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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 3～4 問程度が建築基準法の関連法規から出題されます。すべての関連法規の内容を把握するのは時間が惜

しいので、ここでは法令集を活用しましょう。ポイントは目次です。目次から、目的としている法令、条文を素早く見つ

け出し、内容を一枝ずつ確認する時間を作れるようになれば、正答率は上げられます。 

学科Ⅲ 法規 

Lesson２７ その他関係法令  
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地等と道路との関係） 

 
 
 

■ 建設業法 

建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請け負う契約の適正化等を主な目的として制定されまし

た。 

 

(1) 建設業の許可・更新 

建設業を営もうとする者は、都道府県知事若しくは国土交通大臣の許可を得なくてはなりません。1 の都道府県

に営業所を設ける場合はその都道府県知事、2 以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が必

要です。ただし、軽微な建設工事のみを行う場合は、建設業の許可は不要です。 

建設業の許可 

一号 一般建設業 二号以外 

二号 特定建設業 下請金額が 4000 万円(建築工事は 6000 万円)以上 

どちらの許可も、有効期限は 5 年 

 

建設業の許可が不要である、軽微な建設工事 

・建築一式工事で 1500 万円未満、それ以外で 500 万円未満 

・延べ面積 150 ㎡未満の木造住宅工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
第 3 条（建設業の許可） 
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2 以上の都道府県の区域内に営業所（本
店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。）を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通

大臣の、1 の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県

知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。 
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの 
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工
事の全部又は一部を、下請代金の額（その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額）が政令で定める

金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの 
 
３項 第 1 項の許可は、5 年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 
 
令第 1 条の 2（法第 3 条第 1 項ただし書の軽微な建設工事） 
法第 3 条第 1 項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては 1500 万円に

満たない工事又は延べ面積が 150 ㎡に満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては 500 万円に満たない工

事とする。 
 
第 2 条（法第 3 条第 1 項第二号の金額） 
法第 3 条第 1 項第二号の政令で定める金額は、4 千万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業であ

る場合においては、6 千万円とする。 

建設業の許可には一般建設業の許可と特定建
設業の許可の 2 種類があり、これは下請け⾦
額で決まります。 
 
都道府県知事か国土交通大臣か、は営業所が
同一都道府県内のみかどうか、で決まります。 
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(2) 請負契約と一括請負の禁止 

建設工事の請負契約の当事者は、契約を締結する際には、以下の事項を記した書面に署名又は記名押印をして相

互に交付しなくてはなりません。 

契約締結の際に書面に記載する事項 

一 工事内容 

二 請負代金の額 

三 工事着手の時期と完成の時期 

八 工事施工によって第三者が損害を受けた場合における、賠償金の負担についての定め 

十三 履行の遅滞、債務の不履行時の遅延利息、違約金、損害金 

十四 契約に関する紛争の解決方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 19 条（建設工事の請負契約の内容） 
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、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 工事内容 
二 請負代金の額 
三 工事着手の時期及び工事完成の時期 
四 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法 
五 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工
期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め 
六 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め 
七 価格等（略）の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更 
八 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め 
九 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め 
十 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期 
十一 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 
十二 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関す
る定めをするときは、その内容 
十三 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 
十四 契約に関する紛争の解決方法 
 

 

  

不要な紛争を避けるため、
契約時に書面にて記載する
事項が明記されています。 
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また、建設業者は、自らが請負った建設工事を一括して他人に請負わせること、又は他の建設業者が請負った建設

工事を一括して請負うことを禁止されています。ただし、共同住宅の新築工事以外であらかじめ工事の元請人が発注

者の書面による承諾を得た場合は可能です。 

多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事 

共同住宅の新築工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 22 条（一括下請負の禁止） 
建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 

２項 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。 
３項 前 2 項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事で

ある場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。 

 
令第 6 条の 3（一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事） 
法第 22 条第 3 項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。 
 

 

 

(3) 主任技術者と監理技術者 

建設業者は、請け負った建設工事を施工するときには、どんな場合にも主任技術者を置く必要があります。また、

特定建設業者で請け負った建設工事の請負金額が一定額以上になる場合は、監理技術者を置く必要があります。

また、一定条件の建設工事である場合は、主任技術者・監理技術者の専任も求められます。 

主任技術者もしくは監理技術者の配置が必要となる場合 

主任技術者 すべての建設工事 

監理技術者 下請金額が 4000 万円(建築工事は 6000 万円)以上 

 

主任技術者もしくは監理技術者の専任が必要となる場合 

下請金額が 3500 万円(建築工事は 7000 万円)以上の、以下のいずれかの工事 

一 発注者が国または地方公共団体である建設工事 

二 鉄道や電気事業施設の建設工事 

三 石油パイプライン等の建設工事 

 

 

 

 

 

 

 

主任技術者、監理技術者を置かなければならない条件と、彼らがそ
の現場を専任しなければならない条件をきちんと理解しましょう。 
 
専任とは、その工事の期間中は他の工事現場の主任技術者もしく
は監理技術者を兼任してはならない、ということです。 

つまり、共同住宅の新築工事はあらかじ
め発注者の承諾を書面で得ている場合
でも、一括下請負をさせても、請けて
もいけない、ということです。 
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第 26 条（主任技術者及び監理技術者の設置等） 
建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第 7 条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工
事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの（以下「主任技術者」という。）を置かなければならない。 

 
２項 
発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額（当
該下請契約が 2 以上あるときは、それらの請負代金の額の総額）が第 3 条第 1 項第二号の政令で定める金額以上になる場合

においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第 15 条第二号イ、ロ又はハに該当する者（当該建設工事に係る
建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者
と同等以上の能力を有するものと認定した者）で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの（以
下「監理技術者」という。）を置かなければならない。 

 
３項 
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについ
ては、前 2 項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。 

 
令第 27 条（専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事） 
法第 26 条第 3 項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が

3500 円（当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、7000 万円）以上のものとする。 
一 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事 
二 第 15 条第一号及び第三号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事 
三 次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事 
イ 石油パイプライン事業法（略）第 5 条第 2 項第二号に規定する事業用施設 
ロ 電気通信事業法（略）第 2 条第五号に規定する電気通信事業者（略）が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供す
る施設 
ハ 放送法（略）第 2 条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が同条
第一号に規定する放送の用に供する施設（略） 
ニ 学校 
ホ 図書館、美術館、博物館又は展示場 
ヘ 社会福祉法（略）第 2 条第 1 項に規定する社会福祉事業の用に供する施設 
ト 病院又は診療所 
チ 火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設 
リ 熱供給事業法（略）第 2 条第 4 項に規定する熱供給施設 
ヌ 集会場又は公会堂 
ル 市場又は百貨店 
ヲ 事務所 
ワ ホテル又は旅館 
カ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 
ヨ 公衆浴場 
タ 興行場又はダンスホール 
レ 神社、寺院又は教会 
ソ 工場、ドック又は倉庫 
ツ 展望塔 
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■ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律は、「つくっては壊す」スクラップ＆ビルド型の社会から、「いいものを

作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」ストック活用型の社会への転換を目的として、良質な住宅が建築

され、長期にわたって良好な状態で使用されることで住生活の向上と環境負荷の低減を図ることを主な目的とし

ています。 

 

(1) 用語の定義 

この法律で用いられる用語の定義です。 

用語の定義 

住宅 人の居住の用に供する建築物又は建築物の部分 

建築 新築、増築、改築 

長期使用構造等 住宅の構造及び設備で、長期にわたる利用を可能にするための一定の措置が講じられたもの

長期優良住宅 構造と設備が長期使用構造等である住宅 

住宅の構造耐力

上主要な部分 

住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材で自重若し

くは積載荷重等の外力を支えるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

memo 
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（敷地等と道路との関係） 

 
 
 

 

 

 

第 2 条（定義） 
この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物（建築基準法（略）第 2 条第一号に規定する建築物をいう。以下
この項において同じ。）又は建築物の部分（人の居住の用以外の用に供する建築物の部分との共用に供する部分を含む。）
をいう。 
 
２項 この法律において「建築」とは、住宅を新築し、増築し、又は改築することをいう。 
 
３項 この法律において「維持保全」とは、次に掲げる住宅の部分又は設備について、点検又は調査を行い、及び必要に応 
じ修繕又は改良を行うことをいう。 
一 住宅の構造耐力上主要な部分として政令で定めるもの 
二 住宅の雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの 
三 住宅の給水又は排水の設備で政令で定めるもの 
 
４項 この法律において「長期使用構造等」とは、住宅の構造及び設備であって、次に掲げる措置が講じられたものをいう。 
一 当該住宅を⻑期にわたり良好な状態で使用するために次に掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準に適
合させるための措置 
イ 前項第一号及び第二号に掲げる住宅の部分の構造の腐食、腐朽及び摩損の防止 
ロ 前項第一号に掲げる住宅の部分の地震に対する安全性の確保 
二 居住者の加齢による身体の機能の低下、居住者の世帯構成の異動その他の事由による住宅の利用の状況の変化に対応し
た構造及び設備の変更を容易にするための措置として国土交通省令で定めるもの 
三 維持保全を容易にするための措置として国土交通省令で定めるもの 
四 日常生活に身体の機能上の制限を受ける高齢者の利用上の利便性及び安全性、エネルギーの使用の効率性その他住宅の
品質又は性能に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合させるための措置 
 
５項 この法律において「長期優良住宅」とは、住宅であって、その構造及び設備が長期使用構造等であるものをいう。 
 
令第 1 条（住宅の構造耐力上主要な部分） 
⻑期優良住宅の普及の促進に関する法律（以下「法」という。）第 2 条第 3 項第一号の住宅の構造耐力上主要な部分として

政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材（筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するもの
をいう。）、床版、屋根版又は横架材（はり、けたその他これらに類するものをいう。）で、当該住宅の自重若しくは積載荷

重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。 
 

 

 

  



学科Ⅲ法規 －その他関係法令－ 

最端製図 学科クラブ（一級）                  □□□ 8/71 

 
（敷地等と道路との関係） 

 
 
 

 

(2) 計画の認定 

建築主は、長期優良住宅建築等計画の認定の申請を任意で行うことが出来ます。 

長期優良住宅建築等計画の認定基準 

一 住宅の構造・設備が長期使用構造等である 

二 住宅の規模が一定面積(戸建住宅の場合：75 ㎡(うち一つの階が 40 ㎡))以上である 

三 良好な景観の形成・良好な居住環境の維持向上について配慮されている 

四 維持保全の期間が定められている、適切な資金計画がある事他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 5 条（⻑期優良住宅建築等計画の認定） 
住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者は、国土交通省令
で定めるところにより、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画（以下「長期優良住宅建築等計画」という。）を作成

し、所管行政庁の認定を申請することができる。 
 
４項 長期優良住宅建築等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 
一 建築をしようとする住宅の位置 
二 建築をしようとする住宅の構造及び設備 
三 建築をしようとする住宅の規模 
四 第 1 項又は第 2 項の⻑期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる事項 
イ 建築後の住宅の維持保全の方法及び期間 
ロ 住宅の建築及び建築後の住宅の維持保全に係る資金計画 
ハ 第 2 項の⻑期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる事項 

この法律には、建築物省エネ法のような適合義務はありません。また、建築基
準法の関係法令でもありませんので、建築確認申請との連動もありません。 
 
計画の認定が認められると、建築確認申請も併せて提出できる、税制の優遇措
置が受けられる等のメリットがあり、この制度を利⽤する⼈が増えています。 
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（１） 建築後の住宅の維持保全を建物の区分所有等に関する法律（略）第 3 条若しくは第 65 条に規定する団体又は同法
第 47 条第 1 項（略）に規定する法人が行う場合においては、当該団体又は法人の名称 
（２） 譲受人が建築後の住宅（専ら当該譲受人の居住の用に供する部分を除く。）の維持保全を他の者と共同して行う場
合においては、当該他の者の氏名又は名称 
五 前項の⻑期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる事項 
イ 建築後の住宅の維持保全の方法の概要 
ロ 住宅の建築に係る資金計画 
六 その他国土交通省令で定める事項 
 
規則第 3 条（⻑期優良住宅建築等計画の記載事項） 
法第 5 条第四 4 項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 
一 住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期 
二 法第 5 条第 3 項の⻑期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期 
 
 
第 6 条（認定基準等） 
所管行政庁は、前条第 1 項から第 3 項までの規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築

等計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 
一 建築をしようとする住宅の構造及び設備が⻑期使用構造等であること。 
二 建築をしようとする住宅の規模が国土交通省令で定める規模以上であること。 
三 建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであるこ
と。 
四 前条第 1 項又は第 2 項の規定による認定の申請に係る⻑期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる基準に適合する
こと。 
イ 建築後の住宅の維持保全の方法が当該住宅を⻑期にわたり良好な状態で使用するために誘導すべき国土交通省令で定め
る基準に適合するものであること。 
ロ 建築後の住宅の維持保全の期間が 30 年以上であること。 
ハ 資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものであること。 
五 前条第 3 項の規定による認定の申請に係る⻑期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる基準に適合すること。 
イ 建築後の住宅の維持保全の方法の概要が当該住宅を 30 年以上にわたり良好な状態で使用するため適切なものであるこ
と。 
ロ 資金計画が当該住宅の建築を確実に遂行するため適切なものであること。 
六 その他基本方針のうち第 4 条第 2 項第三号に掲げる事項に照らして適切なものであること。 
 
２項 前条第 1 項から第 3 項までの規定による認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該所管行政庁が当該申請に係る
長期優良住宅建築等計画（住宅の建築に係る部分に限る。以下この条において同じ。）を建築主事に通知し、当該⻑期優良
住宅建築等計画が建築基準法第 6 条第 1 項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることが

