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建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）（抄）

目次
第一章
（略）

指定資格検定機関等

第二章～第四章
第四章の二
（略）

指定性能評価機関等（第七十七条の五十六・第七十七

五十五）

指定認定機関等（第七十七条の三十六―第七十七条の

二―第七十七条の三十五の十五）

指定構造 計算適合性判定機関（第七十七条の三十五の

第一節・第二節
第三節
第四節
第五節
（略）

条の五十七）
第四章の三～第六章
罰則 （第九十八条―第百六条）

目次
第一章

現

総則（第一条―第十八条）
（略）
指定資格検定機関等

第二章～第四章
第四章の二

（略）

（傍線部分は改正部分）

行

指定性能評価機関等（第七十七条の五十六・第七十七

五十五）

指定認定機関等（第七十七条の三十六―第七十七条の

第一節・第二節

第三節
第四節

条の五十七）
（略）

罰則（第九十八条―第百五条）

第四章の三～第六章
第七章
附則

第七章
附則

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
一～三十一

（略）

建築主事を置く市町村の区域については 当

れ当該各号に定めるところによ る。

第二条

（用語の定義）

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

電子計算機に対す る指令であつて、一の結

れ当該各号に定めるとこ ろによる。
（略）

プ ロ グラ ム

一～三十一
三十二

果を得ることがで きるように 組み合わされたものをいう。
特定行政庁

該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府

三十二

該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府

県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項の市町村又は特

建築主事を置く市町村の区域については当

県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項又は第九十七条

別区の区域については、同条第四項の規定により当該市町村の

特定行政庁

の三第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令

長が行うこととなる事務又は第九十 七条の三第三項の規定によ

三十三

で定める建築物については、都道府県知事とする。
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（建築物の設計及び工事監理）

り特別区の長が行うこととなる事務に関する限り、当該市 町村

又は特別区の長をもつて特定行政庁とみなし、当該市町村又は

特別区の長が 行わな いこ ととされ る事務については、都道府県
知事を特定行政庁とみなす。

建築士法第三条から第三条の三までに規定する建築物

（建築物の設計及び工事監理）
第五条の四

の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなけ

建築士法第三条第一項（同条第二項の規定により適用

される場合を含む。以下同じ。）、第三条の二第一項（同条第二

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

れば、す るこ とができない。

合を含む。以下同じ。）若しくは第三条の三第一項（同条第二項
において準用する同法第三条第二項の 規定により適用される場合
を含む。以下同じ。）に規定する建築物又は同法第三条の二第三
項（同法第三条の三第二項において読み替えて準用す る場合を含
む。以下同じ。）の規定に基づく条例に規定する建築物の工事は
、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、す
ることができない。
２

れ建築士法第三条から第三条の三までに規定する建築士である工

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
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

事監理者を定めなければならない。

（建築物の建築等に関する申請及び確認）

（略）

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
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
い。
（略）

３

項において準用す る同法第三条第二項の規定により適用される場

第五条の四

２

３

（建築物の建築等に関する申請及び確認）

（略）
（略）

第六条
２

（略）

（略）

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

第六条
２

３

計画が建築士法第三条から第三条の三までの規定に違反するとき

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

は、当該申請書を受理することができない。

３

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
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
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４

５

６

７

８

三十五日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した

第一号から第三号まで に係るものにあつてはその受理した日から

日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定

二十一日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した

第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から

。

日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定

に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関

建築主事は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項

に適合するかどうかを審査し、審査の 結果に基づいて建築基準関

係規定に適合す るこ とを確認し たときは、 当該申請者に確認済証

４

係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証

を交付しなければならない。

建築主事は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項

を交付しなければならない。
建築主事は、前項の場合において、申請に係る建築物の計画が
第二十条第二号又は第三号に定める基準（同条第二号イ又は第三
号イの政令で定める基準に従つた構造 計算で、同条第二号イに規
定する方法若 しくは プロ グラ ム によ るもの又は 同条第三号イ に規
定するプログラ ムによるものによつて確かめられる安全性を有す
ることに係る部分に限る。次条第三項及び第十八条第四項におい
て同じ。）に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事
の構造計算適合性判定（第二十条第二 号イ又は第 三号イの構造計
算が同条第二 号イに規定する方法若しくはプログラ ム又は同条第
三号イに規定するプログラ ムにより適正に行われたものであるか
どうかの判定をいう。以下同じ。）を求めなければならない。
都道府県知事は、当該都道府県に置かれた建築 主事から前項の
構造計算適合性判定を求められた場合においては 、当該建築 主事
を当該構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない
。
都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第五
項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めると
きは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有す
る者の意見を聴くものとする。
都道府県知事は、第五項の構造計算適合性判定を求められた場
合においては、当該構造計算適合性判定を求められた日から十四
日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければ
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９

ならない。
都道府県知事は、前項の場合（第二十条第二号イの構造計算が
同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうか
の判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る
。）において、同項の期間内に建築主事に同項の通知書を交付す
ることができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内
において、同項の期間を 延長す るこ とができる。この場合におい
ては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理
由を記載した通知書を同項の期間内に建築主事に交付しなければ
ならない。
第五項の構造計算適合性判定に要す る費用は、当該構造計算適

合性判定を求めた建築主事が置かれた都道府県又は市町村の負担
とする。
建築主事は、第五項の構造計算適合性判定により当該建築物の

構造計算が第二十条第二号イに規定する方法若しくはプログラ ム
又は 同条第三号イに規定す るプログラ ムにより適 正に行われたも
のであると判定された場合（次条第八項及び第十八条第十項にお
いて「適合判定がされた場合」という。）に限り、第一項の規定
による確認をすることができる。
建築主事は、第四項の場合（申請に係る建築物の計画が第二十

条第二号に定める基準（同号イの政令で定める基準に従つた 構造
計算で同号イ に規定する方法によるものによつて確かめられる安
全性を有することに係る部分に限る。）に適合するかどうかを審
査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。）において
、同項の期間内に当該申請者に第一項の確認済証を交付すること
ができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内におい
て、第四項の期間を延長するこ とができる。この場合においては
、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を
記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければな
らない。
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10
11
12

が建築基準関 係規定に適合しないこ とを認めたとき、又は申請書

つては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することがで

関 係規定 に適合しな いこ とを認 めたとき、 又は 申 請書の 記載によ

建築主事は、前項の場合において、申請に係る計画が建築基準

の記載によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定す

きない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した

５

ることができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由

通知書を同項の期限内に当該申請者に交付しなければならない。

建築主事は、第四項の場合において、申請に係る建築物の 計画

を記載した通知書を同項の期間（前項の規定により第四項の期間
を延長した場合にあつては、当該延長 後の期間）内に当該申請者
６

（略）

に交付しなければならない。
（略）

第一項の規定による確認の申請書、同項の確認済証及び第五項

の通知書の様式は、国土交通省令で定める。

７

二項及び第十三項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。

（国土交通大臣等の指定を受けた者による確認）

第一項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第十

（国土交通大臣等の指定を受けた者による確認）

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

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

交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通

八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土

準関係規定に適合するものであることについて、第七十七条の十

条から第三条の三までの規定に違反するものを除く。）が建築基

前条第一項各号に掲げる建築物の計画（建築士法第三

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

省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該

第六条の二

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

確認は前条第一項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確

前条第一項各号に掲げる建築物の計画（建築士法第三

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）

認済証とみなす。

該確認済証は同項の確認済証とみなす 。
（略）
第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認
の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が第二十
条第二号又は第三号に定める基準に適合するかどうかを審査する
ときは、都道府県知事の構造計算適合性判定を求めなければなら
ない。
都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について前項

２

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

第六条の二

２
３

４

の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるとき
は、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する
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13
15 14

５

者の意見を聴くものとする。
都道府県知事は、第三項の構造計算適合性判定を求められた場
合においては、当該構造計算適合性判定を求められた日から十四
日以内にその結果を記載した通知書を第一項の規定による指定を
受けた者に交付しなければならない。
都道府県知事は、前項の場合（第二十条第二号イの構造計算が
同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうか
の判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る
。）において、同項の期間内に第一項の規定による指定を受けた
者に前項の通知書を交付することができない合理的な理由がある
ときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長すること
ができ る。こ の場合にお いては、その旨及びその延長する期間並
びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に
第一項の規定による指定を受けた者に交付しなければならない。
第三項の構造計算適合性判定に要す る費用は、当該構造計算適
合性判定を求めた第一項の規定による指定を受けた者の負担とす
る。
第一項の規定による指定を受けた者は、第三項の構造計算適合
性判定により適合判定がされた場合に限り、第一項の規定による
確認をするこ とができる。
第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認
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６

７

８

９

の申請を受けた場合にお いて、申請に係る建築物の計画が建築基
準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は申請の内容によ
つては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することがで
きない正当な理由があるときは、国土交通省令で定めるところに
より、その旨及びその理由を記載した通知書を当該申請者に交付
しなければならない。

第一項の規定による指定を受けた者は、同項の確認済証の交付

をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その交付に

３

項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に

係る建築物の計画に関す る国土交通省令で定める書類を添えて、

第一項の規定による指定を受けた者は、同項の確認済証又は前

、国土交通省令で定めるところにより、確認審査報告書を作成し

10

、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計画に関す
る国土交通省 令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出
しなければならない。

その旨を特定行政庁に報告しなければならない。

た場合において、第一項の確認済証の交付を受けた建築物の計画

定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該確

第一項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規

特定行政庁は、前項の規定による報告を受けた場合において、

が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の

認済証を 交付した同項の規定による指定を受けた者にその旨を通

４

建築主及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受け

知しなければならない。こ の場合において、当該確認済証は 、そ

特定行政庁は、前項の規定による確認審査報告書の提出を受け

た者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当

の効力を失う。
（略）

)

（略）

（略）

（国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査）
２～５

第七条の二

５

該確認済証は、その効力を失う。
（略

（略）

（国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査）
第七条の二
（略）

第一項の規定による指定を受けた者は、国土交通省令で定める

ところにより、同項の検査の結果を特定行政庁に報告しなければ

６

は、国土交通省令で定める期間内に、 国土交通省 令で定めるとこ

ならない。

びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを
特定行政庁に提出しなければならない。

特定行政庁は、前項の規定により第一項の検査をした建築物及

びその敷地が建築基準関係規定に適合しない旨の報告を受けたと

特定行政庁は、前項の規定による完了検査報告書の提出を受け
た場合において、第一項の検査をした建築物及び その敷地が建築

きは、遅滞なく、第 九条第一項又は第七項の規定による命令その

７

ろにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査をした建築物及

第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をしたとき

２～５
６

７

基準関係規定に適合しないと認めるときは、遅滞なく、第九条第

他必要な措置を講ずるものとする。

（建築物に関する中間検査）

一項又は第七項の規定による命令その他必要な措置を講ずるもの
とする。
（建築物に関する中間検査）

特定行政庁は、その地方の建築物の建築の動向又は工

事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間及び建築物

第七条の三

のいずれかに該当す る工程（以下「 特定工程」という。）を含む

の構造、用途又は規模を限り、建築物に関する工事の工程のうち

建築主は、第六条第一項の規定による工事が次の各号

場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都

当該工事の施工中に建築主事が建築基準関係規定に適合している

第七条の三

度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請
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11
12

２

前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物

工事の工程のうち政令で定める工程

階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する

しなければならない。
一
二
の建築 の動向又は 工事に関す る状況その他の事情を勘案して、
区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて 指定
する工程

かどうかを検査することが必要なものを特定工程として指定する
ものとす る。

合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その日か

建築主は、第六条第一項の規定による工事が特定工程を含む場

四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。た

ら四日以内に建築主事に到達するように、国土交通省令で定める

２

だし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむ

ところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。ただ

前項の規定による申請は、特定工程に係る工事を終えた日から

を得ない理由があるときは、この限りでない。

し、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを
（略）

得ない理由があるときは、この限りでない。
３

、建築主事等は、その申請を受理した日から四日以内に、当該申

（略）
、建築主事等は、その申請を受理した日から四日以内に、当該申

請に係る 工事中の建築物等（建築、大規模 の修繕又は大規模の模

３

請に係る工事中の建築物 等（建築、大規模の修繕又は大規模の模

様替の工事中の建築物及びその敷地をいう。以下この章において

建築主事が第二項の規定による申請を受理した場合においては

様替の工事中の建築物及びその敷地をいう。以下この章において

同じ。）が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなけれ

４

同じ。）について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分

ばならない。

建築主事が第一項の規定による申請を受理した場合においては

及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しな
ければならない。
事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたとき

国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して中間検

事中の建築物等が建築基準関係規定に適合すると認めたときは、

建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において 、工

は、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して当

査合格証を交付しなければならない。

建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、工

該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。

特定行政庁が第一項の指定と併せて指定する特定工程後の工程

に係る工事は、前項の規定による中間検査合格証の交付を受けた

第一項第一号の政令で 定める特定工程ごとに政令で定める当該
特定工程後の工程及び特定行政庁が同項第二号の指定と併せて指

後でなければ、これを施工してはならない。

６

５

４

５

６

定する特定工程後の工程（第十八条第二十項において「特定工程
後の工程」と総称する。）に係る工事は、前項の規定による当該
特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、こ
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７

８

れを施工してはならない。

を認められた工事中の建築物等について、第七条第四項、前条第

四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合すること

、第四項又は次条第一項の規定による検査をするときは、第四項

められた工事中の建築物等について、第七条第四項、前条第一項

四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合すると認

建築主事等又は前条第一項の規定による指定を 受けた者は 、第

一項、第四項又は次条第一項の規定による検査をするときは、第

の規定による検査において建築基準関係規定に適合すると認めら

７

四項の規定による検査において建築基 準関係規定に適合すること

れた建築物の部分及びその敷地については 、これらの規定による

建築主事等又は前条第一項の規定による指定を受けた者は、第

を認められた建築物の部分及びその敷地については、これらの規

検査をすることを要しない。

特定行政庁は、第一項の規定による指定の必要がなくなつたと

定による検査をすることを要しない。
８

認めるときは、速やかに当該指定を解除するものとする。

第一項の規定によ る指定に関して公示その他の必要な事項は、
国土交通省令で定める。

９

項は、国土交通省令で定める。

（国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査）

第一項第二号の規定による指定に関して公示その他の必要な事

（国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査）
において、第七条の二第一項の規定による指定を 受けた者が当該

特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等が建築基準関

において、第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が当該

第六条第一項の規定による工事が特定工程を含む場合

特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について、検

係規定に適合するかどうかの検査を当該工事を終えた日から四日

第七条の四

査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基

が経過する日までに引き受けたときについては、前条第二項の規

第六条第一項の規定による 工事が特定工程を含む場合

準関係規定に適合するかどうかの検査を当該工事を終えた日から

定は、適用しない。

第七条の四

四日が経過する日までに引き受けたときについては、前条第一項
（略）

２

（略）

から第三項までの規定は、適用しない。
２

査をした場合において、特定工程に係る工事中の建築物等が建築

第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項の検

査をした場合において、特定工程に係る工事中の建築物等が建築

基準関係規定に適合すると認めたときは、国土交通省令で定める

３

基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定

ところにより、当該建築主に対して中間検査合格証を交付しなけ

第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項の検

めるところにより、当該建築主に対して当該特定工程に係る中間

ればならない。
中間検査合格証とみなす。

前項の規定により交付された中間検査合格証は、前条第五項の

検査合格証を交付しなければならない。
前項の規定により交付された特定工程に係る中間検査合格証は

４

３

４

、それぞれ、当該特定工程に係る前条第五項の中間検査合格証と
みなす。
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５

６

７

検査合格証が交付された第一項 の検査は、同条第五項の規定によ

前条第 七項の規定の適用については、第三項の規定により中間

工程に係る中 間検査合格証が交付された第一項の検査は、それぞ

り中間検査合格証が交付された同条第四項の規定による検査とみ

５

れ、同条第五項の規定により当該特定工程に係る中間検査合格証
なす。

前条第七項 の規定の適 用については、第三項の規定により特定

が交付された同条第四項の規定による検査とみなす。

第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、国土交通省

令で定めるところにより、第一項の検査の結果を特定行政庁に報

６

査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令

告しなければならない。

第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項の検
で 定めるとこ ろにより、中間検査報告書を作成し、同項の検査を
した工事中の建築物等に関する国土交通省令で定める書類を添え
て、これを特定行政庁に提出しなければならない。

特定行政庁は、前項の規定により工事中の建築物等が建築基準

関係規定に適合しない旨の報告を受けたときは、遅滞なく、第九

７

た場合において、第一項の検査をした 工事中の建築物等が建築基

条第一項又は第十項の規定による命令その他必要な措置を講ずる

特定行政庁は、前項の規定による中間検査報告書の提出を受け
準関係規定に適合しないと認めるときは、遅滞なく、第九条第一

ものとする。

（建築物に関する検査の特例）

項又は第十項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものと
する。
（建築物に関する検査の特例）

項に規定する建築基準関係規定」と、第七条の二第一項、第五項

のは「前条第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一

いては、第七条第四項及び第五項中「建築基準関係規定」とある

たものに限る。）に対す る第七条から前条までの規定の適用につ

事監理者によつて設計図書のとおりに実施されたことが確認され

にあつては、国土交通省令で定めるところ により建築 士である工

に掲げる建築物の建築の工事（同号に掲げる建築物の建築の工事

物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号

及び第七項、第七条の三第一項、第四項、第五項及び第 七項並び

項に規定する建築基準関係規定」と、第七条の二第一項、第五項

のは「前条第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一

いては、第七条第四項及び第五項中「建築基準関係規定」とある

たものに 限る。）に対する第七条から前条 までの規定の適用につ

事監理者によつて設計図書のとおりに実施されたことが確認され

にあつては、国土交通省令で定めるところにより建築 士である工

に掲げる建築物の建築の工事（同号に掲げる建築物の建築の工事

物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号

第六条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築

及び第七項、第七条の三第四項、第五項及び第七項並びに前条第

に前条第 一項、第三項及び第七項中「建築基準関係規定」とある

第七条の五

一項、第三項及び第七項中「建築基準関係規定」とあるのは「第

のは「第六条の三第一項の規定により読み替えて適用される第六

第六条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築

六条の三第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項

条第一項に規定する建築基準関係規定」とする。

第七条の五

に規定する建築基準関係規定」とする。
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（検査済証の交付を受けるまでの建築 物の使用制限）

