物の種類

1) 荷重の種類

本告示に従って構造計算を行う場合の荷重の種類は、令第３章（構造強度）第８節（構造

計算）第２款（荷重及び外力）に定められている固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、

地震力を原則としているが、本告示の第三第２項及び第３項で規定している積雪荷重、風圧

力を用いても良いとしている。

なお、「第三」で規定している積雪荷重及び風圧力では、畜舎及び堆肥舎の用途に応じて

以下に記した「特定畜舎等建築物の種類」が設定されており、それぞれの種類によって異な

った軽減値を採用して荷重を算定できる。

2) 特定畜舎等建築物の種類

特定畜舎等建築物の種類は、①堆肥舎、②飼養施設、③搾乳施設等 の３種類に区分され

ている。

「堆肥舎」は、堆肥舎及びその付属室が該当する。堆肥舎は、堆肥生産舎及び堆肥貯留庫

をいい、畜舎を持たない場合も含む。付属室は、堆肥管理のための軽微な準備や堆肥化機械

の操作等を行う場所で、堆肥舎におけるその他の部分とは明確に区分され、居室に該当しな

いものをいう。

「飼養施設」は、家畜・家禽を収容する建築物全般をいい、乳牛舎（乳牛舎の待機場を含

む。）、肉牛舎、豚舎、採卵鶏舎、肉用鶏舎、及び幼牛舎、幼豚舎、幼雛舎、育成豚舎、分

娩舎、病畜舎等が該当する。また、当該施設の付属室及び付属舎も含まれる。付属室とは、

家畜・家禽の飼養・管理に係わる軽微なデータの整理、飼養管理機器の操作等を行う場所で、

他と明確に区分され、居室に該当しないものをいう。付属舎は、飼養施設に付随する畜産経

営に必要な、飼料・敷料貯蔵施設、農機具庫、作業機械格納庫、資材・機材庫等の独立して

いる小規模施設が該当する。飼養施設の特殊ケースとして、例えば、乳牛舎のフリーストー

ル乳牛舎で、乳牛舎（飼養施設）と搾乳舎（搾乳施設等）が同一棟に存在する場合は、それ

ぞれの面積比率を基に、安全側となるように面積比率が著しく大きい施設に該当するものと

する。

「搾乳施設等」は、搾乳舎（ミルキングパーラー）、生乳処理室、搾乳舎及び生乳処理室

に係わる付属室が該当する。なお、付属室とは、生乳の処理等に係わるデータの整理等を行

う場所で、他と明確に区分され、居室に該当しないものをいう。

(2) 力の組合せ

本告示の表に示した力の組合せは、令第82条に準拠したものである。なお、積雪荷重にお

ける一般区域（基本的に、最大積雪深１ｍ未満の区域）と多雪区域の区分は、令第86条第二

項ただし書きの規定により、特定行政庁の指定に従うものとする。

また、第三第２項第二号により積雪荷重を 600N/㎡とした堆肥舎は、全ての力の組合せに

おいて、当該積雪荷重（600N/㎡）が載荷しているとして構造計算を行う必要がある。

(3) 構造計算の方法

本告示では、特定畜舎等建築物の「安全性の確保」は構造計算によることを原則とし、そ

の方法は許容応力度計算を行えばよいとしている。このため、部材断面及び接合部は、上記

の力の組合せによる長期又は短期の存在応力に対して、使用材料により定められた許容応力

度を超えていないことを確認する必要がある。
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(4) 変形の簡易確認

特定畜舎等建築物の「使用性の確保」については、本告示の国土交通大臣が定める構造計

算では、地震時の層間変形角の制限（水平変位/階高が1/200又は1/120）に代表される「変

形の適切性」についての照査を義務付けられていない。

しかし、耐力的には十分であっても使用上不都合な変形や振動を生じ、建築物としての機

能を減じさせないよう、平成12年建設省告示第1459号に従い、スパンに応じた梁のせいを採

用する、また、常時作用している固定荷重及び積載荷重による梁のたわみ最大値がスパンの

1/250以下であること等を確かめる必要がある。

参考

平成12年建設省告示第1459号 建築物の使用上の支障が起こらないことを確

かめる必要がある場合及びその確認方法を定める件

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第82条第四号の規定に基づき、建

築物の使用上の支障が起こらないことを確かめる必要がある場合及びその確認

方法を次のように定める。

第１ 建築基準法施行令(以下「令」という。)第82条第四号に規定する使用上

の支障が起こらないことを検証することが必要な場合は、建築物の部分に

応じて次の表に掲げる条件式を満たす場合以外の場合とする。

建 築 物 の 部 分 条件式

木造 D/ℓ＞1/12はり（床面に用いるものに限る。

以下この表において同じ。）

鉄骨造 はり D/ℓ＞1/15

鉄筋コンクリート造 床版(片持ち以外の場合) t/ℓ ＞1/30Ｘ

床版(片持ちの場合) t/ℓ ＞1/10Ｘ

はり D/ℓ＞1/10

鉄骨鉄筋コンクリー はり D/ℓ＞1/12

ト造

この表において、t、 、D 及び は、それぞれ以下の数値を表すものℓ ℓＸ

とする。
t 床版の厚さ(単位 ㎜)

床版の短辺方向の有効長さ(単位 ㎜)ℓＸ
D はりのせい(単位 ㎜)

はりの有効長さ(単位 ㎜)ℓ

第２ 令第82条第四号に規定する建築物の使用上の支障が起こらないことを確

認する方法は、次のとおりとする。

一 当該建築物の実況に応じた固定荷重及び積載荷重によってはり又は床版

に生ずるたわみの最大値を計算すること。ただし、令第85条の表に掲げる

室の床の積載荷重については、同表(は)欄に定める数値によって計算する

ことができる。

二 前号で求めたたわみの最大値に、構造の形式に応じて次の表に掲げる長

期間の荷重により変形が増大することの調整係数（以下「変形増大係数」
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という。）を乗じ、更に当該部分の有効長さで除して得た数値が1/250 以

