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□出題頻度   重要度 ★★★ 

3 2 1 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19

  

□ポイント 

毎年１～４問と建築士法からの出題は特に多いです。中でも、建築士の義務や業務区分、建築士事務所の義務等が

出題される傾向にあります。法令集の建築士法の目次を活用し、事前にしっかりとアンダーライン等しておくことが重

要です。出題傾向は似ているため、繰り返し過去問題を解いて傾向をつかむと、得点につながります。 

Lesson２３ 建築士法  

学科Ⅲ 法規 
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（敷地等と道路との関係） 

■ 職業倫理 

(1) 職業倫理と善管注意義務 

構造計算書偽装問題を契機に、建築士が社会にもたらす影響の大きさから、その職責が法文に明文化されました。 

 

 

 
建築士法第 2 条の 2（職責） 
建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、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。 
 

 

また、建築士は、高度な専門職であることから、善管注意義務

(善良なる管理者の注意)が発生します。これは、例え法律に規

定されていない事項についても、建築士として、一般に求めら

れることが相当とされる事項については、責任を負う、というも

のです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

memo 

 

 

 

 

 

 

 



学科Ⅲ法規 －建築士法－ 

最端製図 学科クラブ（一級）                  □□□ 3/93 

■ 建築士免許 

(1) 建築士でなければできない業務 

建築士免許には一級、二級、木造の 3 種類がありますが、それぞれの免許に応じて業務(設計・工事監理)を行える

建築物の用途と規模が異なります。 

一級建築士でなければ設計・工事監理してはならない建築物 

用途 規模 

学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場、百貨店 延べ面積 500 ㎡超 

木造 高さ 13m 超もしくは軒 9m 超 

RC 造、S 造、石造等 延べ面積 300 ㎡超 

高さ 13m 超もしくは軒 9m 超 

延べ面積 1000 ㎡超かつ階数 2 以上 

 

 

一・ニ級建築士でなければ設計・工事監理してはならない建築物 

用途 規模 

RC 造、S 造、石造等 延べ面積 30 ㎡超 

延べ面積 100 ㎡(木造は 300 ㎡)超または階数が 3 以上 

 

 

木造建築士でなければ設計・工事監理してはならない建築物 

規模 

木造で延べ面積 100 ㎡超 

 

  

memo 
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（敷地等と道路との関係） 

 
 
 

 

 

 

第 3 条（一級建築士でなければできない設計又は工事監理） 
左の各号に掲げる建築物（略）を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 
一 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場（オーデイトリアムを有しないものを除く。）又は百貨店の用途に供す
る建築物で、延べ面積が 500 ㎡をこえるもの 
二 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが 13ｍ又は軒の高さが 9ｍを超えるもの 
三 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、
延べ面積が 300 ㎡、高さが 13ｍ又は軒の高さが 9ｍをこえるもの 
四 延べ面積が 1000 ㎡をこえ、且つ、階数が 2 以上の建築物 

 
２項 
建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修
繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。 
 
第 3 条の 2（一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理） 
前条第 1 項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築

士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 
一 前条第 1 項第三号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が 30 ㎡を超えるもの 
二 延べ面積が 100 ㎡（木造の建築物にあつては、300 ㎡）を超え、又は階数が 3 以上の建築物 
 
２項 
前条第 2 項の規定は、前項の場合に準用する。 
 
第 3 条の 3（一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理） 
前条第 1 項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が 100 ㎡を超えるものを新築する場合においては、一級建

築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

用途や数値を覚える必要はありませ
ん。この法文を引いて、判断できれば
それで OK です。
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(2) 建築士免許と登録 

建築士となるためには、試験を受け、登録申請を行って免許証の交付を受けなくてはなりません。 

建築士免許と交付者 

免許の別 免許の交付者 

一級建築士 国土交通大臣 

二級建築士 都道府県知事 

木造建築士 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免許の登録とは、具体的には、建築士名簿に登録することです。名簿に登録する事項も確認しておきましょう。 

建築士名簿に記載する事項 

登録番号と登録年月日 

氏名、生年月日、性別 

一級建築士試験合格の年月日と合格証書の番号 

懲戒、戒告、免許取消等の処分を受けた場合はその処分の内容と年月日 

定期講習、管理建築士講習等の講習を受けた場合はその年月日と終了証番号 

構造設計一級建築士、設備設計一級建築士の場合はその免許証の番号と免許証の交付年月日 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一級は国土交通大臣、二級と木造は都道府県知事、とい
う区別は、免許の交付だけでなく、登録内容の変更申請
や処分を発する場合の区別も同じです。 
 
免許証にも交付者がしっかりと区別して記載されます。 

たまにある引っかけは、登録事項に「住所」が必要である、というもので
す。 
 
住所は建築士名簿の登録事項には不要です。 
ただし！住所の届出は免許交付から 30 日以内に、行わなくてはなりません。 
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（敷地等と道路との関係） 

 
 
 

 

 

 
第 4 条（建築士の免許） 
一級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 
２項 
二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、それぞれ都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格し、そ
の都道府県知事の免許を受けなければならない。 
 
 
第 5 条（免許の登録） 
一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録する

ことによつて行う。 
２項 
国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建
築士免許証又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。 
３項 
一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証に記載された事項等

に変更があつたときは、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県

知事に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付を申請することができる。 
 

 
建築士法施行規則第 3 条（登録事項） 
名簿に登録する事項は、次のとおりとする。 
一 登録番号及び登録年月日 

二 氏名、生年月日及び性別 

三 一級建築士試験合格の年月及び合格証書番号（外国の建築士免許を受けた者にあつては、その免許の名称、免許者名及び
免許の年月日） 
四 法第 10 条第 1 項の規定による戒告、業務停止又は免許の取消しの処分及びこれらの処分を受けた年月日 
五 法第 10 条の 3 第 1 項第一号若しくは同条第 2 項第一号又は法第 24 条第 2 項に規定する講習の課程を修了した者にあつ
ては、当該講習を修了した年月日及び当該講習の修了証の番号 
六 法第 22 条の 2 に定める講習を受けた年月日及び当該講習の修了証の番号 
七 第 9 条の 3 第 3 項の規定により構造設計一級建築士証若しくは設備設計一級建築士証の交付を受けた者にあつては、当該
建築士証の番号及び当該建築士証の交付を受けた年月日 
八 構造設計一級建築士証若しくは設備設計一級建築士証の返納を行つた者にあつては、当該建築士証の返納を行つた年月
日 
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（敷地等と道路との関係） 

 
 
 

以下に該当する者には、免許を与えないことが規定されています。これを、絶対的欠格事由といいます。 

絶対的欠格事由 

一 未成年者 

二 成年被後見人もしくは被保佐人 

三 禁固刑以上の刑に処され、執行後 5 年未満の者 

四 建築士法に違反して罰金の刑に処され、執行後 5 年未満の者 

五 以下の理由で免許の取消しを受けた日から 5 年未満の者 

・不正の事実に基づいて免許を受けて、免許を取消された者(法 9 条 1 項四号) 

・建築士法等の法令・条例や命令に違反して、免許を取消された者(法 10 条 1 項一号) 

・業務に対して不誠実な行為を行って、免許を取消された者(法 10 条 1 項二号) 

六 業務停止処分を受け、その期間中に免許の取消された者で、業務停止期間が終了していない者 

 

 

 

 
第 7 条（絶対的欠格事由） 
次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 
一 未成年者 
二 成年被後見人又は被保佐人 
三 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から 5 年を経過しない者 
四 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
を受けることがなくなつた日から 5 年を経過しない者 
五 第 9 条第 1 項第四号又は第 10 条第 1 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 5 年を経過しない

者 
六 第 10 条第 1 項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に第 9 条第 1 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 
 

 

  



学科Ⅲ法規 －建築士法－ 

最端製図 学科クラブ（一級）                  □□□ 8/93 

 
（敷地等と道路との関係） 

 
 
 

(3) 構造設計一級建築士・設備設計一級建築士 

構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士とは、一級建築士で、一定の要件を満たした者が試験に合格し、登録

申請を行って免許証の交付を受けた者のことを言います。一定規模以上の建築物の設計には、この構造設計一級

建築士、設備設計一級建築士の設計もしくは関与が必要になります。 

構造設計一級建築士証の交付申請が出来る者 

一級建築士として 5 年以上構造設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習を申請前 1 年以内に修了した者 

設備設計一級建築士証の交付申請が出来る者 

一級建築士として 5 年以上設備設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習を申請前 1 年以内に修了した者 

 

 

 

 

第 10 条の 3（構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等） 
次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。 
一 一級建築士として 5 年以上構造設計の業務に従事した後、第 10 条の 22 から第 10 条の 25 までの規定の定めるところによ
り国土交通大臣の登録を受けた者（以下この章において「登録講習機関」という。）が行う講習（別表第一（一）の項講習
の欄に掲げる講習に限る。）の課程をその申請前 1 年以内に修了した一級建築士 

二 国土交通大臣が、構造設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士 
 
２項 
次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、設備設計一級建築士証の交付を申請することができる。 

一 一級建築士として 5 年以上設備設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習（別表第一（二）の項講習の欄に掲げ
る講習に限る。）の課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士 
二 国土交通大臣が、設備設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士 
 

 

 

 

  

memo 
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つまり、建築士事務所に所属する構造設計一級建築士は、
一級建築士の定期講習とは別に、構造設計一級建築士の講

習も定期に受けなくてはならないのです。 
 
ちなみに、管理建築士には定期講習の義務はなく、初回の
講習のみで OK です。 

(4) 定期講習 

建築士事務所に所属する建築士は、一定期間ごとに、登録講習機関が行う講習を受けなくてはなりません。一般

に、定期講習といいます。 

 

 

 
第 22 条の 2(定期講習） 
次の各号に掲げる建築士は、3 年以上 5 年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第 1 項の規定及び同条第 2 項に
おいて準用する第 10 条の 23 から第 10 条の 25 までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者（次条にお
いて「登録講習機関」という。）が行う当該各号に定める講習を受けなければならない。 
一 一級建築士（第 23 条第 1 項の建築士事務所に属するものに限る。） 別表第二（一）の項講習の欄に掲げる講習 
二 二級建築士（第 23 条第 1 項の建築士事務所に属するものに限る。） 別表第二（二）の項講習の欄に掲げる講習 
三 木造建築士（第 23 条第 1 項の建築士事務所に属するものに限る。） 別表第二（三）の項講習の欄に掲げる講習 
四 構造設計一級建築士 別表第二（四）の項講習の欄に掲げる講習 
五 設備設計一級建築士 別表第二（五）の項講習の欄に掲げる講習 
 
規則第 17 条の 36（定期講習の受講期間） 
法第 22 条の 2 の国土交通省令で定める期間は、法第 22 条の 2 各号に掲げる建築士が同条各号に規定する講習のうち直近のも

のを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して 3 年とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

memo 
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(5) 懲戒・業務停止・免許取消し 

建築士は、不誠実な行為を行った場合や、建築基準法、その他関係法令に違反する行為を行った場合等には、建

築士法によって処罰されます。処罰の種類には懲戒、業務停止、免許取消しや罰金等があります。まずは最も重い

処罰である免許取消しとなる場合を見てみましょう。 

免許取消しとなる場合 

一 本人から、取消しの申請があったとき 

二 死亡した場合に、その相続人から取消しの届出があったとき 

三 届出がない場合で、本人の死亡が確認されたとき及び絶対的欠格事由に該当することが判明したとき 

四 虚偽又は不正の事実に基づいて免許の交付を受けたことが判明したとき 

五 不正の手段で試験に合格し、その合格を取り消されたとき 

 

 

 

 
第 9 条（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くは木造建築士の免許を取り消さなければならない。 
一 本人から免許の取消しの申請があつたとき。 
二 前条の規定による届出があつたとき。 
三 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れかに該当する事実が判明したとき。 
四 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とき。 

五 第 13 条の 2 第 1 項又は第 2 項の規定により一級建築士試験、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。 
 
２項 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。 
 
 
 
 
  

memo 
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免許取消しの条件(法第 9 条)に該当すれば、取消し。

法 10 条に該当すれば、懲戒・最長 1 年の業務停止処

分・免許取消しの 3 つのパターンがあります。

 

公告について… 
 
国土交通大臣もしくは都道府県知事は、建築士に対し戒告・業務停止・免許取消しの
処分を行った場合は、公告しなくてはならない、という決まりがあります。 
下図は公告の⼀例ですが、以降のページには処分した建築士の氏名と建築士番号、処分

の年月日、処分の理由が記載されています。 
公開することによって、消費者への情報提供と建築士への罰則強化としているのです。 

 
（敷地等と道路との関係） 

 
 
 

続いて、懲戒・業務停止(1 年以内)・免許取消しとなる場合です。 

懲戒・業務停止・免許取消しとなる場合 

一 建築士法等の法律・命令・条例に違反したとき 

二 業務に関して不誠実な行為をしたとき 

 
 
 
 
第 10 条（懲戒） 
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くは木造建築士に対し、戒告し、若しくは 1 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 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したとき。 
二 業務に関して不誠実な行為をしたとき。 

 
５項 
国土交通大臣又は都道府県知事は、第 1 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。 
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設計図書には 
「設計を行った建築士」の記名・押印をします。 
「管理建築士」ではありませんので留意です︕ 

 
（敷地等と道路との関係） 

 
 
 

(6) 業務に関する規定 

建築士は、業務(設計や工事監理)を行う際に守らなくてはならない規定、業務に必要な表示行為があります。 

業務に関する規定 

設計を行う場合 設計する建築物が法令・条例に適合するようにする 

設計の委託者に対し、設計内容に関して適切な説明を行うよう努める 

工事監理を行う場合 工事が設計図書通りに実施されていないと認めるときは、直ちに施工者に指

摘・是正するよう求める。もし施工者が従わない場合は建築主に報告する 

延べ面積 2000 ㎡を超える建築物の建築

設備に係る設計・工事監理を行う場合 

建築設備士の意見を聴くよう努める 

(設備設計一級建築士が設計する場合は、設計に関しては意見を聴かなくてよい) 

 
業務に必要な表示行為 

設計を行った(変更した)場合 設計図書に記名・押印する 

構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合 安全性を確かめた旨の証明書を委託者に交付する 

工事監理を修了した場合 結果を文書で建築主に報告 

 
 
 
 
 
 
 
 
第 18 条（設計及び工事監理） 
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れ

ばならない。 
 
２項 
建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。 
 
３項 
建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対し
て、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築

主に報告しなければならない。 
 
４項 
建築士は、延べ面積が 2000 ㎡を超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、建築設備士の意見

を聴くよう努めなければならない。ただし、設備設計一級建築士が設計を行う場合には、設計に関しては、この限りでない。 
 
第 20 条（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、二級建築士又は木造建

築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とする。 
 
２項 
一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、国土交通
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。ただし、次条第項又は第 2 項の規定
の適用がある場合は、この限りでない。 
 
３項 
建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなけれ
ばならない。 
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おさらいしましょう。 
 
建築基準法第 20 条第 1 項 
一号 高さ 60m を超える建築物 
二号 高さ 60ｍ以下の建築物で、 
   ・木造 高さ 13ｍ超もしくは軒 9ｍ超 
   ・S 造で地上 4 階以上 
    RC 造・SRC 造で高さ 20m 超 
 
構造設計一級建築士の記名・押印が義務となるのは上記の場合です。 

 

 
（敷地等と道路との関係） 

 
 
 

構造設計一級建築士と設備設計一級建築士には、建築士が守らなければならない規定に加えて、業務に必要な表

示行為等があります。 

構造設計一級建築士 

建築基準法第 20 条 1 項一号・二号建築物の構造設計を 

行った場合 

構造設計図書に記名・押印 

上記建築物の構造関係規定の適合性の確認を行った場合 構造設計図書に適合・不適合の旨と、記名・押印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

設備設計一級建築士 

階数 3 以上で床面積 5000 ㎡を超える建築物の設備設計を

行った場合 

設備設計図書に記名・押印 

上記建築物の設備関係規定の適合性の確認を行った場合 設備設計図書に適合・不適合の旨と、記名・押印 

 
 
 
 
第 20 条の 2（構造設計に関する特例） 
構造設計一級建築士は、第 3 条第 1 項に規定する建築物のうち建築基準法第 20 条第 1 項第一号又は第二号に掲げる建築物に
該当するものの構造設計を行つた場合においては、前条第 1 項の規定によるほか、その構造設計図書に構造設計一級建築士で

ある旨の表示をしなければならない。構造設計図書の一部を変更した場合も同様とする。 
 
２項 構造設計一級建築士以外の一級建築士は、前項の建築物の構造設計を行つた場合においては、国土交通省令で定めると
ころにより、構造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が建築基準法第 20 条（第 1 項第一号又は第二号に係る部分
に限る。）の規定及びこれに基づく命令の規定（以下「構造関係規定」という。）に適合するかどうかの確認を求めなければな

らない。構造設計図書の一部を変更した場合も同様とする。 
 
３項 構造設計一級建築士は、前項の規定により確認を求められた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを

確認したとき又は適合することを確認できないときは、当該構造設計図書にその旨を記載するとともに、構造設計一級建築士であ

る旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。 
 
４項 構造設計一級建築士は、第 2 項の規定により確認を求めた一級建築士から請求があつたときは、構造設計一級建築士
証を提示しなければならない。 
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 建築士の禁止⾏為についても明確に規定されています。 
建築士という職能の、社会的責任の大きさが分かりますね。 

 
（敷地等と道路との関係） 

 
 
 

 
（敷地等と道路との関係） 

 
 
 

 
第 20 条の 3（設備設計に関する特例） 
設備設計一級建築士は、階数が 3 以上で床面積の合計が 5000 ㎡を超える建築物の設備設計を行つた場合においては、第 20 条
第 1 項の規定によるほか、その設備設計図書に設備設計一級建築士である旨の表示をしなければならない。設備設計図書の一

