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一

建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）（抄）

（略）
第二章

第一章

（略）

免許（第四 条―第十一 条）

（略）

現

第一章
免許 等（第四条―第十一条）

第三章

業務（第十八条―第二十二条）

案

第二章
（略）

第四章

正

第三章
業務（第十八条―第二十二条の三）

第四章の二

改

第四章
建築士会及び建築士会連合会（第二十二条の四）

第五章

目次

第五章
建築士事務所（第二十三条―第二十七条）

第五章の二

目次

第六章

建築士事務所の業務の適正な運営等を図ることを目的と

（傍線部分は改正部分）

行

建築士 事務所の業務の適正な運営等を図ることを目

建築士事務所（第二十三条―第二十七条）

建築士会及び建築士会連合会（第二十二条の二）

第七章

的とする団体の指定（第二十七条の二―第二十七条

建築士審査会（第二十八条―第三十三条）

第七章

第六章

罰則（第三十五条―第三十八条）

雑則（第三十四条の二―第三十四条の五）

建築士審査会（第二十八条―第三十四条）

する団体の指定（第二十七条の二―第二十七条の五）
第八章
雑則（第三十四条―第三十七条）

第八章

の五）
第九章
罰則（第三十八 条―第四十五条）

附則

第十章
附則

（略）

（定義）
第二条

（定義）
（略）

この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、

一級建築士 の名称を用 いて 、設 計 、工 事 監理 等の 業務を 行う 者を

２

一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その

いう。

この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、

二級建築士 の名称を用 いて 、設 計 、工 事 監理 等の 業務を 行う 者を

３

二級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その

いう。

この法律で「二級建築士」とは、都 道府県知事の免許を受け、
他の業務を行う者をいう 。

こ の法 律で 「木 造建築士 」と は、都 道府県知事 の 免許を 受け 、

木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監

この法律で「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、
木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監

理等の業務を行う者をいう。

４

他の業務を行う者をいう。

この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、

第二条
２

３

４

理その他の業務を行う者をいう。
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５

こ の法 律で 「 設計 図書」と は 建築物 の建築工 事 実施の た めに 必

要な図面（現寸図その他これに 類するものを除く。）及び仕様書

５

必 要な図面（ 現寸図 その 他こ れに類するものを除く。）及び仕様

を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成すること

こ の法 律で 「設 計図書 」と は 建築物 の建築工事 の 実施のた めに
書を 、「設 計」とは その者の責任にお いて 設 計図 書を 作成す るこ
をいう。

（略）

（新設）

とをいう。
この法律で「構造設計」とは基礎伏図、構造計算書その他の建

６

６
築物 の構造に関する設 計図 書で 国土交 通省 令で 定 めるも の（ 以下
「 構造設計図 書」と いう 。）の設計を、「設備設計」とは建築設
備（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第三号に
規定する建築設備をいう。以下同じ。）の各階平面図及び構造詳
細図その他の建築設備に関する設計図書で 国土交通省令で 定める
（略）

こ の法 律で 「 大規 模の 修 繕」又は 「 大規 模の 模様替」と は 、 そ

もの（以下「設備設計図 書」と いう。 ）の設計を いう。
７

７

れぞれ建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第十四

この法律で「大規模の修繕」又は「大規模の模様替」とは、そ
れぞれ建築基準法第二条第十四号又は第十五号に規定するものを

号又は第十五号に規定するものをいう。
（略）

いう。
（略）

８

８

９

免許

第二章

免許等

第二章

（免許の登録）
（略）

（免許の登録）

第五条
２

（略）

（略）

（新設）

第五条
２

一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、第九条第一項又は

３

（略）

３

第十条第一項の規定によりその免許を取り消されたときは、速や
かに、一級建築士にあつては一級建築士免許証を国土交通大臣に
、二級建築士又は木造建築士にあつて は二級建築士免許証又は木
造建築士免許証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなけれ
（略）

（新設）

ばならない。
４

一級建築士免許証の書換え交付又は再交付を受けようとする者

（略）

５
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は 、実費を勘 案して 政令で 定める額の 手数料を国に納付しなけれ
ばならない。
（住所等の届出）

（住所等の届出）

一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、免許証の

交付の日から三十日以内に、住所その他の国土交通省令で定める

第五条の二

士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付の日か

事項を、一級建築士にあつては 国土交通大臣に、二級建築士又は

一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、一級建築

ら三十日以内に、住所その他の国土交通省令で 定める事項を、一

木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事及び住所地の都

第五条の二

級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士

（略）

道府県知事に届け出なければならない。

（新設）

第六条

（略）

（名簿）

２・３

にあつては免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事
（略）

に届け出なければならない。
２・３
（名簿）
（略）

国土交通大臣は一級建築士名簿を、都道府県知事は二級建築士

（新設）

- 3 -

第六条
２

名簿及び木造建築士名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければ
ならない。

次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交

（構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等）
第十条の二

通大臣に対し、構造設計一級建築士証 の交付を申請することがで

の項講習の欄

同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士

国土交通大臣が、構造設計に関し前号に掲げる一級建築士と

た一級建築士

に掲げる講習に限る。）の課程をその申請前一年以内に修了し

録講習機関」という。）が行う講習（別表第一

より国土交通大臣の登録を受けた者（以下この章において「登

十条の二十二から第十条の二十五までの規定の定めるところに

一級建築士として五年以上構造設計の業務に従事した後、第

きる。
一

二

(一)

２

３

４

５

次の各号の いずれかに 該当する一級建築士は、国土交通大臣に

の項講習の欄に掲げる講習

国土交通大臣が、設備設計に関し前号に掲げる一級建築士と

に限る。）の課程をその申請 前一年以内に修了した一級建築士

録講習機関が行う講習（別表第一

一級建築士として五年以上設備設計の業務に従事した後、登

対し、設備設計一級建築士証の交付を申請することができる。
一

二
同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士
国土交通大臣は、前二項の規定による構造設計一級建築士証又
は設備設計一級建築士証の交付の申請があつたときは、遅滞なく
、その交付をしなければならない。
構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を受け
た一級建築士（以下それぞれ「構造設計一級建築士」又は「設備
設計一級建築士」という。）は、第九条第一項又は前条第一項の
規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、構造設計
一級建築士証又は設備設計一級建築士証を国土交通大臣に返納し
なければならない。
構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付、書換
え交付又は再交付を受けようとする一級建築士は、実費を勘案し
て政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
（都道府県知事の経由）

（都道府県知事の経由）

消並びに免許証の再交付及び返納に関する国土交通大臣への書類

一級建築士の免許及びその取消し、登録の訂正及び抹

び抹消、構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付

の提出並びに第五条の二第一項及び第二項並びに第八条の二の規

第十条の二

並びに一級建築士免許証、構造設計一級建築士証及び設備設計一

定による国土交通大臣への届出は、住所地の都道府県知事を経由

一級建築士の免許及びその取消し並びに登録の訂正及

級建築士証の書換え交付、再交付及び返納に関する国土交通大臣

に関する国土交通大臣の書類の交付は、住所地の都道府県知事を

一級建築士の免許申請書の返却並びに免許証の交付及び再交付

して行わなければならない。

の二の規定による国土交通大臣への届出は、住所地の都道府県知
事を経由して行わなければならない。
一級建築士の免許申請書の返却並びに一級建築士免許証、構造

２

への書類の提出並びに第五条の二第一項及び第二項並びに第八条

第十条の三

２

設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付、書換え交付
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(二)

及び再交付に関する国土交通大臣の書類の交付は、住所地の都道
府県知事を経由して 行うものとする。

国土交通大臣は、その指定する者（以下「中央指定登

（中央指定登録機関の指定）

。
中央指定登録機関の指定は、一級建築士登録等事務を行おうと

下「一級建築士登録等事務」という。）を行わせることができる

築士証及び設備設計一級建築士証の交付の実施に関する事務（以

一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務並びに構造設計一級建

録機関」という。）に、一級建築士の登録の実施に関する事務、

第十条の四

２
す る者の申請により行う 。

国土交通大臣は、他に中央指定登録機関の指定を受け

（指定の基準）

三

二

一

国土交通大臣は、前条第二項の申請をした者が、次の各号のい

に支障を及ぼすおそれがないものであること。

の業務を行うことによつて 一級建築士登録等事務の公正な 実施

一級建築士登録等事務以外の業務を行つて いる場合には、そ

ること。

確 実な 実施に 必要な 経理的及び技術的な 基礎を 有す るも のであ

前号の一級建築士登録等事務の実施に関する計画の適正かつ

務の適正かつ確 実な 実施のために適切なも ので あること。

建築士 登録等事務の実施に関する計画が 、一級建築士登録等事

職員、設備、事務の実施の方法その他の事項についての一級

はならない。

て いると認めるときでなければ、中央指定登録機関の指定をして

た者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合し

第十条の五

２

ずれかに該当するときは、中央指定登録機関の指定をしてはなら
ない。

経由して行うものとする。

（新設）

（新設）
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一
二

三

四

民法（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条の規定によ
り設立された法人以外の者であること。
この法 律の規定に違反 して 、刑に処せられ、その執行を終わ
り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を
経過しない者であること。
第十条の十六第一項又は第二項の規定により指定を取り消さ
れ、その取消しの日から 起算して 二年を経過しな い者で あるこ
と。
イ
第十条の七第二項の規定による命令により解任され、その

第二号に該当する者

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
ロ
解任の日から起算して二年を経過しない者

（指定の公示等）
国土交通大臣は、中央指定 登録機関の指定をしたとき

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その

出なければならない。

しようとする日の二週間前までに、その旨を国土 交通大臣に 届け

録等事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更

中央指定登録機関は、その名称若しくは住所又は一級建築士登

示しなければならない。

行う事務所の所在地並びに一級建築士登録等事務の開始の日を公

は、中央指定登録機関の名称及び住所、一級建築士登録等事務を

第十条の六

２

３

旨を公示しなければならない。
（役員の選任及び解任）
中央指定登録機関の役員の選任及び解任は、国土交通

国土交通大臣は、中央指定登録機関の役員が、この法律（この

大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第十条の七
２

法律に基づく命令又は処分を含む。）若しくは第十条の九第一項

（新設）

（新設）
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に規定する登録等事務規程に違反する 行為をしたとき、又は一級
建築士登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、中央
指定登録機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることが
できる。
（秘密保持義務等）
中央指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職

一級建築士登録等事務に従事する中央指定登録機関の役員及び

らして はならない。

にあつた者は、一級建築士登録等事務に関して知り得た秘密を漏

第十条の八

２
職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用
については、法令により公務に従事する職員とみなす。

中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務の開始前

（登録等事務規程）

。

国土交通大臣は、第一項の認可をした登録等事務規程が一級建

定めるべき事項は、国土交通省令で定 める。

一級建築士登録等事務の実施の方法 その他の登録等事務規程で

なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする

登録等事務規程」と いう 。）を定め、国土交通大臣の認可を受け

に、一級建築士登録等事務に関する規程（以下こ の章において「

第十条の九

２
３

築士登録等事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認める
ときは、中央指定登録機関に対し、その登録等事務規程を変更す
べきことを命ずることができる。

中央指定登録機関は、事業年度ごとに、その事業年度

（事業計画等）
第十条の十

の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に（指定を
受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞

（新設）

（新設）

（新設）
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２

なく）、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変
更しようとするときも、同様とする。
中央指定登録機関は、事業年度ごとに、その事業年度の事業報
告書及び収支決算書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に国土
交通大臣に提出しなければならない。

中央指定登録機関は、国土交通省令で定めるところ

（帳簿の備付け等）
第十条の十一
により、一級建築士登録等事務に関する事項で国土交通省令で定

国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適正かつ

めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければなら
ない。
（監督命令）
第十条の十二

確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定
登録機関に対し、一級建築士登録等事務に関し監督上必要な命令
をすることができる。
（報告、検査等）
国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適正かつ

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認め

書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明

検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

築士登録等事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を

又はその職員に、中央指定登録機関の事務所に立ち入り、一級建

登録機関に対 し一級建築士登録等事務に関し必要な報告を求め、

確実な実施を確保するため必要があると認めると きは、中央 指定

第十条の十三

２
３

られたものと解釈してはならない。

（新設）

（新設）

（新設）
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（照会）
第十条の十四

中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務の適正

な 実施のため必要な事項について 、国土交通大臣に照会すること
ができ る 。こ の場 合にお いて 、国土交通 大臣は、中 央 指定登録機
関に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるも
のとする。
（一級建築士登録等事務の休廃止等）
中央指定登録機関は、国土交通大臣の許可を受けな

国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示し

う。

の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失

国土交通大臣が前項の規定により一級建築士登録等事務の全部

止してはならない。

ければ、一級建築士登録等事務の全部又は一部を休止し、又は廃

第十条の十五

２

３
なければならない。
（指定の取消し等）

国土交通大臣は、中央指定登録機関が第十条の五第

国土交通大臣は、中央指定登録機関が次の各号のいずれかに該

は、その指定を取り消さなければならない。

二項各号（第三号を除く。）のいずれかに該当するに至つたとき

第十条の十六

２

当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて一級建築

第十条の七第二項、第十条の九第三項又は第十条の十二の規

項の規定に違反したとき。

第十条の六第二項、第十条の十、第十条の十一又は前条第一

めるとき。

第十条の五第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認

士登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
二
三

定による命令に違反したとき。

（新設）

（新設）

（新設）
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３

四
五
六

第十条の九第一項の認可を受けた登録等事務規程によらない
で一級建築士登録等事務を行つたとき。
その役員が一級建築士登録等事務に関し著しく不適当な行為
をしたとき。
不正な手段により中央指定登録機関の指定を受けたとき。
国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前

項 の規定により一級建築士登録等事務の全部若しくは一部の停止
を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
（国土交通大臣による一級建築士登録等事務の実施等）
国土交通大臣は、中央指定登録機関の指定をしたと

第十条の十五第一項の規定により一級建築士登録等事務の全
部又は一部を休止したとき。
前条第二項の規定により一級建築士登録等事務の全部又は一
部の停止を命じられたとき。
天災その他の事由により一級建築士登録等事務の全部又は一
部を 実施す るこ とが 困難とな つ た場 合にお いて 国土 交通大臣が
必要があると認めるとき。
国土交通大臣は、前項の規定により一級建築士登録等事務を行

