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摩訶不思議その１：

国土交通省 「建築関係法の概要」 より
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建築関係法の概要.pdf


国土交通省 「建築関係法の概要」 より
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建築関係法の概要.pdf


国土交通省 「エレベーターの定期検査と「既存不適格」について」 より

現時点で存在している建築物は、建築され
た当時の法令に基づいて建築されていま
す。そのため、建築基準法令が改正される
と、新しい法規に適合しないことがあります
その場合、現時点の建築物（ 既存建築物）
は、新たに定められた法令の規定が適用さ
れないことが定められています
これが「既存不適格」です
（ 法第３ 条第２ 項）
例えば、20 年前の建築基準法令に基づい
て建築された建物は、現在の法令の規定
は適用されません。この規定は、エレベー
ターに関しても同様です
なお、現在、使用されているエレベーターは
引き続き使用することができます。ただし、
確認申請を必要とするエレベーターの改修
等の際には、現行法令に適合することが求
められます。また、年１ 回の定期検査では
「既存不適格」と指摘されます
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エレベーターの定期検査と「既存不適格」について.pdf


摩訶不思議その2：

7

木造建築物～法規制の変遷
西暦 和暦 建築基準の変遷と地震 記事

1920年 大正9年 市街地建築物法施行 日本ではじめての建築法規。
1923年 大正12年 関東大震災
1924年 大正13年 市街地建築物法の大改正 木造住宅においては筋違などの耐震規定が新設された。
1948年  福井地震（M7.5）

1950年 昭和25年 建築基準法制定 建築基準法施行令に構造基準が定められる許容応力度設計が導入される。
床面積に応じて必要な筋違等を入れる「壁量規定」が定められた。必要壁量 昭和25 年改正 軸組の種類 倍率

1959年 昭和34年 建築基準法の改正 壁量規定が強化された。必要壁量 昭和34 年改正 軸組の種類 倍率
1964年 昭和39年 新潟地震（M7.5）
1968年 昭和43年 十勝沖地震（Ｍ7.2）
1971年 昭和46年 建築基準法施行令改正 基礎はコンクリート造又は鉄筋コンクリート造の布基礎とすること。圧力に対し、見附面積に応じた必要壁量の規定が設けられた。
1978年 昭和53年 宮城県沖地震

1981年 昭和56年
建築基準法施行令大
改正

新耐震設計基準の誕生　耐震設計法が抜本的に見直された。壁量規定の見直しが行われた。
必要壁量 昭和56 年改正 軸組の種類 倍率
構造用合板やせっこうボード等の面材を張った壁などが追加。床面積あたりの必要壁長さや、軸組の種類・倍率が改定。

1987年 昭和62年 建築基準法が改正 準防火地域での木造３階建ての建設が可能

1995年 平成7年
兵庫県南部地震
（阪神・淡路大震災）

1995年 平成7年 建築基準法改正 接合金物等の奨励

2000年 平成12年 建築基準法改正

1)地耐力に応じて基礎を特定。地盤調査が事実上義務化。
・地耐力に応じた基礎構造が規定され、地耐力の調査が事実上義務化となる。
・地耐力20kN 未満･･･基礎杭　20～30kN･･･基礎杭またはベタ基礎　30kN 以上･･･布基礎も可能
2)構造材とその場所に応じて継手・仕口の仕様を特定
・筋かいの端部と耐力壁の脇の柱頭・柱脚の仕様が明確になる。
・壁倍率の高い壁の端部や出隅などの柱脚ではホールダウン金物が必須になる。
3)耐力壁の配置にバランス計算が必要となる。（簡易計算、もしくは偏心率計算）
・壁配置の簡易計算（四分割法、壁量充足率・壁率比）、もしくは、偏心率の計算が必要となる。
・仕様規定に沿って設計する場合、壁配置の簡易計算を基本とする。

