
法制度と設計・技術

4
今回の法改正はただでさえ根付かない日本の建築文化を完全に抹殺するのではと危惧します。しかし、この問題での
日本の著名な建築家の意見が見えてこないのは非常に残念です。

6
本来、技術とは技術者への信頼があって初めて成り立つものだと考えます。技術者を信頼しないことを前提に組み立て
られた今回の法改正は、明らかにその根幹を揺るがすものだと考えます。

81
今回の法改正は従前の枠組みにとらわれすぎたためひどいものになっている。設計者の良心を信じて抜本的な建築基
準法の見直し、基本法制定の主旨に強く賛同する。

29
設計行為というものが本来どういうことかを理解していない法改正である。｢ものづくり」という視点に欠けているし、実際
的経済負担の観点もない

209 法改正とは別に間違った(厳し過ぎる)運用になっていると思われる

91
行政はとにかく事細かくマニュアル化しようとしているようであるが、マニュアルに翻弄され事の本質を見失う恐れがあ
る。

95 意匠との整合性は必要と思いますが、法で技術を網羅することは絶対に不可能です。

213
適合性判定の考え方自体は100%否定できませんが、その運用方法に大きな問題があると思います。しかし、何よりも
根底にあるのは、「建物を建てる」ことを優先していない基準法令・告示の重大な問題だと痛感しています。

242
姉歯問題から端を発した改定は科学技術の研究結果から出てきた改定とは異なり、ただひたすら偽装防止ばかり追求
した悪法である。建築は 後まで創造とその為の試行錯誤の連続でありたい。

217
現実に目を向けない形式だけの制度だと感じます。計画後、施工前に竣工図を要求されているようで、非常につらいで
す。

194 適判云々よりも確認申請の仕組み全体に問題があると思います。構造設計者性悪説は納得できない。

異常な規制強化

107
①確認制度があまりにも過剰な規制強化になっていると思う②建築士法の改正も、構造・設備設計にのみ規制強化さ
れていると思う。

30 告示などの細々した規定に過剰と思われる規定がある様に思います。

55 過剰な規制強化により設計の自由度が奪われる。設計現場の意見を聞くべきで、抜本的な改善を強く望む。

44 今回の制度は構造設計の自由度がかなり制限される、今後、構造設計に進む若者が少なくなる等が心配される。

90 構造設計の自由度をなくすような動向には反対。独創性と希望を持って仕事ができるよう切に望みます。

83
抗議の理由3項目について全体的に賛成です。この他、我々構造設計者に多大の負担を強いて(金銭的にもソフト改変
料)、それに対する補助も何も考えていないのも承服できないと思っています。

89
構造技術者の負担が多く、構造設計者の報酬も確立されない。若い技術者達を育てられない。今私たちも限界にきて
います。

69 構造設計料を施主から直接契約するようにしたい。確認申請の手間がかかる割に構造設計料が安すぎる。

266
今回の法改正は、建物の質の向上をめざすものではなく、不必要な関係のない作業を要求するものと思われます。慣
れないからでしょうが、設計というより、書類作成の方に時間が取られる現状です。

61
他国の建築に関する法やその改訂のし易さ程度は不明ですが、今回の日本の法改正は異常としか言い様がありませ
ん。

誰のための改正？　社会の混乱

45
構造設計自体、何も変わっていないし変える必要はないのに書類と責任のみ増えた。誰のための、何のための法改正
なのか？

207
数名の不適格な建築士がいたという理由で全建築士に”性悪説”の基に過重な労働強化を強いる法改正は理解できな
い。また厳格化といっても木を見て森を見失っており、誰のための厳格化か全く不明です。

230
どの様に設計すべきかを先に公布し、十分な時間を先に設けて、設計者に理解してもらってから施行すべきと思いま
す。大変混乱しています。

234
制度が未熟なままでのスタートにより大変な混乱をまねいています。本当にこのような制度が必要なのか、もっと議論
が煮詰まるまで運用を延期するとか、適判物件をもっと大規模なものなどに限定する必要があると思います。
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196
設計者の判断によって、建物の安全性が大きくかわる事を受け今回の改正が行われたと思いますが、実施されるまで1
年間程度の余裕が必要だと思う。適判物件の幅が広すぎる。RC造20m以上程度で良かったと思う。

115
建築設計は、機械の設計とは違う。完成するまで変化し、進化するものである。当然変更もある。偽装防止のためだけ
にそこまでやるかという思いです。

294 今回の改定は悪法であり、いたずらに設計業務を混乱させている。実務を無視した本法は早急に改正すべきだ。

330
現場にて構造監理をしている者ですが、今度の改定では建物が出来なくなる。現場は生きものです。変更及び改善は
付きもので、今のままでは工事が進みません。

144
計画変更に対する考え方を再考する。今回の改定は現場が止まる可能性があり、又、現実変更なしの建物施工は無
理と思われる

52
法で規制していくことでのみの解決が本当の解決なのでしょうか？　（中国の古典の中には国家の末期的症状とありま
す）　このまま、この法を適用することで日本の経済は停滞することは確実です。国は成り立つのでしょうか？