国土交通大臣が、第二項の規定により一級建築士登録等事務を

なければならない。

わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示し

い、又は同項の規定により行つて いる一級建築士登録等事務を行

三

二

一

の全部又は一部を自ら行うものとする。

当するときは、前項の規定にかかわらず、一級建築士登録等事務

国土交通大臣は、中央指定登録機関が次の各号のいずれかに該

きは、一級建築士登録等事務を行わな いものとする。

第十条の十七
２

３

４

行うこととし、第十条の十五第一項の規定により一級建築士登録
等事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定に
より指定を取り消した場合における一級建築士登録等事務の引継

（新設）
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中央指定登録機関が行う一級建築士登録等事務に係

ぎその他の必要な事項は、国土交通省 令で 定める。
（審査請求）
第十条の十八
る処分又はその不作為について 不服がある者は、国土交通大臣に
対し、行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）による審
査請求をすることができる。
（中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における
規定の適用等）
中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場

第一項の規定により読み替えて適用する第五条第五項及び第十

ければならない。

勘案して 政令で定める額の手数料を中 央指定登録機関に納付しな

、第五条第一項の規定による登録を受けようとする者は、実費を

中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合において

とあるのは「一級建築士免許証明書」とする。

、又は」と、同項及び第五条の二第一項中「一級建築士免許証」

又は」とあるのは「前項の規定により一級建築士名簿に登録をし

する中央指定登録機関をいう。以下同じ。）」と、「一級建築士

大臣」とあるのは「中央指定登録機関（第十条の四第一項に規定

あるのは「中央指定登録機関に」と、第五条第二項中「国土交通

「国土交通省」とあるのは「中央指定登録機関」と、「国に」と

は「一級建築士免許証明書」と、「国土交通大臣」とあり、及び

号及び第二項第二号を除く。）中「一級建築士免許証」とあるの

定（第五条第二項、第五条の二第一項並びに第十条の二第一項各

、第六条並びに第十条の二の規定の適用については、これらの規

合における第五条第二項、第三項及び第五項、第五条の二第一項

第十条の十九

２

３

条の二第五項の規定並びに前項の規定により中央指定登録機関に
納められた手数料は、中央指定登録機関の収入とする。

（新設）

（新設）
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（都道府県指定登録機関）
都道府県知事は、その指定する者（以下「都道府県

第十条の五から第十条の十八までの規定は、都道府県指定登録

うとする者の申請により行う。

都道府県指定登録機関の指定は、二級建築士等登録事務を行お

。）を行わせることがで きる。

一般の閲覧に供する事務（以下「二級 建築士等登録事務」と いう

の実施に関する事務並びに二級建築士名簿及び木造建築士名簿を

指定登録機関」という。）に、二級建築士及び木造建築士の登録

第十条の二十

２
３
機関 につ いて 準用す る 。こ の場 合にお いて 、これ らの規定（ 第十
条の五第一項第一号を除く。）中「国土交通大臣」とあるのは「
都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「二級
建築士等登録事務」と、「登録等事務規程」とあるのは「登録事
務規程」と、第十条の五第一項中「他に」とあるのは「当該都道
府県 の区域にお いて 他に」と、同条中 「前条第二 項」とあ る のは
「第十条の二十第二項」と、同項第一号中「一級建築士登録等事
務の実施」とあるのは「二級建築士等登録事務（第十条の二十第
一項に規定する二級建築士等登録事務をいう。以下同じ。）の実
施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、二級建築士
等登録事務」と、第十条の七第二項中「命令」とあるのは「 命令
、規則」と読み替えるも のとする。
（都道府県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合にお
都道府県 指定登録機関が二級建築士等登録事務を

ける規定の適用等）
第十条の二十一

行う場合における第五条第二項及び第三項、第五条の二第一項並
びに第六条の規定の適用については、これらの規定（第五条第二
項及び第五条の二第一項を除く。）中「都道府県知事」とあるの
は「都道府県指定登録機関」と、第五条第二項中「都道府県知事

（新設）

（新設）
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２

」とあるのは「都道府県指定登録機関（第十条の二十第一項に規
定する都道府県指定登録 機関をいう。以下同じ。）」と、「一級
建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えた」とあ
るのは「一級建築士の免許を与え、又は前項の規定により二級建
築士名簿若しくは木造建築士名簿に登録をした」と、同項、同条
第三項及び第五条の二第一項中「二級建築士免許証」とあるのは
「二級建築士 免許証明書」と、「木造建築士免許証」とあるのは
「木造建築士免許証明書」と、第六条第一項中「都道府県」とあ
るのは「都道府県指定登録機関」とする。
都道府県は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二
百二十七条の規定に基づき二級建築士若しくは木造建築士の登録
又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証の書換え交付若
しくは再交付に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規
定により都道府県指定登録機関が行う二級建築士若しくは木造建
築士の登録又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証
明書の書換え交付若しくは再交付を受けようとす る者に、条例で
定めるところ により、当 該手数料を当該都道府県指定登録機関に
納めさせ、その収入とすることができる。

第十条の二第一項第一号の登録（第十一条を除き

（構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建築士講習の講習機
関の登録）
第十条の二十二

、以下こ の章において 単に「登録」と いう。）は、別表第一の各
項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に
関する事務（以下この章において「講習事務」という。）を行お

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受け

うとする者の申請により行う。
（欠格条項）
第十条の二十三

ることができない。

（新設）

（新設）
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三

二

一

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

成年被後 見人又は被保佐人

未成年者

法人であつて 、その役員のうちに前各号のいずれかに該当す

され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

第十条の三十六第一項又は第二項の規定により登録を取り消

た日から起算して二年を経過しない者

せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつ

こ

四

五
六

国土交通大臣は、登録の申請をした者（第二号に

る者があるもの
（登録基準等）
第十条の二十四

お いて 「 登録 申請 者」と いう 。）が次 に 掲げ る基準 のす べて に 適
合して いるときは、その登録をしなければならない。この場合に

登録申請者が、業として、設計、工事監理、建築物の販売若

る講習事務を行うものであること。

師の欄に掲げる者のいずれかに該当する者が講師として従事す

各項の科目の欄に掲げる科目について、それぞれ当該各項の講

別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分に応じ、当該

おいて、登録に関して 必要な手続は、 国土交通省 令で 定める。
一

二

しくはその代理若しくは媒介又は建築物の建築工事の請負を行
う者（以下この号において「建築関連事業者」という。）でな
く、かつ、建築関連事業者に支配されているものとして次のい

登録申請者の役員（持分 会社（会社法（平成十七年法律第

除く。）の議決権の過半数を有するものであること。

る事項の全部につき議決権を行使することができない株主を

業者がその総株主（株主総会において決議をすることができ

登録申請者が株式会社である場合にあつては、建築関連事

ずれかに該当するものでないこと。
イ

ロ

（新設）
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２

三

ハ

八十六号）第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう
。）にあつては、業務を執行する社員）に占める建築関 連事
業者又はその役員若しくは職員（過去二年間に建築関連事業
者の役員又は職員であつた者を含む。）の割合が二分の一を
超えて いること。
登録申請者（法人にあつては、その代表権を有する役員）
が、建築関連事業者の役員又は職員（過去二年間に建築関連
事業者の役員又は職員であつた者を含む。）であること。
債務超過の状態にな いこと 。
登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してする
一

登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては

登録年月日及び登録番号

ものとする。
二
登録の区分

、その代表者の氏名
三

登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地
前各号に掲げるもののほか、登録講習機関に関する事項で 国

四
五
土交通省令で定めるもの
（登録の公示等）

国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第二項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その

前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

る事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間

登録講習機関は、前条第二項第二号、第四号又は第五号に掲げ

事項を公示しなければならない。

第二号から第 四号までに 掲げる事項その他国土交通省令で 定める

第十条の二十五

２

３

旨を公示しなければならない。
（登録の更新）

（新設）
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登録は、五年以上十年以内において政令で定める

第十条の二十二から第十条の二十四まで の規定は、前項の登録

その効力を失う。

期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、

第十条の二十六

２
の更新の場合について準用する。
（承継）
登録講習機関が当該登録に係る事業の全部を譲渡

前項の規定により登録講習機関の地位を承継し た者は、遅滞な

三各号のいずれかに 該当するときは、こ の限りでな い。

しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第十条の二十

相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若

の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲 り受けた者又は

分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録講習機関

、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは

相続人を選定したときは、その者。以下この項において 同じ。）

あ る場 合にお いて 、 その 全員の 同意に より当該事 業を承継す べき

、その事業の全部を譲り受けた者又は 相続人（相続人が二人以上

録に係る事業の全部を承継させるものに限る。）があつたときは

し、又は登録講習機関について相続、合併若しくは分割（当該登

第十条の二十七

２

く、国土交通省令で 定めるところにより、その旨を国土交通 大臣
に届け出なければならな い。

登録講習機関は、公正に、かつ、 国土交通省令で

（講習事務の実施に係る義務）
第十条の二十八

定める基準に適合する方法により講習事務を行わ なければな らな
い。

登録講習機関は、講習事務に関す る規程（以下こ

（講習事務規程）
第十条の二十九

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）
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２

の章において「講習事務規程」と いう 。）を定め、講習事務の開
始前に、国土 交通大臣に 届け出なければならない。これを変更し
ようとするときも、同様とする。
講習事務規程には、講習事務の実施の方法、講習事務に関する
料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければな
らない。
（財務諸表等の備付け及び閲覧等）
登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、そ

利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に

い。

という。）を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならな

ている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」

供されるものをいう。以下この条において 同じ。）の作成がされ

方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に

、磁気的方式 その他人の 知覚によつては認識することができな い

書並びに事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式

の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算

第十条の三十

２

掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請
求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければなら
財務諸表 等が 書面をもつて 作成されて いるときは、当 該書面

ない。
一

前号の書面の謄本又は抄本の請求

の閲覧又は謄写の請求
二

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国

より 表示し たも の の閲 覧 又は 謄写 の請 求

該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法に

三

四

土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事
項を記載した書面の交付の請求

（新設）
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登録講習機関は、国土交通省令で 定めるところに

（帳簿の備付け等）
第十条の三十一
より、講習事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載

国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十四

した帳簿を備え付け、こ れを保存しなければならな い。
（適合命令）
第十条の三十二
第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その
登録講習機関に対し、こ れらの規定に適合するため必要な措置を

国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十八

とるべきことを命ずることができる。
（改善命令）
第十条の三十三

の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し
、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習事務の方法
その他の事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命
ずることができる。
（報告、検査等）
国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保す

第十条の十三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立

せることができる。

、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問さ

登録講習機関の事務所に立ち入り、講習事務の状況若しくは設備

若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、

るため必要が あると認めるときは、登録講習機関に対し講習事務

第十条の三十四

２

入検査について準用する。
（講習事務の休廃止等）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）
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登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止

国土交通大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、そ

つたときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。

前項の規定により講習事務の全部を廃止しようとする届出があ

らない。

により、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければな

し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところ

第十条の三十五

２
３
の旨を公示しなければならない。

国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十三

（登録の取消し等）

六

五

四

三

二

一

国土交通大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前

不正な手段により登録を受けたとき。

に関し著しく不適当な行為をしたとき。

務に従事する者若しくは法人にあつてはその役員が、講習事務

講習事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその事

したとき。

第十条の三十二又は第十条の三十三の規定による命令に違反

だとき。

正当な理 由がないのに第十条の三十第二項各号の請求を拒ん

程に よらな いで 講 習事務を 行つ たとき 。

第十条の二十九第一項の規定による届出のあつた講習事務規

き。

十第一項、第十条の三十一又は前条第一項の規定に違反したと

第十条の二十五第二項、第十条の二十七第二項、第十条の三

部若しくは一部の停止を命ずることができる。

るときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全

国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当す

たときは、その登録を取り消さなければならない。

各号（第一号及び第五号を除く。）のいずれかに該当するに至つ

第十条の三十六

２

３

（新設）

（新設）
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項の規定により講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき
は、その旨を公示しなければならない。
（国土交通大臣による講習事務の実施）
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する

一
第十条の三十五第一項の規定による講習事務の全部又は一部

登録を受ける者がいないとき。
の休止又は廃止の届出があつ たとき。
前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又
は同項の規定により講習事務の全部若しくは一部の停止を命じ
たとき。
登録講習機関が天災その他の事由により講習事務の全部又は
一部を 実施するこ とが困難となつたとき 。
国土交通大臣は、前項 の規定により講習事務を行い、又は同項

国土交通大臣が第一項の規定により講習事務を行うこととした

ときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

の規定に より 行つて いる 講習事務を行わな いことと しようとす る

四

三

二

を 自ら行うこ とができる。

ときその他必要があると認めるときは 、講習事務の全部又は一部

第十条の三十七

２

３

前条第一項の規定により国土交通大臣が行う講習

場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通
省令で定める。
（手数料）
第十条の三十八

を受けようとする者は、実費を勘案して 政令で 定める額の手数料
を国に納めなければならない。

この章に規定するもののほか、一級建築士の免許の申請

（国土交通省令及び都道府県の規則への委任）
第十一条

、登録の訂正及び抹消並びに住所等の届出、一級建築士免許証及

（新設）

（新設）

この章に規定するもののほか、一級建築士、二級建築士

（国土交通省令及び都道府県規則への委任）
第十一条

又は木造建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消、免許証の交
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２

の他一級建築士の免許に関して必要な事項並びに第十条の二第一

び一級建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び返納そ

は木造建築士に係るものにあつては都道府県規則で定める。

一級建築士に係るも のにあつて は国土交通省令で 、二級建築士又

付、再 交付及び返納並びに住所等の届出に関 して 必要な 手続は 、

第十三条の二

（略）

（合格の取消し等）

項第一号の登録、同号及び同条第二項第一号の講習、登録講習機
関その他構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付
、書換え交付、再交付及び返納に関して 必要な事項は、国土交通
省令で定める。
この章に規定するもののほか、二級建築士及び木造建築士の免
許の申請、登録の訂正及び抹消並びに住所等の届出、二級建築士
免許証及び木造建築士免許証並びに二級建築士免許証明書及び木
造建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び返納その他
二級建築士 及び木造建築士の免許に関 して 必要な 事項は 、都 道府
県の規則で定 める。
（合格の取消し等）
（略）