（検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限）

建築物の建築主は、第七条第五項の検査済証の交付を受けた後で

関する工事」という。）を含むものをする場合においては、当該

、第十八条第二十二項及び第九十条の三において「避難施設等に

ものに関する工事（政令で定める軽易な工事を除く。以下この項

用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定める

設、消火栓、スプリンクラーその他の 消火設備、排煙設備、非常

は大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施

ない建築物を除く。）の増築、改築、移転、大規模の修繕若しく

る場合又はこれらの建築物（共同住宅以外の住宅及び居室を有し

ければ、 当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事

築物の建築主は、第七条第五項の検査済証の交付を受けた後でな

する工事」という。）を含むものをする場合においては、当該建

、第十八条第十三項及び第九十条の三において「避難施設等に関

ものに関す る工事 （政令で 定める軽易な 工事を除く。以下こ の項

用の照明 装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定める

設、消火栓、スプリンクラ ーその他の消火設備、排煙設備、非常

は大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施

ない建築物を除く。）の増築、改築、移転、大規模の修繕若しく

る場合又はこれらの建築物（共同住宅以外の住宅及び居室を有し

第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築す

なければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工

に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させては

第七条の六

事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させて

ならない。ただし、次の各号の一に該当する場合には、検査済証

第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築す

はならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、

（略）

の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部

（略）

一・二

検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建
（略）

分を使用し、又は使用させることができる。

一・二
（略）

（略）

（略）

（報告、検査等）
２～４

第十二条

２

築物の部分を使用し、又は使用させることができ る。

第七条の六

２

（略）

（報告、検査等）
第十二条
（略）

て、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関

特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に対し

て、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関

する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることが

５

する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることが

（略）

建築主事又は特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受け

一～三

できる。
（略）

第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機

一～三
四
関

建築主事又は特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受け

６

できる。

特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に対し

２～４
５

６
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７

８

に立ち入る場 合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得

に対し必要な事項について 質問す るこ とができる 。ただし、住居

しくは占有者、建築主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者

は試験し、又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若

書その他建築物に関する工事に関係がある物件を検査し、若しく

立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、設計図

要な限度において、当該建築物、建築物の敷地又は建築工事場に

において、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の施行に必

、前条第一項又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度

第一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項から第三項まで

第 六条の二第十一項、第 七条第四項、第七条の三第四項、第九条

た当該市町村若しくは都道府県の吏員にあつては第六条第四項、

ければならない。

立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得な

対し必要な事項について質問することができる。ただし、住居に

くは占有者、建築主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に

試験し、又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若し

その他建築物に関する工事に関係がある物件を検査し、若し くは

ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、設計図書

な限度において、当該建築物、建築物の敷地又は建築工事場に立

おいて、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の施行に必要

前条第一項又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度に

一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項から第三項まで、

第六条の二第四項、第七条第四項、第七条の三第四項、第九条第

た当該市町村若しくは都道府県の吏員にあつては第六条第四項、

特定行政庁は、建築基準法令の規定による処分に係る建築物の

なければならない。
７

敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備するものとす

特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分並
びに第一項及び第三項の規定による報告に係る建築物の敷地、構

（略）
（略）

都道府県知事は、前三項の規定による届出及び報告に基づき、

２・３

第十五条

（届出及び統計）

土交通省令で定める。

前項の台帳の記載事項その他その整備に関し必要な事項は、国

る。

８

造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、か つ、当該台帳（
当該処分及び 当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるもの
を含む。）を保存しなければならない。
前項の台帳の記載事項その他その整備に関し必要な事項及び当
該台帳（同項の国土交通省令で定める書類を含む。）の保存期間
その他その保存に関し必要な事項は、 国土交通省 令で定める 。

（略）

（届出及び統計）
第十五条
（略）

４

建築統計を作成し、これを国土交通大臣に送付し、かつ、関係書
（略）

建築統計を作成し、これを国土交通大臣に送付し、かつ、関係書
５

類を国土交通省令で定める期間保管しなければならない。

（略）

類を国土交通省令で定める期間保存しなければならない。

都道府県知事は、前三項の規定による届出及び報告に基づき、

２・３
４

５
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、検査又は是 正措置に関する手続の特例）

（国、都道府県又は建築主事を置く市 町村の建築物に対する確認

、検査又は是正措置 に関する手続の特例）

（国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認

国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建

築物の敷地については、第六条から第七条の六まで、第九条から

第十八条

築物の敷地については、第六条から第七条の六まで、第九条から

第十条まで及び第九十条の二の規定は、適用しない。この場合に

国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建

第十条まで及び第九十条の二の規定は、適用しない。この場合に

おいては、次項から第十四項までの規定に定めるところ による。

第十八条

おいては、次項から第二十三項までの規定に定めるところによる
。
（略）

項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関

２

項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関

係規定（第六条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物

（略）

係規定（第六条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物

の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に

２

の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に

掲げる建築物の建築について通知を受けた場合にあつては、同項

建築主事は、前項の通知を受けた場合においては、第六条第四

掲げる建築物の建築について通知を受けた場合にあつては、同項

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る建築

３

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る建築

基準関係規定。以下この項において同じ。）に適合するかどうか

建築主事は、前項の通知を受けた場合においては、第六条第四

基準関係規定。以下この項及び第十二項において同じ。）に適合

ことを認めたときにあつては当該通知をした国の機関の長等に対

を審査し、審査の結果に基づいて、建築基準関係規定に適合する

定に適合することを認めたときは、当該通知をした国の機関の長

しなければならない。

を記載した通知書を当該通知をした国の機関の長等に対して 交付

ことができない正当な理由があるときにあつてはその旨及び理由

めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定する

して確認済証を交付し、建築基準関係規定に適合しないことを認

都道府県知事は、当該都道府県に置かれた建築主事から前項の

めなければならない。

うかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判定を求

の計画が第二十条第二号又は第三号に定める基準に適合するかど

建築主事は、前項の場合において、第二項の通知に係る建築物

等に対して確認済証を交付しなければならない。

するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、建築基準関係規

３

４

５

構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該建築主事
を当該構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない
。
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６

都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第四
項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めると
きは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有す
る者の意見を聴くものとする。
都道府県知事は、第四項の構造計算適合性判定を求められた場
合においては、当該構造計算適合性判 定を求められた日から十四
日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければ
ならない。
都道府県知事は、前項の場合（第二十条第二号イの構造計算が
同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうか
の判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る
。）において 、同項の期間内に建築主事に同項の通知書を交付す
ることができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内
において、同項の期間を延長することができる。この場合におい
ては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理
由を記載した通知書を同項の期間内に建築主事に交付しなければ
ならない。
第四項の構造計算適合性判定に要す る費用は、当該構造計算適
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７

８

９

合性判定を求めた建築主事が置かれた都道府県又は市町村の負担
とする。
建築主事は、第四項の構造計算適合性判定により適合判定がさ

は、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長するこ とがで

項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるとき

において、第三項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に同

うかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。）

られる安全性を有することに係る部分に限る。）に適合するかど

つた構造計算で 同号イに規定す る方法によるものによつて確かめ

が第二十条第二号に定める基準（同号イの政令で定める基準に従

建築主事は、第三項の場合（第二項の通知に係る建築物の計画

れた場合に限り、第三項の確認済証を交付することができる。

10
11

き る。こ の場合においては、その旨及 びその延長する期間並びに
その期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該
通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。
建築主事は、第三項の場合において、第二項の通知に係る建築

物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又
は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定す るこ とができな
い正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知
書を第三項の期間（前項の規定により第三項の期間を延長した場
合にあつては、当該延長後の期間）内に当該通知をした国の機関
の長等に交付しなければならない。
４

第二項の通知に係る建築物の建築、大規模の修繕又は 大規模の

模様替の 工事は、前項の確認済 証の交付を受けた後でなければす

第二項の通知に係る建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の

模 様替の工事は、第三項 の確認済証の交付を受けた後でなければ

（略）

国の機関の長等は、当該 工事が特定 工程を含む場合において、

５～７

ることができない。

（略）

することができない。
～

８

四日以内に到達するように、建築主事に通知しなければならない

当該特定工程に係る工事を終えたときは、その旨を、その日から

その日から四 日以内に到 達するように、建築主事に通知しなけれ

築主事等は、その通知を受けた日から四日以内に、当該通知に係

る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合するかどうかを検

築主事等は、その通知を受けた日から四日以内に、当該通知に係

建築主事が前項の規定による通知を受けた場合においては、建

。
９

る工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建

査しなければならない。

を検査しなければならない。
建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、工

事中の建築物等が建築基準関係規定に適合すると認めたときは、

て当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない
。

間検査合格証を交付しなければならない。

後の工程に係る工事は、前項の規定による中間検査合格証の交付

第七条の三第六項の規定により特定行政庁が指定する特定工程

程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施

特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による当該特定工

国土交通省令で定めるところにより、国の機関の長等に対して中

10

は、国土交通省令で定めるところにより、国の機関の長等に対し

事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたとき

建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、工

築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうか

建築主事が前項の規定による通知を受けた場合においては、建

ばならない。

当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、その旨を、

国の機関の長等は 、当該工事が特定工程を含む場合において、

16

11
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12
13
17 14
18
19
20

工してはならない。
建築主事等は、第十八項の規定による検査において建築基準関

を受けた後でなければ、これを施工してはならない。

建築主事等は、第九項の規定による検査において建築基準関係

規定に適合すると認められた工事中の建築物等について、第 六項

第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又

を要しない。

分及びその敷地については、これらの規定による検査をすること

査において建築基準関係規定に適合すると認められた建築物の部

又は第九項の規定による検査をするときは、同項の規定による検

係規定に適合す るこ とを認められた 工事中の建築物等について、

特定行政庁（第十四項の規定による通知があつた後において
は、建築主事）が、安全上、防火上又は避難上支障がないと認
第十四項の規定による通知をした 日から七日を経過した とき

めて仮使用の承認をしたとき 。
。
（略）

都道府県知事は、第七十七条の三十五の二から第七

（指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施
）
第十八条の二

十七条の三十五の五までの規定の定めるところにより指定する者
に、第六条第五項、第六条の二第三項及び前条第四項の構造計算
適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。

二

一

（略）

第五項の規定による通知をした日から七日を経過したとき。

て仮使用の承認をしたとき。

、建築主事）が、安全上、防火上又は避難上支障がないと認め

特定行政庁（第五項の規定による通知があつた後においては

、又は使 用させるこ とができる 。

ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し

ただし、次の各号の一に該当す る場合には、検査済証の交付を受

物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。

該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築

においては、第七項 の検査済証の交付を受けた後でなければ、当

の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合

物を除く。）の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模

はこれらの建築物（共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築

二

一

を使用し、又は使用させ るこ とができ る。

交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分

。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の

築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない

当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建

においては、第十六項の検査済証の交付を受けた後でなければ、

の模様替の工事で避難施設等に関する 工事を含む ものをする場合

物を除く。）の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模

はこれらの建築物（共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築

第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又

検 査をす るこ とを要しな い。

れた建築物の部分及びその敷地については、これらの規定による

定による検査において建築基準関係規定に適合することを認めら

第十五項又は第十八項の規定による検査をするときは、同項の規

12
13
14
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21
22
23

２
３

都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該指
定 を受けた者が行う構造 計算適合性判定を 行わないものとす る。
第一項の規定による指定を受けた者が構造計算適合性判定を行
う場合における第六条第五項及び第七項から第九項まで、第六条
の二第三項から第六項まで並びに前条第四項及び第六項から第八
項までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事
」とあるのは 、「第十八条の二第一項の規定による指定を受けた
者」とする。
（確認審査等に関する指針等）
国土交通大臣は、第六条第四項及び第十八条第三項

確認審査等は、前項の規定により公表された第一項の指針に従

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。

国土交通大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したとき

らない。

実施を確 保す るため、確認審査等に関す る指針を定めなければな

二項第一号において「確認審査等」という。）の公正かつ適確な

む。）の規定による検査（以下この条及び第七十七条の六十二第

第八十七条の 二及び第八十八条第一項において準用する場合を含

四項、第七条の四第一項及び第十八条第十八項（これらの規定を

て準用する場合を含む。）の規定による検査並びに第七条の三第

規定を第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項におい

七条第四項、第七条の二第一項及び第十八条第十五項（これらの

二第三項及び第十八条第四項に規定する構造計算適合性判定、第

む。）の規定による確認のための審査、第六条第五項、第六条の

二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含

する審査、第六条の二第一項（第八十七条第一項、第八十七条の

十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む 。）に規定

（これらの規定を第八十 七条第一項、第八十七条の二並びに第八

第十八条の三

２
３

つて行わなければならない。
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（構造耐力）
建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び

建築物は、自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧及び水圧

（構造耐力）
第二十条

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

第二十条
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

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

て、次に定める基準に適合するものでなければならない。
一

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
当該建築物の安全上必

基準に適合すること。

力によ つて建築物 の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握

第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物

を有す るこ と。

令で定める基準に従つた 構造計算によつて確かめられる安全性

次に掲げる建築物にあつては、前号に定めるもののほか、政

するこ とその他の政令で定める基準に従 つた構造計算によ つて

イ

二

安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けた

が九メートルを超える建築物で、その主要構造部（床、屋根

イに掲げるもののほか、高さが十三メートル又は軒の高さ

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

及び階段を除く。）を石造、れんが造、コンクリートブロッ

ロ

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

次に掲げる基準のいずれかに適合する

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、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平
方向の変形を把握す るこ とその他の政令で定める基準に従つ
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 ムによるものによつて確
かめられる安全性を有すること。
前号に定める基準に適合す るこ と。
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

もの

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

ロ

イ

ものであること。

める建築物に限る。）

造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定

ートルを超え る鉄筋コ ンクリート造又は 鉄骨鉄筋コンクリート

地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メ

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（

ものであること。

であるこ と。こ の場合において、その構造方法は、荷重及び外

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 るもの

高さが六十メートルを超える建築物

号に定める基準に適合するものでなければならない。
一

二

三
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四

号又は第三号に掲げる建築物その他その主要構造部（床、屋根
及び階段を除く。）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
次に掲げる基準のいずれ

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

前二号に定める基準のいずれかに適合すること。

かめられる安全性を有すること。

土交通大臣の認定を受けたプログラ ムによるものによつて確

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

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 つ

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

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

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

かに適合するものであること。
イ

ロ
前三号に掲げる建築物以外の建築物

前三号に定める基準のいずれかに適合すること。

技術的基準に適合すること。

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

れかに適合するものであること。
イ
ロ

（略）

（再開発等促進区等内の制限の緩和等）
第六十八条の三
（略）

（略）

（再開発等促進区等内の制限の緩和等）
（略）

第六十八条の三
２～５

準用する場合を含む 。）の規定の適用については、第四十八条第

二項まで （これらの規定を第八十七条第二項又は 第三項にお いて

道再開発等促進区内の建築物に対する第四十八条第一項から第十

一項から第十項まで及び第十二項中「又は公益上やむを得ない」

準用する場合を含む 。）の規定の適用については、第四十八条第

二項まで （第八十七条第二項又は第三項においてこれら の規定を

道再開発等促進区内の建築物に対する第四十八条第一項から第十

地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿

一項から第十項まで及び第十二項中「又は公益上やむを得ない」

とあるのは「公益上やむを得ないと認め、又は地区計画若しくは

６

とあるのは「公益上やむを得ないと認め、又は地区計画若しくは

沿道地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適

地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿

２～５
６

沿道地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適
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得ない」とす る。

若しくは沿道地区計画の区域における業務の利便の増進上やむを

られた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該地区計画

上必要と認め、又は地区計画若しくは沿道地区計画において定め

利便上又は公益上必要」とあるのは「工業の利便上若しくは公益

業務の利便の増進上やむ を得ない」と、同条第十一項中「工業の

合し、かつ、当該地区計画若しくは沿道地区計画の区域における

得ない」とする。

若しくは沿道地区 計画の区域における業務の利便の増進上やむを

られた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該地区計画

上必要と認め、又は地区計画若しくは沿道地区計画において定め

利便上又は公益上必要」とあるのは「工業の利便 上若しくは公益

業務の利便の増進上やむを得な い」と、同条第十一項中「工業の

合し、かつ、当該地区計画若しくは沿道地区計画の区域における

（略）

（認証型式部材等に関する確認及び検査の特例）
第六十八条の二十

（認証型式部材等に関する確認及び検査の特例）
（略）

及び建築物で ある認証型式部材等でその新築の工事が国土交通省

令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設 計図

及び建築物である認 証型式部材 等でその新築の工事が国土交通省

建築物 以外の認証型式部材等で前条第一項の表示を付したもの

令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図

書のとおり実施されたことが確認されたものは、第七条第四項、

２

書のとおり実施されたことが確認されたものは、第七条第四項、

第七条の二第一項、第七条の三第四項、第七条の四第一項又は第

建築物以外の認証型式 部材等で前条第一項の表示を付したもの

第六十八条の二十
２

第七条の二第一項、第七条の三第四項、第七条の四第一項又は第

証に係る 型式に適合するものと みなす。

十八条第六項若しくは第九項の規定による検査において、その認

の認証に係る 型式に適合するものとみなす。

（構造方法等の認定）

十八条第十五項若しくは第十八項の規定による検査において、そ

（構造方法等の認定）

に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法、建築材料又

基づく命令の規定で、建築物の構造上の基準その他の技術的基準

に係る認定をいう。以下同じ。）の申請をしようとする者は、国

に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法又は建築材料

基づく命令の規定で、建築物の構造上の基準その他の技術的基準

構造方法等の認定（前三章の規定又はこれに

はプログラ ムに係る認定をいう。以下同じ。）の申請をしようと

土交通省令で定めるところ により、国土交通省令で定める事項を

第六十八条の二十六

する者は、国土交通省令で定めるところ により、国土交通省令で

記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければな

構造方法等の認定（前三章の規定又はこれに

定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これを

らない。

、審査に係る構造方法又は建築材料の性能に関する評価（以下こ

国土交通大臣は、構造方法等の認定のための審査に当たつては

、審査に係る構造方法、建築材料又はプログラ ムの性能に関する

の条において単に「評価」という。）に基づきこれを行うものと

２

評価（以下この条において単に「評価」という。）に基づきこれ

する。

国土交通大臣は、構造方法等の認定のための審査に当たつては

しなければならない。

第六十八条の二十六

２

を行うものとする。
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（略）

３・４

（略）

七項の規定により申請す る場合を除き、第三項の規定による指定

当該指定に係る構造方法等の認定の申請をしようとする者は、第

を受けた者が作成した当該申請に係る構造方法又は建築材料の性

七項の規定により申請する場合を除き、第三項の規定による指定

当該指定に係る構造方法等の認定の申請をしよう とする者は 、第

国土交通大臣が第三項の規定による指定をした場合において、

を受けた者が作成した当該申請に係る構造方法、建築材料又はプ

能に関す る評価書 （以下こ の条において「 性能評価書」という。

５

ログラムの性能に関する評価書（以下この条において「性能評価

）を第一項の申請書 に添えて、これをしなければならない。この

国土交通大臣が第三項の規定による指定をした場合において、

３・４
５

書」という。）を第一項の申請書に添えて、これをしなければな

場合において、国土交通大臣は、当該性能評価書に基づき構造方
（略）

らない。この場合において、国土交通大臣は、当該性能評価書に

６・７

法等の認定のための審査を行うものとする。

（略）

（指定）
第七十七条の十八

第六条の二第一項（第八十七条第一項、第八十

基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする。
６・７
（指定）
第六条の二第一項（第八十七条第一項、第八十

