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問題集 

 

 

学科Ⅲ（法規） 
  



【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. 耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲に

おいて発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技
術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。 

2. 脱落によって重大な危害を生ずるおそれ
．．．

があるものとして国土交通大臣が定める天井を、「特
定天井」という。 

3. 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外
壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。 

4. 建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、主要構
造部以外のバルコニーで防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫  

1. 法第２条九号のニイより、耐火建築物の主要構造部は、次の（1）又は（2）に該当する必要が

あります。（1）は耐火構造であること。 設問は（2）に関係していますが、（2）では、（ⅰ）

と（ⅱ）に関して、政令で定める技術的基準に適合するものであること。とあります。ここで、

（2）のかっこ書きより、外壁以外の主要構造部にあっては（ⅰ）に掲げる性能に限る。とあり

ます。設問では、当該建築物の周囲において発生する・・・となっていますが、これは（ⅱ）

の規定です。したがって、設問の建築物は耐火建築物にはなりません。誤り。 

2. 令第 39 条第３項により正しい。特定天井とは、脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあ

るものとして大臣が定める天井をいいます。 

3. 法第 23 条かっこ書により正しい。準防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火

災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいいます。 

4. 法第 37 条および令第 144 条の３第五号により、建築材料の品質における、安全上、防火上

又は衛生上重要である部分には、主要構造部以外の間仕切壁、揚げ床、 下階の床、小ばり、

ひさし、局部的な小階段、屋外階段、バルコニー、その他これらに類する部分で防火上重要で

あるものとして大臣が定めるものは該当します。したがって、設問のバルコニーは含まれます。

正しい。 

 

 

 

  

一番怪しいと思ったものから調べてい

きましょう。法規の問題で使える時間は、

1 問あたり 3 分 30 秒です。全部をじっく

り調べている時間はないですよ。 



【問題 2】高さ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、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差は３m を超えるものとする。 

1. 第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度に関する規定において、建築物の高
さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差３m 以内ごとの平
均の高さにおける水平面とする。 

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、建築物の軒の高さを算定す
る場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差３m 以内ごとの平均の高さに
おける水平面とする。 

3. 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、日影時間を算定する場合の
平均地盤面は、原則として、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
とする。 

4. 避雷設備に関する規定において、建築物の高さを算定する場合の地盤面は、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とする。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫  

1. 令第２条第１項六号および２項により正しい。建築物の高さを算定する場合は、地盤面からの

高さによります。また、周囲の地面の高低差が 3ｍを超える場合は、2 項により、高低差３ｍ

以内ごとの平均の高さにおける水平面から高さを測ります。 

道路斜線は、前面道路の中心からです。 

2. 令第２条第１項七号および２項により正しい。建築物の軒の高さを算定する場合の地盤面は、

建築物が周囲の地面と接する位置の高低差３ｍ以内ごとの平均の高さにおける水平面をいいま

す。選択肢１と同じですね。 

3. 法第 56 条の２第 1 項および法別表第 4 により正しい。別表の下に、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とあります。

日影規制においては、3ｍ以内ごとの平均の高さではありません。 

4. 令第２条第１項六号および第２項により誤り。避雷設備に関する規定（法第 33 条）において、

建築物の高さを算定する場合の地盤面は、高低差３ｍ以内ごとの高さになります。選択肢 1、

2、と同じです。 

法第 33 条により、高さ 20ｍを超える建築物には避雷設備が必要ですが、この場合の高さは、階

段室など屋上にあるものも高さに含みます。（令第 2 条第 1 項六号ロより、法第 33 条は除かれて

いますので、算入しないという規定には当てはまりません。） 

 

 

 

 

 

  

「地盤面」とは令 2 条 2 項に定義されていますね。 

建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおけ

る水平面のことをいい、高低差が 3ｍを超える場合は、

3ｍ以内ごとに平均高さをとります。 



【問題 3】都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要
があるものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受け
る必要がない区域の指定はないものとする。 

1. 鉄筋コンクリート造、延べ面積 120 ㎡、地上２階建ての既存住宅における合併処理浄化槽の
設置 

2. 鉄骨造、延べ面積 50 ㎡の屋外観覧場の新築 
3. 木造、延べ面積 300 ㎡、高さ８m、平家建ての神社の屋根の大規模の修繕 
4. 災害があった場合に地方公共団体が建築する公益上必要な応急仮設の共同住宅の建築 
 

 

【解説】 ≪正解 2≫  

1. 令第 146 条【確認等を要する建築設備】に確認が必要な建築設備が書かれていますが、三号

かっこ書により、合併処理浄化槽は除かれています。したがって、確認済証の交付は不要です。 

ちなみに、法 87 条の 4 に建築物への準用の規定があり、ここに、政令（令 146 条）で指定

する建築設備は、法第 6 条等の規定を準用すると書かれてあります。 

2. 法第６条第１項四号により必要です。都市計画区域内に新築する場合は、原則として、用途や

構造、規模にかかわらず、確認済証の交付を受ける必要があります。 

屋外観覧場は建築物です。 

3. 法第６条第１項により、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えは、第１項一号～三号の建築

物に該当する場合、確認済証の交付を受けなければなりません。設問の神社は、一号～三号の

いずれにも該当しませんので、確認は不要です。 

4. 法第 85 条第２項により不要です。災害があった場合に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、法第６条等の規定は適用されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

この問題は、慌てて解くと、勘違いなど

をして間違えやすいです。 

受験生が間違えやすいように問題が作

られていますので、注意してください。 



【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. 都市計画区域内においては、都市計画においてその敷地の位置が決定していない卸売市場で、

延べ面積 500 ㎡のものを工業地域内に新築する場合には、特定行政庁の許可を受ける必要は
ない。 

2. 木造、一⼾建て住宅の一部である床面積 10 ㎡の部分を除却しようとする場合、当該除却の
工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。 

3. 第一種住居地域内において、患者の収容施設がある延べ面積 500 ㎡の診療所の用途を変更し
て、福祉ホーム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。 

4. 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の階数が減少する場合にお
ける建築物の階数の変更(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)をして、当該建築物を建築しようとする場合は、あらためて、確認済証の交付を受
ける必要はない。 