309
設計者と明示し、責任を明確にする事で柔軟な対応でよいと思います。とにかく、社会混乱が発生すると考えます。い
ずれ一般施主、経済界から非難されると思う。

119
私は構造士ですが、一級建築士ではありません。JSCAから適判資格を認めてもらえなかったからです。主旨には賛成
です。私の意見は建設通信6/28の10面に述べてあります。早く改正しないと建築界が取り返しのつなかい混乱に陥り
ますヨ。

構造設計者・プロフェッション

5
ものづくりをすべて法律では律しきれません。建築の構造設計とは、様々な与件に対して、その答えは一つではないか
らです。構造設計者は医者と同じ高度な職能です。

210 答えが一つであるならまだしも、設計者の判断に委ねられる内容もあると思います。画一化された設計は別ですが。

10
判定士とか、審査機関への報告義務が多く、かつ告示などの法規制が多くなることによって、本来技術者のもつチャレ
ンジ精神、クリエイターとしての意欲を建築技術者から奪い取るのではないかと懸念しています。構造技術者は激減す
るでしょう。適判は老人と役人のたまり場となるでしょう。馬鹿馬鹿しくて参加する気にもなれなかった。

19
建築構造設計は決められたことをミスなく行うルーチンワークとしか見られていないのでしょうか。型にはまらない創意
工夫、技術的挑戦も含んだ創造的な仕事ではないのでしょうか。戦意喪失を感じます。

54
過剰な規制は無駄なエネルギー損失、構造技術者としてより質の高いものの創造に力を発揮すべき。ピアチェックは工
学的判断の良否のみチェック必要。

287 プロフェッションの軽視、設計者に無用な負担を強いている。

15

犯罪行為が発端ですが｢誰も分からないプログラムに入力できる構造設計者の申請図書を設計もした事の無い人が確
認を下していた事が問題です。日本の建築システムは地震の無い欧米を見習っている事が根深い問題点です。地震の
多い日本で優先されるべきは耐震安全性です。少なくとも構造設計者は建築主や意匠設計者と対等であるべきです。
構造設計者は地盤から始まり、地震、風、熱、材料、荷重、応力解析、変形、撓み、振動、遮音…等、時間をかけて育て
る必要があります。当初は基準法改正に期待を持っていましたが、適判制度に疑問を感じましたので、講習会を受講し
ていません。

185 専門家（外の人では判断できない）としての正しい在り方を社会に訴えよう。

58 5.6.が十分にできていれば、設計者の責任において自由に設計して良いと思う。

180
構造設計の本来の目的から逸脱し書類作成のうまい人が構造設計者として評価される。また書類等は増えたがそれに
よって建物の全体像が見えるとは思えない。

コンピュータ・プログラムの弊害

189
現状の体制では電算プログラムの答えが全て正となり、技術者判断等が盛り込まれない事となるかねないことを危惧し
ます。

259
計算は全てパソコンの時代となっています。マニアルの世界ですので・・・。結果善し悪しに関係なく出力されてきます。
健全な設計に設計者の充分な判断力が必要となります。

238
電算ソフト中心となった構造設計という分野で時代対応を怠った行政システムが悪い一部の人に利用されたという情け
ない話である。教育から見直すべき。

159
建設中の建物が不適格扱いになる様な法の運用は考えられない横暴である。パソコンのゲーム的な操作は構造設計
者の本意ではない。ここ数ヶ月のストレスは大変なことである。

311

設問5及び6について、面談時に規準及び規定を押しつける様な面談でなく、工学的な判断ミスの回避にするのであれ
ば良いと思いますが、コンピュータに架構形式が入力できないからダメという様な面談にならない様に。また、今回の基
準法では柔軟な設計(自由な設計)が出来ないのではないかと思います。設計は人間が行う事で、コンピュータが行うも
のではない。
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232
判定員の判定範囲に問題有り。現状では出力結果を見慣れた相当の設計者のみである。パソコンに入らない建物を設
計する設計者がいなくなるのでは・・・。世の中の建物がつまらないものとなってきて、技術の進歩がなくなってしまう。私
はプレストレスを専門としています。今後はなくなるのではと心配しています。

249
今回の適判認定プログラム自体が各メーカー毎に同じ設計条件でありながら算出数値が違う結果となる中で、その数
値だけで以て合否を判定する事にどれだけの意味があるのか。構造計画そのもののピアチェックが重要と思われる。

設計と確認制度

172
真の耐震性は数値の枝葉末節にあるのではないことは技術者ならば判ることであろう。確認制度が構造設計の保証ま
でしようなどというのは、そもそもなじまないのである。

47
構造設計の本質は元来、行政手続きなどでは決してないにも拘わらず、これを手続きと勘違いした所に姉歯某の間違
いの原点がある。改定基準法はこの事に思いを至す代わりに、逆に確認手続きをますます複雑多岐なものにし、手続
きこそが構造設計の心髄であるとする第二、第三の姉歯建築士を養成しようとしている。全くの悪改訂である。