七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する

第七十七条の十八

七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する

準用する場合を含む 。以下この項において 同じ。）の規定による

場合を含む 。以下この項において同じ。）又は第七条の二第一項

準用する場合を含む 。以 下この項において同じ。）の規定による

指定（以下この節において単に「指定」という。）は、第六条の

場合を含む。以下この項において同じ。）又は第七条の二第一項

指定（以下この節において単に「指定」という。）は、第六条の

二第一項の規定による確認又は第七条の二第一項及び第七条の四

（第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において

二第一項の規定による確認又は第七条の二第一項及び第七条の四

第一項（第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する

（第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは 第二項において

第一項（第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する

（欠格条項）

（略）

る者の申請により行う。

場合を含む。）の検査（以下この節、第七十七条の六十二第二項

２

場合を含む 。）の検査（以下「確認検査」という 。）の業務を行

（略）

及び第七章において 「確認検査」という。）の業務を行おうとす

２

国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしようとするときは

おうとする者の申請により行う。

３

、あらかじめ、業務区域を所轄する特定行政庁（都道府県知事に
あつては、当該都道府県知事を除く。）の意見を聴かなければな
らない。
（欠格条項）

- 21 -

第七十七条の十九

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受

第七十七条の十九

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受

一

破産者で復権を得ないもの

（略）

けることができない。

（略）
二

け るこ とがで きない。
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑

こ

二
三

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

こ

禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑
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

第七十七条の六十二第二項の規定により第七十七条の五十八

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

第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取

なつた日から起算して五年を経過しない者
第七十七条の三十五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五年を経過しない者
第七十七条の三十五の十四第二項の規定により第七十七条の
三十五の二に規定する指定を取り消され、その取消しの日から
起算して五年を経過しない者
五

第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して二年を経

建築士法第七条第三号又は第二十三条の四第一項第二号に該

第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経
六

過しない者

建築士法第七条第五号又は第二十三条の四第 一項第三号に該

当する者

公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して

国土交通大臣又は都道府県知事は、指定の申請

二年を経過しない者
（略）

第七十七条の二十

（指定の基準）

八

七

過しない者

第七十七条の六十二第二項の規定により第七十七条の五十八

四

三

四
五

六

七
当する者

公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して
（略）

八
九

その者の親会社等（その者の経営 を実質的に 支配す るこ とが

三年を経過しない者
十

可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下

国土交通大臣又は都道府県知事は、指定の申請

同じ。）が前各号のいずれかに該当する者
（指定の基準）
第七十七条の二十

が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定

る。）の数が 、確認検査を行おうとする建築物の種類、規模及

第七十七条の二十四第一項の確認検査員（職員である者に限

が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定

一

をしてはならない。

第七十七条の二十四第一項の確認検査員（常勤の職員である

をしてはならない。
一

者に限る。）の数が、確認検査を行おうとする建築物の種類、
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二

三

規模及び数に応じて国土交通省令で定める数以 上であるこ と。
二

び数に応じて国土交通省令で定める数以上であること 。

前号に規定するほか、職員、確認検査の業務の実施の方法そ

の他の事項についての確認検査の業務の実施に関する計画が、

前号に定めるもののほか、職員、確認検査の業務の実施の方
法その他の事項についての確認検査の業務の実施に関する計画

前号の確認検査の業務の実施に関する計画を適確に実施する

確認検査の業務の適確な実施のために適切なものであること。

三

が、確認検査の業務の適確な実施のために適切なものであるこ
と。
その者の有する財産の評価額（その者が法人である場合にあ
つては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額）が国
土交通省令で定める額以上であること。
前号に定めるもののほか、第二号の確認検査の業務の実施に

（略）

に足りる経理的基礎を有するものであること。
四

四
関する計画を適確 に実施するに足りる経理的基礎を有するもの
（略）

確認検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務

であること。
五

五

を行うことによつて確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼ

その者又はその者の親会社等が確認検査の業務以外の業務を
行つている場合には、その業務を行うことによつて確認検査の

す おそれがな いものであ るこ と 。

六

業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること
。
六

（略）

七

（業務区域の変更）

（略）

（業務区域の変更）

（略）
（略）

第七十七条の二十二
２

（略）

（略）

第七十七条の二十第一号から第三号までの規定は、第一項の認

第七十七条の二十二
２

３

（略）
（確認検査員）
第七十七条の二十四

、国土交通省令で定める方法に従い、確認検査員に確認検査を実

指定確認検査機関は、確認検査を行うときは

可について準用す る。

第七十七条の十八第三項及び第七十七条の二十第一号から第四
号までの規定は、第一項の認可について準用する。こ の場合にお
いて、第七十七条の十八第三項中「業務区域」とあるのは、「増
加しようとする業務区域」と読み替えるものとする。
（略）

指定確認検査機関は、確認検査を行うときは

４

３

４

（確認検査員）
第七十七条の二十四

、確認検査員に確認検査を実施させなければならない。
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（略）

（略）

施させなければならない。
２・３

が第七十七条の二十第五号に掲げる基準に適合しなくなつたとき

は、指定確認検査機関に対し、その確認検査員を解任すべきこと

が第七十七条の二十第四号に掲げる基準に適合しなくなつたとき

国土交通大臣等は、確認検査員の在任により指定確認検査機関

は、指定確認検査機関に対し、その確認検査員を解任すべきこと

を命ずることができる。

４

を命ずることができる。

（秘密保持義務等）

国土交通大臣等は、確認検査員の在任により指定確認検査機関

２・３
４

（秘密保持義務等）

指定確認検査機関（その者が法人である場合

にあつては、その役員。次項において 同じ。）及びその職員（確

第七十七条の二十五

にあつては、その役員。次項において同じ。）及びその職員（確

認検査員を含む。次項において 同じ。）並びにこれらの者であつ

指定確認検査機関（その者が法人である場合

認検査員を含む 。次項において 同じ。）並びにこ れらの者であつ

た者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自

（監督命令）

（略）

た 者は、確認 検査の業務 に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗

当該指定確認検査機関の業務の実績を記載した書類

２

己の利益のために使用してはならない。

（略）

指定確認検査機関は、国土交通省令で定

用してはならない。

第七十七条の二十五

２
（書類の閲覧）
第七十七条の二十九の二

めるところにより、確認検査の業務を行う事務所に次に掲げる書
類を備え置き、第六条の二第一項の規定による確認を受けようと
する者その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければな
一

確認検査員の氏名及び略歴を記載した書類

らない。
二

確認検査の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金

その他指定確認検査機関の業務及び財務に関する書類で国土

場合にあつては、その内容を記載した書類

額を担 保するため の保険契約の締結その 他の措置を講じて いる

三

四

交通省令で定めるもの
（監督命令）
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（略）

国土交通大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、国土

第七十七条の三十
２
交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならな
い。
（報告、検査等）
（略）

第七十七条の三十

（報告、検査等）

（略）

（略）

（略）

第六十八条の二十一第二項及び第三項の規定は、前項の場合に

第七十七条の三十一

２

ついて準用す る。

第六十八条の二十一第二項及び第三項の規定は、第一項及び第

する。

査の業務の全部又は一部の停止命令その他の措置を講ずるものと

は、必要に応じ、第七十七条の三十五第二項の規定による確認検

前項の規定による報告を受けた場合において、国土交通大臣等

大臣等に報告しなければならない。

ときは、国土 交通省令で 定めるところにより、その旨を国土交通

検査の業務に関し著しく不適当な行為をした事実があると認める

認検査機関が、確認検査業務規程に違反する行為をし、又は確認

特定行政庁は、前項の規定による立入検査の結果、当該指定確

せることができる。

しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問さ

指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若

な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、

項の規定による確認をする権限を有する建築物の確認検査の適正

特定行政庁は、その指揮監督の下にある建築主事が第六条第一

第七十七条の三十一
２

３

４

５

二項の場合について準用する。

（照会及び指示）
第七十七条の三十二

（照会及び指示）
（略）

特定行政庁は、その指揮監督の下にある建築主事が第六条第一

項の規定による確認をする権限を有する建築物について、指定確

２

な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定確認検査

認検査機関に対し、その確認検査の適正な実施のため必要な措置

特定行政庁は、前条第二項に規定する建築物の確認検査の適正

第七十七条の三十二
２

機関に対し、当該確認検査の適正な実施のために必要な措置をと
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るべきことを指示することができる。
（指定の取消し等）

をとるべきことを指示することができる。

国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認

（指定の取消し等）
第七十七条の三十五

検査機関が第七十七条の十九各号（第四号を除く。）の一に該当

国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認

検査機関が第七十七条の十九各号（第四号を除く。）のいずれか

するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

い。

国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各

号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定め

２

号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間

て確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ

国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各
を定めて確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずること

第六条の二第三項（第八十 七条第一項、第八十七条の二又は

る。
一

ができる。
第六条の二第九項若しくは第十項（これらの規定を第八十七

第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む

（略）

二

第七十七条の二十四第四項、第七十七条の二十七第三項又は

（略）

一

条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二

項（第八十七条の二又は第八十八条第一項においてこれらの規

。）、第七条の二第三項から第六項まで（第八十七条の二又は

四第二項、第三項若しくは第六項（これらの規定を第八十七条

定を準用する場合を含む 。）、第七十七条の二十一第二項、第

項において準用する場合を含む。）、第七条の二第三項から第

の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。）、

七十七条の二十二第一項若しくは第二項、第七十七条の二十四

第八十八条第 一項若しくは第二項においてこれらの規定を準用

第十八条の三第三項、第七十七条の二十一第二項、第七十七条

第一項から第三項まで、第七十七条の二十六、第七十七条の二

六項まで（これらの規定を第 八十七条の二又は第八十八条第一

の二十 二第一項若しくは第二項、第七十 七条の二十四第一項か

十八、第七十七条の二十九又は前条第一項の規定に違反したと

する場合を含む。）、第七条の四第二項、第三項若しくは第六

ら第三項まで、第七十七条の二十六、第七十七条の二十八から

き。

二

三

（略）

（略）

四～六

（略）

第七十七条の三十の規定による命令に違反したとき。

第七十七条の二十四第四項、第七十七条の二十七第三項又は

（略）

四～六

第七十七条の三十第一項の規定による命令に違反したとき。

三

とき。

第七十七条の二十九の二まで又は前条第一項の規定に違反した

項若しくは第二項において準用する場合を含む。）、第七条の

３

に該当す るに至つたときは、その指定を取り消さなければならな

第七十七条の三十五

２

３
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第三節
（指定）
第十八条の二第一項の規定による指定（

指定構造計算適合性判定機関

第七十七条の三十五の二
以下この節において単に「指定」という。）は、構造計算適合性

次の各号のいずれかに該当する者は、指

判定の業務を行おうとする者の申請により行う。
（欠格条項）
第七十七条の三十五の三
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

未成年者、成年被後見人又は被保佐人

定を受けるこ とができない。
二

禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑

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

三年を経過しない者

公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して

当す る者

建築士法第七条第五号又は第二十三条の四第一項第三号に該

過しない者

第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経

第七十七条の六十二第二項の規定により第七十七条の五十八

い者

定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しな

第七十七条の三十五の十四第一項又は第二項の規定により指

て五年を経過しない者

一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算し

第七十七条の三十五第二項の規定により第七十七条の十八第

なつた日から起算して五年を経過しない者

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

こ

三

四

五

六

七
八
九

る者があるもの
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十

都道府県知事は、指定の申請が次に掲げ

その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する者

（指定の基準）
第七十七条の三十五の四
る基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはな

。

前各号に定めるもののほか、構造計算適合性判定の業務を行

実施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構造計算適合性判定の業務の公正な

造計算適合性判定 の業務以外の業務を行 つて いる場合には、そ

前号に定めるもののほか、その者又はその者の親会社等が構

ければならない構造計算適合性判定を行わないものであること

第六条の二第三項の規定により当該指定確認検査機関が求めな

には、第十八条の二第三項の規定により読み替えて適用される

その者又はその者の親会社等が指定確認検査機関である場合

正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであるこ と。

その者及びその職員の構成が、構造計算適合性判定の業務の公

令で定める構成員又は職員の構成が、法人以外の者にあつては

法人にあつては役員、第七十七条の二十第五号の国土交通省

るこ と。

に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであ

前号の構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画を適確

の適確な実施のために適切なものであること。

判定の業務の実施に関する計画が、構造 計算適合性判定の業務

定の業務の実施の方法その他の事項についての構造計算適合性

員を含む。第三号において同じ。）、設備、構造計算適合性判

職員（第 七十七条の三十五の七第一項の構造計算適合性判定

らない。
一

二

三

四

五

六

うにつき十分な適格性を有するものであること。
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（指定の公示等）
都道府県知事は、指定をした ときは、指

都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その

府県知事に届け出なければならない。

るときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道

造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとす

指定構造計算適合性判定機関は、その名称若しくは 住所又は構

開始の日を公示しなければならない。

の業務を行う事務所の所在地並びに構造計算適合性判定の業務の

合性判定機関」という。）の名称及び住所、構造計算適合性判定

定を受けた者（以下この節及び第百条において「指定構造計算適

第七十七条の三十五の五

２

３
旨を公示しなければならない。
（指定の更新）

指定は、五年 以上十年以内において政令

第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の四までの規

よつて、その 効力を失う。

で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過に

第七十七条の三十五の六

２

定は、前項の指定の更新の場合について準用する。
（構造計算適合性判定員）
指定構造計算適合性判定機関は、構造計

指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定員を選任

選任しなければならない。

有する者として 国土交通省令で定める 要件を備え る者のうち から

構造計算適合性判定員は、建築に関する専門的知識及び技術を

合性判定を実施させなければならない。

算適合性判定を行うときは、構造計算適合性判定員に構造計算適

第七十七条の三十五の七

２

３

し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、
その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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４

都道府県知事は、構造計算適合性判定員が、第七十七条の三十
五の九第一項の認可を受けた構造計算適合性判定業務規程に違反
したとき、構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為
をしたとき、又はその在任により指定構造計算適合性判定機関が
第七十七条の三十五の四第三号に掲げる基準に適合しなくなつた
ときは、指定構造計算適合性判定機関 に対し、その構造計算適合
性判定員を解任すべきこ とを命ずることができる。
（秘密保持義務等）
指定構造計算適合性判定機関（その者が

指定構造計算適合性判定機関及びその職員で構造計算適合性判

関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

）並びにこれらの者であつた者は、構造計算適合性判定の業務に

び その職員（構造計算適 合性判定員を含む 。次項において同じ。

法人である場合にあつては、その役員 。次項にお いて同じ。）及

第七十七条の三十五の八

２

定の業務に従事するものは、刑法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。
（構造計算適合性判定業務規程）
指定構造計算適合性判定機関は、構造計

都道府県知事は、第一項の認可をした構造計算適合性判定業務

令で定める。

構造計算適合性判定業務規程で定めるべき事項は、国土交通省

とする。

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

算適合性判定業務規程」という。）を定め、都道府県知事の認可

算適合性判定の業務に関する規程（以 下この節に おいて「構造計

第七十七条の三十五の九

２
３

規程が構造計算適合性判定の公正かつ適確な実施上不適当となつ
たと認めるときは、その構造計算適合性判定業務規程を変更すべ
きことを命ずることができる。
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（帳簿の備付け等）
指定構造計算適合性判定機関は、国土交

前項に定めるもののほか、指定構造計算適合性判定機関は、国

これを保存しなければならない。

る事項で 国土交通省令で定めるものを記載した 帳簿を備え付け、

通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関す

第七十七条の三十五の十

２
土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に

都道府県知事は、構造計算適合性判定

関する書類で 国土交通省令で定めるものを保存しなければならな
い。
（監督命令）
第七十七条の三十五の十一

の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認める
ときは、指定構造計算適合性判定機関に対し、構造計算適合性判
定の業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）
都道府県知事は、構造計算適合性判定

第六十八条の二十一第 二項及び第三項の規定は、前項の場合に

くは関係者に質問させることができる。

の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若し

適合性判定機関の事務所に立ち入り、構造計算適合性判定の業務

の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定構造計算

ときは、指定構造計算適合性判定機関 に対し構造 計算適合性判定

の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認める

第七十七条の三十五の十二

２

ついて 準用す る。

指定構造計算適合性判定機関は、都道

（構造計算適合性判定の業務の休廃止等）
第七十七条の三十五の十三
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２

３

府県知事の許可を受けなければ、構造 計算適合性判定の業務の全
部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
都道府県知事が前項の規定により構造計算適合性判定の業務の
全部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
を失う。
都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示し
なければならない。
（指定の取消し等）
都道府県知事は、指定構造計算適合性

都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関が次の各号のい

ならない。

ずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければ

判定機関が第七十七条の三十五の三各号（第五号を除く。）のい

第七十七条の三十五の十四

２

ずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定め
て構造計算適合性判定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずる

