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［配付資料］
資料№1

前回議事録（案）

資料№2-1

令和 4 年（2021 年）度建築規制合理化要望案

資料№2-2

告示第 1100 号におけるせっこうボード留付け接合具について

資料№2-3

構造方法等の認定に係る帳簿

資料№2-4

告示第 1100 号におけるメッキくぎについて

資料№2-5

軒裏開口部の防火措置の準耐火試験基準について

資料№2-6

令和４年（2021 年）度住団連・建築規制合理化要望提案書（データ配布）

資料№3-1

中大規模木造・R3 年度作業について

資料№3-2

コストグレードの目安

資料№4-1

住木手引きと木住協マニュアルの構造計算法の比較検討（課題 1）進捗

資料№4-2

高耐力耐力壁の小開口補強仕様追加の検討（課題 2）検討方針

資料№5

既存住宅の利活用

資料№6

（仮称）
「既存住宅の温熱環境リフォーム」の提案

参考資料№1

木造耐火大臣認定・省令準耐火の状況

参考資料№2-1 「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会」
におけるヒアリングの依頼について
参考資料№2-2 脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会
（第 2 回）ヒアリング資料
参考資料№3-1 令和元年度建築基準整備促進事業 成果概要
参考資料№3-2 令和２年度建築基準整備促進事業 成果概要
参考資料№4-1 住宅の浸水対策設計ガイドライン構成案
参考資料№4-2 宅建業法による「水害ハザードマップ」説明義務化
参考資料№5

木造の中層建築物を木材がそのまま見えるあらわしで
建築できるようになりました

参考資料№6-1 木造建築物の耐力壁に係る基準の合理化等に関する検討（データ配布）
参考資料№6-2 大臣認定耐力壁（真壁）の適用範囲の合理化に関する検討（データ配布）
参考資料№6-3 F13 屋根・軒裏の開口部等の建築物の部分における防火措置の検討（データ配布）
参考資料№6-4 P13 防火区画を貫通する管の構造に関する告示化の検討（データ配布）
参考資料№7-1 窯業系サイディング JIS A 5422：2019 の規格（データ配布）
参考資料№7-2 QF045RS-9122 認定書（写）
（データ配布）
参考資料№8-1 適切な温度で健康住宅に（データ配布）
参考資料№8-2 良好な温熱環境による健康生活ハンドブック

