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安 全 な 住 宅 を 確 保 す る た め の 提 言 

－ 構造計算偽装問題を契機として － 

 

２００６年２月１６日 

                       日 本 弁 護 士 連 合 会 

 

提 言 の 趣 旨 

 

１ 確認検査制度の抜本改革 

（１）指定確認検査機関制度の廃止と「住宅検査官」（仮称）の創設 

 現行の指定確認検査機関制度を廃止し，建築主事の下に「住宅検査官」（仮称）を置

き，行政庁が確認検査業務を行うこととする。 

（２）建築確認時における審査の徹底 

① 十分な質と量の設計図書の提出を義務づける。 

② 住宅検査官同士のピアチェックを実施する。 

（３）施工段階における検査の徹底 

① すべての建築物について，中間検査を義務づける。 

② 一定規模以上の建築物については，住宅検査官が現場に常駐して，それ以外の建築

物については，建築工程ごとに，設計図書，建築基準法令，日本の標準的な技術基準

への適合性を厳格に検査する。 

（４）建築主事等，建築物の安全確保に係わる職員の体制強化 

建築物の安全確保に係わる職員や建築主事の人員増強，待遇改善など，建築主事とそ

の職員が積極的に安全性の守り手として活動しうる環境を整備すべきである。 

 

２ 建築士制度の抜本的改革 

（１）独立性の実現 

 公正かつ適正な工事監理を実現するために，建築業者による建築士事務所併設の禁止，

建築業者と利害関係のある建築士あるいは建築士事務所による工事監理の禁止など，建

築士の建築業者からの独立性を実現すべきである。 

（２）「登録監理建築士制度」（仮称）の創設 

 工事監理業務を行うため，独立性，実務能力等の審査を経た特別の資格（「登録監理

建築士制度」仮称）を創設し，これを行政庁の作成する名簿に登録させ，この名簿登載

者だけが工事監理業務を行うことができるようにすべきである。 

（３）自浄作用に関する改革 

 統一研修の導入などにより，建築士の自浄作用を促すべきである。 
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３ 強制加入保険制度の導入 

 住宅供給にかかわる建築業者，住宅販売業者，建築士，及び指定確認検査機関等の建築

物に関する損害賠償責任について，消費者保護のための強制加入保険制度を導入すべきで

ある。 

 

４ 罰則の強化 

 建築業者，住宅販売業者，建築士等，住宅供給にかかわる者らが，建築物の構造上の

安全性や防火等の人の生命身体の安全にかかわる重要な規定に違反した場合，懲役刑を

科するなど罰則の強化を図るべきである。 

 

提 言 の 理 由 

 

１ はじめに（構造計算偽装問題の背景と原因） 

 我が国の建築法制は，「建築士による設計・監理」と「建築主事もしくは民間の指定確

認検査機関による建築確認・中間検査・完了検査」によって建築物の安全性を確保する

手法を採用している。建築士による設計と工事監理がしっかり行われていれば欠陥住宅

は発生しないし，万が一，建築士が手抜きをしたりミスを犯したりした場合には建築主

事もしくは指定確認検査機関がこれを指摘するという二重のチェックにより建築物の安

全性は確保されるはずであり，消費者は安心して安全な建築物に居住できるはずである

という思想が前提になっていた。 

 しかし，２００５年１１月１７日，姉歯元建築士による構造計算偽装問題が発覚し，

建築士と指定確認検査機関らによる二重のチェックがまったく機能していない実態が

明らかになった。 

 その最大の原因は，宅地建物取引業者や建築業者に従属せざるを得ない建築士の経済

的脆弱性と，確認検査業務を民間に開放する際の指定確認検査機関のあり方と行政の関

与方法に関する制度設計に誤りがあったという点である。 

 当連合会は，１９９７年１０月１７日に「建築基準法改正に関する意見書―住宅検査

官による検査制度の導入を―」を，１９９８年３月１８日に「建築基準法改正について

の申入書」を，それぞれ当時の建設大臣に提出した。これら意見書では，建築士が建築

業者らから独立して専門家としての誇りある仕事をするための環境整備と，行政による

厳格な検査体制の確立を求め，確認検査業務の民間開放は建築物の安全性を損なう結果

になることを指摘していたが，不幸にも，今回の事件は，これら当連合会の指摘が的中

する遺憾な事件であった。 

 当連合会は，２００５年１１月１１日の第４８回人権擁護大会で，「安全な住宅に居住す

る権利」を確保するための住宅安全基本法の制定を求めるなどの決議を採択したが，今回の
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事件を契機にして，今こそ，我が国の建築生産システムのどこに問題があり，どのようにす

れば消費者が安心して安全な住宅に居住できるのかについて，真剣かつ抜本的な議論が求め

られている。 

 事件発覚後，建築界はもとより，様々な団体，個人から，我が国の建築生産システム

のあり方について貴重な改革･改正案が提案されているが，当連合会としても，現時点

で，消費者の安全という視点から，安全な住宅を確保するための提言を行うことは，大

きな意義があるものと思料し，以下の理由により，本提言に及ぶものである。 

 