46

今回の法改正により構造設計に関して新しい技術の発展ができなくなってしまったと思われる。設計方法を全て法律で
決めてしまうと法律にない設計方法はできない事となる。旧38条のような個別評定があればまだ良いのだが！！　　ま
た構造適合性判定は性悪説的な考え方でミスをした人、成長途中の人を排除しようとするもので、一度設計UPした建
物に関してより良い変更が提案されても変更しずらい制度となっている。

247

計算書は構造設計の一判断資料。完全な建築は存在しない。計算書行政では健全な建築はできない。構造設計未経
験者の行政チェックに問題あり（偽造事件は行政責任）。構造設計者不在の構造計算（コンピュータソフト頼み、一人歩
き）。仮定事項の過信に気づき改善する努力、間違いに気づく「地震力、材料の性質、施工技術・能力、地盤の把握な
ど」、建築は多くのものつくり者の結集による。ゼネコンの商社化に問題があり、安値が前に出すぎです。健全な建築の
基本法を一日も早く制定してください。このたびの基準法は改悪です。

126

根底には安い構造設計料、短い設計工期、構造設計でなく構造計算という誤認にあると思います。この中で一部の不
心得な設計者が発生し、そのことだけ（RC造マンションとホテル）に特化したような今回の改正内容には滑稽ささえ感じ
ます。一部やり過ぎのような内容もありますが、ほとんどはこれまで良識ある設計者は自分なりに考えてやってきた内
容と思います。数値で縛るのではなく、ポイントのガイドラインで十分で法規制は無意味です。

154

耐震設計をするのに現在の日本の法・基規準は細かすぎる。しかし、複雑なRC建物を誰が設計しても同じになる様に
できるほど、基規準が整備されているわけでもない。その結果、構造設計者によって答えが異なるのは当然である。ゆ
えに更なる基規準の細部にわたる規則化を思考しているわけであるが、その結果生み出されるものは不要な耐震ス
リットだらけの醜いRC建物である。解析モデルに忠実に設計したRC建物の耐震性能が向上するのであればやむを得
ない面もあるが、耐震診断の1次診断をやってみれば分かる。耐震スリットだらけの建物がむしろ耐震性能を低減させ
ている。耐震診断で得られる耐震性能との非連続性や改正基規準に準拠した建物の地震被害が今後問題となる。

316
今回の法改正に伴い本来の構造設計でなくなっている。設計者の設計方針等をヒアリングするべきである、その中で指
導すべきであると思います。事前相談するにも手続きばかり必要とし、相談がしにくくなっている。設計責任は設計者に
あり審査側にはない（明確化）。

222
今回の法改正によって設計者は単に確認をいかに通すことしか考えなくなる。設計者としての工学的判断・工夫等々を
通用するようなことを考える必要がある。

315
設計活動は建物が竣工するまで試行錯誤の連続です。確認申請はその一通過点にすぎない。法改正では確認申請時
をもって設計完了時と考えている。これは大きな誤りだ。

硬直した運用

258 構造概要書の中には省略できるものがあり、設計者の負担を軽減する改善が必要。

208 概要書が概要の範囲以上の内容を要求され計算書を2種類作成する様な状態になっている。全く無意味！

160 構造概要書（チェックシート）が審査機関でそれぞれ違うのはおかしいのでは、全国統一されるべきと思います。

37
適判では修正ができないこと、チェックリストを設計者が作成する部分が問題だと思います。実質的には6.のみで十分
だと考えます。ディベロッパーでは自主的にピアチェックを行っているところが多数あります。

50
地方によって、情報が異なっていたりする様ですが、細かいチェック項目ができたのであれば、今まで通り確認検査機
関で十分なのではないでしょうか。別途ピアチェックや面談を設ければ良いのではないのでしょうか？

8
JSCAを通じ、基準法の改正に係わってきましたが、法の厳格な運用の名のもとに細かな申請に関する指針を作成し、
民間機関にも押しつけている異様な事態。基本的に主旨に賛同します。

38
7月24日に香川県鋼構造協同組合の依頼で、今回の法改正の概要について話をしましたが、彼らの一番の心配は製
作が不可能または非常に困難な設計図を守らなければならなないのか？という事です。製作段階での変更は当然認
めるべきと思いますが、図面に変更が生じる事になるので…

59 確認申請の書類の差し替えが殆ど不可能では今後問題が大きくなると思われます。
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149
適合判定については必要かもしれないと考えているが、訂正・変更不可というのは理解できません。間違いがないか確
認するのが審査機関の役割であり、その間違いを指導すべきではないのか？　再審査となるのはおかしいと思いま
す。（訂正・変更の指導をすべき）

134 チェック機関を設けるのは良いが、ミスを全て認めないという方式には反対である。

173 ①不備な書類の｢突き返し｣は、やめて欲しい。②計算プログラムには、設計者の自由度が欲しい

212 適判で判定員の意見を反映し必要ならば設計の修正、改良を認めるべきである。単に判定却下は不可。

130
今回の改正はまさに改悪です。これほどまでのチェックが必要でしょうか。本質を見失っております。国交省監修の講習
会テキストが今までどれだけの正誤があったか。それを我々には誤字脱字も許さないなんて馬鹿げています。