 

【解説】 ≪正解 3≫  

1. 法第 51 条より、都市計画区域内において、卸売市場等の用途に供する特殊建築物は、都市計

画でその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築又は増築してはいけませんが、ただ

し書きにより、令第 130 条の２の３で定める規模の範囲内であれば、新築することができま

す。設問の卸売市場は、第 1 項一号により、新築することができます。この場合、特定行政庁

の許可を受ける必要はありません。 

2. 法第 15 条第１項より、建築物を除去する場合は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知

事に届け出なければいけませんが、ただし書きにより、床面積の合計が 10ｍ2 以内の場合は除

かれています。設問の建築物は 10ｍ2 なので、届け出は必要ありません。 

3. 法第 87 条第１項より、建物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、

法第６条等の規定が準用され、確認済証の交付を受けなければなりませんが、かっこ書きによ

り、用途の変更が類似の用途相互間における場合は除かれています。令第 137 条の 18 第三

号より、患者の収容施設がある診療所と福祉ホームは類似の用途となりますので、確認済証の

交付を受ける必要はありません。誤りです。令第 19 条１項より福祉ホームは、児童福祉施設等

に含まれます。 

4. 法第６条１項より、確認を受けた建築物の計画を変更する場合、あらためて確認済証の交付を

受ける必要がありますが、かっこ書きにより、政令（規則第３条の２）で定める軽微な変更は

除かれています。設問のケースは、規則第３条の２第１項四号に該当する軽微な変更なので、

あらためて交付を受ける必要はありません。 

 

 

 

 

  

多くの問題で、かっこ書きや

ただし書きを確認する必要があ

りますよ。 



【問題 5】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. 児童福祉施設における床面積 60 ㎡の入所者用娯楽室には、採光のための窓その他の開口部を

設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、６㎡以上としなければならない。 
2. 高等学校における職員室には、採光のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。 
3. 準工業地域内の住宅(縁側を有しないもの)の開口部である天窓の採光補正係数は、開口部が道

に面しない場合であって、水平距離が５m 以上であり、かつ、採光関係比率に 8.0 を乗じた数
値から 1.0 を減じて得た算定値が 1.0 未満となる場合においては、3.0 とする。 

4. 近隣商業地域内の有料老人ホーム(天窓を有しないもの)で外側に幅１m の縁側(ぬれ縁を除
く。)を有する開口部の採光補正係数は、開口部が道に面しない場合であって、水平距離が４m
以上であり、かつ、採光関係比率に 10 を乗じた数値から 1.0 を減じて得た算定値が 1.0 未満と
なる場合においては、1.0 とする。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫  

1. 令第 19 条第３項表(7)より、児童福祉施設等の居室に必要な開口部（採光に有効な部分の面

積）は、床面積の 1/10 以上です。従って、60ｍ2 の床面積に対しては、6ｍ2 以上となりま

す。 

開口部の面積ではなく、採光に有効な部分です。令第 20 条にその算定方法があります。 

2. 法第 28 条第１項のかっこ書きに、学校の教室とあります。つまり、職員室は採光のための窓

は必要ありません。また、令第 19 条第３項の表(1)にも、学校の教室と書かれています。した

がって、正しい。 

3. 令第 20 条第２項二号口（工業系地域）により、開口部が道に面しない場合、水平距離が 5ｍ

以上あれば、有効面積の算定値が 1.0 未満の場合でも採光補正係数は 1.0 とすることができま

す。また、天窓の場合は、令第 20 条第２項かっこ書きにより、3 倍とすることができますの

で、採光補正係数は、3.0 となります。 

4. 令第 20 条第２項三号口（商業系地域）により、開口部が道に面しない場合、水平距離が 4ｍ

以上あれば、有効面積の算定値が 1.0 未満の場合でも採光補正係数は 1.0 とすることができま

す。ただし、この設問においては、幅 90cm 以上の縁側がありますので、令第 20 条第２項か

っこ書きにより、採光補正係数は、0.7 倍となります。1.0 にはできませんので、誤り。 

 

 

 

 

 

  

採光補正係数の計算はできるように

なっておいてくださいね。 

住居系、工業系、商業系の 3 つのパタ

ーンがありますよ。 



【問題 6】防火区画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、
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、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、「避難上の安全の検証」
は行われていないものとする。 

1. 地上 11 階建ての共同住宅の 11 階部分で、床面積が 100 ㎡を超えるものは、床面積の合計
100 ㎡以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。 

2. 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積 200 ㎡、地上３階建ての一⼾建ての住宅において、
吹抜きとなっている部分とその他の部分とは防火区画しなくてもよい。 

3. １階から３階までを物品販売業を営む店舗(当該用途に供する部分の床面積の合計が 2,000
㎡)とし、４階以上の部分を事務所とする地上 10 階建ての建築物においては、当該店舗部分
と事務所部分とを防火区画しなければならない。 

4. 地上３階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階であ
る地上１階から地上３階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、
避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫  

1. 令第 112 条第 7 項により、11 階以上の部分で、各階の床面積が 100ｍ2 を超える場合は、

100ｍ2 以内ごとに、耐火構造の床もしくは壁で区画する必要があります。設問は、準耐火構

造となっていますので、誤りです。 

2. 令第 112 条第 11 項により、主要構造部が準耐火構造で、かつ、地上３階建ての建築物なの

で、竪穴区画が必要ですが、同項二号により、階数が３以下で延べ面積が 200ｍ2 以内の一戸

建ての住宅は、除かれています。正しい。 

3. 令第 112 条第 18 項より、建築物の一部が、法第 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区画しなければなりません。（異種用途区画です） 

物品販売業を営む店舗は、令第 115 条の３第三号により法別表第 1（4）項に該当する特殊建

築物なので、事務所部分と防火区画をしなければなりません。正しい。 

4. 令第 112 条第 11 項により、主要構造部が準耐火構造で、かつ、地上３階建ての建築物なの

で、竪穴区画が必要です。 

防火区画に用いる防火設備については、令第 112 条第 19 項に書かれていますが、二号口に

より、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、とありますので、設問の記述は正しいで

す。 

耐火構造は、準耐火構造でもありますので、覚えておいてください。（準耐火構造の基準を満たして

いるということです。） 

 

