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Ⅰ 建築行政マネジメント計画の位置付けと運用 

 

１．マネジメント計画策定の背景と趣旨 

  平成１０年の建築基準法改正以降、建築確認・検査制度の民間開放を契機

として、指定確認検査機関等の民間団体と行政双方の役割の明確化がされ、

確認検査体制の充実が図られた。しかしながら、その後に構造計算書偽装、

建築士免許偽装といった事件や雑居ビル火災やエレベーター事故が発生した。

こうした事件事故を受け、平成 18 年には防止策として関係法令等の改正に

よる確認審査の厳格化が実施されたが、着工件数の減少などによる経済活動

の停滞、景気の後退が指摘された。この状況を改善するため、平成 22 年に

は建築基準法施行規則及び関係告示の改正が行われ、確認審査等の運用改善

が図られてきた。 

一方で、建築関連法規の合理化を目的とした度重なる法改正に伴い、建築行

政に係る業務は多様化・複雑化し、また、建築確認・検査の民間開放やいわゆ

る団塊の世代の職員の退職などの理由から、特定行政庁の建築確認・検査に係

る技術職員の不足や技術の継承問題が懸念されている。 

このような状況のもと、建築行政が直面する課題に対応して、限られた人

員・予算のなかでも適正かつ効率的に業務を遂行し、法令遵守を徹底すること

を求め、「建築物の安全性を確保するための更なる取組みを求める技術的助言

（平成２２年５月１７日付け国住指第６５５号）」が国土交通省住宅局長から

発出された。 

このため、本市においては、本技術的助言に基づき平成 23 年 12 月に「富

岡市建築行政マネジメント計画（以下「建築行政マネジメント計画」という。）

を策定した。その後、社会情勢の変化に対応すべく発出された「建築行政マネ

ジメント計画策定指針の改定について 技術的助言（平成 27 年 2 月２０日

国住指第４４２８号）」に基づき建築行政マネジメント計画を更新し、一定の

効果を上げながらその施策を進めてきた。 

このたび、更なる社会情勢の変化に対応すべく発出された、「建築行政マネ

ジメント計画策定指針の改定について 技術的助言（令和 2 年 2 月５日国住

指第３６４３号）」に基づき、施策、目標の見直しを行い、限られた人員・予

算のなか、特定行政庁、指定確認検査機関及び建築士団体等が連携して適正か

つ効率的に建築基準法及び関係法令を運用することにより、建築物の安全性確

保について最大限の効果が得られるよう、建築行政マネジメント計画を第三次

計画として更新する。 
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２．マネジメント計画の期間 

  平成２３年度から平成２６年度まで（第一次計画） 

  平成２９年度から令和２年９月まで（第二次計画） 

令和２年 10 月から令和 6 年度まで（第三次計画） 

 

３．マネジメント計画の対象範囲 

  マネジメント計画は、建築基準法、建築士法、建築物の耐震改修の促進に

関する法律に規定された建築物の安全に関する性能の確保及び向上に係る制

度等を対象とする。 

 

４．マネジメント計画の公表 

  策定されたマネジメント計画は、その達成を確実なものとするためにも、

庁内はもとより、指定確認検査機関及び建築士等の関係団体や市民の理解と

協力を求めることが必要であるため、ホームページ等で広く公表する。 

 

５．達成状況の把握と公表 

  目標達成状況について、基本的に年度末ごとに取りまとめを行い、検証し、

必要に応じてホームページ等で公表するものとする。 

 

６．取組みの見直しと継続的改善 

  目標達成状況を踏まえ、必要に応じてマネジメント計画の見直しを行うな

ど、継続的な改善を図るものとする。 
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Ⅱ 計画の目標及び目標実現のための取組むべき施策 

 

１．建築確認から検査までの建築規制の実効性の確保 

（１）迅速かつ適確な建築確認審査の徹底 

  円滑な経済活動の確保を前提としつつ、建築確認の実効性を確保するため、

迅速かつ適確な建築確認審査を推進する。 

 

 【目標】 

   ●適確な審査の徹底 

   ●確認申請の受付から確認済証交付までの所要期間について、消防同意 

を含め７日間以内を厳守する。 

    ※「不適合通知」又は「建築基準関係規定に適合するかどうかを決定 

できない旨の通知」がなされた物件を除く。 

    

