建築物の耐震改修の促進に関する法律 の一部を改正する法律案

○建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法律第百二十三号）

案

新旧対照条文

現

行

（傍線部分は改正部分）

総則（第一条―第三条）

正

第一章

基本方針及び都道府県耐震改修促進計画等（第四条・第五条

改

総則（第一条―第三条）

第二章

目次

第一章
基本方針及び都道府県耐震改修促進計画等（第四条―第六条

目次

第二章

建築物の所有者が講ずべき措置（第七条―第十六条）

第四章

第三章

建築物の耐震改修の計画の認定（第八条―第十二条）

特定建築物に係る措置（第六条・第七条）

）

第三章

建築物の耐震改修の計画の認定（第十七条―第二十一条）

（新設）

）

第四章

建築物の地震に対する安全性に係る認定等 （第二十二条―第

第五章

耐震改修支援センター（第十七条―第二十七条）

建築物の耐震改修に係る特例（第十三条―第十 六条）

（新設）

第五章
二十四条）

区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定等（第二十五

建築物の耐震改修に係る特例（第二十八条―第三十一条）

第六章

罰則（第二十 八条―第三十条）

第六章

第七章

耐震改修支援センター（第三十二条―第四十二条）

第七章

条―第二十七条）

第八章

罰則（第四十三条―第四十六条）

附則

第九章
附則

（略）

（定義）
第二条

（定義）
（略）

この法律において「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向 上を

目的として、増築、改築、修繕若しくは模様替又は敷地の整備をする

２

目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地

ことをいう。

この法律において「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を

第二条
２

の整備をすることをいう。
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３

（略）

（都道府県耐震改修促進計画）

３

（略）

（都道府県耐震改修促進計画等）
（略）

（略）

第五条
２

都道府県は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項

（略）

（略）
３

第五条
２
都道府県は 、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項

に、当該 各号に定める事項を記載することができる。

３

当該建

建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道

限に関する事項

築物に関する事項及び当該建築物に係る耐震診断の結果の報告の期

、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合

震不明建築物」という。）に限る。）について、耐震診断を行わせ

る安全性が明らかでないものとして政令で定める建築物（以下「耐

受けて いるものをいう。以下同じ。）であるもの（その地震に対す

という。）に適合しない建築物で同法第三条第二項の規定の適 用を

又はこれに基づく命令若しくは条例の規定（以下「耐震関係規定」

て、既存耐震不適格建築物（地震に対する安全性に係る建築基準法

用を確保することが公益上必要な建築物で政令で定めるものであっ

病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利

に、 当該各号に定める事項を記載することができる。
一

二

路（相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込 まれ
る地域を通過する道路その他国土交通省令で定める道路（以下「建
築物集合地域通過道路等」という。）に限る。）の通行を妨げ、市
町村の区域を越える相当多数の者の円滑な避難を困難とすることを
防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適
格建築物（地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道
路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある
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４

三

四

五

ものとして政令で定める建築物（第十 四条第三号において「通行障
害建築物」という。）であって既存耐震不適格建築物であるものを

当

いう。以下同じ。）について、耐震診断を行わせ、又はその促進を
図り、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合
該通行障害既存耐震不適格建築物の敷 地に接する道路に関する事項
及び当該通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるも
のに限る。）に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項

建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接す る道

路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止す

一

路（建築物集合地域通過道路等を除く。）の通行を妨げ、市町村の

るため、当該道路にその敷地が接する建築物の耐震診断及び耐震改

建築物が地震によって 倒壊した場合においてその敷地に接する道

区域を越える相当多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止す

修の促進を図ることが必要と認められる場合

当該耐震診断及び耐

るため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築

震改修の促進を図るべき建築物の敷地に接する道路に関する事項

当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関す

物の耐震診断及び耐震改修の 促進を図ることが必要と認められ る場
合
る事項

定する資格を有する入居者をその全部又は一部について確保するこ

十二号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。）第三条第四号に規

とができない特定優良賃貸住宅（特定優良賃貸住宅法第六条に規定

定す る資格を有す る入居者をその全部又は一部について確 保す るこ

十二号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。）第三条第四号に規

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成五年法律第五

とができない特定優良賃貸住宅（特定優良賃貸住宅法第六条に規定

する特定優良賃貸住宅をいう。以下同じ。）を活用し、第十条に規

二

する特定優良賃貸住宅をいう。以下同じ。）を活用し、第十九条に

定する認定建築物である住宅の耐震改修の実施に伴い仮住居を必要

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成五年法律第五

規定する計画認定建築物である住宅の耐震改修の実施に伴い仮住居

とする者（特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有す

特定優良賃貸住宅の特定入居者

を必要とする者（特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格

（略）

に対する賃貸に関する事項

することが必要と認められる場合

る者を除く。以下「特定入居者」という。）に対する仮住居を提供
特定優良賃貸住宅の特定

三

を有する者を除く。以下「特定入居者」という。）に対する仮住居
を提供することが必要と認められる場合
入居者に対する賃貸に関する事項
（略）
都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に前項第一号に定める事項
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を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該建
築物の所有者（所有者以外に権原に基づきその建築物を使用する者が
あるときは、その者及び所有者）の意見を聴かなければならない。
４