部を変更した場合も同様とする。 
 
２項 設備設計一級建築士以外の一級建築士は、前項の建築物の設備設計を行つた場合においては、国土交通省令で定める
ところにより、設備設計一級建築士に当該設備設計に係る建築物が建築基準法第 28 条第 3 項、第 28 条の第三号（換気設備
に係る部分に限る。）、第 32 条から第 34 条まで、第 35 条（消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備
及び非常用の照明装置に係る部分に限る。）及び第 36 条（消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び
構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。）の規定並びにこれらに基づく命令の規定（以下「設備関係規定」と
いう。）に適合するかどうかの確認を求めなければならない。設備設計図書の一部を変更した場合も同様とする。 
 
３項 設備設計一級建築士は、前項の規定により確認を求められた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを確

認したとき又は適合することを確認できないときは、当該設備設計図書にその旨を記載するとともに、設備設計一級建築士である旨

の表示をして記名及び押印をしなければならない。 
 
４項 設備設計一級建築士は、第 2 項の規定により確認を求めた一級建築士から請求があつたときは、設備設計一級建築士
証を提示しなければならない。 
 

 

 

建築士が行ってはならないとされている規定についても学習しておきましょう。 

禁止行為 

名義貸しの禁止 建築士ではない者等に自己の名義を貸してはならない 

違反行為の指示等の禁止 違法な建築物の建築、違法行為の指示、相談をしてはならない 

信用失墜行為の禁止 建築士という職務の信用・品位を害するような行為をしてはならない 

 

 
 
 
第 21 条の 2（非建築士等に対する名義貸しの禁止） 
建築士は、次の各号のいずれかに該当する者に自己の名義を利用させてはならない。 
一 第 3 条第 1 項（略）、第 3 条の 2 第 1 項（略）、第 3 条の 3 第 1 項（略）又は第 34 条の規定に違反する者 
二 第 3 条の 2 第 3 項（略）の規定に基づく条例の規定に違反する者 
 
第 21 条の 3（違反行為の指示等の禁止） 
建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基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。 
 
第 21 条の 4（信用失墜行為の禁止） 
建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 
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（敷地等と道路との関係） 

 
 
 

 

(7) 契約に関する規定 

建築士が、設計業務や工事監理業務契約を締結する場合、どのようなことをしなくてはならないのでしょうか。

これらも、きちんと法律に定められています。 

延べ面積 300 ㎡を超える新築の設計受託契約・工事監理受託契約 

下記の事項を書面に記載し、委託者・受託者が署名・押印の上、相互に交付すること 

一 作成する設計図書の種類(設計受託契約の場合) 

二 工事と設計図書との照合方法と工事監理の実施状況の報告方法(工事監理受託契約の場合) 

三 業務に従事する建築士の氏名と建築士の別 

四 報酬の額と支払いの時期 

五 契約の解除に関する事項 

六 規則に定める事項 

・設計もしくは工事監理の実施期間他 

 

 
 
 
第 22 条の 3 の 2（設計受託契約等の原則） 
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（以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。）の

当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。 
 
第 22 条の 3 の 3（延べ面積が 300 ㎡を超える建築物に係る契約の内容） 
延べ面積が 300 ㎡を超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約

の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 
一 設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類 
二 工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法 
三 当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びに
その者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨 
四 報酬の額及び支払の時期 

五 契約の解除に関する事項 

六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 

 
規則第 17 条の 38（延べ面積が 300 ㎡を超える建築物に係る契約の内容） 
法第 22 条の 3 の 3 第 1 項第六号に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 
一 建築士事務所の名称及び所在地並びに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 
二 建築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） 
三 設計受託契約又は工事監理受託契約の対象となる建築物の概要 
四 業務に従事することとなる建築士の登録番号 
五 業務に従事することとなる建築設備士がいる場合にあつては、その氏名 
六 設計又は工事監理の一部を委託する場合にあつては、当該委託に係る設計又は工事監理の概要並びに受託者の氏名又は
名称及び当該受託者に係る建築士事務所の名称及び所在地 
七 設計又は工事監理の実施の期間 

八 第三号から第六号までに掲げるもののほか、設計又は工事監理の種類、内容及び方法 
 

 

 

 

 

 

 

延べ面積 300 ㎡を超える建築物の建築、という限定
があることに注意してくださいね。 
 
書面に記載する事項については、法文を引くことが
出来れば正答できるものばかりです。規則にもイン
デックス等忘れずに︕ 
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■ 建築士事務所 

(1) 建築士事務所登録 

他人の求めに応じ、報酬を得て、下記の業務を行う場合は都道府県知事の建築士事務所登録を受けなくてはなりま

せん。 

建築士事務所登録を要する業務 

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 

建築物に関する調査、鑑定 

建築物の建築に関する法令、条例に基づく手続の代理 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

特に、「調査・鑑定」や「手続きの代理」が⾒落とし 
やすいです。法文にきちんと明記されていますの
で、出題があった時はしっかり確認しましょう。 
 
また、登録の有効期限は 5 年です。継続して登録
を受けたい場合は、期限内に更新の申請を⾏わな
くてはなりません。 

memo 
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（敷地等と道路との関係） 

 
 
 

一級建築士事務所、二級建築士事務所、木造建築士事務所、いずれの場合もその事務所のある都道府県知事に登

録を受けます。また、事務所の登録を受けようとする者(登録申請者)は建築士である必要はありません。 

登録申請書に記載する事項 

事務所の名称と所在地 

建築士事務所の一級、二級、木造の別 

登録申請者の氏名(法人であれば名称と代表者の氏名) 

管理建築士の氏名と建築士の別 

事務所に所属する建築士の氏名と建築士の別 

 

 

 

第 23 条（登録） 
一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれ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に限る。以下「設計等」という。）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、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受け

なければならない。 
 
２項 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して 5 年とする。 
 
３項 第 1 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

築士事務所について更新の登録を受けなければならない。 
 
第 23 条の 2（登録の申請） 
前条第 1 項又は第 3 項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者（以下「登録申請者」という。）は、次に掲

げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 
一 建築士事務所の名称及び所在地 
二 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 
三 登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び役員（業務を執行する社員、取締役、執行役
又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。）の氏名 
四 第 24 条第 2 項に規定する管理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 
五 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 
六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 
(六号に規定する定める事項は未制定です) 

 

 

 

 

  



学科Ⅲ法規 －建築士法－ 

最端製図 学科クラブ（一級）                  □□□ 18/93 

 
（敷地等と道路との関係） 

 
 
 
 
 

(2) 開設者と管理建築士 

前述のとおり、建築士事務所の開設者は、建築士である必要はありませんが、その場合は、事務所の業務を管理

する者として、管理建築士を置かなくてはなりません。 

管理建築士とは 

建築士として 3 年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習を修了した建築士 

建築士事務所の以下の技術的事項を総括し、開設者が別にいる場合は、必要な意見を開設者に対して述べる 

・受託可能な業務量、業務の難易、業務の期間の設定 

・業務を担当する建築士等の選定と配置 

・他の建築士事務所との提携とその業務範囲案の作成 

・所属する建築士の監督と業務遂行の適性の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 24 条（建築士事務所の管理） 
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。 
 
２項 前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士（以下「管理建築士」という。）は、建築士として 3 年以上

の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第 26 条の 5 第 1 項の規定及び同条第 2 項において準用する第 10 条
の 23 から第 10 条の 25 までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者（以下この章において「登録講習

機関」という。）が行う別表第 3 講習の欄に掲げる講習の課程を修了した建築士でなければならない。 
 
３項 管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る次に掲げる技術的事項を総括するものとする。 
一 受託可能な業務の量及び難易並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定 
二 受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置 
三 他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案の作成 
四 建築士事務所に属する建築士その他の技術者の監督及びその業務遂行の適正の確保 
 
４項 管理建築士は、その者と建築士事務所の開設者とが異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、前項各号に
掲げる技術的事項に関し、その建築士事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとする。 
 
５項 建築士事務所の開設者は、前項の規定による管理建築士の意見を尊重しなければならない。 

 

事務所の開設者
(建築士でなくても良い)

管理建築士
(⼀定条件を満たした建築士)

所属建築士 

開設者に対し 
必要な場合は 
意⾒を述べる 

事務所に所属する建築士の
監督他、適性な事務所の運
営について技術的に統括 
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(3) 建築士事務所の義務等 

建築士事務所の開設者の義務・禁止事項について学習しましょう。 

開設者に対する制限、禁止事項 

名義貸しの禁止 他人に自己の名義を貸して、建築士事務所の業務をさせてはならない 

再委託の制限 委託を受けた設計・工事監理業務を(委託者の承諾を得た場合も不可) 

・建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない 

・延べ面積 300 ㎡を超える建築物の新築工事の場合は、一括再委託をしてはならな

い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 24 条の 2（名義貸しの禁止） 
建築士事務所の開設者は、自己の名義をもつて、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。 
 
第 24 条の 3（再委託の制限） 
建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者

以外の者に委託してはならない。 
 
２項 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理（いずれも延べ面積が

300 ㎡を超える建築物の新築工事に係るものに限る。）の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはな

らない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

責任の所在が不明確になることを避けるた
めに、再委託に対しては制限、もしくは禁止事
項があります。 
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開設者には、以下の義務があります。とくに帳簿と図書に関しては、15 年間の保存義務があります。 

開設者の義務 

帳簿の備付 以下の事項を記載した帳簿を事業年度末日の翌日から起算して 15 年間保存しなく

てはならない 

・契約年月日 

・契約の相手方の氏名もしくは名称 

・業務の種類とその概要 

・業務の終了年月日 

・報酬額 

・管理建築士が開設者に対して意見を述べた場合はその意見の概要等 

図書の保存 以下の図書と工事監理報告書を、作成日から 15 年間保存しなくてはならない 

(建築基準法第 6 条 1 項二号若しくは三号に該当する建築物は①に加えて、➁も) 

①配置図、平面図、二以上の立面図、二以上の断面図 

➁基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、構造計算書 

標識の掲示 公衆の見やすい場所に標識を掲示しなくてはならない 

書類の閲覧 以下の事項を記載した書類を備え、業務の委託者の求めに応じて閲覧させる 

・業務の実績を記載した書類 

・属する建築士の氏名及び業務の実績 

・保険契約の締結等、損害に対する対策を講じている場合はその内容を記載した書類

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

標識の例です。
 
建築士事務所内の、公
衆の⾒やすい位置に掲
げることが決められて
います。 

事務所の標識 

さいたん一級建築士事務所 

登録 大阪府知事登録 第 1 号 

開設者 かんなしゅうじ 

管理建築士 一級建築士 かんなしゅうじ 

登録の有効期間 有効期間 ○年から○年 

縦 25 ㎝、横 40 ㎝以上 
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第 24 条の 4（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ところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通省令で定め

るものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 
 
２項 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。 
 
規則第 21 条（帳簿の備付け等及び図書の保存） 
法第 24 条の 4 第 1 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 契約の年月日 
二 契約の相手方の氏名又は名称 
三 業務の種類及びその概要 
四 業務の終了の年月日 
五 報酬の額 
六 業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名 
七 業務の一部を委託した場合にあつては、当該委託に係る業務の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所 
八 法第 24 条第 4 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 
 
３項 建築士事務所の開設者は、法第 24 条の 4 第 1 項に規定する帳簿（略）を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、
当該閉鎖をした日の翌日から起算して 15 年間当該帳簿（略）を保存しなければならない。 
 
４項 法第 24 条の 4 第 2 項に規定する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は、建築士事務所に

属する建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げるもの又は工事監理報告書で、法第 3 条から 3 まで
の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。 
一 配置図、各階平面図、二面以上の立面図及び二面以上の断面図 
二 当該設計が建築基準法第 6 条第 1 項第二号又は第三号に係るものであるときは、前号に掲げるもののほか、基礎伏図、
各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図及び構造計算書 
 
５項 建築士事務所の開設者は、法第 24 条の 4 第 2 項に規定する図書を作成した日から起算して 15 年間当該図書を保存しな

ければならない。 
 
第 24 条の 5（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ければならな

い。 

 
第 24 条の 6（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、設計等を委

託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。 
一 当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類 
二 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載した書類 
三 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 
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 
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(4) 契約に関する規定 

建築士事務所の開設者が、設計業務や工事監理業務契約を締結する場合、どのようなことをしなくてはならない

のでしょうか。それは重要事項説明と、書面の交付、の大きく 2 つあります。 

開設者の設計受託契約・工事監理受託契約締結時の義務 

重要事項説明 

管理建築士等(管理建築士もしくは所属建築士)に、以下の事項を記載した書面を以て、建築主に説明させなくて

はならない。また、重要事項説明を行う建築士等は建築主に建築士免許を掲示しなくてはならない 

一 作成する設計図書の種類(設計受託契約の場合) 

二 工事と設計図書との照合方法と工事監理の実施状況の報告方法(工事監理受託契約の場合) 

三 業務に従事する建築士の氏名と建築士の別 

四 報酬の額と支払いの時期 

五 契約の解除に関する事項 

六 規則に定める事項 

・規則第 17 条の 38 に規定する事項(延べ面積 300 ㎡を超える建築物に係る契約の内容) 

 
 
 
 
第 24 条の 7（重要事項の説明等） 
建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対

し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士（次項において「管理建築士等」という。）をして、設計受託契約又

は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせな

ければならない。 

一 設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類 
二 工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法 
三 当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びに
その者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨 
四 報酬の額及び支払の時期 
五 契約の解除に関する事項 
六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 
 
２項 
管理建築士等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許
証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

重要事項説明を⾏うのは、管理建築士でなくても構いません。 
⼀級・二級・木造の別に関わらず、その建築士事務所に所属する建
築士であればだれでも⾏うことが出来ます。 
 
ただし、建築士免許証の掲⽰は忘れずに︕ 
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（敷地等と道路との関係） 

 
 
 

 
（敷地等と道路との関係） 

 
書面の交付 

契約締結後、以下の事項を記載した書面に、記名押印もしくは署名し、契約の委託者に交付しなくてはならない

一 法第 22 条の 3 の 3 第 1 項に規定の事項(延べ面積 300 ㎡を超える建築物に係る契約の内容) 

二 契約年月日 

三 契約の相手方の氏名もしくは名称 

 
 
 
 
第 24 条の 8（書面の交付） 
建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところによ
り、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。 

一 第 22 条の 3 の 3 第 1 項各号に掲げる事項 
二 前号に掲げるもののほか、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する事項で国土交通省令で定める

もの 
 
 
規則第 22 条の 3（書面の交付） 
法第 24 条の 8 第 1 項第二号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 契約の年月日 
二 契約の相手方の氏名又は名称 
 
２項 建築士事務所の開設者は、法第 24 条の 8 第 1 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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

後に、開設者の努力義務についてです。 

設計、その他建築士事務所として業務を行う上で、損害が生じた場合に、その賠償するための資金の確保をする

よう努めなくてはなりません。その一例が保険契約の締結です。 

 
 
 
第 24 条の 9（保険契約の締結等） 
建築士事務所の開設者は、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を担保するための保険契約の締結その他

の措置を講ずるよう努めなければならない。 
 

 

おさらい… 
事務所の開設者が、設計契約・工事監理契約を締結する前、
締結後に⾏う大きな 2 つのこと 
 
・重要事項説明 
・書面の交付 
 
具体的な書面記載事項は法令集でチェックできれば OK で
す。契約時の流れの概要をしっかりつかんでおきましょ
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（敷地等と道路との関係） 

 
 
 

 
（敷地等と道路との関係） 

■ 建築士事務所協会・建築士事務所協会連合 

(1) 設立の目的 

建築士事務所協会会及び建築士事務所協会連合会は、建築士事務の適正な運営と建築主の利益の保護を図ること

を目的に設けられ、以下の業務を行います。 

建築士事務所協会会及び建築士事務所協会連合会の業務 

事務所の開設者に対して、事務所の運営に関する研修 

事務所に所属する建築士に対して、業務に関する研修 

 

 

 

 
第 27 条の 2（建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会） 
３項 第 1 項に規定する一般社団法人（以下「建築士事務所協会」という。）及び前項に規定する一般社団法人（以下「建

築士事務所協会連合会」という。）は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 
一 建築士事務所の業務に関し、設計等の業務に係る契約の内容の適正化その他建築主の利益の保護を図るため必要な建築士事
務所の開設者に対する指導、勧告その他の業務 
二 建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情の解決 
三 建築士事務所の開設者に対する建築士事務所の業務の運営に関する研修及び建築士事務所に属する建築士に対する設計等
の業務に関する研修 
四 前三号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な業務 
 
 
 
７項 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会は、建築士事務所の業務の適正化を図るための建築士事務所の開設者に

対する建築士事務所の業務の運営に関する研修及び建築士事務所に属する建築士に対する設計等の業務に関する研修を実施しな

ければならない。 
 

 

 

  

memo 
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■ 罰則規定 

(1) 罰則規定 

建築士法の第 10 章(第 38 条～第 44 条)には、処罰の重い順に、罰則規定が設けられています。ごくまれに処

罰の内容と、違反の内容を照らし合わせるような出題がありますが、頻度は低いです。出題があった場合は、以

下の手順で問題に取り組んでください。士法の目次を活用すると時間短縮できると思います。 

①士法の第何条の規定に違反しているか 

➁その条文に対する罰則が、10 章中のどこに記載されているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

罰則の対象者を意識させる傾向がみられま
す。 
・建築主 
・設計者 
・工事監理者 
・施工者 
・事務所の開設者 
 
誰に対して罰則が科せられるのか、意識して 

組 だ

memo 
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■ 過去問トレーニング 【問題編】 

 

2009 年【問題 21】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 一級建築士名簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、性別、所属する建築士

