建築物の耐震改修の促進に関する法律
（平成七年十月二十七日 法律第百二十三号）
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保
護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対
する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをいう。
2

この法律において「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、
改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。

3

この法律において「所管行政庁」とは、建築主事を置く市町村又は特別区の区域につい
ては当該市町村又は特別区の長をいい、
その他の市町村又は特別区の区域については都道
府県知事をいう。ただし、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一
項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の
政令で定める建築物については、都道府県知事とする。
(国、地方公共団体及び国民の努力義務)

第三条 国は、
建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に資する技術に関する研究開発を促進
するため、
当該技術に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう努めるも
のとする。
2

国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、資金の融通
又はあっせん、資料の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

3

国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する国民の理解と協
力を得るため、
建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に努める
ものとする。

4

国民は、建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、その向上を図るよう努める
ものとする。
第二章 基本方針及び都道府県耐震改修促進計画等
(基本方針)

第四条 国土交通大臣は、
建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針
(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2

基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項

二

建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項

三

建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項

四

建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な

事項
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五

次条第一項に規定する都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項その

他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する重要事項
3

国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表
しなければならない。
(都道府県耐震改修促進計画)

第五条 都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐
震改修の促進を図るための計画(以下「都道府県耐震改修促進計画」という。)を定めるも
のとする。
2

都道府県耐震改修促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一

当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標

二

当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に

関する事項
三

建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項

四

建築基準法第十条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令その他建築物の

地震に対する安全性を確保し、
又はその向上を図るための措置の実施についての所管行
政庁との連携に関する事項
五

その他当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な

事項
3

都道府県は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項に、当該各号に定め
る事項を記載することができる。
一

病院、
官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが

公益上必要な建築物で政令で定めるものであって、既存耐震不適格建築物(地震に対す
る安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(以下「耐震関係
規定」という。)に適合しない建築物で同法第三条第二項の規定の適用を受けているも
のをいう。以下同じ。)であるもの(その地震に対する安全性が明らかでないものとして
政令で定める建築物(以下「耐震不明建築物」という。)に限る。)について、耐震診断を
行わせ、
及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 当該建築物に関する
事項及び当該建築物に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項
二

建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路(相当数の建築物

が集合し、
又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する道路その他国土交通省
令で定める道路(以下「建築物集合地域通過道路等」という。)に限る。)の通行を妨げ、
市町村の区域を越える相当多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、
当
該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物(地震によって倒壊した場合
においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、
多数の者の円滑な避難を困難とするおそ
れがあるものとして政令で定める建築物(第十四条第三号において「通行障害建築物」
という。)であって既存耐震不適格建築物であるものをいう。以下同じ。)について、耐
震診断を行わせ、又はその促進を図り、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認めら
れる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項及び
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当該通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限る。)に係る耐震診
断の結果の報告の期限に関する事項
三

建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路(建築物集合地域

通過道路等を除く。)の通行を妨げ、市町村の区域を越える相当多数の者の円滑な避難
を困難とすることを防止するため、
当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適
格建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合

当該通

行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項
四

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号。以下「特定

優良賃貸住宅法」という。)第三条第四号に規定する資格を有する入居者をその全部又
は一部について確保することができない特定優良賃貸住宅(特定優良賃貸住宅法第六条
に規定する特定優良賃貸住宅をいう。以下同じ。)を活用し、第十九条に規定する計画
認定建築物である住宅の耐震改修の実施に伴い仮住居を必要とする者(特定優良賃貸住
宅法第三条第四号に規定する資格を有する者を除く。以下「特定入居者」という。)に
対する仮住居を提供することが必要と認められる場合 特定優良賃貸住宅の特定入居
者に対する賃貸に関する事項
五

前項第一号の目標を達成するため、
当該都道府県の区域内において独立行政法人都市

再生機構(以下「機構」という。)又は地方住宅供給公社(以下「公社」という。)による
建築物の耐震診断及び耐震改修の実施が必要と認められる場合 機構又は公社による
建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項
4

