三
改

正

案

建築士法施行規則︵昭和二十五年建設省令第三十八号︶︵抄︶

目次
︵略︶

構造計算に よつて建築物の安全性を確かめた旨の証

第一章・第二章
第二章の二
明書等︵第十七条の十四の二︱第十七条の十七︶
︵略︶

目次

現

︵略︶

︵略︶

︵傍線部分は改正部分︶

行

工事監理報告書︵ 第十七条の十五︱第十七条の十七

第一章・第二章
第二章の二

︶
第二章の三〜第五章
附則

第二章の三〜第五章
附則

︵免許の取消しの申請及び免許証の返納︶
第六条

︵ 免許の取消しの申請及び免許証の返納︶
一級建築士は︑法第八条の二︵第三号に掲げる場合に該当

しを申請する場合においては︑免許取消申請書に︑免許証を添え

一級建築士は︑法第九条第一項第一号の規定による免許の取消

取消申請書に︑免許証を添え︑これを国土交通大臣に提出しなけ

一級建築士は︑免許の取消しを申請する場合においては︑免許

一級建築士が死亡し︑又は失そう宣告を受けた場合においては

︑ ︑

ればならない︒
２

︑戸籍法︵昭和二十二年法律第二百二十四号︶による死亡又は失

一級建築士が 失踪 の宣 告を受け た場 合にお いて は︑戸 籍法︵昭
和二十二年法律第二百二十四号︶による失踪の届出義務者は ︑失

そうの届出義務者は ︑死亡又は失そう宣告の日から三十日以内に

︑ ︑

踪の宣告の日から三十日以内に︑その旨を国土交通大臣に届け出

︑その旨を国土交通大臣に届け出なければならない︒

︑ ︑

なければならない︒

一級建築士が後見開始又は保佐開始の審判を受けた場合におい

ては︑それぞれ成年後見人又は保佐人は︑その審判の日から三十

日以内に︑その旨を国土交通大臣に届け出なければならない︒

免許を取り消された場合においては︑取消しの通知を受けた日か

一級建築士が法第九条前段又は法第十条第一項の規定によつて

号にあつては法第八条の二第三号に掲げる場合に該当する場合に

ら十日以内に︑免許証を国土交通大臣に返納しなければならない

４

限る︒︶又は法第十条第一項の規定により免許を取り消された場

︒

一級建築士が法第九条第一項︵第一号及び第二号を除き︑第三

３

︑これを国土交通大臣に提出しなければならない︒

らない︒

出書に︑免許証を添え︑これを国土交通大臣に提出しなければな

する場合に限る︒︶の規定による届出をする場合においては︑届

第六条

２

３

４

合においては︑取消しの通知を受けた日から十日以内に︑免許証
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を国土交通大臣に返納しなければならない︒

法第九条第二項の規定による公告は︑次に掲げる事項

︵免許の取消しの公告︶
第六条の二
について︑国土交通大臣にあつては官報で︑都道府県知事にあつ
免許の取消しをした年月日

ては当該都道府県の公報で 行うものとする︒
一
免許の取消しを受けた建築士の氏名︑その者の一級建築士︑
免許の取消しの理由

二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号

二
三

法第十条第五項の規定による公告は︑次に掲げる事項

︵処分の公告︶
第六条の三

について︑国土交通大臣にあつては官報で︑都道府県知事にあつ
一

処分を受けた建築士の氏名︑その者の一級建築士︑二級建築

処分をした年月日

ては当該都道府県の公報で行うものとする︒
二
三
処分の原因となつた事実

処分の内容

士又は木造建築士の別及びその者の登録番号
四
︵登録の抹消︶

︵新設︶

︵新設︶

国土交通大臣は︑免許を取り消した場合又は前条第二項の

︵登録の抹消︶
第七条

届出があつた場合においては︑登録を抹消し︑その名簿に抹消の

国土交通大臣は︑免許を取り消した場合又は第六条第三項

の届出が あ つ た場 合にお いて は ︑登録を抹消 し︑ その名簿に抹消

︵略︶

国土交通大臣は︑不正の方法により一級建築士試験を受

︵受験者の不正行為に対する措置︶
第十七条

２

事由及び年月日を記載する︒

︵略︶

の事由及び年月日を記載する︒

第七条

２

︵受験者の不正行為に対する措置に関する報告書︶
第十七条

け又は受けようとした者に対して︑当該試験を受けることを禁じ
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中央指定試験機関は︑法第十三条の二第二項の規定により同条