2001年 平成13年
品確法性能表示制度
スタート

耐震等級
住宅の耐震性能や建設年代に応じて地震保険料を割り引く制度

2004年 平成16年 新潟中越地震 「木造住宅の耐震診断と補強方法」発行。
2005年 平成17年 10 年で700 万戸の耐震化目標。

改正耐震改修促進法 １）計画的な耐震化の推進　２）建築物に対する指導等の強化　３）支援措置の拡充

建築基準法改正
構造計算適合性判定の導入　確認検査等に関する指針の策定・公表、罰則の強化
⇒2007年6月20日施行した結果「建基法不況」を起こす。
法施行の準備不足で建築確認・検査の実務に関するガイドラインやチェックリストなどを示したのが法施行日の直前になり、さらに施行
後も過度な二重チェックなどの厳格すぎる新規定が審査日数の長期化を起し、住宅着工数が激減することになった。

2011年 平成23年 東日本大震災

2006年 平成18年

ショーケースセントラル 不動産ホームより



8国土交通省 「建築基準法改正について」 より

建築基準法の一部を改正する法律の概要　平成26年法律第５４号.pdf
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品確法
住宅性能表示

住宅の省エネ基準

1979年 制定 1980 (昭和55）年
省エネルギー対策等級2

※
住宅の省エネ基準の制定

1993年 改正 1992 (平成4）年
省エネルギー対策等級3

※

住宅の省エネ基準改正
・各構造の断熱性能の強化
・Ⅰ地域での気密住宅の適用

1998年 改正 1999 (平成11）年
省エネルギー対策等級4

※

住宅の省エネ基準の全面改正
・躯体断熱性能の強化
・全地域を対象に気密住宅を前提
・計画換気，暖房設備等に関する規定の追加

2002年 改正 2001 (平成13）年 一部改正
2005年 改正 2006 (平成18）年 一部改正
2008年 改正 2009 (平成21）年 一部改正

2013年 改正 2013 (平成25）年

断熱等性能等級4　※
一次エネルギー消費量等

級5（低酸素基準）
一次エネルギー消費量等

級4（Ｈ25基準）

○外壁、窓等の断熱性能に加え、暖冷房、換気、給湯、照明設備の性能や太陽光発電設備等の創エネルギーを総合的に評価す
る一次エネルギー消費量基準を導入
○外壁、窓等の断熱性能の基準について、これまでの熱損失係数（Q）、夏期日射取得係数（μ ）から外皮平均熱貫流率（ＵＡ）、冷
房期の平均日射熱取得率（η Ａ）に変更
「断熱等性能等級4」※一次エネルギー消費量等級5（低酸素基準）一次エネルギー消費等級4（H25基準）

平成１１年基準
（次世代省エネ基

準）

※住宅性能表示方法基準省エネ等級で該当する等級を示す

建築物省エネ法

省エネ法と省エネ基準の経緯

○全体
・建築物省エネ法で規定された基準値に変更
○外皮関係
・q,mc,mh値入力から、外皮面積の合計、およびUA、η AH、η AC値の入力へ変更
○暖冷房関係
・暖冷房エネルギー消費量の計算方法を変更
・ダクト式セントラル空調機の入力項目を増やし、出力補正の有無、消費電力量補正、定格能力、定格消費電力が入力できるよう
変更
○給湯関係
・給湯専用型のガス石油を従来型と潜熱回収型に分け、それぞれに効率を入力しない場合のデフォルト値を設定
・給湯設備（水栓）がない場合の選択肢を追加。併せて、浴室等がない場合の選択肢を追加
・石油・ガス給湯機の効率の入力方法を追加
・太陽熱給湯の集熱面積の入力方法を追加
○照明関係
・LED照明の評価を追加
○太陽光発電関係
・パワーコンディショナーの効率の入力方法を変更
○コージェネレーションシステム関係
・コージェネレーション設備の性能の試験方法が作成されたことを受け、パラメータを直接指定できる方法を準備
※ただし、試験結果から得られる仕様を直接入力するのではなく、住宅性能評価・表示協会において試験結果に関する情報を管理
し、本プログラムからは型番を選択することで間接的に試験結果から得られる仕様が評価に反映するような仕組みを構築。