下であることを確認すること。ただし、変形増大係数を載荷実験により求

めた場合においては、当該数値を用いることができる。

構造の形式 変形増大係数

木造 ２

鉄骨造 １

鉄筋コンクリート造 床版 16

はり ８

鉄骨鉄筋コンクリート造 ４

(5) 鉄骨造筋かい構造及び柱梁幅厚比の確認

鉄骨造で筋かいを設けた場合は、地震時の安全性を確保するために定められた昭和55年建

設省告示第1791号第2の規定に従い、①筋かい負担率による地震力の割り増し、②筋かい軸

部の降伏で耐力が決定するための筋かい端部及び接合部の耐力確保等に留意した設計を行う

必要がある。

また、鉄骨部材に局部座屈を生じさせないため、柱や梁に使用する鉄骨部材は、同告示第

二第四号に規定されている柱及び梁部材に応じた幅厚比（断面を構成する個々の板要素の幅

と厚さの比率）を満足する板厚サイズを使用する必要がある。

参考

昭和55年建設省告示第1791号（最終改正 平成19年５月18日国土交通省告示第5

95号） 建築物の地震に対する安全性を確かめるために必要な構造計算の基

準を定める件

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第82条の６第三号の規定に基づき、

建築物の地震に対する安全性を確かめるために必要な構造計算の基準を次のよ

うに定める。

第一 木造の建築物等に関する基準

（略）

第二 鉄骨造の建築物等に関する基準

鉄骨造の建築物又は鉄骨造とその他の構造とを併用する建築物について

は、次の各号に定める構造計算を行うこと。

一 水平力を負担する筋かいを設けた階(地階を除く。)を含む建築物にあっ

ては、令第82条第一号の規定により計算した当該階の構造耐力上主要な部

分に生ずる令第88条第１項の規定による地震力による応力の数値に次の数
値以上の数値を乗じて得た数値を当該応力の数値として令第82条第二号及

び第三号に規定する構造計算を行うこと。

β≦5/7の場合 １＋0.7β

β＞5/7の場合 1.5

この表において、βは、令第88条第１項に規定する地震力により建
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築物の各階に生ずる水平力に対する当該階の筋かいが負担する水平力

の比を表すものとする。

二 水平力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合において、当該筋かいの

端部及び接合部が破断しないことを確かめること。

三 冷間成形により加工した角形鋼管（厚さ6mm以上のものに限る。以下こ

の号において単に「角形鋼管」という。）を構造耐力上主要な部分である

柱に用いる場合にあっては、次に定める構造計算を行うこと。ただし、特

別な調査又は研究の結果に基づき、角形鋼管に構造耐力上支障のある急激

な耐力の低下を生ずるおそれのないことが確かめられた場合にあっては、
この限りでない。

イ 構造耐力上主要な部分である柱及びはりの接合部（最上階の柱の柱頭

部及び1階の柱の脚部である接合部を除く。）について、次の式に適合

することを確かめること。

ΣMpc≧1.5 ΣMpb

この式において、Mpc及びMpbは、それぞれ次の数値を表すものと

する。

Mpc 当該接合部における柱の材端（はりその他の横架材に接着す

る部分をいう。）に生じうるものとして計算した最大の曲げ

モーメント（単位ニュートンメートル）

Mpb 当該接合部におけるはりの材端（柱に接着する部分をいう｡）

に生じうるものとして計算した最大の曲げ

モーメント（単位ニュートンメートル）

ロ 構造耐力上主要な部分である角形鋼管を用いた柱が一階の柱であり、

かつ、日本工業規格G三四六六（一般構造用角形鋼管）－二００六に適

合する場合にあっては、イに掲げるほか、地震時に当該柱の脚部に生じ

る力に一・四（柱及びはりの接合部の構造方法を内ダイアフラム形式

（ダイアフラムを落とし込む形式としたものを除く。）とした場合は、

一・三）以上の数値を乗じて令第八十二条第一号から第三号までに規定

する構造計算をした場合に当該建築物が安全であることを確かめるこ

と。

四 柱及びはりに炭素鋼（平成十二年建設省告示第二千四百六十四号第一に

規定する基準強度が一平方ミリメートルにつき二百五ニュートン以上三百

七十五ニュートン以下であるものに限る。）を用いる場合にあっては、次

の表の（い）欄に掲げる柱及びはりの区分に応じ、幅厚比（円形鋼管にあ

っては、径厚比とする。以下同じ。）が同表の（ろ）欄に掲げる数値以下

の数値となることを確かめること。ただし、特別な調査又は研究の結果に

基づき、鋼材の断面に構造耐力上支障のある局部座屈を生じないことが確

かめられた場合にあっては、この限りでない。
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(1) 積雪荷重

