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ビューローベリタス札幌アイアンドアイ事務所をいつもご利用頂きありがとうございます｡
札幌アイアンドアイ事務所より､最新情報をお知らせ致します｡
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------#01.

建築物省エネ法に関する業務

--------------------------------------------------------------------------------------------------------建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が平成 27 年 7 月 8 日に公布され、本
法律は誘導的措置(平成 28 年 4 月施行済み)と規制的措置(平成 29 年 4 月 1 日施行)により、建築物のエ
ネルギー消費性能の向上が図られます。
ビューローベリタスでは、既に施行済みの誘導的措置、及び平成 29 年 4 月 1 日施行の規制的措置に関す
る業務について以下のとおり実施します。
○規制的措置
平成 29 年 4 月 1 日より、床面積 2,000 ㎡以上の非住宅建築物は、省エネ基準適合義務、及び適合性判
定義務が課せられ、建築基準関係規定となります。
この建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことができる機関として、登録建築物エネルギー消費性
能判定機関があります。又、省エネ基準では評価できない特殊な構造・設備を用いる建築物は、登録建築
物エネルギー消費性能評価機関の性能評価を経て、国土交通大臣の認定が必要となります。ビューローベ
リタスはこの 2 つの機関の登録を予定しております。
・登録建築物エネルギー消費性能判定機関「適合性判定業務」
・登録建築物エネルギー消費性能評価機関「特殊な構造・設備の性能評価業務」
※お問合せ
建築物省エネ法の規制的措置に関する事前相談を下記にてお受けしております。
建築認証事業本部東京新宿事務所

TEL03-5325-7338

担当

小林、大野、渡邊

○誘導的措置(平成 28 年 4 月 1 日より業務を開始しています)
・建築物のエネルギー消費性能の表示に係る第三者認証業務(BELS 認証)「法第 7 条」
・基準適合認定表示制度に係る技術的審査業務「法第 36 条」
・性能向上計画認定制度に係る技術的審査業務「法第 30 条」
※お問合せ
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建築認証事業本部技術監査部建築環境評価部

TEL:03-5573-8686 http://kansa.bvjc.com/

○建築物省エネ法施行令、施行規則公布のお知らせ
建築物省エネ法の 2 年目施行(規制的措置)に係る改正建築物省エネ法施行令、改正建築物省エネ法施行規
則等が 11 月 30 日に公布されましたので概要をお知らせします。
詳しくは、
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000701.html
http://kanpou.npb.go.jp/20161130/20161130h06909/20161130h069090003f.html
◆建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行期日を定める政令
第 363 号
1)規制的措置の施行期日：平成 29 年 4 月 1 日
◆建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第
364 号
1)住宅部分の定義：居間、食事室、寝室他
2)特定建築物の非住宅部分の規模等：床面積の合計 2,000 ㎡等
3)所管行政庁への建築物エネルギー消費性能確保計画の写しの送付の対象となる建築物の住宅部分
の規模等：床面積の合計 300 ㎡等
4)特定建築物に係る報告及び立入り検査：所管行政庁の権限
5)基準適合義務除外用途：
・自動車車庫、自動車駐車場、畜舎等
・壁を有しない観覧場、スケート場、水泳場等
・文化財保護法による、国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財等
・伝統的建造物群保存地区内における建造物郡を構成している建築物
・重要美術品等として認定された建築物
・建築物省エネ法の基準に適合させることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
・景観重要建造物として指定された建築物
・仮設建築物
6)所管行政庁への届出の規模：床面積の合計 300 ㎡等
7)住宅事業建築主の新築する一戸建ての住宅の戸数：150 戸
◆建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に
関する省令第 80 号
(以下規制的措置に係わる内容のみ掲載します。その他は官報を参照して下さい。)
1)建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類
2)変更申請の書類
3)軽微な変更
4)様式等
--------------------------------------------------------------------------------------------------------#02.