事務所の名称、処分歴、定期講習の受講歴等である。 

2. 国土交通大臣が一級建築士の懲戒処分をしたときは、処分をした年月日、処分を受けた建築士の氏

名、処分の内容、処分の原因となった事実等について公告しなければならない。 

3. 業務に関して不誠実な行為をして一級建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して５

年を経過しない者は、一級建築士の免許のみならず、二級建築士又は木造建築士の免許も受けるこ

とができない。 

4. 中央指定登録機関が指定された場合には、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿

を一般の閲覧に供する事務等は中央指定登録機関が行うこととなり、原則として、国土交通大臣は

これらの事務を行わない。 

 

 

 

2009 年【問題 22】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築士事務所の開設者は、階数が３以上で、かつ、床面積の合計が 1,000 ㎡以上の共同住宅の新築

工事に係る設計の業務については、委託者の許諾を得た場合においても、一括して他の建築士事務

所の開設者に委託してはならない。 

2. 建築士事務所の開設者が、他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契

約を締結したときは、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を委託者である建築士事務所の開設者

に交付しなければならない。 

3. 建築士事務所の開設者が建築主との設計受託契約の締結に先だって管理建築士等に重要事項の説明

を行わせる際に、管理建築士等は、当該建築主に対し、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示

しなければならない。 

4. 建築士事務所を開設しようとする者は、設計等の業務範囲が複数の都道府県にわたる場合には、当

該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事及び業務範囲に係るそれぞれの都道府県知事の登

録を受けなければならない。 
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2009 年【問題 23】 

建築士の講習に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築士事務所に属する建築士で、一級建築士免許と二級建築士免許の両方を受けている者について

は、一級建築士定期講習を受ければ二級建築士定期講習を受けたものとみなす。 

2. 建築士事務所に属する構造設計一級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定期講習

の両方を受けなければならない。 

3. 建築士事務所に属する一級建築士は、直近の一級建築土定期講習を受けた日の属する年度の翌年度

の開始の日から起算して５年以内に、次回の一級建築士定期講習を受けなければならない。 

4. 二級建築士として３年以上の設計等の業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した者が、

新たに一級建築士の免許を受けて一級建築士事務所の管理建築士になる場合には、改めて管理建築

士講習を受ける必要はない。 

 

 

2010 年【問題 22】 

次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 構造設計一級建築士とは、原則として、一級建築士として５年以上構造設計の業務に従事した後、

登録講習機関が行う所定の講習の課程を修了し、構造設計一級建築士証の交付を受けた一級建築士

をいう。 

2. 構造設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物の対象の範囲は、構造計算適合性判定が必要と

なる建築物の対象の範囲と同一である。 

3. 構造設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物において、構造設計一級建築士が構造設計を行

い、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をした場合には、構造計算によって建

築物の安全性を確かめた旨の証明書を設計の委託者に交付する必要はない。 

4. 設備設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物において、当該建築物が設備関係規定に適合す

ることを確認した設備設計一級建築士は、当該建築物の設計者に含まれる。 

 

 

2010 年【問題 23】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとする場合で、当該一級建

築士の承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することが

できる。 

2. 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めると

きは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘するとともに、建築主及び建築主事に報告しな

ければならない。 

3. 建築士事務所に属する一級建築士は、建築物の設計又は工事監理の業務に従事しない場合であって

も、所定の一級建築士定期講習を受けなければならない。 

4. 建築士は、建築物の設計及び工事監理以外の業務に関しても、不誠実な行為をしたときは免許を取

り消されることがある。 
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2010 年【問題 24】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 一級建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査を業として行おうとするときは、

一級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、登録を受けなければならない。 

2. 二級建築士であっても、一級建築士を使用する者で所定の条件に該当する場合は、一級建築士事務

所の開設者となることができる。 

3. 建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の

設計図書について、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。 

4. 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、建築士で

なければできない建築物の設計又は工事監理をしたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の

登録を取り消すことができる。 

 

 

2010 年【問題 25】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築士会は、建築士に対し、その業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する

研修を実施しなければならない。 

2. 建築士事務所協会は、建築主等から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があった

ときは、相談に応じ、必要な助言をし、事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者が協

会会員の場合に限り、当該開設者に対しその苦情の内容を通知して迅速な処理を求めなければなら

ない。 

3. 国土交通大臣により中央指定登録機関が指定された場合であっても、一級建築士に係る業務の停止、

免許の取消し等の懲戒処分については、国土交通大臣が行う。 

4. 都道府県知事により指定事務所登録機関が指定された場合、建築士事務所の登録を受けようとする

者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所、木造建築士事務所のいずれの場合においても、原則

として、登録申請書を当該指定事務所登録機関に提出しなければならない。 

 

 

2011 年【問題 21】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 延べ面積 450 ㎡、高さ 10ｍ、軒の高さ 9ｍの鉄筋コンクリート造の既存建築物について、床面積 250

㎡の部分で大規模の修繕を行う場合においては、当該修繕に係る設計は、一級建築士又は二級建築

士でなければしてはならない。 

2. 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を工事監理報告書等により、建築主に報

告しなければならない。 

3. 一級建築士は、勤務先の建築士事務所の名称に変更があったときは、その日から 30 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。 

4. 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とともに、建築工事の指導監督を行うことをいう。 



学科Ⅲ法規 －建築士法－ 

最端製図 学科クラブ（一級）                  □□□ 29/93 

2011 年【問題 22】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築士事務所の開設者は、当該建築土事務所に属する管理建築士以外の建築士について、変更があ

った場合、3月以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

2. 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計の業務を、建築

士事務所の開設者以外の個人の建築士に委託してはならない。 

3. 複数の一級建築士事務所を開設している法人においては、一級建築士事務所ごとに、それぞれ当該

一級建築士事務所を管理する専任の一級建築士を置かなければならない。 

4. 建築士事務所を管理する一級建築士は、当該建築士事務所に属する他の一級建築士が設計した設計

図書の一部を変更しようとするときは、設計した一級建築士の承諾を求めることなく、管理建築士

としての権限で変更することができる。 

 

 

 

2011 年【問題 23】 

次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 二級建築士が設計できる用途、構造、規模の建築物については、限界耐力計算により構造設計を行

う場合であっても、構造設計一級建築士の関与は義務づけられていない。 

2. 既存建築物の大規模の修繕に係る構造設計については、建築物の規模や修繕の内容にかかわらず、

構造設計一級建築士の関与は義務づけられていない。 

3. 工事監理については、階数が 3 以上で床面積の合計が 5,000 ㎡を超える建築物であっても、設備設

計一級建築士の関与は義務づけられていない。 

4. 設備設計一級建築士は、その関与が義務づけられた建築物について、設備設計一級建築士以外の一

級建築士が行った設備設計が設備関係規定に適合するかどうかの確認を、他人の求めに応じ報酬を

得て業として行う場合には、一級建築士事務所の登録を受けなければならない。 
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2011 年【問題 26】 

一級建築土によるイ〜ニの行為について、建築士法に基づいて、当該一級建築士に対する業務停止等の

懲成処分の対象となるものは、次のうちどれか。 

イ. 建築確認の必要な建築物について、当該建築物の設計者として、建築確認の申請を行 

  わずに工事を施工することについて、当該建築物の工事施工者からの相談に応じた。 

ロ. 建築物の工事監理者として適正な工事監理を十分に行わなかったため、設計図面と異 

  なる施工が行われた。 

ハ. 建築確認の必要な建築物について、建築確認の申請の代理者及び工事監理者でありな 

  がら、当該建築物が確認済証の交付を受けないまま工事が着工されることを容認した。 

二. 建築士事務所登録の有効期間の満了後、更新の登録を受けずに、業として他人の求め 

  に応じ報酬を得て設計等を行った。 

 

1. イとロとハとニ 

2. イとロとニのみ 

3. ロとハとニのみ 

4. イとハのみ 

 

 

 

2012 年【問題 21】 

次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物の用途、構造、規模については、

都道府県が土地の状況により必要と認める場合においては、建築士法に基づく条例で別に定めるこ

とができる。 

2. 一級建築士は、禁錮
こ

以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

った日から５年を経過しない者に該当することとなったときは、その日から 30 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。 

3. 構造設計一級建築士が構造設計を行い、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示を

した場合であっても、建築物の用途、構造、規模によっては、構造計算によって建築物の安全性を

確かめた旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない場合がある。 

4. 構造設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物については、工事監理において、構造設計図書

との照合に係る部分についても、構造設計一級建築士以外の一級建築士が行うことができる。 
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2012 年【問題 22】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築士事務所の開設者と管理建築士が異なる場合において、開設者は、管理建築士より技術的観点

からその業務が円滑かつ適正に行われるよう必要な意見が述べられたときは、当該意見の概要を帳

簿に記載しなければならない。 

2. 建築士事務所の開設者は、他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契

約を締結したときは、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を委託者である建築士事務所の開設者

に交付しなければならない。 

3. 建築士事務所の開設者は、延べ面積 1,000 ㎡、地上３階建ての建築物の新築工事に係る設計の業務

については、委託者の許諾を得た場合に限り、一括して他の建築士事務所の開設者に委託すること

ができる。 

4. 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、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３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。 

 

 

 

2012 年【問題 23】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 業務に関して不誠実な行為をして二級建築士の免許を取り消された者は、その後に一級建築士試験

に合格した場合であっても、その取消しの日から５年を経過しない間は、一級建築士の免許を受け

ることができない。 

2. 二級建築士として３年以上の設計等の業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した者が、

新たに一級建築士の免許を受けて、一級建築士事務所の管理建築士になる場合には、改めて管理建

築士講習を受ける必要はない。 

3. 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った行為を理由として、

建築基準法の規定に違反し懲戒の処分を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の開設

者に対し、戒告し、若しくは１年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建

築士事務所の登録を取り消すことができる。 

4. 建築士事務所について都道府県知事の登録を受けている建築士は、当該登録を受けた都道府県以外

の区域においては、業として他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことはできない。 
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2013 年【問題 21】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 鉄骨造、高さ 10ｍ、軒の高さ 9ｍの共同住宅の新築工事で、住宅の用途に供する部分の床面積が

250 ㎡、自動車車庫の用途に供する部分の床面積が 125 ㎡のものの設計及び工事監理は、一級建築

士又は二級建築士でなければしてはならない。  

2. 一級建築士名簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、性別、処分歴、定期

講習の受講歴等である。  

3. 建築士事務所に属する一級建築士は、直近の一級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度

の開始の日から起算して 3 年以内に、次回の一級建築士定期講習を受けなければならない。  

4. 中央指定登録機関が指定された場合には、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿

を一般の閲覧に供する事務等は中央指定登録機関が行うこととなり、原則として、国土交通大臣は

これらの事務を行わない。 

 

 

 

2013 年【問題 22】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 二級建築士であっても、一級建築士を使用する者で所定の条件に該当する場合は、一級建築士事務

所の開設者となることができる。 

2. 一級建築士事務所に置かれる管理建築士は、一級建築士として 3年以上の設計又は工事監理に関す

る業務に従事した後に所定の講習の課程を修了した建築士でなければならない。  

3. 建築士事務所の開設者は、階数が 3以上で、かつ、床面積の合計が 1,000m２以上の共同住宅の新築

工事に係る設計の業務については、委託者の許諾を得た場合においても、一括して他の建築士事務

所の開設者に委託してはならない。 

4. 建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準については、国土交通

大臣が、中央建築士審査会の同意を得て、定め、勧告することができる。 

 

 

  



学科Ⅲ法規 －建築士法－ 

最端製図 学科クラブ（一級）                  □□□ 33/93 

2013 年【問題 23】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 一級建築士が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ときは、国土交通大臣

は、中央建築士審査会の同意を得たうえで、免許を取り消さなければならない。  

2. 一級建築士が、工事監理者として、特定工程を含む建築工事において、中間検査合格証の交付を受

けた後でなければ施工できない特定工程後の工程について、中間検査合格証の交付を受けずに工事

が続行されることを容認した場合には、業務停止等の懲戒処分の対象となる。  

3. 建築士事務所の開設者である一級建築士が、当該建築士事務所の登録期間が満了したにもかかわら

ず、更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て設計業務を業として行った場合には、業務

停止等の懲戒処分の対象となる。  

4. 建築士事務所の開設者である一級建築士が、管理建築士講習の義務づけに係る法改正の施行以前か

ら当該建築士事務所に置かれていた管理建築士であって所定の経過措置の期限までに管理建築士講

習の課程を修了していない者を、引き続き管理建築土として置いている場合には、業務停止等の懲

戒処分の対象となる。 

 

 

 

2014 年【問題 21】 
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 
1. 業務に関して不誠実な行為をして建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して５年を

経過しない者は、建築士の免許を受けることができない。 
2. 建築関係法令に違反し、禁錮

こ

以上の刑に処せられた建築士については、執行猶予の言渡しがあった

場合であっても、建築士の免許を取り消される。 
3. 一級建築士が懲戒処分を受けたときは、国土交通大臣により、処分の年月日、氏名、登録番号、処

分の内容、処分の原因となった事実等が公告される。 
4. 建築士が道路交通法違反等の建築と関係しない罪を犯し、禁錮

こ

以上の刑に処せられた場合には、建

築士の免許の取消しの対象とはならない。 
 
 
 
2014 年【問題 22】 
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 
1. 「設計」とは、その者の責任において設計図書を作成することをいい、「構造設計」とは構造設計図

書の設計を、「設備設計」とは設備設計図書の設計をいう。 
2. 「工事監理」とは、その者の責任において、建築工事の指導監督を行うとともに、当該工事を設計

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をいう。 
3. 設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含めた、建築物の設計を行うことができる。 
4. 建築士事務所に属する構造設計一級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定期講習

の両方を受けなければならない。 
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2014 年【問題 23】 
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 
1. 管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括する専任の建築士であるが、当該

建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書について、管理建築士である旨

の表示をして記名及び押印をする必要はない。 
2. 建築士事務所の開設者が建築主との設計受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明

を行わせる際に、管理建築士等は、当該建築主に対し、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示

しなければならない。 
3. 建築士事務所の開設者は、建築主から受託した設計の業務の一部を他の建築士事務所に再委託する

場合にあっては、当該設計受託契約を締結したときに当該建築主に交付する書面等において、当該

再委託に係る設計の概要、再委託の受託者の氏名又は名称等を記載しなければならない。 
4. 建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理以外の業務について、建築主から受託する場合にあっ

ては、建築士法に基づく重要事項の説明や契約を締結したときの書面の交付を行わなければならな

い。 
 
 
2015 年【問題 21】 
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 
1. 一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物について、当該建築物の設計をした一級建築士

の指導の下に、二級建築士は、当該建築物の工事監理をすることができる。 
2. 一級建築士は、勤務先の建築士事務所の名称及び所在地に変更があったときは、その日から 30 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。 
3. 延べ面積 1,200 ㎡、高さ 12m、軒の高さ 9m の鉄骨造の既存建築物について、床面積 250 ㎡の部分

で大規模の修繕を行う場合においては、当該修繕に係る設計は、一級建築士又は二級建築士でなけ

ればしてはならない。 
4. 一級建築士が死亡したときは、その相続人は、その事実を知った日から 30 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。 
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2015 年【問題 22】 
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮し

ないものとする。 
1. 建築士事務所を開設しようとする者は、設計等の業務範囲が複数の都道府県にわたる場合であって

も、当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事以外の都道府県知事の登録を受ける必要は

ない。 
2. 一級建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査を業として行おうとするとき

は、一級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、登録を受けなければならない。 
3. 二級建築士は、一級建築士を使用する者で所定の条件に該当する場合であっても、一級建築士事務

所の開設者となることができない。 
4. 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合であっても、委託を受けた設計の業務を建築士

事務所の開設者以外の個人の建築士に委託してはならない。 
 

 

 

2015 年【問題 23】 
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 
1. 建築士事務所が設計業務を受託したときには、その設計図書に建築士事務所名を記載し建築士事務

所の印を押した場合においても、当該設計を行った建築士は、その設計図書に一級建築士、二級建

築士又は木造建築士である旨の表示をして記名しなければならない。 
2. 建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計した設計図書の一

部を変更しようとするときは、設計した建築士の承諾を求めることなく、管理建築士としての権限

で変更することができる。 
3. 二級建築士として３年以上の建築工事の指導監督に関する業務に従事した後に管理建築士講習の課

程を修了し、その後一級建築士の免許を取得した者は、一級建築士としての実務経験の有無にかか

わらず、一級建築士事務所に置かれる管理建築士となることができる。 
4. 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った行為により建築基準

法の規定に違反し、懲戒処分を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の開設者に対し、

戒告し、若しくは１年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所

の登録を取り消すことができる。 
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2015 年【問題 29】 
建築士法に基づく懲戒処分等に関するイ～ニの記述について、正しいものの組合せは、次のうちどれか。 
イ. 一級建築士たる工事監理者として、工事監理を十分に行わなかったことにより、施工上重大な欠陥

を見逃した場合には、当該一級建築士は懲戒処分の対象となる。 
ロ. 一級建築士たる建築士事務所の開設者として、建築士事務所の業務を廃止したにもかかわらず、業

務廃止から 30 日以内に廃業届を提出しなかった場合には、当該一級建築士は懲戒処分の対象とな

る。 
ハ. 一級建築士たる工事施工者として、確認済証の交付を受けなければならない建築工事について、確

認済証の交付を受けずに当該工事を行った場合には、当該一級建築士は懲戒処分の対象とはならな

い。 
ニ. 建築士でないにもかかわらず、確認の申請の際に一級建築士を詐称した場合には、当該者は罰則の

適用の対象とはなるものの、懲戒処分の対象とはならない。 
 

1. イとロとハとニ 
2. イとロとハのみ 
3. イとロとニのみ 
4. ハとニのみ 
 

 