都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に機構又は公社による建築

物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項を記載しようとすると

都道府県は 、都道府県耐震改修促進計画に第 三項第五号に定める事
項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、機構

きは、当該事項について、あらかじめ、機構又は当該公社の同意を得

５

（略）

５

又は当該公社の同意を得なければならない。

（略）

前三項の規定は、都道府県耐震改修促進計画の変更について準用す

なければならない。
６

６

（新設）

れを公表しなければならない。

市町村は、前項の計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

の計画を定めるよう努めるものとする。

該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため

市町村は、基本方針及び都道府県耐震改修促進計画を勘案して、当

る。

第三項から前項までの規定は、都道府県耐震改修促進計画の変更に

８

７

７
ついて準用す る。

（市町村耐震改修促進計画）
市町村は、都道府県耐震改修促進計画に基づき、当該市町村の

市町村耐震改修促進計画 においては、おおむね次に掲げる事項を定

する。

下「市町村耐震改修促進計画」という。）を定めるよう努めるものと

区域内の建築物の 耐震診断及び耐震改修の促進を図 るための計画（以

第六条

２

当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図

する目標

当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関

めるものとする。
一

二
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３

三

四

五

るための施策に関する事項
建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及
に関する事項
建築基準法第十条第一項から第三項までの規定による勧告又は命
令その他建築物の地震に対する安全性を確保し、又はその向上を図
るための措置の実施についての所管行政庁との連携に関する事項
その他当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促
進に関し必要な事項
市町村は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項に

当該通行障害既存耐

建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道

る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項

既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限る。）に係

震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項及び当該通行障害

修の促進を図ることが必要と認められる場合

物について、耐震診断を行わせ、又はその促進を図り、及び耐震改

るため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築

村の区域における多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止す

路（建築物集合地域通過道路等に限る。）の通行を妨げ、当該市町

建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道

、当該各号に定める事項を記載することができる。
一

二

路（建築物集合地域通過道路等を除く。）の通行を妨げ、当該市町
村の区域における多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止す
るため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築

当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関す

物の耐震診断及び耐震改修の 促進を図ることが必要と認められ る場
合

る事項
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４

５

市町村は、市町村耐震改修促進計画を定めたときは、遅滞なく、こ

建築物の所有者が講ずべき措置

前二項の規定は、市町村耐震改修促進計画の変更について準用する

れを公表しなければならない。

。

第三章

次に掲げる建築物（以下「要安全確認計画記載建築物」という

（要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務）
第七条

。）の所有者は、当該要安 全確認計画記載建築物について、国土交通
省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、次の各号
に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに

同号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記

同号の規定により都道府県

その敷地が前条第三項第一号の規定により市町村耐震改修促進計

耐震改修促進計画に記載された期限

耐震不明建築物であるものに限る。）

進計画に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物（

その敷地が第五条第三項第二号の規定により都道府県耐震改修促

載された期限

載された建築物

第五条第三項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記

所管行政庁に報告しなければならない。
一

二

三

画に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物（耐震

同項第一号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載さ

不明建築物であるものに限り、前号に掲げる建築物であるものを除
く。）
れた期限

第三章

（新設）

特定建築物に係る措置
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（要安全確認計画記載建築物に係る報告命令等）
所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の所有者が前条の規

所管行政庁は、第一項の規定により報告を命じようとする場合にお

で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

所管行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、国土交通省令

正す べきことを命ずることができる。

し、相当の期限を定めて、その報告を行い、又はその報告の内容を是

定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該所有者に対

第八条

２

３
いて 、過失がなくて当該報告を命ずべき 者を確知す るこ とができず、
かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは
、その者の負担において、耐震診断を自ら行い、又はその命じた者若
しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相
当の期限を定めて、当該報告をすべき旨及びその期限までに当該報告
をしないときは、所管行政庁又はその命じた者若しくは委任した者が
耐震診断を行うべき旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

所管行政庁は、第七条の規定による報告を受けたときは、国土

（耐震診断の結果の公表）
第九条

交通省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければな
らない。前条第三項の規定により耐震診断を行い、又は 行わ せたとき
も、同様とする。

都道府県は、第七条第二号に掲げる建築物の所有者から申請が

（通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要す る費用の負担）
第十条

あったときは、国土交通省令で定めるところにより、同条の規定によ
り行われた耐震診断の実施に要する費用を負担しなければならない。

（新設）

（新設）

（新設）
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２

市町村は、第七条第三号に掲げる建築物の所有者から申請があった
ときは、国土交通省令で定めるところにより、同条の規定により行わ
れた 耐震診断の実施に要する費用を負担しなければならない。

要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断の結果、地

（要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力）
第十一条
震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該
要安全確認計画記載建築物について耐震改修を行うよう努めなければ
ならない。

所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の耐震改修の適確

（要安全確認計画記載建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指
示等）

。
所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた要安全確認計画記載

者に対し、技術指針事項を勘案して、必要な指示をすることができる

が行われていないと認めるときは、要安 全確認計画記載建築物の所有

所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物について必要な耐震改修

言をすることができる。

て、要安全確認計画記載建築物の耐震改修について 必要な指導及び助

上の指針となるべき事項（以下「技術指針事項」という。）を勘案し

載建築物の所有者に対し、基本方針のうち第四条第二項第三号の技術

な実施を確保するため必要があると認めるときは、要安全確認計画記

第十二条

２

３

建築物の所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったとき
は、その旨を公表することができる。

（新設）

（新設）
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（要安全確認計画記載建築物に係る報告、検査等）
所管行政庁は、第八条第一項並びに前条第二項及び第三項の