 

 

 

  

住宅と共同住宅は、法規上扱いが

違いますので、気を付けてください。

同じと考えてはいけません。 



【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. 床面積の合計が 1,500 ㎡を超える地上３階建ての物品販売業を営む店舗で、各階を当該用途に
供するものにあっては、各階の売場及び屋上広場に通ずる２以上の直通階段を設け、これを避
難階段又は特別避難階段としなければならない。 

2. 平家建ての劇場における客席からの出口の⼾及び客用に供する屋外への出口の⼾は、客席部分
の床面積の合計が 150 ㎡であっても、内開きとしてはならない。 

3. 地上３階建ての建築物において、２階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高
さが 1.1m 以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。 

4. 地上 11 階建ての事務所ビルにおいて、床面積の合計 100 ㎡以内ごとに防火区画されていない
最上階に通ずる直通階段は、特別避難階段としなければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫  

1. 令第 122 条第２項により正しい。３階以上の階を物品販売業を営む店舗とする建築物は、各

階の売場及び屋上広場に通ずる２以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段と

しなければなりません。ただし、令第 121 条第１項二号より、物品販売業を営む店舗は、1,500

ｍ2 を超えるものに限られます。 

2. 令第 118 条により、劇場などにおける客席からの出口の戸は、内開きとしてはいけません。

また、令第 125 条第２項により、屋外への出口の戸も、内開きとしてはいけません。 

この場合、床面積は関係ありません。小さい劇場でも外開きにする必要があります。 

3. 令第 126 条第１項により正しい。 

設問の建築物は、階数が３以上である建築物なので、令第 117 条第１項により、第 5 章第 2

節（第 117 条～第 126 条）の規定が適用されます。 

4. 令第 122 条第１項より、15 階以上の階又は地下３階以下の階に通ずる直通階段は、特別避難

階段にしなければいけませんが、設問は 11 階なので、５階以上の階又は地下２階以下の階に

通ずる直通階段に該当し、避難階段又は特別避難階段としなければなりません。避難階段とす

ることができますので、必ずしも特別避難階段にする必要はありません。誤り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



【問題 8】「特殊建築物等の内装」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。また、「避難上の
安全の検証」は行われていないものとする。 

1. 地階に設ける集会場の客席及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び
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. 延べ面積 1,100 ㎡、地上２階建ての博物館において、２階にある展示室から地上に通ずる主た
る廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。 

3. 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の用途を変更し、新たに火を使用する調理室を設
けた飲食店とする場合に、その調理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。 

4. 内装制限を受ける地上２階建ての有料老人ホームにおいて、当該用途に供する居室の壁及び天
井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。 

 

 

【解説】 ≪正解 2≫  

1. 集会場は、法別表第 1(1)項に該当する特殊建築物なので、令第 128 条の４第１項三号により、

内装の制限を受けます。令第 128 条５第３項により、居室及び地上に通ずる主たる廊下、階

段などの仕上げは、第 1 項第二号に掲げる仕上げとしなければなりません。設問は準不燃材料

となっていますので、適合します。正しい。 

2. 令第 128 条の４第３項により、階数が２以上で延べ面積が 1, 000ｍ2 を超える建築物は、原

則として、内装制限を受けます。令第 128 条の５第４項より、居室から地上に通ずる主たる

廊下等の通路の仕上げは、第 1 項第二号に掲げる仕上げとしなければなりません。準不燃材料

とする必要がありますので、難燃材料では適合しません。誤りです。 

3. 令第 128 条の４第４項により、住宅以外の建築物（主要構造部を耐火構造としたものを除く）

にある調理室等は、原則として、内装制限を受けます。令第 128 条の５第６項により、その

仕上げは、第 1 項第二号に掲げる仕上げとしなければなりません。設問は準不燃材料となって

いますので、適合します。正しい。 

4. 設問より、内装制限を受ける地上２階建の有料老人ホームとありますので、令第 128 条の４

第１項一号に該当する特殊建築物か、第３項に該当する規模（階数が２で延べ面積が 1, 000

ｍ2 を超えるもの）であることが想定されます。それぞれ令第 128 条の５第１項、もしくは第

４項の規定に適合する必要がありますが、いずれの規定も、居室の仕上げは、難燃材料となっ

ていますので、適合することになります。廊下や階段だと適合しません。 

 

 

 

 

 

燃えにくい順番は、不燃材料＞準不燃材料＞難燃材料 です。 

令 128 条の 4 は、制限を受けない特殊建築物となっていますが、条文を

見てみると、「次に掲げるもの以外」となっていますので、ここに書かれている

ものが、制限を受ける。ということになります。ちょっとややこしいですね。 



【問題 9】防火・避難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. 地上３階建ての共同住宅において、住⼾の床面積の合計が 200 ㎡の階における両側に居室があ
る共用廊下の幅を 1.6m とした。 

2. 事務所の事務室で、所定の規定により計算した採光に有効な窓その他の開口部の面積の合計が、

当該事務室の床面積の  1 
 30 であるものを区画する主要構造部を耐火構造とした。 

3. 延べ面積が 1,500 ㎡、耐火建築物及び準耐火建築物以外の木造の地上２階建ての美術館につい
て、床面積の合計 500 ㎡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た。 

4. 屋内に設ける避難階段に通ずる出入口に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開
始後 10 分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない防火⼾を設置した。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫  

1. 令第 119 条表より、共同住宅において、住戸の床面積が 100ｍ2 を超える階における共用廊

下の幅は、両側に居室がある場合は、1. 6m 以上です。適合しています。 

2. 令第 111 条第１項一号により、採光に有効な窓その他の開口部の面積の合計が、居室の床面

積の 1 /20 未満の場合は、開口部を有しない居室に該当します。（無窓居室と言います） 

法第 35 条の３より、政令で定める開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部

を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければなりません。適合しています。 

3. 法第 26 条により、適合しています。 

条文は 1,000ｍ2 以内となっていますが、500ｍ2 に区画しても、もちろん問題はありません。 

4. 令第 123 条第１項六号により、屋内避難階段に通ずる出入口には、法第２条九号の二口に規

定する防火設備で令第 112 条第 19 項第二号に規定する構造のものを設けなければなりませ

ん。 

法２条九号の二口より、令第 109 条の２を見てみると、通常の火災による火熱が加えられた

場合に、加熱開始後 20 分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。と

あります。設問は 10 分間なので、適合しません。 

 

