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【問題１】次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 
1. 同一敷地内に二つの平家建ての建築物(延べ面積はそれぞれ 400 ㎡及び 250 ㎡とし、いずれも

耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離

を４m とする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれ
・ ・ ・

のある部分」を有している。 

2. 日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、日影時間を測定する水平面の
高さを算定する場合における「平均地盤面からの高さ」とは、当該建築物が周囲の地面と接す
る位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいい、その接する位置の高低差が３m を超え
る場合においては、その高低差３m 以内ごとの平均の高さにおける水平面からの高さをいう。 

3. 「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性
能をいう。 

4. 宅地造成等規制法第８条第１項及び第 12 条第１項並びにこれらの規定に基づく命令及び条例
の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。 

 
【解説】 ≪正解 2≫ 

1. 法第２条第六号により、正しい。同一敷地内に２以上の建築物がある場合は、相互の外壁間の

中心線から、１階で３ｍ以下にある部分は延焼のおそれのある部分となります。設問は、外壁

間の距離が４ｍなので、外壁間の中心線からは２ｍとなり、延焼のおそれのある部分を有して

いることになります。延べ面積の合計が 500 ㎡以内の建築物の場合は、１つの建築物とみなしま

すので、間から延焼のおそれのある部分が発生することはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 法第 56 条の２第１項、法別表第 4（下部分）より、日影規制における平均地盤面からの高さ

とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さです。この場

合、平均地盤面は１つということになります。誤り。設問は、令第２条第２項による地盤面のこ

とです。 

3. 法第 2 条九号のニロかっこ書きにより、正しい。 

4. 法第６条第１項に「建築基準関係規定」という言葉が出てきます。そこには、この法律並びに

これに基づく命令及び条例の規定、その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並び

にこれに基づく命令及び条例の規定で政令（令第９条）で定めるもの。となっています。宅地

造成等規制法は、令第 9 条九号に該当しています。 

500 ㎡を超える場合 相互の外壁間の中心から、
延焼のおそれのある部分となります。 

500 ㎡以内の場合 １つの建物とみなすので、
間に延焼の恐れのある部分はできません。 

延焼の恐れの 

ある部分 



【問題２】面積、高さ、階数等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 
1. 建築物の地階で、倉庫とそれに通ずる階段室からなるものは、その水平投影面積の合計が、当

該建築物の建築面積の 1/8 以下であっても、当該建築物の階数に算入する。 
2. 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計

が、当該建築物の建築面積の 1/8 以下であっても、当該階段室の床面積は、当該建築物の延べ
面積に算入する。 

3. 建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の 1/8 であ
り、かつ、その部分の高さが４m であっても、当該建築物の高さに算入する場合がある。 

4. 建築物の床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの 1/3 以
上のものは、地階である。 

 
 
【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 令第２条第１項八号により、誤り。地階の倉庫や機械室等の部分で、水平投影面積の合計が建

築面積の 1/8 以下のものは、階数に算入しません。 

2. 令第２条第 1 項四号により、正しい。延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計になります。

屋上部分の階段室を延べ面積に算入しないという緩和規定はありません。 

3. 令第２条第 1 項六号口により、正しい。 

階段室や昇降機塔等の水平投影面積の合計が建築面積の 1/8 以内の場合、その部分の高さは、

12ｍ又は 5ｍまでは高さに算入しないとなっていますが、法第 33 条【避雷設備】や法第 56

条第 1 項第三号（北側斜線）に対しては除かれています。避雷設備は、20ｍを超える建物に

はとりあえず必要ということになります。 

4. 令第１条二号により、正しい。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

高さに関しては、 

ちょっとややこしいです。
5ｍ 

又は 

12ｍ 

北側斜線 緩和なし 
当たってはいけない 

道路斜線 隣地斜線  
12ｍまで高さに算入しない 

日影規制 5ｍまで 
高さに算入しない 

避雷設備 緩和なし 
20ｍを超えると必要 

階段室や昇降機塔等の扱い 



【問題３】建築物の用途変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ただし、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないものとする。 
1. 建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合にお

いて、工事完了届については、建築主事に届け出なければならない。 
2. 木造、延べ面積 400 ㎡、地上２階建ての一⼾建ての住宅の一部の用途を変更して、床面積 200

㎡の飲食店とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。 
3. 原動機の出力の合計が 3.0kW の空気圧縮機を使用する自動車修理工場において、その建築後に

用途地域が変更されたため、原動機の出力の合計が現行の用途地域の規定に適合せず、建築法
第３条第２項の規定の適用を受けているものについては、原動機の出力の合計を 3.5kW に変更
することはできない。 

4. 延べ面積 500 ㎡の共同住宅の用途を変更して、寄宿舎とする場合においては、確認済証の交付
を受けなければならない。 

 
 