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められ

携帯し、関係者に提示しなければならない。

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す 証明書を

ては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合におい

安全確認計画記載建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の

画記載建築物の工事現場に立ち入り、要安全確認計画記載建築物、要

記載建築物、要安全確認計画記載建築物の敷地若しくは要安全確認計

る事項を除く。）に関し報告させ、又はその職員に、要安全確認計画

地震に対する安全性に係る事項（第七条の規定による報告の対象とな

全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の

規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、要安

第十三条

２

３
たものと解釈してはならない。

（特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力）

（新設）

（特定建築物の所有者の努力）

法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定（第八条において「耐震

次に掲げる建築物のうち、地震に対する安全性に係る建築基準

（要安全確認計画 記載建築物であるものを除く。以 下「特定既存耐震

関係規定」という。）に適合しな い建築物で同法第三条第二項の規定

第六条

不適格建築物」という。）の所有者は、 当該特定既存耐震不適格建築

の適用を受けているもの（以下「特定建築物」という。）の所有者は

次に掲げる建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの

物について耐震診断を行い、その結果、地震に対す る安全性の向上を

、当該特定建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該特定建

第十四条

図る必要があると認められるときは、当該特定既存耐震不適格建築物

築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。

を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとし

地震によって倒壊した場合においてその敷地に接す る道路の通行

（略）

について耐震改修を行うよう努めなければならない。

三

一・二

その敷地が第五条第三項第二号若しくは第三号の規定により都道

一・二（略）
三

府県耐震改修促進計画に記載された道路又は第六条第三項の規定に
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より市町村耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障害建

定により都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接するもの

て政令で定める建築物であって、その敷地が前条第三項第一号の規

（指導及び助言並びに指示等）

築物

（特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等）

施を確保するため必要があると認めるときは、特定建築物の所有 者に

所管行政庁は、特定建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実

震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定

対し、基本方針のうち第四条第二項第三号の技術上の指針となるべき

第七条

既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、特

事項を勘案して、特定建築物の耐震診断及び耐震改修について必 要な

所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐

定既存耐震不適格建築物の 耐震診断及び耐震改修について必 要な指導

指導及び 助言をすることができる。

第三号までに掲げる特定既存耐震不適格建築物にあっては、地震に対

政令で定める規模以上のものについて必要な耐震診断又は 耐震改修が

の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものであって

所管行政庁は、次に掲げる特定建築物のうち、地震に対する安全性

する安全性の向上を図るこ とが特に必要なものとして政令で定めるも

行われていないと認めるときは、特定建築物の所有者に対し、基本方

２

のであって政令で定める規模以上のものに限る。）について必要な耐

針のうち第四条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項を勘案し

所管行政庁は、次に掲げる特定既存耐震不適格建築物（第 一号から

震診断又は耐震改修が 行われて いないと認めるときは、特定既存耐震

前条第二号に掲げ る建築物である特定建築物

る者が主として利用す る特定建築物

小学校、老人ホー ムその他地震の際の避難確保上特に配慮を要す

多数の者が利用する特定建築物

病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ

て、必要な指示をすることができる。

三

二

一

不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、必要な指示

病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ

をすることができる。
一

多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物
小学 校、老人ホー ムその他地震の際の避難確保上特に配慮を要す

前条第二号に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物

二

三

前条第三号に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物

る者が主として利用する特定既存耐震不適格建築物

四

所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた特定建築物の所有者

が、正当な理由がなく、その指示 に従わなかったときは、その旨を公

所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた特定既存耐震不適格
建築物の所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったとき

表す るこ とができ る。

所管行政庁は、前二項の規定の施行に必要な 限度において、政 令で

は、その旨を公表することができる。
所管行政庁は、前二項の 規定の施行に必要な限度において 、政令で

４

３

及び助言をすることができる。

第十五条

２

３

４
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５

適格建築物の敷地若しくは 特定既存耐震不適格建築物の工事 現場に立

させ、又はその職員に、特定既存耐震不適格建築物、特定既存耐震不

定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告

定め るところにより、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、特

特定建築物、特定建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の

築物、特定建築物の敷地若しくは特定建築物の工事現場に立ち入り、

に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定建

定めるところにより、特定建築物の所有者に対し、特定建築物の地震

（略）

（略）

（計画の認定）

（新設）

たものと解釈してはならない。

第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められ

携帯し、関係者に提示しなければならない。

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を

物件を検査させることができる。

５

２

第八条

６

ち入 り、特定既存耐震不適格建築物、特定既存耐震不適格建築物の敷
地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させるこ とができ
る。
第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定
による立入検査について準用する。

（一定の既存耐震不適格建築物の所有者の努力等）
要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以

所管行政庁は、前項の既 存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改

いて 耐震改修を行うよう努めなければならない。

ついて 耐震診断を行い、必要に応じ、当該既存耐震不適格建築物につ

外の既存耐震不適 格建築物の所有者は、当該既存耐震不適格建築物に

第十六条

２

修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該既存
耐震不適格建築物の所有者に対し、技術 指針事項を勘案して、当該既
存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び
助言をす るこ とができ る。