［議

～適切な温度で健康住宅に～

事］ （文中敬称略）

１．○前回議事録（案）
（資料№1）

説明（逢坂）

・4 月 22 日開催の技術開発委員会（全大会）の議事録（案）概要について説明した。
・WOODRISE 2021 KYOTO の申込みについての問合せ等があれば事務局までと依頼。
・議事内容についてご意見や修正要望等があれば事務局までと依頼。
２．○令和 4 年度（2021 年）建築規制合理化要望案（資料№2-1）
○告示第 1100 号におけるせっこうボード留付け接合具について（資料№2-2）
○構造方法等の認定に係る帳簿（資料№2-3）
○告示第 1100 号におけるメッキくぎについて（資料№2-4）
〇軒裏開口部の防火措置の準耐火試験基準について（資料№2-5）
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〇令和４年度（2021 年）住団連・建築規制合理化要望提案書（資料№2-6）
（データ配布）説明（逢坂）
・住団連の建築規制合理化要望案について、一覧表である資料№2-1 に沿って説明した。
要望案の原稿は資料№2-6 にてデータ配布しているので確認を依頼。
・№１は建築物の開口部の面積が小さくなった場合でも、採光規定を満足しているか確認できる場合は
軽微な変更として扱って欲しいとの要望である。
計画変更が求められている事例、軽微な変更でよかった事例があれば事務局までとお願いした。
・延焼の恐れのある部分にある防火設備（開口部）を取止めた場合、一般物件では計画変更とし、型式認
定物件では軽微変更でよいとのことであるが、実際の物件において、どこの行政庁でどのような指示等
があったか、事例があれば事務局までとお願いした。
・№2 は Exp.J で増築を行う場合、地震力は耐震診断による安全性確認とし、風圧力は別途、構造計算を
求められているが、既存建物に構造的な変更がないことが確認できれば、構造安全性は確保されている
ものとして欲しいとの要望である。建研と調整中なのでペンディングになっている。
・№3 は、異種用途部分を区画して、住宅部分の面積が 200 ㎡以下になれば竪穴区画を求められていない
が、住宅内の特定の部分を区画しても同様の運用をして欲しいとの要望であるが、法令上、同一用途に
ついて記載がないので認めらないとのことであった。プレ協の要望提案のため、プレ協にて検討のうえ
取り下げることになる。
・№4 の内容は資料№2-2 に示す。せっこうボード耐力壁の留付けに WSN、DTSN が使用できるよう告示第
1100 号を改正して欲しいとの要望である。資料№2-3 は、せっこうボードとビスの大臣認定等を整理し
ている帳簿の抜粋である。
㈱カナイ、BX カネシン、タナカ他金物メーカーに WSN、DTSN のビスを使用した大臣認定取得の可能性
とメリット等について検討いただき、回答をお願いした。
・№5 の内容は資料№2-4 に示す。メッキ釘を告示第 1100 号に明記して欲しいとの要望である。
告示第 1100 号の各表の欄外に「同等以上の釘を使用できる」記載があり、同等以上のくぎとして NZ、
CNZ も読める規定のため明記がなく、2×4 工法の告示では「同等」の記載がないので敢えて告示に記載
しているとの回答であった。
「黄色本（構造関係技術基準解説書）に記載して共有できるよう検討する」との回答があった。
・№6 の内容は資料№2-5 に示す。軒裏開口部の防火性能評価方法についての要望である。
軒天材メーカーが少なく、業界団体として共通試験等を行うことは負荷が大きいため困難とのこと。
軒天材と仕上げ材を含めて整理できるルールづくり、換気口の位置による性能の優劣等の整理につい
ての要望を申し入れた。
・参考資料№7-1、7-2 に軒天材の大臣認定と窯業系サイディングの規格を示す。軒天材も同様の整理が
できるとよい。窯業系建材メーカーの方に関連情報の提供をお願いした。
・№7 は小型 ELV の規格について、昇降行程や面積などについて、ホーム ELV の規定と合わせて欲しい
との要望である。
３．〇中大規模木造・R3 年度作業について（資料№3-1）
〇コストグレードの目安（資料№3-2）