２ 積雪荷重は、令第八十六条の規定によること。この場合において、屋根ふき材に日

本工業規格Ａ五七〇一（ガラス繊維強化ポリエステル波板）－一九九五に定める波板

を使用する等屋根面の断熱性が低く、滑雪の妨げのない構造とし、かつ、屋根の勾配

が十一度以上ある場合にあっては、次に定めるところによることができる。

一 次に掲げる式によって屋根の積雪荷重を計算すること。

ｂＳ ｄ･Ｒ ･＝γ･ μＳ

この式において、 γ、 及びμ はそれぞれ次の数値を表すものとする。Ｓ、 ｄ、ＲＳ ｂ

屋根の積雪荷重（単位 一平方メートルにつきニュートン）Ｓ

γ 積雪の単位荷重（多雪区域にあっては二十三、多雪区域以外の区域にあっては

二十とする。）（単位 積雪量一センチメートルごとに一平方メートルにつき

ニュートン）

垂直積雪量として市町村の区域に応じた別表に掲げる数値以上の数値ｄ

（単位 センチメートル）

特定畜舎等建築物の種類及び前項第二号に規定する荷重及び外力について想ＲＳ

定する状態に応じた次の表に掲げる数値以上の数値

前項第二号に規定する荷 数 値

特定畜舎等建築物の種類 重及び外力について想定す ｄ≧70の ｄ＜70の

る状態 場合 場合

堆肥舎 常時又は積雪時 〇．八四 〇．七八

暴風時又は地震時 一．〇〇 一．〇〇

牛舎 、豚舎、鶏舎その他これら 常時又は積雪時 〇．八七 〇．八二※

に類する家畜の飼養施設（以下

「飼養施設」という。) 暴風時又は地震時 一．〇〇 一．〇〇

搾乳施設、集乳施設その他これら 常時又は積雪時 〇．九三 〇．九〇

に類する生乳の生産のための施設

（以下「搾乳施設等」という。） 暴風時又は地震時 一．〇〇 一．〇〇

μ 特定畜舎等建築物が建築される区域における一月と二月の二ヶ月間の平均風ｂ

速に応じた次の表に掲げる数値

ｂ当該区域における一月と二月の二ヶ月間の μ

平均風速 Ｖ（単位 メートル毎秒）

二．〇以下 〇．九

三．〇 〇．八

四．〇 〇．七

四．五以上 〇．六

この表に掲げるＶの数値以外のＶに応じたμ は、表に掲げる数値をそれぞれｂ

直線的に補間した数値とする。

二 堆肥舎の屋根勾配が十一度以上ある場合は、屋根の積雪荷重を一平方メートルに

つき六百ニュートンまで減らして計算することができる。
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三 前二号の規定により屋根の積雪荷重を減らして計算した特定畜舎等建築物につい

ては、その出入口又はその他の見やすい場所に、その軽減の実況その他必要な事項

を表示しなければならない。

※「飼養施設」のその他には「牛舎」が該当することがビルディングレター'02.6及び'02.8等に
明記されているため併記。

本告示における積雪荷重は、令第86条に定めるところを基本としているが、下記の項目を

満足する場合には、日本建築学会「建築物荷重指針(以下「指針」という。)」の最大７日増

分積雪深の算定式に準拠した独自の積雪荷重算定式（以下「告示式」という。）によること

ができるとしている。

告示式を適用できる条件は、

①断熱性の低い屋根材料で仕上げてある。

②滑雪に妨げのない材料及び構造としている。

③屋根勾配が11度以上（2/10勾配以上）ある。

の３条件である。なお、断熱性の低い屋根材料とは、例示にあるガラス繊維強化ポリエステ

ル波板のように単一材の場合の他、断熱材の厚さ及び屋根勾配と滑雪の発生に関する実験と

調査結果を基に定めた表１－１に示す「屋根勾配ごとに許容できる断熱材の厚さ」を満足す

るものとする。

断熱材の厚さ及び屋根勾配が滑雪の発生に及ぼす影響を実験的に検討した結果、断熱材の

厚さが滑雪の発生に及ぼす影響は屋根勾配によって異なり、勾配が小さい場合には断熱材厚

の影響が大きく、勾配が大きくなると断熱材厚よりも勾配が支配的であることが確認された。

このことは、畜舎や堆肥舎屋根の滑雪に関する各種屋根勾配の実況調査結果とも一致してい

る。表１－１の各種数値は、これらの研究・実験結果を基に、屋根勾配ごとに許容できる断

熱材の厚さとして定めている。関係資料は付録５を参照されたい。

なお、表における断熱材の厚さは、波板と断熱材が一体となっている場合は波板の頂点か

らの厚さ、屋根仕上用平板の断熱材の場合はその物の厚さを示す。

表１－１ 屋根勾配ごとに許容できる断熱材の厚さ

屋 根 勾 配 断 熱 材 厚 さ

11度以上（2/10勾配以上） 15mm以下

14度以上（2.5/10勾配以上） 30mm以下

16度以上（3/10勾配以上） 40mm以下

21度以上（4/10勾配以上） 50mm以下

断熱材厚さ：波板と一体の場合は波板の頂点からの厚さを示す。

告示式は、指針の算定式を基に、①地上積雪荷重の式と設計用屋根上積雪荷重の式の取り

まとめ、②雪の単位重量に一般区域と独自の多雪区域の数値の採用、③基準積雪深に年最大

７日増分積雪深の50年再現期待値の採用、④特定畜舎等建築物の種類に応じた低減係数の採

用、⑤冬季平均風速による屋根積雪荷重の低減 等を行ったものである。なお、特定畜舎等

建築物の種類は、 2)で述べたように３種類に区分されており、屋根上積雪深は1.2.4.(1)の

指針における制御を行う７日増分積雪深の考え方を基としている。

以下に、指針の積雪荷重算定式の概要を記す。
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(ｲ) 積雪荷重は、地上積雪荷重に屋根形状係数を乗じた設計用屋根上積雪荷重により算定

する。

(ﾛ) 設計に用いる地上積雪荷重は（1-1）式により算定する。

＝ (1-1)Ｓ γ ｄ Ｒ０７ ０７× × s
ここに、 ：地上積雪荷重(N/㎡)Ｓ０７

γ ：積雪の単位荷重

γの値は、一般区域と多雪区域とで別々に定めてある。

：年最大７日増分積雪深の50年再現期待値(cm)ｄ０７

：再現期間(r)に対する換算係数Ｒ s
ｄ ≧70cmの時 ＝0.49 + 0.13 ln( )０７ Ｒ ｒs
ｄ ＜70cmの時 ＝0.32 + 0.17 ln( )０７ Ｒ ｒs