できる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定による確認の申請書を提出しなければならない。 
 
３項 前項の規定による申出を受けた所管行政庁は、速やかに、当該申出に係る⻑期優良住宅建築等計画を建築主事に通知
しなければならない。 
 
 
規則第四条（規模の基準） 
法第 6 条第 1 項第二号の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積と

する。ただし、住戸の少なくとも一の階の床面積（階段部分の面積を除く。）が 40 ㎡以上であるものとする。 
一 一戸建ての住宅（人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。） 床面積の合計が 75 ㎡

（地域の実情を勘案して所管行政庁が 55 ㎡を下回らない範囲内で別に面積を定める場合には、その面積） 
二 共同住宅等（共同住宅、⻑屋その他の一⼾建ての住宅以外の住宅をいう。） 一戸の床面積の合計（共用部分の床面積
を除く。）が 55 ㎡（地域の実情を勘案して所管行政庁が 40 ㎡を下回らない範囲内で別に面積を定める場合には、その面
積） 
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■ 景観法 

景観法は、都市、農山漁村等における良好な景観の形成の促進、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊か

な生活環境の創造を主な目的として制定されました。 

 

(1) 計画の届出 

景観計画区域内において、一定の行為をする場合は、景観行政団体(指定都市もしくは中核市、都道府県)の長に届

出をしなくてはなりません。その計画が、基準に適合しないと認める場合は、景観行政団体の長は設計の変更等、

必要な措置をとることを勧告することが出来ます。 

計画の届出の対象となる行為 

一 建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することになる修繕または模様替、色彩の変更 

二 工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することになる修繕または模様替、色彩の変更 

三 都市計画法に定める開発行為 

四 その他条例で定める行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16 条（届出及び勧告等） 
景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令（第四号に掲げる行為にあっては、
景観行政団体の条例。以下この条において同じ。）で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定

日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければならない。 
一 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更（以下「建築等」とい
う。） 
二 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更（以下「建設等」とい
う。） 
三 都市計画法第 4 条第 12 項に規定する開発行為その他政令で定める行為 
四 前三号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為として景観計画に従い景観行政団体の
条例で定める行為 
 
２項 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、国土交通省令で定める事項を変更しようとするとき
は、あらかじめ、その旨を景観行政団体の⻑に届け出なければならない。 
 
３項 景観行政団体の長は、前 2 項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた
当該行為についての制限に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他

の必要な措置をとることを勧告することができる。 
 

 

2013 年 1 月時点で、全国で景観地区が 36 地
区、準景観地区が 3 地区策定されています。 
 
この区域内で一定の⾏為を⾏おうとする場合
は、計画の届出を提出し、それぞれの景観地
区で定められた基準に適合するかを判断して
もらわなくてはいけません。 
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■ 宅地建物取引業法 

宅地建物取引業法は、宅地建物取引業を営む者に対しその事業の適正化と、建物取引の公正を確保することを主

な目的としています。 

 

(1) 免許 

宅地建物取引業を営もうとする者は、2 以上の区域に事務所を設置する場合は国土交通大臣の、1 の都道府県内に

事務所を設置する場合はその都道府県知事の免許を受けなくてはいけません。 

宅地建物取引業の許可 

2 以上の都道府県の区域に事務所を設置する場合 国土交通大臣の許可 

1 の都道府県内に事務所を設置する場合 都道府県知事の許可 

有効期限は 5 年 

 

 

 

 

第 3 条（免許） 
宅地建物取引業を営もうとする者は、2 以上の都道府県の区域内に事務所（本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以
下同じ。）を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1 の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してそ

の事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。 
２項 前項の免許の有効期間は、5 年とする。 
３項 前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。 
 

 

 

 

 

 

(2) 宅地建物取引士の設置義務 

宅地建物取引業者は、事務所ごとに、その規模や業務内容に応じて規定されている人数の、宅地建物取引士を専

任で置かなければなりません。 

 

 

 

第 31 条の 3（宅地建物取引士の設置） 
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所（以下この条及び第 50 条第 1 項において「事務所等」と
いう。）ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かな

ければならない。 
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(3)重要事項の説明等  

宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買や交換、貸借に際し、その相手方に一定の事項について書面を交

付して、宅地建物取引士に説明をさせなくてはなりません。 

 

 

 

第 35 条（重要事項の説明等） 
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が
行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者（以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。）に対して、その者が
取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引

士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面（第五号において図面を必要とするときは、図
面）を交付して説明をさせなければならない。 
一 当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有
者の氏名（法人にあつては、その名称）(以下略) 
 
 
 

 

 

(4)契約締結等の時期の制限  

宅地建物取引業者は、都市計画法の開発許可や建築基準法の確認申請等の許可等を要する宅地の造成、建物の建

築に関する工事が完了する前に、宅地や建物の売買契約の締結等をしてはいけません。 

 

 

 

第 36 条（契約締結等の時期の制限） 
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法
第 29 条第 1 項又は第 2 項の許可、建築基準法第 6 条第 1 項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあ

つた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交
換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。 
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■ 宅地造成等規制法 

宅地造成等規制法は、宅地の造成に伴うがけ崩れや土砂流出を防ぐために必要な規制を行うことで国民の生命・

財産の保護を図ることを主な目的としています。 

 

(1) 用語の定義 

この法律で使われる用語の定義です。 

用語の定義 

宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で以下に該当する者

一 2m を超える切土 

二 1m を超える盛土 

三 切土と盛土を同時にする場合で、盛土 1ｍ、もしくは切土と盛土で 2ｍを超えるもの 

四 上記三号以外で、切土もしくは盛土をする面積が 500 ㎡を超えるもの 

造成主 宅地造成に関する工事の請負人もしくは自らその工事をする者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 2 条（定義） 
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
一 宅地 農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されてい
る土地以外の土地をいう。 
二 宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの（宅地を宅地以外の

土地にするために行うものを除く。）をいう。 
三 災害 崖崩れ又は土砂の流出による災害をいう。 
四 設計 その者の責任において、設計図書（宅地造成に関する工事を実施するために必要な図面（現寸図その他これに類
するものを除く。）及び仕様書をいう。）を作成することをいう。 
五 造成主 宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。 
 
令第 3 条（宅地造成） 
法第 2 条第二号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。 
一 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが 2ｍを超える崖を生ずることとなるもの 
二 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが 1ｍを超える崖を生ずることとなるもの 
三 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが 1ｍ以下の崖を生じ、かつ、当該
切土及び盛土をした土地の部分に高さが 2ｍを超える崖を生ずることとなるもの 
四 前三号のいずれにも該当しない切土又は盛土であつて、当該切土又は盛土をする土地の面積が 500 ㎡を超えるもの 
 

 

 

切土が 2ｍ、盛土が 1ｍの理由
 
土は時間をかけてそこに堆積することで締め固まり、地盤が強固にな
ります。切土はもともとその場所に存在する土を切り取るだけなのに
対し、盛土は締め固まった土を掘り起こして盛ることになるので、切
土よりも土の安定性が低いため、高さの制限が厳しいのです。 
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(2) 宅地造成工事の規制 

宅地造成工事規制区域内で、宅地造成を行おうとする場合は、造成主は工事着手前に都道府県知事の許可を得なく

てはなりません。 

 

 

 

第 8 条（宅地造成に関する工事の許可） 
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令
で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法（略）第 29 条第 1 項又は第 2 項の許
可を受けて行われる当該許可の内容（略）に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない。 
 
２項 都道府県知事は、前項本文の許可の申請に係る宅地造成に関する工事の計画が次条の規定に適合しないと認めるとき
は、同項本文の許可をしてはならない。 
 
３項 都道府県知事は、第 1 項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。 
 
 

 

 

  

memo 
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■ 都市の低炭素化の促進に関する法律 

都市の低炭素化の促進に関する法律(通称：エコまち法)は、CO2 発生のほとんどが都市であることに鑑み、都

市の低炭素化、低炭素建築物の普及の促進を図ることを主な目的としています。 

 

(1) 低炭素建築物新築等計画の認定 

市街化区域内等で、建築物の新築等を行おうとする者は、任意で、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁

の認定を受けることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでに学習した他の計画の認定と同様に、
低炭素の計画の認定も、認められると、建築確
認申請も併せて提出できる、税制の優遇措置が
受けられる等のメリットがあります。 
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（敷地等と道路との関係） 

 
 
 

 

 

 

第 53 条（低炭素建築物新築等計画の認定） 
市街化区域等内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築又は建築物の低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若

しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備その他の政令で定める建築設備（以下この項において「空気調和設備等」とい
う。）の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修（以下「低炭素化のための建築物の新築等」という。）をしようとする

者は、国土交通省令で定めるところにより、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画（以下「低炭素建築物新築等計画」
という。）を作成し、所管行政庁（略）の認定を申請することができる。 

 

２項 低炭素建築物新築等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 
一 建築物の位置 
二 建築物の延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積 
三 低炭素化のための建築物の新築等に係る資金計画 
四 その他国土交通省令で定める事項 
 
規則第 42 条（低炭素建築物新築等計画の記載事項） 
法第 53 条第 2 項第四号の国土交通省令で定める事項は、低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期及び

完了予定時期とする。 
 
 
第 54 条（低炭素建築物新築等計画の認定基準等） 
所管行政庁は、前条第 1 項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が次に
掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 
一 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
第 2 条第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進そ
の他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合するもの
であること。 
二 低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。 
三 前条第 2 項第三号の資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。 
 
２項 前条第 1 項の規定による認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該所管行政庁が当該申請に係る低炭素建築物
新築等計画を建築主事に通知し、当該低炭素建築物新築等計画が建築基準法第 6 条第 1 項に規定する建築基準関係規定に適
合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定による確
認の申請書を提出しなければならない 
 

 
 
 
 
 
  memo 
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■ 過去問トレーニング 【問題編】 

 
2009 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. 建築士は、建築基準法、建築士法等の規定に違反する行為について、相談に応じてはならない。 

2. 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、それに従った設計

が行われ、工事が施工された場合、当該建築主も罰則の適用の対象となる。 

3. 法人である建築士事務所の業務として、その代表者又は従業員が、建築基準法の構造耐力の規定に

違反する特殊建築物等を設計し、工事が施工された場合、当該法人は、１億円以下の罰金刑の適用

の対象となる。 

4. 一級建築士でなければ行ってはならない建築物の設計及び工事監理を二級建築士が行い、工事が施

工された場合、当該二級建築士は罰則の適用の対象となり、当該建築物の工事施工者は罰則の適用

の対象とならない。 

 

 

 

2009 年【問題 29】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「屋外広告物法」に基づき、都道府県は、第一種中高層住居専用地城について、良好な景観又は風

致を維持するために必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、広告物の表示又は掲

出物件の設置を禁止することができる。 

2. 「駐車場法」に基づき、地方公共団体は、商業地域内において、延べ面積が 2,000 ㎡以上で条例で

定める規模以上の建築物を新築しようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地

内に駐車施設を設けなければならない旨を定めることができる。 

3. 「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」に基づき、地方公

共団体は、自転車等の駐車需要の著しい地域内で条例で定める区域内において、スーパーマーケッ

ト等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設で条例で定めるものを新築しようとする者に対し、

条例で、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に自転車等駐車場を設置しなければならない旨

を定めることができる。 

4. 「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法」に基づき、航空機騒音障害防止特別地区内においては、

所定の防音上有効な構造とすることにより、同法による都道府県知事の許可を受けずに高等学校を

新築することができる。 
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2009 年【問題 30】 

木造の一戸建ての住宅に関する次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。

ただし、構造計算は行っていないものとする。 

1. 建築士の設計に係る延べ面積 120 ㎡、地上２階建ての住宅で、建築確認の特例により、建築基準法

令の規定の一部が審査から除外される場合であっても、当該規定は遵守されなければならない。 

2. 方づえ、控柱及び控壁がない地上２階建ての住宅で、構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架

材を木造としたものにあっては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間

方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければな

らない。 

3. 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の所定の方

法により、その部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。 

4. 延べ面積 120 ㎡、地上２階建ての住宅を新築する場合、建築主は、建築士である工事監理者を定め

なくてもよい。 

 

 

 

2010 年【問題 30】 

住宅に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約に

おいては、住宅の構造耐力上主要な部分等について、引き渡した時から 10 年間の瑕疵
か し

担保責任を義

務づけており、これに反する特約で注文者又は買主に不利なものは無効とされる。 

2. 「特定住宅瑕疵
か し

担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づき、新築住宅の建設工事の請負人で

ある建設業者又は売主である宅地建物取引業者は、原則として、瑕疵
か し

担保保証金の供託又は瑕疵
か し

担

保責任保険契約の締結のいずれかを行わなければならない。 

3. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、所管行政庁は、長期優良住宅建築等計画の

認定の申請があった場合において、構造及び設備、規模、地域における居住環境の維持及び向上、

建築後の維持保全の方法等について、所定の基準に適合すると認めるときは、認定をすることがで

きる。 

4. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期優良住宅建築等計画の認定の申請をし

ようとする場合には、あらかじめ、建築基準法に基づく確認済証の交付を受けなければならない。 
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2011 年【問題 25】 