２
３

︑又はその合格を無効とす ることがで きる︒

中央指定試験機関は︑一級建築士試験事務の実施に関し前項に

規定する国土交通大臣の職権を行うことができる︒

中央指定試験機関は︑前項の規定により第一項に規定する国土

交通大臣の職権を行つたときは︑遅滞なく次に掲げる事項を記載

︵略︶

第一項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは︑遅滞なく

一〜五

第二章の二

︵新設︶

第十七条の十五

法第二十条第二項の規定による報告は︑第四号の

︵工事監理報告書︶

工事監理報告書

した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない︒

構造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨

次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなけれ
︵略︶

ばならない︒
一〜五
第二章の二
の証明書等

法第二十条第二項の規定による交付は︑第四

︵構造計算によつて 建築物の安全性を確かめた旨の証明書︶
第十七条の十四の二
号の二書式により行うものとする︒

法第二十条第三項の規定による報告は︑第四号の

︵工事監理報告書︶
第十七条の十五

二書式による工事監理報告書を提出して行うものとする︒

法第二十条第三項の国土交通省令で定める方法は

二の二書式による工事監理報告書を提出して 行うものとする︒

第十七条の十六

︵情報通信の技術を利用する方法︶

法第二十条第四項の国土交通省令で定める方法は

︵情報通信の技術を利用する方法︶
第十七条の十六

電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるも

︑次に掲げる方法とする︒
一

︵略︶

電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるも

︑次に掲げる方法とする︒
一

イ

の
︵略︶

の
イ

建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記

録され た結果を電 気通信回線を通じて 建築主の閲覧に供し︑

ロ

録された結果を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し︑

当該建築主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに

建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記
当該建築主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに

当該結果を記録する方法︵法第二十条第三項前段に規定する

ロ

当該結果を記録する方法︵法第二十条第四項前段に規定する
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二
２・３