 

2016 年【問題 21】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 一級建築士は、設計、工事監理、建築工事の指導監督等の委託者から請求があったときは、一級建

築士免許証又は一級建築士免許証明書を提示しなければならない。 

2. 設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとするときは、委託者及び受託者は、国土交通大

臣が定める報酬の基準に準拠した委託代金で当該契約を締結するよう努めなければならない。 

3. 延べ面積 200 ㎡の建築物の新築に係る設計受ｓ託契約の当事者は、契約の締結に際して、作成する

設計図書の種類、設計に従事することとな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、報酬の額及び支払いの時期、契約の解除に関する事項、その他所定の事項につ

いて書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 

4. 建築士法の規定に違反して一級建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して５年を経

過しない者は、一級建築士の免許のみならず、二級建築士又は木造建築士の免許も受けることがで

きない。 
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2016 年【問題 22】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建

築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、必要な意見が述べられた場合には、その意見を

尊重しなければならない。 

2. 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、建築士で

なければできない建築物の設計又は工事監理をしたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の

登録を取り消すことができる。 

3. 建築士は、延べ面積が 2,000 ㎡を超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合にお

いては、設備設計一級建築士の意見を聴かなければならない。 

4. 建築士事務所の開設者は、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を担保する

ための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

 
 
 
2016 年【問題 23】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 都道府県知事により指定事務所登録機関が指定された場合、建築士事務所の登録を受けようとする

者は、一級建築士事務所の場合においても、原則として、登録申請書を当該指定事務所登録機関に

提出しなければならない。 

2. 建築士事務所の開設者である一級建築士が、当該建築士事務所の登録期間が満了したにもかかわら

ず、更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て工事監理業務を業として行った場合には、

当該建築士は、業務停止等の懲戒処分の対象となる。 

3. 建築士事務所に属する一級建築士は、直近の一級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度

の開始の日から起算して３年以内に、一級建築士定期講習を受けなければならない。 

4. 都道府県知事の登録を受けている建築士事務所に属する建築士は、当該登録を受けた都道府県以外

の区域においては、業として他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことはできない。 
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2016 年【問題 24】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 国土交通大臣が建築士の業務の適正な実施を確保するため、一級建築士に対し業務に関する報告を

求めた場合に、当該建築士がその報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該建築士は、30

万円以下の罰金刑の適用の対象となる。 

2. 国土交通大臣が建築士の業務の適正な実施を確保するため、国土交通省の職員に開設者が法人であ

る建築士事務所に立ち入り当該建築士事務所に属する者に質問させた際に、その者がその質問に対

して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたときは、その者のほか、その者が所属する法人も、30 万円

以下の罰金刑の適用の対象となる。 

3. 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に変

更があった場合に、３月以内に、その旨を都道府県知事に届け出ないときは、当該建築士事務所の

開設者及び管理建築士は、30 万円以下の罰金刑の適用の対象となる。 

4. 管理建築士等が、建築主に対して設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する

重要事項について説明する際に、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなかったときは、当

該建築士は、10 万円以下の過料の適用の対象となる。 

 
 
 
2017 年【問題 21】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しな

いものとする。 

1. 設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含む建築物の設計を行うことができる。 

2. 建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、

建築設備士の意見を聴いたときは、原則として、設計図書又は工事監理報告書において、その旨を

明らかにしなければならない。 

3. 木造、平家建ての延べ面積 450m2、高さ 11m、軒の高さ９m のオーディトリアムを有する集会場を新

築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 

4. 構造設計一級建築士は、構造設計一級建築士定期講習を受けたときは、国土交通大臣に対し、構造

設計一級建築士証の書換え交付を申請することができる。 
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2017 年【問題 22】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築物の大規模の修繕に係る部分の床面積が 400m2である工事の工事監理受託契約の締結に際して、

その当事者は、工事と設計図書との照合の方法、工事監理の実施の状況に関する報告の方法、工事

監理に従事することとなる建築士の氏名等の所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印

をして相互に交付しなければならない。 

2. 建築士事務所の開設者が建築主との設計受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明

をさせる際に、管理建築士等は、当該建築主に対し、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示し

なければならない。 

3. 建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所において受託可能な業務の量及び難易並びに

業務の内容に応じて必要となる期間の設定、受託しようとする業務を担当させる建築士等の選定及

び配置等の所定の技術的事項を総括するものとする。 

4. 建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の

設計図書について、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。 

 

 
 

2017 年【問題 23】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関及び指定事務所登

録機関の指定は考慮しないものとする。 

1. 一級建築士名簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、性別、処分歴、定期講

習の受講歴等である。 

2. 一級建築士は、一級建築士免許証の交付の日から 30 日以内に、本籍、住所、氏名、生年月日、性別

等を国土交通大臣に届け出なければならない。 

3. 一級建築士事務所登録簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、建築士事務所の名称及び所在

地、管理建築士の氏名、建築士事務所に属する建築士の氏名、処分歴等である。 

4. 建築士事務所の開設者は、建築士事務所に属する建築士の氏名に変更があったときは、30日以内に、

その建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 

 

 

 
  



学科Ⅲ法規 －建築士法－ 

最端製図 学科クラブ（一級）                  □□□ 40/93 

2017 年【問題 28】 

一級建築士によるイ～ニの行為について、建築士法に基づいて、当該一級建築士に対する業務停止等の

懲戒処分の対象となるものは、次のうちどれか。 

イ. 建築確認の必要な建築物の設計者として、建築確認の申請を行わずに工事を施工することについて、

当該建築物の工事施工者からの相談に応じた。 

ロ. 複数の一級建築士事務所の開設者である一級建築士が、管理建築士の欠員が生じた一級建築士事務

所について、別の一級建築士事務所の管理建築士を一時的に兼務させた。 

ハ. 建築士事務所の開設者である一級建築士が、委託者の許諾を得て、延べ面積 500m2の建築物の新築に

係る設計業務を、一括して他の建築士事務所の開設者に委託した。 

ニ. 建築士事務所登録の有効期間の満了後、更新の登録を受けずに、業として他人の求めに応じ報酬を

得て設計等を行った。 

 

1. イとロとハとニ 

2. イとロとニのみ 

3. ロとハとニのみ 

4. イとハのみ 

 

 
 

2018 年【問題 21】 

次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建

築士の承諾を求め、承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変

更することができる。 

2. 構造設計一級建築士以外の一級建築士は、高さが 60m を超える建築物の構造設計を行った場合にお

いては、構造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が建築基準法に規定する構造関係規定に

適合するかどうかの確認を求めなければならない。 

3. 構造設計一級建築士の関与が義務付けられた建築物については、工事監理において、構造設計図書

との照合に係る部分についても、構造設計一級建築士以外の一級建築士が行うことができる。 

4. 一級建築士定期講習を受けたことがない一級建築士は、一級建築士の免許を受けた日の次の年度の

開始の日から起算して 3年を超えた日以降に建築士事務所に所属した場合には、所属した日から 3

年以内に一級建築士定期講習を受けなければならない。 
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2018 年【問題 22】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮し

ないものとする。 

1. 一級建築士事務所に置かれる管理建築士は、一級建築士として 3年以上の建築物の設計又は工事監

理に関する業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。 

2. 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の管理建築士の氏名について変更があったときは、2

週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

3. 管理建築士が総括する技術的事項には、他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範

囲の案の作成が含まれる。 

4. 都道府県知事は、建築士法の施行に関し必要があると認めるときは、一級建築士事務所の開設者又

は管理建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書等の

物件を検査させることができる。 

 

 

 

2018 年【問題 23】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築基準法の規定に違反して二級建築士の免許を取り消された者は、その後に一級建築士試験に合

格した場合であっても、その取消しの日から起算して 5 年を経過しない間は、一級建築士の免許を

受けることができない。 

2. 建築士が道路交通法違反等の建築物の建築に関係しない罪を犯し、禁錮
こ

以上の刑に処せられた場合

には、建築士の免許の取消しの対象とはならない。 

3. 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った行為により建築基準

法の規定に違反し、懲戒処分を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消

すことができる。 

4. 建築士事務所に属する者で建築士でないものが、当該建築士事務所の業務として、建築士でなけれ

ばできない建築物の設計をしたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すこと

ができる。 
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2018 年【問題 29】 

次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 構造設計一級建築士は、建築士事務所に属さず、教育に関する業務を行っている場合であっても、

構造設計一級建築士定期講習を受けなければならない。 

2. 許容応力度等計算を要する建築物について、許容応力度等計算を行ったものであっても、構造計算

適合判定資格者である建築主事が、確認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

どうかを審査したものは、構造計算適合性判定を受けなくてもよい。 

3. 特定行政庁が、建築物の所有者、管理者、設計者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調

査をした者に対して、建築物の構造又は建築設備に関する調査の状況について報告を求めたにもか

かわらず、報告をしなかった当該所有者等は、罰則の適用の対象となる。 

4. 建築主が工事監理者を定めないまま、一級建築士でなければ工事監理ができない建築物の工事をさ

せた場合においては、当該建築主は、罰則の適用の対象となる。 

 

 

 

2019 年【問題 21】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しな

いものとする。 

1. 建築に関する業務に従事する一級建築士にあっては、勤務先が変わり業務の種別に変更があったと

きは、その日から 30 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。 

2. 「設計図書」とは、建築物の建築工事の実施のために必要な図面（現寸図その他これに類するもの

を除く。）をいい、仕様書を含まない。 

3. 延べ面積 450 ㎡、高さ 10ⅿ、軒の高さ 7 m の木造 2 階建ての既存建築物について、床面積 250 ㎡ 

の部分で大規模の修繕を行う場合においては、当該大規模の修繕に係る設計は、一級建築士、二級

建築士又は木造建築士でなければしてはならない。 

4. 延べ面積 400 ㎡の建築物の新築における設計の契約の当事者は、契約の受託者が設計の一部を再委

託する場合にあっては、当該再委託に係る設計の概要並びに当該再委託に係る受託者の氏名又は名

称及び当該受託者に係る建築士事務所の名称及び所在地を、契約の締結に際して相互に交付する書

面に記載しなければならない。 
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2019 年【問題 22】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮し

ないものとする。 

1. 一級建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築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の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、一級建築士

事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。 

2. 都道府県知事の登録を受けている建築士事務所に属する建築士は、当該登録を受けた都道府県以外

の区域においても、業として他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことができる。 

3. 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から、

建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、必要な意見が述べられた場合には、その意見

を尊重しなければならない。 

4. 建築士事務所の開設者は、延べ面積が 400 ㎡の建築物の新築工事に係る設計及び工事監理の業務を

受託した場合、委託者の許諾を得た場合には、受託業務の一部である工事監理の業務について、一

括して他の建築士事務所の開設者に再委託することができる。 

 

 

 

2019 年【問題 23】 

建築士の講習に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録

機関の指定は考慮しないものとする。 

1. 二級建築士として 3 年以上の設計等の業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した者が、

新たに一級建築士の免許を受けて一級建築士事務所の管理建築士になる場合には、改めて管理建築

士講習を受けなければならない。 

2. 建築士事務所に属する一級建築士は、建築物の設計又は工事監理の業務に従事しない場合であって

も、所定の一級建築士定期講習を受けなければならない。 

3. 国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができるのは、原則として、一

級建築士として 5 年以上の構造設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う所定の講習の課程を

その申請前 1 年以内に修了した者である。 

4. 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに作成する設計等の業務に関する報告書において、当該建

築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士である場合にあっては、その者が受けた構造

設計一級建築士定期講習のうち、直近のものを受けた年月日についても記載しなければならない。 
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2019 年【問題 28】 

次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築基準法の構造耐力の規定に違反する建築物の設計を建築主が故意に指示し、建築士がそれに従

って設計及び工事監理をした場合、当該建築主及び建築士のいずれも罰則の適用の対象となる。 

2. 建築士事務所の開設者である一級建築士が、当該建築士事務所の登録期間が満了したにもかかわら

ず、更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て工事監理業務を業として行った場合には、

当該建築士は、業務停止等の懲戒処分の対象となる。 

3. 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に変

更があった場合に、 3 月以内に、その旨を都道府県知事に届け出ないときは、当該建築士事務所の

開設者及び管理建築士のいずれも罰則の適用の対象となる。 

4. 建築士事務所の開設者が、自己の名義をもって、他人に建築士事務所の業務を営ませたときは、当

該建築士事務所の開設者は罰則の適用の対象となる。 

 

 

 

2020 年【問題 21】 

建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 工事監理を行う一級建築士は、工事監理の委託者から請求があったときには、一級建築士免許証又

は一級建築士免許証明書を提示し、工事監理を終了したときには、直ちに、その結果を建築主に工

事監理報告書を提出して報告しなければならない。 

2. 工事監理を行う建築士は、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、

工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工

事施工者がこれに従わないときは、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。 

3. 建築士事務所に属する構造設計一級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定期講習

の両方を受けなければならない。 

4. 建築士事務所に属する設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含めた建築物の設計を行うこ

とができる。 
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2020 年【問題 22】 

建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築士事務所の開設者は、配置図、各階平面図等の設計図書又は工事監理報告書で、保存しなけれ

ばならないと定められているものについては、作成した日から起算して 15 年間保存しなければなら

ない。 

2. 管理建築士は、自らが管理する建築士事務所の規模にかかわらず、当該建築士事務所において専任

でなければならない。 

3. 建築士事務所の開設者は、延べ面積が 300m を超える建築物の新築について、他の建築士事務所の

開設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契約を締結したときは、遅滞なく、設計図書の種

類、報酬の額及び支払の時期等を記載した書面を、当該委託者である建築士事務所の開設者に交付

しなければならない。 

4. 管理建築士は、その建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書について、

設計者である建築士による記名及び押印に加えて、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印

をしなければならない。 

 

 

 

2020 年【問題 23】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築士会は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対し、その業務

に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない。 

2. 建築士事務所協会は、建築主等から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があった

ときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当

該建築士事務所の開設者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならな

い。 

3. 建築士事務所の業務に関する設計図書の保存をしなかった者や、設計等を委託しようとする者の求

めに応じて建築士事務所の業務の実績を記載した書類を閲覧させなかった者は、10 万円以下の過料

に処される。 

4. 建築士事務所の開設者が建築基準法に違反して建築士免許を取り消された場合、当該建築士事務所

の登録は取り消される。 
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2021 年【問題 22】 

建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築士は、建築主から建築基準法に関する基準に適合しない建築物を設計するよう求められた場合にあっ

ては、その相談に応じることが禁止されている。 

2. 令和 3 年度に一級建築士試験に合格し、令和 4 年度に建築士事務所に所属することとなった一級建築

士は、令和 7 年 3 月 31 日までに初めての一級建築士定期講習を受けなければならない。 

3. 構造設計一級建築士は、一級建築士でなければ設計できない建築物のうち、建築基準法第 20 条第 1 

項第一号又は第二号に該当するものの構造設計を行って、その構造設計図書に構造設計一級建築士であ

る旨の表示をした場合であっても、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書を設計の委託

者に交付しなければならない。 

4. 設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含めた建築物の設計を行うことができる。 

 

 

 

2021 年【問題 23】 

建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結する場合、あらかじめ、建築主に

対して、報酬の額や契約の解除に関する事項等の重要事項について、所定の方法により管理建築士や当

該事務所に所属する建築士に説明させる必要がある。 

2. 建築士事務所の開設者は、当該事務所に所属する建築士に変更があった場合、管理建築士については 2 

週間以内に、それ以外の建築士については 3 月以内に、都道府県知事（都道府県知事が指定事務所登

録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関）に届け出なければならない。 

3. 建築士事務所を開設しようとする者は、設計等の業務範囲が複数の都道府県にわたる場合、業務を行おう

とする全ての地域について都道府県知事（都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則と

して、当該指定事務所登録機関）の登録を受ける必要がある。 

4. 建築士事務所の開設者は、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を担保するため

の保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 
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2021 年【問題 24】 

 建築士事務所の業務に関するものとして作成した帳簿及び図書で、建築士法の規定によって保存が義務付け

られているものについて、次の記述のうち、同法上、誤っているものはどれか。 

1. 帳簿及び図書の保存が義務付けられる対象となる建築物は、確認済証の交付を受けることが必要とされる

建築物に限られている。 

2. 保存が義務付けられている図書は、配置図、各階平面図、構造詳細図等の設計図書及び工事監理報告書

である。 

3. 保存が義務付けられている帳簿の記載事項は、業務の概要、報酬の額、業務に従事した建築士の氏名等

である。 

4. 帳簿や図書の保存義務を怠った場合、建築士事務所の開設者に対しては、戒告、 1 年以内の事務所閉

鎖の命令又は事務所登録の取消しの処分が行われる場合がある。 
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■ 過去問トレーニング 【解説編】  

 

2009 年【問題 21】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 一級建築士名簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、性別、所属する建築士

事務所の名称、処分歴、定期講習の受講歴等である。 

2. 国土交通大臣が一級建築士の懲戒処分をしたときは、処分をした年月日、処分を受けた建築士の氏

名、処分の内容、処分の原因となった事実等について公告しなければならない。 

3. 業務に関して不誠実な行為をして一級建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して５

年を経過しない者は、一級建築士の免許のみならず、二級建築士又は木造建築士の免許も受けるこ

とができない。 

4. 中央指定登録機関が指定された場合には、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿

を一般の閲覧に供する事務等は中央指定登録機関が行うこととなり、原則として、国土交通大臣は

これらの事務を行わない。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 建築士法第５条第 1 項、規則第 3 条。一級建築士名簿に登録する事項に、「所属する建築士事務所