 

 

  

何となく、4、が怪しいと感じることがで

きましたでしょうか。問題演習を重ねると、

だんだん感じるようになってきますよ。 



【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. 階数が３以上で延べ面積が 3,000 ㎡を超える建築物に設ける換気設備の風道で、屋外に面する

部分については、不燃材料で造らなければならない。 
2. 高さ 31m を超える部分の階数が４以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が

床面積の合計 100 ㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は所定の特定防火設備で区画されて
いるものは、非常用エレベーターを設置しなくてもよい。 

3. 建築物に設けるエレベーターで、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のものの昇降
路について、安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについ

ては、昇降路の出入口の床先とかご
．．

の床先との水平距離は、４cm を超えることができる。 
4. 排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口には、煙感知器と連動する

自動開放装置を設けたものについても、手動開放装置を設けなければならない。 
 

 

【解説】 ≪正解 1≫  

1. 令第 129 条の２の 4 第１項六号より、「地階を除く階数が３以上の建築物、地階に居室を有す

る建築物、延べ面積が 3,000ｍ2 を超える建築物」に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道

などは、不燃材料で造らなければなりませんが、かっこ書きにより、屋外に面する部分は除か

れています。設問は屋外に面する部分については、となっていますので、不燃材料にする必要

はありません。誤りです。 

2. 法第 34 条第 2 項により、高さ 31ｍを超える建築物には、非常用の昇降機を設ける必要があ

りますが、かっこ書きにより、政令（令第 129 条の 13 の２第三号）で定めるものは除かれ

ています。高さ 31ｍを超える部分の階数が４以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、

当該部分が床面積 100ｍ2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は所定の特定防火設備で区画

されているものは、非常用エレベーターを設置しなくても構いません。正しい。 

3. 令第 129 条の７第四号より、エレベーターの出入口の床先とかごの床先との水平距離は 4cm

以下としなければなりませんが、令 129 条の 11 より、乗用・寝台用エレベーター以外で、

安全上支障がないものとして大臣が定めた構造方法を用いるものについては、適用されません。

したがって、正しい。 

4. 令第 126 条の３第１項四号により、排煙設備の排煙囗には、必ず手動開放装置を設けなけれ

ばなりません。正しい。 

 

 

 

 

 

 

 

  

床先の水平距離はこの部分を言

いますよ。鍵やカードなど、薄いもの

はこの隙間から落ちてしまいますの

で、気を付けてください。 



【問題 11】構造強度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、
保有水平耐力計算若しくは限界耐力計算(これらと同等以上に安全性を確かめることができるも
のとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算を含む。)、又は超高層建築物の構造耐力上
の安全性を確かめるための国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わないものとする。 

1. 木造、一⼾建ての住宅における構造耐力上主要な部分である柱の有効細⻑比は、150 以下とし
なければならない。 

2. 延べ面積が 30 ㎡を超える鉄筋コンクリート造の建築物において、軽量骨材を使用する柱に取

り付けるはり
．．

の引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、原則として、柱に定着される
部分の⻑さをその径の 40 倍以上としなければならない。 

3. 延べ面積 50 ㎡、高さ４m の鉄筋コンクリート造の建築物において、柱の出すみ部分の異形鉄
筋の末端は、かぎ状に折り曲げなければならない。 

4. 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物において、鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、原則
として、５cm 以上としなければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 2≫  

1. 令第 43 条第６項により、正しい。 

有効細長比の求め方がここに書かれています。断面の 小二次率半径に対する座屈長さの比を

言います。有効細長比＝座屈長さ/断面の 小二次率半径  

2. 令第 73 条第３項および第４項。鉄筋コンクリート造の柱に取り付けるはりの引張り鉄筋は、

柱に定着される部分の長さをその径の 40 倍以上（第 4 項により、軽量骨材を使用する場合は

50 倍）としなければなりません。誤り。なお、設問は、延べ面積が 30ｍ2 を超える建築物な

ので、令第 71 条第２項により、鉄筋コンクリート造の規定が適用されます。 

3. 令第 73 条第１項一号により、正しい。柱及びはり（基礎ばりを除く）の出すみ部分は、異形

鉄筋であっても、その末端をかぎ状に折り曲げなければなりません。 

コンクリートから抜けないようにするための定着です。 

4. 令第 79 条の３第１項により、正しい。 

 

 

  

有効細長比は、値が大きいほど座屈

しやすく、小さいほど座屈しにくいです。

覚えておいてください。 

有効細長比 大 

有効細長比 小 



【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. 屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が 60 度を超える場合において

は、零とすることができる。 
2. 雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が１m を超える場合

においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を１m まで減らして計算するこ
とができる。 

3. 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他こ
れらに類するものがある場合においては、その方向における風圧力の計算に用いる速度圧は、

所定の数値の 1 
 2 まで減らすことができる。 

4. 建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に、原
則として、所定の式に適合する地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫  

1. 令第 86 条第４項により、正しい。屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その

勾配が 60 度を超える場合においては、零とすることができます。60 度以下の場合は、積雪

荷重に屋根形状係数を乗じた数値となります。 

2. 令第 86 条第６項により、正しい。 

3. 令第 87 条第３項により、正しい。 

4. 令第 88 条第４項より、建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷重

と積載荷重との和に、水平震度を乗じて計算しなければなりません。地震層せん断力係数では

ありません。誤り。 

 

 

 

 

 

 

 

  

建築物に作用する荷重と外力は、 

固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力 

プラス、土圧、水圧、振動及び衝撃 ですよ。 

令 83 条より  



【問題 13】構造強度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. 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は

変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 
2. 地盤が密実な砂質地盤の場合、その地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度は、400kN/㎡と