【解説】 ≪正解 3≫ 

1. 法第 87 条第１項より、用途の変更についての確認申請は、法第６条、法第 6 条の 2、法第 7

条第１項などの規定が準用されますので、建築主事又は指定確認検査機関から確認済証の交付

を受ける必要があります。法第 7 条第１項においても準用されますので、完了検査の申請が必

要ですが、法第 87 条第１項の 後の部分において、法第 7 条第１項中「建築主事の検査を申

請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるもの

とする。とあります。したがって、正しい。 

用途変更の工事完了届は、指定確認検査機関ではなく、建築主事に届け出なければなりません。 

2. 法第 87 条第１項により、用途を変更して法第６条第１項一号の特殊建築物とする場合は、確

認済証の交付を要しますが、設問の飲食店は、床面積が 200 ㎡を超えていません。法第６条

第１項一号には該当しませんので、用途変更による確認済証の交付は受ける必要がありません。 

3. 法第 87 条第３項三号より、法第 3 条第 2 項の既存不適格建築物に対して用途を変更する場

合、いくつか規定が準用されることになりますが、一号から三号に該当する場合は除かれてい

ます。 

設問のケースは、三号に該当し、令第 137 条の 19 第２項二号より、原動機の出力が基準時

の 1.2 倍を超えていませんので、変更することができます。誤り。 

3.0ｋW X 1.2 = 3.6ｋW  3.6ｋW を超えると変更できません。 

4. 法第 87 条第１項により、正しい。用途を変更して法第６条第１項一号の特殊建築物とする場

合は、確認済証の交付が必要です。用途の変更が類似の用途に該当する場合は不要ですが、令

第 137 条の 18 第五号より、共同住宅と寄宿舎は類似の用途ではありません。 

下宿と寄宿舎は類似の用途になります。 

 

 
  



【問題４】次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 
1. 建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書

のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査において、その認証に係る型式に適合
するものとみなす。 

2. 建築主は、鉄骨造、延べ面積 200 ㎡、平家建ての事務所を新築する場合においては、検査済証
の交付を受ける前であっても、建築物を使用することができる。 

3. 都市計画区域内において、ホテルを新築するために、鉄骨造、延べ面積 300 ㎡、地上２階建て
の仮設の工事管理事務所を、工事現場から 50m 離れた別の敷地に新築する場合においては、確
認済証の交付を受けなければならない。 

4. 建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積 500 ㎡、地上４階建ての寄宿舎の新築の工事におい

て、２階の床及びこれを支持するはり
・ ・

に鉄筋を配置する工事の工程(特定行政庁が指定する工程

はない)を終えたときは、指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合を除き、建築主事の中
間検査を申請しなければならない。 

 
 
【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 法第 68 条の 20 第２項により、正しい。完了検査において、その認証に係る型式に適合する

ものとみなされます。 

2. 法第７条の６第 1 項により、法第６条第１項一号～三号までの建築物を新築する場合、検査済

証の交付を受けた後でなければ、使用することはできませんが、設問の建築物は、法第６条第

１項の一号～三号に該当しませんので、使用することができます。 

3. 法第 6 条第 1 項四号により、確認済証の交付が必要です。 

法第 85 条第２項より、工事を施工するために現場に設ける事務所等の仮設建築物については、

法第６条等の規定は適用されないという規定がありますが、設問は、工事現場から離れたとこ

ろに設けていますので、確認済証の交付を要することになります。 

同じ現場事務所でも、現場に設けるかそうでないかで違ってきます。 

4. 法第７条の３第１項一号に、中間検査に関する規定がありますが、該当するのは階数が３以上

である共同住宅です。設問は寄宿舎なので、中間検査の申請は不要です。 

 

 
 
  



【問題５】地上２階建ての中学校における生徒用の屋内階段(直階段)を設ける場合、図のＬの値と
して、建築基準法に適合する最小のものは、次のうちどれか。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１． 6.14 m 
２． 5.88 m 
３． 5.20 m 
４． 4.94 m 
 
 
【解説】 ≪正解 2≫ 

令第 23 条第 1 項の表より、中学校の生徒用の直階段の蹴上げの 大寸法は 18cm、踏面の 小寸

法は 26cm です。また、令第 24 条により、高さが３ｍを超えていますので、踏幅 1.2ｍの踊場が

必要となります。この条件で考えると、L の 小値は、5.88m となります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  蹴上げ 18cm 以下 

踏面 26cm 以上 

踊場  

踏幅 1.2ｍ 

0.26×18 ＋ 1.2 ＝ 5.88 

1 
2 

3 

17 
1８

 この問題は、図にすると

間違えないです。 



【問題６】耐火建築物及び準耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものは
どれか。 
1. 準防火地域内における 600 ㎡、地上 3 階建ての共同住宅について、その耐力壁である外壁は、

通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後 30 分間構造耐力上支障のある変形、
溶融、破壊その他の損傷を生じない構造とした。 

2. 準防火地域内における延べ面積 1,000 ㎡、地上２階建ての事務所について、その主要構造部で

ある柱及びはり
・ ・

が不燃材料で、その他の主要構造部が準不燃材料で造られ、外壁の延焼のおそれ
・ ・ ・

のある部分、屋根及び床を所定の構造とする準耐火建築物とした。 
3. 防火地域及び準防火地域以外の区域内における主階が２階にある地上２階建ての映画館で、客

席の部分の床面積の合計が 150 ㎡のものについて、その主要構造部が所定の基準に適合するも
のであることについて耐火性能検証法により確かめられた耐火建築物とした。 

