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－「住宅品確法対応状況調査報告書」発行にあたって－ 

 

 

(社)建築業協会では「建築を通して社会に貢献する」ために諸活動を行ってまいり

ました。 

平成１３年度から平成１４年度にかけ「法改正対応特別委員会」の下で、会員各社、

及び性能表示対応物件に対し、住宅品確法の対応状況についてアンケート調査を行

いました。 

今回のアンケート調査では、会員の協力により５３社、２９８物件と大変多くの回

答を得ることが出来ました。 

 

住宅品確法が施行され３年が経過しましたが、まだまだ多くの問題点、改善すべき

事項を含んでいるものと思われます。 

住宅品確法が真に実効性のあるものになり、国民の期待に応えるためには、生産者

側である(社)建築業協会と会員企業の努力だけでは不充分であり、国土交通省をは

じめ、住宅性能評価機関、及び事業主の方々のご理解とご協力が必要と思われます。 

 

この度、アンケート調査の結果を分析し、(社)建築業協会としての提案と分析結果

を「住宅品確法対応状況調査報告書」に纏めましたので、広く一般に公表いたしま

す。 

当報告書が実効性のある住宅品確法の形成の一助になることを望みます。 

 

平成１５年３月２５日 

（社） 建 築 業 協 会 

法改正対応特別委員会 

委員長 三 戸 晴 之 
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－はじめに－ 

 

平素より当協会の活動等の推進につきまして格段のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 

当協会では平成１３年５月に法改正対応特別委員会を設置し、昨今の「建築基準法」、「住宅の品質

確保の促進等に関する法律」(以下、「住宅品確法」と記します)などの法改正の動きに対して、業界

としての検討・関係諸機関との意見交換を行ってきましたが、その活動の一環とて、平成１４年４

月に当協会会員全社を対象に｢住宅品確法対応状況アンケート調査｣を実施致しました。 

今般、そのアンケート調査の集計、結果分析、及びそれをふまえて住宅品確法に関する当協会の改

善提案がまとまりましたので、ここにご報告させて頂きます。 

 

ご承知のように住宅品確法は平成１２年４月に施行（同性能表示制度は同年１０月に運用開始）さ

れて３年が経過し、徐々にですが社会に定着しつつあります。同時に当協会会員各社においても住

宅品確法に実際のプロジェクトを適応させる中で、同法制度の抱える問題点、改善すべき点等が顕

在化してきているものと思われ、今回のアンケート結果にもそれが如実に反映されており、そのデ

ータは今後同制度の改善、見直しを考える上で示唆する点が多々あると考えます。 

 

今回、アンケートという形を通して会員各社からご提供頂きました住宅品確法に関する情報は、今

後の国土交通省、評価機関等との意見交換、要望具申の際の資料として、更には住宅品確法にかか

わる品質確保、性能保証について、建築業界としての対応方法等を検討する際の参考データとして

大いに活用したいと存じます。 

 

なお本アンケートを実施、結果分析する際には、アンケートに応じて頂いた会員各社を始め、国土

交通省住宅局住宅生産課など多くの方々からご協力、ご助言をいただきました。ここにお礼申し上

げます。 

 

また本報告書の概要につきましては当協会のホームページでも紹介させて頂きます。 

 

 

平成１５年３月 

 

(社)建築業協会 

法改正対応特別委員会/法改正対応部会 

・住宅品確法対応専門部会 

・空気質問題対応専門部会 

・遮音性能表示 WG 
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第Ⅰ編 住宅品確法について建築業協会の提案 

 

１．住宅品確法性能表示制度の改善について 

 

当協会は、「Ⅱ－3 アンケート分析結果」をふまえて、住宅性能表示制度について以下のと

おり改善提案をします。 

 

１）制度の運用に関して 

 

住宅性能表示制度の運用に関する改善提案は以下のとおりです。 

 

（１）設計性能評価の二段階申請化 

 

今回のアンケート調査では設計施工の竣工済物件 40 物件の内、32 物件（80.0％）が、変

更申請、変更申告を行ったという結果が出てきました。そしてそのほとんどが着工後の、住戸

部分の変更によるものであり、原因は販売及びそれに関連した施工上の理由によるものという

回答がほとんどです。 

 