２ 指定確認検査機関制度の現状と問題点 

（１）今回の事件で，姉歯元建築士は，偽装した構造計算書について「専門家が見ればす

ぐにわかる内容のものだった」，「当然，指摘されると思っていた書類が確認を通って

しまい，検査機関は何も見ていないことを知り，以後，偽装を繰り返した」などと述

懐し，また，実際の建築工事に関与した作業員は，「この程度の鉄筋では不十分と感じ

ていた」と指摘している。すなわち，今回の偽装行為は，確認審査の段階でも，中間

検査の段階でも，それなりの知識を持つ専門家ならば，容易に偽装を見破ることがで

きる内容のものであったにもかかわらず，指定確認検査機関は，真摯な確認審査と検

査業務を懈怠していたために，いずれの段階でも偽装を見抜けなかった。これは，極

めてゆゆしき問題である。 

（２）また，確認検査業務が民間開放された当初，２０数社であった指定確認検査機関は，

現在，１２０数社にものぼっており，いきおい，激しい顧客獲得競争が展開され，「慎

重で」「厳しい」検査会社は敬遠され，「緩く」「甘い」検査会社に客が集中する現実が

ある。 

 先般の衆議院における参考人招致でも「検査がとおらないなら別の検査機関にまわ

せばいい」などとの議論がなされていた事実が明らかになったが，不正を見逃したり，

脱法的手法で確認を与える検査会社がもてはやされ繁盛し，厳格な検査を行う検査会

社は経営が成り立たず淘汰されていくという現実は，本末転倒と言わなければならな

い。 

（３）さらには，現在の指定確認検査機関では，検査員１人で年間５００から１０００件

もの確認業務を処理して多額の検査料を取得しているとの指摘があるが，これでは適

切な確認審査や検査を行えるはずもない。また，現在の指定確認検査機関の検査員資

格は，「一級建築士で，建築行政又は確認検査業務等に関して２年以上の実務経験を有

するもの」（建築基準法５条３項）とされていることから，検査員の多くは，建築主事

ら建築行政に携わってきた元公務員らが占めており，事実上，これらの者の天下り先

となっている。 

（４）また，後述のとおり，国や行政庁は，確認検査業務が自治事務でありながら，これ
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らの業務を指定確認検査機関に委ねたまま，同機関の確認検査業務に対する指導･監督

等のチェックをほとんど行っていない現状にある。 

（５）専門家には容易に偽装が見破られるような構造計算書を姉歯元建築士が繰り返し作

成していた事実は，現在の指定確認検査機関が，確認審査や検査に名を借りて，消費

者が求める安全な建築物を社会に提供する責務を放棄するに等しい営利追求のみの営

業を展開している事実を推認させるものであり，現在の指定確認検査機関には余りに

も多くの問題が存在する。 

 

３ 中間検査制度の現状と問題点 

（１）今回の事件で，指定確認検査機関は，確認段階で姉歯元建築士の偽装を見逃したば

かりか，中間検査段階でも姉歯元建築士の偽装計算書に基づく手抜き施工と工事監理

を見逃していた。検査員が施工現場に臨んでさえいれば，通常の建築物と比較し，明

らかに鉄筋量が不足していることなど，建築物の異常性を容易に発見できたはずであ

る。つまり，指定確認検査機関による中間検査が適切に行われていなかったのである。 

 にもかかわらず，今回の事件では，指定確認検査機関による杜撰な中間検査につい

て，行政庁からも指定確認検査機関による検査内容の不備は指摘されていないように

思われる。 

（２）他方，現在の中間検査費用は低廉であり，検査員が実際に現場に臨み，適切な検査

を行うに足る費用にはなっていない点も問題である。また，前述のとおり，現在の指

定確認検査機関の検査員資格からして，建築行政に関する実務経験はともかく，構造

に関する知識や経験が乏しい者や施工現場における適切な中間検査をなしうる能力に

疑問がある者も多く，消費者が期待する適切な中間検査が行われていない実情にある。

また，現行の中間検査は，適切な中間検査を行っているとは言いがたいものであり，

その帰結として，検査員が現場でどのような検査を行ったのかなど，検査員による検

査の経緯が事後的に検証できる仕組みにもなっていない。 

（３）加えて，現行の中間検査を行う範囲や内容は，各特定行政庁が任意に決めることが

できる仕組みになっているので，特定行政庁ごとに異なった取扱いが行われており，

問題の多い戸建住宅等（いわゆる 4 号建築物）を中間検査の対象としていない特定行

政庁も多い。また，そもそも，国は中間検査制度を時限立法とし，いずれは廃止する

方向との位置づけをしており，そうした消極的姿勢自体問題である。 

（４）以上，これらの事実は，現行の中間検査がおざなりでしかなく，適切な中間検査が

行われていないことを示している。 

 