の名称」はありません。誤り。 

2. 建築士法第 10 条第 5 項。国土交通大臣が一級建築士の懲戒処分をしたときは、建築士の氏名等を

公告しなければならない。 

3. 建築士法第７条第四号。免許を取り消されて５年を経過しない者は、一級、二級又は木造建築士の

全ての免許を受けることができません。 

4. 建築士法第 10 条の 17 第 1 項。中央指定登録機関が指定された場合、登録の実施に関する事務は、

中央指定登録機関が行い、国土交通大臣は行わない。 
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2009 年【問題 22】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築士事務所の開設者は、階数が３以上で、かつ、床面積の合計が 1,000 ㎡以上の共同住宅の新築

工事に係る設計の業務については、委託者の許諾を得た場合においても、一括して他の建築士事務

所の開設者に委託してはならない。 

2. 建築士事務所の開設者が、他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契

約を締結したときは、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を委託者である建築士事務所の開設者

に交付しなければならない。 

3. 建築士事務所の開設者が建築主との設計受託契約の締結に先だって管理建築士等に重要事項の説明

を行わせる際に、管理建築士等は、当該建築主に対し、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示

しなければならない。 

4. 建築士事務所を開設しようとする者は、設計等の業務範囲が複数の都道府県にわたる場合には、当

該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事及び業務範囲に係るそれぞれの都道府県知事の登

録を受けなければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 建築士法第 24 条の３第 2 項。委託者の許諾を得た場合でも、一括して他の建築士事務所の開設者

に委託してはならない。 

延べ面積が 300ｍ２を超えなければ委託することができます。 

2. 建築士法第 24 条の８第 1 項。設計業務の一部を受託する設計受託契約では、所定の事項を記載し

た書面を交付しなければなりません。正しい。 

3. 建築士法第 24 条の７第 2 項。重要事項の説明を行う場合は、建築主に対し、建築士免許証又は建

築士免許証明書を提示し なければなりません。 

4. 建築士法第 23 条。建築士事務所は所在地の都道府県知事の登録を受ければ、複数の都道府県にお

いて、設計などの業務ができます。業務を行う全ての都道府県に対しての登録は不要です。 
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2009 年【問題 23】 

建築士の講習に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築士事務所に属する建築士で、一級建築士免許と二級建築士免許の両方を受けている者について

は、一級建築士定期講習を受ければ二級建築士定期講習を受けたものとみなす。 

2. 建築士事務所に属する構造設計一級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定期講習

の両方を受けなければならない。 

3. 建築士事務所に属する一級建築士は、直近の一級建築土定期講習を受けた日の属する年度の翌年度

の開始の日から起算して５年以内に、次回の一級建築士定期講習を受けなければならない。 

4. 二級建築士として３年以上の設計等の業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した者が、

新たに一級建築士の免許を受けて一級建築士事務所の管理建築士になる場合には、改めて管理建築

士講習を受ける必要はない。 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫ 

1. 建築士法第 22 条の２、施行規則第 17 条の 37 第 4 項。一級建築士免許と二級建築士免許の両方

を受けている者は、一級建築士定期講習を受ければ二級建築士定期講習を受けたものとみなされま

す。 

2. 建築士法第 22 条の２。構造設計—級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定期講

習の両方を受けなければならない。 

3. 建築士法第 22 条の２第一号、施行規則第 17 条の 36。一級建築士は、一級建築士定期講習を受け

た年度の翌年度の開始日から起算して３年以内に、次回の一級建築士定期講習を受けなければなり

ません。誤り。 

4. 建築士法第 24 条。二級建築士で管理建築士講習を修了した者は、新たに一級建築士事務所の管理

建築士になる場合、改めて講習を受ける必要はありません。 
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2010 年【問題 22】 

次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 構造設計一級建築士とは、原則として、一級建築士として５年以上構造設計の業務に従事した後、

登録講習機関が行う所定の講習の課程を修了し、構造設計一級建築士証の交付を受けた一級建築士

をいう。 

2. 構造設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物の対象の範囲は、構造計算適合性判定が必要と

なる建築物の対象の範囲と同一である。 

3. 構造設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物において、構造設計一級建築士が構造設計を行

い、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をした場合には、構造計算によって建

築物の安全性を確かめた旨の証明書を設計の委託者に交付する必要はない。 

4. 設備設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物において、当該建築物が設備関係規定に適合す

ることを確認した設備設計一級建築士は、当該建築物の設計者に含まれる。 

 

 

【解説】 ≪正解 2≫ 

1. 建築士法第 10 条の 3 第 1 項第一号。 構造設計一級建築士は、一級建築士として５年以上構造設

計の業務に従事し、所定の講習の課程を修了して交付を受けた一級建築士をいう。正しい。 

2. 建築士法第 20 条の２第 1 項より、構造設計一級建築士の建築物の対象範囲は、建築基準法第 20

条第一号、第二号の建築物。構造計算適合性判定が必要となる建築物は、基準法第 6 条の 3 により

規定されています。対象の範囲は同一ではありません。誤り。 

3. 建築士法第 20 条第 2 項ただし書き。建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合

は、その旨の証明書を委託者に交付しなければなりませんが、同法第 20 条の 2 第 1 項により、構

造設計図書に構造設計—級建築士である旨の表示をした場合は除かれます。正しい。 

4. 建築基準法第 2 条第十七号。建築士法の規定により、設備関係規定に適合することを確認した設備

設計一級建築士は、当該建築物の設計者に含まれます。正しい。 
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2010 年【問題 23】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとする場合で、当該一級建

築士の承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することが

できる。 

2. 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めると

きは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘するとともに、建築主及び建築主事に報告しな

ければならない。 

3. 建築士事務所に属する一級建築士は、建築物の設計又は工事監理の業務に従事しない場合であって

も、所定の一級建築士定期講習を受けなければならない。 

4. 建築士は、建築物の設計及び工事監理以外の業務に関しても、不誠実な行為をしたときは免許を取

り消されることがある。 

 

 

【解説】 ≪正解 2≫ 

1. 建築士法第 19 条ただし書き。建築士は、設計図書の一部を変更する場合で、当該設計図書を作成

した建築士の承諾が得られない場合、自己の責任で一部を変更することができます。正しい。 

2. 建築士法第 18 条第 3 項。設問の場合は、建築主事ではなく、建築主に報告しなければなりません。

誤り。 

3. 建築士法第 22 条の２第一号かっこ書き。建築士事務所に属する一級建築士は、建築物の設計又は

工事監理の業務に従事しない場合でも、一級建築士定期講習を受けなければなりません。正しい。 

4. 建築士法第 10 条第 1 項第二号。建築士は、建築物の設計及び工事監理以外の業務に関しても、不

誠実な行為をしたときは、免許を取り消されることがあります。 
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2010 年【問題 24】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 一級建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査を業として行おうとするときは、

一級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、登録を受けなければならない。 

2. 二級建築士であっても、一級建築士を使用する者で所定の条件に該当する場合は、一級建築士事務

所の開設者となることができる。 

3. 建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の

設計図書について、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。 

4. 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、建築士で

なければできない建築物の設計又は工事監理をしたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の

登録を取り消すことができる。 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫ 

1. 建築士法第 23 条第 1 項。一級建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建物に関する調査を業と

して行う場合、一級建築士事務所を定めて、登録を受けなければならない。正しい。 

2. 建築士法第 23 条第 1 項。二級建築士でも、一級建築士事務所の開設者となることができる。 

建築士を使用すれば、建築士事務所の開設者は建築士でなくても構いません。 

3. 建築士法第 20 条第 1 項。設計図書へ記名及び押印を行うのは、管理建築士ではなく、実際に設計

をした建築士です。誤り。 

4. 建築士法第 26 条第 2 項第八号。建築士事務所に属する者で建築士でないものが、建築士でなけれ

ばできない建築物の設計又は工事監理をしたとき、都道府県知事は、建築士事務所の登録を取り消

すことができます。正しい。 
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2010 年【問題 25】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築士会は、建築士に対し、その業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する

研修を実施しなければならない。 

2. 建築士事務所協会は、建築主等から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があった

ときは、相談に応じ、必要な助言をし、事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者が協

会会員の場合に限り、当該開設者に対しその苦情の内容を通知して迅速な処理を求めなければなら

ない。 

3. 国土交通大臣により中央指定登録機関が指定された場合であっても、一級建築士に係る業務の停止、

免許の取消し等の懲戒処分については、国土交通大臣が行う。 

4. 都道府県知事により指定事務所登録機関が指定された場合、建築士事務所の登録を受けようとする

者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所、木造建築士事務所のいずれの場合においても、原則

として、登録申請書を当該指定事務所登録機関に提出しなければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 2≫ 

1. 建築士法第 22 条の４第 5 項。建築士会は、建築士の知識等の向上を図るための建築技術に関する

研修を実施しなければならない。正しい。 

2. 建築士法第 27 条の５第 1 項。苦情の内容を通知して迅速な処理を求めるのは、開設者が協会会員

の場合に限るものではありません。誤り。 

3. 建築士法第 10 条 第 1 項。中央指定登録機関が行う業務に懲戒処分は含まれていません。、免許の

取消し等の懲戒処分は、国土交通大臣が行います。正しい。 

4. 建築士法第 26 条の４第 1 項。都道府県知事により指定事務所登録機関が指定された場合、事務所

の登録を受けようとする者は、登録申請書を指定事務所登録機関に提出しなければなりません。正

しい。 
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2011 年【問題 21】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 延べ面積 450 ㎡、高さ 10ｍ、軒の高さ 9ｍの鉄筋コンクリート造の既存建築物について、床面積 250

㎡の部分で大規模の修繕を行う場合においては、当該修繕に係る設計は、一級建築士又は二級建築

士でなければしてはならない。 

2. 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を工事監理報告書等により、建築主に報

告しなければならない。 

3. 一級建築士は、勤務先の建築士事務所の名称に変更があったときは、その日から 30 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。 

4. 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とともに、建築工事の指導監督を行うことをいう。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 建築士法第３条の２第１項一号、第２項。正しい。 

2. 建築士法第 20 条第３項、第 4 項、同法施行規則 17 条の 15。 

建築士は、工事監理を終了したときは、文書(工事監理報告書)で建築主に報告しなければならない。

正しい。 

3. 建築士法第５条の２第２項、同法施行規則第８条第１項第三号により、変更があった日から 30 日

以内にその旨を国土交通大臣に届け出る必要があります。正しい。 

4. 建築士法２条第 8 項。 

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をいいます。指導監督は含まれていませんので誤りです。 
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2011 年【問題 22】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築士事務所の開設者は、当該建築土事務所に属する管理建築士以外の建築士について、変更があ

った場合、3月以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

2. 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計の業務を、建築

士事務所の開設者以外の個人の建築士に委託してはならない。 

3. 複数の一級建築士事務所を開設している法人においては、一級建築士事務所ごとに、それぞれ当該

一級建築士事務所を管理する専任の一級建築士を置かなければならない。 

4. 建築士事務所を管理する一級建築士は、当該建築士事務所に属する他の一級建築士が設計した設計

図書の一部を変更しようとするときは、設計した一級建築士の承諾を求めることなく、管理建築士

としての権限で変更することができる。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 建築士法第 23 条の５第 2 項、第 23 条の 2 第五号。 

建築士事務所の開設者は、管理建築士以外の建築士においても、変更があった場合は、届け出なけ

ればなりません。 

2. 建築士法第 24 条の３第１項。 

建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計・工事監理の業

務を、建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。正しい。 

3. 建築士法第 24 条第 1 項。 

建築士事務所の開設者は、建築士事務所ごとに、それぞれを管理する専任の建築士を置かなければ

なりません。 

専任の建築士なので、一人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士となることはできません。 

4. 建築士法第 19 条。 

建築士は、他の建築士の設計した設計図書の一部を変更するときは、設計をした建築士の承諾を求

めなければなりません。誤り。 

ただし書きにより、承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更する

ことができます。 
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2011 年【問題 23】 

次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 二級建築士が設計できる用途、構造、規模の建築物については、限界耐力計算により構造設計を行

う場合であっても、構造設計一級建築士の関与は義務づけられていない。 

2. 既存建築物の大規模の修繕に係る構造設計については、建築物の規模や修繕の内容にかかわらず、

構造設計一級建築士の関与は義務づけられていない。 

3. 工事監理については、階数が 3 以上で床面積の合計が 5,000 ㎡を超える建築物であっても、設備設

計一級建築士の関与は義務づけられていない。 

4. 設備設計一級建築士は、その関与が義務づけられた建築物について、設備設計一級建築士以外の一

級建築士が行った設備設計が設備関係規定に適合するかどうかの確認を、他人の求めに応じ報酬を

得て業として行う場合には、一級建築士事務所の登録を受けなければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 2≫ 

1. 建築士法第 20 条の２第１項。 

構造設計一級建築士の関与は、建築士法第 3 条第 1 項（一級建築士でなければできない設計又は工

事監理）に規定する建築物のうち一定規模以上のものに義務づけされています。したがって、二級

建築士が設計できる建築物については、構造設計一級建築士の関与は必要ありません。正しい。 

2. 建築士法第 20 条の２第１項、同法第３条２項。 

構造設計一級建築士の関与は、建築士法第 3 条第 1 項（一級建築士でなければできない設計又は工

事監理）に規定する建築物のうち一定規模以上のものに義務づけされています。また、建築士法第

3 条第 2 項により、大規模の修繕は新築とみなして適用されます。したがって、建築物の規模によ

り、構造設計一級建築士の関与が必要となります。誤り。 

3. 建築士法第 20 条の３。 

設備設計一級建築士の関与は、設備設計における階数が 3 以上で床面積の合計が 5,000 ㎡を超え

る建築物に義務づけされています。工事監理については、関与を義務づける規定はありません。正

しい。 

4. 建築士法第 23 条第１項。 

建築士が他人の求めに応じ報酬を得て､設計、工事監理等を業として行おうとするときは、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りません。 

建築士法 21 条かっこ書きにより、設計には前条（第 20 条の 3）第 2 項の確認を含むとあります

ので、設備設計一級建築士による法適合確認は、設計業務に含まれることになります。 

 

  



学科Ⅲ法規 －建築士法－ 

最端製図 学科クラブ（一級）                  □□□ 58/93 

2011 年【問題 26】 

一級建築土によるイ〜ニの行為について、建築士法に基づいて、当該一級建築士に対する業務停止等の

懲成処分の対象となるものは、次のうちどれか。 

イ. 建築確認の必要な建築物について、当該建築物の設計者として、建築確認の申請を行 

  わずに工事を施工することについて、当該建築物の工事施工者からの相談に応じた。 

ロ. 建築物の工事監理者として適正な工事監理を十分に行わなかったため、設計図面と異 

  なる施工が行われた。 

ハ. 建築確認の必要な建築物について、建築確認の申請の代理者及び工事監理者でありな 

  がら、当該建築物が確認済証の交付を受けないまま工事が着工されることを容認した。 

二. 建築士事務所登録の有効期間の満了後、更新の登録を受けずに、業として他人の求め 

  に応じ報酬を得て設計等を行った。 

 

1. イとロとハとニ 

2. イとロとニのみ 

3. ロとハとニのみ 

4. イとハのみ 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

建築士法第 10 条１項。 

国土交通大臣は、免許を受けた一級建築士が、（一号）法令に違反したときや（二号）業務に関して不誠実

な行為をしたときは、業務の停止、又はその免許を取り消す等の懲戒処分ができます。設問のイ～八は、

全て一号又は二号に該当します。 

 

イ. 建築士法第 21 条の３（一号に該当） 

ロ. 建築士法第 18 条第３項（一号に該当） 

ハ. 法第 6 条第 8 項（二号に該当） 

違反を容認する行為は、建築士法第 2 条の 2 の職責に該当します。 

ニ. 建築士法第 23 条、第 23 条の 10（一号に該当） 
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2012 年【問題 21】 

次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物の用途、構造、規模については、

都道府県が土地の状況により必要と認める場合においては、建築士法に基づく条例で別に定めるこ

とができる。 

2. 一級建築士は、禁錮
こ

以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

った日から５年を経過しない者に該当することとなったときは、その日から 30 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。 

3. 構造設計一級建築士が構造設計を行い、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示を

した場合であっても、建築物の用途、構造、規模によっては、構造計算によって建築物の安全性を

確かめた旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない場合がある。 

4. 構造設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物については、工事監理において、構造設計図書

との照合に係る部分についても、構造設計一級建築士以外の一級建築士が行うことができる。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 建築士法第３条。 

一級建築士でなければできない設計・工事監理の規定において、設問のような定めはありません。

誤り。 

同法第３条の２第３項、第３条の３第２項により、二級建築士や木造建築士については、都道府県

は、条例で、区域又は用途を限り、業務独占の延べ面積を別に定めることができる規定が定められ

ています。 

2. 建築士法第８条の２第二号、同法第７条三号により、正しい。 

3. 建築士法第 20 条２項ただし書き。 

建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合、その旨の証明書を設計の委託者に交

付しなければなりません。また、同項ただし書により、構造設計一級建築士の関与が義務づけられ

ている建築物で、構造設計一級建築士が、設計又は法適合確認（同法第 20 条の２第１項、２項）

を行い、その旨の表示がされた場合は、交付の義務は除かれています。したがって、構造設計一級

建築士の関与が義務づけられていない建築物の場合は、構造設計一級建築士であっても、「構造計算

によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書」を設計の委託者に交付しなければなりません。正

しい。 

4. 建築士法第３条 1 項。 

一級建築士でなければできない設計・工事監理において、構造設計一級建築士よる工事監理の規定

は定められていません。正しい。 

なお、構造設計一級建築士でなければできない業務は、建築士法 20 条の２に規定されています。 
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2012 年【問題 22】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築士事務所の開設者と管理建築士が異なる場合において、開設者は、管理建築士より技術的観点