(平成28）年2018改正2018年

平成25年基準

平成28年基準

昭和５５年基準
（旧省エネ

基準）

平成4年基準
（新省エネ

基準）

省エネ法の制定・
改正



国土交通省 「建築物省エネ法の概要」 より
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建築物省エネ法の概要.pdf


国土交通省 「建築物省エネ法の概要」 より
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建築物省エネ法の概要.pdf


摩訶不思議その３：

今後の建築基準制度のあり方について「住宅・建築物の耐震化促進方策のあり方について」（第一次答申）（平成25 年２月 社会資本整備審議会）
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検査証の無い建物.pdf


国土交通省 「建築関係法の概要」 より
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建築関係法の概要.pdf


け確認済証

け検査済証

け設計
（建築士）

け確認申請

摩訶不思議その４：

け建築計画の作成

建築着工

建築工事

工事完了

完成・使用開始

け施工
（建設会社）

け工事監理
（建築士）

建築確認

完了検査
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• 建物は完成してしまうと、外から目視で確認できない
箇所がある。阪神・淡路大震災では、この箇所の施
工不備による建物被害が多かったことから、「中間
検査制度」を設けた改正建築基準法が平成11年
（1999年）5月1日施行されました

• さらに平成19年（2007年）6月20日施行の建築基準

法改正により、新しい中間検査特定工程が定められ
ました
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愛知県の中間検査内容
建築基準法第７条の３第１項第２号に基づく愛知県の中間検査の指定については、下記のとおりです。

対象建築物
中間検査の対象になるのは、次の(1)及び（２）に掲げる新築の建築物です。

(1) 住宅（住宅以外の用途を兼ねる建築物にあっては、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の２分の
１以上であるものに限る。）又は共同住宅の用途に供する建築物で、地階を除く階数が２以上であり、かつ、床面積の合計
が50平方メートルを超えるもの

(2) 法別表第１（い）欄（１）項から（４）項までに掲げる用途（共同住宅を除く。）に供する特殊建築物で、階数が３以上であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方
メートルを超えるもの

※ （１）、（２）以外に法第７条の３第１項第１号による共同住宅は中間検査が必要です。

特定工程等
建築物の構造及び用途によって、【表】のようになっています。

【表】 中間検査対象建築物の特定工程及び特定工程後の工程

主要な構造 特定工程 特定工程後の工程

ァ 木造
（オに係るものを除く。）

屋根ふき工事及び構造耐力
上主要な軸組（枠組壁工法
の場合は耐力壁）の工事

構造耐力上主要な軸組及び
耐力壁を覆う外装工事及び
内装工事

表以下省略

注意事項
申請した建築物が中間検査の対象になる場合は、以下の点に注意してください。

(1) 木造の建築物の場合は、「壁量計算表」を確認申請書に添付してください。
注意事項以下省略

愛知県の中間検査内容抜粋
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愛知県の中間検査内容.docx


• 平成12年（2000年）4月品確法（住宅の品質確保の
促進等に関する法律）の施行により事業者は主要
構造部及び雨漏りの瑕疵に対する10年間の住宅瑕
疵担保責任を負うことになりました

• 平成21年（2009年）10月1日住宅瑕疵担保履行法
（特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する
法律）により、姉歯事件の時のように事業者が倒産
した場合でも供託或は保険により資力が確保される
ようになり、保険付保の為に現場検査が実施される
ようになりました
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国土交通省住まいのあんしん総合支援サイト
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住宅瑕疵担保責任保険.docx