次の記述のうち、建築基準法及び建築士法に適合しているものはどれか。 

1. 準防火地域内における建築物の外壁の延焼のおそれ
・ ・ ・

のある部分に国土交通大臣による構造方法等

の認定を受けた防火設備を用いようとして、製造業者に発注したところ、用いられている部材の形

状が認定された仕様と異なっていたが、認定を受けた構造方法等の軽微な変更であったので、当該

変更に係る認定を受けずにそのまま施工した。 

2. 既に建築確認を受けた建築物の計画の変更をすることとなったが、階数を減少するものであり、変

更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものであったので、当該計画の

変更に係る建築確認の申請を行わなかった。 

3. 建築基準法第 20 条第一号の基準に適合する建築物として国土交通大臣による構造方法等の認定を

受けた建築物の計画を変更することとなったが、認定を受けた構造方法等の軽微な変更であったの

で、当該変更に係る認定を受けずに、完了検査申請時に軽微な変更説明書を添付した。 

4. 構造設計一級建築士に保有水平耐力計算が必要な高さ 60ｍの建築物の構造設計を依頼したところ、

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の交付を受けたので、構造設計図書に構造

設計一級建築士である旨の表示がされていなかったが、当該構造設計図書により建築確認の申請を

行った。 

 

 

 

2011 年【問題 28】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築主は、床面積の合計が 2,500

㎡の特定建築物を新築するする場合は、当該特定建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合さ

せなければならない。 

2. 「労働安全衛生法」に基づき、事業者は、建設業の仕事で、耐火建築物又は準耐火建築物で、石綿

等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、

原則として、その計画を当該仕事の開始の日の 14 日前までに、労働基準監督署長に届け出なけれ

ばならない。  

3. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、所管行政庁は、階数が２で、かつ、床面積の

合計が 500 ㎡の保育所について、必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは、

その所有者に対し、必要な指示をすることができる。 

4. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、その施工に特定建設資材を使用する

建築物の新築工事で、当該建築物の床面積の合計が 500 ㎡であるものの受注者は、原則として、分

別解体等をしなければならない。 
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2011 年【問題 30】 

良好なまちなみ形成のための手法に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「建築基準法」に基づき、建築協定には、建築物に附属する門及び塀の構造に関する基準を定める

ことはできない。 

2. 「都市計画法」に基づき、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法

人は、所定の土地の区域について、市町村に対し、地区計画を定めることを提案することができる。 

3. 「景観法」に基づき、景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あら

かじめ、その計画について、市町村長の認定を受けなければならない。 

4. 「地域における歴史的風致の維特及び向上に関する法律」に基づき、歴史的風致維持向上地区整備

計画においては、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限について定めることができる。 

 

 

 

2012 年【問題 28】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 非常災害があった場合において、その発生した区域等で特定行政庁が指定するものの内において

は、災害により破損した建築物の応急の修繕又は国等が災害救助のために建築するもので、その災

害が発生した日から 1 月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法及び建築士法の規

定は、適用しない。 

2. ｢建築基準法｣に基づき、災害があった場合において建築する公益上必要な用途に供する応急仮設建

築物については、建築確認の申請は不要であるが、工事完了後３月を超えて当該建築物を存続しよ

うとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならな

い。 

3. ｢特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律｣に基づき、特定行

政庁は、特定非常災害である場合において、応急仮設住宅を存続させる必要があり、所定の要件を

満たすときは、建築基準法による２年以内の許可について、更に 1 年を超えない範囲内で許可の期

間を延長することができる。 

4. ｢土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律｣に基づき、特別警戒区域内に

おいて、予定建築物が分譲住宅である開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ、都

道府県知事の許可を受けなければならない。 
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2012 年【問題 30】 

民法に規定する不法行為に関するイ～ニの記述について、 高裁判所の判例（平成 19 年７月６日判決及

び平成 23 年７月 21 日判決）において示された判断に照らして、適当なものは、次のうちどれか。 

イ. 建築物の設計者、施工者及び工事監理者は、注意義務を怠ったことにより、建築物としての基本的

な安全性を損なう瑕疵
か し

がある場合には、特段の事情がない限り、これによって生じた損害について

不法行為による賠償責任を負う。 

ロ. 建築物の設計者、施工者及び工事監理者がその業務に関し、不法行為による賠償責任を負うのは、

建築物の基礎や構造躯体に瑕疵
か し

がある場合に限らず、バルコニーの手すり等の瑕疵
か し

も対象となる。 

ハ. 建築物の基本的な安全性を損なう瑕疵
か し

とは、居住者等の生命、身体又は財産に対する現実的な危険

をもたらしている場合に限らず、これを放置するといずれは危険が現実化することとなる場合も含

まれる。 

ニ. 直接の建築請負契約を締結した者に限らず、その者から建築物の譲渡を受けた者であっても、不法

行為責任が認められる場合には、設計者、施工者及び工事監理者に対して、損害賠償請求ができ

る。 

 

1. イとロとハのみ 

2. イとロとニのみ 

3. イとハとニのみ 

4. イとロとハとニ 
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2013 年【問題 27】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相

当の期間を要すると見込まれる場合においては、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行

政庁の認定を申請することができる。  

2. 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、建築物の建築をしようとする者等は、建築

物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの

効率的利用のための措置を適確に実施することにより、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に

資するよう努めなければならない。  

3. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、特定建設資材を用いた建築物に係る

解体工事で、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が 50 ㎡であるものの

発注者は、工事に着手する日の 7 日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならな

い。  

4. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約においては、請負人は、注

文者に引き渡した時から 10 年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵
か し

(構造耐力又は雨水の浸入

に影響のないものを除く。)について、民法第 415 条、第 541 条及び第 542 条並びに同法第 559 条

において準用する同法第 562 条及び第 563 条に規定する担保の責任を負う。 

 

 

 

2013 年【問題 28】 

契約に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「建築士法」に基づき、建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の業務の受託契約を建築主

と締結しようとする場合において、あらかじめ、管理建築士等をして、所定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。 

2. 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建物の売買の相手方に対して、その契約

が成立するまでの間に、取引主任者をして、所定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。  

3. 「建設業法」に基づき、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、原則として、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らない。  

4. 「建築士法」に基づき、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又は工事

監理以外の業務を受託する場合においては、契約締結後、遅滞なく、所定の事項を記載した書面

を交付しなければならない。 
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2013 年【問題 29】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1.  「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定の申請をしよ

うとする場合には、あらかじめ、建築基準法に基づく確認済証の交付を受けなければならない。 

2. 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、国土交通大臣は、住宅事業建築主であって

その新築する特定住宅の戸数が 1 年間に 150 戸以上であるものが新築する特定住宅につき、性能の

向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該住宅事業建築主に対し、その目標を示して、

勧告をすることができる。  

3. 「特定住宅瑕疵
か し

担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づき、新築住宅の建設工事の請負人で

ある建設業者又は売主である宅地建物取引業者は、原則として、瑕疵
か し

担保保証金の供託又は瑕疵
か し

担

保責任保険契約の締結のいずれかを行わなければならない。 

4. 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、工事の完了前に新築住宅を販売する際に

は、その広告及び契約は、建築確認等所定の処分があった後でなければしてはならない。 

 

 

 

2013 年【問題 30】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「建築基準法」上、構造計算において、竜巻を考慮した風圧力に対し構造耐力上安全であることを

確かめることは求められていない。  

2. 「建築基準法」上、乗用エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の設置に際

しては、安全装置として、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の

戸が閉じる前にかごが昇降した場合に自動的にかごを制止する装置を設けなければならない。 

3. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、既存の建築物で不特定かつ多数の者が利用す

る一定の建築物の所有者は、所管行政庁から、耐震診断について必要な指示を受けることがある。  

4. 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、既存の建築物で不特定かつ

多数の者が利用する建築物の所有者は、階段のけあげ及び踏面を所定の基準に適合する寸法とする

よう努めなければならない。 
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2014 年【問題 28】 
次の記述のうち、建築基準法及び建築士法上、誤っているものはどれか。 
1. 一級建築士でなければ行ってはならない建築物の設計及び工事監理を二級建築士が行い、工事が施

工された場合、当該建築物の工事施工者は罰則の適用の対象とならないが、当該二級建築士は罰則

の適用の対象となる。 
2. 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、当該建築主及び当該建築士のいずれも罰則の適用の対象となる。 
3. 特定行政庁が特定工程の指定と併せて指定する特定工程後の工程に係る工事を、工事施工者が当該

特定工程に係る中間検査合格証の交付を受ける前に施工した場合、当該工事施工者は罰則の適用の

対象となる。 
4. 法人である建築士事務所の業務として、その代表者又は従業員が、建築基準法の構造耐力の規定に

違反する特殊建築物等を設計し、工事が施工された場合、当該法人は、１億円以下の罰金刑の適用

の対象となる。 
 
 
 
2014 年【問題 29】 
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 
1. 「建設業法」に基づき、建設業者は、注文者から請負代金の額が 2,500 万円の集会場の建築一式工

事を請け負った場合、当該工事を施工するときは、当該工事現場に置く主任技術者を専任の者とし

なくてもよい。 
2. 「景観法」に基づき、景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あら

かじめ、その計画が、所定の規定に適合するものであることについて、市町村長の認定を受けなけ

ればならない。 
3. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約に

おいては、住宅の構造耐力上主要な部分等について、引き渡した時から 10 年間の瑕疵
か し

担保責任を義

務づけており、これに反する特約で注文者又は買主に不利なものは無効とされる。 
4. 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業を営もうとする者は、２以上の都道府県の区域内

に事務所(本店、支店等)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、事務所を設置する都道

府県ごとに、当該都道府県知事の免許を受けなければならない。 
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2014 年【問題 30】 
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 
1. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、延べ面積 10,000 ㎡、地上４階建ての既存耐震

不適格建築物である病院であって、耐震不明建築物であるものの所有者は、耐震診断を行い、その

結果を所定の期日までに所管行政庁に報告しなければならない。 
2. 「建築基準法」に基づき、延べ面積 1,000 ㎡、地上４階建ての患者の収容施設がある診療所(国、都

道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者等は、当

該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一定の資格を有する者に、その状況の調査

をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 
3. 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、延べ面積 3,000 ㎡の病院で、

建築時には建築物移動等円滑化基準への適合義務がなかった建築物の建築主等は、当該基準に適合

させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、毎年度、その措置の状況について所管行政

庁に報告しなければならない。 
4. 「建築士法」に基づき、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月以内に都道府県知事に提出するとともに、業務に関する図書で所

属する建築士が建築士事務所の業務として作成した所定の設計図書を作成した日から 15 年間保存

しなければならない。 
 

 

 

2015 年【問題 27】 
次の法律とその法律に規定されている用語との組合せのうち、誤っているものはどれか。 
 

 
法 律 法律に規定されている用語 

1. 都市計画法 特定工作物 

2. 建築物の耐震改修の促進に関する法律 計画認定建築物 

3. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 特定建築物 

4. 
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関 
する法律 

特別特定建築物 
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2015 年【問題 28】 
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 
1. 「建築士法」に基づき、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。 
2. 「建築士法」に基づき、建築士事務所の開設者は、延べ面積 1,000 ㎡、地上３階建ての共同住宅の

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。 
3. 「建設業法」に基づき、請負人は、その請け負った建設工事の施工について、工事監理を行う建築

士から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があ

るときは、直ちに、注文者に対して、その理由を報告しなければならない。 
4. 「建設業法」に基づき、建設工事の元請負人は、請け負った共同住宅の新築工事については、あら

かじめ発注者の書面による承諾を得た場合においては、一括して他人に請け負わせることができ

る。 
 

 

 

2015 年【問題 30】 
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. 確認済証の交付に当たっての審査において、建築主事による必要な事項についての質問に対して、

当該建築物の設計者である建築士が虚偽の答弁をした場合においては、当該建築士は罰則の適用の

対象となる。 
2. 建築主により工事監理者が定められていないまま、一級建築士でなければ設計できない建築物の工

事をした場合においては、当該建築物の工事施工者は罰則の適用の対象となる。 
3. 建築主は、設備設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物の工事をする場合においては、設備

設計一級建築士である工事監理者を定めなければならない。 
4. 構造設計一級建築士は、建築士事務所に属せず、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。 
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2016 年【問題 28】 

次の法律とその法律又は政令で用いられている用語との組合せのうち、誤っているものはどれか。 

 

 法 律 法律又は政令で用いられている用語 

1. 宅地造成等規制法 急傾斜地崩壊危険区域 

2. 都市計画法 特例容積率適用地区 

3. 都市再生特別措置法 特定用途誘導地区 

4. 建築基準法 特定避難時間 

 

 
 
 
 
2016 年【問題 29】 

契約に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「建築士法」に基づき、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及び工事監

理以外の業務を受託する場合においては、契約締結後、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を交

付しなければならない。 

2. 「建築士法」に基づき、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

締結しようとする場合においては、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士等をして、所定の

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。 

3. 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建築工事の完了前に新築住宅を販売する際

には、その広告、契約及び媒介については、建築確認等所定の処分があった後でなければしてはな

らない。 

4. 「建設業法」に基づき、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、原則として、工事

内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期、請負代金の支払いの時期及び方法、契

約に関する紛争の解決方法、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。 
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2016 年【問題 30】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建物の売買の相手方等に対して、その契約

が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、所定の事項を記載した書面等を交付して説明をさ

せなければならない。 

2. 「駐車場法」に基づき、商業地域内において、延べ面積が 2,000 ㎡以上の建築物を新築しようとす

る場合は、同法による条例により、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を設けなければ

ならないことがある。 

3. 「都市計画法」に基づき、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法

人は、所定の土地の区域について、都道府県に対し、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の

変更を提案することができる。 

4. 「浄化槽法」に基づき、浄化槽管理者等は、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について、都道府

県知事から、必要な助言、指導又は勧告を受けることがある。 

 

 

 