からその業務が円滑かつ適正に行われるよう必要な意見が述べられたときは、当該意見の概要を帳

簿に記載しなければならない。 

2. 建築士事務所の開設者は、他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契

約を締結したときは、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を委託者である建築士事務所の開設者

に交付しなければならない。 

3. 建築士事務所の開設者は、延べ面積 1,000 ㎡、地上３階建ての建築物の新築工事に係る設計の業務

については、委託者の許諾を得た場合に限り、一括して他の建築士事務所の開設者に委託すること

ができる。 

4. 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、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３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。 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫ 

1. 建築士法第 24 条第 4 項、同法施行規則第 21 条１項八号により、正しい。 

2. 建築士法第 24 条の８第１項により、正しい。 

3. 建築士法第 24 条の３第２項。誤りです。 

委託者の許諾を得た場合においても、一括して他の建築士事務所の開設者に委託することはできません。 

4. 建築士法第 23 条の６。 

建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、「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３月以内に、事務所登録をした都道府県知事に提出しなければなりません。正しい。 
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2012 年【問題 23】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 業務に関して不誠実な行為をして二級建築士の免許を取り消された者は、その後に一級建築士試験

に合格した場合であっても、その取消しの日から５年を経過しない間は、一級建築士の免許を受け

ることができない。 

2. 二級建築士として３年以上の設計等の業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した者が、

新たに一級建築士の免許を受けて、一級建築士事務所の管理建築士になる場合には、改めて管理建

築士講習を受ける必要はない。 

3. 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った行為を理由として、

建築基準法の規定に違反し懲戒の処分を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の開設

者に対し、戒告し、若しくは１年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建

築士事務所の登録を取り消すことができる。 

4. 建築士事務所について都道府県知事の登録を受けている建築士は、当該登録を受けた都道府県以外

の区域においては、業として他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことはできない。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 建築士法第７条五号。 

同法第９条１項四号（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とき）又は同法

第 10 条１項（業務に関して違反や不誠実な行為をしたとき等）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５年を経過しない者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の

免許を与えません。正しい。 

2. 建築士法第 24 条第２項。 

管理建築士（講習）は、一級、二級、木造建築士の区別はありません。したがって、改めて管理建築

士講習を受ける必要はありません。 

3. 建築士法第 26 条２項五号。同法 10 条１項により、正しい。  

4. 建築士法第 23 条、同法 23 条の２。 

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ときは、建築士事務所について所在

地を管轄する都道府県知事に登録を申請し、登録を受ける必要がありますが、業務を行う範囲(都道

府県)については定められていません。したがって、登録を受けた都道府県以外でも、業として設計

等を行うことができます。誤り。 
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2013 年【問題 21】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 鉄骨造、高さ 10ｍ、軒の高さ 9ｍの共同住宅の新築工事で、住宅の用途に供する部分の床面積が 250

㎡、自動車車庫の用途に供する部分の床面積が 125 ㎡のものの設計及び工事監理は、一級建築士又は

二級建築士でなければしてはならない。  

2. 一級建築士名簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、性別、処分歴、定期講

習の受講歴等である。  

3. 建築士事務所に属する一級建築士は、直近の一級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の

開始の日から起算して 3年以内に、次回の一級建築士定期講習を受けなければならない。  

4. 中央指定登録機関が指定された場合には、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿を

一般の閲覧に供する事務等は中央指定登録機関が行うこととなり、原則として、国土交通大臣はこれ

らの事務を行わない。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 建築士法第３条第１項三号。 

木造以外の建築物で、延べ面積 300ｍ2 を超える新築等の場合は、一級建築士でなければ、その設計

又は工事監理はできません。誤り。 

住宅部分と自動車車庫部分の合計（375ｍ2）で考えます。 

2. 建築士法第５条 1 項、同法施行規則第３条により、正しい。 

3. 建築士法第 22 条の２、同法施行規則 17 条の 36 により、正しい。 

4. 建築士法第 10 条の４第１項、同法 10 条の 17 第１項により、正しい。 
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2013 年【問題 22】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 二級建築士であっても、一級建築士を使用する者で所定の条件に該当する場合は、一級建築士事務所

の開設者となることができる。 

2. 一級建築士事務所に置かれる管理建築士は、一級建築士として 3年以上の設計又は工事監理に関する

業務に従事した後に所定の講習の課程を修了した建築士でなければならない。  

3. 建築士事務所の開設者は、階数が 3以上で、かつ、床面積の合計が 1,000m２以上の共同住宅の新築工

事に係る設計の業務については、委託者の許諾を得た場合においても、一括して他の建築士事務所の

開設者に委託してはならない。 

4. 建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準については、国土交通大

臣が、中央建築士審査会の同意を得て、定め、勧告することができる。 

 

 

【解説】 ≪正解 2≫ 

1. 建築士法第 23 条第１項、第 24 条。 

一級建築士の資格を持つ管理建築士の設置は必要ですが、開設者自身は、二級建築士であっても一級

建築士事務所の開設者となることができます。 

建築士でなくても開設できます。 

2. 建築士法第 24 条第２項。 

管理建築士の要件は、建築士として３年以上の業務経験と管理建築士講習の修了とされています。建

築士としての実務経験は必要ですが、一級建築士である必要はありません。誤り。 

例えば、二級建築士として 3 年の実務を積み、管理建築士講習を受け、翌年一級建築士試験に合格した場

合は、自身が開設者及び管理建築士となって、一級建築士事務所を開くことができます。 

3. 建築士法第 24 条の３第２項により、正しい。 

4. 建築士法第 25 条により、正しい。 
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2013 年【問題 23】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 一級建築士が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ときは、国土交通大臣は、

中央建築士審査会の同意を得たうえで、免許を取り消さなければならない。  

2. 一級建築士が、工事監理者として、特定工程を含む建築工事において、中間検査合格証の交付を受け

た後でなければ施工できない特定工程後の工程について、中間検査合格証の交付を受けずに工事が続

行されることを容認した場合には、業務停止等の懲戒処分の対象となる。  

3. 建築士事務所の開設者である一級建築士が、当該建築士事務所の登録期間が満了したにもかかわら

ず、更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て設計業務を業として行った場合には、業務停

止等の懲戒処分の対象となる。  

4. 建築士事務所の開設者である一級建築士が、管理建築士講習の義務づけに係る法改正の施行以前から

当該建築士事務所に置かれていた管理建築士であって所定の経過措置の期限までに管理建築士講習の

課程を修了していない者を、引き続き管理建築土として置いている場合には、業務停止等の懲戒処分

の対象となる。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 建築士法第９条第１項四号。 

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ときは、国土交通大臣は、一級建築士の

免許を取り消さなければなりません。この場合、中央建築士審査会の同意は必要ありません。誤り。

なお、業務の停止や免許取消し（同法第 10 条）の場合は、第４項により、中央建築士審査会の同意

を得なければなりません。 

2. 建築士法第 10 条第１項一号により、正しい。 

設問は、建築基準法第 7 条の 3 第 6 項に違反しています。 

3. 建築士法第 10 条第１項一号により、正しい。 

設問は、建築士法 23 条第３項、同法第 23 条の 10 第１項に違反しています。 

4. 建築士法第 10 条第１項一号により、正しい。 

設問は、建築士法第 24 条第２項に違反しています。 

管理建築士講習制度ができた当時、元々事務所を開設していた人には数年の猶予がありました。 

 

 

 

 

  



学科Ⅲ法規 －建築士法－ 

最端製図 学科クラブ（一級）                  □□□ 65/93 

2014 年【問題 21】 
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 
1. 業務に関して不誠実な行為をして建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して５年を経

過しない者は、建築士の免許を受けることができない。 
2. 建築関係法令に違反し、禁錮

こ

以上の刑に処せられた建築士については、執行猶予の言渡しがあった場

合であっても、建築士の免許を取り消される。 
3. 一級建築士が懲戒処分を受けたときは、国土交通大臣により、処分の年月日、氏名、登録番号、処分の

内容、処分の原因となった事実等が公告される。 
4. 建築士が道路交通法違反等の建築と関係しない罪を犯し、禁錮

こ

以上の刑に処せられた場合には、建築

士の免許の取消しの対象とはならない。 
 
 
【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 建築士法第７条四号。同法第９条１項四号又は第 10 条第１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５年を経過しない者には、建築士の免許を受けることができません。 

2. 建築士法第７条三号。執行猶予の言渡しがあると、刑の執行は猶予されますが、刑自体は確定してい

ますので、免許は取り消されることとなります。 

3. 建築士法第 10 条第５項、同法施行規則第６条の３により正しい。 

4. 建築士法第７条二号。建築士が禁錮以上の刑に処せられた場合、その免許は取り消されますが、刑罰

の対象については建築関係法令に限定されていません。したがって、取り消しの対象となります。誤

り。 
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2014 年【問題 22】 
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 
1. 「設計」とは、その者の責任において設計図書を作成することをいい、「構造設計」とは構造設計図書

の設計を、「設備設計」とは設備設計図書の設計をいう。 
2. 「工事監理」とは、その者の責任において、建築工事の指導監督を行うとともに、当該工事を設計図

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をいう。 
3. 設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含めた、建築物の設計を行うことができる。 
4. 建築士事務所に属する構造設計一級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定期講習の

両方を受けなければならない。 
 
 
【解説】 ≪正解 2≫ 

1. 建築士法第２条第６項、第７項。「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいい、

「構造設計」とは構造設計図書の作成を、「設備設計」とは設備設計図書の作成をいいます。正しい。 

2. 建築士法第２条第８項。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をいいます。建築工事の指導監督は含ま

れていません。誤り。 

3. 建築士法第 10 条の 3 第２項。設備設計一級建築士は、設備設計一級建築土証の交付を受けた一級建

築士になります。したがって、建築物の設計を行うことができます。正しい。 

4. 建築士法第 22 条の２により正しい。 

 

 
 
  



学科Ⅲ法規 －建築士法－ 

最端製図 学科クラブ（一級）                  □□□ 67/93 

2014 年【問題 23】 
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 
1. 管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括する専任の建築士であるが、当該建

築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書について、管理建築士である旨の表

示をして記名及び押印をする必要はない。 
2. 建築士事務所の開設者が建築主との設計受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明を

行わせる際に、管理建築士等は、当該建築主に対し、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しな

ければならない。 
3. 建築士事務所の開設者は、建築主から受託した設計の業務の一部を他の建築士事務所に再委託する場

合にあっては、当該設計受託契約を締結したときに当該建築主に交付する書面等において、当該再委

託に係る設計の概要、再委託の受託者の氏名又は名称等を記載しなければならない。 
4. 建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理以外の業務について、建築主から受託する場合にあって

は、建築士法に基づく重要事項の説明や契約を締結したときの書面の交付を行わなければならない。 
 
 
【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 建築士法第 20 条第１項。建築士が設計を行った場合は、その設計図書に一級建築士、二級建築士又

は木造建築士である表示をし、記名及び押印をしなければなりません。したがって、管理建築士では

なく、その設計を行った建築士が記名及び押印をします。 

2. 建築士法第 24 条の７第２項により正しい。管理建築士等は、重要事項説明をするときは、建築主に

対し、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければなりません。 

3. 建築士法第 24 条の８第１項一号、同法第 22 条の３の３第１項六号、同法施行規則第 17 条の 38

第六号により正しい。 

4. 建築士法第 24 条の７第１項、同法第 24 条の８第１項。建築士事務所の開設者は、設計又は工事監

理の受託契約を締結しようとするときは、重要事項の説明をしなければなりません。また、設計又は

工事監理の受託契約を締結したときは、遅滞なく、所定の事項を記載した書面の交付を行わなければ

なりませんが、設計又は工事監理以外の業務については、これらの規定はありません。誤り。 
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2015 年【問題 21】 
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 
1. 一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物について、当該建築物の設計をした一級建築士の

指導の下に、二級建築士は、当該建築物の工事監理をすることができる。 
2. 一級建築士は、勤務先の建築士事務所の名称及び所在地に変更があったときは、その日から 30 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。 
3. 延べ面積 1,200 ㎡、高さ 12m、軒の高さ 9m の鉄骨造の既存建築物について、床面積 250 ㎡の部分で

大規模の修繕を行う場合においては、当該修繕に係る設計は、一級建築士又は二級建築士でなければ

してはならない。 
4. 一級建築士が死亡したときは、その相続人は、その事実を知った日から 30 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。 
 

 

【解説】 ≪正解 1≫  

1. 建築士法第３条１項により、誤り。一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物については、

一級建築士でなければ工事監理をしてはいけません。 

2. 建築士法第５条の２第２項により、正しい。同法施行規則第８条第１項三号により、事務所の名称及

び所在地は、国土交通省令で定める事項に該当しています。 

3. 建築士法第３条の２第２項により、建築物の増築、改築、大規模の修繕・模様替をする場合、その部分

を新築とみなします。建築士法第３条の２第１項一号より、木造以外で、延べ面積が 30ｍ2 を超える

ものは、一級又は二級建築士でなければ、設計・工事監理をしてはいけません。 

4. 建築士法第８条の２第一号により、正しい。 

 

 

 

 

 

 

 

  

この問題は、実務などで知っている

人にとっては、すぐにわかったかもしれ

ないですね。 
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2015 年【問題 22】 
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しな

いものとする。 
1. 建築士事務所を開設しようとする者は、設計等の業務範囲が複数の都道府県にわたる場合であって

も、当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事以外の都道府県知事の登録を受ける必要はな

い。 
2. 一級建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査を業として行おうとするときは、

一級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、登録を受けなければならない。 
3. 二級建築士は、一級建築士を使用する者で所定の条件に該当する場合であっても、一級建築士事務所

の開設者となることができない。 
4. 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合であっても、委託を受けた設計の業務を建築士事

務所の開設者以外の個人の建築士に委託してはならない。 
 

 

【解説】 ≪正解 3≫  

1. 建築士法第 23 条、同法第 23 条の２より正しい。登録の申請は、事務所の所在地を管轄する都道府

県知事に提出します。業務の範囲が他の都道府県にわたる場合でも、それぞれに行なう必要はありま

せん。 

2. 建築士法第 23 条第１項により正しい。建築士が他人の求めに応じ報酬を得て、｢設計等｣を業として

行おうとするときは、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りません。 

業としなければ、登録は不要ということですね。 

3. 建築士法第 23 条【登録】の１項に、建築士又はこれらの者を使用する者は、とあります。つまり、

建築士でなくても、一級建築士を使用すれば、一級建築士事務所の開設者となることができます。二

級建築士を使用すれば、二級建築士事務所を開設することができます。 

4. 建築士法第 24 条の３第１項により、正しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築士でない人が事務所を開設している

ケースは割と多いです。 

資格はとってないけど、仕事はバリバリでき

るタイプ。又は、完全に会社経営だけ行なっ

ている人が多いですかね。 
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2015 年【問題 23】 
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 
1. 建築士事務所が設計業務を受託したときには、その設計図書に建築士事務所名を記載し建築士事務所

の印を押した場合においても、当該設計を行った建築士は、その設計図書に一級建築士、二級建築士

又は木造建築士である旨の表示をして記名しなければならない。 
2. 建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計した設計図書の一部

を変更しようとするときは、設計した建築士の承諾を求めることなく、管理建築士としての権限で変

更することができる。 
3. 二級建築士として３年以上の建築工事の指導監督に関する業務に従事した後に管理建築士講習の課程

を修了し、その後一級建築士の免許を取得した者は、一級建築士としての実務経験の有無にかかわら

ず、一級建築士事務所に置かれる管理建築士となることができる。 
4. 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った行為により建築基準法

の規定に違反し、懲戒処分を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の開設者に対し、戒

告し、若しくは１年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登

録を取り消すことができる。 
 

【解説】 ≪正解 2≫  

1. 建築士法第 20 条１項により、正しい。建築士が設計を行なった場合、設計図書に一級、二級あるい

は木造建築士である表示をして、記名をしなければなりません。 

2. 建築士法第 19 条により、他の建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、設計を

した建築士の承諾を求めなければなりません。したがって、誤りです。なお、ただし書きにより、承諾

が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。とあ

ります。管理建築士としての権限で変更することはできません。 

3. 建築士法第 24 条第２項により、正しい。管理建築士になるには、「建築士として３年以上の実務経験」

十「管理建築士講習」とされていますが、管理建築士講習には、一級・二級・木造建築士の種別はあり

ません。 

二級建築士として 3 年の実務を積み、管理建築士講習を受け、その後、一級建築士になった場合は、一級

建築士事務所を開設することができます。 

4. 建築士法第 26 条第２項五号により正しい。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 建築士定期講習は、事務所に所属する全ての建築士が受ける講習です。 

  

3、ですが、一級建築士事務所を開設する

場合は、一級を取ってから、管理建築士講習

を受ける人が多いみたいですよ。 

建築士定期講習もありますので、混同しな

いように注意してください。 
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2015 年【問題 29】 
建築士法に基づく懲戒処分等に関するイ～ニの記述について、正しいものの組合せは、次のうちどれか。 
イ. 一級建築士たる工事監理者として、工事監理を十分に行わなかったことにより、施工上重大な欠陥を

見逃した場合には、当該一級建築士は懲戒処分の対象となる。 
ロ. 一級建築士たる建築士事務所の開設者として、建築士事務所の業務を廃止したにもかかわらず、業務

廃止から 30 日以内に廃業届を提出しなかった場合には、当該一級建築士は懲戒処分の対象となる。 
ハ. 一級建築士たる工事施工者として、確認済証の交付を受けなければならない建築工事について、確認

済証の交付を受けずに当該工事を行った場合には、当該一級建築士は懲戒処分の対象とはならない。 
ニ. 建築士でないにもかかわらず、確認の申請の際に一級建築士を詐称した場合には、当該者は罰則の適

用の対象とはなるものの、懲戒処分の対象とはならない。 
 

1. イとロとハとニ 
2. イとロとハのみ 
3. イとロとニのみ 
4. ハとニのみ 
 

 