住宅性能評価

2017 年 1 月 4 日、新宿へ＜移転のお知らせ＞

～きめ細やかでスピーディな顧客サービスをご提供します～
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ビューローベリタスジャパン株式会社は 2017 年 1 月 4 日(水)より、住宅性能評価機能を渋谷事務所から
新宿事務所へ移転致します。今後とも何卒ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
＜移転先＞東京新宿事務所
〒163-1517 東京都新宿区西新宿 1-6-1 新宿エルタワービル 17F
TEL: 03-5325-1236 FAX: 03-5325-1237
※2016 年 12 月 28 日までは、現在の東京渋谷事務所にて営業致します。
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※2017 年 1 月 4 日以降の是正等の業務対応は東京新宿事務所で承ります。お手数をお掛け致しますが、
何卒よろしくお願い申し上げます。
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■□ 国交省関連
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------#03.

超高層建築物等の長周期地震動対策に係る運用について(国交省 12 月 12 日発表)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------国交省より、南海トラフ沿い巨大地震に係る長周期地震動対策として、
・長周期地震動対策の対象地域内において、来年 4 月 1 日以降に性能評価を申請して、大臣認定に基づ
き新築する超高層建築物等については、想定される長周期地震動に基づく検証を行うべきこと
・対象地域内の既存の超高層建築物等については、想定される長周期地震動の大きさが設計時の検証に用
いた地震動の大きさを上回る場合、新築に準じて、想定される長周期地震動のによる再検証及び必要に応
じた補強等の措置を講じることが望ましいこと
を本年 6 月 24 日付で各業界団体に対して通知しております。
詳しくは：

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000080.html

お問合せ：

国土交通省 住宅局 建築指導課

松本、濱田

TEL：03-5253-8111 (内線 39532、39528)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------#04.

国土交通省/国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供する施設の建築基準法に
おける取扱いについて

--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 建築基準法における用途の扱いについて
3 日から 6 日までの滞在期間で住宅を利用して特区滞在事業を実施する特区滞在施設を以下に掲げる基
準に適合させることにより、火災時等の滞在者の安全の確保が図られていると認められる場合は、当該特
区滞在施設の建築基準法上の用途は、住宅とみなして取り扱って差し支えない。(この際、当該特区滞在
施設が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層
住居専用地域(以下「住居専用地域」という)に立地する場合には、2 に掲げる手続き等を講ずる必要があ
る点に留意されたい。)
なお、7 日以上の滞在期間で特区滞在事業を実施する特区滞在施設においては、必ずしも次に挙げる基準
に適合させる必要はないということです。
【共同住宅の住戸で特区滞在事業が行われる場合】及び【一戸建ての住宅で特区滞在事業が行われる場合
で通常の規模(2 階建て以下、延べ面積 200 ㎡以下及び各階の床面積 100 ㎡以下の建築物)の場合】
①対象となる建築物が、平成 12 年建設省告示第 1411 号に該当しない居室等が設けられている建築物の
場合
→滞在者の寝室及び寝室から住戸の出口に通ずる部分に建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 388 号。以
下「令」という)第 126 条の 5 に規定する技術的基準に適合する非常用の照明装置を設けること
②対象となる建築物が、一の特区滞在施設に、防火上主要な間仕切壁が設けられている建築物
→防火上主要な間仕切壁(令第 112 条第 2 項の自動スプリンクラー設備等設置部分及び平成 26 年国土交
通省告示第 860 号に定める部分を除く)を準耐火構造とし、同項各号のいずれかに該当する部分を除き、
小屋裏又は天井裏に達せしめること
【一戸建ての住宅で特区滞在事業が行われる場合で大規模な場合(上記、通常の規模以外)】
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①対象となる建築物が、3 階建て以上の建築物
→3 回以上の階に、滞在者が利用する部分(滞在者の寝室及び滞在者が利用する廊下、浴室等の部分をい
う。以下同じ。)を設けないこと
※耐火建築物の場合はこの限りではない
②対象となる建築物が、2 階以上の 1 つの階の床面積が 100 ㎡を超える建築物
→2 階以上の 1 つの階における滞在者が利用する部分の床面積の合計が 100 ㎡を超えないこと
※上記の基準に適合しない場合は、以下の基準を満たすものとすること
・当該階から避難階又は地上に通ずる 2 以上の直通階段を設けること
・2 階における滞在者が利用する部分の床面積の合計が 300 ㎡以上とならないこと
(耐火建築物の場合はこの限りでない)
※主要構造部が準耐火建築物であるか、または不燃材料で造られている建築物の場合は「100 ㎡」を「200
㎡」とする
③延べ面積が 200 ㎡を超える建築物
→滞在者が利用する部分の床面積の合計が 200 ㎡を超えないこと
※上記の基準に適合しない場合は、以下の基準を満たすものとすること
・滞在者の寝室及び寝室から地上に通ずる部分を令第 128 条の 5 第 1 項に規定する技術的基準に適合
させること(耐火建築物、準耐火建築物及び特定非難時間が 45 分間以上の特定避難時間倒壊等防止建築
物は、対象外とする)
・滞在者が利用する部分の床面積の合計が 200 ㎡を超える階の廊下の幅は、両側に居室がある廊下は
1.6m 以上、その他の廊下は 1.2m 以上とすること(3 室以下の専用の廊下は対象外とする)
2. 用途規制について(法第 48 条関係)
特区滞在事業については、特区法第 8 条第 1 項に規定する区域計画に実施区域を定めている。今後、特
区滞在事業について、施設を使用させる期間の下限を特区法施行令第 12 条第 2 号に基づく条例で 3 日か
ら 6 日までの範囲内で定める場合で、その実施区域に住居専用地域を含むこととなる場合には、1 で求め
る基準に適合させることにあわせ、①新たに住居専用地域を含む区域を特区滞在事業の実施区域として区
域計画上定める場合、②既に住居専用地域を含む区域を特区滞在事業の実施区域として区域計画上定めて
いる場合