4. 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 2,500 ㎡、地上２階建ての学校の校舎
について、主要構造部を耐火構造とする耐火建築物とした。 

 
 
【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 法第 27 条第１項一号により、設問の共同住宅は、令第 110 条に定める技術的基準に適合す

るもので、平 27 国交告 255 号第 1 に定める準耐火構造とする必要があります。告示 255

第 1 第 1 項三号より、1 時間準耐火構造とする必要がありますので、設問の 30 分は適合し

ていません。誤りです。 

2. 法第 61 条により、設問の事務所は、令第 136 条の 2 第二号イ又はロのいずれかの基準に適

合するもので、大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければなりません。設問の建物は、

法第２条九号の三ロおよび令 109 条の３第二号に適合していますので、令第 136 条の 2 第

二号イ及び令元国交告 194 第 3 による準耐火建築物に該当します。 

3. 法第 27 条第１項四号により、主階が１階にない映画館は、令第 110 条に定める技術的基準

に適合するもので、平 27 国交告 255 号第 1 に定める構造方法を用いるものとする必要があ

ります。設問の場合は、令第 108 条の３第１項一号イ（耐火性能検証法）により確かめられ

たものなので、令 110 条二号及び平 27 国交告 255 号第 1 第 2 項の規定に適合しています。 

4. 法第 27 条第１項二号により、設問の学校の校舎は、令第 110 条に定める技術的基準に適合

するもので、平 27 国交告255 号第 1 に定める構造方法を用いるものとする必要があります。

設問の建物は適合しています。 

 

 
 
  



【問題７】避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、
避難上の安全の検証は行われていないものとする。 
1. 小学校における児童用の廊下の幅は、両側に教室がある場合、2.3m 以上としなければならな

い。 
2. 地上３階建ての小学校の教室で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設

けなければならない。 
3. 屋内に設ける避難階段の階段室は、所定の開口部、窓又は出入口の部分を除き、耐火構造の壁

で囲み、階段室の天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び壁の室内に面する部分は、仕上
げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。 

4. 建築物の高さ 31m 以下の部分にある３階以上の各階において、道に面する外壁面に、幅及び高
さが、それぞれ、75cm 以上及び 1.2m 以上の窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造
を有しないものを当該壁面の⻑さ 10m 以内ごとに設けている場合においては、非常用の進入
口を設けなくてもよい。 

 
 
【解説】 ≪正解 2≫ 

1. 令第 119 条表により、正しい。両側に居室がある廊下の場合、2. 3m 以上です。 

2. 令第 126 条の４第三号により、誤り。特殊建築物などは非常用の照明装置を設けなければな

りませんが、学校等は除かれています。 

学校等は、令 126 条の２第１項二号に定義されてます。学校（幼保連携型認定こども園を除く）、

体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場を言います。 

3. 令第 123 条第１項一号および二号により、正しい。 

4. 令第 126 条の６により、建築物の高さ 31m 以下の部分にある３階以上の階には、原則とし

て、非常用の進入口を設けなければなりませんが、ただし書きにより、非常用エレべーター（一

号）や設問のような窓（二号）を設けている場合は、非常用の進入口を設けなくても構いませ

ん。 

 

 
 
 
 
 
 
 
   4、の窓は、一般的に代替進入口と呼ばれて

います。３階の建物を見てください。赤い三角

形のシールが貼られていると思います。その窓

が代替進入口ですよ。 



【問題８】防火地域及び準防火地域以外の区域内における病院又は診療所に関する次の記述のうち、
建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていな
いものとし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当
しないものとする。 
1. 地上３階建てで、３階の部分の床面積が 500 ㎡の病院において、その居室の壁及び天井の室内

に面する部分の仕上げを準不燃材料とした。 
2. 地上２階建てで、２階の部分の床面積が 500 ㎡で２階に患者の収容施設がある診療所において、

２階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめたの
で、内装の制限を受ける調理室等以外の２階の室は難燃材料以外の木材で仕上げた。 

3. 地上 12 階建ての病院において、全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避
難安全検証法により確かめたので、最上階については、壁及び天井の室内に面する部分の仕上
げを準不燃材料とし、かつ、その下地を準不燃材料として床面積の合計 200 ㎡以内ごとに耐火
構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画した。 

4. 延べ面積 1,500 ㎡、地上３階建ての患者の収容施設がない診療所において、耐火建築物及び準
耐火建築物に該当しない木造の建築物としたので、準耐火構造で自立する構造の壁によって床
面積の合計 750 ㎡ごとに区画した。 

 
 
【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 令第 128 条の４第１項一号表（2）により、設問の病院は内装制限を受けます。令第 128 条