本来、着工後の変更は設計時点では予測し得なかったやむを得ない理由のための筈ですが、現

状、日本のマンション分譲の特徴でもありますが、（エンドユーザーの最新ニーズへ的確に対

応するという理由から）住戸内部については着工後、販売までの間に変更が恒常的に行われて

おります。その結果として設計性能評価の変更も頻繁に行わざるを得ず、このための労力も決

して少なくありませんし、また合理的でもありません。また多大な変更はエンドユーザーの不

信感を招きかねませんし、制度本来の趣旨にもそぐわないと思われます。  

 

現在、設計性能評価申請は建設性能評価の現場検査と整合を取るために、基礎工事着手前まで

に行わなければならない規則になっています。 

共同住宅に関しての性能表示は、もとより住棟部分と住戸部分に分かれています。設計性能評

価申請も二段階に分ける事ができるという規則（任意選択制）を設け、基礎工事着手前までの

申請が義務付けられるのは住棟部分のみとし、住戸部分については内装工事着手前までに申請

をすれば良いという規則改正を提案します。 

これにより申請する側、評価する側双方にとって不要な作業が省け、より合理的で無理のない

ものになります。 

 

このような二段階申請の考え方は、今後予想されるＳＩ住宅（躯体工事と内装工事の分離）の

普及に鑑みると必要不可欠であり、是非とも規則改正を行って頂きたいと思います。 
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（２）住宅性能表示制度対応業務の適正な評価の認知 

 

今回のアンケート調査では住宅品確法対応の設計人工は実績として５万円/戸前後を要してい

るという回答が多くありました。これらの費用について半数以上は事業主から受領しておりま

せん。本来、住宅性能表示制度は任意の制度であり選択事項として付加的に採用されるもので

す。金額自体は公定の算定基準を設けるべきとは考えませんが、住宅品確法性能表示対応によ

って生じる業務の存在をデベロッパー、更にはエンドユーザーに認知してもらう社会的な仕組

みは必要だと思います。 

 

住宅性能表示制度対応業務について、国土交通省の告示もしくは通達などで「建築士事務所の

業務報酬算定指針」に準じて、通常の設計標準業務外の特別業務として明確にして、その指針

に沿って報酬を請求できるようにして頂きたいと思います。 

 

（３）住宅品確法関連の情報の整備と周知 

 

性能表示制度はまだ過渡期であり、評価する側、申請する側ともに手探り状態という状況で、

相互に関連情報を的確に共有することが重要であります。例えば特認、型式認定などに関して

も、現在(財)ベターリビングで認定取得者が紹介されていますが、現状その内容がどのような

ものかわかりにくい状況です。 

 

住宅品確法関連の特認、型式認定などに関して、もっとわかりやすい形で情報公開が行われる

ように国土交通省から働きかけてもらう必要があると思います。 

 

また今後、評価住宅に関しては紛争処理機関に係争が持ち込まれる事になりますが、（プライ

バシーに配慮しつつも）その内容は再発防止の観点から分析し、公開すべきと思います。 

 

（４）現場検査の合理化 

 

現在、住宅品確法に基づく建設性能評価の現場検査と、建築基準法に基づく建築確認の中間検

査、竣工検査は別々に行われており、検査内容について重複すると思われるような部分も多々

あります。 

 

建築基準法と住宅品確法に基づき別々に行われている検査の重複部分をまとめて出来るよう

検査手続の合理化に配慮して頂きたいと思います。 

 

また、今回のアンケート調査でも、評価機関による対応の差や帳票の違いを指摘する回答が多

くありましたが、評価の客観性や公平性を確保するためには、現場が用意すべき納品書、帳票、

写真などについて評価機関共通のルールの策定が必要であると思います。 
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２）性能表示項目に関して 

 

個々の性能表示項目に関に関する改善提案は以下のとおりです。 

 

（１）現行性能表示項目の見直し 

 

当アンケート調査の性能表示項目の内、「不要と思われる項目は何か」という設問に対して、

実際の業務担当者からは、「7。光･視環境」の「単純開口率」、「方位別開口比」は不要とした

回答が多くありました。この項目はメニュープラン等による変更申請の最も多い項目にもなっ

ており、数値の算定に膨大な労力を要しています。しかし、これによって表示される数値は周

辺環境に大きく左右され、作業量が多い割にはエンドユーザーにとって的確な性能評価になっ

ていないと考えられます。 

 