（略）

（計画の認定）

（略）

第十七条
２
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３

所管行政庁は、第一項の申 請があった場合において、建築物の耐震

改修の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認

３

改修の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認

定（以下この章において「計画の認定」という。）をすることができ

所管行政庁は、第一項の申請があった場合において、建築物の耐震

定（以下この章において「計画の認定」という。）をすることができ

（略）

る。
一・二

る。
（略）

物の敷地又は建築物若しくは その敷地の部分が耐震関係規定以外の

るものであり、かつ、当該工事後も、引き続き、当該建築物、建築

（同条第十五号に規定する大規模の模様替をいう。）をしようとす

条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。）又は大規模の模様替

該建築物又は建築物の部分の増築、改築、大規模の修繕（同法第二

三条第二項の規定の適用を受けているものである場合において、当

はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合せず、かつ、同法第

の敷地の部分が耐震関係規定及び耐震関係規定以外の建築基準法又

の修繕をいう。）又は大規模の模様替（同条第十五号に規定する大

に限る。）、大規模の修繕（同法第二条第十四号に規定する大規模

変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）を伴わないもの

より建築物の延べ面積を増加させるものに限る。）、改築（形状の

させ、又は 柱若しくは壁のない部分に柱若し くは壁を設けるこ とに

該建築物又は建築物の部分の増築（柱の径若しくは壁の厚さを増加

三条第二項の規定の適用を受けているもので ある場合において、当

はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合せず、かつ、同法第

の敷地の部分が耐震関係規定及び耐震関係規定以外の建築基準法又

第一項の申請に係る建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはそ

同法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しないことと

規模の模様替をいう。）をしようとするものであり、かつ、当該工

三

なるものであるときは、前二号に掲げる基準のほか、次に掲げ る基

事後も、引き続き、当該建築物、建築物の敷 地又は建築物若しくは

第一項の申請に係る建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはそ

一・二
三

準に適合していること。

その敷地の部分が耐震関係規定以外の同法又はこれに基づく命 令若

しくは 条例の規定に適合しないこととな るものであるときは、前二

（略）

イ

（略）

号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合していること。
イ

にあっては、それぞれの工事の計画）に係る建築物及び建築物の

工事の計画（二以上の工事に分けて耐震改修の工事を行う場合

にあっては、それぞれの工事の計画。第五号ロ及び第六号ロにお

敷地について、交通上の支障の度、安全上、防火上及び避難上の

ロ

いて同じ。）に係る建築物及び建築物の敷地について、交通上の

危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度が高

工事の計画（二以上の工事に分けて耐震改修の工事を行う場合

支障の度、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及

くならないものであること。

ロ

び市街地の環境の保全上の有害の度が高くならないものであるこ
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四

五

六

と。

）である場合において、当該建築物について柱若しくは壁を設け、

築物（建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。

いて、当該建築物について柱若しくは壁を設け、又は柱若しくはは

第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。）で ある場合にお

築基準法第三条第二項の規定の適用を受けている耐火建築物（同法

第一項の申請に係る建築物が耐震関係規定に適合せず、かつ、建

又は 柱若しくはは りの模様替をす るこ とにより当該建築物が同法第

りの模様替をす るこ とにより当該建築物が同法第二十 七条第一項、

四

二十七条第一項、第六十一条又は第六十二条第一項の規定に適合し

第六十一条又は第六十二条第一項の規定に適合しないこととなるも

第一項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である耐火建

ないこととなるものであるときは、第一号及び第二号に掲げる基準

イ・ロ

（略）

る基準に適合していること。

のであるときは、第一号及び第二号に掲げる基準のほか、次に掲げ

（略）

のほか、次に掲げる基準に適合していること。

イ・ロ

第一項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である場合に
おいて、当該建築物について 増築をすることにより当該建築物が建
築物の容積率（延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。）に係る
建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定（イ及び第八
項にお いて「容積率関係規定」という。）に適合しないこ ととなる
ものであるときは、第一号及び第二号に掲げる基準のほか、次 に掲

工事の計画に係る建築物について、交通上、安全上、防火上及

ものであること。

係規定に適合しないこととなることがやむを得ないと認められる

れるものであり、かつ、当該工事により、当該建築物が容積率関

当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認めら

げる基準に適合していること。
イ

ロ

び衛生上支障がないと認められるものであること。
第一項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である場合に
おいて 、当該建築物について増築をすることにより当該建築物が建
築物の建ぺい率（建築面積の敷地面積に対する割合をいう。）に係
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る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定（イ及び第
九項において「建ぺい率関係規定」という。）に適合しないことと
なるものであるときは、第一号及び第二号に掲げる基準のほか、次

工事の計画に係る建築物について、交通上、安全上、防火上及

るものであること。

関係規定に適合しないこ ととなるこ とがやむ を得ないと認められ

れるものであり、かつ、当該工事により、当該建築物が建ぺい率

当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認めら

に掲げる基準に適合していること。
イ

ロ
び衛生上支障がないと認め られるものであるこ と。
（略）

所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る第三項第
五号の建築物については、容積率関係規定は、適用しない。
所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る第三項第