項に規定する国土交通大臣の職権を、第十五条の十七第一項に規

第十五 条の二第一項に規定す る中央指定 試験機関にあつては前

項に規定する 国土交通大臣の職権を、第十五条の六第一項に規定

定する都道府県指定試験機関にあつては前項に規定する都道府県

２

する都道府県指定試験機関にあつては前項に規定する都道府県知

（略）

一級建築士試験は、左の各号の一に該当する者でなけれ

（一級建築士試験の受験資格）
第十四条

３

知事の職権を行うことができる。

（略）

事の職権を行うことができる。

第十五条の二第一項に 規定する中央指定試験機関にあつては前

第十三条の二
２

３

一級建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者で

（一級建築士試験の受験資格）
第十四条

ば、これを受けることができない。

期大学を除く。）又は旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号

）による大学において、正規の建築又は土木に関する課程を修

期大学を除く。）又は旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号

学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による大学（短

）に よる大学にお いて 、国土 交通 大臣の 指定す る建築に関す る

めて 卒業した後 、建築に関 して 二年 以上 の 実務の経験を有す る

一

科目を修めて 卒業した者であつて、その卒業後建築に関する実

者

学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による大学（短

なければ、これを受けることができない。
一

務として 国土交通省令で 定めるもの（以下「建築実務」という
。）の経験を二年以上有する者
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二

三

四
五

木に関する修業年限三年の課程（夜間において 授業を行うもの

学校教育法による短期大学において、正規の建築又は土

る。）において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を

を除く 。）を 修めて 卒業した後 、建築に関 して 三年 以上の実務

一の二

修めて 卒業した者（夜間 にお いて 授 業を 行う 課程を 修めて 卒業

の経験を有する者

学校教育法による短期大学（修業年限が三年であるものに限

した者を除く。）であつて、その卒業後建築実務の経験を三年
以上有する者

は高等専門学校又は旧専門学校令（明治三十六年勅令第六十一

前号に該当する者を除き、学校教育法による短期大学若しく

学校令（明治三十六年勅令第六十一号）による専門学校におい

号）による専門学校において、正規の建築又は土木に関する課

二

て、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて 卒業し

程 を 修めて 卒業した後 、建築に関 して 四年 以上 の 実務の経験を

学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門

た者で あつて、その卒業後建築 実務の経験を四年以上有す る者

二級建築士として四年以上の実務の経験を有する者

有する者
三

国土 交通大臣が 前各号と 同等以上の知識及び技 能を 有す ると

第十五条

二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいず

（二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格）

認める者

四

（前号に掲げる者を除く。）
二級建築士として設計その他の国土交通省令で定める実務の
経験を四年以上有する者
国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能
を有すると認める者

二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいず

（二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格）
第十五条

れかに該当する者でなければ、これを受けることができない。

学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令によ

る大学又は旧専門学校令による専門学校において、正規の建築

一

る大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大

に関す る課程 を 修めて 卒業した者又はこれら の学 校に おいて 、

正規 の土木 に関す る課程 を 修めて 卒業した後 、建築に関 して 一
年以上の実務の経験を有する者

学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等

学 校令（ 昭和 十八年勅令 第三十 六号 ）に よる中 等学 校にお いて

二

学校令（昭和十八年勅令第三十六号）に よる中等学校において

、正規の建築又は土木に関する課程を修めて 卒業した後、建築

学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等
、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて 卒業した

建築に関して七年以上の実務の経験を有する者

認める者

都 道府県知事が 前各号と 同等以上の知識及び技 能を 有す ると

に関して三年以上の実務の経験を有する者

四

者であつて 、その卒業後建築実務の経験を三年以上有する者
都道府県知事が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能
を有すると認める者
建築 実務の経験を七年以上有す る者

三

臣の指定する建築に関する科目を修めて 卒業した者

学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令によ

れかに該当す る者で なければ、こ れを受けることがで きな い。
一

二

三
四
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（中央指定試験機関の指定）
（略）

中央指定試験機関の指定は、一級建築士試験事務を行おうとす

第十五条の二
２

（中央指定試験機関の指定）
（略）

中央指定試験機関の指定は、一を限り、一級建築士試験事務を

第十五条の二
２

行おうとする者の申請により行う。
（略）

る者の申請により行う。
３

国土交通大臣は、中央指定試験機関に一級建築士試験事務を行

（略）

３
４

三

二

一

国土交通大臣は、前条第二項の申請が次の各号に適

国土交通大臣は、前条第二項の申請をした者が、次の各号の一

それがないこと。

業務を行うことによつて 一級建築士試験事務が不公正になるお

一級建築士試験事務以外の業務を行つて いる場合には、その

こと。

実な 実施に必要な 経理的及び技術的な 基礎を有す るも ので ある

前号の一級建築士試験事務の実施に関する計画の適正かつ確

と。

士試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであるこ

についての一級建築士試験事務の実施に関する計画が一級建築

職員、設備、一級建築士試験事務の実施の方法その他の事項

してはならない。

合 して いると 認めるときで なければ、中 央指定 試験機関 の指定を

第十五条の三

（指定の基準）

わせるときは、当該一級建築士試験事務を行わな いものとする。

（削る。）

（削る。）

２

この法 律の規定に違反 して 、刑に処せられ、その執行を終わ

り設立された法人以外の者であること。

民法（明治二十九年法 律第八十九号）第三十 四条の規定によ

に該当するときは、中央指定試験機関の指定をしてはならない。
一
二

り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を
経過しない者であること。
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（削る。）

（削る。）

（試験委員）

三

四

第十五条の十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消

され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者である
こと。
イ

第十五条の五第二項の規定による命令により解任され、そ

第二号に該当する者

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
ロ

の解任の日から起算して二年を経過しない者
（指定の公示等）

国土交通大臣は、中央指定試験機関の指定をしたと

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その

なければならない。

ようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出

験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更し

中央指定試験機関は、その名称若しくは住所又は一級建築士試

しなければならない。

行う事務所の所在地並びに一級建築士試験事務の開始の日を公示

きは、中央指定試験機関の名称及び住所、一級建築士試験事務を

第十五条の四

２

３

旨を公示しなければならない。
（役員の選任及び解任）

中央指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交

国土交通大臣は、中央指定試験機関の役員が、この法律（この

通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第十五条の五
２

法律に基づく命令又は処分を含む。）若しくは第十五条の八第一

項の試験事務規程に違反す る行為をしたとき、又は一級建築士試

験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、中央指定試験機

関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
（試験委員）
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（略）

第十五条の六

（略）

前項の試験委員は、建築士のうちから選任しな ければならない

。この場合において 、やむを得ない理由があるときは、学識経験

２

。こ の場 合にお いて 、やむ を得な い理 由が あ るときは 、学 識経験

のある者のうちから、選任することができる。ただし、その数は

前項の試験委員は、建築士のうちから選任しなければならない

第十五条の三
２
のある者のうちから、選任することができる。ただ し、その数は

、試験委員の半数を超えてはならない。
（略）

、同項の試験委員の半数を超えてはならない。
３

前条第二項の規定は、第一項の試験委員の解任について準用す

（略）

３
４

中央指定試験機関の役員若しくは職員（前条第一項

の 試験委員を含む。）又はこれらの職にあつた者は、一級建築士

試験事務に関 して知り得た秘密を漏らして はならない。

前項に定めるもののほか、前条第一項の試験委員は、試験の問

題の作成及び採点に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないよ
うにしなければならない。

一級建築士試験事務に従事する中央指定試験機関の役員及び職

員（前条第一項の試験委員を含む。）は、刑法（明治四十年法律

第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に
従事する職員とみなす。

（新設）

３

２

第十五条の七

（秘密保持義務等）

る。

（削る。）

（削る。）

（不正行為の禁止）
第十五条の四

前条第一項の試験委員は、試験の問題の作成及び採点に当たつ

第十条の五から第十条の十三まで及び第十条の十五

て 、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
（削る。）

（準用）
第十五条の五

から第十 条の十八まで の規定は 、中央 指定 試験機関 につ いて 準用
す る 。こ の場 合にお いて 、こ れらの規定（ 第十 条の五第一項 第 一
号及び第二項第四号並びに第十条の七第一項を除く。）中「一級
建築士登録等事務」とあるのは「一級建築士試験事務」と、「役
員」とあるのは「役員（第十五条の三第一項の試験委員を含む。
）」と、「登録等事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第
十条の五中「前条第二項」とあるのは「第十五条の二第二項」と
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２

、同条第一項第一号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるの
は「一級建築士試験事務（第十五条の二第一項に規定する一級建
築士試験事務をいう。以下同じ。）の実施」と、「、一級建築士
登録等事務」とあるのは「、一級建築士試験事務」と、第十条の
十六第二項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定
」とあるのは「規定又は第十五条の三の規定」と読み替えるもの
とする。
第十五条の二第三項の規定は、前項において読み替えて準用す
る第十条の九第一項若しくは第三項又は第十条の十六第二項の規
定に よる 認可、 命令又は 処分 を しよう とす るとき につ いて 準用す
る。

（削る。）

（削る。）

（試験事務規程）

中央指定試験機関は、国土交通省令で定める一級建

第十五条の二第三項の規定は、国土交通大臣が第一項又は前項

ができる。

、中央指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずること

試験事務の適正かつ確実な 実施上不適当となつたと 認めるときは

国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が一級建築士

とするときも、同様とする。

国土交通大臣の認可を受けなければな らな い。こ れを変更しよう

築士試験事務の実施に関する事項について 試験事務規程を定め、

第十五条の八

２

３

の規定により認可又は命令をする場合に準用する。

中央指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収

（事業計画等）
第十五条の九

支予算を作成し、当該事業年度の開始前に（指定を受けた日の属

する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく）、国土

交通大臣の認可を受けなければならな い。これを変更しようとす
るときも、同様とする。
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（削る。）

（削る。）

（削る。）

（削る。）

２

中央指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書

を作成し、当 該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出
しなければならない。

中央指定試験機関は、国土交通省令で定めるところ

（帳簿の備付け等）
第十五条の十

に より、一級建築士試験事務に関する事項で国土交通省 令で 定め

国土 交通大臣は 、こ の法 律を施行するため必要が

るものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
（監督命令）
第十五条の十一

あると認めるときは、中央指定試験機関に対し、一級建築士試験

事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
（報告及び立入検査）

国土 交通大臣は 、こ の法律を施行するため必要が

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明

は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

試験機関の事務所に立ち入り、一級建築士試験事務の状況若しく

事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、中央指定

あると認めるときは、中央指定試験機関に対し、一級建築士試験

第十五条の十二

２

書を携帯し、関係人の請求があつたときは、こ れを提示しなけれ
ばならない。
（一級建築士試験事務の休廃止）

中央指定試験機関は、国土 交通大臣の許可を受け

国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しな

止してはならない。

なければ、一級建築士試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃

第十五条の十三

２

ければならない。
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（削る。）

（削る。）

（ 指定の取消し等）

国土交通大臣は、中央指定試験機関が第十五条の

第十五条の三第一項各号の一に適合しなくなつたと認められ
るとき。

第十五条の四第二項、第十五条の六第一項から第三項まで、

第十五条の九、第十五条の十又は前条第一項の規定に違反した
とき。

第十五条の五第二項（第十五条の六第四項において準用する

場合を含む。）、第十五条の八第二項又は第十五条の十一の規
定による命令に違反したとき。

第十五条の八第一項の規定により認可を受けた試験事務規程

によらないで一級建築士試験事務を行つたとき。

不正な手段により指定を受けたとき。

第十五条の二第三項の規定は、国土 交通大臣が 前項の規定によ

国土交通大臣は、第一項若しくは第二項の規定により指定を取

る処分をする場合に準用す る。

五

四

三

二

一

事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

ときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて一級建築士試験

国土交通大臣は、中央指定試験機関が次の各号の一に 該当する

、その指定を取り消さなければならない。

三第二項各号（第三号を除く。）の一に該当するに至つたときは

第十五条の十四

２

３
４

り消し、又は同項の規定により一級建築士試験事務の全部若しく

は一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない
。

国土交通大臣は、中央指定試験機関が第十五条の

（国土交通大臣による試験の実施）
第十五条の十五

十三第一項の規定により一級建築士試験事務の全部若しくは一部

を休止したとき、前条第二項の規定により中央指定試験機関に対
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（削る。）

（都道府県指定試験機関）
（略）

２

３

し一級建築士試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、

又は中央指定 試験機関が天災その他の事由により一級建築士試験

事務の全部若しくは一部を実施することが困難になつた場合にお

いて必要があると認めるときは、第十五条の二第四項の規定にか

かわらず、一級建築士試験事務の全部又は一部を自ら行うものと
する。

国土交通大臣は、前項の規定により一級建築士試験事務を行う

こととし、又は同項の規定により行つている一級建築士試験事務

を行わな いこととするときは、あらかじめその旨を公示しなけれ
ばならない。

国土交通大臣が、第一項の規定により一級建築士試験事務を行

うこととし、第十五条の十三第一項の規定により一級建築士試験

事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定によ

り指定を取り消した場合における一級建築士試験事務の引継ぎそ

の他の必要な事項は、国土交通省令で 定める。

中央指定試験機関が行う一級建築士試験事務に係

（中央指定試験機関がした処分等に係る審査請求）
第十五条の十六

る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、行政不

服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）による審査請求をする
ことができる。
（都道府県指定試験機関）
（略）

都道府県指定試験機関の指定は、都道府県ごとに一を限り、二

第十五条の十七
２

級建築士等試験事務を行おうとする者の申請により行う 。

都道府県知事は、都道府県指定試験機関の指定をしようとする

ときは、あらかじめ、都道府県建築士審査会の意見を聴かなけれ

３

十八まで 、第十五条の二第三項、第十五条の三、第十五条の四及

ばならない。

第十条の五から第十条の十三まで、第十条の十五から第十条の

うとする者の申請により行う。

都道府県指定試験機関の指定は、二級建築士等試験事務を行お

第十五条の六
２
３

び前条第二項の規定は、都道府県指定試験機関について準用する
。こ の場合において 、こ れらの規定（第十条の五第一項第一号及
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び第二項第四号並びに第十条の七第一項を除く。）中「国土交通
大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務
」とあるのは「二級建築士等試験事務」と、「役員」とあるのは
「 役員（ 第十五条の六第三項 にお いて 準用す る第十五 条の三第 一
項の試験委員を含む。）」と、「登録等事務規程」とあるのは「
試験事務規程」と、第十条の五第一項中「他に」とあるのは「当
該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第二項」とあ
るのは「第十五条の六第二項」と、同項第一号中「一級建築士登
録等事務の実施」とあるのは「二級建築士等試験事務（第十五条
の六第一項に規定する二級建築士等試験事務をいう。以下同じ。
）の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、二級
建築士等試験事務」と、第十条の七第一項中「国土交通大臣」と
あるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「命令」とあるのは
「命令、規則」と、第十条の十六第二項第二号中「又は」とある
のは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は第十五条の
六第三項において準用する第十五条の三の規定」と、第十五条の
二第三項中「中央建築士審査会」とあるのは「都道府県建築士審
査会」と、前条第二項中「前項」とあるのは「次条第三項」と読
み替えるものとする。
（削る。）