2017 年【問題 27】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約においては、請負人は、注

文者に引き渡した時から 10 年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入

に影響のないものを除く。)について、民法第 634 条第１項及び第２項前段に規定する担保の責任を

負う。 

2. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、その施工に特定建設資材を使用する

建築物の床面積 200m2 の増築の工事(請負代金の額が 4,000 万円)で、当該建築物の増築後の床面積

の合計が 500m2であるものの受注者は、原則として、分別解体等をしなければならない。 

3. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相

当の期間を要すると見込まれる場合においては、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行

政庁の認定を申請することができる。 

4. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築主等は、エネルギー消費性能

の向上のための建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとするときは、建築物エネルギー消

費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。 
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2017 年【問題 29】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「宅地造成等規制法」に基づき、宅地造成工事規制区域内において、切土のみの宅地造成に関する

工事であって、切土をする土地の面積が 500m2で、高さ２m の崖を生ずることになる場合には、造成

主は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。 

2. 「水道法」に基づき、給水装置における家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を

避けること等により漏水時の修理を容易に行うことができるようにしなければならない。 

3. 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、特別警戒区域内

において、予定建築物が分譲住宅である開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ、

都道府県知事の許可を受けなければならない。 

4. 「都市計画法」に基づき、開発許可の申請に当たって、一級建築士の資格を有する者で、宅地開発

に関する技術に関して２年以上の実務の経験を有するものは、開発区域の面積が 20ha 未満の開発行

為に関する設計に係る設計図書を作成することができる。 

 

 

 
2017 年【問題 30】 

次の記述のうち、建築基準法及び建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 特定行政庁が特定工程の指定と併せて指定する特定工程後の工程に係る工事を、工事施工者が当該

特定工程に係る中間検査合格証の交付を受ける前に施工した場合、当該工事施工者は罰則の適用の

対象となる。 

2. 一級建築士でなければ行ってはならない建築物の設計及び工事監理を二級建築士が行い、工事が施

工された場合、当該建築物の工事施工者は罰則の適用の対象とならないが、当該二級建築士は罰則

の適用の対象となる。 

3. 患者の収容施設がある地上３階、床面積 300m2の診療所(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の

建築物を除く。)の所有者等は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一定の資

格を有する者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 

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するとともに、所定の業務

に関する事項を記載した帳簿を備え付け、各事業年度の末日にその帳簿を閉鎖し、その翌日から 15

年間保存しなければならない。 
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2018 年【問題 27】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「景観法」に基づき、景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あら

かじめ、その計画が、所定の規定に適合するものであることについて、市町村長の認定を受けなけ

ればならない。 

2. 「都市緑地法」に基づき、緑化地域内において、敷地面積が 1,000 ㎡の建築物の新築又は増築をし

ようとする者は、原則として、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定めら

れた建築物の緑化率の 低限度以上としなければならない。 

3. 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災害特別警

戒区域内において、予定建築物の用途が店舗である都市計画法に基づく開発行為をしようとする者

は、原則として、あらかじめ、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律」に基づく都道府県知事の許可を受けなければならない。 

4. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、特定既存耐震不適格建築物の所有者は、当該

建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認めら

れるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。 

 

 

 

2018 年【問題 28】 

木造の建築物に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「建築基準法」に基づき、延べ面積 1,500 ㎡、高さ 13m、軒の高さ 10m の木造の平家建ての体育館

については、許容応力度等計算により構造耐力上の安全性を確かめることができる。 

2. 「建築基準法」に基づき、防火地域及び準防火地域以外の区域内における、延べ面積 1,800 ㎡、耐

火建築物及び準耐火建築物以外の木造の地上 2 階建ての図書館については、床面積の合計 1,000 ㎡

以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。 

3. 「消防法」に基づき、延べ面積 600 ㎡、木造の地上 2 階建ての旅館（無窓階を有しないものと

し、少量危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないもの）については、所定の基準に従っ

て屋内消火栓設備を設置した場合には、原則として、消火器具の設置個数を減少することができ

る。 

4. 「建築士法」に基づき、延べ面積 500 ㎡、高さ 14m、軒の高さ 9m の木造の地上 3 階建ての共同住

宅の新築については、一級建築士事務所の管理建築士の監督の下に、当該建築士事務所に属する二

級建築士が工事監理をすることができる。 
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2018 年【問題 30】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させ

るための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、建築基準法第 52

条第 1 項に基づく容積率の算定の基礎となる延べ面積には、一定の限度内の床面積は、算入しない

ものとする。 

2. 「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定を申請する者

は、所管行政庁に対し、当該計画を建築主事に通知し、当該計画が建築基準法に規定する建築基準

関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。 

3. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性

判定を受けた者は、建築基準法に基づく確認申請書を建築主事に提出するときに、併せて適合判定

通知書又はその写しを提出しなければならない。 

4. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築物エネルギー消費性能向上計

画の認定を受けたときは、当該建築物の新築等のうち、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受

けなければならないものについては、原則として、適合判定通知書の交付を受けたものとみなされ

る。 

 

 

 

2019 年【問題 27】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約に

おける瑕疵
か し

担保責任の特例において、「住宅の構造耐力上主要な部分等」には、「雨水を排除するた

め住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分」は含まれ

ない。 

2. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該

建築物について耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、

耐震改修を行うよう努めなければならない。 

3. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、特定建設資材を用いた建築物に係る

解体工事で、当該建築物（当該解体工事に係る部分に限る。）の床面積の合計が 100 ㎡であるもの

の発注者は、工事に着手する日の 7 日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければなら

ない。 

4. 「労働安全衛生法」に基づき、事業者は、建設業の仕事において、耐火建築物又は準耐火建築物で、

石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするとき

は、その計画を当該仕事の開始の日の 14 日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならな

い。 
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2019 年【問題 29】 

次の法律とその法律で用いられている防災に関連する用語との組合せのうち、誤っているものはどれか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年【問題 30】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、特定建築物以外の建築物の新築に

おいて、建築主が所定の事項に関する計画を所管行政庁に届け出なければならないのは、床面積の

合計が 2,000 ㎡以上の場合である。 

2. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期優良住宅建築等計画の認定を申請する

者は、所管行政庁に対し、当該計画を建築主事に通知し、当該計画が建築基準法に規定する建築基

準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。 

3. 「景観法」に基づき、景観計画区域内において、建築物の建築等をしようとする者は、原則として、

あらかじめ、所定の事項を景観行政団体の長に届け出なければならず、景観行政団体がその届出を

受理した日から 30 日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。 

4. 「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定を受けた者は、

当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更をしようとするときは、原則として、所定の申請

書等を提出して所管行政庁の認定を受けなければならない。 

 

 

  

 法  律 法律で用いられている防災に関連する用

語 

1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律 要緊急安全確認大規模建築物 

2. 建築基準法 災害危険区域 

3. 宅地造成等規制法 土砂災害特別警戒区域 

4. 
密集市街地における防災街区の整備の促

進に関する法律 
特定防災街区整備地区 
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2020 年【問題 29】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「景観法」に基づき、景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる模様替をしよ

うとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法等について、景観行政団体の長

の許可を受けなければならない。 

2. 「労働安全衛生法」に基づき、事業者は、高さが 5m 以上のコンクリート造の工作物の解体の作業に

ついては、作業主任者を選任しなければならない。 

3. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、解体工事業を営もうとする者は、建

設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けている場合を除

き、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 

4. 「労働安全衛生法」に基づく石綿障害予防規則により、事業者は、建築物の解体の作業を行うとき

は、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、そ

の結果を記録しておかなければならない。 

 

 

 

2020 年【問題 30】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評

価書の写しを請負契約書に添付した場合においては、当該設計住宅性能評価書の写しに表示された

性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。 

2. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築主は、特定建築物以外の建築

物で床面積の合計が 300m 以上のものを新築をしようとするときは、所定の事項に関する計画の所

管行政庁への届出に併せて、建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして、登録建築

物エネルギー消費性能判定機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価の結果を記載した

書面を提出することができる。 

3. 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、既存の建物の売買の相手方等に対して、そ

の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、建物状況調査を実施している場合における

その結果の概要、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況等、所定の事項を記載

した書面等を交付して説明をさせなければならない。 

4. 「宅地造成等規制法」に基づき、宅地造成工事規制区域内において、盛土のみの宅地造成に関する

工事であって、盛土をする土地の面積が 500m で、高さ 1m の崖を生ずることとなる場合には、造成

主は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。 
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2021 年【問題 28】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるた

めの措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、建築基準法第 52 条第 1 項に

基づく容積率の算定の基礎となる延べ面積には、当該建築物の延べ面積の を限度に算入しないものとす

る。 

2. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、一戸建ての請負型規格住宅を 1 年間に

新たに 300 戸建設する特定建設工事業者は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必

要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。 

3. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適

格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、当該既存耐震不適格建築物について耐震診断を行

い、必要に応じ、当該既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。 

4. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約におい

ては、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵
か し

（構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。）につ

いて担保の責任を負うべき期間を、引き渡した時から 20 年間とすることができる。 

 

 

 

2021 年【問題 29】 

以下の条件に該当する建築物の設計に際して、建築基準法又は建築士法の規定の適用に関する建築士事務

所の開設者又は設計者の判断として、次の記述のうち、建築基準法又は建築士法に適合しないものはどれか。 

【条件】 

・規   模：地上 4 階建て（避難階は 1 階のみ） 

・延べ面積：2,000 m2（各階の床面積は 500 m2） 

・用   途： 1 階の一部 スーパーマーケット（床面積 400 m2）、 1 階の一部及び 2～4 階 共同住宅 

・立   地：第一種中高層住居専用地域 

1. 当該建築物の新築に係る設計受託契約を締結する際に、建築士の氏名、報酬の額及び支払の時期、契約

の解除に関する事項などを記載した書面を、署名をして、建築主との間で相互に交付することとした。 

2. 用途地域に基づく建築物の用途の制限に関し、良好な住居の環境を害するおそれ
・ ・ ・

がないものとして特定行

政庁の許可を受けることとした。 

3. 2 階から 4 階までの各階においては 1 階に通ずる直通階段を二つ設け、かつ、 1 階のスーパーマーケ

ットにおける屋外への出口の幅の合計を 300 cm とすることとした。 

4. 共同住宅とスーパーマーケットとを耐火構造とした床及び壁で区画し、その開口部には特定防火設備を設

けることとした。 
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2021 年【問題 30】 

 次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、特定建設資材を用いた建築物に係る解体工

事において、当該解体工事に係る部分の床面積の合計が 80 m2 以上の場合は、当該工事の発注者又は

自主施工者は、工事に着手する日の 7 日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならな

い。 

2. 「都市計画法」に基づき、開発許可の申請に当たって、宅地開発に関する技術に関して 2 年以上の実務

経験を有していない者であっても、開発区域の面積が 1 ha 未満の開発行為に関する設計に係る設計図書

を作成することができる。 

3. 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災害特別警戒区

域内において、予定建築物が自己の居住の用に供する住宅である開発行為をしようとする者は、あらかじめ、

都道府県知事の許可を受けなければならない。 

4. 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建築工事の完了前に新築住宅を販売する際には、

その広告、契約及び媒介については、建築基準法第 6 条第 1 項の確認等所定の処分があった後でなけ

ればしてはならない。 
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■ 過去問トレーニング 【解説編】  

 
2009 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. 建築士は、建築基準法、建築士法等の規定に違反する行為について、相談に応じてはならない。 

2. 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、それに従った設計

が行われ、工事が施工された場合、当該建築主も罰則の適用の対象となる。 

3. 法人である建築士事務所の業務として、その代表者又は従業員が、建築基準法の構造耐力の規定に

違反する特殊建築物等を設計し、工事が施工された場合、当該法人は、１億円以下の罰金刑の適用

の対象となる。 

4. 一級建築士でなければ行ってはならない建築物の設計及び工事監理を二級建築士が行い、工事が施

工された場合、当該二級建築士は罰則の適用の対象となり、当該建築物の工事施工者は罰則の適用

の対象とならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 建築士法第 21 条の３。建築士は、建築基準法、建築士法等の規定に違反する行為について、相談

に応じてはならない。 

2. 建築基準法第 98 条第 1 項第二号、第 2 項。建築主も罰則の適用の対象となります。 

3. 建築基準法第 105 条第一号により正しい。 

4. 建築基準法第 101 条第一号。法第 5 条の 6（建築物の設計及び工事監理）に違反した場合、工事

施工者は 100 万円以下の罰金に処せられます。誤り。 

もちろん、建築士も罰則の対象です。建築士法第 38 条第三号。 

 

 

 

  



学科Ⅲ法規 －その他関係法令－ 

最端製図 学科クラブ（一級）                  □□□ 37/71 

2009 年【問題 29】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「屋外広告物法」に基づき、都道府県は、第一種中高層住居専用地城について、良好な景観又は風

致を維持するために必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、広告物の表示又は掲

出物件の設置を禁止することができる。 

2. 「駐車場法」に基づき、地方公共団体は、商業地域内において、延べ面積が 2,000 ㎡以上で条例で

定める規模以上の建築物を新築しようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地

内に駐車施設を設けなければならない旨を定めることができる。 

3. 「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」に基づき、地方公

共団体は、自転車等の駐車需要の著しい地域内で条例で定める区域内において、スーパーマーケッ

ト等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設で条例で定めるものを新築しようとする者に対し、

条例で、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に自転車等駐車場を設置しなければならない旨

を定めることができる。 

4. 「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法」に基づき、航空機騒音障害防止特別地区内においては、

所定の防音上有効な構造とすることにより、同法による都道府県知事の許可を受けずに高等学校を

新築することができる。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 屋外広告物法第３条第 1 項第一号により正しい。 

2. 駐車場法第 20 条第 1 項により正しい。 

3. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法第５条第 4 項により正し

い。 

4. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第５条第 2 項。航空機騒音障害防止特別地区内においては、