• 建築現場では、公的な検査が定められ、行われてい
ます

• 日本で造られる殆どの住宅は、建築確認を行い、中
間検査・住宅瑕疵担保責任保険の現場検査を受け
て最後に完了検査に合格して検査済証を受けます

• 検査目的が違うということもありますが、上記の検査
により建物の欠陥・不具合の指摘を受けることは少
ないようです
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国土交通大臣認定等と異なる仕様の具体的な内容より
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①設計②地盤③施工に起因する３つの原因がある。

① 設計図上で納まらないもの、設計者が納まり図を描けないもの
は欠陥住宅になる。木造に関して全く無知なＲＣの設計しか経
験の無い一級設計士が設計する場合がある。少なくとも３年以
上の木造建築を経験して、木造を理解してから設計すべきであ
る

② 地盤が悪いところ、盛り土したところ、ガラ(廃材）を埋めたところ
等で家を建てる場合はそれなりの対策工事が必要。それを行わ
なければ欠陥住宅になる

③ 一番多いのは施工を原因とする欠陥住宅（無知・下請
間の連携不足・コストが合わない等の原因）
そのなかでも現場管理（担当）者がしっかりしていれ
ば、防げた欠陥住宅が数多くある

22



摩訶不思議その５：
「工事ガイドラインが策定されました」 発行：新建築士制度復旧協会より

工事監理とは、「その者の責任において、工事を設
計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施さ
れているかいないかを確認すること（建築士法第２
条第７項）」であり、一定の建築物の工事監理は建
築士が行うこととなっています
また、建築基準法において、一定の建築物の工事
をする場合、工事監理者を定めることは建築主の
義務となっており、これらの規定に違反した工事は、
することができません
（建築基準法第５条の４第４項、第５項）

住宅の新築現場に監理者はいますか？

23

工事監理ガイドラインが策定されました.pdf


1. 設計者は、設計図書
（設計図面・仕様書）
を作成する

2. 施工者は、建設工事
を行う

3. 監理者は、工事と設
計図書を照合し、工
事が設計図書のとう
りに実施されている
か確認する

設計者

監理者施工者

設計図書に
基づいて施
工する

設計図書に
基づいて監
理する

設計図書通りの施工か監理する

施主（建築主）

24

それぞれと契約



一般的に

1. 設計の質が工事金
額により左右されな
い

2. 入札、見積もり合わ
せ等で工事費を削
減できる

3. 正しい工事監理に
よって契約内容が保
証される

施主（建築主）

設計・監理者施工者

（請負契約） （設計・
監理契約）

（契約関係無、施工者を監理する）

25



1. コストが安い。工期が短い。
ハウスメーカー：数十万円「設計料」
設計事務所：数百万円「設計管理
料」更に完成までの期間が長くかか
る

2. なじみがある。
周りに住宅メーカー・工務店が造っ
た家はあるが設計事務所に頼んだ
家は少なく、知られていない

3. 住宅ローンが組みやすい。
ほとんどの方は、住宅ローンを組ん
で建物を建てる。メーカー・工務店
は手馴れている

施主（建築主）

施工者

設計・監理者

（請負契約）

（＋設計・
監理契約）
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0.0
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60.0 平成27年度（全国）

注文住宅で施工者に関する情報収集方法 （複数回答）

平成27年
度

（全国）

住宅情報
誌で

新聞等の
折込み広

告で

不動産業
者で

インター
ネットで

知人等の
紹介で

自身や親
族・知人の

勤め先

住宅展示
場で

その他

％ 14.4 13.1 4.0 14.9 26.2 15.8 50.8 8.7 

国土交通省 住宅局

平成27年度住宅市場動向調査
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平成27年度住宅市場動向調査.xlsx


