◇国土交通省からのお知らせ
平成 30 年度「住宅・建築物

省エネ・省 CO2 関連支援事業」事業者向け説明会を全国 8 会場で開催し

ます
住宅・建築物の省エネ・省 CO2 化に取り組む事業者等を支援する「住宅・建築物 省エネ・省 CO2 関連
支援事業」について補助対象となる提案の募集を 4 月下旬より予定しております。
募集に当たって、当該支援事業の概要や応募手続きなどを説明するため、5 月 8 日より全国 8 会場にお
いて、事業者向け説明会を開催します。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000787.html
一級建築士の懲戒処分について
一級建築士に対し、建築士法第 10 条の規定により、中央建築士審査会※（3 月 26 日開催）の同意を得
て、別紙のとおり業務停止処分（3 月 26 日付け）を行いましたので公表します。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000721.html
「次世代住宅プロジェクト 2018」の提案募集の開始について
～先導的な技術の普及啓発に寄与するリーディングプロジェクトに対する支援～
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000784.html
複数棟型マンションでの敷地売却制度活用の仕組みを構築します
～マンション敷地売却制度の活用の幅を広げます～
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000153.html
「住宅団地の再生のあり方に関する検討会（第 2 期）」の 平成 29 年度の検討内容をとりまとめました
～2 つのガイドラインと 1 つのマニュアルを策定～
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000152.html
「住宅・建築物のエネルギー消費性能の実態等に関する研究会」とりまとめの公表について
本研究会は、建築物省エネ法の施行状況の把握、住宅・建築物の省エネ性能に関する実態の把握・検証
及び住宅・建築物の省エネ基準への適合率の更なる向上等に係る課題の整理を目的として、平成 29 年 9
月より合計 6 回開催し、議論を重ねて参りました。今般、これまでの議論を踏まえ、とりまとめを行い
ました。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000785.html
建築基準法違反(防火・避難関係規定等)及び違法設置昇降機に係るフォローアップ調査について建築基準
法(防火・避難関係規定等)違反の疑いのある個室ビデオ店等、未届の有料老人ホーム、ホテル・旅館等及
び病院・診療所並びに違法設置の疑いのあると通報のあった昇降機について、平成 29 年 10 月 31 日時点
における建築基準法への適合状況及び是正指導等の状況を取りまとめました。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000719.html
民法改正等を踏まえ「賃貸住宅標準契約書」等を改定しました
～「家賃債務保証業者型」を新たに作成しました～
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000121.html

◇ICBA からのお知らせ
●図書販売
「建築構造審査・検査要領－実務編 審査マニュアル－2018 年版」 【新刊】
建築物の確認審査・検査に関する構造強度の基準への適合を判断する際に、適切かつ統一的な運用を図
るために必要な事項についてまとめています。
「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 2017 年度版」
日本建築行政会議(JCBA)が編集している 2013 年度版の改訂版です。
法令等の改正、利用者等からの質疑に対する回答や JCBA 部会での検討結果を踏まえた改訂を行ってい
ます。
「2015 年版建築物の構造関係技術基準解説書」[第 4 刷(2016 追補収録版)] (黄色本)
2015 年版の第 4 刷として、平成 28 年 12 月までに改正・制定された構造関係規定等の内容を反映してい
ます。
図書販売の詳細・お申し込みは
https://www2.icba.or.jp/products/list.php?category_id=7&utm_source=newsletter&utm_medium=em
ail&utm_campaign=20180316t
※2015 年版第 1 刷及び第 2 刷をお持ちの方は、修正した章・節に対応するページを掲載していますので、
ダウンロードしてご利用ください。併せてＱ＆Ａも更新しています。
Ｑ＆Ａはこちらをご参照ください→ https://www.icba.or.jp/kenchikuhorei/
●情報会員
設計実務者を対象に確認申請プログラムを提供するほか、法令データベースの閲覧サービスや講習会・
図書の割引を提供する制度です。ホームページから入会可能で、確認申請プログラムとは建築確認申請
書等を作成するためのソフトウエアです。
正確かつ迅速に申請書の作成が出来、操作サポートもあるので安心です。
https://www2.icba.or.jp/products/list.php?category_id=12 （情報会員）
https://www.icba.or.jp/shinpro/
（確認申請プログラム）
●確認申請プログラム操作説明会開催のお知らせ
確認申請プログラムの概要
http://www.icba.or.jp/shinpro/
＜＜【操作説明会について】＞＞
【東京会場】
・開催日時：平成 30 年 4 月 18 日(水) 14:00～16:00
・東京会場：:一般財団法人建築行政情報センター 会議室
新宿区神楽坂一丁目 15 番地 神楽坂 1 丁目ビル 4 階
※地図はこちら https://goo.gl/maps/7qvLxURAobv
【大坂会場】
・開催日時：平成 30 年 5 月 17 日(木) 14:00～16:00
・大坂会場：新梅田研修センター
大阪府大阪市福島区福島 6-22-20
※地図はこちら https://goo.gl/maps/4myxh7p4gsN2
【操作説明会受付はこちら】
http://www.icba.or.jp/seminar/shinpro/
※福岡会場は満席により受付を終了いたしました
※確認申請プログラムのご利用は、情報会員への入会が必要です。
詳細はこちら https://www2.icba.or.jp/products/list.php?category_id=12