都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に前項第一号に定める事項を記載しようとする
ときは、当該事項について、あらかじめ、当該建築物の所有者(所有者以外に権原に基づ
きその建築物を使用する者があるときは、その者及び所有者)の意見を聴かなければなら
ない。

5

都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に第三項第五号に定める事項を記載しようとす
るときは、当該事項について、あらかじめ、機構又は当該公社の同意を得なければならな
い。

6

都道府県は、都道府県耐震改修促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表すると
ともに、当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。

7

第三項から前項までの規定は、都道府県耐震改修促進計画の変更について準用する。
(市町村耐震改修促進計画)

第六条 市町村は、都道府県耐震改修促進計画に基づき、当該市町村の区域内の建築物の耐
震診断及び耐震改修の促進を図るための計画(以下「市町村耐震改修促進計画」という。)
を定めるよう努めるものとする。
2

市町村耐震改修促進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一

当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標

二

当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関

する事項
三

建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項
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四

建築基準法第十条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令その他建築物の

地震に対する安全性を確保し、
又はその向上を図るための措置の実施についての所管行
政庁との連携に関する事項
五

その他当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事

項
3

市町村は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項に、当該各号に定める
事項を記載することができる。
一

建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路(建築物集合地域

通過道路等に限る。)の通行を妨げ、当該市町村の区域における多数の者の円滑な避難
を困難とすることを防止するため、
当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適
格建築物について、耐震診断を行わせ、又はその促進を図り、及び耐震改修の促進を図
ることが必要と認められる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する
道路に関する事項及び当該通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるもの
に限る。)に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項
二

建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路(建築物集合地域

通過道路等を除く。)の通行を妨げ、当該市町村の区域における多数の者の円滑な避難
を困難とすることを防止するため、
当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適
格建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合

当該通

行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項
4

市町村は、市町村耐震改修促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければ
ならない。

5

前二項の規定は、市町村耐震改修促進計画の変更について準用する。
第三章 建築物の所有者が講ずべき措置
(要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務)

第七条 次に掲げる建築物(以下「要安全確認計画記載建築物」という。)の所有者は、当該
要安全確認計画記載建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行
い、その結果を、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期限
までに所管行政庁に報告しなければならない。
一

第五条第三項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された建築物

同号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された期限
二

その敷地が第五条第三項第二号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載され

た道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限る。)
同号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された期限
三

その敷地が前条第三項第一号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された道

路に接する通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限り、前号に
掲げる建築物であるものを除く。) 同項第一号の規定により市町村耐震改修促進計画
に記載された期限
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(要安全確認計画記載建築物に係る報告命令等)
第八条 所管行政庁は、
要安全確認計画記載建築物の所有者が前条の規定による報告をせず、
又は虚偽の報告をしたときは、
当該所有者に対し、
相当の期限を定めて、
その報告を行い、
又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
2

所管行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところによ
り、その旨を公表しなければならない。

3

所管行政庁は、第一項の規定により報告を命じようとする場合において、過失がなくて
当該報告を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益
に反すると認められるときは、その者の負担において、耐震診断を自ら行い、又はその命
じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を
定めて、当該報告をすべき旨及びその期限までに当該報告をしないときは、所管行政庁又
はその命じた者若しくは委任した者が耐震診断を行うべき旨を、あらかじめ、公告しなけ
ればならない。
(耐震診断の結果の公表)

第九条 所管行政庁は、第七条の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で定めると
ころにより、当該報告の内容を公表しなければならない。前条第三項の規定により耐震診
断を行い、又は行わせたときも、同様とする。
(通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担)
第十条 都道府県は、第七条第二号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国土
交通省令で定めるところにより、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用
を負担しなければならない。
2

市町村は、第七条第三号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国土交通省
令で定めるところにより、
同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用を負担
しなければならない。
(要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力)

第十一条 要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断の結果、地震に対する安全性の
向上を図る必要があると認められるときは、
当該要安全確認計画記載建築物について耐震
改修を行うよう努めなければならない。
(要安全確認計画記載建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等)
第十二条 所管行政庁は、
要安全確認計画記載建築物の耐震改修の適確な実施を確保するた
め必要があると認めるときは、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、基本方針のう
ち第四条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項(以下「技術指針事項」という。)を
勘案して、
要安全確認計画記載建築物の耐震改修について必要な指導及び助言をすること
ができる。
2