説明（小口）

・今年度の作業内容は、①建設コストの検討、②普及資料の内容拡充、③講習会用テキストとして編集、
④講習会の実施 としている。
・①は鉄骨造との比較資料とし、構造躯体部分については構造計算を行い、詳細のコスト比較を想定。
その他は概算システムを利用して、構造躯体部分を調整し総工事費を算出する。
建築地、敷地条件、地盤状況や建物グレードを設定して概算を算出する。
建物グレードの目安については資料№3-2 に示す。グレードは中レベル程度を想定する。
・現行のモデル建物は 6ⅿスパンで計画しているが、4ⅿスパンとした場合のコスト比較やメリット等
についても検討する。
・②については、特に木造架構のファブリケーターとの連携等についてブラッシュアップし、参考文献
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を紹介する。
・③については、講習会テキストとして製作するための編集デザインを検討する。
・④については講習会を今年度中に開催する。そのため、10 月 22 日の技術開発委員会全体会に合せて
進める。
□意見等
・資料№3-2 の JBCI レポートについては、歩掛を含めたデータベースがあり、条件を挿入すると概算
コストが算出できる。構造躯体は木造と鉄骨とを算出する。木造については意匠的効果、心理的効果
などがあり、木造の付加価値を含めてコスト評価だけでは定量化しにくい。付加価値を含めた整理を
今後繋げていけるとよい。
（逢坂）
・資料№3-1 の 2 に示す参考文献を充実させ、副読本として活用できるようにする。
（大倉）
・
「施工管理に関して」で紹介のものは、JBN が国交省補助事業として、施工管理の要点を手引きとし
てまとめた資料で、これをテキストとして講習会を開催している。施工用副読本として紹介したい。
（大倉）
・住宅と勝手が異なる設計施工の項目を洗い出して、注意点や役割分担を整理する。
（逢坂）
・ご意見等があればメールにて事務局までとお願いした。
（逢坂）
４．○住木手引きと木住協マニュアルの構造計算法の比較検討（課題 1）進捗（資料№4-1） 説明（佐藤）
・検討概要と検討事項の進捗状況について説明した。
・手引きとは、住木センター発行の中大規模木造建築物の構造設計の手引き講習会のテキストを指す。
・手引きのモデルプラン（木造 3 階建て事務所）に木住協仕様耐力壁を組入れ、検討モデルⅠとして計
算し、応力割り増し係数を考慮して検討を行う。
・設計比較資料としては、検討モデルⅠについて、手引きとマニュアルの構造計算法の違いで生じる検
定比の差異を確認して資料を作成する。
□意見等
・住木センターの計算手法に対して木住協マニュアルの方が厳しければどう対応するか。
（逢坂）
・手引きに準じた内容で再度評定を取得するとよい。
（今井）
・手引きが公のマニュアル（正式発行）になってからであるが、検討の余地あり。
（逢坂）
○高耐力耐力壁の小開口補強仕様追加の検討（課題 2）検討方針（資料№4-2）

説明（河尻）

・木住協マニュアルにおける開口部補強については、300 ㎜角の開口による実験で確認した仕様として
いるが、より小さい開口部における簡便な補強とする仕様について検討する。
・資料№4-2 の記載内容に加え、面材の変形や変形の概要等について、補足資料に基づいて説明。
・グレー本の詳細計算法による検討により開口位置（高さ方向と幅方向）を決めるなど、事前検討を行
い補強仕様と実験計画について整理する。
・実験は、無開口試験体 3 体をコントロールにして、100 ㎜角開口の最低補強仕様の実験を行い、結果
により 200 ㎜角開口について、段階的な補強を検討し、それぞれ 2 体の実験を行う。試験体は 4 仕様
で、合計 9 体となる見込みである。
□意見等
・提案等のコメントがあれば早い段階での提示をお願いした。
（逢坂）
・試験を行う際は、金物メーカー等に相談させていいただきたい。
（逢坂）
５．○既存住宅の利活用（資料№5）
○（仮称）
「既存住宅の温熱環境リフォーム」の提案（資料№6）
・昨年度は空き家の利活用について整理したが、少子高齢化によるニーズの変化や省エネ性等の居住環
境の整備等が明らかにされていているため、既存住宅を活用できるための提案をする。
（逢坂）
・既存住宅の殆どが劣悪な住宅と思われ、温熱環境については、資料№6 にて説明した温熱環境リフォ
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ームが喫緊の課題であり、最新の住宅性能のレベルに改善する必要がある。
（松本）
・家全体を改修することが望ましいが、現実的な部分断熱改修を含め、既存住宅の利活用と併せて整理
したい。
（逢坂）
・今必要な住宅改修について、健康住宅と温熱環境について検討を進める。
（片岡）
・詳細を詰めて項目を整理し引き続き検討する。
テーマとして取り上げたい項目等の提案をお願いした。
（逢坂）
６．○グッドリフォーム事例集
・グッドリフォーム事例集のスライドショーについて最終確認中で近々公開予定である。
公開次第、事務局より連絡する。
（逢坂）
・今年度分の募集を開始する。応募要項の概要について説明した。2020 年 1 月 1 日以降の着工物件を
対象とし、6 月に募集開始し 9 月に締切予定であるが、締切が遅延しても極力対応する。
（田口）
・カーボンニュートラルなど、省エネ関連が拡大していくことが予想され、そのヒントになるよう検討
もお願いしたい。
（逢坂）
７．○木造耐火大臣認定・省令準耐火構造の状況（参考資料№1）