◇他団体からのお知らせ
▽一般財団法人日本建築センター
最新の講習会と出版情報等の情報
https://www.bcj.or.jp/news/2018/04/post-2.html
▽一般財団法人日本建築設備・昇降機センター
【図書刊行】「昇降機の適切な維持管理について」のリーフレットを発行しました。
http://www.beec.or.jp/publication/etc/index.html#ijileaflet
▽一般財団法人日本建築防災協会
平成 30 年度 国土交通大臣登録「防火設備検査員講習」ご案内を掲載しました。
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/workshop/bouka/gakkah30/
平成 30 年度「国土交通大臣登録耐震診断資格者講習」 並びに「耐震改修技術者講習」の受講受付を開
始しました。
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/workshop/taishin%EF%BC%8Ftaishin/annai/
▽一般財団法人建築環境・省エネルギー機構
気密測定技能者養成講習・試験
「ＪＩＳ Ａ２２０１ 送風機による住宅等の気密性能試験方法」に基づく測定方法やその原理を習得し
ていただく講習を開催します。５月～７月に全国主要都市８会場で開催します。
http://www.ibec.or.jp/seminar/files/h30_airtight.pdf
【平成 28 年省エネ基準対応】新緑本「建築物省エネ法」政省令・告示解説と計算事例講習（住宅編）
建築物省エネ法の逐条解説と算定・判断方法 (新緑本の住宅部分)の解説と外皮基準の簡易計算シートの
紹介をします。また、今後の省エネ基準適合義務化に向けた最新状況を、国土交通省の担当官に講演し
ていただきます。
http://www.ibec.or.jp/seminar/files/h30_04_housing_hull_seminar.pdf
▽公益財団法人建築技術教育普及センター
平成 30 年建築士試験のインターネットによる受付を開始します
受付期間：4 月 9 日(月)10：00～4 月 16 日(月)16：00
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k2kmk/1k-info-20180409.html
平成 30 年度「建築士定期講習」実施情報
http://www.jaeic.or.jp/koshuannai/teikikoshu/kteiki/h30-kteiki_koshu.html

◇NEWS
▽一般社団法人日本建築士事務所協会連合会
増改築等工事証明書（固定資産税）に係る通知の一部改正について（2018.4.1）国土交通省では、平成
30 年度税制改正に伴い増改築等工事証明書（固定資産税）に係る通知の一部改正をし、本会宛てに周知
依頼がありましたのでお知らせします。
http://www.njr.or.jp/material/tax-service/taxinfo/01141.html
▽一般社団法人日本建築構造技術者協会
ＪＳＣＡ構造デザイン発表会 2018（10 月 12 日開催）の発表作品募集のご案内
http://www.jsca.or.jp/bbs4/InfoBbsDispC.php?Group=7&Category=3&Bbs=3&Item=19&Page=p3_2
&Page=p7
▽一般社団法人建築設備技術者協会
公共建築施設の建築設備～ 庁舎・清掃工場・ホール等の最新事例 ～
日時：平成 30 年 5 月 11 日（金） 10：00～16：30
場所：連合会館 2 回 201 会議室（千代田区神田駿河台 3-2-11）
http://www.jabmee.or.jp/kousyuu/kantou/0511_3982.php
▽公益社団法人 ロングライフビル推進協会
セミナー「建築物の LC 設計の考え方」(大阪会場)の募集を開始。
日時：平成 30 年 6 月 20 日（水） 14：00～16：25
場所：新大阪丸ビル新館 609 会議室
http://www.belca.or.jp/lcdesign201806.pdf
若手社員等向けセミナー「より良い維持保全の実現のために ～設計・施工段階でやるべきこと、やって
はいけないこと～」の募集を開始。
日時：平成 30 年 7 月 6 日（金） 15：00～17：15
場所：BELCA 会議室（東京都港区浜松町 2-1-13）
http://www.belca.or.jp/belcajyuku201807.pdf
▽一般財団法人建築保全センター
「建築物の長寿命化を図る建築改修工事技術」講習会(6/12～)
東京：平成 30 年 6 月 12 日（火） 10：30～16：30
仙台：平成 30 年 6 月 14 日（木） 10：30～16：30
福岡：平成 30 年 6 月 19 日（火） 10：30～16：30
大阪：平成 30 年 6 月 20 日（水） 10：30～16：30
http://www.jfma.or.jp/news/FMseminar20180612.pdf
▽一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
・BELS についての Q＆A（最終改正 2018/04/01）更新しました
・低炭素建築物認定の参考資料を更新しました。
・2018 年 4 月 1 日改正の「BELS 業務実施指針」、「BELS 業務方法書」を公開しました。
・省エネ適判部会ＱＡ集（平成 30 年 4 月 1 日版）をアップしました。
http://www.hyoukakyoukai.or.jp/

