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■住宅の確認申請を行う際の疑問点を解消し、効率的な業務を
サポート！
■確認申請書および設計図書の作成方法を実際の申請書・設計
図書をもとにわかりやすく解説。
■平成34年（2022年）までに全建築物の新築・増改築に適用さ
れる建築物省エネ法に対する解説を追加。

［編集］ 新・建築確認申請実務研究会

平成30年施行 建築基準法改正に対応！

この一冊で『建築確認申請手続』のすべてがわかる！

B5判／288頁　　定価：本体4,000円＋税

木造二階建て
建築物の申請業務

（四号建築物）に特化！

フローに沿って
確認申請手続を
解説！
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＜クレジットカードでもお支払いいただけます＞ CLI
CK!第一法規 検　索詳 細・お申し込みはコチラ

書籍の内容・根拠法令、建築基準法・政令・省令・告示原文を

スマホやパソコンから！ 建築関連の諸法令も登載！

主要目次
第1部　確認
〔意匠関係〕
1 確認申請手続のフロー
2 申請準備・確認申請
3 確認審査
4 確認審査の各通知書
5 確認申請書
6 建築計画概要書
7 建築計画概要・付近見取図
7－1 付近見取図
8 使用建築材料表等
8－1 使用建築材料表等の記載
8－2 耐火構造等の構造詳細図
9 配置図
9－1 配置図

9－2 敷地面積求積図
9－3 床面積求積図
9－4 地盤面算定表
10 各階平面図
10－1 各階平面図
11 二面以上の立面図・断面図
11－1 二面以上の立面図
11－2 二面以上の断面図
12 採光関係規定の明示すべき事項と
　 記載例（参考） 
〔建築設備関係〕
13 建築設備関係図書の記載について
13－1 配置図（建築設備）
13－2 各階平面図（建築設備）
13－3 二面以上の断面図（建築設備）
14 建築設備の仕様書の記載について
15 建築設備の構造詳細図の記載について

16 給気機又は排気機の給気又は
　 排気能力を算定した際の計算書 
17 昇降機の記載について
18 建築設備の建築基準関係規定の
　 記載について
19 建築設備の認定書・図面の例
20 建築設備関係参考資料
〔構造関係〕
21 構造関係図書の記載について
22 基礎伏図
23 伏図
24 軸組図
25 壁量計算書
26 N 値計算表

第2部　中間検査
1 中間検査
2 中間検査申請書

第3部　完了検査
1 完了検査
2 完了検査申請書
3 軽微な変更・計画変更

第4部　既存不適格建築物の
増改築申請

1 建築物の施工後の法改正での扱い
2 既存不適格建築物に対する制限の緩和
3 既存不適格建築物の増築等に係る建築
　 確認での申請書類

第5部　建築士関連
1 定期講習の義務付け
2 管理建築士資格制度
3 建築士事務所の開設者等の業務

第6部　建築物省エネ法関連

書籍でもWEBでも、建築確認申請手続をフルサポートします！

書籍解説中の気になる法令を呼び出し！

ワンクリックで根拠法令へ

法令データベース
としても使用可能

書籍購読者特典 電子書籍・法令データベース機能登載！
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