(ﾊ) 設計用屋根上積雪荷重は（1-2）式により算定する。

(1-2)Ｓ = Ｓ μ０７ ×
ここに、 ：屋根上積雪荷重(N/㎡)Ｓ

：屋根形状係数(＝μb)μ

：屋根勾配と１月と２月の冬季平均風速を考慮した基本屋根形状係数μb

これらの２式を取りまとめた（1-3）式が、告示式である。

＝ (1-3)Ｓ γ ｄ Ｒ μb× × s×
ここに、 ：屋根の積雪荷重(N/㎡)Ｓ

γ ：積雪の単位荷重

一般区域の場合20 N/㎡/cm、多雪区域の場合23 N/㎡/cm

：市町村の区域に応じた垂直積雪量(cm) (本告示・解説の別表１)ｄ

：特定畜舎等建築物の種類に応じた換算係数Ｒ s
：建設地の１月と２月の平均風速に応じた係数μb

1) 積雪の単位荷重

積雪は降雪直後から組織を変えはじめ、昇華・焼結・圧密・融解等によって変態が進行す

る。積雪の密度は変態の進行に伴って増大する傾向にあり、一般に降雪後の経過時間すなわ

ち根雪期間が長いほど密度は大きくなる。また、変態の状況は降雪ごとに形成される雪層に

よって異なるため、積雪内の密度の分布は必ずしも単純ではない。一般に、荷重として評価

する場合には、積雪内の複雑な密度分布を全層平均密度で評価している。この全層平均密度

から得られる雪の単位重量は、根雪期間の長短や最大積雪深の大小に支配されることから、

根雪期間が短く積雪深の少ない「一般区域」と根雪期間が長く積雪深の多い「多雪区域」で

異なることが知られている。これらを考慮して、告示式では令第86条と同様に「一般区域」

と「多雪区域」とに分けて、雪の単位重量を設定している。

指針でも、積雪内の複雑な密度分布を全層平均密度で評価している。この全層平均密度か

ら得られる等価単位積雪重量（告示式の「積雪の単位荷重」と同意）は、最大積雪深に支配

されることから下式に示す最大積雪深から求められるようになっている。

ρ＝715× ＋2,350 (1-4)ｄ

ρ：等価単位積雪重量(N/m )３

：最大積雪深(m)ｄ
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上記の式は、多雪区域における観測値から得られた回帰式であることから、一般区域のよ

うな最大積雪深１ｍ未満の場合には適応しないことが指針に示されている。また、上記の式

で本告示で用いる７日増分積雪深の等価単位積雪重量（告示式の「積雪の単位荷重」）を求

めると、これまでの実測値に比較するとやや大きな値となる。このため、告示式では、一般

区域の「積雪の単位荷重」を令第86条で規定されている20N/㎡/cmとしている。また、多雪

区域では、根雪期間を指標として全層平均積雪密度を評価し、下式で「積雪の単位荷重」を

求め、23N/㎡/cmとしている。

γ＝ 0.22 ＋ 21 (1-5)tＳ

γ：積雪の単位荷重(N/㎡/cm)

：根雪初日からの日数(本告示式の場合は７日)tＳ

2) 垂直積雪量

指針における積雪荷重の設定は、設計の対象とする建築物の屋根上積雪量を信頼性の高い

方法によって積極的に制御する場合と制御しない場合とで、算定すべき内容が変わるように

なっている。また、指針では、基本的には再現期間100年の積雪荷重の値を算定するものと

しているが、設計対象建築物の用途に応じて、より短いあるいはより長い再現期間に対して

も再現期間換算係数を介して評価することができる仕組みになっている。

屋根上積雪量の制御方法としては、古来より行われてきた「雪下ろし」を含む機械的に除

去する方法、何らかのエネルギーを用いて融雪させる方法、積極的に滑落させる方法等があ

る。指針における屋根上積雪量を制御した場合の積雪深は、エネルギーを用いた融雪方法の

場合におけるエネルギーの供給が止まった場合の復旧期問とその間の降雪状況を検討し、７

日増分積雪深の採用を提示している。

告示式では、特定畜舎等建築物の屋根勾配、家畜等からの放射熱で畜舎内が高温となり、

日最高気温－２℃以上の場合には滑落現象が発生する等の特定畜舎等建築物固有の特性を考

慮し、最高気温－２℃以下の連続日数が７日以下の場合に７日増分積雪深を地上積雪荷重と

することを原則としている。－２℃以下の連続日数が７日を超える地区の場合（北海道、東

北の一部。）では、①屋根の断熱性が高くないこと、②屋根勾配が十分あること、③屋根ふ

き材の材質及び屋根ふき替え後の設置後経過年数等①、②以外の屋根構造に配慮すること、

④家畜の飼養密度が十分にあること又は雪下ろしを前提として、７日増分積雪深を設計に用

いる地上積雪荷重とすることが望ましい。

設計に用いる垂直積雪量は、積雪深の観測値から算出する方法が最も信頼性がある。しか

し、積雪深の観測値は気象官署とアメダス観測地点を含めても1,000地点にも満たない。こ

のようなことから、指針では地形因子である標高と海率（当該地区の全体面積に対する海の

面積の比率）をパラメ－タ－とした重回帰式で、積雪未観測地点における地上積雪深の再現

期待値の求め方を提示している。

告示式では、平成12年建設省告示第1455号「多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定

める件」に示された標高及び海率を基に垂直積雪量を定める方法と同様の指針による推定値

を求め、観測期間が10年以上のアメダス観測地点の積雪深と比較し、アメダス観測地点が各

市町村の市役所及び役場の所在地（以下「役所所在地」という。）とは一致していないが両

者の値がほぼ同値となっていることを基に、各市町村の垂直積雪量を定めている。このため、

建設予定地と役所所在地との標高の差異等を十分に考慮するとともに、当該地域の積雪量に

関する行政指導値等も参考にして、対象とする畜舎及び堆肥舎の設計に用いる積雪量を定め

る必要がある。
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本告示の別表として表記されている市町村の区域に応じた垂直積雪量 （年最大７日増分ｄ