することができる。 
3. 木材の繊維方向の⻑期に生ずる力に対する曲げの許容応力度は、原則として、木材の種類及び

品質に応じて国土交通大臣が定める曲げに対する基準強度の 1 
 3 である。 

4. 径 28mm 以下の異形鉄筋をせん断補強に用いる場合、短期に生ずる力に対する引張りの許容応
力度の数値の上限は、390N/㎟である。 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫  

1. 令第 38 条第１項により、正しい。 

2. 令第 93 条の表により、正しい。短期に生ずる力に対する許容応力度は、長期の２倍となりま

す。200kN/ｍ2×2 = 400kN/ｍ2 

3. 令第 89 条第１項により、木材の繊維方向の長期に生ずる力に対する曲げの許容応力度は、基

準強度（Fb）の 1.1/3 です。1/3 ではありません。誤り。 

4. 令第 90 条表 2 により、径 28 ㎜以下の異形鉄筋をせん断補強に用いる場合、短期に生ずる力

に対する引張りの短期許容応力度は、基準強度のＦですが、かっこ書により、390 を超える場

合は 390 となっています。従って、上限は 390 N/㎜ 2 です。正しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

法令集をきちんと見れば、解ける問題

です。落ち着いて、間違えないように、

調べてください。 



【問題 14】都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものは
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. 第二種低層住居専用地域内の延べ面積 600 ㎡、高さ５m、平家建ての児童厚生施設 
2. 第一種中高層住居専用地域内の延べ面積 2,000 ㎡、地上５階建ての消防署 
3. 商業地域内の延べ面積 600 ㎡、地上２階建ての日刊新聞の印刷所 
4. 工業地域内の延べ面積 3,000 ㎡、平家建てのゴルフ練習場 
 

 

【解説】 ≪正解 2≫  

1. 法別表第 2（ろ）項一号および（い）項第九号、令第 130 条の４第二号により正しい。 

児童厚生施設は、延べ面積が 600ｍ2 以内であれば、第一種低層住居専用地域内においても新

築することができます。第一種低層で建築できれば、第二種低層でもできますね。 

2. 法別表第 2（は）項七号および令第 130 条の５の４第一号より、消防署は、第一種中高層住

居専用地域内に新築できますが、かっこ書きにより、５階以上の部分をこれらの用途に供する

ものは除かれています。したがって、新築できません。4 階建てなら OK です。 

3. 法別表第 2（ぬ）項二号かっこ書きによりただしい。商業地域内においては、原動機を使用す

る工場で、作業場の面積が 150 ｍ2 を超えるものは新築できませんが、かっこ書きにより、日

刊新聞の印刷所は除かれていますので、新築することができる。 

4. 法別表第 2（を）項により正しい。ゴルフ練習場は、（を）項の各号に該当しませんので、工業

地域内に新築することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

用途地域の問題は毎年出題

されます。必ず正解できるよう

になっておきたいですね。 



【問題 15】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. 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち所定の区域)内の特定高架道路等の
路面下に設ける建築物で、当該地区計画の内容に適合し、かつ、所定の基準に適合するもので
あって特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、道路内に建築する
ことができる。 

2. 自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所は、原則として、特定行
政庁の許可を受けなければ建築することができない。 

3. 特定行政庁が、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると

認めて建築審査会の同意を得て、壁面線を指定した場合であっても、建築物のひさし
．．．

は、壁面
線を越えて建築することができる。 

4. １年を超える期間にわたり工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地は、道路に２m 以
上接しなければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫  

1. 法第 44 条１項三号により、正しい。 

2. 法第 44 条第１項四号、令第 145 条第２項より、自動車専用道路内の休憩所、給油所等で特

定行政庁が許可したものは、建築することができます。したがって、許可を受けなければ建築

することができません。これは高速道路のサービスエリアのことですね。 

3. 法第 47 条により、建築物の壁、もしくはこれに代わる柱、高さ２ｍを超える門や塀は、壁面

線を越えて建築してはいけませんが、ひさしや軒は、ここに含まれていませんので、壁面線を

越えて建築することができます。正しい。 

4. 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、

第３章の規定は適用されません。したがって、法第 43 条の接道義務はありません。誤り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

法 44 条【道路内の建築制限】はよく

出てくるところです。できるだけ頭

に入れておくようにしましょう。 



【問題 16】図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法
第 52 条に規定する容積率)の最高限度は、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、許可等は考慮しないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 48

10
 

2. 54

10
 

3. 60

10
 

4. 80

10
 

 

  



【解説】 ≪正解 3≫  

 容積率の算定は、用途地域ごとに定められた数値（法第 52 条第 1 項）と前面道路の幅員によ

るもの（法第 52 条第２項）の数値の小さい方になります。道路が複数ある場合は幅員が 大の

もの。 

 敷地が容積率の異なる地域にわたる場合は、それぞれに考え合計します。（法 52 条 7 項） 

今回は関係ありません。 

 敷地が特定道路から 70ｍ以内のところにあり、その特定道路に接続する前面道路の幅員が 6

ｍ以上 12ｍ未満なので、法第 52 条第 9 項の緩和規定が適用できます。（令第 135 条の 18） 

Ｗａ＝（12－Ｗｒ）×（70－Ｌ）／ 70 ＝ （12－8）×（70－35）／ 70 ＝ 2m 

よって、南側の道路は 10ｍ（8ｍ＋2ｍ）。 

 前面道路の幅員による容積率は、商業地域なので、10×6/10＝60/10 

 都市計画で定められた数値が 80/10 なので、小さい方の 60/10 を採用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
この問題は、調べなくてもできるようになって

おきたいです。法令集は、確認のために使う程

度になるのが理想と言えますよ。 



【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、門、塀等はないものとする。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、許可等並びに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、全ての部分において、高さの最高
限度まで建築されるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 13.5 m 

2. 18.0 m 

3. 27.0 m 

4. 31.5 m 

 

  