所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物について必要な耐震改修が行われていないと
認めるときは、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、必
要な指示をすることができる。

3

所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた要安全確認計画記載建築物の所有者が、
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正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(要安全確認計画記載建築物に係る報告、検査等)
第十三条 所管行政庁は、
第八条第一項並びに前条第二項及び第三項の規定の施行に必要な
限度において、政令で定めるところにより、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、
要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に係る事項(第七条の規定による報告の
対象となる事項を除く。)に関し報告させ、又はその職員に、要安全確認計画記載建築物、
要安全確認計画記載建築物の敷地若しくは要安全確認計画記載建築物の工事現場に立ち
入り、要安全確認計画記載建築物、要安全確認計画記載建築物の敷地、建築設備、建築材
料、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、住居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なければならない。
2

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提
示しなければならない。

3

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては
ならない。
(特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力)

第十四条 次に掲げる建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの(要安全確認計画記
載建築物であるものを除く。以下「特定既存耐震不適格建築物」という。)の所有者は、
当該特定既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性
の向上を図る必要があると認められるときは、当該特定既存耐震不適格建築物について耐
震改修を行うよう努めなければならない。
一

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホーム

その他多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであって政令で定める規模以上
のもの
二

火薬類、石油類その他政令で定める危険物であって政令で定める数量以上のものの貯

蔵場又は処理場の用途に供する建築物
三

その敷地が第五条第三項第二号若しくは第三号の規定により都道府県耐震改修促進

計画に記載された道路又は第六条第三項の規定により市町村耐震改修促進計画に記載
された道路に接する通行障害建築物
(特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等)
第十五条 所管行政庁は、
特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施
を確保するため必要があると認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、
技術指針事項を勘案して、
特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修について必
要な指導及び助言をすることができる。
2

所管行政庁は、次に掲げる特定既存耐震不適格建築物(第一号から第三号までに掲げる特
定既存耐震不適格建築物にあっては、地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要な
ものとして政令で定めるものであって政令で定める規模以上のものに限る。)について必
要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは、
特定既存耐震不適格建築物
の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、必要な指示をすることができる。
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一

病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する

特定既存耐震不適格建築物
二

小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用

する特定既存耐震不適格建築物

3

三

前条第二号に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物

四

前条第三号に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物

所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた特定既存耐震不適格建築物の所有者が、
正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4

所管行政庁は、前二項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、
特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、
特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安
全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定既存耐震不適格建築物、特定既存
耐震不適格建築物の敷地若しくは特定既存耐震不適格建築物の工事現場に立ち入り、
特定
既存耐震不適格建築物、特定既存耐震不適格建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類そ
の他の物件を検査させることができる。

5

第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査につ
いて準用する。
(一定の既存耐震不適格建築物の所有者の努力等)

第十六条 要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適
格建築物の所有者は、当該既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、
当該既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。
2

所管行政庁は、前項の既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確
保するため必要があると認めるときは、当該既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術
指針事項を勘案して、当該既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な
指導及び助言をすることができる。
第四章 建築物の耐震改修の計画の認定
(計画の認定)

第十七条 建築物の耐震改修をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建
築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
2

3

前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一

建築物の位置

二

建築物の階数、延べ面積、構造方法及び用途

三

建築物の耐震改修の事業の内容

四

建築物の耐震改修の事業に関する資金計画

五

その他国土交通省令で定める事項

所管行政庁は、第一項の申請があった場合において、建築物の耐震改修の計画が次に掲
げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定(以下この章において「計画の認定」
という。)をすることができる。
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一