の５第１項第一号イのかっこ書きにより、3 階以上の居室の天井は、準不燃材料とする必要が

あります。正しい。 

2. 令第 129 条第１項により、階避難安全性能を有することが、階避難安全検証法によって確か

められたものは、第 119 条・・・前条（第 2 項、第 6 項及び第 7 項並びに階段に係る部分を

除く。）の規定は、適用しないとありますので、難燃材料以外の木材で仕上げても問題ありませ

ん。正しい。 

前条とは、令第 128 条の 5（特殊建築物等の内装）のことです。 

3. 令第 129 条の 2 第 1 項により、全館避難安全検証法で確かめられていますので、第 128 条

の 5 第 1 項の規定（特殊建築物の内装）と令第 112 条第 6 項の規定（高層区画）は適用され

ません。正しい。 

なお、令第 112 条第 7 項により、下地と内装仕上を準不燃材料とし、床面積 200ｍ2 以内ご

とに耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画していますので、全館避難安全検証法によらな

くても、適合していることになります。 

4. 法第 26 条により、延べ面積が 1, 000ｍ2 を超える木造の建築物は、原則として、防火壁又は

防火床によって区画しなければなりません。 

また、令第 113 条第１項一号より、防火壁は、耐火構造とする必要がありますので、設問の

準耐火構造の防火壁は適合していません。誤り。 

  



【問題９】次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、主要構造部につい
ては、「耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準」に適合していないものとする。また、防火区
画検証法による確認及び避難上の安全の検証は行われていないものとする。 
1. 耐火構造の柱は、通常の火災による火熱が所定の時間加えられた場合に、構造耐力上支障のあ

る変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。 
2. 準防火地域内における共同住宅の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉によ

り、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その
他の損傷を生じないものでなければならない。 

3. 主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角は、原則として、1/200 以内で
なければならない。 

4. 防火区画に用いる特定防火設備である防火シャッター等は、常時閉鎖若しくは作動をした状態
にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものでなければならない。 

 
 
【解説】 ≪正解 3≫ 

1. 法第２条七号および令第 107 条一号により、正しい。 

2. 法第 63 条、令第 136 条の２の２第一号および第二号により、正しい。 

3. 令第 109 条の２の２より、法第２条九号の三イ（主要構造部を準耐火構造としたもの）に該

当する建築物の地上部分の層間変形角は、原則として、1 /150 以内でなければならない。と

あります。1/200 以内ではありません。誤り。 

4. 令第 112 条第 19 項一号イにより、正しい。 

常に閉まっているか、普段は開いていて非常時に閉まるかです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



【問題 10】建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 
1. 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。)の昇降路の出入口の⼾には、か

ごがその⼾の位置に停⽌していない場合において昇降路外の⼈又は物の昇降路内への落下を防
⽌することができるものとして、所定の基準に適合する施錠装置を設けなければならない。 

2. エレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度は、昇降する部

分以外の部分の固定荷重、昇降する部分の固定荷重及びかご
・ ・

の積載荷重を合計した数値により

計算する。 
3. 耐火構造の床若しくは壁又は防火⼾その他の政令で定める防火設備で床面積 200 ㎡以内に区画

された共同住宅の住⼾の居室には、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方
80cm 以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の 1/50 未満であっ
ても、排煙設備を設置しなくてよい。 

4. 踏段面の水平投影面積が８㎡であるエスカレーターにおける踏段の積載荷重は、21kN とする
ことができる。 

 
 
【解説】 ≪正解 2≫ 

1. 令第 129 条の７第三号により、正しい。エレベーターのかごが停止していない場合は、その

階の扉は開かないように施錠装置を設けます。 

2. 令第 129 条の４第２項二号より、エレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に

生ずる常時の応力度は次式になります。設問ではα1 がありませんので、誤りです。 

Ｇ1 十α1（G 2 十Ｐ） 

    Ｇ1：昇降する部分以外の部分の固定荷重 

    Ｇ2：昇降する部分の固定荷重 

    Ｐ：かごの積載荷重    

α1：通常の昇降時に昇降する部分に生ずる加速度を考慮して大臣が定める数値 

3. 令第 126 条の２第 1 項一号。無窓の居室（令第 116 条の２第１項二号）には、原則として、

排煙設備を設けなければなりませんが、法別表第 1(い)欄(2)項（病院、ホテル、共同住宅など）

で、床面積が 100m2 （共同住宅の住戸は、200m2）以内ごとに防火区画されたものは除か

れています。したがって、排煙設備を設けなくても構いません。 

4. 令第 129 条の 12 第３項より、エスカレーターの踏段の積載荷重Ｐ(Ｎ)は、次式によって計算

した数値以上としなければなりません。 

P ＝ 2, 600 A     

A : エスカレーターの踏段面の水平投影面積（m2） 

したがって、踏段面の面積が８m2 である場合の積載荷重は、2, 600×8 ＝ 20,800N 

＝ 20. 8kN 以上となります。したがって、正しい。 

 

 
  



【問題 11】コンクリートの強度等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれ
か。 
1. 設計基準強度が 21N/㎟以下のコンクリートのせん断に対する材料強度は、圧縮に対する材料