【解説】 ≪正解 2≫  

〔道路斜線の検討】 

 この敷地は、2 以上の道路に面していますので、法第 56 条第６項、令第 132 条第１項によ

る緩和規定が適用されるかどうかの確認が必要です。 

北側道路の幅員の２倍かつ 35m 以内の区域と、南側道路の中心線から 10ｍを超える区域（赤

い矢印の範囲）は、幅員が広い南側道路の幅員として計算することができます。ただし、A 点は

いずれにも該当しませんので、南側道路の幅員は、そのまま 6ｍとして道路斜線の計算を行な

うことになります。 

 

 法第 56 条第２項より、建物は道路境界線より 3ｍ後退していますので、道路の反対側の境界

線より 3ｍ外側から計算します。 

 その点から A 点までの水平距離は、3ｍ＋6ｍ＋3ｍ＝12ｍ 

 容積率は 50/10。道路幅員が 12ｍ以上なので、法 52 条 2 項の規定（前面道路の幅員によ

る容積率の算定）は適用されません。容積率は図中にある 50/10 です。⇒ 別表第三（は）欄

より、道路斜線の適用距離は 25ｍになります。よって、A 点（12ｍ）は適用距離の範囲内。 

 別表第三（に）欄より、商業地域においては道路幅員に 1.5 を掛けます。12×1.5＝18ｍ 

 

 隣地斜線は、31ｍを超える部分が対象なので、検討の必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3m 

12m 

A の 2 倍かつ 35ｍ以内 

（A は広い道路の幅員） 

道路中心から 

10ｍを超える部分

30m 

10m 



【問題 18】図のような敷地に、用途上不可分の関係にあるＡ〜Ｄの建築物を新築する場合、建築基
準法上、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も防火壁を設けていないも
のとし、建築物に附属する門又は塀はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地
域、地区等の制限については考慮しないものとし、危険物の貯蔵等は行わないものとする。なお、
文章中の「耐火建築物等」及び「準耐火建築物等」は、同法第 53 条第 3 項第一号に規定するものと
する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Ａは、耐火建築物等としなければならない。 
2. Ｂは、耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。 
3. Ｃは、耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。 
4. Ｄは、耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。 
 

  



【解説】 ≪正解 4≫  

1. 法第 65 条第２項により、建築物が防火地域と準防火地域に渡る場合は、制限の厳しい防火地

域内の規定が適用されます。敷地ではなく建物がまたぐ場合です。注意してください。 

法第 61 条、令第 136 条の 2 第一号により、防火地域内で、階数が３以上又は延べ面積が

100ｍ2 を超える建築物は、耐火建築物等としなければなりません。したがって、Ａは、耐火

建築物等とする必要があります。正しい。 

2. 法第 65 条第２項により、防火地域の規定が適用されます。 

法第 61 条、令第 136 条の 2 第二号により、階数が 2 以下で延べ面積が 100ｍ2 以下の建築

物は、耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければなりません。正しい。 

3. 法第 65 条第 1 項により、準防火地域の規定が適用されます。 

法第 61 条、令第 136 条の 2 第二号により、準防火地域内では、地階を除く階数が 3 で延べ

面積が 1,500ｍ2 以下の建築物は、耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければなりません。

したがって、正しい。 

4. 準防火地域の規定が適用されます。 

法第 61 条、令第 136 条の 2 第三号又は四号により、地階を除く階数が 2 以下で、延べ面積

が 500ｍ2 以下の建築物は、耐火建築物等又は準耐火建築物等以外の建築物（外壁及び軒裏を

防火構造とし、所定の外壁開口部設備を設けた建築物）とすることができます。したがって、

誤り。 

 

 

この問題における耐火建築物‟等”と準耐火建築物‟等” 

耐火建築物等：法第 53条第 3 項一号イ 令第 135 条の 20 第 1 項 

準耐火建築物等：法第 53条第 3項一号ロ 令第 135 条の 20第 2項 

 

 

この問題は、一から調べてもいいですが、ある程度頭に入っていると、怪しいものから調べることが

できます。時間を節約するためにも、できるだけ覚えるようにしてください。特に法第 65 条第 1 項

と第 2 項は調べなくてもいいように。 

 

 

 

 

 

  令第 136 条の 2 ですが、単に「階数」と書かれて

いる場合と「地階を除く階数」と書かれている場合が

ありますので、注意してください。 

通常の階数は、地階を含みますよ。 



【問題 19】建築協定、地区計画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. 建築協定書の作成に当たって、建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地がある
場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者の全員の合意がなければならない。 

2. 地区計画等の区域内において、市町村の条例に基づいて行う建築物の制限において、建築物に
附属する門又は塀で高さが２m 以下のものは、位置の制限を定めることができない。 

3. 地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備計画が定められている区域のうち建築物の容
積率の最高限度が定められている区域内においては、当該地区計画の内容に適合する建築物で、
特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、建築基
準法第 52 条の規定は適用しない。 

4. 認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、建築協定区域内の土地の所有者等
(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)の過半数の合意をもってその旨を定め、これを特
定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫  

1. 法第 70 条第３項により、建築協定書については、土地の所有者等の全員の合意がなければな

りませんが、ただし書きにより、借地権の目的となっている土地がある場合においては、借地

権の目的となっている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。とあ

ります。したがって、誤り。 

借地権とは簡単に言うと、第三者である土地の所有者から土地を借りて、その土地に自己所有の建

物を建てられる権利のことを言います。 

2. 法第 68 条の２第２項、令第 136 条の２の５第 1 項五号により正しい。、｢壁面の位置の制限｣

は、建築物の壁若しくはこれに代わる柱、建築物に附属する門若しくは塀で高さ２ｍを超える

ものの位置の制限であること。となっています。2ｍ以下のものは定めることができません。

正しい。 

3. 法第 68 条の３第１項により、正しい。法第 52 とは、容積率の規定です。 

4. 法第 76 条第１項により、正しい。 

 

 

 

 

  



【問題 20】共同住宅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. 準防火地域内において、地階を除く階数が３である延べ面積 1,500 ㎡の共同住宅を新築する場

合、耐火建築物としないことができる。 
2. 共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、当該床面積が当該建築物の床面

積の合計の 1 
 3 を超える場合においては 1 

 3 を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延

べ面積に算入しないことができる。 
3. 共同住宅の地階の居室においては、採光のための窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積