分譲住宅 物件に関する情報収集方法 （複数回答）

平成27年
度
（三大都
市圏）

住宅情報
誌で

新聞等の
折り込み
広告で

不動産業
者で

インター
ネットで

知人等の
紹介で

公的分譲
で

住宅展示
場で

現地を通
りがかっ

た
その他

％
13.0 24.3 36.0 39.2 11.6 0.2 16.3 31.0 3.1 

13.0 
24.3 

36.0 39.2 

11.6 
0.2 

16.3 

31.0 

3.1 
0.0

10.0
20.0
30.0
40.0
50.0

平成27年度

（三大都市圏）

国土交通省 住宅局
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• 世間は木造住宅を設計する設計事務所を知らない。

• 「設計事務所」は「設計・監理」が必要だという「情報発
信」をしていない

1. 元々、日本の住宅は大工さん（今の工務店）が造る
伝統があった。また、資力ではハウスメーカーの広
告・宣伝戦略に対抗できない

2. 「日本の住宅」=「木造」に詳しい建築士が少ないし、
勘違いしておかしな設計をする建築士がいる

3. 儲からないのに、面倒くさい。かかる手間・時間に対
してコストパフォーマンスが合わない

4. 工務店からの「設計」の仕事をもらっている
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1.営業担当者の人柄が良い

2.設計担当者のプランが気に入る

3.現場管理（担当）者が熱心

4.アフターサービス（担当）が充実
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• 残念ながら、人柄の良い営業担当者は契約すると
登場しなくなります（地鎮祭までが一般的、最後に
引渡時に立会い、請負金の回収をします）

• 次に設計担当者ですが、設計図がまとまれば、ほ
とんど出てきません

• 熱心な現場管理（担当）者が、地鎮祭から完成・引
渡まで現場をみます➡キーマンは現場管理者

• アフターサービスは、2年・5年・10年点検は当たり
前。途中、半年・1年・7年・15年・20年も点検するア
フターサービス基準の会社もあります
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• 熱心な現場管理（担当）者が、あなたの住宅のコ
スト・品質・工程・安全管理をします

• 現場管理（担当）者は、限られた予算内で協力業
者と取極めし、毎日連絡して人と材料を手配して
現場を進捗させます

• 施主との打合せも現場管理者（担当）の業務に
なっている会社が多いようです

• 住宅の現場管理（担当）者は何件かの現場を掛持
ちします（常駐してないのが一般的）

• 忙しい会社の優秀な現場管理（担当者）は掛持ち
現場の数が多いようです
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• 住宅メーカー（or工務店）と契約すると、現場管理
（担当）者を紹介されます

• 現場管理を行うためには、知識と経験と体力と意
欲が必要です

• 昔のように大工さんが家をつくると思っていてはダ
メです

• 一番大事なのは、現場管理（担当）者が、施主の
為に家つくりをしていると思っているかどうかです

• 何年も付き合える現場管理（担当）者との出会い
があるといいのですが・・・
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24年間の現場監督2年間の住宅事業部13年間の建設営業の経験から考えるに

• 建物を建てるということは、日々自然との闘いであり、経済活動として
の人と物の手配をし、現場で一致させて工事を進める

• 現場監督は、日々現場の安全管理・品質管理・工程管理・予算管理を
行っている

• みんなドラフト１位で会社に入ったわけでは無い。ドラフト外もいれば建
築を学んだ経験が無いひともいる。
優秀な監督さんもいれば、あまり優秀でない人も現場監督をやってい
る

• 中には現場管理（担当）者に対して利益ノルマだけを課し、現場員とし
ての教育・援助の無い、あまりよくない会社もある

• そういった中で、殆どの現場管理（担当）者は真面目に仕事
に取り組んでいる
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• 協力業者は、間違えます。設計も間違っていること（不
整合）があります。現場管理（担当）者も間違えます