積雪量の50年再現期待値）を１章末尾に「別表１」として示しておく。なお、表中の垂直積

雪量は、役所所在地の標高と海率から算出した値であり、沖縄県以外の最低値を５㎝として

いる。

市町村合併により、現在、市町村名称が変更している区域、また、今後市町村合併を計画

している区域も多く見られる。しかし、できるだけ小さな区域ごとに垂直積雪量 の数値をｄ

設定した方が適切と判断されるため、「別表１」の市町村名称は変更していない。市町村合

併により建設予定地の所在地名称が変更となった場合は、旧役所所在地の名称を基とした別

表１の数値を採用する。

3) １月と２月の２ヶ月間の平均風速に応じた係数

特定畜舎等建築物の建設地における１月と２月の２ヶ月間の平均風速（ ）に応じた係数Ｖ

は、指針の屋根形状係数に該当するものであり、地上積雪量に対する屋根上積雪量の比を示

す値である。この数値は、建設地の冬季風速等の気象条件、及び屋根の形状や規模の影響を

大きく受け、屋根勾配と建設地の冬季平均風速( 、1～2月の平均風速)を基に求められるよＶ

うになっている。

告示式では、屋根勾配に関する係数を特定畜舎等建築物に多く用いられる11度(2/10勾配)

～16度(3/10勾配)に相当する定数として示している。

また告示式では、特定畜舎等建築物は単棟で屋根形状も山形等の単純な形状が多いため、

基準法とは異なるが、指針の山形形状等の屋根形状係数を基本としている。このため、一般

的な切妻屋根やオープンリッジ屋根等の場合は当該係数を用いることができるが、規模が極

めて大きな場合や特殊な屋根形状を有する特定畜舎等建築物については、指針を参考に別途

検討することが望ましい。なお、特定畜舎等建築物の建設地における１月と２月の２ヶ月間

の平均風速（ ）は、最寄りの気象観測資料に基づいて定めれば良い。Ｖ

4) 堆肥舎の屋根の積雪荷重

堆肥舎は、施設内の滞在強度が他の施設に比べて極めて小さく、畜舎内で飼養される家畜

・家禽に比べて極めて価値の低い家畜排せつ物を処理・保管する施設である。また、他の施

設より離して設置されることが多く、万一倒壊しても他の施設へ被害が及ぶことが極めて少

ない施設である。このため、特定畜舎等建築物の種類による換算係数（ ）も、飼養施設Ｒs

より小さな数値となっている。

さらに、堆肥舎については、堆肥舎用屋根仕上げ材料に関する屋外滑雪実験の結果に基づ

き、棟部勾配が11度以上（2/10勾配以上）確保されている場合は、当該地域の垂直積雪量に

係わらず、屋根の積雪荷重を 600N/㎡まで軽減した条件で構造計算を行うことができるとさ

れている。また、この荷重軽減条件は、堆肥舎に該当する施設にも適用できる。

なお、本告示で示されている堆肥舎用の積雪荷重を採用するには、屋根雪の滑落現象を発

生させるために以下の条件を確保する必要がある。

① 堆肥舎は単棟とし、屋根面に勾配11度（2/10勾配）未満の部位を設けない。

② 間口が広い堆肥舎の場合は、屋根面全体を勾配16度（3/10勾配）以上とするか、又は、

屋根面長さの1/3（軒部付近）を勾配16度（3/10勾配）以上とする。

③ 外気温０℃未満の日が７日以上連続する地域の屋根の積雪荷重は、当該地域の７日増

分積雪深による値と600N/㎡との間の値をその連続日数および堆肥舎内の温熱環境に応

じて構造設計者が設定する。

④ 屋根仕上げ材は、たわみが生じにくい樹脂板や硬質フィルム等を使用する。また、紫
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外線劣化が著しい屋根仕上げ材は、耐用年数等を考慮して更新する。

⑤ 屋根面には、滑雪を妨げる凹凸が生じるふき工法等を使用しない。

この他、滑落した雪の搬出が容易な隣棟間隔を確保するとともに、雪の堆積によって屋根

雪の滑落が妨げられたり、雪堆積側圧が堆肥舎に作用して不利な応力状態とならないように

する等の配慮が必要である。

5) 積雪荷重軽減に関する表示

特定畜舎等建築物の畜舎及び堆肥舎のうち、軽減した積雪荷重を採用した施設では、その

出入口や見やすい場所に、軽減の実況等を表す下記項目を表示することが望ましい。

①特定畜舎等建築物のどの種類に属する施設であるかの表記

②採用した屋根の積雪荷重又は垂直積雪量

③軽減した荷重を採用するうえでの留意事項

・屋根面の勾配

・屋根仕上げ材料

・その他必要と思われる事項

(2) 風圧力

３ 風圧力は、次の各号に定めるところによること。

０一 令第八十七条の規定によること。この場合において、同条第二項に規定するＶ

は、平成十二年建設省告示第千四百五十四号第二に規定する数値に特定畜舎等建築

物の種類に応じて次の表に掲げる数値以上の数値を乗じて得た数値とすることがで

きる。

特定畜舎等建築物の種類 数 値

堆肥舎 〇．八五

飼養施設 〇．九〇

搾乳施設等 〇．九五

二 令第八十七条第二項に規定するＥを算出する場合においては、平成十二年建設省

告示第千四百五十四号第一第二項に規定するＺ を三メートルとすることができｂ

る。

三 前二号の規定により風圧力を減らして計算した特定畜舎等建築物については、そ

の出入口又はその他の見やすい場所に、その軽減の実況その他必要な事項を表示し

なければならない。

本告示では、風圧力の算定は令第87条の規定によることとされており、速度圧算定式は、

これまでの畜舎規準が採用していた指針に記されている風荷重・簡便法に準拠した式とは異

なった表記方法となっている。しかし、平成12年の法改正にともなって制定された令第87条
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０の速度圧算定式は、指針の風荷重算定法の考え方に準拠して策定されており、基準風速Ｖ