を、その居室の床面積の 1 
 7 以上としないことができる。 

4. 階段の幅が３m を超える共同住宅の階段で、けあげが 15cm 以下、かつ、踏面が 30cm 以上の
ものにあっては、その中間に手すりを設けないことができる。 

 

 

【解説】 ≪正解 2≫  

1. 法第 27 条第１項一号。耐火建築物‟等”としなければならない特殊建築物に該当しますが、耐

火建築物にする必要はありません。 

また、法第 61 条、令第 136 条の 2 第二号により、準耐火建築物又は同等の延焼防止性能を

もつ建築物とすることができます。 

2. 法第 52 条第６項より、共同住宅の共用の廊下もしくは階段の用に供する部分の床面積は、容

積率の算定をする場合において算入しません。1/3 ではなく全て算入しませんので、誤り。 

1/3 を算入しないのは、住宅及び老人ホームにおける地階の居室です。 

3. 法第 28 条１項ただし書きにより、正しい。住宅の窓その他の開口部で、採光に有効な部分の

面積は、床面積に対して 1/7 以上でなければなりませんが、地階の居室は除かれています。 

4. 令第 25 条第３項ただし書きにより、正しい。階段の幅が 3ｍを超える場合は、中間に手すり

を設ける必要がありますが、蹴上げ 15 cm 以下、かつ、踏面 30cm 以上の場合は除かれてい

ます。 

 

 

 

  演習問題を繰り返し解いていくと、何となく

覚えてくるところです。怪しいと思ったものから

調べていきましょう。 



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

築士の指導の下に、二級建築士は、当該建築物の工事監理をすることができる。 
2. 一級建築士は、勤務先の建築士事務所の名称及び所在地に変更があったときは、その日から 30

日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 
3. 延べ面積 1,200 ㎡、高さ 12m、軒の高さ 9ｍの鉄骨造の既存建築物について、床面積 250 ㎡の

部分で大規模の修繕を行う場合においては、当該修繕に係る設計は、一級建築士又は二級建築
士でなければしてはならない。 

4. 一級建築士が死亡したときは、その相続人は、その事実を知った日から 30 日以内に、その旨を
国土交通大臣に届け出なければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫  

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

ては、一級建築士でなければ工事監理をしてはいけません。 

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

名称及び所在地は、国土交通省令で定める事項に該当しています。 

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

その部分を新築とみなします。建築士法第３条の２第１項一号より、木造以外で、延べ面積が

30ｍ2 を超えるものは、一級又は二級建築士でなければ、設計・工事監理をしてはいけません。 

4. 建築士法第８条の２第一号により、正しい。 

解答 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

この問題は、実務などで知っている

人にとっては、すぐにわかったかもしれ

ないですね。 



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

1. 建築士事務所を開設しようとする者は、設計等の業務範囲が複数の都道府県にわたる場合であ
っても、当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事以外の都道府県知事の登録を受け
る必要はない。 

2. 一級建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査を業として行おうとすると
きは、一級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、登録を受けなければならな
い。 

3. 二級建築士は、一級建築士を使用する者で所定の条件に該当する場合であっても、一級建築士
事務所の開設者となることができない。 

4. 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合であっても、委託を受けた設計の業務を建
築士事務所の開設者以外の個人の建築士に委託してはならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫  

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

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

必要はありません。 

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

として行おうとするときは、建築士事務所を定めて都道府県知事の登録を受けなければなりま

せん。 

業としなければ、登録は不要ということですね。 

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

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

できます。二級建築士を使用すれば、二級建築士事務所を開設することができます。 

4. 建築士法第 24 条の３第１項により、正しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

建築士でない人が事務所を開設している

ケースは割と多いです。 

資格はとってないけど、仕事はバリバリでき

るタイプ。又は、完全に会社経営だけ行なっ

ている人が多いですかね。 



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

事務所の印を押した場合においても、当該設計を行った建築士は、その設計図書に一級建築士、
二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名しなければならない。 

2. 建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計した設計図書
の一部を変更しようとするときは、設計した建築士の承諾を求めることなく、管理建築士とし
ての権限で変更することができる。 

3. 二級建築士として３年以上の建築工事の指導監督に関する業務に従事した後に管理建築士講習
の課程を修了し、その後一級建築士の免許を取得した者は、一級建築士としての実務経験の有
無にかかわらず、一級建築士事務所に置かれる管理建築士となることができる。 

4. 建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行った行為により建築
基準法の規定に違反し、懲戒処分を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の開設
者に対し、戒告し、若しくは１年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当
該建築士事務所の登録を取り消すことができる。 

 

【解説】 ≪正解 2≫  

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

あるいは木造建築士である表示をして、記名をしなければなりません。 

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

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

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

ることができる。とあります。管理建築士としての権限で変更することはできません。 

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

務経験」十「管理建築士講習」とされていますが、管理建築士講習には、一級・二級・木造建

築士の種別はありません。 

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

一級建築士事務所を開設することができます。 

4. 建築士法第 26 条第２項五号により正しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 建築士定期講習は、事務所に所属する全ての建築士が受ける講習です。 

3、ですが、一級建築士事務所を開設する

場合は、一級を取ってから、管理建築士講習

を受ける人が多いみたいですよ。 

建築士定期講習もありますので、混同しな

いように注意してください。 



【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. 準都市計画区域の一部について都市計画区域が指定されたときは、当該都市計画区域と重複す

る区域内において定められている都市計画は、当該都市計画区域について定められているもの
とみなす。 

2. 都市計画施設の区域内において、木造、地上２階建ての店舗を新築する場合は、原則として、
都道府県知事等の許可を受けなければならない。 

3. 市街化区域内において、土地区画整理事業の施行として開発行為を行う場合は、都道府県知事
の開発許可を受けなければならない。 

4. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築す
る場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫  