（略）

（略）

４～７

８
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４～７
８

９

六号の建築物については、建ぺい率関係規定は、適 用しない。
（略）

（計画の変更）

計画の認定を受けた者（第十三条第 一項及び第三項を除き、以

下「認定事業者」という。）は、 当該計画の認定を受けた計画の変更

第九条

、以下「認定事業者」という。）は、当該計画の認定を受けた計画の

（国土交通省令で定め る軽微な変更を除く。）をしようとするときは

計画の認定を受けた者（第二十八条第一項及び第三項を除き

変更（国土交通省 令で定める軽微な変更を除く。） をしようとす ると

、所管行政庁の認定を受けなければならない。
（略）

所管行政庁は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた計画（

（報告の徴収）
第十条

２

きは、所管行政庁の認定を受けなければならない。
（略）

所管行政庁は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた計画

（計画認定建築物に係る報告の徴収）
第十九条

２

第十八条

（計画の変更）

10

という。）の耐震改修の状況について報告を求めることができる。

もの。次条において同じ。）に係る建築物（以下「計画認定建築物」

（前条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後の

（改善命 令）

。）の耐震改修の状況について報告を求め るこ とができ る。

の。次条において同じ。）に係る建築物（以下「認定建築物」と いう

前条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のも

所管行政庁は、認定事業者が計画の認定を受けた計画に従っ

（改善命令）
第十一条

て認定建築物の耐震改修を行っていないと認めるときは、当該認定事

所管行政庁は、認定事業者が計画の認定を受けた計画に従っ

て計画認定建築物の耐震改修を行っていないと認めるときは、当該認

業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべき

第二十条

定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとる

ことを命ずることができる。

（略）

べきことを命ずることができる。

（新設）

（新設）

第十二条

（計画の認定の取消し）

建築物の地震に対する安全性に係る認定等

（略）

（計画の認定の取消し）
第二十一条

第五章

（建築物の地震に対する安全性に係る認定）
建築物の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、

前項の認定を受けた者は 、同項の認定を受けた建築物（以 下「基準

の認定をすることができる。

て国土交通大臣が定める基準に適合して いると認めるときは、その旨

建築物が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとし

所管行政庁は、前項の申請があった場合において、当該申 請に係る

準に適合して いる 旨の認定を申請す るこ とができる 。

所管行政庁に対し、当該建築物について 地震に対する安全性に係る基

第二十二条

２

３

適合認定建築物」という。）、その敷地又はその利用に関する広告そ
の他の国土交通省令で定めるもの（次項において「広告等」という。
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４

）に、国土交通省令で定めるところ により、当該基準適合認定建築物
が前項の認定を受けている旨の表示を付することができる。
何人も、前項の規定による場合を 除くほか、建築物、その敷地又は
その利用に関する広告等に、同項の表示又はこれと紛らわし い表示を
付してはならない。

所管行政庁は、基準適合認定建築物が前条第二項の基準に

（基準適合認定建築物に係る認定の取消し）
第二十三条
適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができ
る。

（基準適合認定建築物に係る報告、検査等）
所管行政庁は、前条の規定の施行に必要な限度において、

第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定

の他の物件を検査させることができる。

定建築物、基準適合認定建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類そ

敷地若しくは基準適合認定建築物の工事現場に立ち入り、基準適合認

させ、又はその職員に、基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の

し、基準適合認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告

政令で定めるところにより、第二十二条第二項の認定を受けた者に対

第二十四条

２

区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定等

による立入検査について準用する。

第六章

耐震診断が 行わ れた区分所有建築物（二以上の区 分所有者

（区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定）
第二十五条

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）
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２

３

（建 物の区分所有等に関する法律（昭和三十七年法律第六十九号）第
二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。）が存する建築
物をいう。以下同じ。）の管理者等（同法第二十五条第一項の規定に
より選任された管理者（管理者がないときは、同法第三十四条の規定
による集会において指定された区分所有者）又は同法第四十九条第一
項の規定により置かれた理事をいう。）は、国土交通省令で 定めると
ころ により、所管行政庁に対し、当該区分所有建築物について耐震改
修を行う必要がある旨の認定を申請することができる。
所管行政庁は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る
区分所有建築物が地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとし
て国土交通大臣が定める基準に適合していないと認めるときは、その
旨の認定をすることができる。
前項の認定を受けた区分所有建築物（以下「要耐震改修認定建築物
」という。）の耐震改修が建物の区分所有等に関する法律第十七条第
一項に規定する共用部分の変更に該当する場合における同項の規定の
適用については、同項中「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の
多数による集会の決議」とあるのは「集会の決議」とし、同項ただし
書の規定は、適用しない。