。

第七十七条の三十五の四各号に掲げる基準に適合していない

たとき。

三項又は第七十七条の三十五の十一の規定による命令に違反し

第七十七条の三十五の七第四項、第七十七条の三十五の九第

性判定 業務規程によらないで 構造計算適 合性判定を行つたとき

第七十七条の三十五の九第一項の認可を受けた構造計算適合

前条第一項の規定に違反したとき。

の七第一項から第三項まで、第七十七条の三十五の十若しくは

第三項、第七十七条の三十五の五第二項、第七十七条の三十五

しくは第十八条第 七項若しくは第八項の規定又は第十八条の三

条第八項若しくは第九項、第六条の二第五項若しくは第六項若

第十八条の二第三項の規定により読み替えて適用される第六

ことができる。
一

二

三

四
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３

五

六

と認めるとき。
構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をした
とき、又はその業務に従事する構造計算適合性判定員若しくは
法人にあつてはその役員が、構造計算適合性判定の業務に関し
著しく 不適当な行為をしたとき。
不正な手段により指定を受けたとき。
都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前
項の規定により構造計算適合性判定の業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。
（都道府県知事による構造計算適合性判定の実施）
都道府県知事は、指定構造計算適合性

第七十七条の三十五の十三第一項の規定により構造計算適合
性判定の業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構造計算適合性判定の業務の全部又
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構造計算適合性判定の業務の全部又
は一部を実施することが困難となつた場合において都道府県知
事が必要があると認めるとき。
都道府県知事は、前項の規定により構造計算適合性判定の業務

都道府県知事が、第一項の規定により構造計算適合性判定の業

を公示しなければならない。

業務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨

を行い、又は 同項の規定により行つて いる構造計算適合性判 定の

三

二

一

よつて行われないものを自ら行うものとする。

計算適合性判定の業務のうち他の指定構造計算適合性判定機関に

休止し、停止を命じられ、又は実施することが困難となつた構造

第二項の規定にかかわらず、当該指定構造計算適合性判定機関が

判定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条の二

第七十七条の三十五の十五

２

３

務を行うこととし、第七十七条の三十五の十三第一項の規定によ
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り構造計算適合性判定の業務の廃止を 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構造計

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を

指定認定機関等

算適合性判定の業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。
第四節
（欠格条項）
第七十七条の三十七

第三節
（欠格条項）

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を

指定認定機関等

第七十七条の三十七
一

破産者で復権を得ないもの

（略）

受けるこ とができない。

（略）

二

受けることができない。
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

国土交通大臣は、指定の申請が次に掲げる基

二

（略）

三～五

（略）

三～五

（指定の基準）
第七十七条の三十八

（指定の基準）
国土交通大臣は、指定の申請が次に掲げる基

準に適合していると認めるときでなければ 、指定をしてはならな

第七十七条の三十八

準に適合して いると認めるときでなければ、指定をしてはならな

（略）

い。
一・二

い。
（略）

令で定める構成員又は 職員の構成が、法人以外の者にあつては

法人にあつては役員、第七十七条の二十第四号の国土交通省

令で定める構成員又は職員の構成が、法人以外の者にあつては

その者及びその職員の構成が、認定等の業務の公正な実施に支

三

その者及びその職員の構成が、認定等の業務の公正な実施に支

障を及ぼすおそれがないものであること。

法人にあつては役員、第七十七条の二十第五号の国土交通省

一・二
三

障を及ぼすおそれがないものであること。

四・五

（略）

四・五

（指定の公示等）

（略）

（指定の公示等）

国土交通大臣は、指定をしたときは、指定を

受けた者（以下こ の節及び第九十七条の四において「指定認定機

第七十七条の三十九

受けた者（以下この節、第九十七条の四及び第百条において「指

関」という。）の名称及び住所、指定の区分、業務区域、認定等

国土交通大臣は、指定をしたときは、指定を

定認定機関」という。）の名称及び住所、指定の区分、業務区域

の業務を行う事務所の所在地並びに認定等の業務の開始の日を公

第七十七条の三十九

、認定等の業務を行う事務所の所在地並びに認定等の業務の開始
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（略）

の日を公示しなければならない。
２・３
（秘密保持義務等）

（略）

示しなければならない。
２・３
（秘密保持義務等）

指定認定機関（その者が法人である場合にあ

つては、その役員。次項において同じ。）及びその職員（認定員

第七十七条の四十三

つては、その役員。次項において同じ 。）及びその職員（認定員

を含む。次項において同じ。） 並びにこれらの者であつた者は、

指定認定機関（その者が法人である場合にあ

を含む。次項 において同じ。）並びにこれらの者であつた者は、

認定等の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利 益の
（略）

認定等の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはな
２

ために使用してはならない。

（略）

（承認）

第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条

第七十七条の五十四
２

（略）

らない。

第七十七条の四十三

２
（承認）
（略）

第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条

第七十七条の五十四
２

十七条の三十四第一項及び第三項中「国土交通大臣等」とあるの

いて、第七十七条の二十二第一項、第二項及び第四項並びに第七

は承認認定機関が行つた認定等について準用する。この場合にお

承認認定機関」という。）に、第七十七条の四十六第二項の規定

認を受けた者（以下この条、次条及び第九十七条の四において「

の四十九までの規定は第六十八条の二十五第三項の規定による承

十七条の四十六第一項並びに第七十七条の四十七から第七十七条

七条の四十二、第七十七条の四十四、第七十七条の四十五、第七

十七条の三十四、第七十七条の三十九第二項及び第三項、第七十

よる承認に、第七十七条の二十二（第三項後段を除く。）、第七

第七十七条の二十二第三項中「第七十七条の二十第一号から第三

び第三項中「国土交通大臣等」とあるのは「国土交通大臣」と、

二第一項、第二項及び第四項並びに第七十七条の三十四第一項及

認定等について準用する。この場合において、第七十七条の二十

）に、第七十七条の四十六第二項の規定は承認認定機関が行つた

条、次条及び第九十 七条の四において「承認認定機関」という。

六十八条の二十五第三項の規定による承認を受けた者（以下この

びに第七十七条の四十七から第七十七条の四十九までの規定は第

条の四十四、第七十七条の四十五、第七十七条の四十六第一項並

七条の三十九第二項及び第三項、第七十七条の四十二、第七十七

よる承認 に、第七十 七条の二十 二、第七十 七条の三十四、第七十

の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項及び

は「国土交通大臣」と、第七十七条の二十二第三項前段中「第七

号までの規定」とあるのは「第七十七条の三十八第一号及び第二

の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項及び

十七条の十八第三項及び第七十七条の二十第一号から第四号まで

号の規定」と、第七十七条の四十二第四項及び第七十七条の四十

第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十五第三項の規定に

の規定」とあるのは「第七十七条の三十八第一号及び第二号の規

五第三項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第七十七条の

第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十五第三項の規定に

定」と、第七十七条の四十二第四項及び第七十七条の四十五第三
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項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第七十七条の四十八
中「命令」とあるのは「 請求」と読み替えるものとする。

四十八中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。

指定性能評価機関等

第四節

指定性能評価機関等

第五節

（略）

（指定性能評価機関）
第七十七条の五十六

（指定性能評価機関）
（略）

の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項及び

第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十六第三項の規定に

の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項及び

第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条

第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十六第三項の規定に

よる指定に、第七十七条の三十九第二項及び第三項、第七十七条

２

よる指定に、第七十七条の三十九第二項及び第三項、第七十七条

の四十、第七十七条の四十二から第七十七条の四十五まで並びに

第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条

第七十七条の五十六
２

の四十、第七十七条の四十二から第七十七条の四十五まで並びに

第七十七条の四十七から第七十七条の五十二までの規定は前項の

用する。この場合において、第 七十七条の三十八第一号、第七十

第七十七条の四十七から第七十七条の五十二までの規定は前項の

する。この場 合において、第七十七条の三十八第一号、第七十七

七条の四十二、第七十七条の四十三第一項及び第七十七条の五十

規定による指定を受けた者（以下こ の条、第九十 七条の四及び第

条の四十二、第七十七条の四十三第一項及び第七十七条の五十一

一第二項第五号中「認定員」とあるのは「評価員」と、第七十七

規定による指定を受けた者（以下この条、第九十七条の四及び第

第二項第五号中「認定員」とあるのは「評価員」と、第七十七条

条の五十一第二項第一号中「第七十七条の四十六第一項、第七十

百一条において「指定性能評価機関」という。）に、第七十七条

の五十一第二項第一号中「第七十七条の四十六第一項、第七十七

七条の四十七」とあるのは「第七十七条の四十七」と、第七十七

百条において「指定性能評価機関」という。）に、第七十七条の

条の四十七」とあるのは「第七十七条の四十七」と、第七十 七条

条の五十三中「処分」とあるのは「処分（性能評価の結果を除く

の五十三の規定は指定性能評価機関が行つた性能評価について準

の五十三中「処分」とあるのは「処分（性能評価の結果を除く。

。）」と読み替えるものとする。

五十三の規定は指定性能評価機関が行つた性能評価について準用

）」と読み替えるものとする。

（略）

（承認性能評価機関）
第七十七条の五十七

（承認性能評価機関）
（略）

の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項及び

第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条

の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項及び

第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十六第六項の規定に

２

第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十六第六項の規定に

よる承認に、第七十七条の二十二、第七十七条の三十四、第七十

第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条

第七十七条の五十七
２

よる承認に、第七十七条の二十二（第三項後段を除く。）、第七
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求する」と、第七十七条の四十八中「命令」とあるのは「請求」

四項及び第七十七条の四十五第三項中「命ずる」とあるのは「請

号中「認定員」とあるのは「評価員」と、第七十七条の四十二第

第一号、第七十七条の四十二及び第七十七条の五十五第二項第五

七条の三十八第一号及び第二号の規定」と、第七十七条の三十八

十七条の二十第一号から第四号までの規定」とあるのは「第七十

十七条の二十二第三項前段中「第七十七条の十八第三項及び第七

三項中「国土交通大臣等」とあるのは「国土交通大臣」と、第七

一項、第二項及び第四項 並びに第七十七条の三十四第一項及び第

）について準用する。この場合において、第七十七条の二十二第

けた者（第九十七条の四において「承認性能評価機関」という。

五十五の規定は第六十八条の二十六第六項の規定による承認を受

十七条の四十七から第七十七条の四十九まで並びに第七十七条の

七条の四十二、第七十七条の四十四、第七十七条の四十五、第七

十七条の三十四、第七十七条の三十九第二項及び第三項、第七十

十六第一項、第七十七条の四十七」とあるのは「第七十七条の四

請求」と、第七十七条の五十五第二項第一号中「第七十七条の四

は「請求する」と、第七十七条の四十八中「命令」とあるのは「

十二第四項及び第七十七条の四十五第三項中「命ずる」とあるの

項第五号中「認定員」とあるのは「評価員」と、第七十七条の四

三十八第一号、第七十七条の四十二及び第七十七条の五十五第二

第七十七条の三十八第一号及び第二号の規定」と、第七十七条の

「第七十七条の二十第一号から第三号までの規定」とあるのは「

」とあるのは「国土交通大臣」と、第七十七条の二十二第三項中

並びに第 七十七条の三十四第一項及び第三項中「国土交通大臣等

の場合において、第七十七条の二十二第一項、第二項及び第四項

において「承認性能評価機関」という。）について準用す る。こ

条の二十六第六項の規定による承認を受けた者（第九十七条の四

十七条の四十九まで並びに第七十七条の五十五の規定は第六十八

条の四十 四、第七十 七条の四十 五、第七十七条の四十七から第七

七条の三十九第二項及び第三項、第七十七条の四十二、第七十七

（欠格条項）
第七十七条の五十九
（略）
こ

禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは

一・二

一項の登 録を受けることができない。

次の各号の いずれかに該当する者は、前条第

十七」と読み替えるものとする。

と、第七十七条の五十五第二項第一号中「、第七十七条の四十六
第一項又は第 七十七条の四十七」とあるのは「又は第七十七条の

次の 各号のいずれかに該当する者は、前条第

四十七」と読み替えるものとする。
（欠格条項）
第七十七条の五十九

一項の登録を受けることができない。
（略）

三

建築士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は

こ

建築士法の規定により刑に処 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

受け、その処分の日から起算して二年を経過しない者

第七十七条の六十二第二項の規定による登録の消除の処分を

執行を受けるこ とがなくなつた日から起算して五年を経過しな
四

い者

第七十七条の六十二第一項第四号又は第二項の規定により前

い者

禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは

一・二
三

四

条第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を
経過しない者
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第七十七条の六十二第二項の規定により確認検査の業務を行

五

公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して

建築士法第七条第三号に該当する者

五
うことを禁止され、その禁止の期間中に同条第一項第一号の規
定により前条第一項の登録を消除され、まだその期間が経過し
建築士法第七条第五号に該当す る者
六

ない者
六
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して

（死亡等の届出）

二年を経過しない者

七
三年を経過しない者
（死亡等の届出）

建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれ

かに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合

第七十七条の六十一

かに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合

判定資格者が 当該各号に該当す るに至つた 日（第一号の場合にあ

建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれ

判 定資格者が 当該各号に該当するに至つた日（第一号の場合にあ

つては、その事実を知つた日）から三十日以内に、国土交通大臣

第七十七条の六十一

つては、その事実を知つた日）から三十日以内に、国土交通大臣

死亡したとき。

相続人

一

第七十七条の五十九第二号に該当するに至つたとき。

国土交通大臣は、次の各号の一に掲げる場合

本人

第七十七条の五十九第三号、第五号又は第六号に該当するに

後見人又は保佐人

二
三

至つたとき。
（登録の消除等）

（略）

前条の規定による届出がなくて同条各号の一に該当する事実
が判明したとき。
（略）

当するときは、一年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うこ

国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が次の各号の一に該

四・五

三

一・二

は、その登録を消除しなければならない。

第七十七条の六十二

２

成年

にその旨を届け出なければならない。
成年後

にその旨を届け出なければならない。
死亡したとき

相続人

一

第七十七条の五十九第二号に該当するに至つたとき

本人

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げ

第七十七条の五十九第三号、第六号又は第七号に該当するに

見人又は保佐人

二
三
至つたとき
（登録の消除等）

らない。
一・二

前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該 当す
る事実が判明したとき。
（略）

国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれ

四・五

三

（略）

る場合は、第七十七条の五十八第一項の登録を消除しなければな

第七十七条の六十二

２

かに該当するときは、一年以内の期間を定めて確認検査の業務を
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３

第十八条の三第三項の規定に違反して、確認審査等を実施し

行うことを禁止し、又はその登録を消 除す るこ とができ る。
一
（略）

たとき。
二・三
国土交通大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、国土
交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならな
い。

次の各号のいずれかに該 当す る者は、委員となるこ

（委員の欠格条項）
第八十条の二

とを禁止し、又はその登録を消除することができる。

一・二（略）

次の各号のいずれかに該当する者は、委員となるこ

（委員の欠格条項）
第八十条の二

一
（略）

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二

一

（略）

破産者で復権を得ない者

とができない。

二

（仮設建築物に対する制限の緩和）

とができない。

（仮設建築物に対する制限の緩和）
はこれに隣接する区域で 特定行政庁が指定するものの内において

は、災害により破損した建築物の応急の修繕又は次の各号の一に

はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内において

非常災害があつた場 合において 、その発生した区域又

は、災害により破損した建築物の応急の修繕又は次の各号のいず

該当する応急仮設建築物の建築でその災害が発生した日から一月

第八十五条

れかに該当する応急仮設建築物の建築でその災害が発生した日か

以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定

非常災害があ つた場合において、その発生した区域又

ら一月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令

（略）

は、適用しない。ただし、防火地域内に建築する場合については
一・二

の規定は、適用しない。ただし、防火地域内に建築する場合につ
（略）

、この限りでない。

一・二

その他これらに類する仮設建築物については、第六条から第七条

は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場

の他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又

の六まで、第十二条第一項から第四項まで、第十五条、第十八条

その他こ れらに類す る仮設建築 物については、第六条から第七条

は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場

の他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又

災害があつた場合において建築する停車場、郵便局、官公署そ

の六まで、第十二条第一項から第四項まで、第十五条、第十八条

（第十四項を除く。）、第十九条、第二十一条から第二十三条ま

災害があつた場合において建築する停車場、郵便局、官公署そ

（第二十三項を除く。）、第十九条、第二十一条から第二十三条

で、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項、

２

いては、この限りでない。

第八十五条

２

まで、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項
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防火地域内にある延べ面積が五十平方メートルを超えるものにつ