1. 都計法第 23 条の２により、正しい。 

2. 都計法第 53 条１項により、許可を受けなければなりません。政令（施行令第 37 条）で定め

る、軽易な行為（階数が２以下で地階を有しない木造建築物の改築・移転）は除かれています

が、設問の建物は該当しません。したがって、許可が必要です。 

3. 都計法第 29 条【開発行為の許可】１項により、都市計画区域内において開発行為を行なう場

合は、都道府県知事の許可を受ける必要がありますが、ただし書き（五号）により、土地区画

整理事業の施行として行う開発行為は、除かれています。したがって、誤り。 

4. 都計法第 43 条第１項により、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内

においては、原則として、都道府県知事の許可を受けなければ、新築等をしてはなりませんが、

仮設建築物の新築（三号）は除かれています。正しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

許可がいるかどうか、 

この問題もよく出てきますよ。 



【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. 消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施行又は適用の際、現に存する幼稚園が規定に適
合しない場合であっても、当該消防用設備等についての当該規定に適合させなくてもよい。 

2. 敷地面積 30,000 ㎡、延べ面積 12,000 ㎡、高さ 40m の耐火建築物のホテルについては、消防用
水を設置しなくてもよい。 

3. 延べ面積 10,000 ㎡の地下街に設置する排煙設備は、消火活動上必要な施設に該当する。 
4. 劇場及び飲食店の用途に供する複合用途防火対象物の地階(床面積の合計が 600 ㎡)については、

ガス漏れ火災警報設備を設置しなくてもよい。 
 

 

【解説】 ≪正解 1≫  

1. 消防法第 17 条の２の５に適用除外の規定（政令が施行された際、現に存するものが適合して

いない場合は、適合させなくてもよいという規定）がありますが、全ての建築物が対象ではな

く、第 2 項に、適合させなければならないものが書かれています。 

第２項四号を見てみると、政令で定めるもの（特定防火対象物）の記載があり、幼稚園は、施

行令第 34 条の４【適用が除外されない防火対象物の範囲】の第２項に該当（別表第 1（6）

項二）しています。したがって、既存の特定防火対象物の幼稚園は、消防用設備等の設置の規

定に適合させる必要があります。誤り。 

2. 消防法施行令第 27 条第１項一・二号により、消防用水の設置はしなくて構いません。正しい。 

ホテルは、別表第 1(5)項イに該当していますが、設問の規模では該当しません。 

敷地の面積と床面積は、「かつ」なので注意してください。両方満たす必要があります。 

3. 消防法施行令第７条第６項により、排煙設備は｢消火活動上必要な施設｣に該当します。正しい。 

また、施行令 28 条 1 項一号により、地下街は別表第 1（16 の 2）に該当していますので、

設問の規模の地下街は、排煙設備を設置する必要があります。 

4. 消防法施行令第 21 条の２第１項五号により、設置しなくても構いません。 

設問の施設は、別表第 1（十六）項イに該当する複合用途防火対象物になります。延べ面積が

1,000ｍ2 以上、かつ、劇場か飲食店等の部分の床面積が 500ｍ2 以上の場合は、ガス漏れ火

災警報設備を設置しなければなりませんが、設問の規模は該当しませんので、設置の必要はあ

りません。正しい。 

 

 

 

 

 

 

 

  

消防法は慣れるまで

ちょっと難しいですね。

頑張ってください！ 



【問題 26】「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものは
どれか。 

1. 新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものであり、かつ、当該住宅
の建設工事の完了の日から起算して 1 年を経過していないものは、「新築住宅」である。 

2. 「評価方法基準」とは、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき住宅の性能に関する評価
(評価のための検査を含む。)の方法の基準をいう。 

3. 新築住宅の建設工事の完了前に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、設計住宅性能評価
書の写しを売買契約書に添付した場合においては、売主が当該契約書において反対の意思を表
示していなければ、当該写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したも
のとみなす。 

4. 指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売
買契約に関する紛争の当事者の双方からの申請がなければ、当該紛争のあっせん、調停又は仲
裁の業務を行うことはできない。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫  

1. 品確法第２条第２項により、正しい。 

１年経過していなくても、居住すると、「新築住宅」ではなくなります。また、居住していなくても、

1 年を経過すると、「新築住宅」ではなくなります。 

2. 品確法第３条の２第１項により、正しい。 

3. 品確法第６条第２項により、正しい。 

また、第４項では、この規定は、請負人又は売主が、請負契約書又は売買契約書において反対

の意思を表示しているときは、適用しない。となっています。 

4. 品確法第 67 条第１項により、指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住

宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、

紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行うものとする。とあります。双方からの申請がなけ

ればではありません。したがって、誤りです。 

 

 

 

 

 

 

 

  

一般的に、紛争処理機関に申請

（助けを求める）をするのは、買主側

である場合が多いです。 



【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. ⻑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。 



【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。 



【問題 29】建築士法に基づく懲戒処分等に関するイ〜ニの記述について、正しいものの組合せは、
次のうちどれか。 

イ. 一級建築士たる工事監理者として、工事監理を十分に行わなかったことにより、施工上重大な
欠陥を見逃した場合には、当該一級建築士は懲戒処分の対象となる。 

ロ. 一級建築士たる建築士事務所の開設者として、建築士事務所の業務を廃止したにもかかわらず、
業務廃止から 30 日以内に廃業届を提出しなかった場合には、当該一級建築士は懲戒処分の対
象となる。 

ハ. 一級建築士たる工事施工者として、確認済証の交付を受けなければならない建築工事について、
確認済証の交付を受けずに当該工事を行った場合には、当該一級建築士は懲戒処分の対象とは
ならない。 

ニ. 建築士でないにもかかわらず、確認の申請の際に一級建築士を詐称した場合には、当該者は罰
則の適用の対象とはなるものの、懲戒処分の対象とはならない。 

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

 

 

【解説】 ≪正解 3≫  

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

より、懲戒処分の対象となります。正しい。 

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

号により、懲戒処分の対象となります。正しい。 

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

対象となります。誤り。 

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

用いた者は、罰則の対象となります。ただ、建築士法第 10 条【懲戒】の規定は、建築士を対

象としたものなので、懲戒処分の対象とはなりません。正しい。 

したがって、正しいものの組合せは、イと口と二になります。 

 

 

  

イとロは、何となく正しそうですし、１，２，３、に含ま

れていますので、正しいと判断できそうです。 

また、ハは、明らかに誤っていそうな感じがします。 

調べなくても、答えはわかりそうですね。 



【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。 