学校や住宅などの建築をしてはならないが、都道府県知事がやむを得ないと認める場合は除かれま

す。したがって、都道府県知事の許可を受けずに高等学校を新築することは、原則できません。 
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2009 年【問題 30】 

木造の一戸建ての住宅に関する次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。

ただし、構造計算は行っていないものとする。 

1. 建築士の設計に係る延べ面積 120 ㎡、地上２階建ての住宅で、建築確認の特例により、建築基準法

令の規定の一部が審査から除外される場合であっても、当該規定は遵守されなければならない。 

2. 方づえ、控柱及び控壁がない地上２階建ての住宅で、構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架

材を木造としたものにあっては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間

方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければな

らない。 

3. 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の所定の方

法により、その部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。 

4. 延べ面積 120 ㎡、地上２階建ての住宅を新築する場合、建築主は、建築士である工事監理者を定め

なくてもよい。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 建築基準法第６条の 4。建築確認の特例により、施行令第 10 条で定める規定は、建築主事の確認

を受ける必要がありませんが、規定は遵守されなければいけません。 

2. 建築基準法施行令第 46 条第 1 項により正しい。 

3. 建築基準法施行令第 47 条第 1 項により正しい。 

4. 建築士法第３条の３第 1 項。木造の建築物で、延べ面積が 100m2 を超えるものを新築する場合に

おいては、建築士である工事監理者を定める必要があります。誤り。 
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2010 年【問題 30】 

住宅に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約に

おいては、住宅の構造耐力上主要な部分等について、引き渡した時から 10 年間の瑕疵
か し

担保責任を義

務づけており、これに反する特約で注文者又は買主に不利なものは無効とされる。 

2. 「特定住宅瑕疵
か し

担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づき、新築住宅の建設工事の請負人で

ある建設業者又は売主である宅地建物取引業者は、原則として、瑕疵
か し

担保保証金の供託又は瑕疵
か し

担

保責任保険契約の締結のいずれかを行わなければならない。 

3. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、所管行政庁は、長期優良住宅建築等計画の

認定の申請があった場合において、構造及び設備、規模、地域における居住環境の維持及び向上、

建築後の維持保全の方法等について、所定の基準に適合すると認めるときは、認定をすることがで

きる。 

4. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期優良住宅建築等計画の認定の申請をし

ようとする場合には、あらかじめ、建築基準法に基づく確認済証の交付を受けなければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 品確法第 94 条第 1 項、第 2 項。10 年間の瑕疵担保責任は義務であり、これに反する特約で注文

者又は買主に不利なものは無効とされます。正しい。 

2. 住宅瑕疵担保履行法第３条第 1 項、第 2 項かっこ書き、第 11 条第 1 項、第 2 項かっこ書きによ

り正しい。瑕疵担保保証金の供託又は瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかを行わなければなら

ない。 

3. 長期優良住宅法第６条第 1 項。所管行政庁は、長期優良住宅建築等計画の認定の申請があった場合

において、構造及び設備、規模、地域における居住環境の維持及び向上、建築後の維持保全の方法

等について、所定の基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。正しい。 

4. 長期優良住宅法第６条第 2 項。長期優良住宅建築等計画の認定の申請をしようとする場合には、建

築基準関係規定の適合審査を併せて申請することができます。したがって、必ずしもあらかじめ確

認済証の交付を受ける必要はありません。誤り。 

 

 

品確法：住宅の品質確保の促進等に関する法律 

長期優良住宅法：長期優良住宅の普及の促進に関する法律 
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2011 年【問題 25】 

次の記述のうち、建築基準法及び建築士法に適合しているものはどれか。 

1. 準防火地域内における建築物の外壁の延焼のおそれ
・ ・ ・

のある部分に国土交通大臣による構造方法等

の認定を受けた防火設備を用いようとして、製造業者に発注したところ、用いられている部材の形

状が認定された仕様と異なっていたが、認定を受けた構造方法等の軽微な変更であったので、当該

変更に係る認定を受けずにそのまま施工した。 

2. 既に建築確認を受けた建築物の計画の変更をすることとなったが、階数を減少するものであり、変

更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものであったので、当該計画の

変更に係る建築確認の申請を行わなかった。 

3. 建築基準法第 20 条第一号の基準に適合する建築物として国土交通大臣による構造方法等の認定を

受けた建築物の計画を変更することとなったが、認定を受けた構造方法等の軽微な変更であったの

で、当該変更に係る認定を受けずに、完了検査申請時に軽微な変更説明書を添付した。 

4. 構造設計一級建築士に保有水平耐力計算が必要な高さ 60ｍの建築物の構造設計を依頼したところ、

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の交付を受けたので、構造設計図書に構造

設計一級建築士である旨の表示がされていなかったが、当該構造設計図書により建築確認の申請を

行った。 

 

 

【解説】 ≪正解 2≫ 

1. 法第 68 条の 25 第 1 項。 

構造方法等の認定において、軽微な変更に関する緩和規定はありません。変更をする場合は、改め

て変更に係る認定を受ける必要があります。誤り。 

2. 法第６条１項かっこ書、規則第３条の２第 1 項四号。 

確認を受けた建築物において、計画変更を行う場合、原則として、あらためて確認済証の交付が必

要ですが、規則第３条の２第１項各号に該当する軽微な変更で、建築基準関係規定に適合すること

が明らかなものは除かれています。階数の減少や高さの減少においても、軽微な変更に含まれてい

ます。したがって、設問の記述は適合しています。 

3. 法第６条１項かっこ書。 

超高層建築物（法第 20 条一号）における構造方法等の認定における軽微な変更は、規則第３条の

２に該当する軽微な変更に該当しません。よって、適合しません。 

4. 建築士法第 20 条の２第１項。 

構造設計一級建築士は、その関与が義務づけられている建築物（法第 20 条一号・二号）の構造設

計を行った場合、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りません。し

たがって、適合しません。 

高さ 60m の建築物は、法第 20 条二号に該当します。 

 

 



学科Ⅲ法規 －その他関係法令－ 

最端製図 学科クラブ（一級）                  □□□ 41/71 

2011 年【問題 28】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築主は、床面積の合計が 2,500

㎡の特定建築物を新築するする場合は、当該特定建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合さ

せなければならない。 

2. 「労働安全衛生法」に基づき、事業者は、建設業の仕事で、耐火建築物又は準耐火建築物で、石綿

等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、

原則として、その計画を当該仕事の開始の日の 14 日前までに、労働基準監督署長に届け出なけれ

ばならない。  

3. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、所管行政庁は、階数が２で、かつ、床面積の

合計が 500 ㎡の保育所について、必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは、

その所有者に対し、必要な指示をすることができる。 

4. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、その施工に特定建設資材を使用する

建築物の新築工事で、当該建築物の床面積の合計が 500 ㎡であるものの受注者は、原則として、分

別解体等をしなければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫ 

1. 省エネ法第 11 条第１項、令第 4 条第 1 項により正しい。 

2. 労働安全衛生法第 88 条 3 項、労働安全衛生規則第 90 条五号の二。 

事業者は、建設業の仕事で、耐火・準耐火建築物で石綿等の除去の作業を開始しようとするときは、

原則として、その計画を開始日の 14 日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。

正しい。 

3. 耐震改修促進法第 15 条第２項。 

所管行政庁は、所定の特定既存耐震不適格建築物（保育所は、同法施行令第８条１項十八号に該当）

で、所定の規模（同令第８条第２項二号により床面積 750 ㎡）以上のものについて、その所有者

に対し、必要な指示をすることができます。設問は 500 ㎡なのでできません。誤り。 

床面積が 750 ㎡未満の特定既存耐震不適格建築物である保育所の所有者に対しては、所管行政庁

は、必要な指導及び助言をすることができます。（同法第 15 条第１項） 

4. 建設リサイクル法第９条第１項、第３項、同法施行令第２条第１項二号。 

その施工に特定建設資材を使用する新築工事で、対象建設工事（施行令第２条第１項二号により、

新築工事は、床面積 500 ㎡以上）の受注者は、原則として、分別解体等をしなければならない。正

しい。 
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2011 年【問題 30】 

良好なまちなみ形成のための手法に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「建築基準法」に基づき、建築協定には、建築物に附属する門及び塀の構造に関する基準を定める

ことはできない。 

2. 「都市計画法」に基づき、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法

人は、所定の土地の区域について、市町村に対し、地区計画を定めることを提案することができる。 

3. 「景観法」に基づき、景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あら

かじめ、その計画について、市町村長の認定を受けなければならない。 

4. 「地域における歴史的風致の維特及び向上に関する法律」に基づき、歴史的風致維持向上地区整備

計画においては、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限について定めることができる。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 法第 69 条。 

市町村は、一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又

は建築設備に関する基準についての建築協定を締結することができる旨を、条例で、定めることが

できる。したがって、誤り。 

建築物に附属する門及び塀は、法２条一号より、建築物に該当します。 

2. 都計法第 21 条の２第２項。 

まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人は、所定の土地の区域に

ついて、市町村に対し、地区計画を定めることを提案することができる。正しい。 

3. 景観法第 63 条第１項。 

景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あらかじめ、その計画につ

いて、市町村長の認定を受けなければならない。正しい。 

4. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（地域歴史的風致法）第 31 条第４項二号。

歴史的風致維持向上地区整備計画においては、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限につい

て定めることができる。正しい。 
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2012 年【問題 28】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 非常災害があった場合において、その発生した区域等で特定行政庁が指定するものの内において

は、災害により破損した建築物の応急の修繕又は国等が災害救助のために建築するもので、その災

害が発生した日から 1 月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法及び建築士法の規

定は、適用しない。 

2. ｢建築基準法｣に基づき、災害があった場合において建築する公益上必要な用途に供する応急仮設建

築物については、建築確認の申請は不要であるが、工事完了後３月を超えて当該建築物を存続しよ

うとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならな

い。 

3. ｢特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律｣に基づき、特定行

政庁は、特定非常災害である場合において、応急仮設住宅を存続させる必要があり、所定の要件を

満たすときは、建築基準法による２年以内の許可について、更に 1 年を超えない範囲内で許可の期

間を延長することができる。 

4. ｢土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律｣に基づき、特別警戒区域内に

おいて、予定建築物が分譲住宅である開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ、都

道府県知事の許可を受けなければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 法第 85 条１項、建築士法第３条１項かっこ書。 

非常災害が発生した区域等で、特定行政庁が指定するものの内においては、応急の修繕等で、災害

が発生した日から１月以内に着手する工事については、建築基準法の規定は適用されません。ただ

し、防火地域内においては除かれています。また、建築士法の規定は、第 3 条のかっこ書きなど、

一部適用されない規定がありますが、建築士法全てではありません。したがって、誤りです。 

2. 法第 85 条第３項により、正しい。 

3. 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律（特定非常災害特別

措置法） 第 8 条により正しい。 

4. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（土砂災害防止法）第 10 条１

項、２項により、正しい。 
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2012 年【問題 30】 

民法に規定する不法行為に関するイ～ニの記述について、 高裁判所の判例（平成 19 年７月６日判決及

び平成 23 年７月 21 日判決）において示された判断に照らして、適当なものは、次のうちどれか。 

イ. 建築物の設計者、施工者及び工事監理者は、注意義務を怠ったことにより、建築物としての基本的

な安全性を損なう瑕疵
か し

がある場合には、特段の事情がない限り、これによって生じた損害について

不法行為による賠償責任を負う。 

ロ. 建築物の設計者、施工者及び工事監理者がその業務に関し、不法行為による賠償責任を負うのは、

建築物の基礎や構造躯体に瑕疵
か し

がある場合に限らず、バルコニーの手すり等の瑕疵
か し

も対象となる。 

ハ. 建築物の基本的な安全性を損なう瑕疵
か し

とは、居住者等の生命、身体又は財産に対する現実的な危険

をもたらしている場合に限らず、これを放置するといずれは危険が現実化することとなる場合も含

まれる。 

ニ. 直接の建築請負契約を締結した者に限らず、その者から建築物の譲渡を受けた者であっても、不法

行為責任が認められる場合には、設計者、施工者及び工事監理者に対して、損害賠償請求ができ

る。 

 

1. イとロとハのみ 

2. イとロとニのみ 

3. イとハとニのみ 

4. イとロとハとニ 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫ 

イ、ロ、ハ、ニ、全て、建築物の瑕疵を巡る裁判において、 高裁判所が判断した内容です。したがっ

て、４が正解です。 
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2013 年【問題 27】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相当

の期間を要すると見込まれる場合においては、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁

の認定を申請することができる。  

2. 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、建築物の建築をしようとする者等は、建築物

の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率

的利用のための措置を適確に実施することにより、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資する

よう努めなければならない。  

3. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、特定建設資材を用いた建築物に係る解

体工事で、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が 50㎡であるものの発注者

は、工事に着手する日の 7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。  

4. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約においては、請負人は、注文

者に引き渡した時から 10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵
か し

(構造耐力又は雨水の浸入に影

響のないものを除く。)について、民法第 415 条、第 541 条及び第 542 条並びに同法第 559 条において

準用する同法第 562 条及び第 563 条に規定する担保の責任を負う。 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫ 

1. 長期優良住宅法第５条第３項により、正しい。 

2. エネルギーの使用の合理化に関する法律第 143 条一号により、正しい。 

3. 建設リサイクル法第 10 条第１項により、「対象建設工事」の発注者は、工事に着手する日の 7 日前ま

でに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければなりませんが、設問の工事は、同法９条第１項、

第３項、同法施行令２条第１項一号により、対象建設工事ではありません。したがって、届け出は不

要です。 

80 ㎡あれば対象となり、届け出が必要になります。 

4. 品確法第 94 条第１項により、正しい。 
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2013 年【問題 28】 