の以上の点について十分留意することという情報がございました。

お問合せ：弊社

各事務所

審査部長および審査員まで

・‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
■□ 地域条例等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
--------------------------------------------------------------------------------------------------------#05.

北海道札幌市/都市計画の決定・変更について

--------------------------------------------------------------------------------------------------------平成 28 年 11 月 25 日付けて都市計画の決定・変更がありました。
今回の地区計画の変更に伴う札幌市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の改正はあり
ません。
詳しくは：http://city.sapporo.jp/keikaku/info/kokuji/index28.html
お問合せ：建築指導部

建築確認課

011-211-2846

・‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
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■□ インフォメーション
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
--------------------------------------------------------------------------------------------------------#06.

年末年始の営業について

--------------------------------------------------------------------------------------------------------年末年始の窓口営業日は以下となります
年末最終営業日

2016 年 12 月 28 日(水)

年始営業開始日

2017 年 1 月

4 日(水)

17:00 まで営業
9:00 から営業

・‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
■□札幌アイアンドアイ事務所からヒトコト
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
--------------------------------------------------------------------------------------------------------#07.

今年も1年間ありがとうございました

--------------------------------------------------------------------------------------------------------早いもので、年末のご挨拶をさせて頂く時期となりました。
皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
ビューローベリタス札幌アイアンドアイ事務所は、来年開設 3 周年を迎えます。
2014 年 4 月 10 日札幌アイアンドアイ事務所として南 1 条西 10 丁目で業務を開始、2015 年 9 月には
現事務所に移転し順次審査委員も増員させて頂くなど、これまで順調に成長させて頂いたのは皆様のおか
げと心より感謝致しております。本当にありがとうございました。
ビューローベリタス札幌アイアンドアイ事務所は来年も全国区審査機関としての利点を活かしながら地
域に根ざした第三者機関として、皆様のお役に立てるよう更なるサービスの向上目指し誠心誠意努力する
所存ですので、より一層のご支援を賜りますよう所員一同心よりお願い申し上げます。
時節柄、ご多忙のことと存じますが、くれぐれもお身体ご自愛下さいませ。
来年も相変わらぬご愛顧を頂けますようお願い申し上げ、所員を代表し歳末のご挨拶とさせて頂きます。
北海道・東北エリア
小嶋

統括所長

修之

※Newsmail の情報・リンク先等は作成当時(2016 年 12 月 13 日)現在の情報です※
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ご不明な点､ご質問などございましたら､ お気軽にお問合せ下さい｡
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
お問合せ先:ビューローベリタスジャパン株式会社 建築認証事業部
札幌アイアンドアイ事務所

TEL:011-272-7383 FAX:011-272-7384

Mail:ctcbca.spr@jp.bureauveritas.com
URL:http://www.bureauveritas.jp / http://www.bvjc.com (建築認証事業本部)
個人情報に関するお問合せ:人事部・情報管理センター
Mail:kojinjoho@jp.bureauveritas.com
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