 【施策】 

   ◆確認申請受付時のチェックの徹底（チェックリストの活用） 

   ◆確認審査等に関する指針（平成１９年国土交通省告示第８４５号）に

基づく円滑かつ適確な審査の実施 

   ◆確認申請の事前審査の継続 

   ◆消防同意が必要となる物件については、事前相談、事前審査の段階で、 

申請者等に対し、消防との事前協議を行うよう指導 

   ◆データベース等を活用した設計者の適格性の確認 

   ◆円滑な建築行政に向けた確認審査日数の進捗状況管理 

   ◆群馬県特定行政庁連絡会議等における意見交換を通じた円滑な審査の

推進 

   ◆審査技術向上のための外部研修、OJT を実施する。 

   ◆例規・事例集の作成 

   ◆建築確認等事務処理要領の作成 

   ◆各認定、指定基準等の整理（位置指定道路、2 項道路、43 特例認定等） 

   ◆壁量、金物計算等の事前相談受付の実施 

 

（２）中間検査・完了検査の徹底 

  建築物の安全性を確保し、違反建築を未然に防止するためには、施工時に

おいて建築基準関係規定へ適合させることが極めて重要である。このため、

中間検査及び完了検査の更なる徹底を図る。特に、中間検査及び完了検査に

おいて工事監理者により適正に工事監理が実施されていることを確かめ、違

反建築物の発生防止に努める。 
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 【目標】 

   ●中間検査率・完了検査率の向上 

検査実施率１００％を目指す。 

 

 【施策】 

   ◆検査未受検の建築物台帳の整備 

◆検査未受検の建築物の申請者等に対する督促等の強化および継続 

   ◆検査未受検の建築物把握のためのパトロールを月に１回実施 

   ◆検査未受験物件の建築物に係る報告徴収、立入検査の実施 

   ◆建築主に対する検査案内ハガキの発送、検査制度への意識啓発 

 

（３）工事監理業務の適正化とその徹底 

  建築施工時における適法性の確保の観点から、適正に選定された工事監理

者による工事監理が適確に行われることが重要である。このため、工事監理

ガイドラインに基づき工事監理業務の適正化とその徹底のための取組みを行

う。 

 

 【目標】 

   ●適正な工事監理の徹底 

 

 【施策】 

   ◆建築確認申請時における工事監理者選定の徹底 

   ◆データベース等を活用した工事監理者の適格性の確認 

   ◆工事監理状況報告書提出義務の徹底 

   ◆工事監理ガイドライン（国土交通省策定）をホームページ等で周知 

   ◆検査時における工事監理状況の確認、工事監理者の立会い 

 

２．指定確認検査機関・建築士事務所等との連携・指導 

  富岡市では指定確認検査機関による確認検査の割合が全体の申請に対して

7 割を超えてきており、指定確認検査機関における適確な審査及び検査の実

施のための連携強化が重要となっている。また、建築士事務所等における適

切な設計及び工事監理を通じた建築物の安全性確保のため、建築士事務所等

との連携強化を推進する 

 

（1）連携強化 

 【目標】 

   ●指定確認検査機関・建築士事務所等との連携強化 
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 【施策】 

◆指定確認検査機関から特定行政庁への照会体制の整備 

   ◆指定道路図等の情報提供を円滑に実施するための取り組み 

 

（2）指定確認検査機関への指導    

【目標】 

●指定確認検査機関との審査水準への同一性確保 

  

 【施策】 

◆群馬県との合同立入指導の実施 

◆確認審査報告書に対する特定行政庁としての指導 

◆不適切な確認審査が行われた場合に指定権者への報告を行う 

 

 

３．違反建築物対策の徹底 

  昨今、広域にわたる多数の建築物における施工不備等の違反行為等に関す

る情報に迅速かつ的確に対応することが求められている。こうした状況を踏

まえて、市民の生命、健康及び財産を保護するため、群馬県、消防、福祉、

税務等の関係機関と連携し、違反建築物の実態を把握するとともに、違反建

築物対策を計画的かつ強力に推進する。 

 

 【目標】 

   ●違反建築物対策の徹底 

   ●パトロールの定期実施（年間 12 回） 

 