の値、地表面粗度区分による係数を乗じることも指針と同様の取り扱いとなっている。本告

示では、特定畜舎等建築物の種類による係数を乗じることもこれまでと同様の取り扱いとな

っており、基本式は異なるが算出結果は畜舎規準と同様の数値が得られることとなる。

風力係数についても、平成12年建設省告示第1454号に示された形状と類似している建築物

の場合には、同告示に示されている値をそのまま使用できる。しかし、特定畜舎等建築物の

形状や壁開放の程度は一般建築物と大きく異なる場合が多いため、特定畜舎等建築物を対象

とした適切な風洞実験を行い、その結果を本書に掲載している。実験を行った形状と類似し

ている特定畜舎等建築物については、１章末尾の「別表３」の表または図に示した当該数値

を用いることができる。

1) 速度圧算定式

指針の風荷重の特徴は、強風の発生頻度を考慮して建築物の供用期間や使用目的に応じた

設計風速を定め、建築物の規模や動的特性を反映した設計用風荷重を定めることにある。

すなわち、設計風速は建築物の基準高さ（通常、建築物の高さと軒の高さの平均）におけ

る平均風速によって規定され、建設場所、建設地周辺の地表面粗度（風の流れに対して障害

となる地物の存在状況）及び強風の設計用再現期間を指定することによって定める。指針で

は、設計風速を定める基である「基本風速 」すなわち、「風に対する障害物が疎らな平Ｕ０

坦地の地上高さ10ｍにおける再現期間 100年の10分平均風速」の全国マップを基に、基本風

速 に設計用再現期間による換算係数( )ならびに地表面粗度区分に応じた平均風速のＵ Ｒ０ Ｗ

鉛直分布係数 を乗じて、設計風速を定めている。ＥＨ

指針による構造骨組用の水平風荷重は、（1-6）式により算定することになっている。

＝ × × × (1-6)Ｗ ｑ Ｇ Ｃ Ａｓｆ ｆ ｆＨ

ここに、 ：風荷重（N）Ｗｓｆ

：設計用速度圧（N/㎡）ｑＨ

：ガスト影響係数Ｇｆ

：風力係数Ｃｆ

：受圧面積（㎡）Ａ

また、 は（1-7）式により算定することになっている。ｑＨ

＝1/2×ρ× (1-7)ｑ ＵＨ Ｈ
２

ここに、 ：設計用速度圧（N/㎡）ｑＨ

ρ ：空気密度で、1.2(N･s /m )とする２ ４

：設計風速（m/s）ＵＨ

＝ × × (1-8)Ｕ Ｕ Ｅ ＲＨ Ｈ０

：基本風速（m/s）Ｕ０

：風速の鉛直分布係数 の基準高さ (m)における値Ｅ Ｅ ＨＨ

(＝ × 。通常、 ＝1.0)Ｅ Ｅ Ｅｒ ｇ ｇ

：設計用再現期間による換算係数Ｒ

（特定畜舎等建築物の種類に応じた低減係数に相当）

令第87条の速度圧算定式は、（1-8）式において、（1-6）式のガスト影響係数も速度圧の

式に組み込んで（1-7）式を整理した（1-9）式である。
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ｆｑ Ｕ ＧＨ Ｈ＝1/2×ρ× ×２

ｒ ｆ＝1/2×1.2×( × × ) ×Ｕ Ｅ Ｒ Ｇ０
２

＝0.6× × (1-9)Ｅ Ｖ０
２

ｒ ｆここに、 ＝ ×Ｅ Ｅ Ｇ２

：平均風速の高さ方向の分布を表す係数Ｅｒ

：ガスト影響係数Ｇｆ

：各地の風害の程度等を基に国土交通大臣が定めた風速Ｖ０

なお、本告示による速度圧算定式は、令第87条の速度圧算定式（1-9）式に特定畜舎等建

築物の種類に応じた低減係数を乗じた（1-10）式となる。

＝0.6× ×( × ) (1-10)ｑ Ｅ Ｖ ＲＨ ０ Ｗ
２

ここに、 ：特定畜舎等建築物の種類に応じた係数ＲＷ

（堆肥舎は0.85、飼養施設は0.90、搾乳施設等は0.95）

国土交通大臣が定めた風速として平成12年建設省告示第1454号に規定されている各地の風

速 を１章末尾に「別表２」として示しておく。なお、市町村合併により建設予定地の所Ｖ０

在地名称が変更となった場合は、旧役所所在地の名称を基とした別表２の数値を採用する。

2) 基準高さにおける風速一定範囲の下限値( )の低減Ｚｂ

地表付近の風は、構造物、樹木、地表面の起伏等による地表面との摩擦によって鉛直方向

に風速が変化し、地表付近ほど風速は減少する。また、地上高さ200～300ｍ以上の上空では、

地表面の影響が及ばないため風速は一定になる。この地表付近の鉛直方向の風速の変化はべ

き指数分布等で表されるが、地表近傍では、その近接する粗度要素の直接的影響のため、単

純なべき指数分布では表現できない。このため、下層部にある範囲（ ）を設定し、それＺｂ

以下の範囲では基準高さにおける風速が一定となるように設定されている。

基準高さによる風速変化に関する係数は国土交通大臣が定める方法により算出することと

なっており、詳細が平成12年建設省告示第1454号に規定されている。当該告示では、風速一

定と考える範囲が地表面粗度区分により異なった数値で規定されているが、本告示では、風

速一定の範囲（ ）を３ｍとして良いとしている（２章、図2-3を参照）。Ｚｂ

関係する告示を２章2.3.3 風圧力に示しておく。

3) 風圧力軽減に関する表示

特定畜舎等建築物の畜舎及び堆肥舎のうち、軽減した風圧力を採用した施設では、その出

入口や見やすい場所に、軽減の実況等を表す下記項目を表示することが望ましい。

①特定畜舎等建築物のどの種類に属する施設であるかの表記

②採用した風速 及び特定畜舎等建築物の種類による軽減係数の値Ｖ０

③軽減した荷重を採用するうえでの留意事項
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１.３ 防火措置に関する告示