４ 安全な住宅を確保するための当連合会のこれまでの見解 

（１）当連合会は，１９９７年１０月１７日，当時の建設大臣に対し，「建築基準法改正
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に関する意見書―住宅検査官による検査制度の導入を－」と題する意見書を提出した。

その要旨は，「建築主事の検査権限と検査方法を実効あるものにするために，建築主

事から委託を受けた『住宅検査官』（仮称）に，住宅建築の節目（例えば地盤，基礎，

軸組，断熱，配管配線，竣工）ごとに設計図書や日本の標準的な技術基準への適合性

を検査・確認させた上で次の建築工程に進めさせるものとする第三者の中間検査制度

を新設すべきである。」というものであった。 

（２）また，当連合会は，建築基準法改正による「建築確認・検査の民間開放」について，

１９９８年３月１８日，当時の建設大臣に対し，「住宅は国民一般にとって高価な一

生の財産であり，その欠陥は生命身体に重大な影響を及ぼし，社会問題となることも

あるので，その安全性を確保するためには，例えば薬品行政と同じく，行政こそが，

その安全性，とりわけ建物の最低限度の安全性に関する建築基準法令の規定が遵守さ

れているか否かについて厳格な検査をすべき義務がある。（中略）法律案によれば，

公正中立な民間機関の創設を企図し，株式会社も排除されていない。その場合，既存

の建築業界等が中心となって株式会社が設立されることになると考えられるところ

であるが，そのような営利を目的とする株式会社が『公正中立』な立場を保持できる

とは到底考えられない。また，手抜き工事等の欠陥住宅を生み出す建築業界の実態・

体質，業者に依存せざるを得ない建築士の現状等を踏まえれば，民間の検査機関によ

りどれほどの効果が期待できるかは，甚だ疑問である。」との申入書を提出した。 

（３）さらに，当連合会は，２００５年１１月１１日，鳥取市で開催された人権擁護大会にお

いて，「安全な住宅に居住する権利」を実現するための決議を採択した。同決議は，「既存

不適格住宅を含むすべての欠陥住宅をなくして，安全な住宅に居住する権利を確保するた

め，国に対し，①安全な住宅に居住する権利が基本的人権であることを宣言し，関係者の

責務や安全な住宅の確保のための基本的施策を定める『住宅安全基本法』（仮称）を制定

すること，②建築士の監理機能の回復のために，建築基準法，建築士法の改正を含め，建

築士について，その資質向上を図り，かつ，施工者からの独立性を担保するための具体的

措置を講ずること，③建築確認，中間検査，完了検査制度の徹底及びその適正性確保のた

め，一層の制度改善を図ること，④建築物の耐震改修の促進に関する法律を改正し，住宅

を含め耐震基準を満たさない建物について，耐震改修促進のための施策を充実させること

を求める」というものであった。 

（４）今回発覚した構造計算偽装問題は，まさに当連合会の上記指摘が的中したものであ

り，極めて遺憾と言うほかない。当連合会は，２００５年１２月２日，「これら虚偽

の構造計算書の作成に関与した建築士，設計事務所，販売業者，施工業者と，同計算

書の虚偽性を見逃した民間の指定確認検査機関，自治体など関係者に責任があること

は当然であるが，上記指摘のような問題点があるにもかかわらず，『建築確認・検査

の民間開放』を推進し，虚偽の構造計算書を見逃す事態を許した国にも責任の一端が
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あるといわざるを得ない。」との会長声明を発表したが，現時点において，国と行政

庁が建築確認や中間検査に対する消極的姿勢を改め，後述するとおり，建築主事のも

とに，確認検査能力に長けた検査員を全国に配置したうえで，確認検査の経緯を事後

的に誰もが検証できる仕組みを構築するなど，抜本的改革が不可欠であると考える。 

 