 【施策】 

   ◆違反情報、違反対応に関する国、群馬県、特定行政庁間での情報共有 

   ◆月に 1 回の違反建築物パトロールによる実態把握 

    （確認、検査報告書に基づく敷地、建築物状況の確認を新規に実施） 

   ◆違反建築物に関与した建築士、施工者等に係る調査の実施（台帳記載） 

   ◆違反建築物に対する違反是正要領の見直し 

◆違反建築物是正計画の作成（是正の優先順位、目標、具体的施策の整 

理等） 

   ◆違反建築物に係る是正指導の徹底 

   ◆群馬県、消防、福祉、税務等の関係機関との合同立入検査等の連携及 

び情報共有の構築 
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４．建築物の適切な維持管理を通じた安全性の確保 

（１）建築物の耐震診断・耐震改修の促進 

  地震防災対策の必要性及び「富岡市耐震改修促進計画」等を踏まえて、新

耐震基準施行以前の建築物の耐震診断を推進するとともに、耐震診断基準に満

たない建築物の耐震改修を促進する。また、平成30年に発生した大阪府北部を

震源とする地震（M6.1）で、ブロック塀の倒壊事故が発生し、基準を満たさな

いブロック塀及び傾きやひび割れ等の劣化が著しいブロック塀の危険性が改め

て認識されたため、ブロック塀の安全性を確保するための取組みを実施する。 

 

 【目標】（別に耐震改修促進計画に定める） 

   ●住宅・建築物の耐震化率の向上 

   ●危険ブロック塀の耐震化、撤去の推進 

     

 【施策】（別に耐震改修促進計画に定める） 

   ◆耐震相談会、耐震セミナーの実施 

   ◆住宅耐震化緊急促進アクションプログラムの策定、実施 

 ◆「富岡市木造住宅耐震診断者派遣事業」の普及 

   ◆住宅耐震化率向上のための助成制度の拡充 

   ◆住宅耐震改修事例の作成、ホームページ等による周知活動 

◆危険ブロック塀等の撤去に対する助成制度の拡充 

 

（２）建築物に係るアスベスト対策、シックハウス対策の推進 

  建築物石綿含有建材調査者など専門家によるアスベスト調査の重要性を建

築物所有者に周知するとともに労働安全部局、環境部局などのアスベスト対

策関係機関との連携によりアスベスト対策の徹底を図る。また快適で健康的

な住宅で暮らせるようシックハウス対策の徹底を図る。 

 

 【目標】 

   ●アスベスト対策の徹底 

   ●シックハウス対策の徹底 

 

 【施策】 

   ◆アスベスト対策についてホームページにより周知 

    （建築物石綿含有建材調査者制度の周知等） 

   ◆アスベスト対策関係部局と合同パトロールの実施 

    （建設リサイクル法パトロールとの兼務） 

   ◆新築時、リフォーム時におけるシックハウス対策の周知 

 

－６－ 



（3）既存建築物ストック・危険ブロック塀の安全性の向上と有効活用 

  既存不適格建築物や危険ブロック塀については、所有者等の認識が十分で

なく、改修等が進められていない状況であるため、法制度や施策の周知徹底

等を行うとともに既存建築物ストックを有効活用するために対応策の検討を

図る。 

 

 【目標】 

   ●既存建築物ストックの安全性の向上 

   ●著しく保安上危険なブロック塀対策 

   ●既存ストックの利用促進 

 

 【施策】 

   ◆既存不適格建築物に対応する法制度、施策をホームページ、広報によ

り周知 

   ◆既存不適格建築物における安全性向上の必要性および改修工事の促進

パンフレットの作成および配布 

   ◆著しく保安上危険なブロック塀所有者への指導 

   ◆確認申請図書や検査済証等の保存の重要性のパンフレット作成および

配布 

 

５．事故・災害発生時の対応 

（1）事故時対応 

昨今、建築物等に係る重大事故が発生していることから、事故発生時におけ

る関係機関との連携による迅速かつ適確な事故対応を行う。 

  

 【目標】 

   ●事故発生時の迅速な現場調査 

 