契約に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「建築士法」に基づき、建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の業務の受託契約を建築主と締

結しようとする場合において、あらかじめ、管理建築士等をして、所定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。 

2. 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建物の売買の相手方に対して、その契約が成

立するまでの間に、取引主任者をして、所定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。  

3. 「建設業法」に基づき、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、原則として、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らない。  

4. 「建築士法」に基づき、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又は工事監理

以外の業務を受託する場合においては、契約締結後、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を交付し

なければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 建築士法第 24 条の７第１項により、正しい。 

2. 宅建業法第 35 条第１項により、正しい。 

3. 建設業法第 19 条第１項により、正しい。 

4. 建築士法第 24 条の８第１項 

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、所定の

事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければなりません。設計受託契約又は工事監理受託契約

以外の業務を受託する場合は、交付の必要はありません。誤り。 
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2013 年【問題 29】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1.  「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定の申請をしようと

する場合には、あらかじめ、建築基準法に基づく確認済証の交付を受けなければならない。 

2. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、国土交通大臣は、特定建築主の新築

する分譲型一戸建て規格住宅につき、エネルギー消費性能の向上を相当程度行う必要があると認める

ときは、当該特定建築主に対し、その目標を示して、その新築する分譲型一戸建て規格住宅のエネル

ギー消費性能の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。 

3. 「特定住宅瑕疵
か し

担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づき、新築住宅の建設工事の請負人であ

る建設業者又は売主である宅地建物取引業者は、原則として、瑕疵
か し

担保保証金の供託又は瑕疵
か し

担保責

任保険契約の締結のいずれかを行わなければならない。 

4. 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、工事の完了前に新築住宅を販売する際には、

その広告及び契約は、建築確認等所定の処分があった後でなければしてはならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 都市の低炭素化の促進に関する法律第 54 条第２項。 

「低炭素建築物新築等計画」の認定の申請をする者は、所管行政庁に対して、その計画を建築主事に

通知し、建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができます。建築確

認審査を同時に申請することができるため、あらかじめ、確認済証の交付を受ける必要はありません。

誤り。 

2. 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第 30 条により、正しい。 

3. 瑕疵担保履行法第３条第 1 項、第２項かっこ書、同法第 11 条第１項、第２項かっこ書き。 

新築住宅の建設業者・宅地建物収引業者には、品確法による瑕疵担保責任に必要な資金を保証金の供

託又は保険契約の締結により確保することが義務づけられています。正しい。 

4. 宅建業法第 33 条、第 36 条により、正しい。 

 

 

 

 

  



学科Ⅲ法規 －その他関係法令－ 

最端製図 学科クラブ（一級）                  □□□ 48/71 

2013 年【問題 30】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「建築基準法」上、構造計算において、竜巻を考慮した風圧力に対し構造耐力上安全であることを確

かめることは求められていない。  

2. 「建築基準法」上、乗用エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の設置に際し

ては、安全装置として、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が

閉じる前にかごが昇降した場合に自動的にかごを制止する装置を設けなければならない。 

3. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、既存の建築物で不特定かつ多数の者が利用する

一定の建築物の所有者は、所管行政庁から、耐震診断について必要な指示を受けることがある。  

4. 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、既存の建築物で不特定かつ多

数の者が利用する建築物の所有者は、階段のけあげ及び踏面を所定の基準に適合する寸法とするよう

努めなければならない。 

 
 
【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 法第 20 条、令第 83 条第 1 項四号、令第 87 条。 

建築物に作用する荷重及び外力としては、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力、土圧、水

圧、震動及び衝撃などがありますが、竜巻を考慮した風圧力に対しては規定がありません。正しい。 

2. 令第 129 条の 10 第３項一号口により、正しい。 

3. 耐震改修促進法第 15 条第２項により、正しい。 

4. バリアフリー法第 14 条第５項、同法施行令第 12 条。 

設問の建築物は、規模によって円滑化基準に適合させる必要がありますが、円滑化基準にある階段の

規定（施行令第 12 条）には、けあげ・踏面の寸法は定められていません。したがって、誤りです。 
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2014 年【問題 28】 
次の記述のうち、建築基準法及び建築士法上、誤っているものはどれか。 
1. 一級建築士でなければ行ってはならない建築物の設計及び工事監理を二級建築士が行い、工事が施工

された場合、当該建築物の工事施工者は罰則の適用の対象とならないが、当該二級建築士は罰則の適

用の対象となる。 
2. 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、当該建築主及び当該建築士のいずれも罰則の適用の対象となる。 
3. 特定行政庁が特定工程の指定と併せて指定する特定工程後の工程に係る工事を、工事施工者が当該特

定工程に係る中間検査合格証の交付を受ける前に施工した場合、当該工事施工者は罰則の適用の対象

となる。 
4. 法人である建築士事務所の業務として、その代表者又は従業員が、建築基準法の構造耐力の規定に違

反する特殊建築物等を設計し、工事が施工された場合、当該法人は、１億円以下の罰金刑の適用の対

象となる。 
 
 
【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 建築基準法第 101 条第１項一号により、工事施工者は罰則の対象となります。また、建築士法 38 条

三号により、二級建築士も罰則の対象となります。誤り。 

2. 建築基準法第 98 条第 1 項二号、第２項。同法第 20 条第１項一号～三号又は四号。構造関係規定に

違反し、その違反が建築主の故意によるものであるときは、建築士と建築主はいずれも罰則の適用の

対象となります。 

3. 建築基準法第 99 条第 1 項二号。同法第７条の３第６項。中間検査の合格証の交付前にその後の工程

の施工を行なってはいけません。罰則の適用の対象となります。 

4. 建築基準法第 105 条一号、法第 98 条第１項二号により正しい。 
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2014 年【問題 29】 
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 
1. 「建設業法」に基づき、建設業者は、注文者から請負代金の額が 2,500 万円の集会場の建築一式工事

を請け負った場合、当該工事を施工するときは、当該工事現場に置く主任技術者を専任の者としなく

てもよい。 
2. 「景観法」に基づき、景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あらか

じめ、その計画が、所定の規定に適合するものであることについて、市町村長の認定を受けなければ

ならない。 
3. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約にお

いては、住宅の構造耐力上主要な部分等について、引き渡した時から 10 年間の瑕疵
か し

担保責任を義務づ

けており、これに反する特約で注文者又は買主に不利なものは無効とされる。 
4. 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業を営もうとする者は、２以上の都道府県の区域内に

事務所(本店、支店等)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、事務所を設置する都道府県

ごとに、当該都道府県知事の免許を受けなければならない。 
 
 
【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 建設業法第 26 条第 1 項により、建設業者は、請け負った工事を施工するときは、主任技術者を置か

なければなりません。また、第３項により、政令で定める工事については、その主任技術者は、専任の

者である必要があります。同法施行令第 27 条第１項三号ヌより、設問の集会場は 7,000 万円以上で

はありませんので、専任の主任技術者でなくても構いません。正しい。 

2. 景観法第 63 条第１項により正しい。 

3. 品確法第 94 条第１項、第２項、同法第 95 条第１項、第２項により正しい。 

4. 宅建業法第３条第１項。宅地建物取引業を営もうとする者は、２以上の都道府県に事務所を設置する

場合、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。事務所を設置する都道府県ごとに都道府県知

事の免許ではありません。誤り。 
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2014 年【問題 30】 
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 
1. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、延べ面積 10,000 ㎡、地上４階建ての既存耐震不

適格建築物である病院であって、耐震不明建築物であるものの所有者は、耐震診断を行い、その結果

を所定の期日までに所管行政庁に報告しなければならない。 
2. 「建築基準法」に基づき、延べ面積 1,000 ㎡、地上４階建ての患者の収容施設がある診療所(国、都道

府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者等は、当該建

築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一定の資格を有する者に、その状況の調査をさせ

て、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 
3. 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、延べ面積 3,000 ㎡の病院で、

建築時には建築物移動等円滑化基準への適合義務がなかった建築物の建築主等は、当該基準に適合さ

せるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、毎年度、その措置の状況について所管行政庁に

報告しなければならない。 
4. 「建築士法」に基づき、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月以内に都道府県知事に提出するとともに、業務に関する図書で所属す

る建築士が建築士事務所の業務として作成した所定の設計図書を作成した日から 15 年間保存しなけ

ればならない。 
 

 

【解説】 ≪正解 3≫ 

1. 耐震改修促進法附則第３条１項一号、同法施行令附則第２条第１項二号イ。要緊急安全確認大規模建

築物の所有者は、当該建築物について、耐震診断を行い、その結果を所定の期日（平成 27 年 12 月

31 日）までに所管行政庁に報告しなければなりません。（当時の規定により） 

既存耐震不適格建築物である病院の場合、階数が３以上で床面積 5, 000ｍ2 以上のものが、要緊急安全確

認大規模建築物に該当します。 

2. 建築基準法第 12 条第 1 項、施行令第 16 条１項三号により正しい。 

3. バリアフリー法第 14 条第５項。3,000ｍ2 の病院は、特別特定建築物に該当しますが、設問の病院は

既存であるため、円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない（努

力義務）となっています。所管行政庁への報告義務までは規定されていません。誤り。 

4. 建築士法第 23 条の６、同法第 24 条の４第２項、同法施行規則第 21 条第４項、第５項。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

に都道府県知事に提出しなければなりません。また、業務に関する図書で所属する建築士が建築士事

務所の業務として作成した所定の設計図書を作成した日から 15 年間保存しなければなりません。正

しい。 
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2015 年【問題 27】 
次の法律とその法律に規定されている用語との組合せのうち、誤っているものはどれか。 
 

 
法 律 法律に規定されている用語 

1. 都市計画法 特定工作物 

2. 建築物の耐震改修の促進に関する法律 計画認定建築物 

3. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 特定建築物 

4. 
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関 
する法律 

特別特定建築物 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫  

1. 都計法第４条第 11 項。｢特定工作物｣とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境悪化をも

たらすおそれがある工作物で、政令で定めるもの、又はゴルフコースその他大規模な工作物で、政令

で定めるものをいいます。正しい。 

2. 耐震改修促進法第 19 条。｢計画認定建築物｣とは、計画の認定（同法第 17 条）を受けた計画に係る

建築物をいいます。正しい。 

3. 長期優良住宅法に｢特定建築物｣は規定されていません。誤り。 

4. バリアフリー法第２条十七号。｢特別特定建築物｣とは、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として

高齢者、障害者等が利用する特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定め

るものをいいます。特定建築物は、その前の十六号に定義されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

この問題は、規定されているところを全て探さな

いといけないので、ちょっと大変です。時間を使い過

ぎないよう注意してください。 

特定建築物は、知っている人も多いと思いますの

で、できるだけ、怪しいと思うところから攻めていき

ましょう。 
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2015 年【問題 28】 
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 
1. 「建築士法」に基づき、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。 
2. 「建築士法」に基づき、建築士事務所の開設者は、延べ面積 1,000 ㎡、地上３階建ての共同住宅の新

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。 
3. 「建設業法」に基づき、請負人は、その請け負った建設工事の施工について、工事監理を行う建築士

から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があると

きは、直ちに、注文者に対して、その理由を報告しなければならない。 
4. 「建設業法」に基づき、建設工事の元請負人は、請け負った共同住宅の新築工事については、あらか

じめ発注者の書面による承諾を得た場合においては、一括して他人に請け負わせることができる。 
 

 

【解説】 ≪正解 4≫  

1. 建築士法第 18 条第３項により、正しい。 

2. 建築士法第 24 条の３第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、延べ

面積が 300ｍ2 を超える建築物の新築工事については、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。 

3. 建設業法第 23 条の２により、正しい。 

4. 建設業法第 22 条第１項により、建設業者は、原則として、その請け負った建設工事を、一括して他

人に請け負わせてはなりませんが、第３項により、政令（施行令第６条の３）で定めるもの以外の工

事において、発注者の書面による承諾を得た時は、できるとされています。ただし、共同住宅の新築

工事は、政令で定められているものに該当しますので、一括して他人に請け負わせることができませ

ん。誤りです。 

 

 

 

 

 

 

  

一括して他人に請け負わせることを

「丸投げ」とも言います。 

自社で請けた仕事は、責任を持って

自社で行ないたいですね。 
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2015 年【問題 30】 
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. 確認済証の交付に当たっての審査において、建築主事による必要な事項についての質問に対して、当

該建築物の設計者である建築士が虚偽の答弁をした場合においては、当該建築士は罰則の適用の対象

となる。 
2. 建築主により工事監理者が定められていないまま、一級建築士でなければ設計できない建築物の工事

をした場合においては、当該建築物の工事施工者は罰則の適用の対象となる。 
3. 建築主は、設備設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物の工事をする場合においては、設備設

計一級建築士である工事監理者を定めなければならない。 
4. 構造設計一級建築士は、建築士事務所に属せず、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。 
 

 

【解説】 ≪正解 3≫  

1. 基準法第 12 条第７項により、建築主事は、確認済証の交付における審査について、設計者に対し質

問をすることができます。また、基準法第 99 条第１項七号により、この質問に対して答弁せず、又

は虚偽の答弁をした者は、１年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処せられます。正しい。 

2. 設問は、基準法第５条の６第 4 項に違反しており、第 5 項に該当しています。基準法第 101 条第１

項一号により、その工事施工者は、罰則の対象となります。正しい。 

3. 建築士法 20 条の３第１項により、階数が 3 以上で床面積が 5,000ｍ2 を超える建築物の設計を行な

った場合においては、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りませんが、

建築士法第３条第１項による、【一級建築士でなければできない設計・工事監理】においては、設備設

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。誤り。 

4. 建築士法第 22 条の２第四号により、正しい。構造設計一級建築士定期講習は、建築士事務所に属し

ていなくても、受けなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１、と２、は、これが罰則の対象とならなかっ