定並びに第三章の規定は、適用しない。ただし、防火地域又は準

係る部分に限る。）、第三十七条、第三十九条及び第四十条の規

、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項及び第三十五条に

、第三十五条、第三十六条（第十九条、第二十一条、第二十六条

ては、第六十三条の規定の適用があるものとする。

火地域内にある延べ面積が五十平方メートルを超えるものについ

並びに第三章の規定は、適用しない。ただし、防火地域又は準防

る部分に限る。）、第三十七条、第三十九条及び第四十条の規定

第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項及び第三十五条に係

第三十五条、第三十六条（第十九条、第二十一条、第二十六条、

（略）

いては、第六十三条の規定の適用があるものとする。
３～５

（一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する高度利用地区又

（略）

（一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する高度利用地区又

は都市再生特別地区内における制限の特例）

３～５

は都市再生特別地区内における制限の特例）

第八十六条第一項から第四項まで（前条第八項に

おいてこ れらの規定を準用する場合を含む 。）の規定により一の

第八十六条の三

を 前条第八項 において準 用す る場合を含む 。）の規定により一の

敷地内にあるものとみなされる建築物は、第五十九条第一項又は

第八十六条第一項から第四項まで（これらの規定

敷地内にあるものとみなされる建築物は、第五十九条第一項又は

第六十条の二第一項の規定を適用す る場合においては、これを一

第八十六条の三

第六十条の二第一項の規定を適用する場合においては、これを一

の建築物とみなす。

（用途の 変更に対す るこ の法律 の準用）

の建築物とみなす。
（用途の変更 に対す るこ の法律の準用）

同条（第三項及び第五項から第十二項 までを除く 。）、第六条の

似の用途相互間におけるものである場合を除く。）においては、

築物のいずれかとする場合（当該用途の変更が政令で指定す る類

号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第七条第一項及び

同条（第三項を除く。）、第六条の二、第六条の三（第一項第一

似の用途相互間におけるものである場合を除く。）においては、

築物のいずれかとする場合（当該用途の変更が政令で指定する類

建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建

二（第三項から第八項までを除く。）、第六条の三（第一項第一

第十八条第一項から第五項までの規定を準用する。この場合にお

第八十七条

号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第七条第一項並び

いて、第七条第一項中「建築主事の検査を申請しなければならな

建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建

に第十八条第一項から第三項まで及び第十二項から第十四項まで

い」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み

第八十七条

の規定を準用する。この場合において、第七条第一項中「建築主

替えるものとする。
（略）
（建築設備への準用）

２～４

事の検査を申請しなければならない」とあるのは 、「建築主事に
（略）

届け出なければならない」と読み替えるものとする。
２～４

（建築設備への準用）

- 40 -

る部分に限る。）、第七条の六、第十八条（第四項から第十一項

、第七条の五（第六条の三第一項第一号及び第二号の建築物に係

二号の建築物に係る部分に限る。）、第七条から第七条の四まで

項から第八項 までを除く 。）、第六条の三（第一項第一号及び第

三項及び第五項から第十二項までを除く。）、第六条の二（第三

合を含む。）の規定による通知を要する場合を除き、第六条（第

による確認又は第十八条第二項（前条第一項において準用す る場

ては、同項（前条第一項において準用する場合を含む 。）の規定

第 一項第一号から第三号まで に掲げる建築物に設ける場合におい

を準用する。この場合において、第六条第四項中「同項第一号か

第十四項を除く。）及び第八十九条から第九十条の三までの規定

第二号の建築物に係る部分に限る。）、第七条の六、第十八条（

条の三、第七条の四、第七条の五（第六条の三第一項第一号及び

二号の建築物に係る部分に限る。）、第七条、第七条の二、第七

三項を除く。）、第六条の二、第六条の三（第一項第一号及び第

合を含む 。）の規定による通知を要する場合を除き、第六条（第

による確認又は第十八条第二項（前条第一項において準用する場

ては、同項（前条第一項において準用する場合を含む 。）の規定

第一項第 一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合におい

政令で指定する昇降機その他の建築設備を第六条

まで及び第二十三項を除く。）及び第 八十九条から第九十条の三

ら第三号までに係るものにあつてはその受理した日から二十一日

第八十七条の二

までの規定を準用する。この場合において、第六条第四項中「同

以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七

政令で指定する昇降機その他の建築設備を第六条

項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日か

日以内に」とあるのは、「その受理した日から七日以内に」と読

第八十七条の二

ら三十五日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理し

み替えるものとする。

（工作物への準用）

た日から七日以内に」とあるのは、「その受理した日から七日以
内に」と読み替えるものとする。
（工作物への準用）

築物に係る部分に限る。）、第六条の 二（第三項から第八項 まで

での建築物に係る部分、その他のものについては同項第四号の建

項及び第四項は、昇降機等については第一項第一号から第三号ま

六条（第三項及び第五項から第十二項までを除くものとし、第一

この項において「昇降機等」という。）については、第三条、第

飛行塔その他これらに類する工作物で 政令で指定するもの（以下

工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、

る部分に限る。）、第七条、第 七条の二、第七条の三、第七条の

第六条の二、第六条の三（第一項第一号及び第二号の建築物に係

他のものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。）、

ついては第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その

六条（第三項を除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等に

この項において「昇降機等」という。）については、第三条、第

飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの（以下

工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、

煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する

を除く。）、第六条の三（第一項第一号及び第二号の建築物に係

四、第七条の五（第六条の三第一項第一号及び第二号の建築物に

第八十八条

る部分に限る。）、第七条から第七条の四まで、第七条の五（第

係る部分に限る。）、第八条から第十一条まで、第十二条第五項

煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する

六条の三第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）

から第八項まで、第十三条、第十八条（第十三項を除く。）、第

第八十八条

、第八条から第十一条まで、第十二条第五項（第四号を除く。）
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２

、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の

六条（昇降機に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、前条

八十六条の七第三項（第三十二条、第三十四条第 一項及び第三十

）、第八十六条の七第二項（第二十条に係る部分に限る。）、第

項の政令で定める基準に係る部分に限る。）に係る部分に限る。

、第八十六条の七第一項（第二十八条の二（第八十六条の七第一

項 に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。）

第四十条、第三章の二（第六十八条の二十第二項については、同

六条（避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。）、第三十七条、

限る。）、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十

二（同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に

十 一項まで及び第二十二項を除く。）、第二十条、第二十八条の

及び第六項から第八項まで、第十三条、第十八条（第四項から第

八条第十三項の規定を準用する。

ついては 、第七条の 六、第十二条第一項から第四項まで及び第十

部分に限る。）、前条、次条及び第九十条の規定を、昇降機等に

四条第一項及び第三十六条（昇降機に係る部分に限る。）に係る

る部分に限る。）、第八十六条の七第三項（第三十二条、第三十

）に係る部分に限る。）、第八十六条の七第二項（第二十条に係

（第八十 六条の七第 一項の政令で定める基準に係る部分に限る。

に係る部分に限る。）、第八十六条の七第一項（第二十八条の二

第二項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等

る。）、第三十七条、第四十条、第三章の二（第六十八条の二十

十四条第一項、第三十六条（避雷設備及び昇降機に係る部分に限

めるものに係る部分に限る。）、第三十二条、第三十三条、第三

二十条、第二十八条の二（同条各号に掲げる基準のうち政令で定

六、第十二条第一項から第四項まで及び第十八条第二十二項の規
定を準用する。この場合において、第二十条中「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」とある
のは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。

第一項及び第五項、第六十八条の三第六項、第八十六条の七第一

八条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十八条の二

十一項まで及び第十七項から第二十一項までを除く。）、第四十

及び第六項から第八項まで、第十三条、第十八条（第四項から第

第九条の三まで、第十一条、第十二条第五項（第四号を除く。）

ら第八項まで を除く。）、第七条、第七条の二、第七条の六から

三号までの建築物に係る部分に限る。）、第六条の二（第三項か

までを除くものとし、第一項及び第四項は、第一項第一号から第

のについては、第三条、第六条（第三項及び第五項から第十二項

項まで、第四十九条から第五十一条まで、第六十条の二第三項並

分に限る。）、第八十七条第二項（第四十 八条第一項から第十二

項（第四十八条第一項から第十二項まで及び第五十一条に係る部

第一項及び第五項、第六十八条の三第六項、第八十六条の七第一

八条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十八条の二

十三条、第十八条（第八項から第十二項までを除く。）、第四十

第九条の三まで、第十一条、第十二条第五項から第八項まで、第

に限る。）、第六条の二、第七条、第七条の二、第七条の六から

及び第四項は、第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分

のについては、第三条、第六条（第三項を除くものとし、第一項

製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するも

項（第四十八条第一項から第十二項まで及び第五十一条に係る部

びに第六十八条の二第一項及び第五項に係る部分に限る。）、第

２

分に限る。）、第八十七条第二項（第四十八条第一項から第十二

八十七条第三項（第四十八条第一項から第十二項まで、第四十九

製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するも

項まで、第四十九条から第五十一条まで、第六十条の二第三項並
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３

４

び別表第二中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と、第六

三条の二の規定を準用す る。この場合において、第六条第二項及

る。）、前条、次条、第九十一条、第九十二条の二並びに第九十

条から第五十一条まで及び第六十八条の二第一項に係る部分に限

八十七条第三項（第四十 八条第一項から第十二項まで、第四十九

びに第六十八条の二第一項及び第五項に係る部分に限る。）、第

は「用途」と読み替えるものとする。

十八条の二第一項中「敷地、構造、建築設備又は用途」とあるの

び別表第二中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と、第六

三条の二の規定を準用する。この場合において、第六条第二項及

る。）、前条、次条、第九十一条、第九十二条の二並びに第九十

条から第五十一条まで及び第六十八条の二第一項に係る部分に限

十 八条の二第 一項中「敷 地、構造、建築設備又は用途」とあるの
は「用途」と読み替えるものとする。

第三条、第八条から第十三条まで並びに第十八条第一項及び第

十四項の規定は、第六十六条に規定する工作物について準用する

３

除く。）、第十三条並びに第十八条第一項及び第二十三項の規定

。

第三条、第八条から第十一条まで、第十二条（第五項第四号を
は、第六十六条に規定する工作物について準用す る。

十四項を除く。）及び次条に係る部分は、宅地造成等規制法（昭

第一項中第六条から第七条の五まで、第十八条 （第一項及び第

二十三項を除く。）及び次条に係る部分は、宅地造成等規制法（

和三十六年法律第百九十一号）第八条第一項本文若しくは第十二

４

昭和三十六年法律第百九十一号）第八条第一項本文若しくは第十

条第一項又は都市計画法第二十九条第一項若しくは第二項若しく

第一項中第六条から第七条の五まで、第十八条（第一項及び第

二条第一項又は都市計画法第二十九条第一項若しくは第二項若し

らない場合の擁壁については、適用しない。

は第三十五条の二第一項本文の規定による許可を受けなければな

ならない場合の擁壁については、適用しない。

（工事現場の危害の防止）

くは第三十五条の二第一項本文の規定による許可を受けなければ

（工事現場の危害の防止）

（略）
（略）

第九十条
２

第三条第二項及び第三項、第九条（第十三項及び第十四項を除

（略）

（略）

３

第九十条
２

第三条第二項及び第三項、第九条（第十三項及び第十四項を除

く。）、第九条の二、第九条の三（設計者及び宅地建物取引業者

３

く。）、第九条の二、第九条の三（設計者及び宅地建物取引業者

に係る部分を除く。）並びに第十八条第一項及び第十四項の規定

第九条第一項又は第十項前段（第八十八条第一項から

に係る部分を除く。）並びに第十八条第一項及び第二十三項の規

第九十八条

は、第一項の工事の施工について準用する。

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役

定は、第一項の工事の施工について準用する。
第九十八条

場合を含む。）の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に

第三項まで又は第九十条第三項においてこれらの規定を準用する

第九条第 一項又は第十項前段（これらの規定を第 八十八条第

違反した者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する

又は三百万円以下の罰金に処する。
一

一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合
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２

二

三

四

五

を含む。）の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違
反した者
第二十条（第一号から第三号までに係る部分に限る。）、第
二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十五条又は第三十五
条の二の規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備
の設計者（設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書
に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物又は
建築設備の工事施工者）
第三十六条（防火壁及び防火区画の設置及び構造に係る部分
に限る。）の規定に基づく政令の規定に違反した場合における
当該建築物の設計者（設計図書を用いないで工事を施工し、又
は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該
建築物の工事施工者）
第八十七条第三項において準用する第二十七条、第三十五条
又は第三十五条の二の規定に違反した場合における当該建築物
の所有者、管理者又は占有者
第八十七条第三項において準用する第三十六条（防火壁及び
防火区画の設置及び構造に関して、第三十五条の規定を実施し
、又は補足するために安全上及び防火上必要な技術的基準に係
る部分に限る。）の規定に基づく政令の規定に違反した場合に
おける当該建築物の所有者、管理者又は占有者
前項第二号又は第三号に規定する違反があつた場合において、
その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものである
ときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役

は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。
第九十九条

第六条第一項（第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八

又は百万円以下の罰金に処する。
一

十八条第一項若し くは第二項 において準用す る場合を含む 。）

。

第九十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役

第七十七条の八第一項の規定に違反してその職務に関して知

又は五十万円以下の罰金に処する。
一

り得た秘密を 漏らした者又は同条第 二項の規定に違反して事前
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二

、第七条の六第一項（第八十七条の二又は第八十八条第二項に
おいて準用する場合を含む。）又は第六十八条の十九第二項（
第八十八条第一項において準用する場合を含む。）の規定に違

二
三

に資格検定の問題を漏らした者

第七十七条の八第二項の規定に違反して、不正の採点をした

)

第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。 の

者

第七十七条の二十五第一項又は第七十七条の四十三第一項

第六条第十四項（第八十七条の二又は第八十八条第一項若し

規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又

反した者
くは第二項において準用する場合を含む。）又は第七条の三第

第七十七条の十五第二項、第七十七条の三十五第二項又は第

は自己の利益のために使用した者

場合を含む。）の規定に違反した場合における当該建築物、工
作物又は建築設備の工事施工者

七十七条の五十一第二項 第七十七条の五十六第二項において

(

第七条第二項若しくは第三項（これらの規定を第八十七条の

認検査の業務を行つた者

第七十七条の六十二第二項の規定による禁止に違反して、確

査、認定等若しくは性能評価の業務の停止の命令に違反した者

準用する場合を含む。 の規定による資格検定事務又は確認検

)

二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合
を含む 。）又は第七条の三第二項若しくは第三項（これらの規
定を第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場
合を含む。）の期限内に第七条第一項（第八十七条の二又は第
八十八条第一項若しくは第二項において 準用する場合を含む 。
）又は第七条の三第一項（第八十七条の二又は第八十八条第一
項において準用する場合を含む。）の規定による申請をせず、
又は虚偽の申請をした者
第九条第十項後段（第八十八条第一項から第三項まで又は第
九十条第三項にお いて準用す る場合を含む。）、第十条第二項
若しくは第三項（これらの規定を第八十八条第一項又は第三項
において準用する場合を含む。）、第十一条第一項（第八十八
条第一項から第三項まで において準用す る場合を含む 。）又は
第九十条の二第一項の規定による特定行政庁又は建築監視員の
命令に違反した者
第二十条（第四号に係る部分に限る。）、第二十二条第 一項

五

六項（第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する
四

(

三

四

五

、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十八条第三項、
第二十八条の二（第八十八条第一項において準用する場合を含
む。）、第三十二条（第八十八条第一項において準用する場合
を含む 。）、第三十三条（第 八十八条第 一項において準用する
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六

七
八
九

十

場合を含む。）、第三十四条第一項（第八十八条第一項におい
て準用する場合を含む 。）、第三十四条第二項、第三十五条の
三、第三十七条（第八十八条第一項において準用す る場合を含
む。）、第六十一条から第六十四条まで、第六十六条、第六十
七条の二第一項又は第八十八条第一項において準用す る第二十
条の規定に違反した場合における当該建築物、 工作物又は 建築
設備の設計者（設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計
図書に従わないで 工事を施工した場合においては、当該建築物
、工作物又は建築設備の工事施工者）
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
に限り、第八十八条第一項において準用する場合を含む。）の
規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物、
工作物又は建築設備の設計者（設計図書を用いないで 工事を施
工し、 又は設計図書に従わな いで 工事を 施工した場合において
は、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者）
第七十七条の八第一項の規定に違反して、その職務に関して
知り得た秘密を漏らした者
第七十七条の八第二項の規定に違反して、事前に資格検定の
問題を 漏らし、又は不正の採点をした者
第七十七条の二十五第一項、第七十七条の三十五の八第 一項
又は第七十七条の四十三第一項（第七十七条の五十六第二項に
おいて準用する場合を含む。）の規定に違反して、その職務に
関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者
第七十七条の三十五第二項の規定による確認検査の業務の停
第七十七条の六十 二第二項の規定による禁止に違反して、

止の命令に違反した者
十一

第八十七条第三項において準用する第二十四条、第二十八

確認検査の業務を行つた者
十二

条第三項又は第三十五条の三の規定に違反した場合における当
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２

第八十 七条第三項 において準用する第三十六条（消火設備

該建築物の所有者、管理者又は占有者
十三
の設置及び構造に関して、第三十五条の規定を実施し、又は補
足するために安全上及び防火上必要な技術的基準に係る部分に
限る。）の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当
該建築物の所有者、管理者又は占有者
前項第五号又は第六号に規定する違反があつた場合において、
その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意
によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほ
か、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して
同項の刑を科する。
第百条

第十条第二項若しくは第三項（第八十八条第一項又は第三

項においてこれらの規定を準用する場合を含む 。）、第十一条第

第七十七条の十五第二項、第七十七条の三十五の十四第二

項又は第七十七条の五十一第二項（第七十七条の五十六第二項に

一項（第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を

第百条

おいて準用す る場合を含む 。）の規定による資格検定事務又は構

含む。）又は第九十条の二第一項の規定による特定行政庁又は建

次の各号のいずれかに該当す る者は、五十万円以下の罰
一

第六条第一項（第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八

（略）

金に処する。

第百一条

築監視員の命令に違反した者は 、百万円以下の罰金に処する。

造計算適合性判定、認定等若しくは性能評価の業務の停止の命令
に違反したときは、その 違反行為をした指定資格検定機関の役員
若しくは職員（資格検定委員を含む 。）又は指定構造計算適合性
判定機関、指定認定機関若しくは指定性能評価機関（いずれもそ
の者が法人である場合にあつては、その役員）若しくはその職員
（構造計算適合性判定員、認定員及び 評価員を含む。）（第 百三
条において「指定資格検定機関等の役員等」という。）は、一年

次の各号のいずれかに該当す る者は、百 万円以下の罰金

以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百一条
（略）

に処する。
一

二

十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む 。）

、第七条の六第一項（第八十 七条の二又は第八十八条第二項に
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二

三

三

四

おいて準用す る場合を含む 。）、第六十八条の十九第二項 （第

八十八条第一項において準用する場合を含む。）又は第九十条

第一項（第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用す

る場合を含む。）の規定に違反した者

第九条第十項後段（第八十八条第一項から第三項まで又は第

九十条第三項において準用する場合を含む。）の規定による特

定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者

第六条第六項（第八十七条の二又は第八十八条第一項若しく

は第二項において準用す る場合を含む 。）又は第七条の三第六

項（第 八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場

合を含む 。）の規定に違反した場合における当該建築物、 工作
物又は建築設備の工事施工者

第十二条第一項又は第三項（第八十八条第一項又は第三項に

おいてこれらの規定を準用する場合を含む 。）の規定による報

五

項又は第三項において準用する場合を含む。）の規定による報

告をせず、又は虚偽の報告をした者

第十二条第一項又は第三項（これらの規定を第八十八条第一
告をせず、又は虚偽の報告をした者

した場合における当該建築物又は建築設備の設計者（設計図書

第七項まで又は第 六十八条第一項から第 三項までの規定に違反

項若しくは第二項、第六十七条の二第三項若しくは第五項から

は第二項、第六十条第一項若しくは第二項、第六十条の二第一

の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十九条第一項若しく

一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第五十七条

て準用する場合を含む 。）、第五十四条第一項、第五十五条第

第二項、第五十三条の二第一項（第五十七条の五第三項におい

条第一項、第二項若しくは第七項、第五十三条第一項若しくは

第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条、第五十二

七条、第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、第五十三条

する場合を含む。）、第四十三条第一項、第四十四条、第四十

十五条の三まで、第三十 七条（第八十八条第一項において準用

する場合を含む。）、第三十四条第二項、第三十五条から第三

含む 。）、第三十四条第一項（第八十八条第一項において準用

。）、第三十三条（第八十八条第一項において準用する場合を

、第三十二条（第八十八条第一項において準用する場 合を含む

て準用する場合を含む。）、第三十 一条第一項若しくは第二項

項から第三項まで、第二十八条の二（第八十八条第一項におい

第二十四条、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第一

合を含む。）、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、

第十九条、第二十条（第八十八条第一項において準用す る場

を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を

第一項若しくは第二項、第五十三条の二第一項（第五十七条の

六

施工した場合においては、当該建築物又は建築設備の工事施工

五第三項において準用する場合を含む。）、第五十四条第一項

第十九条、第二十八条第一項若しくは第二項、第三十一条、

者）

、第五十五条第一項、第五十 六条第一項、第五十六条の二第一
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四