要耐震改修認定建築物の区分所有者は、当該要耐震改修認

（要耐震改修認定建築物の区分所有者の耐震改修の努力）
第二十 六条

定建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。

所管行政庁は、 要耐震改修認定建築物の区分所有 者に対し

（要耐震改修認定建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等
）
第二十七条

（新設）

（新設）
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２

３

４

５

、技術指針事項を勘案して、要耐震改修認定建築物の耐震改修につい
て必要な指導及び助言をす るこ とができる。
所管行政庁は、要耐震改修認定建築物について必要な耐震改修が行
われていないと認めるときは、要耐震改修認定建築物の区分所有者に
対し、技術指針事項を勘案して、必要な指示をすることができる。
所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた要耐震改修認定建築
物の区分所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったとき
は、その旨を公表することができる。
所管行政庁は、前二項の規定の施行に必要な 限度において、政令で
定めるところにより、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、要
耐震改修認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ
、又はその職員に、要耐震改修認定建築物、要耐震改修認定建築物の
敷地若しくは要耐震改修認定建築物の工事現場に立ち入り、要耐震改
修認定建築物、要耐震改修認定建築物の敷地、建築設備、建築材料、
書類その他の物件を検査させることができる。
第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定

建築物の耐震改修に係る特例

による立入検査について準用する。

第七章

（特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例）

第五章

建築物の耐震改修に係る特例

（特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例）

に特定優良賃貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項を記載し

第五条第三項第二号の規定により都道府県耐震改修促進計画

画に特定優良賃貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項を記載

た都道府県の区域内において、特定優良賃貸住宅法第五条第一項に規

第十三条

した都道府県の区域内において、特定優良賃貸住宅法第五条第一項に

定する認定事業者は、特定優良賃貸住宅の全部又は一部について特定

第五条第三項第四号の規定により都道府県耐震改修促進計

規定する認定事業者は、特定優良賃貸住宅の全部又は一部について特

優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する入居者を国土交

第二十八条

定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定す る資格を有する入居者を国土
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又は一部を特定入居者に賃貸することができる。

は、 当該市の長。第三項において同じ。）の承認を受けて、その全部

賃貸住宅法の規定にかかわ らず、都道府県知事（市の区域内にあって

交通省令で定める期間以上確保することができないときは、特定優良

市又は同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の区域内

二年法律第六十七号）第二百五十二条の十 九第一項に規定する指定都

貸住宅法の規定にかかわらず、都道府県知事（地方自治法（昭和二十

通省令で 定める期間以上確保す るこ とがで きないときは、特定優良賃

にあっては、当該指定都市又は中核市の長。第三項において同じ。）

の承認を受けて、その全部又は一部を特定入居者に賃貸することがで

２

（略）

きる。
（略）

規定による都道府県知事の承認を受けた場合における特定優良賃貸住

２

規定による都道府県知事の承認を受けた場合における特定優良賃貸住

宅法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「処分」とある

特定優良賃貸住宅法第五条第一項に規定する認定事業者が第一項の

宅法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「処分」とある

のは、「処分又は建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法

３

のは、「処分又は建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法

律第百二十三号）第十三条第二項の規定」とする。

特定優良賃貸住宅法第五条第一項に規定する認定事業者が第一項の

律第百二十三号）第二十八条第二項の規定」とする。

（機構の業務の特例）

３

（機構の業務の特例）

記載した都道府県の区域内において、機構は、独立行政法人都市再生

画に機構による建築物の耐震診断及び耐震改修の実 施に関する事項を

構法（平成十五年法律第百号）第十一条に規定する業務のほか、委託

載した都道府県の区域内において 、機構は、独立行政法人都市再生機

に機構による建築物の 耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項を記

第五条第三項第三号の規定により都道府県耐震改修促進計画

機構法（平成十五年法律第百号）第十一条に規定す る業務のほか、委

に基づき、政令で定める建築物（同条第三項第二号の住宅又は同項第

第十四条

託に基づき、政令で定める建築物（同条第三項第二号の住宅又は同項

四号の施設であるものに限る。）の耐震診断及び耐震改修の業務を行

第五条第三項第五号の規定により都道府県耐震改修促進計

第四号の施設であるものに限る。）の耐震診断及び 耐震改修の業務を

うことができる。

第二十九条

行うことができる。

第五条第三項第三号の規定により都道府県耐震改修促進計画

に公社による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項を記

第十五条

（公社の業務の特例）

第五条第三項第五号の規定により都道府県耐震改修促進計画

（公社の業務の特例）
第三十条

に公社による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項を記
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２

建築物の耐震診断及び耐震改修の業務を行うことができる。

用に供する建築物及び集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する

委託により行った住宅の建設と一体として建設した商店、事務所等の

により、住宅の耐震診断及び耐震改修並びに市街地において自ら又は

和四十年法律第百二十四号）第二十一条に規定する業務のほか、委託

載した都道府県の区域内において、公社は、地方住宅供給公社法（昭

建築物の耐震診断及び耐震改修の業務を行うことができる。

用に供す る建築物及び集団住宅の存する団 地の居住者の利便に供する

委託により行った住宅の建設と一体として建設した商店、事務所等の

により、 住宅の耐震診断及び耐震改修並び に市街地において自ら又は

和四十年法律第百二十四号）第二十一条に規定する業務のほか、委託

載した都道府県の区域内において、公社は、地方住宅供給公社法（昭

社法第四十九条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、

「第二十 一条に規定する業務及び建築物の耐震改修の促進に関する法

社法第四十九条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、

前項の規定により公社の業務が行われる場合には、地方住宅供給公

「第二十一条に規定する業務及び建築物の耐震改修の促進に関する法

律（平成七年法律第百二十三号）第十五条第一項に規定する業務」と

２

律（平成七年法律第百二十 三号）第三十条第一項に規定する業務」と

する。

前項の規定により公社の業務が行われる場合には、地方住宅供給公

する。

独立行政法人住宅金融支援機構は、法令及びその事業計画の

（独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮）
第十六条

（独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮）
独立行政法人住宅金融支援機構は、法令及びその事業計画