説明（髙橋）

・1 時間耐火構造大臣認定書（写し）及び省令準耐火特記仕様書の発行状況について説明した。
・1 時間耐火講習会の開催状況と受講者数について説明した。
８．○「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会」におけるヒアリングの依頼に
ついて（参考資料№2-1）
〇脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会（第 2 回）ヒアリング資料
（参考資料№2-2）

説明（逢坂）

・2050 年カーボンニュートラルの実現に向け住宅・建築物に関する施策について、業界団体にヒアリ
ングの協力依頼があり、住団連として回答した資料である。住団連としての取組みや課題等について
整理している。
９．○令和元年度建築基準整備促進事業 成果概要（参考資料№3-1）
〇令和２年度建築基準整備促進事業 成果概要（参考資料№3-2）

説明（逢坂）

・令和元年度、2 年度の基整促の成果概要の取組みテーマの一覧である。
・S27 や F13～F17 など、木造住宅を含む関係テーマである。
・S27 は木造建築物の耐力壁に係る基準の合理化等に関する検討であり、耐力壁の大臣認定には高さや
幅の適用範囲規定があり、狭い範囲での認定となってしまうので検討を依頼したものである。真壁に
ついては、検討結果のばらつきが大きく検討継続となっている。
・報告会資料については、国交省建築指導課に問合せすれば回答があるとのこと。
10．○住宅の浸水対策設計ガイドライン構成案（参考資料№4-1）
〇宅建業法による「水害ハザードマップ」説明義務化（参考資料№4-2）

説明（逢坂）

・大雨等の災害における住宅の浸水対策に限定したガイドラインの構成案を整理したものである。
6 月中旬頃に一次案として公表する予定である。
・宅建業法による水害ハザードマップ等の重要事項としての説明が義務化され、2021 年 8 月 28 日に施
行済である。
11．〇木造の中層建築物を木材がそのまま見えるあらわしで建築できるようになりました（参考資料№5）
説明（逢坂）
・建防協がＨＰで公開している資料で、75 分準耐火構造やプラスαの規定を満足することで、木材あ
5

らわしで建築できるようになった内容を整理して解説したものである。
・木住協防耐火ＷＧで、具体的にどのような建物が建てられるか検討を開始した。
12．R1、R2 年度基整促の報告会資料について
〇木造建築物の耐力壁に係る基準の合理化等に関する検討（データ配布）
（参考資料№6-1）
〇大臣認定耐力壁（真壁）の適用範囲の合理化に関する検討（データ配布）
（参考資料№6-2）
〇F13 屋根・軒裏の開口部等の建築物の部分における防火措置の検討（データ配布）
（参考資料№6-3）
〇P13 防火区画を貫通する管の構造に関する告示化の検討（データ配布）
（参考資料№6-4）
説明（逢坂）
・S27 は大壁耐力壁の大臣認定の高さ・幅範囲の合理化についてまとめられたもので、真壁の耐力壁に
ついて検討したものが S33 で継続検討される。
・F13 は屋根・軒裏の開口部等についての検討であるが、結論は出ておらず、規制合理化要望で検討を
依頼している。
・P13 は区画貫通部の仕様の明確化、告示化をお願いしたものである。耐火二層管、ＶＰ管の径の規定
等について検証している。
13．○窯業系サイディング JIS A 5422：2019 の規格（データ配布）
（参考資料№7-1）
○QF045RS-9122 認定書（写）
（データ配布）
（参考資料№7-2）
・議題 2．の参考資料。
14．〇適切な温度で健康住宅に（データ配布）
（参考資料№8-1）
〇良好な温熱環境による健康生活ハンドブック ～適切な温度で健康住宅に～（参考資料№8-2）
・議題 5．の参考資料。

※次回

2021 年 6 月 15 日（火） 於：木住協 6 階会議室 15：00～17：30
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