五

項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第 一項、第五十九

条第一項若しくは第二項、第六十条第一項若しくは第二項、第

六十条の二第一項若しくは第二項、第六十一条から第六十四条

まで、第六十六条、第六十七条の二第一項、第三項若しくは第

五項から第七項まで又は第六十八条第一項から第三項までの規

定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の

設計者（設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に

従わないで 工事を施工した場合においては、当該建築物、工作
物又は建築設備の工事施工者）
方法、階段の構造、便所の設置及び構造並びに浄化槽の構造に

築物、工作物又は建築設備の設計者（設計図書を用いないで工

。）の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建

第三十六条（第八十八条第一項において準用する場合を含む

係る部分に限る。）の規定に基づく政令の規定に違反した場合

事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合に

七

における当該建築物又は建築設備の設計者（設計図書を用いな

おいては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者）

第三十六条（居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿

いで 工事を施工し、又は設計図書に従わないで 工事を施工した
場合においては、 当該建築物又は建築設備の工事施工者）

第四十八条第一項から第十二項まで又は第五十一条（第八十

八条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の

八

の規定を第八十八条第二項において準用する場合を含む。）の

規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の建築主又

第四十八条第一項から第十二項まで又は第五十一条（これら
規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の建築主又

（略）

は築造主
九～十二

は築造主
（略）

第八十七条第二項又は第三項において準用する第二十四条

、第二十七条、第二十八条第一項若しくは第三項、第三十五条

十三

一項、第四十八条第一項から第十二項まで又は第五十一条の規

から第三十五条の三まで、第四十八条第一項から第十二項まで

第八十 七条第二項又は第三項にお いて準用す る第二十八条第

六～九
十

定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占

又は第五十一条の規定に違反した場合における当該建築物の所
十四

第八十八条第二項において準用する第八十七条第 二項又は

有者、管理者又は 占有者

有者
第八十八条第二項において準用する第八十 七条第二項又は

第三項中第四十八条第一項から第十二項まで又は第五十一条に

十一

第三項において準用す る第四十八条第一項から第十二項まで又

関する部分の規定に違反した場合における当該工作物の所有者

第八十七条第三項において準用する第三十六条中第二十八

は第五十一条の規定に違反した場合における当該工作物の所有

十五

、管理者又は占有者
第八十七条第三項において準用する第三十六条（居室の採

者、管理者又は占有者
十二
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２

五条の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び

光面積及び階段の構造に関して、第二十八条第 一項又は第三十

おける当該建築物の所有者、管理者又は占有者

条第一項又は第三十五条に関する部分の規定に違反した場合に

衛生上必要な技術的基準に係る部分に限る。）の規定に基づく
政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理
第九十条第一項（第八十七条の二又は第八十八条第一項に

者又は 占有者
十三
おいて準用する場合を含む。）の規定に違反した者

前項第六号、第七号又は第九号に規定する違反があつた場合に

おいて、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置

２

おいて、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるも

者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を

前項第三号、第四号又は第六号に規定する違反があつた場合に
のであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰
金に処する。

第百二条

に対して同項 の刑を科する。

罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰

建築主又は建築設備の設置者に対して 同項の刑を 科する。

第百二条
金に処する。

は第二項において準用する場合を含む。）又は第七条の三第二

第七条第一項（第八十七条の二又は第八十八条第一項若しく

第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む

項（第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用す る場

一

。）、第七条の二第六項（第八十七条の二又は第八十八条第一

合を含む。）の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした

第六条の二第十項（第八十七条第 一項、第八十七条の二又は

項若しくは第二項において準用する場合を含む。）又は第七条

者

二

（略）

一

の四第 六項（第八十七条の二又は第八十 八条第一項において準
用する場合を含む 。）の規定による報告書若しくは添付書類の
提出をせず、又は虚偽の報告書若しくは添付書類の提出をした
（略）

第七十七条の二十九第二項、第七十七条の四十七第二項（第

者
二

三

七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む 。）又は

第七十七条の二十九第二項又は第八十九条（第八十七条の二
又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を

第八十九条（第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第

準用する場合を含む。）、第六十八条の二十一第一項（第八十

第十二条第五項（第八十八条第一項から第三項までにおいて

二項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者

含む。）の規定に違反した者
第十二条第五項（第四号を除き、第八十八条第一項から第三

四

三

四

項まで において準用す る場合を含む 。） 、第六十八条の二十一
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よる報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第七十七条の三十一第一項又は第八十六条の八第四項の規定に

第一項（第八十八条第一項において準用する場 合を含む。）、

一項（第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む

三第一項、第七十七条の三十一第一項、第七十七条の四十九第

八条第一項において準用する場合を含む。）、第七十 七条の十

。）又は第八十六条の八第四項の規定による報告をせず、又は
（略）

五

（略）

虚偽の報告をした者
五

第六十八条の二十一第一項 （第八十八条第一項において準用

する場合を含む。）、第七十七条の十三第一項、第七十七条の

六

する場合を含む。）又は第七十七条の三十一第一項若しくは第

三十一第一項又は第七十七条の四十九第一項（第七十七条の五

第六十八条の二十一第一項（第八十八条第一項において準用
二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

十六第二項において準用する場合を含む 。）の規定による検査
を拒み、妨げ、又は忌避した者

八条第一項において準用する場合を含む。）又は第七十七条の

準用する場合を含む 。）、第六十八条の二十一第一項（第八十

三第一項、第 七十七条の三十一第一項又は第七十七条の四十九

八条第一項において準用する場合を含む。）、第七十七条の十

準用する場合を含む 。）、第六十八条の二十一第一項（第八十

第十 二条第六項 （第八十八条第一項から第三項までにおいて

三十一第一項若しくは第二項の規定によ る質問に対して答弁せ

第一項（第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含

第十二条第六項（第 八十八条第一項から第三項までにおいて

ず、又は虚偽の答弁をした者

む。）の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁を
した者

第七十七条の十一、第七十七条の二十九第一項又は第七十七

条の四十七第 一項（第七十七条の五十六第二項において準用す

第七十七条の二十九第一項の規定に違反して、帳簿を備え付
けず、 帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は

（略）

の全部を廃止した者

を受けないで資格検定事務又は認定等若しくは性能評価の業務

十七条の五十六第 二項において準用する場合を含む 。）の許可

第七十七条の十四第一項又は第七十七条の五十第一項（第七

なかつた者

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

る場合を含む。）の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に

十

帳簿を保存しなかつた者

（略）
次の各号のいずれかに該当す るときは、 その違反行為を

九

八

七

六

七

八

九
第百三条
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した指定資格検定機関等の役員等は、五十万円以下の罰金に処す
第十二条第五項（第四号に係る部分に限る。）、第七十七条

第七十七条の三十五の十第二項又は第七十七条の四十七第二

部を廃止したとき。

又は構造計算適合性判定、認定等若しくは性能評価の業務の全

いて準 用す る場合を含む 。） の許可を受けないで資格検定事務

又は第七十七条の五十第一項（第七十七条の五十六第二項にお

第七十七条の十四第一項、第七十七条の三十五の十三第一項

の答弁をしたとき。

、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽

おいて 準用する場 合を含む。）の規定による検査を拒み、妨げ

又は第七十七条の四十九第一項（第七十七条の五十六第二項に

第七十七条の十三第一項、第七十七条の三十五の十二第一項

保存しなかつたとき。

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

用する場合を含む 。）の規定に違反して、帳簿を備え付けず、

十七条の四十七第一項（第七十七条の五十六第二項において準

第七十七条の十一、第七十七条の三十五の十第一項又は第七

したとき。

る場合を含む。）の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を

条の四十九第一項 （第七十七条の五十六第二項において準用す

の十三第一項、第七十七条の三十五の十二第一項又は第七十七

る。
一

二

三

四

五

項（第七十 七条の五十六第二項において準用す る場合を含む 。
）の規定に違反したとき。

法人（指定資格検定機関、指定認定機関及び指定性能評

価機関を除く。以下この条において同じ。）の代表者又は法人若

第百三条

他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる

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

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その

規定の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか

務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をした場合におい

第百四条

、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して
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ては、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定

め る罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

に掲げる建築物その他多数の者が利用するものとして政令で定

七項までの規定に違反す る特殊建築物等（第六条第一項第 一号

六条又は第六十七条の二第一項、第三項若しくは第五項から第

る。）、第三十七条、第六十一条から第六十四条まで、第六十

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

防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設

、第三十二条から第三十五条の三まで、第三十 六条（防火壁、

五条から第二十七条まで、第二十八条第三項、第二十八条の二

十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条、第二十

項又は第十項前段（第九十条第三項においてこれらの規定を準

定める建築物又は当該建築物の敷地に関してされた第九条第一

定に違反す る第六条第一項第一号に掲げる建築物その 他政令で

十七条の二第 一項、第三項若しくは第五項から第七項までの規

十七条、第六十一条から第六十四条まで、第六十六条又は第六

構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。）、第三

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

から第三十五条の三まで、第三十六条（防火壁、防火区画、消

十七条まで、第二十八条第三項、第二十八条の二、第三十二条

十二条第一項、第二十三条、第二十四条、第二十五条から第二

第九十八条（第十九条第四項、第二十条、第二十一条、第二

める建築物をいう。以下この条において同じ。）又は 当該特殊

用する場合を含む。）の規定による命令の違反に係る部分に限

一

建築物等の敷地に関してされた第九条第一項又は第十項前段（

第九十八条（前号に係る部分を除く。）及び第九十九条から

一億円以下の罰金刑

る。）

）の規定による命令の違反に係る部分に限る。）、第九十八条
（第一項第一号を除き、特殊建築物等に係る部分に限る。）並
一億円以

びに第九十九条第一項第五号、第六号、第十二号及び第十三号
並びに第二項（特殊建築物等に係る部分に限る。）
下の罰金刑
第九十八条（前号に係る部分を除く。）、第九十九条第 一項

各本条の罰金刑

第六十八条の十六若しくは第六十八条の十七第一項（第

前条まで

第百四条

二

これら の規定を第 九十条第三項において 準用する場合を含む 。

第九十八条第一項第一号（第十九条第四項、第二十条、第二

各本条の罰金刑を科する。
一

二

第一号から第四号まで、第五号及び第六号（特殊建築物等に係
る部分を除く。）、第九号（第七十七条の二十五第一項に係る
部分に限る。）、第十号、第十一号並びに第十二号及び第十三
各本

号（特殊建築物等に係る部分を除く。） 並びに第二項（特殊建
築物等に係る部分を除く。）、第百一条並びに第百二条
条の罰金刑
（削る。）

八十八条第一項においてこれらの規定を準用す る場合を含む 。）
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第百五条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過

第七十七条の二十九の二の規定に違反して、書類を備え置か

出をした者

は第七十七条の六十一の規定による届出をせず、又は虚偽の届

の規定を第八十八条第一項において準用する場合を含む。）又

第六十八条の十六若しくは第六十 八条の十七第一項（これら

料に処する。
一

二
ず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚
偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧

第三十九条第二項、第四十条若しくは第四十三条第二項

させた者
第百六条

又は第七十七条の六十一の規定による届出をせず、又は虚偽の届

第三十九条第二項、第四十条若しくは第四十三条第二項

出をした者は 、三十万円以下の過料に処する。

第百五条

合を含む 。）又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例には

、第六十八条の九第一項（第八十七条第二項において準用する場

条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。）

いて準用する場合を含む 。）、第六十八条の二第一項（第八十七

む。）、第五十条（第八十七条第二項又は第八十 八条第二項 にお

八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含

条第二項において準用する場合を含む 。）、第四十九条の二（第

を含む。）、第四十九条第一項（第八十七条第二項又は第八十八

。）、第四十 三条の二（第八十 七条第二項において準用す る場合

、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処す る旨の規

合を含む 。）又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例には

、第六十八条の九第一項（第八十七条第二項において準用する場

条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む 。）

いて準用する場合を含む 。）、第六十八条の二第一項（第八十七

む。）、第五十条（第八十七条第二項又は第八十八条第二項にお

八十 七条第二項又は第八十八条第二項において準用す る場合を含

条第二項において準用す る場合を含む 。）、第四十九条の二（第

を含む 。）、第四十九条第一項（第八十七条第二項又は第八十八

。）、第四十三条の二（第八十 七条第二項 において準用する場合

（第八十七条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む

、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金 に処する旨の規

定を設け るこ とがで きる。

（これらの規定を第八十七条第二項において準用する場合を含む

定を設けるこ とができる 。
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二
正

案

建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び

改

建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）（抄）

（職責）
第二条の二
実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ
誠実にその業務を行わなければならない。

次の各号のいずれ かに該当する者には、一級建築士、二級

（絶対的欠格事由）
第七条
建築士又は木造建築士の免許を与えない。
（略）
こ

第十条第一項の規定による業務の停止の処分を受け、その停

り消され、その取消しの日から起算して 五年を経過しない者

第九条第一項第四号又は第十条第一項の規定により免許を取

受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を

この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯

を受け ることがな くな つた日から五年を 経過しない者

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行

一・二
三
四

五
六

止の期間中に第九条第一項第一号の規定によりその免許が取り
消され、まだその期間が経過しない者

次の各 号のいずれ かに該当す る者には、一級建築士、二級

（相対的欠格事由）
第八条
こ

この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯

く。）

禁錮以上の刑に処せられた者（前条第三号に該当する者を除

建築士又は木造建築士の免許を与えないことができる。
一
二

現

（傍線部分は改正部分）

行

次 の各号のいずれか に該 当す る者には、一級建築 士、二級

（絶対的欠格事由）
第七条

建築士又は木造建築 士の免許を与えない。
（略）

第十条第一項の規定により免許を取り消され、その取消しの

一・二

三

日から起算して二年を経過しない者

次の各号の一に該当する者には、一級建築士、二級建築士

（相対的欠格事由）
第八条
一

この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯

禁錮以上の刑に処せられた者

こ

又は 木造 建築 士の免 許を与えな いこ とがあ る。

二
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して罰金の刑に処せられた者（前条第四号に該 当す る者を 除く
。）

一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に

（建築士の死亡等の届出）
第八条の二
掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号
に定める者は、その日（第一号の場合にあつては、その事実を知
つた日）から三十日以内に、その旨を、一級建築 士にあつては国

本人

その後見人又は保佐

土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受け
た都道府県知事に届け出なければならない。
死亡したとき

その相続人

一
第七条第二号に該当するに至つたとき
人

第七条第三号又は第四号に該当するに至つたとき

二
三
（免許の取消し）

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免 許を受けた一級

三

して罰金の刑に処せられた者

前条第三号に該当する者を除き、第十条第一項の規定により

免許を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過し
ない者

一級建築士、二級建築士又は木造建築士が虚偽又は不正の

（免許の取消し）
第九条

事実に基づいて免許を受けた者であることが判明したときは、免

第九条

建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の 各号のいずれか

許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、免許を取り消さな

人から免許の取消しの申請があつたときも同様とする。

に該当する場 合においては、当該一級建築士又は二級建築士若し
本人から免許の取消しの申請があつたとき。

ければならない。第七条第二号に該当するに至つたとき、又は本

一

前条の規定による届出があつたとき。

くは木造建築士の免許を取り消さなければならない。
二

前条の規定による届出がなくて同条各号に掲げる場合の いず

第十三条の二第一項又は第二項の規定により一級建築士試験

とき。

虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明した

れかに該当する事実が判明したとき。

三
四
五
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２

、二級建築士試験又は木造建築士試験の合格の決定を取り 消さ
れたとき。
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により免許を取
り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を
公告しなければならない。
（懲戒）

一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号の一に

（懲戒）
第十条

該当する場合においては、免許を与えた国土交通大臣又は都道府

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級

建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれか

県知事は、戒告を与え、一年以内の期間を定めて業務の停止を命

第十条
に該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若し

じ、又は免許を取り消すことができる。

禁錮以上の刑に処せられたとき。

こ

くは木造建築士に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定め
て 業務の停止 を命じ、又はその免許を取り消すこ とができ る。

一

（略）
（略）

二・三
２

（略）

（略）

第一項の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、必要があると

一・二
２

３

認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。

第一項の規定による処 分に係る聴聞の主宰者は、必要があると
認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴かなければな
らない。
の停止を命じ、又は免許を取り消そうとするときは、それぞれ中

士審査会又は都道府県建築士審査会の同意を得なければならない

の停止又は免許の取消をしようとするときは、それぞれ中央建築

国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により、業務

央建築士審査会又は都道府県建築士審査会の同意を得なければな

。

国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により、業務

らない。
国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による処分を
したときは、国土交通省令で定めるところ により、その旨を公告
しなければならない。

を求めた 参考人に対して、政令で定めるところにより、旅費、日

国土交通大臣又は 都道府県知事は、第二項の規定により、出頭

求めた参考人に対して、政令で定めるところにより、旅費、日当

当その他の費用を支給しなければならない。

国土交通大臣又は都道府県知事は、第三項の規定により出頭を
その他の費用を支給しなければならない。

（都道府県知事の経由）

５

４

３

４

５

６

（都道府県知事の経由）
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一級建築 士の免許及びその取消し、登録の訂正及び抹