出をする場合にあつては︑建築士の使用に係る電子計算機に

方法による結果の報告を受ける旨の承諾又は受けない旨の申

出をする場合にあつては︑建築士の使用に係る電子計算機に

方法による結果の報告を受ける旨の承諾又は受けない旨の申

︵略︶

備えられたファイルにその旨を記録する方法︶
二
︵略︶

︵建築設備士︶

２・３

備えられたファイルにその旨を記録する方法︶
︵略︶
︵略︶

︵建築設備士︶

法第二十条第四項に規定する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︵以下﹁

第十七条の十八

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︵以下﹁

建築設備士﹂と いう︒︶は︑国土交通大臣が定める要件を満たし

法第二十条第五項に規定する建築設備に関する知

建築設備士﹂という︒︶は︑国土交通大臣が定める要件を満たし

︑かつ︑次のいずれかに該当する者とする︒

第十七条の十八

︑かつ︑次のいずれかに該当する者とする︒

︵略︶

一・二

︵略︶

一・二

法第二十三条第一項又は第三項の規定により建築士事務

︵添付書類︶
第十九条

︵添付書類︶
法第二十三条第一項又は第三項の規定により建築士事務

所について 登録を受けようとする者︵以下﹁登録申請者﹂という

第十九条

所について 登録を受けようとする者︵ 以下﹁登録 申請者﹂と いう

︒︶は︑法第二十三 条の二の登録申請書の 正本及び副本にそれぞ
︵略︶

︒︶は︑法第二十三条の二の登録申請書の正本及び副本にそれぞ

一

れ次に掲げる書類を添付しなければならない︒

︵略︶

建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士

れ次に掲げる書類を添付しなければならない︒
一

二

︑二級建築士又は木造建築士の別を記載した書類

建築士事務所に属する建築士の氏名並びにその者の一級建築
士︑二級建築士又は木造建築士の別及び登録番号を記載した書
類

登録申請者︵法人である場合には︑その代表者をいう︒以下

本号中同じ︒︶及び建築士事務所を管理する建築士の略歴を記

登録申請者︵法人である場合には︑その代表者をいう︒以下
この号にお いて 同じ︒︶及び建築士事 務 所を管 理す る建築士︵

載した書類︵ 登録申請者が建築士事務所を管理する建築士を兼

三

二

三

以下﹁管理建築士﹂という︒︶の略歴を記載した書類︵登録申

︵略︶

ねて いるときは︑登録申請者の略歴を記載した書類とする︒︶
四・五

請者が管理建築士を兼ねて いるときは︑登録申請者の略歴を記
︵略︶

載した書類とする︒︶
四・五

︵設計等の業務に関する報告書︶
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法第二十三条の六第四号に規定する国土交通省令で

当該建築士事務所に属する建築士の一級建築士︑二級建築士
又は木造建築士の別及びその者の登録番号並びにその者が管理
建築士である場合にあつては︑その旨
当該事業年度において法第二十四条第二項の規定により意見
が述べられたときは︑当該意見の概要
法第二十三条の六に規定する設計等の業務に関する報告書は︑

都道府県知事は︑法第二十三条の六に規定する設計等の業務に

に代えることができる︒

録をもつて同条に規定する設計等の業務に関する報告書への記載

機 その他の機 器を用 いて 明確に紙面に 表示されるときは︑当 該記

たファイル又は磁気ディスク等に記録され︑必要に応じ電子計算

法第二十三条の六各号に掲げる事項が︑電子計算機に備えられ

第六号の二書式によるものとする︒

二

一

定 める事項は ︑次のとおりとする︒

第二十条の三

２
３

４

関する報告書︵前項の規定による記録が行われた同項のファイル
又は磁気ディスク等を含む︒︶を︑その提出を受けた日から起算
して五年間保存しなければならない︒

法第二十三 条の九第三号に規定する建築士事務所に

︵登録簿等の閲覧︶
第二十条の四

関す る 書類で 国土 交通省 令で 定 めるも のは ︑第十九 条第二号に掲
げる書類︵法第二十三条第一項の規定による建築士事務所につい
ての登録に係るものに限る︒︶とする︒
︵帳簿の備付け等及び図書の保存︶
法第二十四条の三第一項に規定する国土交通省令で定
︵略︶