291
①確認業務の厳格化、業務の煩雑さは容易に容認できない。②構造計算適判システムの見直し。③｢大臣認定プログ
ラム｣は大きな問題をはらんでいる

221
①無意味な規制強化。やってられない。②変更のない建物は無い事を分かっていないとしか思えない法律③工事ストッ
プによるコストは誰が負担するのか。施主によっては死活問題。

71 返却されたときに2回目に手数料を誰が負担するの。適判の料金より安い設計料もある。

201
差し替えができないのだから、充分な事前協議が必要と思う。もし差し替えが生じた場合、その負担は誰がするのか？
なぜ構造設計者を絞ろうとするのか？

49 確認申請の出し渋りが生じ、経営破綻する設計事務所が出てきてもおかしくない状況です

31
一連の問題で、確認検査制度並びに、計画通知でしか検証していない公共建築物等々、国の問題は山積みしていると
思う。

適合性判定

7 適判を行うことにより、役所の責任をあいまいにしている。建築主事と適判員の役割(責任)分担が明確でない

13 適合判定員は正・副2名押印する事に依り建築主事にかわって責任をとることになり問題有り。

48
①現法規の適合性判定のシステムには大きな不安を抱いています。②本来のピアチェックは、有効な手段と考えます。
③安全証明書の発行はやめた方が良いと思う。

305
①構造計算適合判定員は黒子にて表面にでないと聞いたが、それでは意味がないと思う。②図面を計算書の不整合
があれば差し戻しと悪意の不整合ではなく、ミスは訂正で良いと思う。図面差し替え、役所にて 終図に確認印を押す
とよい。

275
判定員をやることになっていますが、日々、諸般の事情が変化しており、当初工学的判断部分で良かったはずのチェッ
ク項目は増える一方で負担も大きく、今のままでの判定業務が円滑に行えるとはとても思えません

310
まだ判定には至っていませんが、①不要と思われる部材のチェックまでも求められる②書類作成に追われ、設計時間
が短くなりそう③計算書に個人の住所が必要？

302
判定作業について。マニュアルに従ってチェックリストでチェックするだけなら従来のままでも良いのではないか(正しい
か否かを判断するだけなら)

236
構造設計審査は今までのでも良いと思う。事件のことは別の問題である。構造設計におもしろさがなくなり若者が育た
なくなる。

121 適合性判定では、モデル化等の工学的判断及び構造計画の妥当性等を重点に行うべきと考えている。

93
適合性判定は基準法、施行令、各種告示に適合しているかを確認する業務であり、技術的助言や日本建築センター｢
技術基準書｣等に書かれている法以上の事柄について指導、強制すべきではない。このことは建物ごとのクライテリア
であり、施主及び設計者間の問題である。

98 能力のない判定員が判定して良いのか？

127

①判定の講習会で演習課題対象者が民間人のみで公務員は免除とは納得がいかない。②我々実務者からの視点で
論ずれば判定員の能力の個人差は当然生じると思うし、その都度の対応が変わる可能性がある。告示内容が全て網
羅されている訳でもなく、創意工夫された設計等はどう判定されるか不明である。まさか職権乱用行使になるよう
な・・・？

128
仕様規定を増やすことは良い事とは思いませんが、十分な工学的判断ができない設計者には仕様規定しかない？地
方の方でどこまでの知識で専門家になるのか。講習を終了できなかったので言う資格はありませんが、今回の判定員
で十分な工学的判断ができますか。当分は仕様規定増もやむを得ない。
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108
実務設計者のボランティアに依存した審査制度（適判）そのものが定着する訳はないと思っています。また今回の過剰
な審査規準を正す道は業界ではなく産業界や政界へのアピールが第一と実感します。このアンケート結果より、実態
（審査の硬直化）をロビー活動で訴えませんか！

303
①適判は資格ではない、②システム的になり過ぎている、③かなり、現在建設業務が停滞しているという話を聞く。意味
なし。

101
①偽装防止の再計算が主であれば、判定員資格を設けなくてもオペレータで充分、②法（告示を含む）は外力と材料基
準強度を決め、設計法は技術指針で例示すれば良い。法で設計法まで決めるのは如何か？、③発注者、消費者への
周知は設計者まかせにするのではなく国自身も積極的に行うべき。周知不足が混乱の原因。

100
①確認申請の審査は行政が行うべき、②技術の向上、考え違いを防止するための専門家同士の相談などはあって良
い、③耐震評定委員会の様なあり方がよいのではないか、④構造計算のプロセスを追うことも一法だが、設計図を第三
者が改めて入力計算する方法もあると思う

56
RC造高さ20m以上のイメージを植え付けていながら、実態はS造、木造3階等が大変。構造概要書不要、構造計算はな
んのためにある。安全な建物を設計すること。

ピアチェック

147
適合判定員から情報が漏れないのか？役所側のチェックは役所がすべき。民間側でピアチェックをすべき(必要であれ
ば)分譲マンションは特別に扱ったらどうか

143
今回の審査手法はマンションのような建物を第三者に売る物件にのみ適用し、工場等の施主、ユーザーが同一の建物
は排除すべきであった。

214
6.の設問に同感します。または、確認申請審査機関が必要と判断したときに(その事項に対して)ピアチェックすれば良
いと思う。

250
①5.について、適判の手法として面談方式は望ましいと思うが、全てにピアチェックを行わなくても良いと思う。②殆どの
建物が適判対象となってしまう法の作り方に問題がある。誰が見てもモデルが明らかなものまで対象とされてしまう。③
建て主の選択の余地も必要ではないか。例えば市街地(密集地)と農村に同じ考え方を求めるのは不合理だと思う。