（削る。）

４

５

都道府県知事は、都道府県指定試験機関に二級建築士等試験事

務を行わせるときは、当該二級建築士 等試験事務を行わないもの
とする。

第十五条の三から前条までの規定は、都道府県指定試験機関に

つ いて 準用す る。こ の場合にお いて 、こ れら の規定中「 国土 交通

大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士試験事務」

とあるのは「二級建築士等試験事務」と、第十五条の三中「前条

第二項」とあるのは「第十五条の十七第二項」と、第十五条の五

第二項中「命令」とあるのは「命令、規則」と、第十五条の八第

三項及び第十五条の十四第三項中「第十五条の二第三項」とある

のは「第十五条の十七第三項」と、第十五条の十五第一項中「第
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（略）

（受験の申込み）
第十五条の七
（受験手数料）

十五条の二第四項」とあるのは「第十五条の十七第四項」と読み
替えるものとする。

（略）

（受験の申込み）
第十五条の十八
（受験手数料）
（略）
（略）

第十六条
２

（略）

（略）

第十六条
２

百二十七条の規定に基づき二級建築士試験又は木造建築士試験に

都道府県は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二

築士試験又は木造建築士試験に係る手数料を徴収する場合におい

係る 手数 料を徴収す る場 合にお いて は 、第 十五 条の十七 の規定に

３

て は、第十五 条の六の規定により都道府県指定試験機関が行う二

より都道府県指定試験機関が行う二級建築士試験又は木造建築士

都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき二級建

級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者に、条例で

試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手

３

定めるところにより、当該手数料を当該都道府県指定試験機関に

数料を当該都道府県指定試験機関に納めさせ、その収入とするこ

第十七条

（略）

（国土交通省令及び都道府県規則への委任）

とができる。

納めさせ、その収入とすることができる。

（国土交通省令及び都道府県の規則への委任）
（略）

試験の科目、受験手続その他二級建築士試験及び木造建築士試験

この章に規定するもののほか、二級建築士試験及び木造建築士

試験の科目、受験手続その他二級建築士試験及び木造建築士試験

に関 して 必要な 事項 は、都 道府 県規則で定 める。

２

に関して必要な事項は、都道府県の規則で定める。

（設計及び工事監理）

この章に規定するもののほか、二級建築士試験及び木造建築士

第十七条
２

（設計及び工事監理）

（略）
（略）

第十八条
２

（略）

（略）

第十八条
２

建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のと

おりに実施されて いな いと認めるときは、直ちに、工事施工者に

３

おりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に

注意を与え、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築

建築士は 、工 事監理を 行う場 合にお いて 、工 事が設 計図 書のと
対 して 、その旨を 指摘し、当 該工事を設計図 書のとおりに実施す

主に報告しなければならない。

３

るよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を

- 31 -

建築主に報告しなければならない。
（業務に必要な表示行為）

（業務に必要な表示行為）

一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つ

た場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は

第二十条

た場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は

木 造建築士 たる表示をして 記名及び押印をしなければならな い。

一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つ

木造建築士である旨の表示をして 記名 及び押印をしなければなら

設計図書の一部を変更した場合も同様とする。

一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、構造計算によつて

建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、国土交通

２

建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、国土交通

省令で定めるところにより、その旨の証明書を設計の委託者に交

一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、構造計算によつて

な い。設計図 書の一部を変更した場合も同様とする。

第二十条

２
省令で定めるところにより、その旨の証明書を設計の委託者に交

建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備（建築基

（略）

付しなければならない。

５

３・４

付しなければならない。ただし、次条第一項又は第二項の規定の
適用がある場合は、この限りでない。
（略）

建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設

３・４
５

準法第二条第三号に規定するものをいう。以下同じ。）に係る設

技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者の意見を聴いた

計又は工 事監理を 行う場 合にお いて 、建築設備 に関す る知識及び
ときは、第一項の規定に よる設計図書又は第三項の規定による報

ときは、第一項の規定による設計図書又は第三項の規定による報

計又は工事監理を行う場合において、建築設備に関する知識及び

告書（前項前段に規定する方法により報告が行われた場合にあつ

告書（前項前段に規定する方法により報告が行われた場合にあつ

技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者の意見を聴いた

ては、当該報告の内容）において、その旨を明らかにしなければ

ては、当該報告の内容）において、その旨を明らかにしなければ

（新設）

ならない。

ならない。

（構造設計に関する特例）
構造設計一級建築士は、第三条第一項に規定する建

構造設計一級建築士以外の一級建築士は、前項 の建築物の構造

た場合も同様とする。

る旨の表示をしなければならない。構造設計図書の一部を変更し

の規定によるほか、その構造設計図書に構造設計一級建築士であ

に 該当す るも のの構造設 計を行つ た場 合にお いて は、 前条第 一項

築物のうち建築基準法第二十条第一号又は第二号に掲げる建築物

第二十条の二

２
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３

４

設計を行つた場合においては、国土交通省令で定めるところによ
り、構造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が建築基準
法第二十条（第一号又は第二号に係る部分に限る。）の規定及び
これに基づく命令の規定（以下「構造関係規定」という。）に適
合するかどうかの確認を求めなければならない。構造設計図書の
一部を変更した場合も同様とする。
構造設計一級建築士は、前項の規定により確認を求 められた場
合において 、当該建築物が構造関係規定に適合することを確認し
たとき又は適合することを確認できな いときは、当該構造設計図
書にその旨を記載するとともに、構造設計一級建築士である旨の
表示をして 記名及び押印をしなければならない。
構造設計一級建築士は、第二項の規定により確認を求めた一級
建築士から請求があつたときは、構造設計一級建築士証を提示し
なければならない。
（設備設計に関する特例）
設備設計一級建築士は、階数が三以上で 床面積の合

設備設計一級建築士以外の一級建築士は、前項の建築物の設備

備設計図書の一部を変更した場合も同様とする。

に設備設計一級建築士である旨の表示をしなければならない。設

お いて は 、第二十 条第 一項の規定によるほ か、その設備設計図 書

計が五千平方メートルを超える建築物の設備設計を行つた場合に

第二十条の三

２

設計を行つた場合においては、国土交通省令で定めるところによ
り、設備設計一級建築士に当該設備設計に係る建築物が建築基準
法第二十八条第三項、第二十八条の二第三号（換気設備に係る部
分に限る。）、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条（消
火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備及び
非常用の照明装置に係る部分に限る。）及び第三十六条（消火設
備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並
びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。）の規定並びにこ

（新設）
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３

４

れらに基づく命令の規定（以下「設備関係規定」という。）に適
合するかどう かの確認を求めなければならない。設備設計図書の
一部を変更した場合も同様とする。
設備設計一級建築士は、前項の規定により確認を求められた場
合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを確認し
たとき又は適合することを確認できな いときは、当該設備設計図
書にその旨を記載するとともに、設備設計一級建築士である旨の
表示をして 記名及び押印をしなければならない。
設備設計一級建築士は、第二項の規定により確認を求めた一級
建築士から請求があつたときは、設備設計一級建築士証を提示し
なければならない。

建築士は、設計（第二十条の二第二項又は前条第二項

（その他の業務）
第二十一条

建築士は、設計及び工事監理を行うほか、建築工事契

（その他の業務）
第二十一条

約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は

の代理その他の業務（木造建築士にあつて は、木造の建築物に関

の確 認を含む 。第二十二 条及び第二十三 条第一項 にお いて 同じ。
事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定及び建築物の建築に

する業務に限る。）を行うことができる。ただし、他の法律にお

鑑定及び建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続

関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理その他の業務（木

いて その 業務を 行うことが 制 限されて いる事項 につ いて は 、こ の

）及び工事監理を行うほか、建築工事契約に関す る事務、建築工

造建築士にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。）を行

限りでない。

第二十一条の二

建築士は、次の各号のいずれかに該当する者に自

（非建築士等に対する名義貸しの禁止）

うことができる。ただし、他の法律においてその業務を行うこと
が 制 限されて いる事項 につ いて は 、こ の限りでな い。

建築士は、次の各号のいずれかに該当する者に自

（非建築士等に対する名義貸しの禁止）
第二十一条の二

己の名義を利用させてはならない。

む 。第二十 六 条第二項 第 六号 から第 八号まで にお いて 同じ。）

、第三条の二第一項（同条第二項において準用する第三条第二

む。第二十六条第二項第六号から第八号までにおいて 同じ。）

第三条第一項（同条第二項の規定により適用される場合を含

、第三条の二第一項（同条第二項において準用する第三条第二

項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第六

一

項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第六

号から第八号までにおいて同じ。）、第三条の三第一項（同条

第三条第一項（同条第二項の規定により適用される場合を含

己の名義を利用させてはならない。
一

号から第八号まで において同じ。）、第三条の三第一項（同条
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三十四条の規定に違反する者

場合を含む。第二十六条第二項第八号において 同じ。）又は第

第二項 にお いて 準用する第三 条第二項 の規定に より適用さ れる

三十四条の二の規定に違反する者

場合を含む。第二十六条第二項第八号において 同じ。）又は第

第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される

（略）

二

（略）

二

（知識及び技能の維持向上）
（略）

国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な

第二十二条

（知識及び技能の維持向上）
（略）
２

知識及び技能の維持向上を図るため、必要に応じ、講習の実施、

国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な

第二十二条
２
知識及び技能の維持向上を図るため、必要な情報及び資料の提供

（新設）

資料の提供その他の措置を講ずるものとする。

次の各号に掲げる建築士は、三年以上五年以内に

その他の措置を講ずるものとする。
（定期講習）
第二十二条の二

の項講習の欄に掲げる講習
の項講習の欄に掲げる講習

の項講習の欄に掲げる講習

（新設）

- 35 -

お いて 国土 交通省 令で 定 める 期間 ごと に 、次 条第 一項 の規定 及び
同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五
までの規定の定めるところにより国土 交通大臣の登録を受けた者
（次条において「登録講 習機関」という。）が行う当該各号に定

別表第二
別表第二

二級建築士（第二十三条第一項の建築士事務所に属するもの

に限る。）

一級建築士（第二十三条第一項の建築士事務所に属するもの

める講習を受けなければならない。
一
二
に限る。）

別表第二
別表第二

の項講習の欄に掲げる講習

の項講習の欄に掲げる講習

木造建築士（第二十三条第一項の建築士事務所に属するもの
構造設計一級建築士

別表第二

四

設備設計一級建築士

に限る。）
五

（定期講習の講習機関の登録）
前条の登録は、別表第二の各項の講習の欄に掲げ

る講習の区分ごとに、こ れらの講習の実施に関する事務を行おう

第二十二条の三

(五) (四)

三

(一)

(二)

(三)

２

３

とする者の申請により行う。
第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項及び
第十条の二十六の規定は前条の登録に、第十条の二十五第二項及
び第三項並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は
登録講習機関について準用する。こ の場合において 、第十条の二
十四第一項第一号中「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは「
別 表第二の各項の講習の欄」と、「講習事務」とあるのは「第二
十二条の二の講習の実施に関する事務（以下「講習事務」と いう
。）」と読み替えるものとする。
前条の登録及び講習並びに登録講習機関に関して必要な事項は

建築士会及び建築士会連合会

、国土交通省令で定める。
第五章

（略）

（建築士会及び建築士会連合会）
（略）

第二十二条の四
２・３

第四章の二

建築士会及び建築士会連合会

（略）

（建築士会及び建築士会連合会）
（略）

第二十二条の二
２・３

第五章

前条第一項又は第三項の規定により建築士事務所

建築士事務所

第六章

（登録の申請）

建築士事務所

（登録の申請）

第二十三条の二

について 登録を受けようとする者（以下「登録申請者」という。

前条第一項又は第三項の規定により建築士事務所

につ いて 登録を受け よう とする 者（ 以下「 登録 申請者」と いう。

）は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所

第二十三条の二

）は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所

（略）

士、二級建築士又は木造建築士の別

建築士事務所を管理する建築士の氏名及びその者の一級建築

（略）

の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

五

四

一～三

の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
（略）

（略）

一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別

第二十四条第二項に規定する管理建築士の氏名及びその者の

一～三
四
五
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（登録の拒否）

（登録の拒否）
第二十三条の四

都道府県知事は、登録 申請者が次 の各号のいずれ

かに該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の

都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれ

かに該当する場合又は登録申請書に重要な事項について の虚偽の

記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けて いる場合におい

第二十三条の四
記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けて いる場合におい

ては、その登録を拒否しなければならない。
（略）

建築士事務所について第二十四条第一項に規定する要件を欠
く者
（略）

第二十四条

（略）

（建築士事務所の管理）

２・３

七

一～六

ては、その登録を拒否しなければならない。
（略）

建築士事務所について第二十四条第一項及び第二項に規定す

一～六
七
（略）

る要件を欠く者
２・３
（建築士事務所の管理）
（略）

（新設）

前項の建築士事務 所を管理す る建築士は 、その建築士事務所の

業務に係る技術的事項を総括し、その者と建築士事務所の開設者

２

括し、その者と建築士事務所の開設者が異なる場合においては、

が異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、技術的

管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総

士でなければならない。

。）が行う別表第三講習の欄に掲げる講習の課程を修了した建築

の登録を受けた者（以下こ の章において「登録講習機関」と いう

ら第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣

第 一項の規定 及び同条第二項にお いて 準用す る第 十条の二十三か

の他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第二十六条の五

下「管理建築士」という。）は、建築士として三年以上の設計そ

前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士（以

第二十四条
２

３

建築士事務所の開設者に対し、技術的観点からその業務が円滑か

観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう 必要な意見を述

（新設）

べるものとする。

つ適正に行われるよう 必要な意見を述べるものとする。

建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場

（再委託の制限）
第二十四条の三

合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事
務所の開設者以外の者に委託してはならない。
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２