建築物の耐震改修の事業の内容が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ず

るものとして国土交通大臣が定める基準に適合していること。
二

前項第四号の資金計画が建築物の耐震改修の事業を確実に遂行するため適切なもの

であること。
三

第一項の申請に係る建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分が耐震

関係規定及び耐震関係規定以外の建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規
定に適合せず、かつ、同法第三条第二項の規定の適用を受けているものである場合にお
いて、当該建築物又は建築物の部分の増築、改築、大規模の修繕(同法第二条第十四号
に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第十五号に規定する大規模
の模様替をいう。)をしようとするものであり、かつ、当該工事後も、引き続き、当該
建築物、
建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分が耐震関係規定以外の同法又
はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しないこととなるものであるときは、
前
二号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合していること。
イ 当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、
か
つ、当該工事後も、引き続き、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷
地の部分が耐震関係規定以外の建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規
定に適合しないこととなることがやむを得ないと認められるものであること。
ロ 工事の計画(二以上の工事に分けて耐震改修の工事を行う場合にあっては、それぞ
れの工事の計画。第五号ロ及び第六号ロにおいて同じ。)に係る建築物及び建築物の
敷地について、交通上の支障の度、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生
上及び市街地の環境の保全上の有害の度が高くならないものであること。
四

第一項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である耐火建築物(建築基準法第

二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)である場合において、当該建築物につ
いて柱若しくは壁を設け、
又は柱若しくははりの模様替をすることにより当該建築物が
同法第二十七条第二項、
第六十一条又は第六十二条第一項の規定に適合しないこととな
るものであるときは、第一号及び第二号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合し
ていること。
イ 当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、
か
つ、当該工事により、当該建築物が建築基準法第二十七条第二項、第六十一条又は第
六十二条第一項の規定に適合しないこととなることがやむを得ないと認められるも
のであること。
ロ 次に掲げる基準に適合し、
防火上及び避難上支障がないと認められるものであるこ
と。
(1) 工事の計画に係る柱、壁又ははりの構造が国土交通省令で定める防火上の基準
に適合していること。
(2) 工事の計画に係る柱、壁又ははりに係る火災が発生した場合の通報の方法が国
土交通省令で定める防火上の基準に適合していること。
五

第一項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である場合において、
当該建築物
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について増築をすることにより当該建築物が建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対
する割合をいう。)に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(イ及び
第八項において「容積率関係規定」という。)に適合しないこととなるものであるとき
は、第一号及び第二号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合していること。
イ 当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、
か
つ、当該工事により、当該建築物が容積率関係規定に適合しないこととなることがや
むを得ないと認められるものであること。
ロ 工事の計画に係る建築物について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない
と認められるものであること。
六

第一項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である場合において、
当該建築物

について増築をすることにより当該建築物が建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に
対する割合をいう。)に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(イ及
び第九項において「建ぺい率関係規定」という。)に適合しないこととなるものである
ときは、第一号及び第二号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合していること。
イ 当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、
か
つ、当該工事により、当該建築物が建ぺい率関係規定に適合しないこととなることが
やむを得ないと認められるものであること。
ロ 工事の計画に係る建築物について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない
と認められるものであること。
4

第一項の申請に係る建築物の耐震改修の計画が建築基準法第六条第一項の規定による
確認又は同法第十八条第二項の規定による通知を要するものである場合において、
計画の
認定をしようとするときは、所管行政庁は、あらかじめ、建築主事の同意を得なければな
らない。

5

建築基準法第九十三条の規定は所管行政庁が同法第六条第一項の規定による確認又は
同法第十八条第二項の規定による通知を要する建築物の耐震改修の計画について計画の
認定をしようとする場合について、
同法第九十三条の二の規定は所管行政庁が同法第六条
第一項の規定による確認を要する建築物の耐震改修の計画について計画の認定をしよう
とする場合について準用する。

6

所管行政庁が計画の認定をしたときは、次に掲げる建築物、建築物の敷地又は建築物若
しくはその敷地の部分(以下この項において「建築物等」という。)については、建築基準
法第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、同条第二項の規定を適用する。
一

耐震関係規定に適合せず、かつ、建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けている

建築物等であって、
第三項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合しているものとし
て計画の認定を受けたもの
二
7

計画の認定に係る第三項第三号の建築物等

所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る第三項第四号の建築物につい
ては、建築基準法第二十七条第二項、第六十一条又は第六十二条第一項の規定は、適用し
ない。