【解説】 ≪正解 3≫  

イ. 設問は、建築士法第 18 条第３項に違反しています。よって、建築士法第 10 条第１項一号により、

懲戒処分の対象となります。正しい。 

ロ. 設問は、建築士法第 23 条の７第一号に違反しています。よって、建築士法第 10 条第１項一号によ

り、懲戒処分の対象となります。正しい。 

ハ. 設問は、建築基準法第６条に違反しています。建築士法第 10 条１項一号により、懲戒処分の対象と

なります。誤り。 

ニ. 建築士法第 38 条一号により、建築士の免許を受けないで、業務を行う目的で建築士の名称を用いた

者は、罰則の対象となります。ただ、建築士法第 10 条【懲戒】の規定は、建築士を対象としたもの

なので、懲戒処分の対象とはなりません。正しい。 

したがって、正しいものの組合せは、イと口と二になります。 

 

 

  イとロは、何となく正しそうですし、１，２，３、に含まれていま

すので、正しいと判断できそうです。 

また、ハは、明らかに誤っていそうな感じがします。 

調べなくても、答えはわかりそうですね。 
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2016 年【問題 21】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 一級建築士は、設計、工事監理、建築工事の指導監督等の委託者から請求があったときは、一級建築

士免許証又は一級建築士免許証明書を提示しなければならない。 

2. 設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとするときは、委託者及び受託者は、国土交通大臣

が定める報酬の基準に準拠した委託代金で当該契約を締結するよう努めなければならない。 

3. 延べ面積 200 ㎡の建築物の新築に係る設計受ｓ託契約の当事者は、契約の締結に際して、作成する設

計図書の種類、設計に従事することとな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、報酬の額及び支払いの時期、契約の解除に関する事項、その他所定の事項について書

面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 

4. 建築士法の規定に違反して一級建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して５年を経過

しない者は、一級建築士の免許のみならず、二級建築士又は木造建築士の免許も受けることができな

い。 

 

 
【解説】 ≪正解 3≫  

1. 建築士法第 19 条の２【建築士免許証等の提示】により正しい。 

2. 建築士法第 22 条の３の４【正当な委託代金】により正しい。 

3. 建築士法第 22 条の３の３第１項により誤り。設問の内容が必要になる建築物の規模は、300ｍ2 で

す。 

4. 建築士法第７条【絶対的欠格事由】四号、建築士法第 10 条【懲戒】１項一号により正しい。 

 
 
 
  

１、の免許証の提示に関しては、

覚えておきましょう。 

それと、懲戒に関する問題はよく

出てきますので、必ずチェックして

おいてください。 
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2016 年【問題 22】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築

士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重

しなければならない。 

2. 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、建築士でな

ければできない建築物の設計又は工事監理をしたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録

を取り消すことができる。 

3. 建築士は、延べ面積が 2,000 ㎡を超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合におい

ては、設備設計一級建築士の意見を聴かなければならない。 

4. 建築士事務所の開設者は、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を担保するた

めの保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

 
 
【解説】 ≪正解 3≫  

1. 建築士法第 24 条【建築士事務所の管理】第４項、第５項により正しい。 

2. 建築士法第 26 条【監督処分】第２項八号により正しい。設問は建築士法第３条、第 3 条の 2、３条

の３の規定【建築士でなければできない設計又は工事監理】に違反していますので、登録を取り消す

ことができます。 

3. 建築士法第 18 条第４項により、誤り。建築士は、延べ面積が 2,000ｍ2 を超える建築物の建築設備

に係る設計又は工事監理を行う場合は、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。 

設備設計一級建築士の意見を聞かなければならない。ではありません。 

4. 建築士法第 24 条の９【保険契約の締結等】により正しい。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

設計事務所の開設者と管理建築士は、

同じ人でなくてもいいのです。実際には同

じ人の場合が多いですけどね。 

あと、開設者は建築士でなくてもいい

んですよ。 
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2016 年【問題 23】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 都道府県知事により指定事務所登録機関が指定された場合、建築士事務所の登録を受けようとする者

は、一級建築士事務所の場合においても、原則として、登録申請書を当該指定事務所登録機関に提出

しなければならない。 

2. 建築士事務所の開設者である一級建築士が、当該建築士事務所の登録期間が満了したにもかかわら

ず、更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て工事監理業務を業として行った場合には、当

該建築士は、業務停止等の懲戒処分の対象となる。 

3. 建築士事務所に属する一級建築士は、直近の一級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の

開始の日から起算して３年以内に、一級建築士定期講習を受けなければならない。 

4. 都道府県知事の登録を受けている建築士事務所に属する建築士は、当該登録を受けた都道府県以外の

区域においては、業として他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことはできない。 

 
 
【解説】 ≪正解 4≫  

1. 建築士法第 26 条の３において、都道府県知事により指定事務所登録機関が指定された場合は、建築

士法第 26 条の４第１項により、「都道府県知事」ではなく、「指定事務所登録機関」に提出しなけれ

ばなりません。 

登録の申請は、士法 23 条の２なので、士法 26 条の４第１項に該当します。 

2. 建築士法第 10 条第 1 項一号により正しい。設問のケースは、建築士法 23 条３項及び第 23 条の 10

第１項に違反しています。 

3. 建築士法第 22 条の２【定期講習】第一号、同法施行規則第 17 条の 36【定期講習の受講期間】によ

り正しい。 

4. 誤りです。他の都道府県においても、報酬を得て業務を行なうことができます。 

建築士法 23 条【登録】により、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理等を業として行おう

とするときは、都道府県知事の登録を受けなければなりませんが、仕事の区域については決められて

いません。 

 
  

よく読めば、４、が誤りということは 

調べなくてもわかるかもしれませんね。

１、から順に調べて、余計な時間を取ら

れないように気を付けてください。 
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2016 年【問題 24】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 国土交通大臣が建築士の業務の適正な実施を確保するため、一級建築士に対し業務に関する報告を求

めた場合に、当該建築士がその報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該建築士は、30 万円

以下の罰金刑の適用の対象となる。 

2. 国土交通大臣が建築士の業務の適正な実施を確保するため、国土交通省の職員に開設者が法人である

建築士事務所に立ち入り当該建築士事務所に属する者に質問させた際に、その者がその質問に対して

答弁せず、又は虚偽の答弁をしたときは、その者のほか、その者が所属する法人も、30万円以下の

罰金刑の適用の対象となる。 

3. 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に変更

があった場合に、３月以内に、その旨を都道府県知事に届け出ないときは、当該建築士事務所の開設

者及び管理建築士は、30万円以下の罰金刑の適用の対象となる。 

4. 管理建築士等が、建築主に対して設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する重

要事項について説明する際に、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなかったときは、当該建

築士は、10 万円以下の過料の適用の対象となる。 

 
 
【解説】 ≪正解 3≫  

1. 建築士法第 10 条の２第 1 項、建築士法第 41 条一号により正しい。報告をしない、又は虚偽の報告

をした場合は、30 万円以下の罰金に処せられます。 

2. 建築士法第 10 条の２第 1 項、建築士法第 41 条一号により正しい。建築士法第 43 条により、その

法人の従業者などが違反行為をしても、罰金刑が課せられることになります。 

3. 建築士法第 41 条九号により、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、罰金に処せられま

すが、建築士法第 23 条の５【変更の届出】第２項の規定を見てみると、届け出なければならないの

は、建築士事務所の開設者となっています。設問では建築士事務所の開設者及び管理建築士となって

いますので、その部分が誤りです。 

4. 建築士法第 44 条一号により正しい。同法第 24 条の７【重要事項の説明等】第２項の規定に違反し

た者は、10 万円以下の過料の適用の対象となります。 

 
 
 
  処分や罰金などの問題が多いです。き

ちんと業務を行なってください。というこ

とですね。 



学科Ⅲ法規 －建築士法－ 

最端製図 学科クラブ（一級）                  □□□ 76/93 

2017 年【問題 21】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しない

ものとする。 

1. 設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含む建築物の設計を行うことができる。 

2. 建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、

建築設備士の意見を聴いたときは、原則として、設計図書又は工事監理報告書において、その旨を明

らかにしなければならない。 

3. 木造、平家建ての延べ面積 450m2、高さ 11m、軒の高さ９m のオーディトリアムを有する集会場を新築

する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 

4. 構造設計一級建築士は、構造設計一級建築士定期講習を受けたときは、国土交通大臣に対し、構造設

計一級建築士証の書換え交付を申請することができる。 

 

 
【解説】 ≪正解 3≫ 

1. 建築士法第 10 条の 3 第２項より。設備設計一級建築士は、一級建築士でなければなることができま

せん。したがって、設備設計以外の設計を含む建築物の設計を行なうことができます。 

2. 建築士法第 20 条第５項により正しい。 

3. 建築士法３条１項一号、二号。オーディトリアムを有する集会場ですが、延べ面積が 500 m2 を超え

ていません。また、木造で高さ 13m、軒高９ｍを超えていませんので、一級建築士でなくても設計又

は工事監理をすることができます。 

4. 定期講習は、建築士法第 22 条の 2 に規定されており、施行規則第 3 条六号により、建築士名簿の登

録事項です。 

建築士法第 10 条の 3 第４項により、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築土証に記載された

事項等に変更があったときは、国土交通大臣に対し、書換え交付を申請することができます。 

 

  

 ３、が怪しいと思うことがで

きれば、他の選択肢は調べる

必要がなくなりますね。 
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2017 年【問題 22】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築物の大規模の修繕に係る部分の床面積が 400m2 である工事の工事監理受託契約の締結に際して、

その当事者は、工事と設計図書との照合の方法、工事監理の実施の状況に関する報告の方法、工事監

理に従事することとなる建築士の氏名等の所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をし

て相互に交付しなければならない。 

2. 建築士事務所の開設者が建築主との設計受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明を

させる際に、管理建築士等は、当該建築主に対し、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなけ

ればならない。 

3. 建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所において受託可能な業務の量及び難易並びに業

務の内容に応じて必要となる期間の設定、受託しようとする業務を担当させる建築士等の選定及び配

置等の所定の技術的事項を総括するものとする。 

4. 建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設

計図書について、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。 

 

 
【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 建築士法第 22 条の３の３第１項により、正しい。なお、第３項により、大規模の修繕においても同

じく適用されます。 

2. 建築士法第 24 条の７第１項、２項により、正しい。 

3. 建築士法第 24 条第３項により、正しい。 

4. 建築士法第 20 条第１項より、誤りです。記名及び押印をしなければならないのは、管理建築士では

なく、設計を行なった建築士です。 

 
  

 ２、は是非とも知っておいてくだ

さい。免許証が小さくカードタイプ

になったのはそのためです。 
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2017 年【問題 23】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関及び指定事務所登録

機関の指定は考慮しないものとする。 

1. 一級建築士名簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、性別、処分歴、定期講習

の受講歴等である。 

2. 一級建築士は、一級建築士免許証の交付の日から 30 日以内に、本籍、住所、氏名、生年月日、性別等

を国土交通大臣に届け出なければならない。 

3. 一級建築士事務所登録簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、建築士事務所の名称及び所在地、

管理建築士の氏名、建築士事務所に属する建築士の氏名、処分歴等である。 

4. 建築士事務所の開設者は、建築士事務所に属する建築士の氏名に変更があったときは、30 日以内に、

その建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 

 

 
【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 建築士法第５条第１項、同法施行規則第３条により正しい。 

2. 建築士法第５条の２第１項、同法施行規則第８条１項により正しい。 

3. 建築士法第 23 条の３第１項により正しい。一級建築士事務所登録簿に登録する事項は、前条各号（つ

まり第 23 条の 2 の各号）及び登録年月日、登録番号、政令で定める事項（規則第 20 条の２の処分

歴等）です。 

4. 建築士法第 23 条の５第２項より、届け出は 30 日以内ではなく、３月（3 ヵ月）以内です。 

 

 

 

 

 

  
 建築士法は得点しやすい

ところです。是非とも得意

分野になってください 
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2017 年【問題 28】 

一級建築士によるイ～ニの行為について、建築士法に基づいて、当該一級建築士に対する業務停止等の懲

戒処分の対象となるものは、次のうちどれか。 

イ. 建築確認の必要な建築物の設計者として、建築確認の申請を行わずに工事を施工することについて、

当該建築物の工事施工者からの相談に応じた。 

ロ. 複数の一級建築士事務所の開設者である一級建築士が、管理建築士の欠員が生じた一級建築士事務所

について、別の一級建築士事務所の管理建築士を一時的に兼務させた。 

ハ. 建築士事務所の開設者である一級建築士が、委託者の許諾を得て、延べ面積 500m2の建築物の新築に係

る設計業務を、一括して他の建築士事務所の開設者に委託した。 

ニ. 建築士事務所登録の有効期間の満了後、更新の登録を受けずに、業として他人の求めに応じ報酬を得

て設計等を行った。 

 

1. イとロとハとニ 

2. イとロとニのみ 

3. ロとハとニのみ 

4. イとハのみ 

 

 
【解説】 ≪正解 1≫ 

懲戒の規定は、建築士法第 10 条にあります。国土交通大臣は、免許を受けた一級建築士が、法令に違反

したとき（第 1 項一号）、業務に関して不誠実な行為をしたとき（第 1 項二号）は、業務の停止を命じた

り、免許を取り消す等の懲戒処分ができます。設問のイ～二は、全て一号に該当します。 

 

イ. 確認の申請を行わずに（確認済証の交付を受けずに）工事を施工することは、基準法第 6 条第 8 項に

違反します。また、相談に応じることも、建築士法第 21 条の３に違反します。 

ロ. 建築士法第 24 条第１項より、各建築事務所には、専任の管理建築士を置かなければいけません。兼

任させることはできません。 

ハ. 建築士法第 24 条の３第２項より、300 ㎡を超える建築物の業務を一括して他の建築事務所に委託し

てはいけません。 

ニ. 建築士法第 23 条第３項、同法第 23 条の 10 第１項に違反することになります。 

 

 

 

 

 
  

 この問題は、調べなくても

わかりそうなものがいくつか

ありそうですね。 
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2018 年【問題 21】 

次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築

士の承諾を求め、承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更す

ることができる。 

2. 構造設計一級建築士以外の一級建築士は、高さが 60m を超える建築物の構造設計を行った場合におい

ては、構造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が建築基準法に規定する構造関係規定に適合

するかどうかの確認を求めなければならない。 

3. 構造設計一級建築士の関与が義務付けられた建築物については、工事監理において、構造設計図書と

の照合に係る部分についても、構造設計一級建築士以外の一級建築士が行うことができる。 

4. 一級建築士定期講習を受けたことがない一級建築士は、一級建築士の免許を受けた日の次の年度の開

始の日から起算して 3年を超えた日以降に建築士事務所に所属した場合には、所属した日から 3年以

内に一級建築士定期講習を受けなければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 建築士法第 19 条ただし書により、正しい。 

2. 建築士法第 20 条の２第２項により、正しい。 

3. 建築士法第３条第 1 項。 

一級建築士でなければできない設計・工事監理において、構造設計一級建築士による工事監理の規定

は定められていません。したがって、一級建築士が構造設計図書との照合ができます。正しい。 

4. 建築士法第 22 条の２第一号、同法施行規則第 17 条の 37 第１項表一号口。 

設問の一級建築士は、所属した日から 3 年以内ではなく、遅滞なく、一級建築士定期講習を受けなけ

ればなりません。誤り。 
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2018 年【問題 22】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しな

いものとする。 

1. 一級建築士事務所に置かれる管理建築士は、一級建築士として 3年以上の建築物の設計又は工事監理

に関する業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。 

2. 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の管理建築士の氏名について変更があったときは、2週

間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

3. 管理建築士が総括する技術的事項には、他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲

の案の作成が含まれる。 

4. 都道府県知事は、建築士法の施行に関し必要があると認めるときは、一級建築士事務所の開設者又は

管理建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書等の物件

を検査させることができる。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 建築士法第 24 条第２項。 

一級建築士事務所に置かれる管理建築士は、建築士として 3 年以上の建築物の設計又は工事監理に関

する業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければなりません。実務に関し

ては、一級建築士としてでなくても構いません。誤り。 

2. 建築士法第 23 条の５第１項。 

同法第 23 条の２第一号、三号、四号又は六号の事項について変更があったときは、２週間以内に都

道府県知事に届け出なければなりません。正しい。 

設問の建築士事務所の管理建築士の氏名は、四号に該当します。 

3. 建築士法第 24 条第３項三号により、正しい。 

4. 建築士法第 26 条の２第１項により、正しい。 
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2018 年【問題 23】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築基準法の規定に違反して二級建築士の免許を取り消された者は、その後に一級建築士試験に合格

した場合であっても、その取消しの日から起算して 5年を経過しない間は、一級建築士の免許を受け

ることができない。 

2. 建築士が道路交通法違反等の建築物の建築に関係しない罪を犯し、禁錮
こ

以上の刑に処せられた場合に

は、建築士の免許の取消しの対象とはならない。 

3. 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った行為により建築基準法

の規定に違反し、懲戒処分を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すこ

とができる。 

4. 建築士事務所に属する者で建築士でないものが、当該建築士事務所の業務として、建築士でなければ

できない建築物の設計をしたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すことがで

きる。 

 

 

【解説】 ≪正解 2≫ 

1. 建築士法第７条四号により、正しい。 

2. 建築士法第８条の２第二号、同法第７条三号により、禁固刑以上の刑に処せられた場合は、大臣に届

け出なければなりません。また、建築士法第９条第１項二号、三号により、その届け出があった場

合、又はその事実が判明した場合は、大臣は建築士免許を取り消さなければなりません。誤り。 

刑罰の根拠となる法令については、建築基準法に限られていません。 

3. 建築士法第 26 条第２項五号により、正しい。 

4. 建築士法第 26 条第２項八号により、正しい。 
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2018 年【問題 29】 