建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても
、委託を受け た設計又は工事監理（いずれも共同住宅その他の多
数の者が利用する建築物で 政令で 定めるものであつて 政令で 定め
る規模以上のものの新築工事に係るものに限る。）の業務を、そ
れぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない
。
（帳簿の備付け等及び図書の保存）

建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定める

（帳簿の備付け等及び図書の保存）
第二十四条の三

ところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通

建築士事務所の開設者は、国土交通省令で 定める

ところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通

省令で 定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければ
（略）

省令で定めるものを記載した帳簿を備 え付け、こ れを保存しなけ
２

（標識の掲示）
第二十四条の四
（書類の閲覧）
第二十四条の五

（新設）

（略）

（略）

ならない。

（略）

（略）

（略）

ればならない。

第二十四条の四

２
（標識の掲示）
第二十四条の五
（書類の閲覧）
第二十四条の六

建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委

（重要事項の説明等）
第二十四条の七

託を受けることを内容とする契約（以下それぞれ「設計受託契約
」又は「工事監理受託契約」という。）を建築主と締結しようと
するときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他
の当該建築士事務所に属する建築士（次項において「管理建築士
等」という。）をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内
容及びその履行に関する次に掲げる事項について 、こ れらの事項
設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類

を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
一
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２

二

工事監理受託契約にあつては、工 事と設計図書との照合の方
法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及

四
契約の解除に関する事項

報酬の額及び支払の時期

三
びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びに
その者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場

五
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で 定める事項

合にあつては、その旨

六
管理建築士等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し
、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許
証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木
造建築士免許証明書を提示しなければならない。
（書面の交付）

（書面の交付）

建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委

託を受け ることを内 容とする契約を締結したときは、遅滞なく、

第二十四条の六

監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定め

国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した

建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事

るところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に

（新設）

書面を当該委託者に交付しなければならない。

前条第一項各号に掲げる事項

設計又は工事監理の種類及び内容

一

設計又は工事監理の実施の期間及び方法

一
二

報酬の額及び支払の時期

設計又は工事監理の種類及び内容（前号に掲げる事項を除く

三

契約の解除に関する事項

前三号に掲げるもののほか、設計受託契約又は工事監理受託

項を除く。）

設計又は工事監理の実施の期間及び方法（第一号に掲げる事

。）

（削る。）

四

三

（削る。）

前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

四

契約の内容及びその履行に関する事項で 国土交通省令で定める
もの
（略）

（略）

五

二

２

交付しなければならない。

第二十四条の八

２
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（監督処分）
（略）

（略）

（監督処分）
第二十六条

当す る事 実が あ る場 合にお いて は 、当 該建築士 事 務所の開設 者に

都道府県知事は、建築士事務所につき次の各号のいずれかに該

当する事実がある場合においては、当 該建築士事務所の開設者に

対 し、 戒告し、若しくは一年 以内 の期間 を定 めて 当 該建築士事 務

２

対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて当該建築士事務

所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことが

都道府県知事は、建築士事務所につき次の各号のいずれかに該

第二十六条
２

所の閉鎖を命じ、又は当 該建築士事務所の登録を取り消すことが

まで の規定のいずれかに違反したとき。

建築士事務所の開設者が第二十四条の二から第二十四条の六

（略）

できる。
三

一・二

できる。
（略）

建築士事務所の開設者が第二十四条の二から第二十四条の八

一・二
三
まで の規定のいずれかに違反したとき。

建築士事務所を管理する建築士が第十 条第一項の規定による
（略）

四
五

建築士事務所を管理する二級建築士又は木造建築士が、第三

管理建築士が第十条第一項の規定による処分を受けたとき。
（略）

六

四
五

管理建築士である二級建築士又は木造建築士が、第三条第一

処分を受けたとき。
六

条第一項若しくは第三条の二第一項の規定又は同条第三項の規

定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理

項若しくは第三条の二第一項の規定又は同条第三項の規定に基
づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をした

をしたとき。
（略）

建築士事務所の開設者又は建築士事務所を管理する建築士が

この法律の規定に基づく都道府県知事の処分に違反したとき。
（略）
（略）
（報告及び検査）

３・４

十

九

七・八

とき。
（略）

（略）

（略）

づく都道府県知事の処分に違反したとき。

建築士事務所の開設者又は管理建築士がこの法律の規定に基

七・八
九
十
３・４
（報告及び検査）

都道府県知事は 、こ の法律の施行に関し必要があ

ると認めるときは、建築士事務所の開設者若しくは建築士事務所

第二十六条の二

ると認めるときは、建築士事務所の開設者若しくは管理建築士に

を管理する建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をし

都 道府県 知事は、こ の法 律の施行に関し必要があ

対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立

て建築士事務所に立ち入り、図書その他の物件を検査させること

第二十六条の二

ち 入り、図書その他の物件を検査させることができる。

ができる。
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２

第十条の十三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立
入検査について準用する。

（削る。）

（ 指定事務所登録機関の指定）
都道府県知事は、その指定する者（以下「指定事

第十条の五から第十条の十八までの規定は、指定事務所登録機

る者の申請により行う。

指定事務所登録機関の指定は、事務所登録等事務を行おうとす

以下「事務所登録等事務」という。）を行わせることができる。

土交通省令で定める書類に限る。）を一般の閲覧に供する事務（

る事務並びに登録簿及び第二十三条の九第三号に掲げる書類（国

務所登録機関」という。）に、建築士事務所の登録の実施に関す

第二十六条の三

２
３

関について準用する。この場合において、これらの規定（第十条
の五第一項第一号を除く。）中「国土交通大臣」とあるのは「都
道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「事務所
登録等事務」と、第十条の五第一項中「他に」とあるのは「当該
都 道府県 の区域にお いて 他に」と、同条中「前条第二項」とあ る
のは「第二十六条の三第二項」と、同項第一号中「一級建築士登
録等事務の実施」とあるのは「事務所登録等事務（第二十六条の
三第一項に規定する事務所登録等事務をいう。以下同じ。）の実
施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、事務所登録
等事務」と読み替えるものとする。

指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場

（指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における規
定の適用等）
第二十六条の四

合における第二十三条第一項、第二十三条の二から第二十三条の

２

３

当該職員は、前項 の規定により立入検査をする場合においては

、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは
、これを提示しなければならない。

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認め
られたものと解釈してはならない。

（新設）

（新設）
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２

四まで、第二十三条の五第一項、第二十三条の七、第二十三条の
八第一項及び第二十三条の九の規定の適用については、これらの
規定（第二十三条第一項、第二十三条の二及び第二十三条の九を
除く。）中「都道府県知事」とあるのは「指定事務所登録機関」
と、第二十三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「指定事務
所登録機関（第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機
関をいう。以下同じ。）」と、第二十三条の二中「都道府県知事
」とあるのは「都道府県知事の第二十六条の三第一項の指定を受
けた者」と、第二十三条の八第一項第三号中「登録」とあるのは
「都道府県知事が登録」と、第二十三条の九中「次に掲げる書類
」とあるのは「次に掲げる書類（登録簿及び第二十六条の三第一
項の国土交通省令で定める書類を除く。）」とする。
都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき建築士
事務所の登録に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規
定により指定事務所登録機関が行う建築士事務所の登録を受けよ
うとする者に、条例で定めるところに より、当該手数料を当該指
定事務所登録機関に納めさせ、その収入とすることができる。
（管理建築士講習の講習機関の登録）
第二十四条第二項の登録（次項において単に「登

第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項及び

うとする者の 申請により行う。

録」という。）は、同条第二項の講習の実施に関する事務を行お

第二十六条の五

２

第十条の二十六の規定は登録に、第十条の二十五第二項及び第三
項並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講
習機関について準用する。この場合において、第十条の二十四第
一項第一号中「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは「別表第
三講習の欄」と、「講習事務」とあるのは「第二十四条第二項の
講習の実施に関する事務（以下「講習事務」という。）」と、同
条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（登

（新設）
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録の区分に関する事項を除く。）」と読み替えるものとする。

この章に規定するもののほか、建築士事務所の登録、

（国土交通省令への委任）
第二十七条
第二十四条第二項の登録及び講習並びに登録講習機関に関して 必

建築士審査会

的とする団体の指定

建築士事務所の業務の適正な運営等を図ることを目

要な事項は、国土交通省令で定める。
第七章

第八章
（建築士審査会の組織）

この章に規定するもののほか、建築士事務所の登録に

（国土交通省令への委任）
第二十七条

関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

建築士事務所の業務の適正な運営等を図ること

を目的とする団体の指定
建築士審査会

第五章の二

第六章

（建築士審査会の組織）
（略）
（略）

第二十九条
２

（略）

（略）

第二十九条
２

査会にあ つては国土 交通大臣が 、都道府県建築士審査会にあつて

委員及び前項の試験委員は、建築士のうちから、中央建築士審

査会にあつて は国土交通 大臣が、都道府県建築士審査会にあつて

は都道府県知事が任命する。この場合において、やむを得ない理

３

は都道府県知事が任命する。こ の場合において 、やむを得な い理

由があるときは 、学識経験のある者のうち から、任命す ることが

委員及び前項の試験委員は、建築士のうちから、中央建築士審

由があるときは、学識経験のある者のうちから、任命することが

できる。ただし、その数は、それぞれ委員又は試験委員の半数を

３

できる。ただし、その数は、それぞれ委員又は同項の試験委員の

超えてはならない。
削除

（略）

この章に規定するものの外、中央建築士審査会及び都

道府県建築士審査会に関して必要な事項は、政令で定める。

第三十四条

（政令への委任）

第三十三条

（不正行為の禁止）

第三十二条

半数を超えてはならない。
（削る。）

（略）

（不正行為の禁止）
第三十二条

この章に規定するもののほか、中央建築士審査会及び

（政令への委任）
第三十三条

都道府県建築士審査会に関して必要な事項は、政令で定める。
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第九章

雑則

（名称の使用禁止）
（略）

（略）

第三十四条
２・３

（略）

（権限の委任）
第三十五条
（事務の区分）
第十条の三及び第十五条の七の規定により都道府県が

第七章

雑則

第十条の二及び第十五条の十八の規定により都道

（略）

（略）

（名称の使用禁止）
（略）

第三十四条の二
２・３

（権限の委任）
第三十四条の三
（事務の区分）
第三十四条の四

府県が処理することとされて いる事務は、地方自治法第二条第九

第三十六条

処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一

項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

罰則

（略）

号に規定する第一号法定受託事務とする。

第八章
第三十五条

（新設）

一～四

（略）

又は百万円以下の罰金に処する。

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役

第三十四条の五

（経過措置）

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役

罰則

（略）

（経過措置）
第三十七条
第十章
第三十八条

又は百万円以下の罰金に処する。
（略）

第十条の三十六第二項（第二十二条の三第二項及び第二十六

一～四
五

条の五 第二項 にお いて 準用す る場 合を含 む。）の規定に よる講
習事務（第十条の二十二に規定する講習事務、第二十二条の三
第二項において読み替えて準用する第十条の二十四第一項第一
号に規定する講習事務及び第二十六条の五第二項において読み
替えて準用する第十条の二十四第一項第一号に規定す る講習事
務をいう。第四十一条第五号において同じ。）の停止の命令に
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違反した者
（略）

第三十二条の規定に違反して、事前に試験問題を漏らし、

六～十二
十三

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役

又は不正の採点をした者
第三十九条

第十五 条の四（ 第十五 条の六第三 項にお いて 準用す る場 合を

み替えて準用する場合を含む 。）の規定に違反した者

項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読

第十条の八第一項（第十条の二十第三項、第十五条の五第一

又は百万円以下の罰金に処する。
一

二
含む。）の規定に違反して、不正の採点をした者
（削る。）

（略）

第三十三条の規定に違反して、事前に試験問題を漏らし、

五～十一
十二

第十五条の七第一項（第十五条の十七第五項にお

又は不正の採点をした者
（新設）

第三十五条の二

いて準用する場合を含む。）の規定に違反した者又は第十五条の

七 第二項（ 第十五条の十七 第五項 にお いて 準用す る場 合を含む。

）の規定に違反して事前に試験問題を漏らし、若しくは不正の採

点をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

お いて 準用す る場 合を含む 。）の規定に よる 一級建築士 試験事 務

第十五条の十四第二項（第十五条の十七第五項に

五第一項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項におい

又は二級建築士等試験事務の停止の命令に違反したときは、その

第三十五条の三

て読み替えて 準用する場 合を含む。）の規定による一級建築士登

違反行為をした中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関の役

第十条の十六第二項（第十条の二十第三項、第十五条の

録等事務、二級建築士等登録事務、一級建築士試験事務、二級建

員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第四十条

築士等試験事務又は事務所登録等事務の停止の命令に違反したと
きは、その違反行為をした中央指定登録機関、都道府県指定登録
機関、中央指定試験機関、都道府県指定試験機関又は指定事務所
登録機関 の役員又は 職員 （第 四十二 条にお いて 「中 央 指定 登録機
関等の役員等」という。）は、一年以下の懲役又は百万円以下の
罰金に処する。
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第四十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の

第十条の三十五第一項（第二十二条の三第二項及び第二十六

又は虚偽の答弁をした者

第十条の三十四第一項の規定による質問に対して 答弁せず、

忌避した者

第十条の三十四第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は

て同じ。）の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

条の五第二項において準用する場合を含む。以下この条におい

第十条の三十四第一項（第二十二条の三第二項及び第二十六

をし、又は帳簿を保存しなかつた者

簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載

第二項 にお いて 準用する場 合を含む 。）の規定に違反 して 、帳

第十条の三十一（第二十二条の三第二項及び第二十六条の五

罰金に処する。
一

二

三
四
五

条の五 第二項 にお いて 準用す る場 合を含 む。）の規定に よる 届
出をしないで講習事務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした
者
（略）

第三十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の

（略）

罰金に処する。
（新設）

（新設）

（新設）
（新設）
（新設）

一・二

第二十四条の三第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳

簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保

三

、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿

第二十四条の三第二項の規定に違反して、図書を保存しなか
五

第二十四条の五の規定に違反して、書類を備え置かず、若し

第二十四条の四の規定に違反して、標識を掲げなかつた者

つた者
六

四

存しなかつた者

第二十四条の五の規定に違反 して 、標 識を掲げな かつた者

つた者

第二十四条の四第二項の規定に違反して、図書を保存しなか

を保存しなかつた者

第二十四条の四第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず

六・七
八

九
十

第二十四条の六の規定に違反して、書類を備え置かず、若

くは設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させず、

十一

しくは設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させず

又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは設計等を委託

又は虚偽の記載のある書面を交付した者

第二十四条の六第一項の規定に違反して、書面を交付せず、

、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは設計等を委
七

しようとする者に閲覧させた者
第二十四条の八第一項の規定に違反して、書面を交付せず

託しようとする者に閲覧させた者
十二

、又は 虚偽の記載のある書面を交付した者
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十三
第三十四条の規定に違反した者（第三十八条第一号に該当