9/20

8

所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る第三項第五号の建築物につい
ては、容積率関係規定は、適用しない。

9

所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る第三項第六号の建築物につい
ては、建ぺい率関係規定は、適用しない。

10 第一項の申請に係る建築物の耐震改修の計画が建築基準法第六条第一項の規定による
確認又は同法第十八条第二項の規定による通知を要するものである場合において、
所管行
政庁が計画の認定をしたときは、同法第六条第一項又は第十八条第三項の規定による確認
済証の交付があったものとみなす。この場合において、所管行政庁は、その旨を建築主事
に通知するものとする。
(計画の変更)
第十八条 計画の認定を受けた者(第二十八条第一項及び第三項を除き、以下「認定事業者」
という。)は、当該計画の認定を受けた計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除
く。)をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。
2

前条の規定は、前項の場合について準用する。
(計画認定建築物に係る報告の徴収)

第十九条 所管行政庁は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた計画(前条第一項の規定
による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条において同じ。)に係る建築
物(以下「計画認定建築物」という。)の耐震改修の状況について報告を求めることができ
る。
(改善命令)
第二十条 所管行政庁は、
認定事業者が計画の認定を受けた計画に従って計画認定建築物の
耐震改修を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、
その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(計画の認定の取消し)
第二十一条 所管行政庁は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の
認定を取り消すことができる。
第五章 建築物の地震に対する安全性に係る認定等
(建築物の地震に対する安全性に係る認定)
第二十二条 建築物の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁に対し、
当該建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請する
ことができる。
2

所管行政庁は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る建築物が耐震関係規
定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合し
ていると認めるときは、その旨の認定をすることができる。

3

前項の認定を受けた者は、同項の認定を受けた建築物(以下「基準適合認定建築物」とい
う。)、その敷地又はその利用に関する広告その他の国土交通省令で定めるもの(次項にお
いて「広告等」という。)に、国土交通省令で定めるところにより、当該基準適合認定建
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築物が前項の認定を受けている旨の表示を付することができる。
4

何人も、前項の規定による場合を除くほか、建築物、その敷地又はその利用に関する広
告等に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
(基準適合認定建築物に係る認定の取消し)

第二十三条 所管行政庁は、
基準適合認定建築物が前条第二項の基準に適合しなくなったと
認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。
(基準適合認定建築物に係る報告、検査等)
第二十四条 所管行政庁は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところ
により、第二十二条第二項の認定を受けた者に対し、基準適合認定建築物の地震に対する
安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、基準適合認定建築物、基準適合認定
建築物の敷地若しくは基準適合認定建築物の工事現場に立ち入り、基準適合認定建築物、
基準適合認定建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることが
できる。
2

第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査につ
いて準用する。
第六章 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定等
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定)

第二十五条 耐震診断が行われた区分所有建築物(二以上の区分所有者(建物の区分所有等
に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。
以下同じ。)が存する建築物をいう。以下同じ。)の管理者等(同法第二十五条第一項の規定
により選任された管理者(管理者がないときは、同法第三十四条の規定による集会におい
て指定された区分所有者)又は同法第四十九条第一項の規定により置かれた理事をいう。)
は、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁に対し、当該区分所有建築物につい
て耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請することができる。
2

所管行政庁は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る区分所有建築物が地
震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合し
ていないと認めるときは、その旨の認定をすることができる。

3

前項の認定を受けた区分所有建築物(以下「要耐震改修認定建築物」という。)の耐震改
修が建物の区分所有等に関する法律第十七条第一項に規定する共用部分の変更に該当す
る場合における同項の規定の適用については、同項中「区分所有者及び議決権の各四分の
三以上の多数による集会の決議」とあるのは「集会の決議」とし、同項ただし書の規定は、
適用しない。
(要耐震改修認定建築物の区分所有者の耐震改修の努力)

第二十六条 要耐震改修認定建築物の区分所有者は、当該要耐震改修認定建築物について耐
震改修を行うよう努めなければならない。
(要耐震改修認定建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等)
第二十七条 所管行政庁は、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、技術指針事項を勘
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案して、要耐震改修認定建築物の耐震改修について必要な指導及び助言をすることができ
る。
2

