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平成18年６月改正 建築基準法・建築士法解説書の決定版

耐震偽装問題による平成18年６月改正の建築基準法・建築士法について、
国土交通省監修により、解説・Q&A・参考資料で構成した決定版書籍　

建築士、ゼネコン・ハウスメーカーなどの
設計実務者、自治体、民間確認検査機関の審査実務者必携の解説書　

全55問のQ＆Aで、建築基準法・建築士法をわかりやすく解説
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構造計算適合性判定に当たっては、どのような審査が行われますか。

構造計算適合性判定に要する費用は、誰が負担し、どのくらいになるのですか。

確認済証の交付期限を14日間延長するのはなぜですか。

共同住宅以外の建築物については、中間検査の扱いはどうなりますか。

図書の保存期間は何年とするのですか。

特定行政庁が立入検査により把握した違反事実を、指定権者に報告しなければならないこととする趣旨は何ですか。

建築士に対し、無資格者等に対する名義貸しを禁止する趣旨は何ですか。

建築士又は建築士事務所に対し処分が行われた場合の公告について、どのような内容が公表されますか。

技術基準規定違反に係る罰則について、どのような考え方に基づき法定刑を設定したのですか。
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＜お客様の個人情報の取扱いについて＞
お客様よりお預かりしたお名前・住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送、アフターサービス、当社商品・サービスのご案内を
するために使用いたします。ご同意のうえお申し込みくださいますようお願いいたします。ご不明な場合、また個人情報の照会、
訂正、削除を希望される場合は、下記フリーダイヤルにより最寄りの支社までご連絡ください。お客様よりお預かりしました個人情報は、
弊社ホームページに掲載の「プライバシーポリシー」に従い適切に管理して参ります。
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　２　指定確認検査機関の業務の適正化
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　１　建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の
　　　一部を改正する法律＜概要＞
　２　諮問書「建築物の安全性確保のための建築行政の
　　　あり方について」（平成17年12月12日）
　３　社会資本整備審議会建築分科会中間報告（平成18年
　　　２月24日）
　４　社会資本整備審議会建築分科会中間報告＜概要＞
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