（略）
九

八

第三十四条の二の規定に違反した者（第三十五条第一号に該

（略）

第三十六条の二

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反

当する者を除く。）

十四
する者を除く。）
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為

行為をした中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関の役員又

第四十二条
をした中央指定登録機関等の役員等は 、三十万円以下の罰金に処

は職員は 、三十万円以下の罰金に処する。

を含む。）の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず

第十五条の十（第十五条の十七第五項において準用する場合

第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替

、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた

一

えて準用する場合を含む。）の規定に違反して 、帳簿を備え付

とき。

帳簿を保存しなかつたとき。

第十五 条の十 二第 一項（ 第十五条の十七 第五項 にお いて 準用

する場合を含む。以下同じ。）の規定による報告をせず、若し

二

一項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において

くは虚偽の報 告をし、又は第十五条の十二第一項の規定による

第十条の十三第一項（第十条の二十第三項、第十五条の五第
読み替 えて 準用す る場 合を含 む。以下こ の条にお いて 同じ。）

立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

（新設）
（新設）

第三十六条の三

（略）

又は二級建築士等試験事務の全部を廃止したとき。

する場合を含む。）の許可を受けないで、一級建築士試験事務

第十五条の十三第一項（第十五条の十七第五項において準用

の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第十条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌
避したとき。
第十条の十三第一項の規定による質問に対して 答弁せず、又
は虚偽の答弁をしたとき。
第十条の十五第一項（第十条の二十第三項、第十五条の五第

三

けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は

第十条の十一（第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、

する。
一

二

三

四
五

一項、第十五 条の六第三項及び第二十六 条の三第三項 にお いて
読み替えて準用する場合を含む。）の許可を受けないで一級建
築士登録等事務、二級建築士等登録事務、一級建築士試験事務

（略）

、二級建築士等試験事務又は事務所登録等事務の全部を廃止し
たとき。
第四十三条
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第三十七条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人そ

の他の従 業者が、その法人又は 人の業務に関し、第三十五条（第

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人そ

の他の従業者が、その法 人又は人の業務に関し、第三十八条（第

十二号を除く。）又は第三十六条の違反行為をしたときは、その

第四十四条
十三号を除く。）又は第四十一条の違反行為をしたときは、その

行為 者を罰す るほ か、その法 人又は 人に対 して も各本条の罰金刑

目

講

師

（新設）

（新設）

、十万円以下の過料に処する。

第八条の二又は第二十三条の七の規定に違反した者は

行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑

科

第三十八条

を科する。

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過

を科する。
（削る。）

第四十五条

第十条の三十第一項（第二十二条の三第二項 及び第二十六条

出をせず、又は虚偽の届出をした者

条の五第二項において準用する場合を含む。）の規定による届

第十条の二十七第二項（第二十二条の三第二項及び第二十六

。）又は第二十四条の七第二項の規定に違反した者

六条の四第一項の規定により読み替えて 適用される場合を含む

み替えて適用される場合を含む。）、第二十三条の七（第二十

の二、第十条の二第四項（第十条の十九第一項の規定により読

項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）、第八条

第五条第三項（第十 条の十九第一項及び第十条の二十一第一

料に処する。
一

二

三

の五第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反して
、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を
記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないの
に第十 条の三十第二項各号（第二十二条の三第二項及び第二十
六条の五第二項 にお いて 準用す る場 合を含む。）の請求を 拒ん
だ者

習

別表第一（第十条の二、第十条の二十二、第十条の二十四関係）
講
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構造関係
規定に関す

構造設計一 イ
級建築士講
る科目

規定に関す

設備関係

る科目

構造に関す

建築物の

習

ロ

設備設計一 イ
級建築士講
る科目

建築設備

習

ロ
に関する科
目

学校教育法による大学（以下

「大学」と いう。）において 行
政法学を担当する教授若しくは
准教授の職にあり、又はこれら
の職にあつた者
に掲げる者と同等以上の知

に掲げる者と同等以上の知

り、又はこれらの職にあつた者

る教授若しくは准教授の職にあ

大学にお いて 建築 学を担当す

識及び経験を有する者

(１)

者
に掲げる者と同等以上の知

あり、又はこれらの職にあつた

する教授若しくは准教授の職に

大学にお いて 行政法 学を担当

識及び経験を有する者

(１)

に掲げる者と同等以上の知

り、又はこれらの職にあつた者

る教授若しくは准教授の職にあ

大学にお いて 建築 学を担当す

識及び経験を有する者

(１)

習

科

目
建築物の
建築に関す

講

あり、又はこれらの職にあつた

する教授若しくは准教授の職に

大学にお いて 行政法 学を担当

師

識及び経験を有する者

(１)

別表第二（第二十二条の二、第二十二条の三関係）
講

一級建築士 イ
定期講習

る法令に関

(１)

（新設）
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(１)
(２)
(１)
(２)
(１)
(２)
(１)
(２)

(一)
(二)

ロ

二級建築士 イ
定期講習

ロ

木造建築士 イ
定期講習

ロ

する科目

設計及び
工事監理に
関する科目

建築物の
建築に関す
る法令に関
する科目

建築物（
第三条に規
定する建築
物を除く。
）の設計及
び工事監理
に関する科
目
木造の建
築物の建築
に関す る法
令に関する
科目
木造の建

者
に掲げる者と同等以上の知

に掲げる者と同等以上の知

り、又はこれらの職にあつた者

る教授若しくは准教授の職にあ

大学において建築学を担当す

識及び経験を有する者

(１)

者
に掲げる者と同等以上の知

あり、又はこれらの職にあつた

する教授若しくは准教授の職に

大 学にお いて 行政法 学を 担当

識及び経験を有する者

(１)

に掲げる者と同等以上の知

り、又はこれらの職にあつた者

る教授若しくは准教授の職にあ

大 学にお いて 建築 学を担 当す

識及び経験を有する者

(１)

者
に掲げる者と同等以上の知

あり、又はこれらの職にあつた

する教授若しくは准教授の職に

大学にお いて 行政法 学を担当

識及び経験を有する者

(１)

大学にお いて 建築 学を担当す

識及び経験を有する者

(１)
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(２)
(１)
(２)
(１)
(２)
(１)
(２)
(１)
(２)
(１)

(一)
(二)

築物（第三
り、又はこれらの職にあつた者

る教授若しくは准教授の職にあ
に掲げる者と同等以上の知

条及び第三
条の二に規
定する建築
物を除く。
）の設計及
び工事監理
に関する科
目
構造関係
規定に関す

構造設計一 イ
級建築士定
る科目

構造設計

期講習

ロ
に関する科
目

設備関係
規定に関す

設備設計一 イ
級建築士定

る科目

設備設計

期講習

ロ

に関する科
目

者
に掲げる者と同等以上の知

あり、又はこれらの職にあつた

する教授若しくは准教授の職に

大学において行政法学を担当

識及び経験を有する者

(１)

に掲げる者と同等以上の知

り、又はこれらの職にあつた者

る教授若しくは准教授の職にあ

大学において建築学を担当す

識及び経験を有する者

(１)

者
に掲げる者と同等以上の知

あり、又はこれらの職にあつた

する教授若しくは准教授の職に

大学において行政法学を担当

識及び経験を有する者

(１)

り、又はこれらの職にあつた者

る教授若しくは准教授の職にあ

大学において建築学を担当す

識及び経験を有する者

(１)
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(２)
(１)
(２)
(１)
(２)
(１)
(２)
(１)

(三)
(四)
(五)

習
イ

目
この法律

建築物の

る科目

法令に関す

その他関係

科

者

に掲げる者と同等以上の知

に掲げる者と同等以上の知

あり、又はこれらの職にあつた

する教授若しくは准教授の職に

大学にお いて 行政法 学を担当

講

別表第三（第二十四条、第二十六条の五関係）
講
管理建築士講
習

ロ
品質確保に
関する科目

師

識及び経験を有する者

(１)

に掲げる者と同等以上の知

実務の経験を有する管理建築士

管理建築士と して 三年 以上の

識及び経験を有する者

(１)

(１)

識及び経験を有する者

（新設）
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(２)
(１)
(２)
(１)
(２)

二
改

正

案

建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）（抄）

目次
（略）

建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会（第二十

第一章～第六章
第七章
七条の二―第二十七条の五）
（略）

罰則（第三十八条―第四十四条）

第八章・第九章
第十章
附則

その名称中に建築士会という文字を用いる一般社

目次

現

（略）

（傍線部分は改正部分）

行

建築士事務所の業務の適正な運営 等を図ることを目的と

第一章～第六章
第七章

する団体の指定（第二十七条の二―第二十七条の五）
（略）

罰則（第三十八条―第四十五条）

第八章・第九章
第十章
附則

その名称中に建築士会という文字を用いる一般社

（建築士会及び建築士会連合会）
第二十二条の四

団法人（次項に規定するものを除く。）は、建築士の品位の保持

する事務を行うことを目的とし、かつ、建築士を社員とする旨の

団法人（次項に規定するものを除く。）は、建築士の品位の保持
に関する研修並びに社員の指導及び連絡に関する事務を行うこと

定款の定めがあるものでなければならない。

のでなければならない。
は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、

社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、

は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、

その名称中に建築士会連合会と いう 文字を用いる一般社団法人
建築士に対す る建築技術に関する研修並びに社員の指導及び連絡

前項に規定する一般社団法人（第四項及び第五項において「建築

その名称中に建築士会連合会と いう文字を用いる一般社団法人

を目的とし、かつ、建築士を社員とする旨の定款の定めがあるも

及びその業務の進歩改善に資するため、社員の指導及び連絡に関

２

及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対する建築技術

第二十二条の四

２

に関する事務を行うことを目的とし、かつ、前項に規定する一般

士会」と いう。）を社員とする旨の定款の定めがあるものでなけ
（略）

社団法人（以下この条において「建築士会」という。）を社員と
３

ればならない。

（略）

する旨の定款の定めがあるものでなければならない。
３

建築士会及び第二項に規定する一般社団法人（以下この項及び

次項において「建築士会連合会」という。）は、成立したときは

４

いて「建築士会連合会」と いう。）は、成立したときは、成立の

、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写 しを

建築士会及び第二項に規定する一般社団法人（以下この条にお
日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写 しを添えて 、

添えて、その旨を、建築士会にあつてはその主たる事務所の所在

４

その旨を、建築士会にあつてはその主たる事務所の所在地を管轄
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５

６

する都道府県知事に、建築士会連合会にあつては国土交通大臣に

通大臣に 届け出なければならな い。

地を管轄する都道府県知事に、建築士会連合会にあつては国土交

（略）

（新設）

５

第七章

（指定法人）

的とする団体の指定

建築士事務所の業務の適正な運営等を図ることを目

届け出なければならない。
建築士会及び建築士会連合会は、建築士に対し、その業務に必
要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実

建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会

施しなければならない。
（略）
第七章

（建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会）

営及び設計等を委託する建築主の利益の保護を図ることを目的と

国土交通大臣は、建築士事務所の業務の適正な運

る一般社団法人（次項に規定するものを除く。）は、建築士事務

する一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業

第二十七条の二

所の業務の適正な運営及び建築士事務所の開設者に設計等を委託

務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その

その名称中に建築士事務所協会と いう文字を用い

する建築主（以下単に「建築主」という。）の利益の保護を図る

２

に掲げる業務を行うものとする。

前項の指定を受けた法人（以下「 指定法人」と いう。）は、次

（新設）

できる。

申請に より、同項に規定す る 業務を行う 者と して 指定す るこ とが

第一項に規定する一般社団法人（以下「建築士事務所協会」と

があるものでなければならない。

第六項において「連合会会員」という。）とする旨の定款の定め

の保護を図ることを目的とし、かつ、建築士事務所協会を社員（

社団法人は、建築士事務所の業務の適正な運営及び建築主の利益

その名称中に建築士事務所協会連合会と いう文字を用いる一般

ものでなければならない。

章において「協会会員」という。）とする旨の定款の定めがある

ことを目的とし、かつ、建築士事務所の開設者を社員（以下この

第二十七条の二

２

３

いう。）及び前項に規定する一般社団法人（以下「建築士事務所
協会連合会」と いう。）は、その目的 を達成する ため、次に 掲げ

建築士事務所の業務に関し、契約の内容の適正化その他設計

等を委託す る建築主の利益の保護を図るため必要な建築士事務

一

の適正化その他建築主の利益の保護を図るため必要な 建築士事

所の開設者に対する指導、勧告その他の業務

建築士事務所の業務に関し、設計等の業務に係る契約の内容

る業務を行う。
一

務所の開設者に対する指導、勧告その他の業務
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４
５

６

７

８

二
三

四

建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦
情の解決
建築士事務所の開設者に対する建築士事務所の業務の運営に
関する研修及び建築士事務所に属する建築士に対する設計等の
業務に関する研修
前三号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要
な業務
第一項及び第二項に規定する定款の定めは、こ れを変更するこ

とができない。
建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会は、成立したと
き は 、成 立 の 日 から 二 週 間 以内 に 、登 記事 項 証明 書及 び 定 款 の写
しを添えて、その旨を、建築士事務所協会にあつてはその主たる
事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、建築士事務所協会連
合会にあつては国土交通大臣に届け出なければならない。
建築士事務所協会は協会会員の名簿を、建築士事務所協会連合
会は連合会会員の名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければな
らない。
建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会は、建築士事務
所の業務の適正化を図るための建築士事務所の開設者に対する建
築士事務所の業務の運営に関する研修及び建築士事務所に属する
建築士に対する設計等の業務に関する研修を実施しなければなら
ない。
国土交通大臣は建築士事務所協会連合会に対して 、建築士事務
所協会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は当該建
築士事務所協会に対 して 、建築士事務所の業務の適正な運 営及び
建築主の利益の保護を図る ため、必要な事項に関 して 報 告を 求め