所管行政庁は、要耐震改修認定建築物について必要な耐震改修が行われていないと認め
るときは、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、技術指針事項を勘案して、必要な
指示をすることができる。

3

所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた要耐震改修認定建築物の区分所有者が、
正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4

所管行政庁は、前二項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、
要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、
要耐震改修認定建築物の地震に対する安全性
に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、要耐震改修認定建築物、要耐震改修認定建
築物の敷地若しくは要耐震改修認定建築物の工事現場に立ち入り、
要耐震改修認定建築物、
要耐震改修認定建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させること
ができる。

5

第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査につ
いて準用する。
第七章 建築物の耐震改修に係る特例
(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例)

第二十八条 第五条第三項第四号の規定により都道府県耐震改修促進計画に特定優良賃貸
住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項を記載した都道府県の区域内において、
特定
優良賃貸住宅法第五条第一項に規定する認定事業者は、
特定優良賃貸住宅の全部又は一部
について特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する入居者を国土交通省
令で定める期間以上確保することができないときは、特定優良賃貸住宅法の規定にかかわ
らず、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。第三項において同じ。)の承認
を受けて、その全部又は一部を特定入居者に賃貸することができる。
2

前項の規定により特定優良賃貸住宅の全部又は一部を賃貸する場合においては、当該賃
貸借を、借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十八条第一項の規定による建物の賃貸借
(国土交通省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。)としなければならな
い。

3

特定優良賃貸住宅法第五条第一項に規定する認定事業者が第一項の規定による都道府
県知事の承認を受けた場合における特定優良賃貸住宅法第十一条第一項の規定の適用に
ついては、同項中「処分」とあるのは、「処分又は建築物の耐震改修の促進に関する法律
(平成七年法律第百二十三号)第二十八条第二項の規定」とする。
(機構の業務の特例)

第二十九条 第五条第三項第五号の規定により都道府県耐震改修促進計画に機構による建
築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項を記載した都道府県の区域内において、
機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条に規定する業務の
ほか、委託に基づき、政令で定める建築物(同条第三項第二号の住宅又は同項第四号の施
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設であるものに限る。)の耐震診断及び耐震改修の業務を行うことができる。
(公社の業務の特例)
第三十条 第五条第三項第五号の規定により都道府県耐震改修促進計画に公社による建築
物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項を記載した都道府県の区域内において、
公
社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほ
か、委託により、住宅の耐震診断及び耐震改修並びに市街地において自ら又は委託により
行った住宅の建設と一体として建設した商店、事務所等の用に供する建築物及び集団住宅
の存する団地の居住者の利便に供する建築物の耐震診断及び耐震改修の業務を行うこと
ができる。
2

前項の規定により公社の業務が行われる場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三
号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び建築物
の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第三十条第一項に規定する
業務」とする。
(独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮)

第三十一条 独立行政法人住宅金融支援機構は、法令及びその事業計画の範囲内において、
計画認定建築物である住宅の耐震改修が円滑に行われるよう、
必要な資金の貸付けについ
て配慮するものとする。
第八章 耐震改修支援センター
(耐震改修支援センター)
第三十二条 国土交通大臣は、
建築物の耐震診断及び耐震改修の実施を支援することを目的
とする一般社団法人又は一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、
第三十四
条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認めら
れるものを、その申請により、耐震改修支援センター(以下「センター」という。)として
指定することができる。
一

職員、
支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、

支援業務の適確な実施のために適切なものであること。
二

前号の支援業務の実施に関する計画を適確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ること。
三

役員又は職員の構成が、支援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。
四

支援業務以外の業務を行っている場合には、
その業務を行うことによって支援業務の

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。
五

前各号に定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものである

こと。
(指定の公示等)
第三十三条 国土交通大臣は、前条の規定による指定(以下単に「指定」という。)をしたと
きは、
センターの名称及び住所並びに支援業務を行う事務所の所在地を公示しなければな
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らない。
2