５ 確認検査制度の抜本的改革について 

（１）指定確認検査機関制度の廃止と「住宅検査官」（仮称）の創設 

① 前述のとおり，今回の事件は，倫理観を放棄して建築業者に従属する建築士の問

題のみならず，そもそも国や行政庁が行政の自治事務たる確認検査業務を民間に開

放して，事実上，建築物の安全性を確保する作業から退き，これを民間の市場原理

に委ねようとしたことに端を発したものと言えよう。まさに，当連合会が，１９９

８年３月１８日の申入書において指摘した問題点が顕在化したものと言える。 

 そもそも，我が国の建築法制が，建築確認･検査業務は地方公共団体の公権力の行

使であるとの立場をとっている以上，第一義的には行政庁こそが率先して確認検査

業務に当たることが法の予定するところであり，これを民間に丸投げするがごとき

制度設計をすることは許されない。 

 民間開放は，建築確認･検査業務を市場原理に委ねて，指定確認検査機関同士を競

わせることにより，建築確認･検査業務の質を向上させることを企図したものであっ

たが，建築確認･検査業務を市場原理に委ねれば，前述のとおり，「慎重で」「厳しい」

検査会社は敬遠され，「緩く」「甘い」杜撰な建築確認・検査業務に対する需要が高

まり，「厳格な建築確認･検査業務」が淘汰されてしまうことは不可避である。 

 民間開放と市場競争原理とは密接不可分の関係にあることから，民間開放を前提

とする限り，いかに制度の改善を企図しても，市場競争原理を排除することはでき

ず，「厳しい」検査会社は敬遠され，「緩く」「甘い」杜撰な建築確認・検査業務に対

する需要が高まることを阻止することはできない。 

 また，たとえば，指定確認検査機関とは別に，行政庁が単体規定中，構造関係規

定の適合性について確認審査・中間検査・完了検査すべてを二重にチェックしたり，

検査案件は指定確認検査機関が直接受注するのではなく行政庁から形式的に配点し

たり，行政庁による抜き打ち検査を実施したり，不正行為に対する厳罰化等を図っ

たりするなどの改善策は，つきつめれば確認検査業務なるものを自由な競争原理に

委ねることの矛盾を指摘することにほかならない。 

 さらに，現在の指定確認検査機関の検査員をそのまま住宅検査官に移行させては

どうかとの意見もありうるが，前述のとおり，現行制度化における検査員は，建築

行政等の経験はあるものの，現場実務等の経験に乏しく，現場での検査業務を正し

くなしうる素養と資質があるとは言えない者も少なからず存在する。そうであれば，
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指定確認検査機関制度は廃止し，検査員は住宅検査官の採用試験を受け，我が国の

安全な建築物の確保に尽力すべきである。 

② ところで，指定確認検査機関については，最高裁平成１７年６月２４日決定は，

「指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事

が置かれた地方公共団体は，指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法２

１条１項所定の『当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体』に当た

るというべきであって，抗告人は，本件確認に係る事務の帰属する公共団体に当た

る」と判示した。 

 また，横浜地裁平成１７年１１月３０日判決は，上記最高裁判例を引用したうえ

で，「そうすると，指定確認検査機関による建築確認処分は，当該確認に係る建築物

について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体の公権力の行使

であるといえるから，当該地方公共団体は，指定確認検査機関による建築確認処分

に係る事務の違法それ自体を理由として，国家賠償法１条１項の『公共団体』とし

て賠償責任を負うと解するのが相当である」，「本件についてこれをみると，被告検

査機構が行った本件各確認処分に係る本件建築物について確認をする権限を有する

建築主事が置かれた地方公共団体は被告横浜市であるから，被告の検査機関が行っ

た本件確認処分が原告らとの関係において，国家賠償法上も違法と評価され，その

点に故意又は過失があって賠償を要するものであれば，被告横浜市は国家賠償法１

条１項の『公共団体』としての賠償責任を負うべきである」と判示した。  

 いずれの判決も，我が国の建築法制は，建築確認･検査業務は地方公共団体の公権

力の行使であるとの立場をとっていることを適切に踏まえたものである。 

③ もっとも，上記判決等に対しては，現在の指定確認検査機関による確認検査業務

につき行政庁がほとんど関与していないため，事実上，行政庁に不意打ちを食らわ

す結果になるとの意見や，今後は行政庁による指定確認検査機関への関与は一切な

くす方向での法改正を行い，国家賠償法上の責任を行政庁に発生させない仕組みを

検討すべきだとする意見さえ出される現状にある。 

 しかしながら，もともと確認検査業務は自治事務であるのだから，民間に開放し

たからといって行政庁の責任が免除されるものではない。また，そもそも今回の事

件は，指定確認検査機関にすべてを委ね，行政庁がチェックを懈怠したことによっ

て発生したものである。とすれば，今後も建築物の安全性の確保について行政庁が

一切関与せず，指定確認検査機関に委ねることは，かえって今回と同種の事件を再

発させる結果となり，国や行政の不当な責任回避とのそしりを免れないことになろ

う。 

④ また，日頃，欠陥住宅被害の予防と救済に取り組む弁護士や建築士からは「我々

が取り扱ってきた従前の欠陥住宅被害は，設計図書それ自体真正でありながら施工
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現場で手抜きされる被害事例がほとんどであったのに，なぜ姉歯元建築士は敢えて