建築士事務所協会は、建築士事務所の開設者が建

、又は必要な 指導、助言 及び勧告をすることができる。
（加入）
第二十七条の三

二

建築士事務所の業務に対す る設計等を委託す る建築主等から

建築士事務所の開設者に対する研修

の苦情の処理
三

その他指定法人の目的を達成するために必要な業務

国土交通大臣は、指定法人の前条第二項に規定す

四
（新設）
（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（改善命令）
第二十七条の三
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ならない。

に 、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を付しては

築士事務所協会に加入しようとするときは、正当な理由がないの

（指定の取消し）

ができる。

法人に対 し、その改善に必要な 措置を講ずべきことを命ずること

る業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定

国土 交通大臣は 、指定法人が前条の規定による命

国土交通大臣は、こ の法 律を施行するため必要が

（報告及び立入検査）

令に違反 したときは 、その指定を取り消すことができる。

第二十七条の四

（名称の使用の制限）
建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会で

協会会員で な い者は、その名称中に建築士事務所協会会員と い

連合会という文字を用いてはならない。

な い者は、その名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所協会

第二十七条の四

２
う文字を用いてはならない。
（苦情の解決）

第二十七条の五

あると認めるときは、指定法人に対し、その業務の状況に関し必

建築士事務所協会は、建築主その他の関係者から

建築士事務所の業務に関する苦情について 解決の申出があつたと

要な報告を求め、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の

られたも のと解釈してはならな い。

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認め

ばならない。

書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなけれ

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明

ことがで きる。

きは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係

２

、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させる

の苦情の内容 を通知して その迅速な 処理を求めなければならな い
。
建築士事務所協会は、前項の申出に係る苦情の解決について 必
要があると認めるときは、当該建築士事務所の開設者に対し、文
書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めること
ができる。
協会会員は、建築士事務所協会から前項の規定による求めがあ

（新設）

一～十三

（略）

罰金に処する。

第四十一条

３

る事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に対しそ

第二十七条の五

２

３

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の

つたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
第四十一条

罰金に処する。
（略）
第二十七条の四第二項の規定に違反して、その名称中に建

一～十三
十四

築士事務所協会会員という文字を用いた者
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十五

（略）

十四

第二十七条の五第一項の規定による報告をせず、若し

（略）

第四十三条

第四十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過

（略）

（削る。）

くは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査

を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした

（略）

第四十五条

指定法人の役員又は職員は 、三十万円以下の罰金に処する。
第四十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過

（新設）

一～三

（略）

料に処する。

第四十四条
料に処する。
（略）

第二十七条の四第一項の規定に違反して、その名称中に建築

一～三
四

士事務所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いた
者

- 57 -

三
正

案

建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）（抄）
改

こ の法 律にお いて 次の各号に 掲げ る用語の意義は 、それぞ

（用語の定義）
第二条
（略）
工事監理者

建築士法第二条第七項に規定する工事監理を

れ当該各号に定めるところによる。
一～十
十一

その者の責任において、設計図書を作成した者を

（略）

する者をいう。
設計者

十二～十六
十七

いい、建築士法第二十条の二第三項又は第二十条の三第三項の
規定により建築物が構造関係規定（同法第二十条の二第二項に
規定す る構造関係 規定をいう 。第五条の 四第二項及び第六条第
三項第二号において 同じ。）又は設備関係規定（同法第二十条
の三第二項に規定する設備関係規定をいう。第五条の四第三項
及び第六条第三項第三号において 同じ。）に適合することを確
認した構造設計一級建築士（同法第十条の二第四項に規定する
構造設計一級建築士をいう。第五条の四第二項及び第六条第三
項第二号において 同じ。）又は設備設計一級建築士（同法第十
条の二第四項に規定する設備設計一級建築士をいう。第五条の
四第三項及び第六条第三項第三号において 同じ。）を含むもの
とする。

現

（傍線部分は改正部分）

行

こ の法 律にお いて 次 の各 号に 掲げ る用語 の意義は 、 それぞ

（用語の定義）
第二条

（略）
工事監理者

建築士法第二条第六項に規定する工事監理を

れ当該各号に定めるところによる。
一～十
十一

その者の責任において、設計図書を作成した者を

（略）

する者をいう 。
設計者

十二～十六
十七

いう。

（略）

十八～三十三

（略）

十八～三十三

（略）

（建築物の設計及び工事監理）
（新設）

第五条の四

（建築物の設計及び工事監理）
（略）

建築士法第二条第六項に規定する構造設計図書による同法第二

第五条の四
２

十条の二第一項の建築物の工事は、構造設計一級建築士の構造設
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３

４

５

計（同法第二条第六項に規定する構造設計をいう。以下この項及
び 次条第三項 第二号にお いて 同じ。）又は当該建築物が 構造関 係
規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計に
よらなければ、することができな い。
建築士法第二条第六項に規定する設備設計図書による同法第二
十条の三第一項の建築物の工事は、設備設計一級建築士の設備設
計（同法第二 条第六項に規定する設備設計をいう。以下この項及
び次条第三項第三号において同じ。）又は当該建築物が設備関係
規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計に
よらなければ、することができない。

（新設）

れ建築士法第三条第一項、第三 条の二第一項若しくは第三条の三

建築主は、前項に規定する工事をする場合においては、それぞ

ぞれ建築士法第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の

第一項に規定する建築士又は同法第三条の二第三項の規定に基づ

２

三第一項に規定する建築士又は同法第三条の二第三項の規定に基

く条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならな

建築主は、第一項に規定する工事をする場合においては、それ

づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければなら

（建築物の建築等に関する申請及び確認）

（略）

い。
３

ない。
（略）
（建築物の建築等に関する申請及び確認）

（略）
（略）

第六条
２

建築主事は、第一項の申請書が提出され た場合において、その

（略）

（略）

３

第六条
２

建築主事は 、第 一項の 申請 書が提 出され た場 合にお いて 、 その

計画が建築士法第三 条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条

３

計画が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請書を受理

（新設）

（新設）

。

の規定に違反するときは、当該申請書を受理することができない

の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例

構造設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の

とき。

は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例の規定に違反する

項、第二十条の二第一項若しくは第二十条の三第一項の規定又

建築士法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一

することができない。

一

二
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三

４～

二第 一項 の建築物 の構造設 計を 行つ た場 合にお いて 、当該 建築
物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認
した構造設計によるものでないとき。
設備設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の
三第一項の建築物 の設備設計を行つた場合において、当該建築
物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認
した設備設計によるものでないとき。
（略）

（国土交通大臣等の指定を受けた者による確認）

（略）

（新設）

４～

（国土交通大臣等の指定を受けた者による確認）

号のいずれかに該当するものを除く。）が建築基準関係規定に適

は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例の規定に違反す るも

条第一項 、第三条の二第一項若しくは第三 条の三第一項の規定又

前条第一項各号に掲げる建築物の計画（建築士法第三

合す るも ので あ るこ と につ いて 、第七十七 条の十 八から第七十七

のを除く。）が建築基準関係規定に適合するものであることにつ

第六条の二

条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都

いて 、第七十七条の十八から第七十七条の二十一まで の規定の定

前条第一項各号に掲げる建築物の計画（前条第三項各

道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令で定めると

めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の

第六条の二

ころにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第一

（略）

第六条の三

（略）

（建築物 の建築に関する確認の特例）

２～

該確認済証は同項の確認済証とみなす。

を受けたときは、当該確認は前条第一項の規定による確認と、当

確認を受け、国土交通省令で定 めるところ により確認済証の交付

（略）

項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす
。
２～

（建築物の建築に関する確認の特例）
（略）

して、建築士及び建築物の区分に応じ、建築主事の審査を要しな

士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案

る政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築

ても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がな いと認められる

して 、建築物の区分 に応じ、建築主事の審 査を要しないこととし

士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案

る政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築

前項の規定により読み替えて 適用される第六条第一項に規定す

いこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと

規定を定めるものとする。

２

認められる規定を定めるものとする。

前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定す

第六条の三
２

15
12
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15
12

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金

第五条の四第一項から第三項まで又は第五項の規定に違反し
（略）

た場合における当該建築物の工事施工者
（略）

二～十三

一

に処する。

第百一条

２

次の各号の いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金

第五条の四第一項又は第三項の規定に違反した場合における
（略）

当該建築物の工事施工者
（略）

二～十三

一

に処する。

第百一条

２
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四

（略）

改

正

案

建設業法（昭和二十四年法律第百号）（抄 ）

目次
第一章～第三章
建設工事の請負契約に関する紛争の処理（第二十五
条―第二十五条の二十六）
施工技術の確保（第二十五条の二十七―第二十七条の二

第三章の二
第四章
十二）
（略）

目次
第一章～第三章

現

（略）

（傍線部分は改正部分）

行

建設工事の請負契約に関する紛争の処理（第二十五

条―第二十五条の二十四）

（略）

施工技術の確保（第二十五条の二十五―第二十七条の二

第三章の二
第四章

十二）
第五章～第八章
附則

第五章～第八章
附則

建設業者は、その請け負つた建設工事を、如何なる方

法をもつてするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならな

第二十二条

（一括下請負の禁止）

建設業者は、その請け負つ た建設工事を、いかなる方

（一括下請負の禁止）
第二十二条

法をもつてす るかを問わ ず、一括して 他人に請け 負わ せて はなら
２

（略）

い。

（略）

前二項の規定は、元請負人があらかじめ発注者の書面による承

ない。
２

３

（略）

諾を得た場合には、適用しない。

前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関す
る重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合
にお いて 、当 該建設工 事 の元請 負人が あら かじめ 発注 者の書 面に
よる承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
（略）

（新設）

４

３

４

請負人は 、その請け負つた建設工事の施工につい

（工事監理に関する報告）
第二十三条の二

て建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）第十八条第三項の規
定により建築士から工事を設計図書のとおりに実施するよう求め
られた場合において、これに従わない理由があるときは、直ちに
、第十九条の二第二項の規定により通知された方法により、注文
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者に対して、その理由を報告しなければならない。
（請負契約とみなす場合）
委託その他いかなる名義をもつてするかを問わ ず、報

委託その他何らの名義をもつてするを問わ ず、報酬を

（請負契約とみなす場合）
第二十四条

得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請

第二十四条
酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事

負契約とみな して 、こ の法 律の規定を適用す る。

（新設）

（新設）

（新設）

の請負契約とみなして 、この法律の規定を適用する。
（あつせん又は調停の打切り）
審査会は、あつせん又は調停に係る紛争につい

審査会は、前項の規定によりあつせん又は調停を打ち切つたと

あつせん又は調停を打ち切ることがで きる。

てあつせん又は調停による解決の見込みがないと認めるときは、

第二十五条の十五

２

前条第一項の規定によりあつせん又は調停が打

きは、その旨を当事者に通知しなければならない。
（時効の中断）
第二十五条の十六

ち 切られ た場 合にお いて 、当 該あつ せん又は調停 の 申請を し た者
が同条第二項の通知を受けた日から一月以内にあつせん又は調停
の目的とな つ た請求につ いて 訴えを提 起し たときは 、時効の中 断
に関しては、あつせん又は調停の申請の時に、訴えの提起があつ
たものとみなす。

紛争について当事者間に訴訟が係属する場合に

（訴訟手続の中止）
第二十五条の十七

おいて、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当事者
の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を

前号に規定する場合のほか、当事者間に審査会によるあつせ

又は調停が実施されていること。

当該紛 争について 、当 事者間 にお いて 審 査会によるあ つ せん

定めて 訴訟手続を中止す る旨の決定をすることができる。
一
二

- 63 -

ん又は調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること
２
第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の

受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。

。
３

審査会は、紛争が生じた場合において、次の各

決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができな
い。
（仲裁の開始）
第二十五条の十八

（仲裁の開始）
第二十五条の十五

審査会は、紛争が生じた場合において、次の各
一

この法律による 仲裁に付す る旨の合意 に基き、当事者の一方

（略）

号の一に該当するときは、仲裁を行う。

（略）

二

号のいずれかに該当するときは、仲裁を行う。
一

この法律による仲裁に付する旨の合意に基づき、当事者の一

（仲裁）

から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。

二
方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。
（仲裁）

（略）
（略）

第二十五条の十六
２

（略）

（略）

仲裁委員のうち少くとも一人は、弁護士法（昭和二十四年法律

第二十五条の十九
２

３

第二百五号）第二章の規定により、弁護士となる資格を有する者

仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法（昭和二十四年法
律第二百五号）第二章の規定により、弁護士となる資格を有する

でなければならない。
（略）

者でなければならない。
（略）

（略）

（略）

（略）

（文書及び物件の提出）
（略）
（立入検査）
２・３

第二十五条の十八

２

第二十五条の十七

４

３

４

（略）

（略）

（文書及び物件の提出）
（略）

第二十五条の二十
２
（立入検査）
（略）

第二十五条の二十一
２・３
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（削る。）

（略）

（調停又は仲裁の手続の非公開）
第二十五条の二十二

紛争処理の手続に要する費用は、当事者が当

（紛争処理の手続に要する費用）
第二十五条の二十三

第二十五条の十九

削除

（略）

（調停又は仲裁の手続の非公開）
第二十五条の二十

紛争処理の手続に要する費用は、当事者が当

（紛争処理の手続に要する費用）
第二十五条の二十一

該費用の負担につき別段の定をしないときは、各自これを負担す
（略）

該費用の負担につき別段の定めをしないときは、各自これを負担
２

る。

（略）

審査会が前項の規定により費用を予納させようとする場合にお

する。
２

３

いて 、当 事者が当該費用の予納をしないときは、審査会は、前項

審査会が前項の規定により費用を予納させようとする場合にお
いて、当事者が当該費用の予納をしないときは、審査会は、同項

の行為をしな いことができる。

３
の行為をしないことができる。

（略）

（略）

（略）

（略）

（主任技術者及び監理技術者の設置等）

第二十五条の二十五

（施工技術の確保）

第二十五条の二十四

（政令への委任）

第二十五条の二十三

（紛争処理状況の報告）

第二十五条の二十二

（申請手数料）
（略）

（申請手数料）
第二十五条の二十四

（略）

（略）

（略）

（紛争処理状況の報告）
第二十五条の二十五
（政令への委任）
第二十五条の二十六
（施工技術の確保）
第二十五条の二十七

（主任技術者及び監理技術者の設置等）

（略）

（略）
２

公共性のある工作物に関する重要な工事で 政令で 定めるものに

第二十六条

（略）

３

（略）

２

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設

第二十六条
３
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４

５

は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない

いては、前二項の規定に より置かなければならない主任技術者又

若しくは工作物に関する重要な建設工 事で 政令で 定めるものにつ
い。

又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならな

つ いて は 、 前二項 の規定に より置 かな け ればならな い主 任技 術者

。

物に関する建設工事については、前項の規定により専任の者でな

国、地方公共団体その他政令で定める法人が発注者である工作

第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付

ければならない監理技術者は、第二十七条の十八第一項の規定に

４

を 受けて いる 者で あつて 、第二十六条の四から第二十六条の六ま

よる監理技 術者資 格者証の交付を受けて いる者で あつて 、第 二十

前項の規定に より専任の者で なければならな い監理技 術者は、

での規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもの

六条の四から第二十六条の六までの規定により国土交通大臣の登

録を受け た講習を受講したもののうち から、こ れを選任しなけれ
ばならない。

前項の規定により選任された監理技術者は、同項の工作物 の発

注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなけ
ればならない。

建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、

（帳簿の備付け等）
第四十条の三

５

のうちから、これを選任しなければならない。

前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求が
あつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。

