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質問❶ 建築確認について 質問❷ 審査基準について 質問❸ 建築確認制度で問題点
b. 最近の確認申請の

（aは5頁のグラフに記載）

取り扱い件数の傾向
について、教えてく
ださい。特徴的なこ
とがあればご記入く
ださい。

c. 民間確認機関との違いについて、教え
てください。
 貴行政庁での特徴的なことがあればお書
きください。

d. 建築確認に要する
平均的日数で、調査
結果があれば教えて
ください。

e. 確認申請審査に当たり一番
配慮しているポイントを教えて
ください。

f. 建築確認申請を提出する設計事務
所に一番留意して欲しい項目は何で
すか？

c. 貴行政庁では審査基準を
公開していますか？

d. 審査基準の運用につい
て、民間審査機関との違い
について。
特徴的なことがあればお書
きください。

日頃、建築確認審査業務をなさっていて、特に問題と
思われること、改善が必要と思われることがあればお
書きください。

特になし。 ない。
集団規定、安全・避難規定
等、生命・財産に関するこ
と。

毎回同じ指摘をされないように注意
して欲しい。

していない。
国のQ&A等を参
考にしている。

ない。 していない。 特になし。

やや減少した。 特になし。 ない。 公正な審査。 特にありません。 していない。
特にありませ
ん。

ない。 特にありません。 していない。 特にありません。 敷地の二重使用など。不適法な敷地分割など。

変わらない。 事前審査の未実施。 ない。 審査の迅速化。
図面の整合性や法適合についての明
瞭な記載。

している。
審査基準として
まとめる程の申
請はない。

ない。
予定を含めて検討
中のため。

部分ごとの考え方もある程
度必要であるが建物全体の
計画を踏まえて判断してい
る。

民間確認検査機関が区で事前協議するように設計者に伝
えていること。
疑義があれば審査機関が見解を持って問合せして欲し
い。

変わらない。 特になし。 ない。 公平、正確、迅速。 法の趣旨に基づいた設計。 していない。

色々な事例があ
るので、個々の
相談で対応して
いる

ない。 aによる。 している。窓口での閲覧。
民間の審査基準がわからな
いため不明。

民間確認機関での確認物件の相談が多い。

減少した。
建築確認申請された段階で、必ず敷地の
現地状況を確認に行きます。

ない。
二重審査により適正かつ厳格
な審査とともに迅速化に努め
ています。

設計段階で設計者が自ら適法性の
確認をしてから建築確認申請をして
欲しい。
設計の手戻りが少なくなり、時間の
短縮になります。

していない。
色々なケースが
あるので基準化
しにくい。

ない。 同左。
していない。
成文化している審査基準が
ないため。

なし。 なし。

減少した。
約９割の確認申請が
民間確認検査機関へ
移行している。

慎重・公平な審査。

ある（本審査から
8.7日）。
事前協議制度により
仮受付から本申請ま
で平均37.8日。

許可・認定と連携するものが
あるため、時間を要する場合
がある。

事前協議により設計事務所の対応が
長くなる場合がある。

している。

している。
ホームページでは公開して
いないが、窓口で公開（配
布）している。

特になし。
民間確認検査機関での確認物件に対して住民から陳情が
多くなってきている。
設計時等における配慮が必要であると思われる。

変わらない。

減少した。
中・小規模の新築物
件及び既存建物の増
築・用途変更が多い。

公共の福祉の増進に資することを目的と
している行政と営利目的の民間確認機関
の違い。

ない（約30日）。 適正かつ公正な審査。 質問3の回答を参照。 している。 一部のみ。
している（窓口による閲
覧）。

民間確認機関の審査基準を
知らないので分かりません。

民間確認機関の多くは、判断に迷う取り扱いや解釈を行
政に丸投げしている。
区の職員はその対応に多くの時間と労力を費やされてし
まっている。
また確認申請をする設計事務所等も同様に、行政の判断
に依存しすぎているところが多い。民間確認機関及び設
計事務所等は自らの責任において業務を遂行していただ
きたい。