畜舎及び堆肥舎は大規模建築物となることが多く、一般建築物で同程度の規模となる場合

には一定の防火基準が適用されることとなる。しかし、畜舎及び堆肥舎の利用状況を考慮し

て、以下の二つの防火措置に関する緩和基準が告示で示された。

告示の内容を良く理解し、各種の適用基準に対して適切に対応する必要がある。

1.3.1 防火壁の設置を要しない畜舎等の基準を定める告示

平成6年7月建設省告示第1716号 建築基準法第二十六条第三号の規定に基づく国土交通

大臣が定める基準

最終改正 平成15年３月28日国土交通省告示第304号

（第三 周囲の状況を改正）

建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二十六条第三号の規定に基づき、国土

交通大臣が定める基準を次のように定める。

第一 構造

畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家の用途に供する建築物（以下

「畜舎等」という。）は、次に掲げる構造のものであること。

一 畜舎等の外壁に避難上有効な開口部が二以上設けられており、畜舎等の各部分か

ら当該各開口部に至る歩行経路が確保されているものであること。

二 畜舎等を間仕切壁により区画する場合にあっては、当該間仕切壁に開口部を設け

る等により畜舎等において作業に従事する者が火災の発生を容易に覚知できるもの

であること。

第二 用途

畜舎等の各部分が、次に掲げる用途に供されるものでないこと。

一 売場、集会室その他の不特定又は多数の者の利用に供する用途

二 寝室、宿直室その他の人の就寝の用に供する用途

三 調理室、浴室その他の火を使用する設備又は器具を設けて利用する用途

第三 周囲の状況

畜舎等の周囲の状況が、次のいずれかに適合するものであること。

一 次のイ及びロに適合する畜舎等にあっては、六メートル以内に建築物又は工作物

（当該畜舎等に附属する不燃性を有する建築材料で造られたものを除く。次号にお

いて同じ。）が存しないこと。

イ 階数が一であるもの

ロ 都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第七条第一項に規定する市街化区域以

外の区域内にあるもの

二 前号に掲げるもの以外の畜舎等にあっては、二十メートル以内に建築物又は工作

物が存しないこと。
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一般建築物で延べ面積が1,000㎡を超える場合には、火災が容易に燃え広がらないように

防火壁を設置することが義務づけられている。しかし、畜舎及び堆肥舎等については、建設

地が市街化区域外の場所である等の以下に記した一定基準を満足させることで基準法第26条

に規定された防火壁を設置する必要はない。なお、畜舎及び堆肥舎等とは、「特定畜舎等建

築物の構造方法に関する告示」の説明にて、「堆肥舎」、「飼養施設」、「搾乳施設等」と

して例示されているそれぞれの施設が該当している（12頁参照）。

畜舎及び堆肥舎等について、防火壁を設置しなくとも良い条件は以下のとおりである。

1) 避難安全性

作業に従事する者が容易に避難できるように、２箇所以上の屋外への出口を設け、か

つ、畜舎、堆肥舎又は飼養施設内の各部分からの歩行経路を確保することによって２方

向の避難経路を確保する。

2) 火災覚知

火災の発生を容易に覚知することができるようにし、間仕切壁を設置する場合には開

口部を設ける。なお、間仕切壁に開口部を設けることができない場合には、作業に従事

するものが火災の発生を容易に覚知できるよう火災の発生を有効に感知し警報を発する

装置を設ける。

3) 適用対象外となる用途

火災となった場合に避難が困難となることを避けるため、

①不特定又は多数の利用者が見込まれる販売所・集会所に使用しない。

②火災発生時の覚知が遅れるおそれの高い寝室・宿直室その他の就寝に利用しない。

③火災発生のおそれが高い、調理室、浴室その他の火気を使用しない。

なお、哺育用の加温機等の設置については、移動可能なストーブ等と同様に仮設的な

設置と見なし、上記③の火気を使用する設備等には該当しない。

4) 延焼防止

基本的には、近隣へ延焼するおそれを小さくするように、畜舎等から20ｍ以内に畜舎

等以外の建築物を設けないこととなっている。しかし、①階数が１、②市街化区域以外

に建設する の二つの条件を満足する畜舎及び堆肥舎等については、他の建築物または

工作物と離す距離を６ｍとして良い。また、当該畜舎及び堆肥舎等に付属する不燃性を

有する材料（スレート、鉄鋼、ガラス等）で造られた建築物については、これらの距離

基準の確保が適用されない。なお、防火壁の設置不要条件として６ｍ以上離す必要のあ

る建築物や工作物は一般的な建築物や工作物を指しており、同一敷地内に建つ畜舎及び

堆肥舎等については、図1-1のように、建築基準法第２条第六号「延焼のおそれのある

部分」(７１頁「用語の定義」参照)に規定されている隣地境界線から３ｍ以上の距離が、

全ての畜舎及び堆肥舎等の建物間でも確保されていればよい。

また、畜舎又は堆肥舎等については、木造部分の延べ面積が1,000㎡を超える場合の

畜舎及び堆肥舎等の周辺には３ｍ以上の空地を設け、また、同一敷地内に２以上の畜舎

及び堆肥舎等がある場合で、これらの延べ面積合計が3,000㎡を超える場合は、延べ面

積の合計3,000㎡以内ごとに区画し、その周囲（道又は隣地境界線に接する部分を除

く。）に一部を通路として利用できる幅６ｍ以上の空地を設けるような措置を行った場

合で、渡り廊下でつながれた畜舎及び堆肥舎等の全体を一棟とみなせる場合には、渡り

廊下に令第128条の２に規定する通路用の開口部を設けなくとも良い（図1-1参照）。
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以上 以上３m ３m

３m ３m
畜舎(400㎡) ６m 畜舎 ３m以 上 以 上

以 上 以 上(1,200㎡)
畜舎
(1,000 ３m渡り 開口部

廊下 以 上３m 畜舎(500㎡) ３m ㎡) 不 要

以 上 以 上
３m ６m 畜舎

(1,200㎡)以 上 以 上
畜舎 (200㎡)