強度の 1/10 である。 
2. コンクリートの材料強度の算定における設計基準強度の上限の数値は、特定行政庁が規則で定

めることができる。 
3. 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの四週圧縮強度を求める場合においては、国土交

通大臣が指定する強度試験によらなければならない。 
4. コンクリートの短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、設計基準強度の 3/4 である。 
 
 
【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 令第 97 条第１項の表により、圧縮の材料強度は F、せん断の材料強度が F/10 なので、せん

断の材料強度は圧縮の 1/10 になります。Ｆは設計基準強度 

2. 令第 91 条第 2 項により、正しい。 

3. 令第 74 条第 2 項により、正しい。 

4. 令第 91 条第１項の表により、コンクリートの短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、

長期 F/3 の２倍となっていますので、F/3×2 = 2 F/3。設計基準強度 F と比較すると２/３

となります。3/4 ではありません。誤り。 

 

 
 
  



【問題 12】建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 
1. 高さ 45m の鉄筋コンクリート造の建築物の地上部分について、保有水平耐力計算を行う場合、

各階の層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなければならない。 
2. 鉄骨造の建築物において、限界耐力計算によって安全性が確かめられた場合、柱以外の構造耐

力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細⻑⽐は、250 以下としなくてもよい。 
3. 限界耐力計算を行う場合、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる⻑期(常時及び積雪時)及び短

期(積雪時、暴風時及び地震時)の各応力度が、それぞれ⻑期に生ずる力又は短期に生ずる力に
対する各許容応力度を超えないことを確かめなければならない。 

4. 許容応力度等計算を行う場合、建築物の地上部分については、各階の剛性率が、それぞれ 6/10
以上であることを確かめなければならない。 

 
 
【解説】 ≪正解 3≫ 

1. 設問の建築物は、高さが 20m を超える鉄筋コンクリート構造なので、法第 20 条第 1 項第二

号に該当します。令 81 条第 2 項第一号により、高さが 31ｍを超える場合は、イの保有水平

耐力計算か、ロの限界耐力計算によって安全性を確かめなければなりません。 

設問より、イの保有水平耐力計算を行なう場合は、令第 82 条により、令第 82 条から令第 82

条の 4 までの規定に適合させる必要があります。層間変形角は、令第 82 条の２に規定されて

いますので、所定の数値以内であることを確かめる必要があります。 

2. 令第 36 条第２項二号により、令第 81 条第 2 項一号ロ（限界耐力計算）によって安全性を確

かめた場合、耐久性等関係規定（令第 36 条１項）に適合させればよくなります。鉄骨造の圧

縮材の有効細長比に関する規定（令第 65 条）は、耐久性等関係規定に該当していませんので、

適合させなくても構いません。 

3. 令第 82 条の５第一号により、限界耐力計算とは、地震時を除き、令第 82 条一号から三号ま

でに定めるところによらなければなりません。令第 82 条二号、三号により、長期の応力度は

「常時及び積雪時」で、短期の応力度は地震時を除いた「積雪時及び暴風時」で計算し、各応

力度が許容応力度を超えないことを確かめます。 

4. 令第 82 条の６第二号イにより正しい。許容応力度等計算を行う場合、各階の剛性率は、それ

ぞれ 6 /10 以上であることを確かめなければなりません。 

 

 
 
  



【問題 13】積載荷重に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。 
1. 学校の屋上広場をささえる柱の垂直荷重による圧縮力の計算において、柱のささえる床の数が

５であったので、床の積載荷重として採用する数値を建築物の実況によらないで、2,000N/㎡
とした。 

2. 教室に連絡する廊下及び階段の地震力の計算において、床の積載荷重として採用する数値を建
築物の実況によらないで、2,100N/㎡とした。 

3. 倉庫業を営む倉庫において、床の積載荷重として採用する数値を建築物の実況に応じて計算し
て、3,800N/㎡とした。 

4. 劇場の客席(固定席)の基礎の垂直荷重による圧縮力の計算において、床の積載荷重として採用
する数値を建築物の実況によらないで、2,600N/㎡とした。 

 
 
【解説】 ≪正解 3≫ 

1. 令第 85 条第１項及び第２項により、柱の構造計算をする場合、学校の屋上広場の床の積載荷

重は、１項表（8）により、2,400 N/ｍ2 となります。また、ささえる床の数が５なので､2 項

表により、積載荷重を減らすために乗ずべき数値は 0.8。計算すると、2,400×0.8＝1920

となりますので、2, 000N/ｍ2 は、適合しています。 

ささえる床の数とは、その柱の上にある階の数です。３階建てで２階の柱の場合は、３階の床と屋

上スラブでささえる床の数は２となります。 

2. 令第 85 条第１項表（7）により、教室に連絡する廊下及び階段については、（5）その他の揚

合の数値によります。したがって、廊下及び階段の地震力の計算の積載荷重については、実況

によらない場合、2, 100N/ｍ2 として計算することができますので、正しい記述です。 

3. 令第 85 条第３項により、倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、実況に応じて計算した