偽装が容易に発覚するような証拠を残すが如き幼稚な手法を用いたのか」との指摘

がなされている。 

 設計図書が正しく作成されていても，施工現場で手抜きが行われれば建築物の安

全性は確保されないし，逆に，中間検査が厳格に行われさえすれば確認審査段階で

見落とされた構造計算の偽装も中間検査の現場で発見されるはずであり，ひいては，

確認段階での偽装を抑止することになる。つまり，施工段階での中間検査を厳格に

行うことこそ，建築物の安全性を確保する最重要課題である。 

 今回の事件が発覚後，どちらかと言えば，確認申請に関心が向けられているきら

いがあるが，確認申請の段階での偽装をどのように防止するかという視点のみでは

建築物の安全性を確保することはできないのであり，むしろ，施工現場での手抜き

を防止する制度設計を構築することこそが重要である。 

⑤ この点，インスペクター（住宅検査官）による中間検査により建築物の安全性を

確保するアメリカ，カナダ，イギリス等の建築生産システムが参考になる。 

 例えば，アメリカでは，すべての建築物は，公的建築物については州，それ以外

の建築物については市の公的インスペクターによる検査を受けなければならず，ま

た一定規模以上の建築物や公共建築物などは，これに加えて登録されている民間の

スペシャルインスペクターが現場に常駐して日々厳しい検査を行っている。インス

ペクターの権限は非常に強く，戸建住宅等にあっては建築工事中重要な工程で６回

前後現場に赴いて検査し，一定規模以上の建築物は日々現場での検査を受け，イン

スペクターの許可がなければ次の段階の工事に進むことはできない仕組みになって

いる。特にインスペクションを受けなければ構造躯体を塞いではならず，塞いでし

まうとこれを取り除くよう命じられる。改善を必要とする箇所が発見されると改善

指示書が渡され，現場には赤紙に黒字で「ＳＴＯＰ ＷＯＲＫ」と書かれた札が貼

られて工事がストップされる。 

 施工者は改善指示に従って改善し再度インスペクターの検査を受けることになり，

同じ箇所で２回改善が指示された場合には罰金が科される。また，インスペクター

は強い権限が与えられると同時に，重い責任も課せられている。継続的な監視がよ

り必要な一定規模以上の建築物の工事では，スペシャルインスペクターが現場に常

駐することが義務づけられている。スペシャルインスペクターは，任務懈怠等があ

ると建築主に対して責任を負わなければならない。また公的インスペクターはスペ

シャルインスペクターの業務を監督し，資格を取り上げることもできる。 

⑥ 以上の問題点を踏まえたとき，当連合会としては，現行の指定確認検査機関制度

を廃止し，以下のとおり，建築主事のもとで全国各地の建築士を適切に活用して建

築物の安全性を確保する建築生産システムを構築すべきであると考える。即ち，我
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が国には，３０万人以上の一級建築士と６０万人以上の二級建築士が全国各地に存

在する。これらの中から安全な住宅を確保するための資質と能力を持つ者を検査官

として選任し，これらの者を建築主事の補助者として位置づけ，検査官の判断経過

を事後的に誰もが確認できるよう検査過程の説明報告書の作成を義務づけるなどし

て，建築主事が住宅検査官の業務内容を把握し，指導監督を行う制度設計を提言し

たい。 

 提言の具体的内容は，次のとおりである。 

ア 建築主事の下に「住宅検査官」（仮称）を置き，行政庁が確認検査業務を行うこ

ととする。住宅検査官は，全国各地の建築士の中から厳重な試験によって選任し，

厳しい教育と５年ごとの資格更新により資質の向上をはかる。 

イ 一定規模以上の建築物には住宅検査官が現場に常駐し中間検査を行う。それ以

外は最低６回の現場における中間検査を行うことを，それぞれ法によって義務づ

ける。 

ウ 住宅検査官の確認検査費用は受益者が負担する（安全は自分が確保する）。 

エ 住宅検査官に担当させる業務は建築主事が形式的に割り振るなど，癒着が生じ

ないよう配慮する。また，選任の過程にゼネコンや建築士を介在させないなど，

選任手続の公正化をはかる。その際，公認会計士等の資格要件を参考にした登録

監理建築士制度と同視の選任基準を策定する。 

オ 住宅検査官による確認検査の懈怠をさせない方策を創設する。例えば，検査官

の判断経過を事後的に誰もが確認できるよう検査過程の説明報告書の作成を義務

づけ，これを建築主事が確認し長期間保管することにより，検査官の仕事ぶりを，

事後的に，誰でも確認でき，手抜き検査等の不正は隠しきれないという心理的抑

止効果を検査官に与える。また，業務に不正や懈怠がある場合は，検査官の氏名

を公表し資格を剥奪する。 

カ 適切な中間検査は，構造，設備等の経験や資質が要求され，１人の住宅検査官

では無理との意見もありうる。しかし，複数の住宅検査官が１つのグループを作

り，工事の進行に合わせて住宅検査官を適材適所に派遣すれば問題はない。 

キ 建築士からは，住宅検査官は建築士に対する性悪説を前提にしているとの批判

が予想される。しかし，住宅検査官制度は建築士の優秀さを証明する制度であり，

工事監理等の手抜きをしているのではないかという疑いを晴らすための制度と発

想を転換すべきである。 

ク なお，建築主事の体制強化も重要である。我が国の建築主事は，全国に２００

０名足らずしか存在せず，また，これを補佐する職員も短期間に配置転換が繰り

返されるなど，専門性を身に付けた職員が建築物の安全性をチェックする体制が

確立しているとは言いがたい現状にある。これをアメリカと比較してみると，例
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えば人口３５０万人のロサンゼルス市の建築安全局には職員が８５０名存在し，