以上 以上３m ３m

隣地境界線等

２つに区画

２以上の木造畜舎の延べ面積の合計が3,000㎡を超える場合図1-1

参考

基準法第26条 防火壁

延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって

有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなけ

ればならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限り

ではない。

一 耐火建築物又は準耐火建築物

二 卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のお

それが少ない用途に供する建築物で、イ又はロのいずれかに該当するもの。

イ (省略)

ロ (省略)

三 畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物で、その周辺地域が農業上

の利用に供され、又はこれと同様の状況にあって、その構造及び用途並びに

周囲の状況に関し避難上及び延焼防火上支障がないものとして国土交通大臣

が定める基準に適合するもの。

参考

令第115条の２の２ 防火壁の設置を要しない建築物に関する技術的基準等

法第26条第三号の政令で定める用途は、畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場

及び養殖場の上家とする。
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参考

基準法第35条 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準

別表第１(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数

が３以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有す

る建築物又は延べ面積(同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、

その延べ面積の合計)が1,000㎡をこえる建築物については、廊下、階段、出入

口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排

煙設備、非常用の照明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な

通路は、政令で定める技術的基準に従って、避難上及び消火上支障がないよう

にしなければならない。

参考

令第128条 敷地内の通路

敷地内には、第123条第２項の屋外に設ける避難階段及び第125条第１項の出

口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5ｍ以上の通路を設け

なければならない。

参考

令第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

主要構造部の全部が木造の建築物(法第２条第九号の二イに掲げる基準に適

合する建築物を除く。)でその延べ面積が1,000㎡を超える場合又は主要構造部

の一部が木造の建築物でその延べ面積(主要構造部が耐火構造の部分を含む場

合で、その部分とその他の部分とが耐火構造とした壁又は特定防火設備で区画

されているときは、その部分の床面積を除く。)が1,000㎡を超える場合におい

ては、その周囲(道に接する部分を除く。)に幅員が３ｍ以上の通路を設けなけ

ればならない。ただし、延べ面積が3,000㎡以下の場合における隣地境界線に

接する部分の通路は、その幅員を1.5ｍ以上とすることができる。

２ 同一敷地内に２以上の建築物(耐火建築物、準耐火建築物及び延べ面積が

1,000㎡を超えるものを除く。)がある場合で、その延べ面積の合計が1,000㎡

を超えるときは、延べ面積の合計1,000㎡以内ごとの建築物に区画し、その周

囲(道又は隣地境界線に接する部分を除く。)に幅員が３ｍ以上の通路を設けな

ければならない。

３ （省 略）

４ 前各項の規定にかかわらず、通路は、次の各号の規定に該当する渡り廊下

を横切ることができる。ただし、通路を横切る部分における渡り廊下の開口の

幅は2.5ｍ以上、高さは３ｍ以上としなければならない。

一 幅が３ｍ以下であること。

二 通行又は運搬以外の用途に供しないこと。

５ 前各号の規定による通路は、敷地の接する道まで達しなければならない。
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1.3.2 小屋裏隔壁の設置を要しない畜舎等の基準を定める告示

平成6年8月26日建設省告示第1882号 建築基準法施行令第百十四条第３項第三号の規定

に基づき国土交通大臣が定める基準

最終改正 平成16年5月6日国土交通省告示第512号

建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第百十四条第３項第二号（現

行三号を平成12年4月政令211号により改正）の規定に基づき、国土交通大臣が定める基

準を次のように定める。

第一 構造

畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家の用途に供する建築物（以下

「畜舎等」という。）は、次に掲げる構造のものであること。

一 畜舎等の外壁に避難上有効な開口部が二以上設けられており、畜舎等の各部分か

ら当該各開口部に至る歩行経路が確保されているものであること。

二 畜舎等を間仕切壁により区画する場合にあっては、当該間仕切壁に開口部を設け

る等により畜舎等において作業に従事する者が火災の発生を容易に覚知できるもの

であること。

第二 用途

畜舎等の各部分が、次に掲げる用途に供されるものでないこと。

一 売場、集会室その他の不特定又は多数の者の利用に供する用途

二 寝室、宿直室その他の人の就寝の用に供する用途

三 調理室、浴室その他の火を使用する設備又は器具を設けて利用する用途

第三 周囲の状況

畜舎等の周囲の状況が、次のいずれかに適合するものであること。

一 次のイ及びロに適合する畜舎等にあっては、六メートル以内に建築物又は工作物

（当該畜舎等に附属する不燃性を有する建築材料で造られたものを除く。次号にお

いて同じ。）が存しないこと。

イ 階数が一であるもの

ロ 都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第七条第一項に規定する市街化区域以

外の区域内にあるもの

二 前号に掲げるもの以外の畜舎等にあっては、十五メートル以内に建築物又は工作

物が存しないこと。

一般的な建築物では、建築面積が300㎡を超える建築物の小屋組が木造である場合には、

火災が容易に燃え広がらないように、桁行き間隔12ｍ以内ごとに小屋裏に耐火構造もしくは

準耐火構造の隔壁又は両面を防火構造とした隔壁を設けること（令第114条第３項）とされ

ている。しかし、畜舎及び堆肥舎等については、「防火壁の設置を要しない畜舎等の基準を

定める告示」と同様に、①階数が１、②建設地が市街化区域外等の一定の基準を満足させる

ことで、令第114条第３項に規定された小屋裏隔壁を設置する必要はなく、他の建築物又は

工作物との距離についても、同一敷地内に建つ畜舎及び堆肥舎等については、３ｍ以上離し

てあれば良い。
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参考

令第114条 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁

１ (省略)

２ (省略)

３ 建築面積が300㎡を超える建築物の小屋組が木造である場合においては、

けた行間隔12ｍ以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならな

い。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りで

ない。

一 (省略)

二 (省略)

三 その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあっ

て、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障

がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する畜舎、堆肥舎並び

に水産物の増殖場及び養殖場の上家

４ (省略)

５ (省略)