数値が 3, 900N/ｍ2 未満の場合においても、3, 900N/ｍ2 としなければなりません。誤り。 

4. 令第 85 条第１項表（5）により、劇場の客席（固定席）の床の積載荷重は、2, 600 N/ｍ2 な

ので、適合しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 令 85 条の表の数値は、 

床の構造計算＞大梁・柱・基礎＞地震力の計算 

の関係になっています。これは構造に出てきますよ。 



【問題 14】都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、
誤っているものはどれか。 
1. 道路法による道路として築造した幅員６m の道で地下におけるものは、建築基準法上の道路で

はない。 
2. 特定行政庁から位置の指定を受けた幅員６m の私道を廃⽌する場合は、特定行政庁の許可が必

要である。 
3. 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による新設の事業計画のある幅員６m

の道路で、２年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、
建築基準法上の道路である。 

4. 壁面線を越えて歩廊の柱を建築する場合は、特定行政庁の許可が必要である。 
 
 
【解説】 ≪正解 2≫ 

1. 法第 42 条第１項かっこ書より、地下におけるものは除かれています。したがって、建築基準

法上の道路ではありません。 

2. 法第 45 条により、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することがで

きるとされていますが、土地の所有者による私道の変更又は廃止は、原則として自由にできま

す。許可は不要です。 

私道をなくすことにより違法建築物ができてしまう場合は、特定行政庁から待ったがかかります。 

3. 法第 42 条第１項四号により正しい。 

4. 法第 47 条ただし書により正しい。 

 

 

 
 
  



【問題 15】建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものと
する。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。 
1. 延べ面積 300 ㎡、地上２階建ての公衆浴場(個室付浴場業に係るものを除く。)は、すべての用

途地域で新築することができる。 
2. 延べ面積 300 ㎡、地上２階建ての地方公共団体の支所は、すべての用途地域で新築することが

できる。 
3. 建築物に附属する延べ面積 300 ㎡、地上３階建ての自動車車庫は、第一種住居地域内に新築す

ることができる。 
4. 延べ面積 10,000 ㎡、地上３階建ての物品販売業を営む店舗は、工業地域内に新築することがで

きる。 
 
 
【解説】 ≪正解 3≫ 

1. 法別表第 2（い）項七号、（わ）項各号。公衆浴場は、一種低層住居専用地域及び工業専用地域

内に新築することができますので、全ての用途地域で新築することができます。正しい。 

2. 法別表第 2（い）項九号、（わ）項各号、令第 130 条の４第二号。延べ面積 600ｍ2 以内の地

方公共団体の支所は、第一種低層住居専用地域内に新築することができます。また工業専用地

域内でも該当がありませんので、全ての用途地域で新築することができます。 

3. 法別表第 2（ほ）項一号、（へ）項四号、令第 130 条の８第一号。３階以上に車庫があります

ので、新築することができません。 

4. 法別表第 2（を）項七号。１万ｍ2 を超える店舗は新築できませんが、設問は１万ｍ2 を超えて

いませんので、新築できます。 

 

 

 
  



【問題 16】図のような敷地において、耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、建築することが
できる建築面積の最大のものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、
地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。 
 
 
１． 580 ㎡ 
２． 610 ㎡ 
３． 640 ㎡ 
４． 672 ㎡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【解説】 ≪正解 3≫ 

法第 53 条２項より、建築物の敷地が建ぺい率の異なる２以上の地域にわたる場合は、それぞれ

の地域について計算し、その数値を合計します。 

法第 53 条第 7 項より、敷地が防火地域の内外にわたる場合、建築物の全部が耐火建築物である

ときは、その敷地はすべて防火地域にあるものとみなします。 

 

〔商業地域】 

建ぺい率の限度 

●法第 53 条第 6 項一号より、建ぺい率の限度が 8/10 の地域内で、かつ防火地域内にある耐火建

築物は、建ぺい率の制限を受けません。 

建築面積の計算 

●法第 42 条２項道路に接する場合、その道路の中心より２ｍ後退した部分は、敷地面積に算入さ

れません。 

したがって、建築できる面積は、（21m－1m）×20m＝400ｍ2 



〔準住居地域〕 

建ぺい率の限度 

●法第 53 条第３項一号イ、二号。同条第 7 項の適用により、防火地域内にある耐火建築物、また

角地なので、2 /10 を加算し、8 /10 となります。 

建築面積の計算 

（21m－1m）×15m X 8 /10＝240ｍ2 

したがって、合計した建築面積の 大は、640ｍ2（400＋240）となります。 

 

 

 
 
  



【問題 17】図のように、敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、Ａ点における地盤面からの
建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互
間に高低差はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指
定等並びに門、塀等はないものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する
規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度まで建築
されるものとする。 
 

 
1. 31.5 m 
2. 34.5 m 
3. 36.0 m 
4. 38.5 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【解説】 ≪正解 2≫ 