283
人間がやる仕事、細かいミスまで再審査とはおかしい。建築主が自ら使用する倉庫等までも適判が必要かどうか？マ
ンションや規模の大きい建物(20条2項)以上で良かったのでは？

297
適判の建物規模が大きく、ルートは関係なく、例えばRC造7階建て以上、S造5階建て以上、特殊建築物以上、延べ

500m2。現法ではルート1以外は適判に行きます。

18
基本的に工学的判断や変更に対する冗長性をピアチェックの上で確認する事で、良質な社会資本が提供されると思い
ます。がちがちの基準法合わせと変更の許されない建築物など作る必要はないと思います。

225

ピアチェックの必要性はあると思うが、判定機関の業務内容が細かくなりすぎている様に思う。当初の目的通り、工学
的な部分の判定のみに絞るべきだと思う。確認審査提出前のダブルチェック方式にすべきと思っている。今回の制度
は、業務の流れがスムーズにならない欠点がある様だ。設計者に責任をもたせるという本来の姿に一日も早く改正され
る事を強く希望します。100人中99人の設計者は今回の制度に疑問と不安を持っている事は間違いない。

334

「抗議の理由」は良く的を得たもので健全な基本法の制定の必要性を痛感します。アンケート回答書の意見欄をうまく
使えなかったので以下に述べさせてもらいます。
①演習課題(私の場合は第2回）は質問内容が不明確で指摘すべき事項は明らかなのに回答の仕方に困る内容であっ
た。②アンケート質問項目4．5．について  現状では設計者、(確認を含めた）判定者双方に色々なレベルの人が混在し
一律に規定し難いと考えられる。項目6．で述べられている本来のピアチェックが客観的にも問題なく成立するのが望ま
しく、その要件を整理、確立すべきである。

33
①短時間でのピアチェックでは無理がある。(1物件に半日×2回=1日程度)。②面談のみでも確認できる範囲は限りが
ある。ピアチェックとしてもう一度設計を同じ条件でやり直すくらいのことが必要である。

77
演習課題の方法では不十分でも設計者との面接により確認することが必要です。（性能評価委員会のように）　設計段
階でのピアチェックは反対です。設計者の独自性、独創性が乱されます。

271
ピアチェックには専門家の意見の違いを認めない点があります。いや専門家とは他の意見に疑いを持つから専門家で
す。どんな制度も完全はありません。

261 ピアチェック自体に問題があると考える。同程度の能力を持った設計者間のピアチェックは現実不可能。

152
民間の検査機関は専門家が詳細にチェックしている。これで十分だと思います。役所のチェックは少し甘い場合もあり
ます。

279
何重にチェックしても完全はあり得ない。いろいろな段階でできるチェックを充実すべきと思う。役所の審査は意味がな
いことが判明した。

281
専門家の定義が曖昧ですが、例えば設計者と若干の専門家とで、以前の様な設計図書でもって議論すれば、ほぼ1日
で善し悪しが判定できると思われます。

227
一品生産である建築物は、設計、施工段階で、一つ一つブラッシュアップされてゆくものだと思う。途中段階は設計者に
任せ、施工後、性能確認する様な体制であるべきだ
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218
6.は望ましいのでしょうが、公的機関に事前相談して調整するのは、難しいと思います。同じ組織内で行われるべきな
のでしょう。

244 意図的な偽装に対しては、面談のみでは不十分と考える。同じ条件の構造設計を時間をかけてやり直すことが必要。

審査の現状

170
建築主事が構造計算書を理解できないからこういう意味のない法改正になるのであって、主事のレベルアップがまず第
一じゃないの？建築主事には(構造計算のチェック外注に出して)プライドがないの？と言いたくなる！！ピアチェックや
るにしても、木造→必要なし。鉄骨、RC5F建以上とかにわかりやすく限定して！！

99
構造の審査担当者のレベル差が大きく、審査機関によって差が出ています。計算よりも施工管理に目を向けた方が良
い建物ができます。構造屋による管理です。

186
5.以後の質問に答えにくい。今回明らかになったことのひとつは、確認新制度のうち、審査する側の能力なり、体制に問
題がある、とも言えると思う。審査する側の体制を確立すれば良いのであって、申請する者があるときは審査する側に
廻ることを認めにくい。

150
建築主事以下、確認審査業務(構造)担当者の能力の現状把握（能力不足は明らか)とスキルアップのための具体的な
活動(電算ソフトの導入など)を求めます。

109
既に一件申請提出を行いましたが、話の重心が全体的な構造物としての安全性よりも、些細な荷重のあるなし等、細
部の話に流れがちになっています。感じたのは現状の体制では整形なラーメン以外は判断をどの様にさわるか恐すぎ
てできないな、という風に思い始めています。実務を知らない人間が決めたとしか思えない 悪の改正(改悪)です。