センターは、その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更しようと
するときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なけ
ればならない。

3

国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければなら
ない。
(業務)

第三十四条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一

認定事業者が行う計画認定建築物である要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐

震不適格建築物の耐震改修に必要な資金の貸付けを行った国土交通省令で定める金融
機関の要請に基づき、当該貸付けに係る債務の保証をすること。
二

建築物の耐震診断及び耐震改修に関する情報及び資料の収集、
整理及び提供を行うこ

と。
三

建築物の耐震診断及び耐震改修に関する調査及び研究を行うこと。

四

前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(業務の委託)
第三十五条 センターは、国土交通大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(以下「債
務保証業務」という。)のうち債務の保証の決定以外の業務の全部又は一部を金融機関そ
の他の者に委託することができる。
2

金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を
行うことができる。
(債務保証業務規程)

第三十六条 センターは、債務保証業務に関する規程(以下「債務保証業務規程」という。)
を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、
同様とする。
2

債務保証業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

3

国土交通大臣は、第一項の認可をした債務保証業務規程が債務保証業務の公正かつ適確
な実施上不適当となったと認めるときは、その債務保証業務規程を変更すべきことを命ず
ることができる。
(事業計画等)

第三十七条 センターは、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係
る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事
業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければ
ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2

センターは、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業報
告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しな
ければならない。
(区分経理)
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第三十八条 センターは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理
を区分して整理しなければならない。
一

債務保証業務及びこれに附帯する業務

二

第三十四条第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

(帳簿の備付け等)
第三十九条 センターは、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に関する事項で国
土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
2

前項に定めるもののほか、センターは、国土交通省令で定めるところにより、支援業務
に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)

第四十条 国土交通大臣は、
支援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、センターに対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(センターに係る報告、検査等)
第四十一条 国土交通大臣は、
支援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、センターに対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又
はその職員に、センターの事務所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿、書類その他
の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提
示しなければならない。

3

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては
ならない。
(指定の取消し等)

第四十二条 国土交通大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、その指定
を取り消すことができる。
一

第三十三条第二項又は第三十七条から第三十九条までの規定のいずれかに違反した

とき。
二

第三十六条第一項の認可を受けた債務保証業務規程によらないで債務保証業務を行

ったとき。

2

三

第三十六条第三項又は第四十条の規定による命令に違反したとき。

四

第三十二条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

五

センター又はその役員が、支援業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

六

不正な手段により指定を受けたとき。

国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければ
ならない。
第九章 罰則

第四十三条 第八条第一項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第四十四条 第十三条第一項、
第十五条第四項又は第二十七条第四項の規定による報告をせ
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ず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避
した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一

第十九条、第二十四条第一項又は第四十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚

偽の報告をした者
二

第二十二条第四項の規定に違反して、表示を付した者

三

第二十四条第一項又は第四十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避し

た者
四

第三十九条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、又は帳簿を保存しなかった者
五

第三十九条第二項の規定に違反した者

六

第四十一条第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者

第四十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法
人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、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刑を科する。
附

則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
から施行する。
(平成七年政令第四二八号で平成七年一二月二五日から施行)
(機構の業務の特例に係る委託契約を締結する期限)
第二条 第二十九条の規定により機構が委託に基づき行う業務は、
当該委託に係る契約が平
成二十七年十二月三十一日までに締結される場合に限り行うことができる。
(要緊急安全確認大規模建築物の所有者の義務等)
第三条 次に掲げる既存耐震不適格建築物であって、その地震に対する安全性を緊急に確か
める必要がある大規模なものとして政令で定めるもの(要安全確認計画記載建築物であっ
て当該要安全確認計画記載建築物に係る第七条各号に定める期限が平成二十七年十二月
三十日以前であるものを除く。以下この条において「要緊急安全確認大規模建築物」とい
う。)の所有者は、当該要緊急安全確認大規模建築物について、国土交通省令で定めると
ころにより、耐震診断を行い、その結果を同月三十一日までに所管行政庁に報告しなけれ
ばならない。
一