そのうち我が国の建築主事に該当するシティインスペクターは４５０名も存在し，

彼らは自ら確認業務や現場検査を行うとともに，約１２００名のスぺシャルイン

スペクターを指導監督しているのと雲泥の開きがある。我が国でも，建築物の安

全確保にかかわる職員や建築主事の人員増強，待遇改善など，建築主事とその職

員が積極的に安全性の守り手として活動しうる環境を整備すべきである。 

（２）確認制度の抜本的改革   

① 十分な質と量の設計図面の提出を義務づける 

 建築確認制度は，工事着手前に図面をチェックすることにより，建築基準関係規定

に抵触する建築物の出現を未然に防止することを目的とするものである。 

 建築確認を実効的に行うためには，十分な質と量の設計図書の存在が必要不可欠で

ある。 

 しかるに，現状では，戸建住宅の場合には，建築確認の際には，平面図・立面図な

ど数枚の図面を提出すれば足り，建築物の構造の安全性に関する図面の提出は要求さ

れておらず，十分な建築確認を行うことは到底不可能な状況にある。 

 したがって，建築確認を実効的に行うために，とりわけ構造上の安全性をチェック

するために十分な質と量の設計図面の提出を義務づけるようにすべきである。 

② 住宅検査官同士のピアチェックの実施 

 前述のとおり住宅検査官制度を創設すべきであるが，１人の検査官のみが審査する

のではなく，検査官相互の検査を実施し，検査官同士が相互に各自の審査内容を点検

することにして，完全な審査を目指すべきである。 

（３）中間検査制度の抜本的改革 

① 今回の構造計算偽装問題においては確認審査段階においてチェックされるべき構

造計算書が偽装されたものであるが，単に建築確認制度の不備だけが露呈しただけ

ではない。建築確認に続く中間及び完了検査が厳格に実施されていれば，施工段階

でも気付くことができたはずである。例えば鉄筋の量が少ないといったことが配筋

段階での中間検査において発覚していたはずである。 

 また，今回の構造計算偽装問題以外に，日常的に生じている欠陥住宅被害の事例に

目を向けると，施工段階での手抜きに基づくものが圧倒的であり，国民の生命・財産

の安全を確保するために我が国の建築生産システムを見直す以上は，施工段階におけ

る検査制度の改善・徹底を図ることは不可欠であると言わなければならない。 

② 施工段階の検査制度として，１９９８年の建築基準法改正によって，新たに，中間

検査制度が導入された（建築基準法７条の３）。中間検査は，特定行政庁が，その地

方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して，違反の発生

のおそれが大きく，かつ安全上の検査の必要性が高い建築物の施工途中の工程を検査
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するため，区域や期間を定め，かつ建築物の構造，用途，規模を特定して，特定工程