178
極めて真面目？厳格？な特定行政庁対応が有りました。数万トンの既存建物に数十キロの看板を取り付けるのに｢荷
重増につき構造計算をやり直すべし｣とのご指導。7桁目の数字の重さを理解？してもらい｢勝手にしろ}と言ってもらうま
での労力、頻発するのでしょうか。

120
「2007年版技術解説書」未だに発刊していない中、私達構造設計者の業務内容に不明な部分があります。こうした実状
を広く事業主等に周知理解してもらう必要があります。

162
建築基本法制定準備会の仰る通りだと思います。6月20日以降確認申請を一物件も出しておりません。確認審査期間
で黄本が出ないと審査しにくく再提出になるかもしれないと言われております。国交省が一番問題な所だと思っておりま
す。

87
以前より技術基準書にて構造設計をしていたので、設計の内容においては今までと大きな変化はありません。しかしな
がら、構造計算概要書及び構造図の提出書式が今だに解りません。

82
法規制が先行し、運用する側(行政機関、特に地方の土木事務所)の整備が進んでいない。一例として新法での確認審
査を相談しても、責任回避に終始して明確な回答が出せない。受付を拒否する様な現状である。民間審査機関に頼ら
ざるを得ない。こんな悪法は撤廃すべき！！！

267
機械・プラントが関わる工場のような場合、これまで申請時においては確定していないことがあり、変更申請が行われて
いるのは当たり前のようであった。改正により変更手続きがどうなるか。機械側と十分協議した上での申請となり工程
上厳しくなる。

国の責任

299
責任について、設計者だけでなく国の責任を明確にしたい①基準法に対するものについて②法改正を周知させずに混
乱をまねいたことについて③既存不適格を山ほど生んだ基準法について

105
行政の責任逃れの法改正としか云い様がありません。今迄に設計事務所関連団体より国交省に改善策を何回も出し
ているはずです。これが反映されていないのが残念です。

116
国の責任のがれの様な法律になってしまった事が非常に残念に思います。許容範囲を決めないと設計が円滑に進み
ません。

117
全ての不具合の責任を行政が負う、というならともかく、自らの責任の重さはそのままにし、規制強化のみに血道を上
げることは看過できない。

118
今回の改正基準法は、行政の責任をないがしろにし、設計者、国民に責任転嫁する法であり、容認できる内容ではない
と思われる。

135
国交省は、今回の不祥事に対して、何の責任もとらず、他に責任を転化している。今回の改訂でも自分たちの責任逃
れのため、他に押しつけるための所業としかうつらない。構造設計の妥当性を確認するためのほんの一手段にしか過
ぎないことを周知させる必要を痛感する。

195
改正による責任の所在が明確でない。 終的には確認業務をとりあつかう庁が責任をとるべきでは。それには構造士
の一人一人の責任も重大である。そして単に厳格化により法適合性を目的化した制度改悪は国に方向転換を求める
べきである。

205
善悪の問題を、とんでもない方向(方法)で解決しようとしている。政府は、全ての責任を、個人の設計者に負わしてい
る。今後、行政の確認申請窓口は意味がない。税金の無駄。
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166
今回の法改正は、書類(チェックシート)を多くして、責任の所在をはっきりさせるだけに労力をかけさせております。設計
完了し、施工時、納まりの悪い部位が見つかっても、手続き、労力に時間がかかるため納まりの悪いまま施工する事が
考えられます。より良い技術の工夫が手続き上困難なため出来にくくなります。

役所仕事と責任

2
抗議の声を上げることに全く賛成です。役人の焼け太りとしか思えない今回の改正は早急に見直してほしい。技術者を
尊重する実のある改正に！

193 今の制度は本筋をはずした形式だけの役人的発想の制度である。

164
今回の事件の発端は設計者のモラルの問題です。それに便乗して法規制を強化した国交省の対応はただ時間の浪
費、費用の無駄遣いをするだけだと考えます。上記6.程度の対応で十分だと思います。

265
何のための法改正なのか？責任を取りたくないから構造に工学的判断もしないで全て入力を一致させて、少しの変更
も認めようとはしないで、時代に逆行することばかり。そんなに偽装をしているなら、その行為をした事務所を即取消に
させればいい。全てが役所仕事で何の判断もない。

66
抗議の理由2,3、全く同感です。安全な構造物を作るための努力と勉強の時間を無意味な雑用で阻害されます。構造設
計の本来の意味がわかっていない素人の作った制度で賛成できません。

215
貴会の趣旨を全面的に支持いたします。今回の改正は構造設計を理解していない者が作ったとしか思えない。一刻も
早い改正を！！

295
今回の法律は適正な構造設計者の能力(技術)を頭から押さえ込み、法律で自由度を束縛し、構造設計以前に行政用
の書類(役人の責任逃れ)に概要書に集約した様なもので、この悪法は早急に変えなければと思います！！