範囲内において、認定建築物である住宅の耐震改修が円滑に行われる

第三十一条

の範囲内において 、計画認定建築物である住宅の耐震改修が円滑に行

耐震改修支援センター

（耐震改修支援センター）

第六章

よう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。

耐震改修支援センター

われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。

第八章

（耐震改修支援センター）

支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他営利

目的としない法人であって、第十九条に規定する業務（以下「支援業

援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他営利を

国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の実施を支

を目的としない法 人であって、第三十四条に規定す る業務（以下「支

務」という。）に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを

第十七条

援業務」という。）に関し次に掲げる基準に適合すると認められるも

、その申請により、耐震改修支援センター（以下「センター」という

国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の実施を

のを、その申請により、耐震改修支援センター（以 下「センター」と

。）として指定することができる。

第三十二条

いう。）として 指定す るこ とができ る。
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（略）

一～五

（略）

センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

（略）

一～五

第十九条

（業務）

第十八条

（指定の公示等）

（略）

（指定の公示等）
第三十三条

（業務）
センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

認定事業者が行う認定建築物である特定建築物の耐震改修に必要

な資金の貸付けを行った国土交通省令で定める金融機関の要請に基

一

物及び特定既存耐震不適格建築物の耐震改修に必要な資金の貸付け

づき、当該貸付けに係る債務の保証をすること。

認定事業者が行う計画認定建築物である要安全確認計画記載建築

第三十四条
一

を行った国土交通省令で定める金融機関の要請に基づき、当該貸付
けに係る債務の保証をすること。

（略）

二～四

（略）

（略）

二～四

一

（略）

（略）

（略）

センターは、国土交通省令で定めるところ により、次 に掲

げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。

第二十三条

（区分経理）

第二十二条

（事業計画等）

第二十一条

（債務保証業務規程）

第二十条

（業務の委託）

（略）

（業務の委託）
第三十五条

（略）

（債務保証業務規程）
第三十六条

（略）

（事業計画等）
第三十 七条

センターは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲

（区分経理）
第三十八条

（略）

げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
一
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二

第三十四条第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯す
る業務

（略）

（帳簿の備付け等）
第三十九条

（略）

（監督命令）
第四十条

（略）

（センターに係る報告、検査等）
第四十一条

（指定の取消し等）
国土交通大臣は 、センターが次の各号のいずれか に該当す

第三十三条第二項又は第三十七条から第三十九条までの規定のい
ずれかに違反したとき。
第三十六条第一項の認可を受けた債務保証業務規程によらないで

第三十六条第三項又は第四十条の規定による命令に違反したとき

債務保証業務を行ったとき。

。

罰則

（略）

第三十二条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

（略）

五・六

四

三

二

一

るときは、その指定を取り消すことができる。

第四十二条

２

第九章

二

第十九条第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する
業務

（略）

（帳簿の備付け等）
第二十四条

（略）

（監督命 令）
第二十五条

（略）

（報告、検査等）
第二十六条

（指定の取消し等）

国土交通大臣は、センターが次の各号のいずれかに該 当す

第十八条第二項又は第二十二条から第二十四条までの規定のいず
れかに違反したとき。

第二十一条第一項の認可を受けた債務保証業務規程によらないで
債務保証業務を行ったとき。

第二十一条第三項又は第二十五条の規定による命令に違反したと
き。

罰則

（略）

第十七条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

（略）

五・六

四

三

二

一

るときは、その指定を取り消すことができる。

第二十七条

２

第七章
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第四十三条

第 八条第一項の規定による命令に違反した者は、百万円以

下の罰金に処する。

第十三条第一項、第十五条第四項又は第二十七条第四項の

（新設）

第二十八条

第七条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報

告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した

第四十四条
規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定

第二十四条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に

の報告をした者

第十条又は第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金

者は、五十万円以下の罰金に処する。

一

に処する。

第二十九条

による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金

金に処する。

第四十五条

第十九条、第二十四条第一項又は第四十一条第一項の規定による

に処する。
一

第二十二条第四項の規定に違反して、表示を付した者

報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二

第二十四条第 一項又は第四十一条第一項の規定による検査を拒み

二

記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなか

第二十四条第二項の規定に違反した者

記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなか

三

第二十六条第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽

第二十六条第 一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した

五

四

った者

第三十九条第二項の規定に違反した者

第四十一条第 一項の規定による質問に対して答 弁せず、又は虚偽

第三十条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の

の答弁をした者

者

った者

第三十九条第 一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に

、妨げ、又は忌避した者

三

四

五

六

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他

の答弁をした者

第四十六条
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ときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑

の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をした

きは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の 刑を

従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたと

則

第十四条の規定により機構が委託に基づき行う業務は、当該委託に

（機構の業務の特例に係る委託契約を締結する期限）

（略）

（施行期日）

附

科する。

則

１

２

を科する。

附

（略）

（施行期日）
第一条

（機構の業務の特例に係る委託契約を締結する期限）
第二十九条の規定により機構が委託に基づき行う業務は、当該

係る契約が平成二十七年十二月三十一日までに締結され る場合に限り

第二条

委託に係る契約が平成二十七年十二月三十一日まで に締結される場合

行うことができる。

（新設）

に限り行うことができる。

次に掲げる既存耐震不適格建築物であって、その地震に対する

（要緊急安全確認大規模建築物の所有者の義務等）
第三条

安全性を緊急に確かめる必要がある大規模なものとして政令で定める
もの（要安全確認計画記載建築物であって当該要安全確認計画記載建
築物に係る第七条 各号に定める期限が平成二十七年十二月三十日以前
であるものを 除く。以下こ の条において 「要緊急安全確認大規模建築
物」という。）の所有者は、当該要緊急安全確認大規模建築物につい
て、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果

病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ

を同月三十一日までに所管行政庁に報告しなければならない。
一
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２

３

４

５

６

二

三

多数の者が利用する既存耐震不適格建築物
小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要す
る者が主として利用する既存耐震不適 格建築物
第十四条第二号に掲げ る建築物である既存耐震不適格建築物
第七条から第十三条までの規定は 要安全確認計画記載建築物である
要緊急安全確認大規模建築物であるものについて、第十四条及び第十
五条の規定は要緊急安全確認大規模建築物については、適用しない。
第八条、第九条及び第十一条から第十三条までの規定は、要緊急安
全確 認大規模建築物について準用す る。この場合において、第八条第
一項中「前条」とあり、並びに第九条及び第十三条第一項中「第七条
」とあるのは「附則第三条第一項」と、第九条中「前条第三項」とあ
るのは「同条第三項において準用する前条第三項」と、第十三条第一
項中「第八条第一項」とあるのは「附則第三条第三項において準用す
る第八条第一項」と読み替えるものとする。
前項において準用する第八条第一項の規定による命令に違反した者
は、百万円以下の罰金に処する。
第三項において準用する第十三条第一項の規定による報告をせず、
若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、
若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者
が、その法人又は 人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても当該各項の刑を科す
る。
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改

正

案

○建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）（抄）（附則第五条関係）

（届出及び統計）
（略）

（略）

（届出及び統計）
第十五条

現

行

（傍線部分は改正部分）

耐震改修又は第二号の建替え に該当す る場合における同項の届出は、

前項の規定にかかわらず、同項の建築物の建築又は除却が第一号の

耐震改修又は第二号の建替えに該当する場合における同項の届出は、

それぞれ、当該各号に規定する所管行政庁が都道府県知事であるとき

２

それぞれ、当該各号に規定する所管行政庁が都道府県知事であるとき

は直接当該都道府県知事に対し、市町村の長であるときは当該市町村

前項の規定にかかわらず、同項の建築物の建築又は除却が第一号の

第十五条
２

は直接当該都道府県知事に対し、市町村の長であるときは当該市町村

の長を経由して行わなければならない。

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法律第百二十三

号）第八条第一項の規定により建築物の耐震改修（増築又は改築に

一

号）第十七条第一項の規定により建築物の耐震改修（増築又は改築

限る。）の計画の認定を同法第二条第三項の所管行政庁に申請する

（略）

（略）

に限る。）の計画の認定を同 法第二条第三項の所管行政庁に申 請す

二

場合の当該 耐震改修

（略）
（略）

３～５

る場合の当該耐震改修

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法律第百二十三

の長を経由して行わなければならない。
一

二
３～５

- 26 -

正

案

第十九条の十六

現

（略）

（建築物の耐震改修の計画の認定の特例）

○都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）（抄）（附則第六条関係）

改

（建築物の耐震改修の計画の認定の特例）
（略）

行

（傍線部分は改正部分）

建築物の耐震改修の促進に関する法律第八条第四項及び第五項の規

定は、所管行政庁が前項の同意をしようとする場合について準用する

２

規定は、所管行政庁が前項の同意をしようとする場合について準用す

。

九条の十三第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当

第一項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が第十

九条の十三第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当

該事項に係る事業の実施主体に対する建築物の耐震改修の促進に関す

３

該事項に係る事業の実施主体に対する建築物の耐震改修の促進に関す

る法律第八条第三項の規定による認定があったものとみなす。

第一項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が第十

る。

建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第四項及び第五項の

第十九条の十六
２

３

る法律第十七条第三項の規定による認定があったものとみなす。
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則

改

正

案

第十二条

則

現

行

（傍線部分は改正部分）

機構は、当分の間、第十一条に規定する業務のほか、次の業

（業務の特例）

附

○独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法律第百号）（抄）（附則第七条関係）

附
（業務の特例）
機構は、当分の間、第十一条に規定する業務のほか、次の業

務（同条に規定する業務に該当するものを除く。）を行うことができ

第十二条
務（同条に規定する業務に該当するものを除く。）を行うこ とができ

（略）

（略）

号）第十四条に規定する業務を行うこと。

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法律第百二十三

（略）

る。

五

一～四

る。
（略）

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法律第百二十三

一～四
五

六
２～
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号）第二十九条に規定する業務を行うこと。
（略）
（略）

18

六
２～
18