前項各号に掲げる事項が︑電子計算機に備えられたファイル又

一〜八

める事項は︑次のとおりとする︒

第二十一条

２

︵新設︶

︵新設︶

︵帳簿の備付け等及び図書の保存︶

法第二十四条の二第一項に規定する国土交通省令で定
︵略︶

前項各号に掲げる事項が︑電子計算機に備えられたファイル又

一〜八

める事項は︑次のとおりとする︒

第二十一条

２

‑ 5 ‑

３

４

５

への記載に代えることができる︒

きは︑当該記録をもつて法第二十四条の三第一項に規定する帳簿

いて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されると

は磁気ディスク等に記録され︑必要に応じ当該建築士事務所にお

への記載に代えることができる︒

きは︑当該記録をもつて法第二十四条の二第一項に規定する帳簿

いて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されると

は磁気ディスク等に記録され︑必要に応じ当該建築士事務所にお

帳簿︵前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気

建築士事務所の開設者は︑法第二十四条の二第一項に規定する

帳簿︵前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気

ディスク 等を含む︒︶を各事業年度の末日をもつて 閉鎖するもの

３

ディスク等を含む︒︶を各事業年度の末日をもつて 閉鎖するもの

とし︑閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない︒

建築士事務所の開設者は︑法第二十四条の三第一項に規定する

とし︑当該閉鎖をした日の翌日から起算して十五年間当該帳簿を
保存しなければならない︒

に関する図書は︑建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の

法第二十四条の二第二項に規定する国土交通省令で定める業務

る図 書で 国土 交通省 令で 定 めるも のは ︑建築士事 務所に 属す る建

業務として作成した設計図書のうち次に掲げるもの又は工事監理

４

築士が建築士事務所の業務として作成した設計図書のうち次に掲

報告書で ︑法第三条から第三条の三までの規定により建築士でな

法第二十四条の三第二項に規定する建築士事務所の業務に関す

げ るもの又は工 事監理報 告書で ︑法 第三条から第三条の三まで の

ければ作成することができないもの︵作成した日から五年を経過
︵略︶

規定により建築士でなければ作成することができないものとする

第二十二条

法第二十四条の三の規定により建築士事務所の開設者

︵標識の書式︶

一・二

したものを除く︒︶とする︒
︵略︶

︒
一・二

建築士事務所の開設者は︑法第二十四条の三第二項に規定する
図 書を作成した日から 起算して 十五年間当 該図 書を保存しなけれ
ばならない︒

法第二十四条の四の規定により建築士事務所の開設者

︵標識の書式︶
第二十二条

が掲げる標識は︑第七号書式によるものとする︒

法第二十四条の四に規定す る国土交通省令で定め

が掲げる標識は︑第七号書式によるものとする︒

一

建築士事務所の名称及び所在地

る事項は ︑次のとおりとする︒

第二十二条の二

︵書類の閲覧︶
法第二十四条の五第四号に規定する建築士事務所

︵書類の閲覧︶
第二十二条の二

の業務及び財務に関する 書類で 国土交通省令で 定めるものは︑次
建築士事務所の名称及び所在地︑当該建築士事務所の開設者

に掲げる事項を記載した書類とする︒
一

の氏名 ︵当 該建築 士事 務所の 開設 者が法 人で ある場合にあ つて
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２

３

４

５

二

は︑当該開設者の名称及びその代表者の氏名︶︑当該建築士事
務所の一級建築士事務所︑二級建築士事務所又は木造建築士事
務所の別並びに当該建築士事務所の登録番号及び登録の有効期
間
建築士事務所に属する建築士の氏名︑その者の一級建築士︑
二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号並びにそ
の者が管理建築士である場合にあつては︑その旨

二

建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士
︑二級建築士又は木造建築士の別

︑第七号の二書式により︑事業年度ごとに当該事業年度経過後三

建築士事務所の開設者は︑法第二十四条の四に規定する書類を

に定める書類並びに前項各号に掲げる事項を記載した書類を︑第

月以内に作成し︑遅滞なく建築士事務所ごとに備え置くものとす

２

七号の二書式により︑事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以

る︒

建築士事務所の開設者は︑法第二十四条の五第一号及び第二号

内に作成し︑遅滞なく建築士事務所ごとに備え置くものとする︒
建築士事務所の開設者は︑法第二十四条の五第三号に規定する
措置を講じたときは︑同号に定める書類を︑遅滞なく作成し︑建
築士事務所ごとに備え置くものとする︒当該措置の内容を変更し
たときも︑同様とする︒

されるときは︑当該記録をもつて法第二十四条の五の規定する書

務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示

ァイル又は磁 気ディスク 等に記録され︑必要に応じ当該建築士事

所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示さ

イル又は磁気ディスク等に記録され︑必要に応じ当該建築士事務

並びに第一項各号に掲げる事項が︑電子計算機に備えられたファ

及び建築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

法第二十四条の四に規定する建築士事務 所が行つた業務の実績

類に代えることができる︒この場合における同条の規定による閲

れるときは︑当該記録をもつて 同条に規定する書類への記載に代

３

覧は︑当該ファイル又は磁 気ディスク 等に記録さ れて いる事項を

えることができる︒この場合における同条の規定による閲覧は︑

前二項の書類に記載す べき事項が︑電子計算機に備えられたフ

紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で 行うものとする︒

当該ファイル又は磁気ディスク等に記録されている事項を紙面又

は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする︒

よる記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む︒

建築士事務所の開設者は︑同条に規定する書類︵前項の規定に

録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む︒︶を︑

︶を︑当 該書類を備え置いた日から起算して三年を経過する日ま

４

当該書類を備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間

での間︑当該建築士事務所に備え置くものとし︑当該建築士事務

建築士事務所の開設者は︑第二項の 書類︵前項 の規定による記

︑当該建築士事務所に備え置くものとする︒

所の営業時間中︑同条に規定する建築主の求めに応じて閲覧させ
るものとする︒
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︵ 書面の交付︶