（帳簿の備付け等）
建設業者は、国土交通省令で 定めるところにより、

その営業所ごとに、その営業に関する事項で 国土交通省令で 定め

第四十条の三

その営業所ごとに、その営業に関する事項で 国土交通省令で定め

るものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

（事務の区分）
第四十四条の五

前条の規定により都道府県が処理することとされ

るものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関

前条の規定により都道府県が処理することとされ

する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない
。
（事務の区分）
第四十四条の五

ている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号

（略）

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処

て いる事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二

一～四

する。

第五十五条

法定受託事務とする。

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過

条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第五十五条

（略）

料に処する。
一～四
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五

第四十条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載

せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなか

五

せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書
つた者

第四十条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載
を保存しなかつた者
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五
正

案

第一号法定受託事務（第二条関係）

改

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）（抄）

別表第一

別表第一

現

（傍線部分は改正部分）

行

第一号法定受託事務（第二条関係）
（略）
事務

備考
法律

（略）

（略）
事務
（略）

備考
法律
（略）

（略）

ている事務

により都道府県が処理することとされ

（略）

（略）

法律第二百二号）

建築士法（昭和二十五年 第十条の二及び第十五条の十八の規定

（略）

いる事務

より都道府県が処理することとされて

建築士法（昭和二十五年 第十条の三及び第十五条の七の規定に
法律第二百二号）
（略）
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六
案

登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）（抄）
正

現

（傍線部分は改正部分）

行

別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表（第二条、第五条
、 第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七

改
別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表（第二条、第五条
、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七

条の三―第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条関

（略）

率

条の三―第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条関

一～百五十三

百五十四～百五十八

（略）

、指定又は技 能証明の事項

登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定 課税標準 税

係）
率

係）
登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定 課税標準 税
、指定又は技能証 明の事項
（略）

構造設計一級建築士等に係る登録講習機関の登録

一～百五十三
百五十四

き九万円

建築士法第十条の二第一項第一号（登 登録件数 一件につ

録講習機関の登録）の登録（更新の登録
を除く。）

き九万円

建築士法第二十二条の二（登録講習機 登録件数 一件につ

関の登録）の登録（更新の登録を除く。
）

き九万円

建築士法第二十四条第二項（登録講習 登録件数 一件につ

（略）

機関の登録）の登録（更新の登録を除く
。）
百五十五～百五十九
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(一)
(二)
(三)

七
正

案

務

住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）（抄）
改

事

現

事

（傍線部分は改正部分）

行

務

くは第三項の免許、同法第五条第一

二号）による同法第四条第一項若し

もの

する事務であつて 総務省令で定める

二号）による一級建築士の免許に関

建築士法（昭和二十五年法律第二百

（略）

（略）

別表第一（第三十条の七関係）

（略）

（略）

提供を受ける国の機関又は
法人
一～百五
削除
百七～百九

百六
（略）

百十

項の登録、同条第二項の交付、同法
第五条の二第一項若しくは第二項若
しくは第八条の二の届出、同法第九
条第一項第一号の申請又は同法第十
条の二第一項若しくは第二項の交付
に関す る事務で あつて 総務省令で定
めるもの
建築士法による同法第十条の四第一

（新設）

（新設）

（新設）

国土交通省

建築士法（昭和二十五年法律第二百

（略）

別表第一（第三十条の七関係）

（略）

提供を受ける国の機関又は
法人
一～百五
（削る。）
（略）

国土交通省

百六～百八
百九

建築士法第十条の四

項に規定する一級建築士登録等事務

百十
第一項に規定する中央指

に関す る事務で あつて 総務省令で定
建築士法に よる同法第十条の二十第

めるもの

定登録機関
建築士法第十条の

一項に規定する二級建築士等登録事

百十一

二十第一項に規定する都

第一項に規定する事務所登録等事務

建築士法による同法第二十六条の三

定めるもの

務に関す る事務で あつて 総務省令で

建築士法第二十六

道府県指定登録機関
百十二

条の三第一項に規定する
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（略）

（略）

指定事務所登録機関
百十三・百十四
（削る。）
百十五～百二十二
務

に関す る事 務で あつて 総務省令で定
めるもの
（略）
（略）
事

削除

百十一・百十二
百十三

百十四～百二十一

（略）
（略）

（略）
（略）

（略）

別表第三（第三十条の七関係）

（略）

提供を受ける他の都道府県
一～二十五

知事
（略）

事

務

建築士法による二級建築士又は木造

建築士の免許に関する事務であつて

都道府県知事

二十六

しくは第三項の免許、同法第五条第

（略）

総務省令で定めるもの

（略）

一項の登録、同条第二項の交付、同
法第五条の二第一項若しくは第二項
若しくは第八条の二の届出、同法第
九条第一項第一号の申請、同法第二
十三条第一項若しくは第三項の登録
又は同法第二十三条の五第一項若し
くは第二十三条の七の届出に関する
事務であつて総務省令で 定めるもの
（略）

二十七

建築士法に よる同法第四条第二項若

別表第三（第三十条の七関係）
提供を受ける他の都道府県
知事
（略）

（略）

都道府県知事

一～二十五
二十六

二十七
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八
正

案

第四十条

（略）

現

（傍線部分は改正部分）

行

（認証型式住宅部分等に係る住宅性能評価の特例）

住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成十一年法 律第八十一号）（抄）
改
（認証型式住宅部分等に係る住宅性能評価の特例）
（略）

って設計図書（同法第二条第五項に規定する設計図書をいう。）

築士法第二条第七項に規定する工事監理をする者をいう。）によ

国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者（建

したもの及び住宅である認証型式住宅部分 等で その新築の工事が

のとおり実施されたことが確認されたものは、建設された住宅に

って設計図 書（同法第二条第五項に規定する設計図 書をいう。）

築士法第二条第六項に規定する工事監理をする者をいう。）によ

国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者（建

したもの及び住宅である認証型式住宅部分等でその新築の工 事が

住宅の部分である認証型式住宅部分等で 前条第一項の標章を付

のとおり実施されたことが確認されたものは、建設された住宅に

係る住宅 性 能評価にお いて 、 その 認証に係る型式に 適合する もの

２

係る住宅性能評価において、その認証に係る型式に適合するもの

とみなす。

住宅の 部分で ある 認証 型 式住宅 部分 等で 前条第 一項 の標 章を付

第四十条
２

とみなす。
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九
正

案

景観法（平成十六年法律第百十号）（抄）
改
（違反建築物の設計者等に対する措置）

現

（違反建築物の設計者等に対する措置）

（傍線部分は改正部分）

行

第 二条第二号 に規定する 宅地建物取引 業をいう。以下同じ。）に

物取引業（宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）

下 同じ。）若しくは工事 の請 負人又は当 該建築物 につ いて 宅 地建

二百二号）第二条第七項に規定する工事監理をする者をいう。以

る建築物の設計者、工事監理者（建築士法（昭和二十五年法律第

においては、 国土交通省 令で 定めるところにより、当該処分に係

係る取引をした宅地建物取引業者（同条第三号に規定する宅地建

第二条第 二号に規定する宅地建物取引 業を いう。以下同じ。）に

物取引業（宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）

下同じ。）若しくは工事の請負人又は当該建築物について宅地建

二百二号）第二条第六項に規定する工事監理をする者をいう。以

る建築物の設計者、工事監理者（建築士法（昭和二十五年法 律第

にお いて は、国土交 通省 令で定 めるところ により、当該処分 に係

市町村長は、前条第一項の規定による処分をした場合

係る取引をした宅地建物取引業者（同条第三号に規定する宅地建

物取引業者をいう。以下同じ。）の氏名又は名称及び住所その他

第六十五条

物取引 業者をいう。以下同じ。）の氏名又は名称及び住所その他

国土交通省令で定める事項を、建築士法、建設業法（昭和二十四

市町村長は、前条第一項の規定による処分をした場合

国土交通省令で定める事項を、建築士法、建設業法（昭和二十四

らの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなけれ

年法律第百号）又は宅地建物取引業法の定めるところによりこれ

らの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなけれ

（略）

ばならない。

（略）

ばならない。
２

年法律第百号）又は宅地建物取引業法 の定めるところによりこれ

第六十五条

２
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十

案

第四百三条

（傍線部分は改正部分）

行

建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）の一部を次

（建築士法の一部改正）

現

一般社団法人及び一般財団法人に関する法 律及び公益 社団法人及び公益財団法人の認定等に関す る法律の施行に伴う関係法律の整備等

正

に関する法律（平成十八年法律第五十号）（抄）
改

建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）の一部を次

（建築士法の一部改正）
第四百三条
第十条の五第二項第一号中「民法（明治二十九年法律第八十九

第一号中「民法（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条の規

第十五条の三第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項

のように改正する。

号）第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人

定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」

のように改正する。

又は一般財団法人」に改める。

第二十二条の二を次のように改める。

に改める。
第二十二条の四を次のように改める。

その名称中に建築士会という文字を用いる一般

（建築士会及び建築士会連合会）
第二十二条の二

（建築士会及び建築士会連合会）
その名称中に建築士会と いう文字を用いる一般

保持及びその業務の進歩改善に資するため、社員の指導及び連

絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、建築士を社員と

保持及びその業務の進歩改善に資するため、社員の指導及び連

社団法人（次項に規定するものを除く。）は、建築士 の品位の

絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、建築士を社員と

め、社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、

人は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するた

かつ、前項に規定する一般社団法人（第四項及び第五項におい

め、社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、

人は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するた

その名称中に建築士会連合会という文字を用いる一般社団法

す る旨の定款の定 めがあるも のでなければならな い。
２

かつ、前項に規定する一般社団法人（第四項及び第五項におい

て「建築士会」と いう。）を社員とする旨の定款の定めがある

その名称中に建築士会連合会という文字を用いる一般社団法

て「建築士会」という。）を社員とする旨の定款の定めがある

も のでなけれ ばならない 。
ない。

前二項に規定する定款の定めは、これを変更するこ とができ

も ので なければな らな い。
前二項に規定する定款の定めは、これを変更することができ
ない。

建築士会及び第二項に規定する一般社団法人（以下この項及

び次項において「建築士会連合会」と いう。）は、成立したと

４

び次項 にお いて 「 建築士 会連 合会」と いう 。）は 、成 立し たと

きは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の

建築士会及び第二項に規定する一般社団法人（以下この項及

３

する旨の定款の定めがあるものでなければならない。

社団法人（次項に規定するものを除く。）は、建築士の品位の

第二十二条の四

２

３
４

きは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の
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ては国土交通大臣に届け出なければならない。

所の所在地を管轄する都道府県知事に、建築士会連合会にあつ

写しを添えて、その旨を、建築士会にあつては その主たる事務

ては国土交通大臣に届け出なければならない。

所の所在地を管轄する都道府県知事に、建築士会連合会にあつ

写しを添えて、その旨を、建築士会にあつてはその主たる事務

、必要な事項に関 して 報 告を求め、又は 必要な 指導、助言及び

て、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため

事務所の所在地を管轄する都 道府県知事は当該建築士会に対し

勧告をすることができる。

、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び

て、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため

事務所の所在 地を管 轄す る都 道府県知事は当 該建築士 会に対し

国土交通大臣は建築士会連合会に対して、建築士会の主たる

勧告をすることができる。

第二十七条の二第一項中「目的として民法第三十四条の規定に

５

第二十七条の二第一項中「目的として民法第三十四条の規定に

より設立された法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団

国土交通大臣は建築士会連合会に対して、建築士会の主たる

より設立された法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団

法人」に改める。

５

法人」に改める。

（建築士法の一部改正に伴う経過措置）

第 四十条第 一項 の規定に より存続す る 一般 社団法 人で

（建築士法の一部改正に伴う経過措置）

第四百四条

あってその名称中に建築士会又は建築士会連合会という文字を用

第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人で

あってその名称中に建築士会又は建築士会連合会という文字を用

の二第一項又は第二項に規定す る内容の定 めがな い場合において
則

の四第一項又は第二項に 規定する内容の定めがな い場合において

附

は、こ の定めがあるものとみなす 。

則

（施行期日）

正規定中特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整

第百六十九条（内閣府設置法附則第二 条第一項に一号を加える改

（公益法人認定法第四十七条の規定を準用する部分に限る。）、

に限る。）、第百三十七条、第百三十八条第一項、第百四十二条

る。）、第百三十四条、第百三十五条第二項（第四号に係る部分

ただし、第百三十三条第一項及び第三項（第三号に係る部分に限

調整に係る部分を除く。）の規定は、公益法人認定法附則第一項

る改正規定中特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の

びに第百六十九条（内閣府設置法附則第二条第一項に一号を加え

（公益法人認定法第四十七条の規定を準用する部分に限る。）並

に限る。）、第百三十七条、第百三十八条第一項、第百四十二条

る。）、第百三十四条、第百三十五条第二項（第四号に係る部分

ただし、第百三十三 条第一項及び第三項（第三号に係る部分に限

この法 律は、一般 社団・財団法人法の施行の日から施行する。

に係る部分を除く。）並びに第二百三条の規定は、公益法人認定

第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

この法律は 、一般社団 ・財団法人法の施行の日から施行する。

（施行期日）

附

は、この定めがあるものとみなす。

いるものの定款に前条の規定による改正後の建築士法第二十二条

１

いるものの定款に前条の規定による改正後の建築士法第二十二条

第四百四条

１

法附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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