206

机上の倫理に振り回される今般の改正は人為的な不況を招くであろう。「性悪説」に基づくものであろうが、構造設計者
の大半は常に切磋琢磨しながら今日まで来たものであります。一部の不心得者のために｢神がかり的｣な作業を要求す
る困難さに憤りさえ感じます。国交省の人たちはミスは全くないのですかね。ミスをなくす事は大切な事です。だからこそ
今日迄皆で補完してきたのに今後施行上の不具合が見えて来なくなる事が心配ですね。

94
①今回の法改正は役人が楽をして、民間人(判定員)に難しいところを審査しなさいということです。報酬は役人の方が
上です。矛盾しています。②責任は設計者と施工者にあるので、構造士が設計すればOKとすべきです。

責任と保険

200 資格業なので、確認機関が責任を取る事が無い以上、自己責任で行うべき。

14
構造設計は、本来設計をした当事者が責任を持つものと思っている。当然、意匠家もその一員。又、構造設計の技術
は積み重ねの集積と思っている。

197
構造設計を実際に行った設計者を明示して、構造安全性、居住性に係わる設計責任を明確にすることにより、無意味
な労力を削減し，より有効な労力に転換すべきである。

176
確認制度の破綻問題を今般の法改定（適判制度）で運用が始まった現在、構造技術者のみ多大な責任を強いられ大
きな不満を感じています。国は大きな間違いをしていないか！

20 設計者責任を重くし、保険制度を充実した方が良い。

22 責任の伴わない役所の確認制度そのものに意味を感じない。保険制度で全てを解決させれば良い。

237

法改正は余りにも拙速すぎると思っています。現在日本はアメリカと同じような訴訟社会になりつつあります。その割に
設計者を守る保険制度などは未整備状態です。また、責任の所在の判断基準も明確ではありません。(行政側は誰一
人責任をとっていない)。その上、コンピュータ化により構造経験のない人でも極端な話、構造設計が可能となっていま
す。こういう問題を置き去りにして、法制化が行われています。

327
①保険制度について確立（保険料が払える報酬）、②エンドユーザー（マンション住民）と構造設計者との意識・認識の
ギャップが大きい点が問題。

184 本来建物は施主のものであり、施主の責任においてピアチェックすべきだと思います。

293
ソフトにバグがあれば、認定外の形状であれば…。全て設計者が判断するのでは、判定員が間違っていれば、誰の責
任ですか？

適判員の試験

63
2の演習問題で優劣を付けるのはおかしい。構造にも鉄骨系など得意とする分野がある。超高層など一生設計しない人
もいることを考えれば何らかの区別は必要かと思うが、あの問題では判断できないこともあると思う。
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70
全面的に賛成です。2の演習課題というよりも数回にわたる試験で同様の問題では不公平。不公平だった割に合格者、
不合格者の差は大きすぎた。

79
論文テストであるかのような形式だったのに実質的には模範解答に一致しなければダメという○×方式であったのはイ
カサマです。

245 適判の演習課題の模範回答が性悪説にたった悪意のある設計者でないと回答できないような問題であると思った。

262
適判の講習会で何を求めているのか不明なまま演習問題を行い、合否を出す事は大きな誤りである。実績のある技術
者が合格とされない書類審査の位置づけは何なのか。

241
演習課題はRCマンションの剛性率、偏心率、Ds等に関する点のみに重点を置かれている。鉄骨系、SRC系、プレストレ
ス系など幅広い知識レベルの演習ではない。従って、マンション系の設計を主としていない人には不利であったと思う。
この講習会の内容と演習の方法はフェアではない。

161
確認審査について知識のない者が行っていたため、問題が起こったと考えられ、適判制度は必要と考える。その他の
法改正は不要であり、逆行しているのではないか。適判では不合格であったが、国交省は回答例も出さず何を根拠に
合否を決めているのか、疑問だらけである。

65

「基準法6月施行へ国民の抗議の声を」読ませていただきました。抗議の理由・趣旨ともに私が近頃感じている事が網
羅されており、頂戴した案内に完全に賛同いたします。私は、適判講習会を受講しましたが、適判員にならないことにし
ました。日常業務多忙も大きな理由ですが、適合性判定に社会的な価値を感じられなかった事も理由のひとつです。適
判員の中には、ボランティア精神で取り組んでおられる方もいると思いますので、頭ごなしには否定はできませんが、一
日も早く、再改正が行われることを願っております。法改正による波及効果としては、意匠図の精度が上がってきまし
た。これは、良い点と認めざるを得ません。当社は小さな構造設計事務所ですが、社内におけるピアチェック体制確立
の準備を進めています。自らの生活を成立させるために、皆様のような積極的な活動を行うことが難しい状況にありま
す。他力本願ではありますが、皆様の活動に期待しております。

163
国交省の一方的な方針に同意できない。講習会について適判員になるつもりは無かったが、私の試験の回答が不適で
はないと思っている。

資格

40
士法改正の設備設計一級建築士は現実の設計業界を知らない者の判断と思う。一級を持っている設備設計者が少な
い状況下で実施すれば名義貸しが横行して有名無実の制度改正となる。