一方、建築基準法にも採光に関して、居室に対する必要最低開口率のチェック表記があります

ので、これを転記すれば足りるのではないかと思われます。今回の基準法改正で空気質の規定

が設けられたことにより、性能表示の空気環境の項も建築基準法と整合されますので、光・視

環境の項目においても、確認申請のチェック表記を転記する様な形にすべきです。 

 

建築基準法と重複する性能表示項目については極力整合性を取り、表記の簡略化を行うべきで

あると思います。 

 

（２）性能表示項目の追加 

 

住宅品確法性能表示制度をより実効性のあるものにするためにも、以下の視点から住宅(主に

共同住宅)を評価することが重要であり、これらを性能表示制度に反映できる仕組みを追加す

べきであると考えます。 

 

・ライフサイクルという視点から住宅を評価する 

・地球環境保全への責任という視点から住宅を評価する 

・安心、安全、快適など数値化しにくい住まいの価値を評価する 

 

具体的には今後以下のような表示項目を検討、新設することを提案します。 

 

(a)長期修繕計画書の有無 

(b)今後の建物履歴情報管理の有無 

(c)地球環境対応項目 

(d)可変性対応項目 

(e)防犯セキュリティ対応項目 
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但し、前記はいずれも建築基準法等で法的に記載を義務付けられたものでなく、必須項目とす

るにはなじまない内容でもありますので、性能表示項目のオプション項目とすることが望まし

いと考えます。同様の理由から、これらの項目については、グレードを設定した等級表示では

なく、ランク分けなしの記載表示で良しとすべきです。 

 

なお当協会は、住宅に限定したものではありませんが、建築の品質性能表示に関して平成９年

度、１０年度に「より分かりやすい建築をめざして」というテーマのもとに「品質性能表示特

別委員会」を設置し、品質性能表示のあり方、業界としてどう対応するかという検討を行って

きました。 

その活動結果を、『より分りやすい建築をめざして BCS 品質性能表示の取り組み』（平成 11

年 3 月発行）という小冊子にまとめ、性能の機能展開表という形で品質性能表示シートの試

作を行うなどのメッセージを社会に発信してきている事を申し添えます。 

 

2．業界の対応について 

 

当協会会員各社においては以下の事項の整備、推進が必要です。 

 

1）今後の住宅性能表示制度対応に関して 

 

住宅品確法を取り巻く状況は依然流動的であり、例えば空気質に関する建築基準法改正（シッ

クハウス対策関連）により住宅品確法の関連部分の改正が近々予定されています。また国土交

通省は平成１５年４月より、民間団体、評価機関も含めた形での「建築基準法、住宅品確法の

技術基準の継続的見直しの推進体制を整備する」と発表しております。 

 

当協会としても、引き続き住宅品確法について検討、対応できる体制を整え、住宅品確法のよ

り一層の改善、社会への充分な浸透を目指して努力していきたいと考えています。 

当協会会員各社におかれては、今後このような形でのアンケート調査が行われるか否かに関係

なく、引き続き住宅品確法関連のデータの集積に努めることが必要です。 

 

また、建設性能評価書の交付を受けたマンションに関する係争は、指定紛争処理機関へ持ち込

まれる場合が多くなることが予想され、現状では想定し得ない問題が発生する可能性がありま

す。これに備える為の関係資料の種類や保存期間について、当協会として一律の基準を設ける

予定は今のところありません。 

施工会社として契約上の義務はなくても、少なくとも法律上、評価機関が保存すると定められ

た資料および保存期間に合せて保存することが望ましく、またその裏付けとなる資料等につい

ても同様の基準で保存するなど、各社の実情に合せたルールづくりが必要です。 
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2）10 年瑕疵保証に関して 

 

まだ法施行後、間がないことから今回のアンケート調査では無理でしたが、協会としても瑕疵

保証の実態を何年かにわたり継続して調査する必要があると考えています。アフターサービス

期間、不具合事象と瑕疵との関係や契約事項について常に注意を払わなければなりません。 

 

この瑕疵問題については、当協会は平成１２年度に検討テーマとして取り上げ、その内容は平

成１３年３月、当協会の建築法制特別委員会 建築法制部会／住宅品質ＷＧより発行された

『 建築生産と瑕疵責任 －住宅品確法へ適切に対応するために－ 』に詳しく紹介し会員各社

にも周知、啓蒙活動を行ってきました。 

会員各社相互間においては、今後とも瑕疵をめぐる認識と情報を共有することが大切と考えて

います。会員各社瑕疵保証関連のデータの集積に努めることが必要です。 
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