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

第十条の二

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

の提出並びに第五条の二第一項及び第二項に規定する国土交通大

一級建築士の免許及びその取消し、登録の訂正及び抹

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

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

建築士は、設計を行う場合においては、これを法令又は条例の

努めなければならない。

建築士は、その業務を誠実に行い、建築物の質の向上に

（業務執行）

（略）

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

２

第十八条

２

らない。

（略）

して行わなければならない。

第十条の二

２
（合格の取消し等）
国土交通大臣は不正の手段によつて一級建築士試験

国土交通大臣又は都道府県知事は、前二項の規定による処分を

知事の職権を 行うことができる。

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

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

ようとした試験を受けるこ とを禁止す るこ とができる。

けようとした者に対して、合格の決定を取り消し、又は当該受け

手段によつて二級建築士試験又は木造建築士試験を受け、又は受

を受け、又は受けようとした者に対して、都道府県知事は不正の

第十三条の二

２

３

受けた者に対し、三年以内の期間を定めて一級建築士試験又は二
級建築士試験若しくは木造建築士試験を受けることができないも
のとすることができる。
（設計及び工事監理）
第十八条
建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法

定める建築物に関す る基準に適 合するよう にしなければならない
（略）

令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなけ

３・４

。
（略）

ればならない。
２・３
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（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なつ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

木造建築士たる表示をして記名及び押印をしなければならない。

（略）

。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

２・３

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
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
付しなければならない。
（略）

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

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

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

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

４

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

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

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

３・４
５

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

ときは、第一項の規定による設計図書又は第二項の規定による報

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

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
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

ならない。

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

ならない。

（その他の業務）

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

（その他の業務）

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

建築士は 、設計及び 工事監理を 行うほか、建築工事契

約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は

鑑定及び建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理等の業務

第二十一条

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

（木造建築士にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。）

建築士は、設 計及び工事監理を行うほか、建築工事契

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

を行うことができる。

第二十一条

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
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
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第三条の二第三項（第三条の三第二項において読み替えて準

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

号から第八号までにおいて同じ。）、第三条の三第一項（同条

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

、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

己の名義を利用させてはならない。
一

二
用す る場合を含む 。）の規定に基づく条例の規定に違反す る者

建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基

（違反行為の指示等の禁止）
第二十一条の三

準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の
建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規
定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これら
に類する行為をしてはならない。

建築士は 、建築士の信用又は品位を害するような

（信用失墜行為の禁止）
第二十一条の四
行為をしてはならない。
（登録）

（登録）

らの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を 得て、設計、工

事監理、建築工事契 約に関する事務、建築 工事の指導監督、建築

らの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工

一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれ

事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築

物に関する調査若しくは鑑定又は建築に関する法令若しくは条例

第二十三条

物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若し

に基づく手続の代理（木造建築士又は木造建築士を使用する者（

一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれ

くは条例の規定に基づく手続の代理（木造建築士又は木造建築士

木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を

第二十三条

を使用する者（木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士
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は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所

に限る。以下「設計等」という。）を業として行おうとするとき

を使用す る者を除く。）にあつては、 木造の建築物に関す る業務

、その建築士事務所について、この法律の定めるところにより、

建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて

設計等」という。）を行うことを業としようとするときは、一級

除く。）にあつては、木造の建築物に関す る業務に限る。以下「

前項の登録は、五年間有効とする。

を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受
２

登録を受けなければならない。

前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。

第一項の登録の有効期間の満了後、引き続き、他人の求に応じ

けなければならない。
２
３

報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする者は、その建

第一項の登録の有効期間の満了後、引き続き、他人の求めに応
じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者は、その建築士

築士事務所について更新の登録を受けなければならない。

３
事務所について更新の登録を受けなければならない。

（登録の拒否）

都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれ

（登録の拒否）

第二十三条の四

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

破産者で復権を得ない者

ては、その登録を拒否しなければならない。
一

ては、その登録を拒否しなければならない。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
第七条第二号から第五号までのいずれかに該当する者

一
二

いて登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経

第二十六条第一項又は第二項の規定により建築士事務所につ

いて登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経

過しない者（法人である場合においては、取消しの日において

二

過しな い者（当該登録を取り 消された者が法人である場合にお

役員であつた者でその取消しの日から起算して二年を経過しな

第二十六条第一項又は第二項の規定により建築士事務所につ

いては、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内

成年被後見人でその法定代理人が前二号のいずれかに該当する

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は

いものを含む。）

年を経過しないもの）
第二十六条第二項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を
受け、その閉鎖の期間が経過しない者（当該命令を受けた者が
法人である場合においては、当該命令の原因となつた事実があ
つた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその閉鎖の期
間が経過しないもの）
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でそ

三

にその法人の役員であつた者でその取消しの日から起算して五

三

四

五

の法定代理人が前 各号のいずれかに該当するもの
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２

３

六
七

法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに
該当する者のあるもの
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
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

法人でその役員のうちに第一号に該当する者のあるもの

の法定代理人が前号に該当するもの

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でそ

第八条各号のいずれかに該当する者

場合は、その登録を拒否することができる。
一

二

三
（略）

建築士事 務所の開設者は、国土交通省令で定める

（設計等の業務に関する報告書）
第二十三条の六

ところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計
等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に
当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなけれ
ばならない。

２

３

四
五

もの

法人でその役員 のうち に第 一号又は第二号に該当す る者のあ
るもの

建築士事務所について第二十四条第一項の要件を欠く者

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

第七条第三号又は第八条各号の一に該当する者

場合は、その登録を拒否するこ とができる。
一

第二十六条第二項の規定により建築士事務所について閉鎖の

法人でその役員のうちに第一号、第二号又は第三号に該当す

もの

成年被後見人でその法定代理人が前三号のいずれかに該当する

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は

の日から起算して五年を経過しないものを含む。）

においては、取消しの日において役員であつた者でその取消し

取消し の日から起 算して五年 を経過しない者（法人である場合

項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その

前項第二号に該当する者を除き、第二十六条第一項又は第二

了しないものを含む。）

ては、命令のあつた日において役員であつた者でその期間が満

命令を受け、その期間が満了しない者（法人である場合におい

二

三

四

五

る者のあるもの
（略）
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二

一
前号の建築士の当該事業年度における業務の実績（当該建築

当該建築士事務所に属する建築士の氏名

当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要

前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

士事務所におけるものに限る。）

三
四
（廃業等の届出）

建築士事務所の開設者が次の各号のいずれかに該

（廃業等の届出）
第二十三条の六

当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三

建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合の

いずれかに該当す るこ ととなつたときは、当該各号に定める者は

十日以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならな

第二十三条の七
、その日（第二号の場合にあつては、その事実を知つた日）から

建築士事務所の開設者がその登録を受けた建築士事務所に係

建築士事務所の開設者が死亡したときは、その相続人

る業務を廃止したときは、建築士事務所の開設者であつた者
二

建築士事務所の開設者について破産手続開始の決定があつた
四

法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散し

法人が合併により解散したときは、その役員であつた者

（登録の抹消）
第二十三条の七

都道府県知事は、左の各号に掲げる場合において

たときは、その清算人

五

ときは、その破産管財人

三

一

い。

建築士

三十日以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道

その破産管財人

その登録に係る建築士事務所の業務を廃止したとき

府県知事に届け出なければならない。
一
事務所の開設者であつた者
死亡したとき

その相続人

二
破産手続開始の決定があつたとき

その法人を代表する役員で

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する

その清算人

法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散し

あつた者

法人が合併により解散したとき

三
四
五
たとき
（登録の抹消）
第二十三条の八

は、登録簿につき、当該建築士事務所に係る登録を抹消しなけれ
（略）

場合においては、登録簿につき、当該建築士事務所に係る登録を

一

ばならない。

（略）

登録の有効期間の満了の際更新の登録の申請がなかつたとき

抹消しなければならない。
一

二
。

（略）

第二十三条第一項の登録の有効期間の満了の際更新の登録の
申請がなかつたとき。
（略）

三

二
三
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２

（略）

都道府県知事は、次に掲げる書類を一般の閲覧に

（登録簿等の閲覧）
第二十三条の九
登録簿

供しなければならない。
一
第二十三条の六の規定により提出された設計等の業務に関す
その他建築士事務所に関する書類で国土交通省令で定めるも

る報告書

二
三
の
（無登録業務の禁止）

２

（略）

都道府県知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなけ

（登録簿の閲覧）
第二十三条の八
ればならない。

建築士は、第二十三条の三第一項の規定による登

（無登録業務の禁止）
第二十三条の九

録を受けないで、業として他人の求に応じ報酬を得て、設計等を

建築士は、第二十三条の三第一項の規定による登

録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業とし

行つてはならない。

何人も、第二十三条の三第一項の規定による登録を受けないで

、建築士を使用して 、業として 他人の求に応じ報酬を得て、設計

２

、建築士を使 用して、他 人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業

等を行つてはならない。

何人も、第二十三条の三第一項の規定による登録を受けないで

て行つてはならない。

第二十三条の十

２
として行つてはならない。

（建築士事務所の管理）

一級建築 士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士

（建築士事務所の管理）

第二十四条

事務所は 、それぞれ 専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築

建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建

築士事務所又は木造建築 士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築

士が管理しなければならない。

任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければなら
ない。
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

所の開設者が異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対

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

前項の 規定により建築 士事務 所を管理す る建築 士は、その建築

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

し、技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう必要

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

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

な意見を述べるものとする。

２

士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専

第二十四条

２

べるものとする。

- 64 -

建築士事務所の開設者は、自己の名義をもつて、

（名義貸しの禁止）
第二十四条の二
他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。
（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）
第二十四条の二

ところにより、その業務に関する事項で国土交通省令で定めるも

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

（標識の掲示）

建築 士事務所の開設者は、その建築士事務所にお

省令で定める業務に関する図書を保存しなければならない。

前項に定めるもののほか、建築士事務所の開設者は、国土交通

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。

ならない。
前項に定めるもののほか、建築士事務所の開設者は、国土交通

２

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

第二十四条の三

２

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。
（標識の掲示）

第二十四条の三

いて、公 衆の見易い場所に国土 交通省令で 定める標識を掲げなけ

建築士事務所の開設者は、その建築士事務所にお

いて、公衆の 見やす い場 所に国土交通省令で定める標識を掲げな

ればならない。

第二十四条の四
ければならない。

（書類の閲覧）

建築 士事務所の開設者は、国土交通省令で定める

（書類の閲覧）

第二十四条の四

ところにより、当該建築士事務 所が行つた 業務の実績、当該建築

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、次に掲げ る書類を、当該建築士事務所に備え置き

士事務所を管理する建築士の建築士としての実務の経験その他国

第二十四条の五

、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければ

備え置き、設計等を委託しようとする建築主（建築主になろうと

土交通省令で定める事項を記載した書類を、当該建築士事務所に

当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類

ならない。
一

する者を含む。以下同じ。）の求めに応じ、閲覧させなければな
らない。

当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記
設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額

載した書類

二
三

を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場
合にあ つては、そ の内容を記 載した書類
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四

その他建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通
省令で定めるもの

（書面の交付）

（書面の交付）
第二十四条の五

建築士事務所の開設者は、建築主から設計又は工

事監理の委託を受けたときは、国土交通省令で定めるところによ

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、

り、次に掲げる事項を記載した書面を当該建築主に交付しなけれ

（略）

設計又は工事監理の種類及びその内容
二～五

一

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

（略）

設計又は工事監理の種類及び内容

ばならない。

一
二～五

設者によ る書面の交付について 準用する。この場合において、同

第二十 条第三項の規定は、前項の規定による建築士事務所の開

て 準用する。この場合において、同条第四項中「建築士」とある

条第三項中「当該結果」とあるのは「当該書面に記載すべき事項

第二十条第四項の規定は、前項の規定による書面の交付につい
のは「建築士事務所の開設者」と、「建築主」とあるのは「委託

」と、「報告する」とあるのは「通知する」と読み替えるものと

２

書面を当該委託者に交付しなければならない。

第二十四条の六

２

者」と、「当該結果」とあるのは「当該書面に記載すべき事項」

する。

第二十六条

都道府県知事は、建築士事務所の開設者が左の各号の

（監督処分）

と、「報告する」とあるのは「通知する」と、「文書での報告を
した」とあるのは「書面を交付した」 と読み替え るものとする。
（監督処分）
都道府県知事は、建築士事務所の開設者が次の各号の

一に該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取り消

第二十六条

いずれかに該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を

虚偽又は不正の事実に基いて第二十三条の三第一項の規定に

第二十三条の四第一項各号の一に該当するに至つたとき。

よる登録を受けたとき。
二

第二十三条の六の規定による届出がなくて同条各号の一に該
当する事実が判明したとき。

三

一

さなければならない。

第二十三条の七の規定による届出がなくて同条各号に掲げる

のいずれかに該当するに至つたとき。

四号に該当する者のあるものに係る部分を除く。）又は第七号

係る部分を除く。）、第六号（法人でその役員のうちに同項第

する未成年者でその法定代理人が同項第 四号に該当するものに

第二十三条の四第一項第一号、第二号、第五号（同号に規定

による登録を受けたとき。

虚偽又は 不正の事実 に基づいて第二十三条の三第一項の規定

取り消さなければならない。
一
二

三

場合の いずれかに該当する事 実が判明したとき。
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２

都道府県知事は、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 所の開設者に対して戒告を与え、

２

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

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

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
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

建築士事務所の開設者が第二十三条の四第二項第一号、第三

該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
一

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
できる。
建築士事務所の開設者が第二十三条の四第二項各号のいずれ

（略）

一

号、第四号（同号に規定する法定代理人が同項第二号に該当す

二

かに該当するに至つたとき 。

る場合を除く。）又は第五号（同号に規定する法人の役員が同
（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五

項第二号に該当する場合を除く。）に該当するに至つたとき。
二

三

五

処分を受けたとき。

業として行つた行為により、第十条第一項の規定により懲戒の

建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の

懲戒の処分を受けたとき。

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り

までの規定に違反したとき。

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
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
処分を受けたとき。
建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の
業務として行つた行為を理由として、第十条第一項の規定によ
る処分を受けたとき。

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

条又は第三条の二の規定に違反して、建築物の設計又は工事監

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

理をしたとき 。

をしたとき。

建築 士事務所に属する二級建築士又は 木造建築士が、その属

する建築士事務所の業として、第三条又は第三条の二の規定に

七

する建築士事務所の業務として、第三条第一項若しくは第三条

違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。

建築士事務所に属す る二級建築士又は木造建築士が、その属
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 工事監理をしたとき。

建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する

建築士事務所の業として、第三条から第三条の三までの規定に

建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する
建築士事務所の業務として、第三条第一項、第三条の二第一項

違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。

八

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

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

四

三
四
五

六

七

八

若しくは第三条の三第一項の規定又は第三条の二第三項（第三
条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む 。）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
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九
前各号に掲げるもののほか、建築士事務所の開設者がその建

（略）
十

九

前各号に掲げるもののほか、建築士事務所の開設者がその業

（略）

をしたとき。
十
３

（略）

務に関し不正な行為をしたとき。

（略）

第十条第三項から第五項まで の規定は、都道府県知事が第一項

築士事務所の業務に関し不正な行為をしたとき。
３
４

若しくは第二項の規定により建築士事務所の登録を取り消し、又

第十条第三項、第四項及び第六項の規定は都道府県知事が第一
項若しくは第二項の規定により建築士事務所の登録を取り消し、

は同項の規定により建築士事務所の閉鎖を命ずる場合に準用する

４
又は同項の規定により建築士事務所の閉鎖を命ずる場合について
。

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三
（略）

第三条から第三条の三までの規定に違反して、建築物の設計
又は工事監理をした者

第二十一条の二の規定に違反した者
四の二

第二十三条の九第一項又は第二項の規定に違反した者

（略）

（略）

六
（略）

四の三

四

三

一・二

十万円以下の罰金に処する。

第三十五条

、同条第五項の規定は都道府県知事が第一項又は第二項の規定に

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役

よる処分をした場合について、それぞれ準用する。
第三十五条
（略）

又は百万円以下の罰金に処する。
一・二

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

（略）

三

む。）、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 。）若しくは第三
条の三第一項（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 。）の規定又は第三条の二第三
項（第三条の三第 二項において読み替えて準用する場合を含む
。）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
四

第二十条第二項の規定に違反して、構造計算によつて建築物

工事監理をした者
五

の安全性を確かめた場合でないのに、同項の証明書を交付した

七

第二十三条の十第一項又は第二項の規定に違反した者

五

者

八

第二十四条第一項の規定に違反した者

第二十四条第一項の規定に違反した建築士事務所の開設者

九
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第二十四条の二の規定に違反して、他人に建築士事務所の業
（略）
七

六

第三十三条の規定に違反して、事前に試験問題を漏らした者

（略）

十
十一
第三十三条の規定に違反して、事前に試験問題を漏らし、

務を営ませた者
十二
又は不正の採点をした者

第十五条の七第一項（第十五条の十七第五項にお

いて準用する場合を含む。）の規定に違反した者又は第十五条の

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 。

第十五条の七第一項（第十五条の十七第五項にお

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 。

以下同じ。）の規定に違反して事前に試験問題を漏らした者は、

第三十五条の二

）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

一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第十五条の十四第二項（第十五条の十七第五項に

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。

第三十五条の三

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

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

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

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

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
。
第三十五条の四

一

（略）

処する。

第三十六条

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に

して不正の採点をした者は 、三十万円 以下の罰金 に処する。

第十五条の七第二項又は第三十三条の規定に違反

員又は職員は、一年 以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する

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

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の

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。

（削る。）

第三十六条
（略）

罰金に処する。
一

第二十三条の六の規定に違反して 、設計等の業務に関す る報

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

報告書を提出した者

告書を提出せず、又は虚偽の記載をして設計等の業務に関する

二

三

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
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存しなかつた者
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
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

四
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

つた者
六
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
しようとする者に閲覧させた者
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、
二