次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 構造設計一級建築士は、建築士事務所に属さず、教育に関する業務を行っている場合であっても、構

造設計一級建築士定期講習を受けなければならない。 

2. 許容応力度等計算を要する建築物について、許容応力度等計算を行ったものであっても、構造計算適

合判定資格者である建築主事が、確認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

かを審査したものは、構造計算適合性判定を受けなくてもよい。 

3. 特定行政庁が、建築物の所有者、管理者、設計者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査

をした者に対して、建築物の構造又は建築設備に関する調査の状況について報告を求めたにもかかわ

らず、報告をしなかった当該所有者等は、罰則の適用の対象となる。 

4. 建築主が工事監理者を定めないまま、一級建築士でなければ工事監理ができない建築物の工事をさせ

た場合においては、当該建築主は、罰則の適用の対象となる。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 建築士法第 22 条の２第四号により、正しい。 

2. 法第６条の３第１項ただし書。 

許容応力度等計算を行った場合は、原則として、構造計算適合性判定を受けなければなりませんが、

ただし書きにより、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として、建築主事又は指

定確認検査機関が審査をさせる場合は、この限りでないとあります。したがって、構造計算適合性判

定を受けなくても構いません。正しい。 

3. 法第 12 条第５項一号の規定による、特定行政庁が建築物に関する調査の状況に関する報告を求めた

にもかかわらず、報告をしなかった場合は、法第 99 条第１項五号により、１年以下の懲役又は

100 万円以下の罰金の適用の対象となります。正しい。 

4. 法第５条の６第 4 項、第５項により、建築主は、工事をする場合には、工事監理者を定める必要があ

ります。違反した場合は、法第 101 条第 1 項第一号により、工事施工者が罰則の対象となります。

建築主ではありません。誤り。  
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2019 年【問題 21】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しない

ものとする。 

1. 建築に関する業務に従事する一級建築士にあっては、勤務先が変わり業務の種別に変更があったとき

は、その日から 30 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。 

2. 「設計図書」とは、建築物の建築工事の実施のために必要な図面（現寸図その他これに類するものを

除く。）をいい、仕様書を含まない。 

3. 延べ面積 450 ㎡、高さ 10ⅿ、軒の高さ 7 m の木造 2階建ての既存建築物について、床面積 250 ㎡ の

部分で大規模の修繕を行う場合においては、当該大規模の修繕に係る設計は、一級建築士、二級建築

士又は木造建築士でなければしてはならない。 

4. 延べ面積 400 ㎡の建築物の新築における設計の契約の当事者は、契約の受託者が設計の一部を再委託

する場合にあっては、当該再委託に係る設計の概要並びに当該再委託に係る受託者の氏名又は名称及

び当該受託者に係る建築士事務所の名称及び所在地を、契約の締結に際して相互に交付する書面に記

載しなければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 2≫ 

1. 建築士法第５条の２第２項、同法施行規則第８条第１項第三号により、国土交通大臣に届け出る必要

があります。正しい。 

2. 建築士法第２条第６項により、設計図書に仕様書は含まれます。誤り。 

3. 建築士法第３条の３第 1 項により、木造で 100ｍ2 を超えていますので、一級建築士、二級建築士又

は木造建築士でなければ設計することができません。正しい。 

第３条の３第 2 項により、大規模の修繕をする場合においては、その修繕に係る部分を新築するものとみ

なされます。 

4. 建築士法第 22 条の３の３第１項により、延べ面積が 300ｍ2 を超える建築物の新築に係る設計の契

約の当事者は、契約の締結に際して所定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付

しなければなりません。同項第六号及び同法施行規則第 17 条の 38 第六号により、一部を再委託す

る場合においても同じです。 
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2019 年【問題 22】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しな

いものとする。 

1. 一級建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築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の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、一級建築士事務

所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。 

2. 都道府県知事の登録を受けている建築士事務所に属する建築士は、当該登録を受けた都道府県以外の

区域においても、業として他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことができる。 

3. 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から、建

築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊

重しなければならない。 

4. 建築士事務所の開設者は、延べ面積が 400 ㎡の建築物の新築工事に係る設計及び工事監理の業務を受

託した場合、委託者の許諾を得た場合には、受託業務の一部である工事監理の業務について、一括し

て他の建築士事務所の開設者に再委託することができる。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 建築士法第 23 条第１項により、正しい。 

設計や工事監理だけではなく、建築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の規

定に基づく手続の代理を業として行おうとする場合も、都道府県知事の登録を受けなければなりませ

ん。 

2. 建築士法第 23 条、同法第 23 条の２により、正しい。 

業務の範囲が複数の都道府県にわたる場合についての規定はされていません。他の都道府県において

も、業務を請け負うことが可能です。 

3. 建築士法第 24 条第４項、第５項により、正しい。 

4. 建築士法第 24 条の３第２項により、延べ面積が 300ｍ2 を超える建築物の新築工事に係る設計又は

工事監理の業務については、委託者の許諾を得た場合でも、一括して他の建築士事務所の開設者に委

託してはなりません。誤り。 
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2019 年【問題 23】 

建築士の講習に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機

関の指定は考慮しないものとする。 

1. 二級建築士として 3 年以上の設計等の業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した者が、新

たに一級建築士の免許を受けて一級建築士事務所の管理建築士になる場合には、改めて管理建築士講

習を受けなければならない。 

2. 建築士事務所に属する一級建築士は、建築物の設計又は工事監理の業務に従事しない場合であっても、

所定の一級建築士定期講習を受けなければならない。 

3. 国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができるのは、原則として、一級

建築士として 5 年以上の構造設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う所定の講習の課程をその

申請前 1 年以内に修了した者である。 

4. 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに作成する設計等の業務に関する報告書において、当該建築

士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士である場合にあっては、その者が受けた構造設計

一級建築士定期講習のうち、直近のものを受けた年月日についても記載しなければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 建築士法第 24 条第１項、第２項により、誤り。 

一級建築士事務所の管理建築士は、一級建築士である必要がありますが、第２項による管理建築士講

習については、建築士の一級、二級の区別はありません。二級建築士の時に管理建築士講習を受けて

いるのであれば、改めて管理建築士講習を受ける必要はありません。 

2. 建築士法第 22 条の２第一号により、正しい。建築士事務所に属する一級建築士は、所定の一級建築

士定期講習を受ける必要があります。設計業務に従事しているかしていないかの定めはありません。 

3. 建築士法第 10 条の 3 第１項第一号により、正しい。 

4. 建築士法第 23 条の６第四号、同法施行規則第 20 条の３第１項第二号により、正しい。 
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2019 年【問題 28】 

次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築基準法の構造耐力の規定に違反する建築物の設計を建築主が故意に指示し、建築士がそれに従っ

て設計及び工事監理をした場合、当該建築主及び建築士のいずれも罰則の適用の対象となる。 

2. 建築士事務所の開設者である一級建築士が、当該建築士事務所の登録期間が満了したにもかかわらず、

更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て工事監理業務を業として行った場合には、当該建

築士は、業務停止等の懲戒処分の対象となる。 

3. 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に変更

があった場合に、 3 月以内に、その旨を都道府県知事に届け出ないときは、当該建築士事務所の開設

者及び管理建築士のいずれも罰則の適用の対象となる。 

4. 建築士事務所の開設者が、自己の名義をもって、他人に建築士事務所の業務を営ませたときは、当該

建築士事務所の開設者は罰則の適用の対象となる。 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫ 

1. 建築基準法第 98 条第１項第二号、同条第２項により、正しい。 

法第20条第1項一号～三号の構造耐力に違反があった場合、その違反が建築主の故意である場合は、

設計者、工事施工者のみならず、当該建築主も罰則の適用の対象となります。 

法第 20 条第 1 項四号については、法第 99 条第１項第八号、同条第２項に、その規定があります。 

2. 建築士法第 23 条第３項により、建築士事務所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、更新の登録を受けなければならなりません。設

間は、建築士法第 10 条第１項第一号に該当し、建築士事務所の開設者である一級建築士は、業務停

止等の懲戒処分の適用の対象となります。正しい。 

3. 建築士法第 23 条の５第２項及び同法第 23 条の２第五号により、建築士事務所に属する建築士の氏

名、建築士の種別に変更があった場合、当該建築士事務所の開設者は、３月以内に、その旨を都道府

県知事に届け出なければなりません。これに違反した場合は、罰則を受けますが、その対象は、建築

士事務所の開設者であり、管理建築士は対象ではありません。誤り。 

4. 建築士法第 38 条第十一号、同法第 24 条の２により、正しい。 
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2020 年【問題 21】 

建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 工事監理を行う一級建築士は、工事監理の委託者から請求があったときには、一級建築士免許証又は

一級建築士免許証明書を提示し、工事監理を終了したときには、直ちに、その結果を建築主に工事監

理報告書を提出して報告しなければならない。 

2. 工事監理を行う建築士は、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工

事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施

工者がこれに従わないときは、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。 

3. 建築士事務所に属する構造設計一級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定期講習の

両方を受けなければならない。 

4. 建築士事務所に属する設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含めた建築物の設計を行うこと

ができる。 

 

 

【解説】 ≪正解 2≫ 

1. 建築士法 19 条の 2、20 条３項、同法施行規則 17 条の 15 により、正しい。  

2. 建築士法 18 条３項。 

建築士は工事監理を行う場合において、工事が設計図書どおりに施工されていないと認めるときは、

直ちに施工者に指摘して設計図書のとおりに実施するよう求め、施工者が従わないときは、建築主に

報告しなければなりません。特定行政庁ではありません。誤り。 

3. 建築士法 22 条の２により、正しい。構造設計一級建築士は、一号（一級建築士定期講習）及び四号

（構造設計一級建築士定期講習）に定める定期講習を受けなければなりません。 

4. 建築士法 10 条の 3 第２項により、正しい。 

設備設計一級建築士は、設備設計に特に詳しい一級建築士です。設備以外の通常の設計も、もちろん行なう

ことができます。 
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2020 年【問題 22】 

建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築士事務所の開設者は、配置図、各階平面図等の設計図書又は工事監理報告書で、保存しなければ

ならないと定められているものについては、作成した日から起算して 15 年間保存しなければならな

い。 

2. 管理建築士は、自らが管理する建築士事務所の規模にかかわらず、当該建築士事務所において専任で

なければならない。 

3. 建築士事務所の開設者は、延べ面積が 300m を超える建築物の新築について、他の建築士事務所の開

設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契約を締結したときは、遅滞なく、設計図書の種類、

報酬の額及び支払の時期等を記載した書面を、当該委託者である建築士事務所の開設者に交付しなけ

ればならない。 

4. 管理建築士は、その建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書について、設

計者である建築士による記名及び押印に加えて、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をし

なければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 建築士法 24 条の４第２項、同法施行規則 21 条４項、５項により、正しい。 

2. 建築士法 24 条１項により、正しい。 

管理建築士は専任である必要があります。一人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士になるこ

とはできません。 

3. 建築士法 24 条の８第１項一号、同法 22 条の３の３第１項一号、四号により、正しい。 

建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、所定の事項を記

載した書面を委託者に交付しなければなりません。 

4. 建築士法 20 条１項。 

建築士が設計を行った場合においては、設計図書に一級又は二級建築士、あるいは木造建築士である

表示をして記名及び押印をしなければなりません。管理建築士ではなく、設計を行った建築士です。

誤り。 
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2020 年【問題 23】 

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築士会は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対し、その業務に

必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない。 

2. 建築士事務所協会は、建築主等から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があったと

きは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該建

築士事務所の開設者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。 

3. 建築士事務所の業務に関する設計図書の保存をしなかった者や、設計等を委託しようとする者の求め

に応じて建築士事務所の業務の実績を記載した書類を閲覧させなかった者は、10万円以下の過料に処

される。 

4. 建築士事務所の開設者が建築基準法に違反して建築士免許を取り消された場合、当該建築士事務所の

登録は取り消される。 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫ 

1. 建築士法 22 条の４第１項、５項により、正しい。 

2. 建築士法 27 条の５第１項により、正しい。 

3. 建築士法 41 条十二号、十四号により、30 万円以下の過料となります。誤り。 

4. 建築士法 26 条１項二号により、同法 23 条の４第１項二号に該当する場合は、事務所の登録を取り

消さなければなりません。 

同法 23 条の４第１項二号には、法 7 条の二号から四号に該当するものとなっており、その 7 条四号

に、免許の取り消しのこと（法 10 条１項）が書かれています。 
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2021 年【問題 22】 

建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築士は、建築主から建築基準法に関する基準に適合しない建築物を設計するよう求められた場合にあって

は、その相談に応じることが禁止されている。 

2. 令和 3 年度に一級建築士試験に合格し、令和 4 年度に建築士事務所に所属することとなった一級建築士

は、令和 7 年 3 月 31 日までに初めての一級建築士定期講習を受けなければならない。 

3. 構造設計一級建築士は、一級建築士でなければ設計できない建築物のうち、建築基準法第 20 条第 1 項

第一号又は第二号に該当するものの構造設計を行って、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨

の表示をした場合であっても、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書を設計の委託者に

交付しなければならない。 

4. 設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含めた建築物の設計を行うことができる。 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫ 

1. 建築士法 21 条の３により、正しい。 

2. 建築士法 22 条の２第一号、施行規則 17 条の 37 第１項表一号イにより、正しい。 

一級建築士試験に合格した翌年度の開始の日から起算して３年以内に建築士事務所に所属した場合、

試験に合格した日の属する年度（令和３年度）の翌年度の開始の日（令和４年４/１）から３年以内（令和７年３

/31）に定期講習を受けなければなりません。 

3. 建築士法 20 条２項により、建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合、その旨の

証明書を設計の委託者に交付しなければなりませんが、ただし書きにより、同法 20 条の２第１項又

は 2 項の規定の適用がある場合は除かれています。 

20 条の２第１項を見てみると、構造設計一級建築士は、基準法 20 条 1 項一号又は二号の建築物の

構造設計を行なった場合、構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をしなければならない

となっています。したがって、設問の場合は、20 条の２第１項の適用がありますので、委託者に証明

書を交付する必要はありません。誤りです。 

4. 建築士法 10 条の３第２項により、正しい。 

設備設計一級建築士は、そもそも一級建築士なので、設備設計以外の設計を含めた建築物の設計を行

なうことができます。 

設備設計一級建築士は、一級建築士でないとなることができません。 

 

 

 

 

 

 

  

選択肢１は、法令集を引かなくても 

正しいことはわかりそうですよね。 

選択肢 4 も、知っていればすぐに 

判断することができそうです。 
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2021 年【問題 23】 

建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結する場合、あらかじめ、建築主に対

して、報酬の額や契約の解除に関する事項等の重要事項について、所定の方法により管理建築士や当該事

務所に所属する建築士に説明させる必要がある。 

2. 建築士事務所の開設者は、当該事務所に所属する建築士に変更があった場合、管理建築士については 2 

週間以内に、それ以外の建築士については 3 月以内に、都道府県知事（都道府県知事が指定事務所登録

機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関）に届け出なければならない。 

3. 建築士事務所を開設しようとする者は、設計等の業務範囲が複数の都道府県にわたる場合、業務を行おうと

する全ての地域について都道府県知事（都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、

当該指定事務所登録機関）の登録を受ける必要がある。 

4. 建築士事務所の開設者は、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を担保するための

保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫ 

1. 建築士法 24 条の７第１項により、正しい。 

2. 建築士法 23 条の５第１項により、同法 23 条の２第一号、三号、四号（管理建築士）又は六号の事項

について変更があったときは、２週間以内に都道府県知事に届け出なければなりません。 

また、23 条の５第２項により、23 条の２第五号（建築士事務所に属する建築士）について変更があった

ときは、３月以内に都道府県知事に届け出なければなりません。したがって、正しいです。 

3. 建築士法 23 条、同法 23 条の２ 

他人の求めに応じ、報酬を得て、設計などを業として行おうとするときは、所在地を管轄する都道府

県知事に登録を受ける必要がありますが、業務を行なう範囲については決められていません。したが

って、誤りです。 

4. 建築士法 24 条の９により、正しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大阪で事務所を構えても、 

北海道や沖縄のお仕事はできるのです。 
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2021 年【問題 24】 

 建築士事務所の業務に関するものとして作成した帳簿及び図書で、建築士法の規定によって保存が義務付けら

れているものについて、次の記述のうち、同法上、誤っているものはどれか。 

1. 帳簿及び図書の保存が義務付けられる対象となる建築物は、確認済証の交付を受けることが必要とされる建

築物に限られている。 

2. 保存が義務付けられている図書は、配置図、各階平面図、構造詳細図等の設計図書及び工事監理報告書で

ある。 

3. 保存が義務付けられている帳簿の記載事項は、業務の概要、報酬の額、業務に従事した建築士の氏名等で

ある。 

4. 帳簿や図書の保存義務を怠った場合、建築士事務所の開設者に対しては、戒告、 1 年以内の事務所閉鎖

の命令又は事務所登録の取消しの処分が行われる場合がある。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 建築士法 24 条の４第 1 項、第２項、規則 21 条 4 項 

建築士事務所の開設者は、業務に関する所定の事項を記載した帳簿及び業務に関する図書を所定の期

間保存しなければなりませんが、この規定は、確認済証の交付が必要な建築物に限られていません。

したがって、誤りです。 

2. 建築士法 24 条の４第２項、同法施行規則 21 条４項により、正しい。 

3. 建築士法 24 条の４第１項、同法施行規則 21 条１項により、正しい。 

4. 建築士法 26 条２項一号により、正しい。 

帳簿や図書の保存（士法 24 条の４）に違反したとき、都道府県知事は、建築士事務所の開設者に対し、

戒告し、若しくは１年以内の事務所の閉鎖の命令、事務所登録の取消しをすることができます。 

 