を指定すると規定されている。 

 しかし，中間検査を導入するかどうかは各特定行政庁の裁量に委ねられているうえ，

区域や期間，対象となる建築物や中間検査を受けるべき特定工程も各特定行政庁によ

って様々である。そのため，全国の自治体において中間検査の導入に熱心なところと

そうでないところが明確に分かれてしまっている。 

 また，建築確認の特例（建築基準法６条の３）により，一定の建築物については，

工事が設計図書どおり実施されたことを工事監理者が確認すれば当該規定の検査対

象から除外するとされているが，工事監理が形骸化している現在の建築生産システム

の中において，適正な監理がなされているとの前提で検査を緩和することは中間検査

制度を実質的に骨抜きにしている。 

③ 違反建築物や欠陥住宅などを予防する観点からは，特に，施工途中に行われる中間

検査制度こそがより重要視されなければならない。建築物の内部構造は，完成してし

まってからではほとんどチェック不能なので，完了検査よりも中間検査の方が重要な

のである。 

 検査制度について非常に参考になるのは，前述のアメリカのインスペクター制度で

ある。 

④ 我が国の中間検査制度においても，アメリカのインスペクター制度にならって，厳

格かつ徹底した検査が実施される制度に改めるべきである。 

 具体的には以下の点が改善されるべきである。 

ア すべての建築物について，中間検査を義務づける。 

 中間検査に関する建築基準法の規定を改正し，すべての建築物について中間検査

の実施を義務づけるべきである。 

 現行の建築基準法においては，中間検査の実施の特例規定があり，いわゆる１～

３号建築物のうちの規格化された住宅や４号建築物で建築士の設計による建築物

について，工事が設計図書どおり実施されたことを工事監理者が確認すれば，当該

規定の検査対象から除外するとされている（建築基準法７条の５）。このような中

間検査の例外規定も撤廃すべきである。 

イ 一定規模以上の建築物については，住宅検査官が現場に常駐しそれ以外の建築物

については建築の重要な工程ごとに，厳格に検査を行う。検査に当たっては目視や

計測による検査を重視し，設計図書や建築基準法令，日本の標準的な技術基準への

適合性を厳格に検査すべきである。 

 中間検査の実施段階や検査の内容も法定されるべきであり，不特定多数の人が出

入りするような一定規模以上の建築物については住宅検査官が常駐して中間検査

を実施すべきである。それ以外の建築物についても施工の段階ごとに，回数も現行
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の１，２回程度ではなく，６工程以上は検査されなければ，中間検査を実施する目

的が損なわれてしまう。戸建て住宅では，軸組工事，屋根工事の段階だけではなく，

基礎配筋段階での検査こそが不可欠である。 

 検査方法については，現行のように安易に報告書のみで検査をすることには問題

があり，目視検査や計測による検査を重視すべきである。 

 検査の基準は，当然であるが，設計図書や建築基準法令，日本の標準的な技術基

準に適合しているかどうかという観点から検査すべきである。 

 なお，他の制度による検査（例えば品確法に基づく住宅に対する中間検査や建築

基準法令に基づく違反建築取締り）との併存があっても，検査の主体や目的が異な

っていることから，安易に検査の省略や代替は認めるべきではない。 

 

６ 建築士制度の抜本的改革について 

（１）現行の建築士制度の問題点 

 我が国の建築生産システムにおいて，建築士の果たすべき役割は非常に重要である。

欠陥住宅被害の多くは，建築物の設計及び監理を行う建築士が，「専門家」として十分

機能していれば防ぐことができるはずである。ところが，現行の建築士制度は，建築士

養成のための教育制度が質的にも量的にも不十分なまま無限定・永久の資格を与える一

方，有資格者に対する統一的な技能・倫理研修制度も存在せず，行政としての指導・監

督は極めて不十分な状態にある。また，建築士には，法令上建築業者からの独立性が要

求されていないため，本来法が予定していたはずの第三者としての厳しい監理がなされ

ていないケースも多い。さらに，現行の資格区分では，建築士業務の専門分化に対応で

きないという問題もある。 

 今回の構造計算偽装問題は，このような建築士制度の問題点を背景とする欠陥住宅被

害の一事例であり，欠陥住宅被害を根絶するためには，以下のような建築制度の抜本的

改革が不可欠である。 

（２）独立性の実現 

 建築士と建築業者は，人的・経済的に密接な関係にあり，建築士が建築業者から仕事

を受注するために従属的関係になるケースも多い。このような弱い立場では，建築士の

「専門家」としての機能が期待できず，ともすれば「経済的合理性」という名の圧力に

屈してしまうおそれもある。そこで，公正かつ適正な建築士としての業務が行われるよ

うに，建築業者による建築士事務所併設の禁止，建築業者と利害関係のある建築士ある

いは建築士事務所による工事監理の禁止など，建築士の建築業者からの独立性を実現す

べきである。 

（３）「登録監理建築士制度」（仮称）の創設 

 特に，工事監理においては，建築業者から独立した第三者としての建築士が，厳しい
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目でチェックを行うことが不可欠である。このことは，設計・施工・監理を三権分立に