• 間違いに気付いた時の対応には、その会社と工事管
理者の実力が出ます

• 建築の間違いは気付くタイミングが早ければ、また法
令違反でなければ、99％取り返しがつきます。

• 但し、気付いた時期により、手直しの手間とコストが
違ってきます

• 一番の気がかりは、「間違いを直さなくてもわからなく
なってしまう場合」と、そもそも「間違いを誰も気付かな
い場合」があることです
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• 熱心で優秀な現場管理（担当）者は、掛持ち現場
が多いために担当者頼みだと「間違いを誰も気付
かない場合」が起こりうる可能性があります。

• 必要なのは段階的な検査です。社内検査も必要
ですが、施主側の検査も必要です。

• たちの悪いのは、現場管理（担当）者が 「間違いを
直さなくてもわからなくなってしまう」と判断して手
直しをしない場合です。人間ですからその誘惑は
常にあります。

• 信用して任せるのは良いですが、その担保が必要
では⁇
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1. 工事監理者がいない為に、
「欠陥住宅」「手抜き工事」が起
こり易いが、どうすれば防げる
かわからない⁈

2. 契約書・注文書どおりに工事が
施工されているか⁇⁇
がわからない⁉

3. 契約書・注文書の内容
求めている品質とコストの関係
がわからない⁈

施工者

設計・
監理者
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1. 4号建築物（木造の設計）は建築士に大き
な権限と義務（責任）がある。

2. 建築士であれば、監理業務はできる。

3. 設計事務所登録が無ければ、工事監理で
他人の求めに応じて報酬を得てはならな
い。
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 他人の求めに応じて報酬を得て、設計、工事
監理等を業として行おうとするときは、一級建
築士事務所、二級建築士事務所又は木造建
築士事務所を定めて、都道府県知事の登録を
受けなければならない。（有効期間 ５年）
⇒消費者への情報開示等を建築士事務所の開設者に義務づけ
(重要事項説明) 

設計等の契約をしようとするときは、あらかじめ、建築主に対し管理建築士
等をして、書面を交付して契約内容等を説明

(書面の交付) 

設計等の契約を締結したときは、委託者に契約内容等を記載した書面を交
付

(書類の閲覧等) 
事務所において、その業務実績、所属建築士の氏名･業務実績等を閲覧。

また、業務報告書を毎年、都道府県知事に提出し、知事はこれを一般に閲覧。
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• 事務所の看板には

新築住宅のご注文、建売住宅、中古住宅の購入
を検討している方

誰とも相談できないご不安、ご不満を
建物診断（ホームインスペクション）で解消！

と書いたが、建売住宅・中古住宅の建物診断
は経験し、それなりに必要性を感じるが・・。

新築住宅に建物診断（ホームインスペクション）
をすることは可能か。また品質確保に有効か？
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1. 施主にとっては品質・工程管理が大事
→いい家を契約金額内で早くつくって欲しい

2. 建物診断を依頼する施主は、施工会社に不満・
不安のある施主
または現場管理（担当）者を信頼できない施主

3. 施工会社にとっては予算管理が大事
→決められた工期内で決められた予算内で収め
たい

4. 現場管理（担当）者は任された仕事を誠実に行
おうとして、日々仕事を行っている
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1. 施主の不満・不安・不信の解消

2. 施主ｖｓ施工会社、施主ｖｓ現場管理（担当）者の
相互信頼回復

3. 現場管理（担当）者の置かれた立場を施主に理
解してもらう

4. その上で現場管理（担当）者に施主の為に仕事
に取り組んでもらう

5. 各工程前に施工注意点を打合せする
段階的検査は間違い探しでは無く、いいものを
どういうふうにつくるかの確認作業とする
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日本の建築界は摩訶不思議
不思議の国で自分の家つくり

何を基準にどのようにすればよいのでしょうか

２０２２年問題というのをご存知でしょうか？
生産緑地法の適用の切れる土地が、市街化区域内の

土地で13,569haあります。国がどのような対策を打つか?
不動産業界･建築業界に大きな影響がありそうです。

注目し対策しましょう⁉

ご清聴ありがとうございました。

http://genuinvest.net/?eid=2402