 【施策】 

   ◆群馬県建築物等事故防止連絡協議会を通じて、関係機関と連携した事 

故発生時の迅速な対応 

   ◆事故等に係る建築行政としての調査の実施、原因究明及び再発防止策 

    の検討 

 

（2）災害発生時対応 

地震等の災害が発生した際には、迅速かつ適確な対応が重要であるため、建

築士会富岡支部等の外部組織を含めた関係各機関との連絡体制構築をはじめ

とした、災害時対応のための体制づくりを行う。 
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 【目標】 

   ●登録応急危険度判定資格者の確保 

   ●被災建築物応急危険度判定訓練の実施（年 1 回） 

   ●被災建築物応急危険度判定伝達訓練の実施（年 1 回） 

 

 【施策】 

   ◆災害時の連絡体制の整備 

   ◆迅速かつ正確な災害情報の把握と提供 

   ◆被災建築物応急危険度判定資格者の確保のため、講習会の周知 

   ◆被災建築物応急危険度判定資格者の判定技術向上のための判定訓練の

実施 

 ◆被災建築物応急危険度判定部会ワーキング部会による判定コーディネ

ーター養成講習会の合同開催 

   ◆判定用資機材の備蓄 

   ◆被害想定シナリオの作成、判定実施計画（案）、判定街区マップの作成 

   ◆被災建築物応急危険度判定士の派遣体制の構築 

 

６．消費者への対応 

  消費者問題への意識の高まりにより、建築物についても安全・安心に係る

様々な相談や苦情が寄せられていることから、必要に応じ消費生活センター

との連携等、消費者への適切な対応、情報提供等を行う。 

 

 【目標】 

   ●安全、安心に関する情報の把握及び情報提供 

 

 【施策】 

   ◆消費生活センターとの連携構築 

   ◆相談窓口の設置、苦情処理体制の整備 

 

７．執行業務体制の整備 

（１）内部組織の執行体制整備 

  具体的な施策を適確に遂行するためには、効果的な執行業務体制の構築を

図る必要があるため、建築主事や確認検査員の将来の配置状況等を踏まえた、

執行業務体制の検討を行う。 

 

 【目標】 

   ●審査担当者の審査技術の向上のための研修実施（年 4 回実施） 

    （OJT による研修、外部研修の受講、建築士会活動への参加） 

  －８－ 



   ●建築行政に必要な執行業務体制の継続性の確立 

 

 【施策】 

   ◆審査担当者の審査技術向上のための研修等の実施 

   ◆建築行政に携わる職員の長期的視点からの人材育成と確保 

   ◆建築士資格者の確保 

   ◆建築主事の確保（優先） 

   ◆資格取得のために必要な実務経験年数等を考慮した人事配置 

   ◆建築士、建築基準適合判定資格者受験者への業務支援 

 

（２）データベースの整備・活用 

  適確な建築行政の推進のためには、確認検査を始めとする建築物等に係る

情報を適確に把握することが重要であり、そのため、建築物等に係る情報の

蓄積、整理、管理のための各種データベースの整備を図る。 

 

 【目標】 

   ●建築確認・検査等に係るデータベースの整備 

   ●各施策の対象となる建築物等の総数の把握、統計の実施 

 

 【施策】 

   ◆建築確認・検査等のデータベース化、活用 

   ◆建築確認・検査等のデータベース分析による課題抽出と施策検討 

   ◆建築行政共用データベースシステムの活用 

◆富岡市指定道路管理システムの活用 

 

（３）関係機関・関係団体との連携 

  建築物等の安全確保は特定行政庁のみで実施できるものではないため、関

係機関、関係団体との役割分担を明確にし、連携体制の構築を図る。特に平

成 30 年建築基準法改正により、法第 6 条第 1 項第 1 号の特殊建築物のうち

当該用途に供する床面積の合計が 100 ㎡を超え 200 ㎡以下のものに用途変

更する際の確認申請が不要となったことに伴い、関係機関、関係団体等との

連絡体制の整備、情報共有の推進等を実施し建築物の安全性の確保を図る。 

① 群馬県、消防、福祉、税務等の関係機関 

② 指定確認検査機関 

③ 建築士会富岡支部、建築士事務所協会 

④ 建設業組合、建築業組合、建設業協会 

⑤ ほか 
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