106
一級建築士、構造士の資格は何であるのか、存在価値が見えない。ルート3使用すると全て判定員のチェック必要はあ
まりにも行き過ぎと思う。

168
一級構造設計士施行に希望する。この資格保有者の確認申請における優遇・権限等にJSCAに取り組んでもらいた
い。

292
技術の底上げになるのかも知れないが、小手先の改正に見える。私は意匠系（芸術系）と構造系（工学系）は資格を完
全に分離して独立させた方がよいと思う。必要とされる能力を両方共兼ね備える人は少ないと思う。基本法の制定主旨
ついては大賛成である。

反省・容認・静観派

41
今回の法改正で問題があるのは訂正を認めていないことのみで、何らかの規制は必要であると思います。危険な建物
が建てられても責任の所在を明確にしても本当の意味で責任をとれる人がいるのでしょうか。

62
姉歯事件の後、引き続いて発生した構造計算書偽装事件を鑑みると、規制強化もやむを得ないのかと考えるようになり
ました。

110
設計が完了していない段階で申請されることも多々あったが、これは反省して改める必要がある。このためには構造設
計者だけでなく建築設計界全体として発注者の理解を求める必要がある。まずは意匠設計者の認識改善が急務。

169
趣旨の内容には賛同いたします。でも、今回施行された改正建築基準法は、内容の善し悪しはあれ、設計者の意識改
革にもなったと思います。

111
現在、構造設計者ばかりに目を向けてあるが、構造設計は下請けであるので、意匠設計者に無理をさせられたり、設
計料を値引きするので細かく設計できない場合が多い。また小さな工務店は正確に施工できるように指導して欲しい。

264
性悪説に立った今回の法規制に対抗していくためには、原点に戻って｢社会・建築主にとって信頼に足る設計者とはど
の様なものか！｣(プロとしての能力・設計責任のとり方、説明責任etc)を見つめ直す必要があると思います。

17
構造関係者が何の信念もなく適判に同調し今回の基準法に協力する事自体を私は信じられない。もっと構造設計者と
して怒り本来の我々の業務を行える環境を勝ち取るべきです。今後のご活躍期待しております。

124
構造偽装を行う設計者は悪質な犯罪者であり、この様な犯罪の予備軍としかみられない業界に不甲斐なさと失望を感
じます。

9
構造屋と称してコンピュータに使われているセミプロが多いのも事実だと思います。本来あるべき工学が失われつつあ
るようにも思います。
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133

今回の改正には反対だが、施行されたので、これからどう対応するのか（＝どのように改正さすのか）を考える必要が
あると思います。しかし、そのために我々がどう行動するのかもわかりません。建築関係の団体が一緒になって行動す
るのか、経済界を含めて運動に圧力をかけなくてはならないのか、誰かが行ってくれるんだろうと傍観するのか（大多数
はそうではないか）、私自身今は何も行動していません。

296
悪評の法には当分の間、新築の構造設計を請けないで一年ぐらい様子をみようと思っています。耐震診断等の業務で
構造に携わる人にとっては今は仕事は十分に確保されているので。

その他

199
ミスは修正して正常に戻すことが可能と信じて業務を果たし、我人生と呼べるこの職業を 善の心持ちを維持してき
た。今回暗い闇を感じる。

53 適判制度に反対である。講習会に参加せず

219
3/22参加、突然偽装課題を出されて、私は構造設計を数十年やってきて何百件の計算もしたが、安全側を主張し意匠
屋の無茶な要求をはねかえしたことばかりで、こんなごまかしの演題に終日ふんまんやるかたなし。

137
今回の非人道的で実務を知らない故の悪法を、賛同する人の後押し（例、１人1000円）により法的手段によって排除す
ることはできないでしょうか。期待いたします。

76 責任者は誰！！

260 今回の6月基準法即刻廃止すべく抗議し、一日も早い抜本的な制度改正へ力を合わせて改善を求めましょう。

228 4.については、建築確認ですべき

251 貴準備会の活動内容を理解していませんが、6はもっともだと思います。

240 私は判定員で登録してありますが、今のやり方に大いに不満をもっています。6に多いに賛同します。

122 現実の問題として当社の業務そのものが支障をきたしており、今回の行動を全面的に支持します。

103 同封の趣旨に全く同感です。今後の活動を微力ながらバックアップさせていただきます。

203
準備会の抗議の趣旨に全面的に賛同します。今後の活動に協力していきたいと思いますので、協力できることがあれ
ばご指示願います。

155 趣旨に賛同します

256 御趣旨には賛同します

223 すみません、忙しくて意見を書く暇がありません。趣旨には賛成です

326 貴会の理念に強く賛同します。

141 書類審査をスムーズにしてほしい。

167 確認申請を出してからのチェックではなく、提出前の事前チェックを重視した方がよいと思う。

254 ｢設計段階での専門家同士の事前相談｣が望ましいと思います。

140 面談や事前相談にも限界があると思います。

158 構造設計者のモラルの問題かと思います

284 公正でオープンな意見交換の場が必要

23 真の構造設計者がいなくなり、ソフト頼みの技術者が増えるなか…

129 書く事が一杯あってこのスペースでは書ききれません。

243 事務局のメンバーはどなたでしょう？　アンケート集計の発表と時期は？
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