〔道路斜線制限〕 

令第 134 条第 1 項の緩和により、南側の道路は、川の反対側の境界線まで道路の幅員に含めるこ

とができます。道路境界線から建物は 2ｍ離れていますので、南側道路に対する高さ制限は 

（２十 11＋2 十 8）×1.5＝34.5ｍ となります。 

西側道路に対しては、道路の幅員は令第 134 条第 2 項の緩和により、11ｍとなります。 

（1 十 11＋1 十 11）×1.5＝36ｍ   

〔隣地斜線制限〕 

商業地域の隣地斜線は法第 56 条第１項二号より、 

（隣地境界線までの水平距離十高さ 31m を超える部分の後退距離）×2.5＋31m 

東側 （2＋1）×2.5＋31＝38.5ｍ 

北側 （4＋2）×2.5＋31＝46ｍ 

一番厳しいものが採用されますので、道路斜線（南側道路）の 34.5ｍとなります。 

 



【問題 18】防火地域及び準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤ってい
るものはどれか。 
1. 防火地域内においては、高さが３m の広告用の看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主

要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。 
2. 建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合に

おいて、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されているときは、そ
の防火壁外の部分については、防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定は適用されな
い。 

3. 準防火地域内においては、延べ面積 1,600 ㎡、地上３階建ての建築物(各階の床面積 400 ㎡)で、
各階を物品販売業を営む店舗の用途に供するものは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防
⽌性能を有する所定の建築物としなければならない。 

4. 準防火地域内においては、延べ面積 600 ㎡、地上３階建ての建築物で、各階を診療所(患者の収
容施設がないもの)の用途に供するものは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防⽌性能を有
する所定の建築物としなければならない。 

 
 
【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 法第 64 条により、正しい。 

2. 法第 65 条第１項ただし書きにより、正しい。 

3. 法第 61 条、令第 136 条の 2 第一号イ又はロ。 

準防火地域内においては、地階を除く階数が 4 以上である建築物又は延べ面積が 1,500ｍ2 を

超える建築物は耐火建築物又は同等以上の延焼防止性能を有する所定の建築物としなければな

りません。正しい。 

4. 法第 61 条、令第 136 条の 2 第二号イ又はロ。 

準防火地域内においては、階数が 3 であり、延べ面積が 500ｍ2 を超え 1,500ｍ2 以下の建築

物は、準耐火建築物又は同等以上の延焼防止性能を有する所定の建築物としなければなりませ

ん。耐火建築物又は耐火建築物と同等の延焼防止性能を有する建築物にする必要はありません。

誤りです。 

 

 
 
  



【問題 19】「地区整備計画等」が定められている区域内の建築物に関する制限として、建築基準法
上、市町村の条例で定めることができない事項は、次のうちどれか。 
1. 建築物の意匠の制限 
2. 垣又は柵の構造の制限 
3. 建築物の階数の制限 
4. 建築物の容積率の最高限度 
 
 
【解説】 ≪正解 3≫ 

基準法第 68 条の２第２項により、「地区整備計画等」が定められている区域内の建築物に関する制

限として、条例で定めることができる事項は、令第 136 条の２の５第１項に規定されています。 

建築物の意匠の制限は第九号、垣又は柵の構造の制限は第十号、容積率の 高限度は第二号に規定

されています。３.の階数については、規定がありませんので、定めることができません。 

 

 
 
  



【問題 20】次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 
1. 建築物の５階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては、避難の用に供すること

ができる屋上広場を設けなければならない。 
2. 敷地が第二種中高層住居専用地域内に 600 ㎡、近隣商業地域内に 700 ㎡と二つの用途地域にわ

たる場合、当該敷地には、ホテルを新築することができる。 
3. 小学校の教室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の算定に当たっては、用途地域等

の区分に応じ、計算した採光補正係数を用いる。 
4. 延べ面積 1,000 ㎡、地上３階建ての主要構造部が耐火構造である中学校(避難階は１階)で、３

階における居室の床面積の合計が 200 ㎡である場合においては、３階から１階又は地上に通ず
る２以上の直通階段を設けなければならない。 

 
 
【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 令第 126 条２項により正しい。 

2. 法第 91 条により、敷地が２つの用途地域にわたる場合は、敷地の過半が属する用途地域（近

隣商業地域）の規定が適用されます。法別表第二（り）項に該当しませんので、ホテルを新築

することができます。 

3. 令第 20 条第２項各号により正しい。採光補正係数は、用途地域等の区分に応じた採光関係比

率から求めます。 

4. 令第 121 条第１項六号口、第２項。５階以下の階で避難階の直上階以外の階において、居室

の床面積が 200ｍ2（耐火構造なので第 2 項により 200ｍ2 とできます。）を超えていません

ので、2 以上の直通階段を設ける必要はありません。誤り。 

 

  



【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。 

 

 
 
  



【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。 

 

 
 
  



【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。 

 

  



【問題 24】次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。 
1. 開発許可を受けた区域内の土地においては、予定される建築物の建築に関する確認済証の交付

を受けた場合には、開発行為に関する工事と予定される建築物の建築工事を同時に行うことが
できる。 

2. 地方公共団体は、条例で、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関す
る制限を定めることができる。 