︵略︶

法第二十四条の六第一項第五号に規定する国土交

︵書面の交付︶
第二十二条の三
︵略︶

法第二十四条の五第一項に規定する国土交通省令

で定める事項は︑次のとおりとする︒
一〜五

書面を作成したときは︑当該書面に記名押印又は署名をしなけれ

建築士事務所の開設者は︑法第二十四条の五第一項に規定する

書面を作成したときは︑当該書面に記名押印又は署名をしなけれ

ばならない︒

２

ばならない︒

︵情報通信の技術を利用する方法︶

建築士事務所の開設者は︑法第二十四条の六第一項に規定する

一〜五

通省令で定める事項は︑次のとおりとする︒

第二十二条の三

２

︵情報通信の技術を利用する方法︶
項 の規定により委託者に 書面の交付をしようとするときについて

する︒この場合において︑第十七条の十六第一項第一号及び第三

項において法第二十 条第三項の規定を準用する場合について準用

第十七条の十六の規定は︑法第二十四条の五第二

準用する︒この場合において︑第十七条の十六第一項第一号及び

項中﹁建築士﹂とあるのは﹁建築士事務所の開設者﹂と︑同条第

第二十二条の四

第三項中﹁建築士﹂とあるのは﹁建築士事務所の開設者﹂と︑同

一項第一号ロ及び第二号並びに第二項第二号中﹁結果﹂とあるの

第十七条の十六の規定は︑法第二十四条の六第一

条第一項第一号ロ及び第二号並びに第二項第二号中﹁結果﹂とあ

は﹁書面に記載すべき事項﹂と︑同条第一項第一号ロ中﹁報告﹂

第二十二条の四

るのは﹁書面に記載すべき事項﹂と︑同条第一項第一号ロ中﹁報

とあるのは﹁通知﹂と読み替えるものとする︒

監督処分をした年月日

監督処分の内容

︵新設︶

告﹂とあるのは﹁通知﹂と読み替えるものとする︒

法第二十六条第四項において準用する法第十条第

︵監督処分の公告︶
第二十二条の六

五項の規定による公告は︑次に掲げる事項について︑都道府県の
一

監督処分を受けた建築士事務所の名称及び所在地︑当該建築

公報で行うも のとする︒
二

士事務所の開設者の氏名︵当 該建築士事務所の開設者が法人で
ある場合にあつては︑当該開設者の名称及びその代表者の氏名
︶︑当該建築士事務所の一級建築士事務所︑二級建築士事務所
三

監督処分の原因となつた事実

又は木造建築士事務所の別並びに当該建築士事務所の登録番号
四
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法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち

︵権限の委任︶
第二十五条

法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち

︵権限の委任︶
第二十五条

︵略︶

︑次に掲げるものは︑地方整備局長及び北海道開発局長に委任す
一・二

︑次に掲げるものは︑地方整備局長及び北海道開発局長に委任す
︵略︶

る︒

一・二
法第八条の二の規定による届出︵同条第三号に掲げる場

︵略︶

第六条第一項の規定による免許取消しの申請を受理し︑同条

三〜八

る︒
二の二
合に該当する場合の届出にあつては︑第六条第一項の規定によ
る免許証の提出を含む︒︶を受理すること︒
︵略︶

九

第二項及び第三項の規定による届出を受理し︑並びに同条第四
︵略︶

第三項の規定による届出を受理し︑並びに同条第四項の規定に
十

項の規定による受納をすること︒

︵略︶

よる受納をすること︒

第六条第二項の規定による免許取消しの申請を受理し︑同条

三〜八
九

十
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