たとえれば容易に分かるはずである。裁判所に相当する監理は，行政に相当する施工（建

築業者）から独立した立場で，公正かつ適正なチェックを行う必要がある。 

 当連合会は，工事監理者の独立性を確保する一方策として，前述の人権擁護大会決議

において，「登録監理建築士制度」（仮称）の創設を提言している。この制度は，工事

監理業務を行う建築士に，国土交通大臣ないし都道府県知事が作成する名簿に登録し，

かつ工事監理に関する法令，実務，倫理等の研修を義務づけるとともに，一定の身分関

係等著しい利害関係を有する建築業者が行う工事についての監理を禁止するものであ

る。このような形で，監理者の質を向上させ，独立性を確保することによって，監理の

本来あるべき姿と機能を回復し，建築主のための厳格なチェックが期待できるようにな

るため，欠陥住宅被害の予防にとって極めて実効性がある制度である。 

（４）自浄作用に関する改革 

① 統一的な研修制度の導入 

 建築士は，その経験・知識の多寡を問わず，誰でも設計や監理を行う権限が認めら

れ，専門家としての高度の監理能力や職業倫理が求められている。現行制度において

は，統一した倫理規定や研修制度が設けられておらず，一部の建築士について，能力

の不足や職業倫理の低下が指摘されているため，統一的な倫理・技能研修制度を導入

すべきである。 

② 建築士に対する指導・監督の強化 

 建築士に対する指導・監督は，一級建築士は国土交通大臣（旧建設大臣），二級・

木造建築士は都道府県知事が行うことになっているが，直接の指導・監督はほとんど

なされておらず，資格をもった建築士が何人現存し，活動しているかさえ把握できて

いない。日本建築家協会や各都道府県の建築士会，建築士事務所協会といった団体も

あるが，いずれも任意加入団体であり，またその加入率も決して高くない。 

 各級の建築士名簿を整備し，定期的な研修を義務づけるとともに，不適切な業務を

行った建築士に対する処分を含め，監督官庁の指導・監督を強化するとともに，建築

士の自浄作用を促す制度を検討すべきである。 

③ 監理業務の明確化と監理者の権限強化 

 建築士の業務内容が不明確で，権限も弱い状況では，建築士自らの自浄作用は到底

期待できない。この点，現行建築士法には，監理の方法，内容，程度，範囲等が定め

られておらず，実際の監理は，監理者の能力や誠実さの程度によって大きく左右され

ているのが実情である。また，建築士法には，工事が設計図書のとおりに実施されて

いない場合であっても，監理者には工事差止めなどの強い権限が与えられておらず，

欠陥住宅予防の決め手を欠いている。 

 そこで，監理業務の内容を法定し，また工事差止めを含む監理者の権限の強化を図
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るべきである。 

 

７ 強制加入保険制度の導入     

（１）建築業者・住宅販売業者・建築士・指定確認検査機関等が倒産したり，資力がなか

ったりする場合には，現行制度上は，被害者は泣き寝入りを強いられることになる。

そこで，自動車損害賠償責任保険を参考にするなどして，少なくとも，建築基準法に

違反するような瑕疵の補修・建て替え費用については，現実の賠償を実現するための

強制加入保険制度を導入して，住宅供給にかかわる建築業者，住宅販売業者，建築士，

指定確認検査機関等に，住宅建設に関する損害賠償責任保険への加入を義務づけるべ

きである。 

（２）強制加入保険制度の実効性を確保する仕組みについて 

 以下のとおりの仕組みを提言する。 

① 加害者が特定不可能又は無保険の場合に備えて，交通事故の保障事業に準じた住

宅建設に関する政府の保障事業の制度を導入する。 

② 保険を引き受ける損害保険会社による建築物の設計・施工過程に対する検査を認

め，保険会社の検査員に工事中止権限を与えるとともに，保険会社が承認する書類

がないと入居できないこととする。 

③ 瑕疵のある住宅の注文者・購入者に対し，瑕疵による損害賠償について損害保険

会社に対する直接請求権を認める。 

④ 建築業者，住宅販売業者，建築士，指定確認検査機関等に瑕疵の発生について故

意・過失がある場合にも，保険を引き受けた損害保険会社の免責を認めない。 

⑤ 保険の引受保険会社名，証券番号を建築物請負契約・購入契約の契約書に明記す

ることを義務づける。 

 

８ 罰則の強化   

 今回の構造計算偽装問題により建築生産システムに関係する者の倫理観があまりに

も低下していることが明白になったことに鑑みて，次のとおり罰則の強化を図るべきで

ある。 

（１）行政庁又は建築監視員の命令に違反していなくとも，故意に，建築物の構造上の安

全性や防火等の人の生命身体の安全にかかわる重要な規定に違反した者に対しては懲

役刑を科する（現行建築基準法９８条は，特定行政庁又は建築監視員の命令に違反し

た者に対して，１年以下の懲役又は３００万円以下の罰金に処することを定めている

にすぎない）。 

（２）建築基準法１０３条１号に掲げられている各規定に違反した場合には，法人に対し

ては高額の罰金刑が科されているが，自然人に対しても，懲役刑を含む重い刑罰を科
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する。 

（３）上記（１）（２）のほか，住宅供給にかかわる建築業者，住宅販売業者，建築士等に

対する罰則を強化する（例えば，建築士の名義貸しを防止するには，名義を借りる側

を取り締まるだけでは足りず，罰則を定めることが不可欠である）。 

 

９ まとめ 

 当連合会は，２００５年１１月１１日に開催した第４８回人権擁護大会で，「安全な

住宅に居住する権利」が基本的人権であることを宣言し，かかる権利を実現するための

諸施策の実施を求める決議を採択し，また，今般の構造計算偽装問題を受けて，同年１

２月２日，会長声明を発表し，被害者の安全性確保と速やかな被害救済等を求めたとこ

ろである。 

 かかる人権擁護大会決議等の趣旨を踏まえ， 

（１）「住宅検査官」制度の導入による確認検査制度の抜本的改革 

（２）建築士の独立性の実現，及び「登録監理建築士」の導入による建築士制度の抜本的

改革 

（３）被害者救済のための強制加入保険制度の導入 

（４）住宅供給にかかわる建築業者，住宅販売業者，建築士等に対する罰則の強化 

を柱として，真に「安全な住宅に居住する権利」を保障するために必要不可欠な改革案

を提言するものである。 

以上 