3. 市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされているが、地区計画は
定めることができる。 

4. 市町村⻑は、地区計画による地区整備計画が定められている区域内において、建築等の届出に
係る行為が当該地区計画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
係る行為に関し必要な措置をとることを勧告することができる。 

 
 
【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 都市計画法第 37 条。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、原則として、開発行為

の工事完了公告があるまでは、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはなりません。し

たがって、開発行為に関する工事と建築工事を同時に行うことはできません。誤り。 

2. 都市計画法第 33 条第４項により、正しい。 

3. 都市計画法第 13 条第１項七号、十五号イ。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域で、原

則として、用途地域を定めないものとしますが、地区計画は定めることができます。正しい。 

4. 都市計画法第 58 条の２第３項により、正しい。 

 

 
 
  



【問題 25】次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無
窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵及び取扱いは行わないものとする。 
1. 延べ面積 120 ㎡、地上２階建ての飲食店については、消火器又は簡易消火用具を設置しなくて

もよい。 
2. 防火対象物が開口部のない防火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分

は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火
対象物とみなす。 

3. 地上５階建ての図書館には、避難口誘導灯を設けなくてもよい。 
4. 主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした

延べ面積 1,500 ㎡の遊技場については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。 
 
 
【解説】 ≪正解 2≫ 

1. 消防法施行令第 10 条第１項二号、同令別表第 1(3)項口。延べ面積 150ｍ2 以上の飲食店は、

消火器又は簡易消火用具を設置する必要がありますが、設問の飲食店は該当しませんので、消

火器又は簡易消火用具を設置する必要はありません。 

2. 消防法施行令第８条。防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、

その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、

それぞれ別の防火対象物とみなします。防火構造ではありません。誤り。 

3. 消防法施行令第 26 条第１項一号、同令別表第 1(8)項。図書館は、地階、無窓階及び 11 階以

上の部分には、避難囗誘導灯を設ける必要がありますが、設問の図書館は該当しませんので、

設ける必要はありません。 

4. 消防法施行令第 11 条第１項二号、同令別表第 1(2)項ロ。遊技場は、延べ面積が 2,100ｍ2 

（第 2 項により３倍）以上のものは、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければなりませ

んが、設問の遊技場は、1,500ｍ2 なので、設置の必要はありません。 

 

 
 
  



【問題 26】次の建築物を新築する場合、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」
上、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならないものはどれか。 
1. 床面積の合計が 60 ㎡の公衆便所 
2. 床面積の合計が 1,500 ㎡の病院 
3. 床面積の合計が 3,000 ㎡の共同住宅 
4. 床面積の合計が 5,000 ㎡の工場 
 
 
【解説】 ≪正解 1≫ 

バリアフリー法第 14 条１項により、特別特定建築物の政令（同法施行令第９条）で定める規模以

上の建築をしようとするときは、建築物移動等円滑化規準に適合させなければなりません。 

1. 60ｍ2 の公衆便所は、バリアフリー法施行令第 5 条第十八号に該当しますので、適合させなけ

ればなりません。 

2. 1,500ｍ2 の病院は、バリアフリー法施行令第 5 条第二号に該当しますが、2,000ｍ2 に満た

ないので、適合させる必要はありません。 

3. 共同住宅は、バリアフリー法施行令第 5 条各号に該当しませんので、特別特定建築物ではあり

ません。適合させる必要はありません。 

4. 工場は、バリアフリー法施行令第 5 条各号に該当しませんので、特別特定建築物ではありませ

ん。適合させる必要はありません。 

 

 
  



【問題 27】「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に関する次の記述のうち、誤って
いるものはどれか。 
1. 非住宅部分の床面積の合計が 200 ㎡の建築物の新築をしようとするときは、原則として、当該

建築物（非住宅部分に限る）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. 床面積の合計が 500 ㎡の特定建築物以外の建築物の新築をしようとする者は、原則として、当

該建築物の設計及び施工に係る事項のうち、所定の措置に関するものを所管行政庁に届け出な
ければならない。 

3. 建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築をしようとするときは、エネル
ギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請
することができる。 

4. 所管行政庁は、認定建築主に対し、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギ
ー消費性能の向上のための建築物の新築等の状況に関し報告を求めることができる。 

 
 
【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 建築物省エネ法第 11 条第１項、同法施行令第４条１項。特定建築物（非住宅部分の規模が 300

ｍ2 以上である建築物）の新築等をしようとするときは、原則として、建築物エネルギー消費性

能基準に適合させなければなりませんが、設問は 200ｍ2 なので、適合させる必要はありませ

ん。誤り。 

2. 建築物省エネ法第 19 条第１項一号、同法施行令８条１項により正しい。建築主は、床面積が

300ｍ2 以上の特定建築物以外の建築物の新築等をしようとするときは、その工事に着手する

日の 21 日前までに、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設

備に関する計画を所管行政庁に届け出なければなりません。 

3. 建築物省エネ法第 34 条第１項により正しい。 

4. 建築物省エネ法第 37 条により正しい。 

 

 
 
  



【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。 

 

 
  



【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、市町村⻑の認定を
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。 

 

 
 
  



【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。 

 

 