病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する

既存耐震不適格建築物
二

小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用

する既存耐震不適格建築物
三
2

第十四条第二号に掲げる建築物である既存耐震不適格建築物

第七条から第十三条までの規定は要安全確認計画記載建築物である要緊急安全確認大
規模建築物であるものについて、第十四条及び第十五条の規定は要緊急安全確認大規模建
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築物については、適用しない。
3

第八条、第九条及び第十一条から第十三条までの規定は、要緊急安全確認大規模建築物
について準用する。この場合において、第八条第一項中「前条」とあり、並びに第九条及
び第十三条第一項中「第七条」とあるのは「附則第三条第一項」と、第九条中「前条第三
項」とあるのは「同条第三項において準用する前条第三項」と、第十三条第一項中「第八
条第一項」とあるのは「附則第三条第三項において準用する第八条第一項」と読み替える
ものとする。

4

前項において準用する第八条第一項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰
金に処する。

5

第三項において準用する第十三条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検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の
罰金に処する。

6

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、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に
対しても当該各項の刑を科する。
附

則 (平成八年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)
1

この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附

則 (平成九年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
1

この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)

2

住宅金融公庫の貸付金の利率及び償還期間に関しては、第一条の規定による改正後の住
宅金融公庫法第二十一条第一項の表一の項及び四の項から六の項まで、
第三条の規定によ
る改正後の北海道防寒住宅建設等促進法第八条第二項の表一の項並びに第八条の二第二
項の表二の項及び三の項並びに第四条の規定による改正後の建築物の耐震改修の促進に
関する法律第十条の規定は、住宅金融公庫が平成九年四月一日以後に資金の貸付けの申込
みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込み
を受理したものについては、なお従前の例による。

4

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

――――――――――
中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の
施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の
処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行
後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、
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許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2

改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申
請、
届出その他の行為は、
法令に別段の定めがあるもののほか、
改革関係法等の施行後は、
改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、
届出その他の行為とみなす。

3

改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その
他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手
続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の
施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対し
て報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続が
されていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
(従前の例による処分等に関する経過措置)

第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき
免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機
関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほ
か、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び
所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機
関に対してすべきものとする。
(罰則に関する経過措置)
第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前
の例による。
(政令への委任)
第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに
中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置
(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附

則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただ
し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改

正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千
三百二十四条第二項、
第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
――――――――――
附

則 (平成一七年七月六日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附

則 (平成一七年一一月七日法律第一二〇号) 抄

(施行期日)
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第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
から施行する。
(平成一八年政令第七号で平成一八年一月二六日から施行)
(処分、手続等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正前の建築物の耐震改修の促進に関する法律(次項において「旧
法」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改
正後の建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「新法」という。)の規定に相当の規定
があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
2

新法第八条及び第九条の規定は、この法律の施行後に新法第八条第一項又は第九条第一
項の規定により申請があった認定の手続について適用し、
この法律の施行前に旧法第五条
第一項又は第六条第一項の規定により申請があった認定の手続については、
なお従前の例
による。
(罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定
める。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況につい
て検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの
とする。
――――――――――
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等
に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一八法律五〇)抄
(罰則に関する経過措置)
第四百五十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によること
とされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前の
例による。
(政令への委任)
第四百五十八条 この法律に定めるもののほか、
この法律の規定による法律の廃止又は改正
に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附

則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(施行の日＝平成二〇年一二月一日)
(平二三法七四・旧第一項・一部改正)
――――――――――
附

則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
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第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄

附

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条に
おいて同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることと
される場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、
なお従
前の例による。
(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則
に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
則 (平成二五年五月二九日法律第二〇号) 抄

附

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
から施行する。
(平成二五年政令第二九三号で平成二五年一一月二五日から施行)
(処分、手続等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正前の建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定によってし
た処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後の建築物の耐震改修の促進に
関する法律(附則第四条において「新法」という。)の規定に相当の規定があるものは、こ
れらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定め
る。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況につい
て検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの
とする。
附

則 (平成二六年六月四日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
から施行する。
(平成二七年政令第一〇号で平成二七年六月一日から施行)
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