第三十四条の二の規定に違反した者

（略）

七
（略）

三

又は虚偽の記載のある書面を 交付した者
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

次の各号の一に該当す るときは、その違反行為を

した中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関の役員又は職員

第三十六条の二

九

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。）
第三十六条の二

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

は、二十 万円以下の罰金に処す る。
一

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

は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一

を含む。）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つたと
（略）

、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

二・三

き。
（略）

第二十七条の五第一項の規定による報告をせず、

とき。
二・三

第三十六条の三

若し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

第二十七条の五第一項の規定による報告をせず、

若し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

第三十六条の三

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

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、第三十五条又は

第三十七条

した指定法人の役員又は職員は 、二十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人そ

した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。
第三十七条

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
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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

第三十六条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過

第二十四条の四の規定に違反して書類を備え置かず、若しく

しなかつた者

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

第二十四条の二第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿

規定に違反した者

第二十三条の六、第二十四条の二第二項又は第二十四の三の

料に処する。

第三十八条

その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

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
を科する。
第三十八条
、十万円以下の過料に処する。
一
二

三

は設計等を委託しようとする建築主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

託しようとする建築主に閲覧させた者
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三
正

案

建設業法（昭和二十四年法律第百号）（抄）
改
（建設工事の請負契約の内容）
建設 工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、

現

（傍線部分は改正部分）

行

建設工事の 請負契約の 当事者は、前条の趣旨に従つて、

（建設工事の請負契約の内容）
第十九条

契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記

第十九条
契 約の締結に際して次に 掲げる事項を書面に記載し、署名又は記

（略）

名押印をして相互に交付しなければならない。
一～七

（略）

名押印をして相互に交付しなければならない。

七の二

（略）

（略）

一～七
八

（略）
（略）

（略）
（略）
（建設工事の見積り等）

２・３

十・十一

八・九

七の三
し

（略）
か

九
（略）

工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行

十・十一
十二

に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定
（略）

めをす るときは、その内容
（略）

十三・十四
２・３
（建設工事の見積り等）

（略）
（略）

第二十条
２

（略）

（略）

第二十条
２

建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合に

あつては契約を締結す る以前に、入札の方法により競争に付す る

３

あつては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する

場合にあつては入札を行なう以前に、第十九条第一項第一号及び

建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合に
場合にあつては入札を行う以前に、第十九条第一項第一号及び第

第三号から第十一号までに掲げる事項について、できる限り具体

３

三号から第十四号までに掲げる事項について、できる限り具体的

的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札

第四十五条

経営状況分析の業務に従事する登録経営状況分析機関

令で定める一定の期間を設けなければならない。

までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政

な内容を提示し、かつ、当該提示から 当該契約の締結又は入札ま
でに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令

登録経営状況分析機関（その者が法人である場合にあ

で定める一定の期間を設けなければならない。
第四十五条
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２

３

４

は約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて 不正の行為

るものが、その職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しく

つては、その役員）又はその職員で経営状況分析の業務に従事す

よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以

は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。

関の役員等」という。）が、その職務に関し、賄賂を収受し、又

の役員又は職員（次項及び第三項において「登録経営状況分析機

ろ

をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する

下の懲役に処する。

ろ

。

登録経営状況分析機関の役員等であつた者が、その在職中に請

託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつた

２

務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄

ことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは

前項に規定する者であ つた者が、その在職中に請託を受けて職
賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の

登録経営状況分析機関の役員等が、その職務に関し、請託を受

、三年以下の懲役に処する。
３

懲役に処する。
第一項に規定する者が、その職務に関し、請託を受けて第三者

けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、
（略）

に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の
４

第四十八条
る。

に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す

第二十七条の七第一項又は第二十七条の三十四の規定

三年以下の懲役に処する。

第二十七条の七第一項又は第二十七条の三十四の規定

懲役に処する。
（略）

第四十八条

に違反した者は、一年以下の懲役又は 百万円以下の罰金に処する
。

十九第五項において準用する場合を含む。）の規定による講習、

する場合を含む。）又は第二十七条の十四第二項（第二十七条の

試験事務 、交付等事務又は経営 状況分析の停止の命令に違反した

十九第五項において準用す る場合を含む 。）の規定による講習、

する場合を含む 。）又は第二十七条の十四第二項（第二十七条の

第二十六条の十五（第二十七条の三十二において準用

試験事務、交付等事務又は経営状況分析の停止の命令に違反した

ときは、その違反行為をした登録講習実施機関、指定試験機関、

第四十九条

ときは、その違反行為をした登録講習実施機関（その者が法人で

指定資格者証交付機関又は登録経営状況分析機関の役員又は職員

第二十六条の十五（第二十七条の三十二において準用

ある場合にあつては、その役員）若しくはその職員、指定試験機

は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第四十九条

関若しくは指定資格者証交付機関の役員若しくは職員又は登録経
営状況分析機関（その者が法人である場合にあつては、その役員
）若しくはその職員（第 五十一条において「登録講習実施機関等
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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（略）

一～四

次の 各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又
（略）

は 百万円以下の罰金に処する。

第五十条

２
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為

（略）

一～四

次の各号の いずれかに該当する者は、六月以下の懲役又

次の各号のいずれか に該当するときは、その違反行為

（略）

は五十万円以下の罰金に処する。

第五十条

２
第五十一条

をした登 録講習実施機関、指定試験機関、指定資格者証交付機関

第五十一条
をした登録講習実施機関 等の役員等は、五十万円以下の罰金に処

一～六

（略）

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以 下の
（略）

罰金に処する。

第五十二条

一～三

金に処する。

又は登録経営状況分析機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰

（略）

する。
一～三
第五十二条
（略）

金に処する。
一～六

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又は財産に関し、第四

第五十三条

その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の

十七条、第五十条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、

各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰する

を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科

第五十三条

ほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対

する。

第四十七条

して各本条の罰金刑を科する。
一
第五十条又は前条

各本条の罰金刑

一億円以下の罰金刑

二
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四
正

案

宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百 七十六号） （抄）
改
（重要事項の説明等）

現
（重要事項の説明等）

（傍線部分は改正部分）

行

引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者（以

若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取

下「宅地建物取引業者の相手方等」という。）に対して、その者

引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者（以

若しくは 貸借の相手方若しくは 代理を依頼した者又は宅地建物取

宅地建物 取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換

下「宅地建物取引業者の相手方等」という。）に対して、その者

が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売

第三十五条

が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売

買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をし

宅 地建物取引 業者は、宅地若しくは建物の売買、交換

買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をし

て、少なくとも次に掲げる事項 について、これらの事項を記載し

（略）

て 、少なくとも次に掲げ る事項について、これらの事項を記載し

一～五

（略）

（略）

（略）

十二

六～十一

五の二

た書面（第五号において図面を必要とするときは、図面）を交付

し

た書面（第五号において図面を必要とするときは、図面）を交付

か

して説明をさせなければならない。

（略）

（略）

一～五
六
（略）

当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保

七～十二
十三

証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令で定めるものを
講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置
（略）

の概要
十四

する宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの

をいう。以下同じ。）の相手方に対して、その者が取得しようと

つ、二回以上に分割して受領す るこ とを条件として販売す るこ と

は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、か

間に、取引主任者をして、前項各号に掲げる事項のほか、次の各

する宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの

をいう。以下同じ。）の相手方に対して、その者が取得しようと

つ、二回以上に分割して受領す るこ とを条件として販売す ること

は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、か

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売（代金の全部又

間に、取引主任者をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲

号に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付し

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売（代金の全部又

げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明

て説明をさせなければならない。

２

して説明をさせなければならない。

第三十五条

２

をさせなければならない。
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一～三
３・４

（略）
（略）

（書面の交付）

一～三
３・４

（略）
（略）

（書面の交付）

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に

関し、みずから当事者として契約を締結したときはその相手方に

第三十七条

関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当

、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に

事 者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼

依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契 約の

し

した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当

か

当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任についての定め

（略）

各当事者に、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した書面を

十二

（略）

があるときは、その内容

十一

一～十

事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなけ
（略）
し

当該宅 地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責

か

交付しなければならない。

一～十
十一

任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に
（略）

ついての定めがあるときは、その内容
十二

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸 借に関し、当事者を代

理して契 約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に

２

理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に

、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代
、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、

。
一～三
（略）

（略）

次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない

（略）

次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一～三
（略）

宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取

（業務に関する禁止事項）

い。
一

を告げる行為

重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のこと

引業者の相手方等に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならな

第四十七条

３

ればならない。

第三十七条

２

３

宅地建物取引業者は、その 業務に関して、宅地建物取

（業務に関する禁止事項）
第四十七条

宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の締結に

引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一

ついて勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しく
は解除若しくは宅 地建物取引業に関する取引により生じた債権
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の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、

ロ

イ
第三十七条第 一項各号又は第二項各号（第一号を除く。）

第三十五条の二各号に掲げる事項

第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項

故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

ハ
に掲げる事項
イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所

二

手附について貸付けその他信用の供与をすることにより契約

（略）

ニ
在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交
通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その
他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係
者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引
（略）

三

業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの
二

手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契

第八十条

一～四

次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しく

第四十七条の規定に違反して同条第一号又は第二号に掲

（略）

は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第七十九条

の締結を誘引する行為

三

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役

約の締結を誘引す る行為
第七十九条
（略）
第四十七条の規定に違反して同条第一号に掲げる

若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一～四
第七十九条の二

行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に
処し、又はこれを併科する。
第四十七条の規定に違反して 同条第二号に掲げる行為を

げる行為をした者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰

第八十条

した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又

第十六条の八第一項の規定に違反した者は、一年以

下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第八十条の二

金に処し、又はこれを併科する。
第十六条の八第一項の規定に違反した者は、一年以

はこれを併科する。
第八十条の二

下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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第八十条の三

第十六条の十五第二項又は第十七条の十四の規定に

よる試験事務又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その

第十六条の十五第二項又は第十七条の十四の規定に

よる試験事務又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その

違反行為をした指定試験機関又は登録講習機関の役員又は職員は

第八十条の三
違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員又は登録講習機

、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十五条第五項（第二十六条第二項において準用す

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に
（略）

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反

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。
一～七
（略）
第八十三条の二

２

第八十三条

一～八

処する。

第八十二条

又はこれを併科する。

した者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、

者並びに第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為を

る場合を含む。）、第三十二条及び第四十四条の規定に違反した

第八十一条

関（その者が法人である場合にあつては、その役員）若しくはそ
の職員（第八十三条の二において「指定試験機関等の役員等」と

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役

いう。）は、 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第八十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰

第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした

を含む。）、第三十二条又は第四十四条の規定に違反した者

第二十五条第五項（第二十六条第二項において準用する場合

若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
二
者
第八十二条

（略）

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の

（略）

金に処する。
一～八

（略）

一～七

罰金に処する。

第八十三条

２
第八十三条の二

行為をした指定試験機関又は登録講習機関の役員又は職員は、三

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人そ

（略）

行為をした指定試験機関等の役員等は 、五十万円以下の罰金 に処

第八十四条

一～三

十万円以下の罰金に処する。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人そ

（略）

する。
一～三
第八十四条
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の罰金刑を科する。

法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条

る規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その

の他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げ

の法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、法人

除く。）の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、そ

八十条及び第八十一条から第八十三条まで（同条第一項第三号を

の他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十九条、第

第七十九条又は第七十九条の二

又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止す

一億円以下の罰金刑

一

るため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの

証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでな

第八十条又は第八十一条から第八十三条まで（同条第一項第
各本条の罰金刑

二
三号を除く。）
い。
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五
正

案

浄化槽法（昭和五十八年法律第四十三号）（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

（定義）
第二条
（略）

ぞれ当該各号に定めるところによる。
一～十一

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

（定義）
第二条

（略）

建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）

ぞれ当該 各号に定めるところによる。
一～十一

特定行政庁

第二条第三十二号本文に規定する特定行政庁をいう。ただし、

十二

第二条第三十三号本文に規定する特定行政庁をいう。ただし、

同法第九十七条の二第一項の市町村又は特別区の区域について

建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）

同法第九十七条の二第一項の市町村又は 特別区の区域について

は、当該浄化槽に係る建築物の審査を行うべき建築主事を置く

特定行政庁

は、当該浄化槽に係る建築物の審査を行うべき建築主事を置く

市町村若しくは特別区の長又は都道府県知事をいう。

十二

市町村若しくは特別区の長又は都道府県知事をいう。
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六
現

行

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律（平成八年法律第 八十五号） （抄）（傍線部分は改 正部分）
案

（建築基準法による応急仮設住宅の存続期間の特例に関する措置

正

（建築基準法による応急仮設住宅の存続期間の特例に関する措置
）

改

）

る必要があり、かつ、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認

の居住の用に供されている応急仮設建築物である住宅を存続させ

宅が不足するため同条第四項に規定する期間を超えて当該被災者

る場合において、被災者の住宅の需要に応ずるに足りる適当な住

五条第一項の非常災害又は同条第二項の災害が特定非常災害であ

めるときは、同項の規定にかかわらず、更に一年を超えない範囲

る必要が あり、かつ、安全上、 防火上及び衛生上支障がないと認

の居住の用に供されている応急仮設建築物である住宅を存続させ

宅が不足するため同条第四項に規定する期間を超えて当該被災者

る場合において、被災者の住宅の需要に応ずるに足りる適当な住

五条第一項の非常災害又は同条第二項の災害が特定非常災害であ

建築基準法第二条第三十二号の特定行政庁は、同法第 八十

めるときは、同項の規定にかかわらず、更に一年を超えない範囲

内において同項の許可の期間を延長することができる。当該延長

第七条

内において同項の許可の期間を延長することができる。当該延長

に係る期間が満了した場合において、これを更に延長しようとす

建築基準法第二条第三十三号の特定行政庁は、同法第八十

に係る期間が満了した場合において、これを更に延長しようとす

るときも、同様とする。

第七条

るときも、同様とする。
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七
正

案

現

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号）（抄）
改

（傍線部分は改正部分）

行

定道路があるものに限る。）で、当該促進地区内防災街区整備地

（その敷地が当該予定道路に接するもの又は当該敷地内に当該予

該当する促進地区内防災街区整備地区計画の区域内にある建築物

す る予定道路として指定された場合において、次に掲げる条件に

区防災施設である道が、建築基準法第 六十八条の七第一項に規定

区計画の内容に適合し、かつ、特定行政庁（同法第二条第三十二

定道路があるものに限る。）で、当該促進地区内防災街区整備地

（その敷地が当該予定道路に接するもの又は当該敷地内に当該予

該当する促進地区内防災街区整備地区計画の区域内にある建築物

する予定道路として 指定された場合において、次に掲げる条件に

区防災施設である道が、建築基準法第六十八条の七第一項に規定

促進地区内防災街区整備地区計画に定められた特定地

区計画の内容に適合し、かつ、特定行政庁（同法第二条第三十三

号に規定する特定行政庁をいう。）が交通上、安全上、防火上及

第百十六条

号に規定する特定行政庁をいう。）が交通上、安全上、防火上及

び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、当該 予定

促進地区内防災街区整備地区計画に定められた特定地

び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、当該予定

（略）

道路を同法第四十二条第一項に規定する道路とみなして、同法第

（略）

一・二

道路を同法第四十二条第一項に規定する道路とみなして、同法第
（略）

四十三条第一項の規定を適用す る。

一・二
（略）

２

四十三条第一項の規定を適用する。

第百十六条

２
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八
正

案

号）（抄）

（傍線部分は改正部分）

行

建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）の一部を次の

ように改 正する。

第二条

（建築基準法の一部改正）

現

都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第
改

建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）の一部を次の

（建築基準法の一部改正）
第二条
ように改正す る。

（略）

８

７

地区計画の区域のうち開発整備促進区（地区整備計画が定め

（略）

第六十八条の三に次の二項を加える。

７
地区計画の区域のうち開発整備促進区（地区整備計画が定め

第六十八条の三に次の二項を加える。
８

れた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該地区計画

は「公益上やむを得ないと認め、又は地区計画において定めら

の区域における商業その他の業務の利便の増進上やむを得ない

れた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該地区計画

は「公益上やむを得ないと認め、又は地区計画において定めら

られている区域に限る。）内の建築物（前項の建築物を除く。

の区域における商業その他の業務の利便の増進上やむを得ない

」と、同条第十一項中「 工業の利便上又は公益上必要」とある

られている区域に限る。）内の建築物（前項の建築物を除く。

」と、同条第十一項中「工業の利便上又は公益上必要」とある

のは「工業の利便上若しくは公益上必要と認め、又は 地区計画

）に対する第四十八条第六項、第七項、第十一項及び第十三項

のは「工業の利便上若しくは公益上必要と認め、又は地区計画

において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ

）に対する第四十八条第六項、第七項、第十一項及び第十三項

において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ

、当該地区計画の区域における商業その他の業務の利便の増進

（第八十七条第二項又は第三項においてこれらの規定を準用す

、当該地区計画の区域における商業その他の業務の利便の増進

上やむを得ない」とする。

（これらの規定を第八十七条第二項又は第三項において準用す

上やむ を得ない」とする。

第百一条第一項第八号、第十三号及び第十四号中「第十二項」

る場合を含む 。）の規定の適用については、第四十八条第六項

第百一条第一項第五号、第十号及び第十一号中「第十二項」を

を「第十三項」に改め、同条第 二項中「前項第五号、第六号又は

る場合を含む 。）の規定の適 用については、第四十八条第六項

「第十三項」に改め、同条第二項中「前項第五号、第六号又は第

第八号」を「前項第六号、第七号又は第九号」に、「罰する外」

、第七項及び第十三項中「又は公益上やむを得ない」とあるの

八号」を「前項第六号、第七号又は第九号」に、「罰する外」を

を「罰するほか」に改める。

、第七項及び第十三項中「又は公益上やむを得ない」とあるの

「罰するほか」に改める。
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九
改

正

案

２～５

第十七条

（略）

現

号）（抄）

（略）

（傍線部分は改正部分）

行

（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定）

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第

（略）

（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定）
第十 七条
（略）

建築基準法第十八条第三項の規定は、建築主事が前項の通知を

受けた場合について準用する。この場合においては、建築主事は

６

前項の通知を受けた場合について準用する。この場合においては

、申請に係る特定建築物の建築等の計画が第十四条第一項の規定

建築基準法第十八条第三項及び第十二項の規定は、建築主事が

２～５
６
、建築主事は、申請に係る特定建築物の建築等の計画が第十四条

（略）

に適合するかどうかを審査することを要しないものとする。
７・８

第一項の規定に適合するかどうかを審査することを要しないもの
（略）

とする。
７・８
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