減少した。

現場の確認（道路、敷地境界、敷地及び
周辺の高低差等）。
2項道路の中心鋲を設置している行政庁も
あるが、北区では行っていないため、行
政が中心鋲を設置することを前提にした
判断をしないで欲しい。
当区の特徴ではないが、計画が社会通念
上、明らかに不自然な場合は、設計変更
の検討を求める（住宅の規模に比して、
過大な広さ・設備を備える納戸等）。

ない。

施行規則第１条の３に定められ
た事項が適正かつ明確に図面
に記載されているか。
配置図に道路の位置や２項道
路の中心が明確に表現されて
いるか否かを注視している。

どのように道路の位置や2項道路の
中心を求めたのかを配置図に明記す
る。
道路管理者との十分な協議（境界査
定状況、認定幅員と現況幅員、公有
地の有無等）。
申請書、添付図書の記載に不足や誤
記がないかの確認。
建築計画概要書の第三面が閲覧者に
「優しく」作成されているかの確認。

している。
位置指定道路の
基準。43条ただ
し書き許可基準。

ある。 未定。

している。
位置指定道路の基準。43
条ただし書き許可基準。
その他は内規として成文化
しているが公表していない
ものもある。その理由とし
ては、審査のよりどころと
はしているが、計画によっ
ては個別判断が求められる
場合等、一般解として公表
に適さない場合もあるた
め。

小屋裏収納の取扱、窓先空
地の必要性の可否に係る道
路に面する窓の基準、路地
状敷地の取扱、変形の交差
点における前面道路の幅員
の取り方、避難上主要な出
入り口の扱い。

「指定確認検査機関に対して」
法的解釈については、特定行政庁にその解釈を委ねるた
めに設計者に建築主事等の考え方を確認させるのではな
く、各指定確認検査機関が判断するよう努めていただき
たい。
行政庁の考えを確認したい場合は、機関が直接、行政庁
に確認すべきと考える。

変わらない。
延べ床面積1万平方
メートル以下の確認
申請の全体比率：民
間75％　区25％。

特例許可、特例認定、承認の手続き、建
築基準法77条の31（報告、検査等）、同
法77条の32（照会及び指示）、同法12条
6項（立入検査）の実施。

ある（20日）。
法規の適正な運用と迅速な確
認審査手続き。

法規を遵守した安全な建物の設計。 している。 している。

区内における建築関係法令
の解釈や適正な運用の統一
を目的に、建築基準法関係
の解説及び運用基準を定め
ている。

指定確認検査機関が処分した案件における審査及び検査
の責任と設計者責任の範囲について、問題があると考え
る（法規の解釈と運用、資格者能力等）。

減少した。 現地確認など。 ない。
法の趣旨に基づく適正かつ公
平な審査。

電話のみの問合せでは行き違いが出
るため、重要な確認については、必
ず直接来て相談して欲しい。

していない。 ない。 していない。
民間審査機関の審査基準と
比較したことがないため不
明。

確認処分をする機関が責任を持って判断して欲しい。

a. 貴行政庁では審査基準を成
文化していますか？

b. していない行政庁では成
文化される予定はあります
か？

東京都
（多 摩 建 築 指 導
事務所建築指導
二課）

東京都
（多 摩 建 築 指 導
事務所建築指導
三課）

千代田区
（まちづくり推進
部建築指導課）

中央区
（都 市 整 備 部 建
築課）

港区
（建築課審査係）

新宿区
（都 市 計 画 部 建
築指導課）

文京区
（都 市 計 画 部 建
築指導課）

台東区
（都市づくり部建
築課）

北区
（まちづくり部建
築課）

荒川区
（防災都市づくり
部建築指導課）

品川区
（都 市 環 境 事 業
部建築課）

アンケート：行政庁の建築確認アンケート：行政庁の建築確認