たらおかしいと判断できそうですよ。 

３、と４、から調べていきましょう。 
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2016 年【問題 28】 

次の法律とその法律又は政令で用いられている用語との組合せのうち、誤っているものはどれか。 

 

 法 律 法律又は政令で用いられている用語 

1. 宅地造成等規制法 急傾斜地崩壊危険区域 

2. 都市計画法 特例容積率適用地区 

3. 都市再生特別措置法 特定用途誘導地区 

4. 建築基準法 特定避難時間 

 

 
 
【解説】 ≪正解 1≫  

1. 急傾斜地崩壊危険区域は、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」の第３条第１項に規定さ

れています。宅地造成等規制法では用いられていません。 

2. 特例容積率適用地区は、都計法第８条第１項二号の三、第９条第 15 項に規定されています。 

3. 特定用途誘導地区は、都市再生特別措置法第 109 条第１項に規定されています。 

4. 特定避難時間は、建築基準法施行令第 110 条第一号の表に規定されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

この問題は知らないと解けないです。

わからなければ後回しにしてください。 

ちなみに、都市再生特別措置法 109

条は、掲載されている法令集とされてい

ない法令集があります。 
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2016 年【問題 29】 

契約に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「建築士法」に基づき、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及び工事監理

以外の業務を受託する場合においては、契約締結後、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を交付し

なければならない。 

2. 「建築士法」に基づき、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

結しようとする場合においては、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士等をして、所定の事項

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。 

3. 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建築工事の完了前に新築住宅を販売する際に

は、その広告、契約及び媒介については、建築確認等所定の処分があった後でなければしてはならな

い。 

4. 「建設業法」に基づき、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、原則として、工事内

容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期、請負代金の支払いの時期及び方法、契約に

関する紛争の解決方法、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。 

 
 
【解説】 ≪正解 1≫  

1. 建築士法第 24 条の８第１項より、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、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、規定されていません。 

なお、同法第 22 条の３の３の契約の際に行なう契約の書面の相互交付においても、300ｍ2 を超え

る建築物の設計又は工事監理の受託契約が対象となっています。 

2. 建築士法第 24 条の７第 1 項により正しい。 

3. 宅建業法第 33 条、同法第 36 条により正しい。宅地建物取引業者は、宅地造成又は建築工事完了前

においては、都市計画法の許可、建築確認等の処分があった後でなければ、広告や売買などの契約を

行なってはいけません。 

買いたいという人が現れてから、工事ができないなんてことが起きてはだめですからね。 

4. 建設業法第 19 条第１項により正しい。 

 
 
 
 
  

法規は 105 分で 30 問です。 

つまり、1 問を 3 分半で解かなくてはなりません。

全てを法令集で引く時間はないのです。 
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2016 年【問題 30】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建物の売買の相手方等に対して、その契約が

成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、所定の事項を記載した書面等を交付して説明をさせな

ければならない。 

2. 「駐車場法」に基づき、商業地域内において、延べ面積が 2,000 ㎡以上の建築物を新築しようとする

場合は、同法による条例により、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を設けなければなら

ないことがある。 

3. 「都市計画法」に基づき、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人

は、所定の土地の区域について、都道府県に対し、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

を提案することができる。 

4. 「浄化槽法」に基づき、浄化槽管理者等は、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について、都道府県

知事から、必要な助言、指導又は勧告を受けることがある。 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫  

1. 宅建業法第 35 条第１項により正しい。 

2. 駐車場法第 20 条第１項により正しい。 

大きな店舗ができると車で来る人も多くなります。近隣の駐車場で対応できない場合、路上駐車などの問題

が起きてきます。 

3. 都計法第 21 条の２第２項より、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活

動法人等は、所定の土地の区域について、都道府県又は市町村に対し、都市計画の決定又は変更をす

ることを提案することができるとありますが、同条第１項かっこ書により、この都市計画から都市計

画区域の整備、開発及び保全の方針は除かれています。誤り。 

4. 浄化槽法第 12 条第１項により正しい。 
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2017 年【問題 27】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約においては、請負人は、注文

者に引き渡した時から 10 年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影

響のないものを除く。)について、民法第 634 条第１項及び第２項前段に規定する担保の責任を負う。 

2. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、その施工に特定建設資材を使用する建

築物の床面積 200m2 の増築の工事(請負代金の額が 4,000 万円)で、当該建築物の増築後の床面積の合

計が 500m2であるものの受注者は、原則として、分別解体等をしなければならない。 

3. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相当

の期間を要すると見込まれる場合においては、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁

の認定を申請することができる。 

4. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築主等は、エネルギー消費性能の

向上のための建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとするときは、建築物エネルギー消費性

能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。 

 

 
【解説】 ≪正解 2≫ 

1. 品確法第 94 条１項により正しい。 

2. 建設リサイクル法第９条第１項に、分別解体等をしなければならないという規定があり、その第３項

に、その規模に関する規定（施行令第２条）があります。その令第 2 条の第１項二号及び三号を見て

みると、増築部分は 500m2、請負代金は 1 億となっていますので、設問の規模は該当しません。し

たがって、分別解体等の対象とはなりません。誤りです。 

3. 長期優良住宅法第５条第３項により正しい。 

4. 省エネ法第 34 条第１項により、修繕等をする時は、計画書を作成し、認定を申請することができま

す。正しい。空気調和設備の改修は、同法第 6 条 2 項により、修繕等に含まれます。 

 

 

 

 

 

  

 品確法は、「住宅の品質確保の促進に関する法律」 

建設リサイクル法は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 

長期優良住宅法は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」 

省エネ法は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」ですよ。 

あと、バリアフリー法は、 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」です。 
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2017 年【問題 29】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「宅地造成等規制法」に基づき、宅地造成工事規制区域内において、切土のみの宅地造成に関する工

事であって、切土をする土地の面積が 500m2で、高さ２m の崖を生ずることになる場合には、造成主は、

原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。 

2. 「水道法」に基づき、給水装置における家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避

けること等により漏水時の修理を容易に行うことができるようにしなければならない。 

3. 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、特別警戒区域内に

おいて、予定建築物が分譲住宅である開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ、都道

府県知事の許可を受けなければならない。 

4. 「都市計画法」に基づき、開発許可の申請に当たって、一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に

関する技術に関して２年以上の実務の経験を有するものは、開発区域の面積が 20ha 未満の開発行為に

関する設計に係る設計図書を作成することができる。 

 

 
【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 宅地造成等規制法第８条第１項より、宅地造成工事規制区域内で行なわれる宅地造成に関する工事は、

原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりませんが、設問の工事は、施行令第３条一号及

び四号の規模に該当しませんので、宅造法第２条二号により、宅地造成には該当しません。したがっ

て、許可は不要です。 

2. 水道法第 16 条、同法施行令第 6 条第２項、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第１条第３

項により正しい。 

3. 土砂災害防止法第 10 条第１項、第２項により正しい。 

設問の分譲住宅は、制限用途である住宅（自己の居住の用に供するものを除く）に該当します。 

4. 都計法第 31 条より、開発許可の申請において、設計に係る設計図書は、所定の資格を有する者の作

成したものでなければなりません。一級建築士で宅地開発に関する技術に関して２年以上の実務の経

験を有するものは、同規則第 19 条一号ヘより、開発区域の面積が 20ha 未満の開発行為に関する設

計に係る設計図書を作成することができます。 

 

  
 宅造法第 8 条のところに、令 3 条〇〇ページ

と書いておいてください。 

 

 ２、はちょっと難しいです。時間を取られないよ

う注意してください。特に気になる文章ではな

さそうなので、他を疑ってもいいでしょう。 
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2017 年【問題 30】 

次の記述のうち、建築基準法及び建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 特定行政庁が特定工程の指定と併せて指定する特定工程後の工程に係る工事を、工事施工者が当該特

定工程に係る中間検査合格証の交付を受ける前に施工した場合、当該工事施工者は罰則の適用の対象

となる。 

2. 一級建築士でなければ行ってはならない建築物の設計及び工事監理を二級建築士が行い、工事が施工

された場合、当該建築物の工事施工者は罰則の適用の対象とならないが、当該二級建築士は罰則の適

用の対象となる。 

3. 患者の収容施設がある地上３階、床面積 300m2の診療所(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建

築物を除く。)の所有者等は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一定の資格を

有する者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 

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するとともに、所定の業務に関

する事項を記載した帳簿を備え付け、各事業年度の末日にその帳簿を閉鎖し、その翌日から 15 年間保

存しなければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 2≫ 

1. 基準法第 99 条第１項二号より正しい。法第７条の３第６項（中間検査）に違反した場合、工事施工

者は、１年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金の対象となります。 

2. 基準法第 101 条第１項一号より、同法第５条の６第１項（設計及び工事監理）に違反した場合、工事

施工者は、100 万円以下の罰金に処されます。誤り。 

なお、建築士法第 38 条三号により、二級建築士も罰則の適用の対象となります。 

3. 法第 12 条第１項より正しい。設問の建物は、政令（令第 16 条第１項）で定める建築物の有者等は、

定期的に、一級建築士等に状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。

設問の建築物は、令第 16 条第１項三号に該当します。 

4. 建築士法第 23 条の６より正しい。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。 

また、同法第 24 条の４第１項、同法施行規則第 21 条第３項より、帳簿保存する期間は、15 年で

す。 
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2018 年【問題 27】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「景観法」に基づき、景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あらか

じめ、その計画が、所定の規定に適合するものであることについて、市町村長の認定を受けなければ

ならない。 

2. 「都市緑地法」に基づき、緑化地域内において、敷地面積が 1,000 ㎡の建築物の新築又は増築をしよ

うとする者は、原則として、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた

建築物の緑化率の 低限度以上としなければならない。 

3. 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災害特別警戒

区域内において、予定建築物の用途が店舗である都市計画法に基づく開発行為をしようとする者は、

原則として、あらかじめ、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に

基づく都道府県知事の許可を受けなければならない。 

4. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、特定既存耐震不適格建築物の所有者は、当該建

築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められる

ときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫ 

1. 景観法第 63 条第１項により、正しい。 

2. 都市緑地法第 35 条第１項、同法施行令第９条により、正しい。 

3. 土砂災害防止法第 10 条第１項、第２項。 

特別警戒区域内において、特定開発行為（制限用途に該当する予定建築物のための開発行為）をしよ

うとする者は、原則として、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければなりませんが、設問の

店舗は、制限用途に該当しませんので、都道府県知事の許可は不要です。誤り。 

4. 耐震改修促進法第 14 条により、正しい。 
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2018 年【問題 28】 

木造の建築物に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「建築基準法」に基づき、延べ面積 1,500 ㎡、高さ 13m、軒の高さ 10m の木造の平家建ての体育館に

ついては、許容応力度等計算により構造耐力上の安全性を確かめることができる。 

2. 「建築基準法」に基づき、防火地域及び準防火地域以外の区域内における、延べ面積 1,800 ㎡、耐火

建築物及び準耐火建築物以外の木造の地上 2階建ての図書館については、床面積の合計 1,000 ㎡以内

ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。 

3. 「消防法」に基づき、延べ面積 600 ㎡、木造の地上 2階建ての旅館（無窓階を有しないものとし、

少量危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないもの）については、所定の基準に従って屋内

消火栓設備を設置した場合には、原則として、消火器具の設置個数を減少することができる。 

4. 「建築士法」に基づき、延べ面積 500 ㎡、高さ 14m、軒の高さ 9mの木造の地上 3階建ての共同住宅

の新築については、一級建築士事務所の管理建築士の監督の下に、当該建築士事務所に属する二級建

築士が工事監理をすることができる。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 法第 20 条第１項二号、令第 81 条第２項二号イ。 

高さが 13m 又は軒の高さが９ｍを超える木造の建築物（法６条第１項二号に該当）は、法第 20 条

第１項二号イにより、政令（令第 81 条第２項二号イ）で定める基準に従った構造計算（許容応力度

等計算）で安全性を確かめることができます。正しい。 

2. 法第 26 条により、正しい。 

延べ面積が 1, 000ｍ2 を超える建築物（耐火建築物及び準耐火建築物、その他定めるものを除く）

は、原則として、防火壁によって 1, 000ｍ2 以内ごとに区画しなければなりません。 

3. 消防法施行令第 10 条第１項、第３項。 

設問の旅館は、同令別表第一(5)項イに該当しますので、延べ面積が 150ｍ2 以上のものは、消火器

具を設置しなければなりません。ただし、同条第３項の基準に従って、屋内消火栓設備などを設置し

た場合は、消火器具の設置個数を減少することができます。正しい。 

4. 建築士法第３条第１項。 

設問の共同住宅は、一級建築士でなければ設計をしてはなりません。工事監理も同じです。誤り。 
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2018 年【問題 30】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させる

ための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、建築基準法第 52 条第

1項に基づく容積率の算定の基礎となる延べ面積には、一定の限度内の床面積は、算入しないものと

する。 

2. 「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定を申請する者は、

所管行政庁に対し、当該計画を建築主事に通知し、当該計画が建築基準法に規定する建築基準関係規

定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。 

3. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判

定を受けた者は、建築基準法に基づく確認申請書を建築主事に提出するときに、併せて適合判定通知

書又はその写しを提出しなければならない。 

4. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築物エネルギー消費性能向上計画

の認定を受けたときは、当該建築物の新築等のうち、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けな

ければならないものについては、原則として、適合判定通知書の交付を受けたものとみなされる。 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫ 

1. 都市の低炭素化の促進に関する法律第 60 条により、正しい。 

2. 都市の低炭素化の促進に関する法律第 54 条第２項により、正しい。 

3. 建築物省エネ法第 12 条第６項、第７項。 

建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築主は、建築主事又は指定確認検査機関に、適合判

定通知書又はその写しを提出しなければなりませんが、確認申請書を提出する時に併せて提出しなけ

ればならないという旨は規定されていません。誤り。 

4. 建築物省エネ法第 35 条第８項により、正しい。 
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2019 年【問題 27】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約にお

ける瑕疵
か し

担保責任の特例において、「住宅の構造耐力上主要な部分等」には、「雨水を排除するため住

宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分」は含まれない。 

2. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該建

築物について耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐

震改修を行うよう努めなければならない。 

3. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、特定建設資材を用いた建築物に係る解

体工事で、当該建築物（当該解体工事に係る部分に限る。）の床面積の合計が 100 ㎡であるものの発

注者は、工事に着手する日の 7 日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 

4. 「労働安全衛生法」に基づき、事業者は、建設業の仕事において、耐火建築物又は準耐火建築物で、石

綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、

その計画を当該仕事の開始の日の 14 日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 品確法施行令第５条第２項第二号により、雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅

の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分は、「住宅の構造耐力上主要な部分等」に含まれます。

誤り。 

「住宅の構造耐力上主要な部分等」は、品確法第 94 条第１項及び第 95 条第１項に出てきます。 

2. 耐震改修促進法第 11 条により、正しい。 

3. 建設リサイクル法第９条第１項及び第３項、同法施行令第２条第１項第一号により、特定建設資材を

用いた建築物等に係る解体工事で、当該建築物（当該解体工事に係る部分に限る。）の床面積の合計が

80ｍ2 以上である場合は、同法第 10 条第１項により、発注者は、工事に着手する日の７日前までに、

所定の事項を都道府県知事に届け出なければなりません。正しい。 

4. 労働安全衛生法第 88 条第３項及び規則第 90 条第五号の二により、正しい。 
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2019 年【問題 29】 

次の法律とその法律で用いられている防災に関連する用語との組合せのうち、誤っているものはどれか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫ 

1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則附則第３条において、定義がされています。 

病院や劇場、小学校、老人ホームなどの建築物のうち、既存耐震不適格建築物であって、緊急に安全性を確

かめる必要がある大規模なもの。 

2. 建築基準法第 39 条において、定められています。 

地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定すること

ができます。 

3. 土砂災害特別警戒区域は、宅地造成等規制法ではなく、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対

策の推進に関する法律第９条に定められています。誤り。 

4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第 31 条において、定められています。 

 

 

 

 

  

 法  律 法律で用いられている防災に関連する用語

1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律 要緊急安全確認大規模建築物 

2. 建築基準法 災害危険区域 

3. 宅地造成等規制法 土砂災害特別警戒区域 

4. 
密集市街地における防災街区の整備の促進

に関する法律 
特定防災街区整備地区 
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2019 年【問題 30】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、特定建築物以外の建築物の新築にお

いて、建築主が所定の事項に関する計画を所管行政庁に届け出なければならないのは、床面積の合計

が 2,000 ㎡以上の場合である。 

2. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期優良住宅建築等計画の認定を申請する者

は、所管行政庁に対し、当該計画を建築主事に通知し、当該計画が建築基準法に規定する建築基準関

係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。 

3. 「景観法」に基づき、景観計画区域内において、建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あ

らかじめ、所定の事項を景観行政団体の長に届け出なければならず、景観行政団体がその届出を受理

した日から 30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。 

4. 「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定を受けた者は、当

該認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更をしようとするときは、原則として、所定の申請書等

を提出して所管行政庁の認定を受けなければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 建築物省エネ法第 19 条第１項第一号、同法施行令第８条第１項により、特定建築物以外の建築物で、

その床面積の合計が 300ｍ2 以上のものを新築しようとするときは、当該建築物の建築主は、その工

事に着手する日の 21 日前までに、所定の計画を所管行政庁に届け出なければなりません。誤り。 

2. 長期優良住宅法第６条第２項により、正しい。 

同法第５条第１項から第３項までに規定する計画の認定を申請する者は、所管行政庁に対し、当該所

管行政庁が当該申請に係る長期優良住宅建築等計画（住宅の建築に係る部分に限る。）を建築主事に通

知し、建築基準法第６条第１項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう

申し出ることができます。 

3. 景観法第 16 条第１項第一号により、景観計画区域内において、建築物の建築等をしようとする者は、

所定の事項を景観行政団体の長に届け出なければなりません。 

また、同法第 18 条第１項により、景観行政団体がその届出を受理した日から 30 日を経過した後で

なければ、当該届出に係る行為に着手してはなりません。正しい。 

4. 都市の低炭素化の促進に関する法律第 55 条第１項により、正しい。 
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2020 年【問題 29】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「景観法」に基づき、景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる模様替をしよう

とする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法等について、景観行政団体の長の許可

を受けなければならない。 

2. 「労働安全衛生法」に基づき、事業者は、高さが 5m 以上のコンクリート造の工作物の解体の作業につ

いては、作業主任者を選任しなければならない。 

3. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、解体工事業を営もうとする者は、建設

業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けている場合を除き、

当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 

4. 「労働安全衛生法」に基づく石綿障害予防規則により、事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、

あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果

を記録しておかなければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 景観法 16 条１項一号。 

景観計画区域内において、建築物の建築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替、色彩の変

更をしようとする者は、行為の種類、場所等の事項を景観行政団体の長に届け出なければなりません。

許可ではなく届出ですので、誤りです。 

2. 労安法 14 条、同法施行令６条十五号の五により、正しい。 

3. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）21 条１項により、正しい。 

4. 石綿障害予防規則３条１項により、正しい。 

 

  



学科Ⅲ法規 －その他関係法令－ 

最端製図 学科クラブ（一級）                  □□□ 68/71 

2020 年【問題 30】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価

書の写しを請負契約書に添付した場合においては、当該設計住宅性能評価書の写しに表示された性能

を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。 

2. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築主は、特定建築物以外の建築物

で床面積の合計が 300m 以上のものを新築をしようとするときは、所定の事項に関する計画の所管行

政庁への届出に併せて、建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして、登録建築物エネ

ルギー消費性能判定機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価の結果を記載した書面を提

出することができる。 

3. 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、既存の建物の売買の相手方等に対して、その

契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、建物状況調査を実施している場合におけるその

結果の概要、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況等、所定の事項を記載した書

面等を交付して説明をさせなければならない。 

4. 「宅地造成等規制法」に基づき、宅地造成工事規制区域内において、盛土のみの宅地造成に関する工

事であって、盛土をする土地の面積が 500m で、高さ 1m の崖を生ずることとなる場合には、造成主は、

原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 品確法６条１項により、正しい。 

2. 建築物省エネ法 19 条１項、４項、同法施行令８条により、正しい。 

3. 宅建業法 35 条１項六号の二により、正しい。 

4. 宅造法８条１項により、宅地造成工事規制区域内で行われる宅地造成に関する工事については、着手

前に都道府県知事の許可を受けなければなりませんが、設問の工事は、同法施行令３条（一号から四

号）のいずれにも該当しませんので、許可を受ける必要はありません。 

面積が 500ｍ2 を超える場合は四号、高さが 1ｍを超える場合は一号に当てはまりますので、宅地造成に

該当し、許可が必要となります。 

 

  



学科Ⅲ法規 －その他関係法令－ 

最端製図 学科クラブ（一級）                  □□□ 69/71 

2021 年【問題 28】 

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるため

の措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、建築基準法第 52 条第 1 項に基づく

容積率の算定の基礎となる延べ面積には、当該建築物の延べ面積の を限度に算入しないものとする。 

2. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、一戸建ての請負型規格住宅を 1 年間に新

たに 300 戸建設する特定建設工事業者は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な

住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。 

3. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格

建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、当該既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、

必要に応じ、当該既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。 

4. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約において

は、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵
か し

（構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。）について

担保の責任を負うべき期間を、引き渡した時から 20 年間とすることができる。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 都市の低炭素化の促進に関する法律 60 条、同法施行令 13 条 

引くことができるのは、1/10 ではなく、1 /20 です。したがって、誤り。 

蓄電池や蓄熱層などの設置スペースを必要とする場合の優遇措置です。 

2. 建築物省エネ法 31 条、32 条１項、同法施行令 13 条一号により、正しい。 

長屋や共同住宅の場合は、1,000 戸以上ですね。 

3. 耐震改修促進法 16 条１項により、正しい。 

4. 品確法 97 条により、正しい。 

 

 

 

 

 

 

 

  

各種法令に関する問題は、目次から 

入る方法があります。既出の部分は、 

目次にもチェックしておいてください。 
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2021 年【問題 29】 

以下の条件に該当する建築物の設計に際して、建築基準法又は建築士法の規定の適用に関する建築士事務所

の開設者又は設計者の判断として、次の記述のうち、建築基準法又は建築士法に適合しないものはどれか。 

【条件】 

・規   模：地上 4 階建て（避難階は 1 階のみ） 

・延べ面積：2,000 m2（各階の床面積は 500 m2） 

・用   途： 1 階の一部 スーパーマーケット（床面積 400 m2）、 1 階の一部及び 2～4 階 共同住宅 

・立   地：第一種中高層住居専用地域 

1. 当該建築物の新築に係る設計受託契約を締結する際に、建築士の氏名、報酬の額及び支払の時期、契約の

解除に関する事項などを記載した書面を、署名をして、建築主との間で相互に交付することとした。 

2. 用途地域に基づく建築物の用途の制限に関し、良好な住居の環境を害するおそれ
・ ・ ・

がないものとして特定行政

庁の許可を受けることとした。 

3. 2 階から 4 階までの各階においては 1 階に通ずる直通階段を二つ設け、かつ、 1 階のスーパーマーケッ

トにおける屋外への出口の幅の合計を 300 cm とすることとした。 

4. 共同住宅とスーパーマーケットとを耐火構造とした床及び壁で区画し、その開口部には特定防火設備を設け

ることとした。 

 

 

【解説】 ≪正解 2≫ 

1. 建築士法 22 条の３の３第１項により、正しい。 

2. 法 48 条３項、法別表第２(は)項 

物品販売業を営む店舗（(は)項五号）は、２階以下で 500m2 以内であれば建築可能です。また、共同

住宅（(は)項一号、(い)項三号）も、第一種中高層住居専用地域内に建築可能です。したがって、許可を

受けなくても建築することができます。誤り。 

3. 令 121 条１項五号、２項により、共同住宅の用途に供する階で、その階の居室の床面積の合計が 200

ｍ2 を超えるものは、２以上の直通階段を設けなければなりません。 

各階の居室の床面積はわかりませんが、いずれの場合でも適合しています。 

令 125 条３項に出入口の幅の規定がありますが、令 121 条１項二号により、床面積が 1,500 m2 を

超えていませんので適用はされません。 

仮に適用される場合でも、400 m2×60cm/100 m2＝240cm なので、クリアしています。 

4. 令 112 条 18 項により、正しい。 

建築物の一部が法 27 条に該当する特殊建築物の場合、特殊建築物の部分とその他の部分とを１時間

準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければなりません。（異種用途区画です。） 

設問の記述は耐火構造ですが、１時間準耐火構造よりも優れていますので問題ありません。 
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2021 年【問題 30】 

 次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 

1. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、特定建設資材を用いた建築物に係る解体工

事において、当該解体工事に係る部分の床面積の合計が 80 m2 以上の場合は、当該工事の発注者又は自

主施工者は、工事に着手する日の 7 日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 

2. 「都市計画法」に基づき、開発許可の申請に当たって、宅地開発に関する技術に関して 2 年以上の実務経

験を有していない者であっても、開発区域の面積が 1 ha 未満の開発行為に関する設計に係る設計図書を作

成することができる。 

3. 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災害特別警戒区域

内において、予定建築物が自己の居住の用に供する住宅である開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都

道府県知事の許可を受けなければならない。 

4. 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建築工事の完了前に新築住宅を販売する際には、そ

の広告、契約及び媒介については、建築基準法第 6 条第 1 項の確認等所定の処分があった後でなけれ

ばしてはならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫ 

1. 建設リサイクル法 10 条１項により、対象建設工事の発注者又は自主施工者は、原則として、工事に

着手する日の７日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければなりません。 

同法９条１項、３項、同法施行令２条１項一号により、設問の工事は対象建設工事であり、床面積も

80ｍ2 以上が必要な規模になりますので、記述は正しいです。 

建設リサイクル法：建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

2. 都計法 31 条により、開発行為の設計図書は、所定の資格（規則 19 条一号）を持っているものでな

いと作成できませんが、規則 18 条により、開発区域の面積が 1ha 以上となっていますので、設問の

場合は、資格は不要になります。よって、正しい。 

3. 土砂災害防止法 10 条１項、２項 

特別警戒区域内において、特定開発行為（予定建築物の用途が制限用途であるもの）をしようとする

者は、原則として、都道府県知事の許可を受ける必要がありますが、２項かっこ書きにより、自己の

居住の用に供する住宅は除かれていますので、許可は不要です。よって、誤り。 

4. 宅建業法 33 条、36 条により、正しい。 

 
 
 
 
 
 
 

お疲れ様でした。 

頑張った時は、ご褒美を決めておくと、

モチベーションの維持やアップを図るこ

とができますよ。 


