
専攻建築士の登録更新審査に関する基準を定める規則 （更新基準）（案） 

現行（平成２３年１月１日施行） 改正案（Ｈ２６．７．１施行） 

第１章 総則 

（基本事項） 

第１条 建築士の知識及び技能を社会に明示するための制度に関する規則（以下「専攻規則」

という。）第１０条第１項の専攻建築士登録更新審査基準は，この規則（以下「更新基準」

という。）に定めるところによる。 

２ 更新基準で用いる用語の意義は，専攻規則の例による。ただし，更新基準において，別に

定めがある場合は，この限りでない。 

第２条 専攻規則第１０条第１項の専攻建築士登録更新申請書は，様式第１号から第５号とし，

会長が別に定める。 

２ 専攻規則第１０条第１項の必要な資料は，更新基準に定めるものとする。 

３ 第１項の専攻建築士登録更新申請書又は前項の必要な資料は，更新基準に定めるところに

より，その一部の提出を免除されることがある。 

第３条 会長（専攻規則第１０条第２項により準用する専攻規則第７条第１項の事務をさせる

ため，専攻規則第８条第１項により専攻建築士審査評議会を置いたときは，当該専攻建築士

審査評議会。以下同じ。）は，専攻規則第１０条第２項により準用する専攻規則第７条第１

項の審査をするときは，更新基準に即してしなければならない。 

２ 会長は，専攻建築士の登録の更新を受けようとする者（以下「申請者」という。）が提出し

た専攻建築士登録更新申請書及び必要な資料により，前項の審査をするものとし，これらの

申請書及び資料により審査できない事項があるときは，更に必要な資料を提出するよう申請

者に求めることができる。 

３ 会長は，第１項の審査に際し，専攻建築士登録更新申請書及び必要な資料並びに前項によ

り提出された必要な資料（以下「申請書等」という。）のほか，申請者の日頃の業務の実態

を確認する等の必要に応じ，申請者が所属する支部の協力を求めることができる。 

第４条 専攻建築士は，本会の正会員であって，かつ，建築士（建築士法(昭和２５年法律第２

０２号。以下「法」という。)第２条第１項の建築士をいう。以下同じ。）でなければ，その

登録を更新されることができない。 

２ 専攻建築士は，建築士の業務を誠実に行い，かつ，その品位の保持及びその業務の進歩改

善並びにその業務に必要な知識及び技能の維持向上に努める者でなければ認定されること

ができない。 

 

第２章 専攻建築士の更新の申請 

（専攻領域） 

第５条 申請に係る専攻領域は，専攻規則第４条第１項各号に掲げる区分のいずれかであるこ

と 

２ 専攻領域は，一人の申請者につき３種類以内であること 

（専門分野） 

第６条 申請に係る専門分野は，専攻規則第５条第１項各号に掲げる専攻領域の区分に応じ，

当該各号に掲げる専門分野のいずれかであって，かつ，３種類以内（第２項又は第３項の場

合は，この限りでない。）であること 

２ 前項の専門分野は，表示しないことができる。 

 

第３章 専攻建築士の審査 

（認定の趣旨） 

第７条 申請者は，申請書等の内容，面接，申請者が所属する支部の意見等のいずれかの方法

により，第４条第２項の趣旨に照らして専攻建築士に認定されることが適当であると認めら

れる者であること 

（実務実績の件数） 

第８条 申請者は，専攻規則第４条第１項各号に掲げる業務のうち，申請に係る専攻領域につ

いて定めるもので，更新前の専攻建築士の認定を受けた年の１月１日から起算して５年の期

間（以下「審査対象期間」という。）に次の各号に掲げる責任のある立場で携わった業務の

件数が３件以上の者であること 

(1) 比較的小規模の業務について，企画，計画，設計・監理，調整，施工管理等の大半を担

うもの 

(2) 比較的大きな業務の一部を担当しながら業務全体を理解し，かつ，関連部署との調整，

チームの指導等を行うもの 

(3) 複雑な条件に置かれる業務，新しい考え方が求められる業務又は複数の領域にわたる業

務において，その業務の主導的な立場を担うもの又はその業務を総括するもの 

第１章 総則 

（基本事項） 

第１条 建築士の知識及び技能を社会に明示するための制度に関する規則（以下「専攻規則」

という。）第１０条第１項の専攻建築士登録更新審査基準は，この規則（以下「更新基準」

という。）に定めるところによる。 

２ 更新基準で用いる用語の意義は，専攻規則の例による。ただし，更新基準において，別

に定めがある場合は，この限りでない。 

第２条 専攻規則第１０条第１項の専攻建築士登録更新申請書は，様式第１号から第２号と

し，会長が別に定める。 

２ 専攻規則第１０条第１項の必要な資料は，更新基準に定めるものとする。 

３ 第１項の専攻建築士登録更新申請書又は前項の必要な資料は，更新基準に定めるところ

により，その一部の提出を免除されることがある。 

 

第３条 会長（専攻規則第１０条第３項により準用する専攻規則第７条第１項の事務をさせ

るため，専攻規則第８条第１項により専攻建築士審査評議会を置いたときは，当該専攻建

築士審査評議会。以下同じ。）は，専攻規則第１０条第３項により準用する専攻規則第７

条第１項の審査をするときは，更新基準に即してしなければならない。 

２ 会長は，専攻建築士の登録の更新を受けようとする者（以下「申請者」という。）が提出

した専攻建築士登録更新申請書及び必要な資料により，前項の審査をするものとし，これ

らの申請書及び資料により審査できない事項があるときは，更に必要な資料を提出するよ

う申請者に求めることができる。 

３ 会長は，第１項の審査に際し，専攻建築士登録更新申請書及び必要な資料並びに前項に

より提出された必要な資料（以下「申請書等」という。）のほか，申請者の日頃の業務の

実態を確認する等の必要に応じ，申請者が所属する支部の協力を求めることができる。 

第４条 専攻建築士は，本会の正会員であって，かつ，建築士（建築士法(昭和２５年法律第

２０２号。以下「法」という。)第２条第１項の建築士をいう。以下同じ。）でなければ，

その登録を更新されることができない。 

２ 専攻建築士は，建築士の業務を誠実に行い，かつ，その品位の保持及びその業務の進歩

改善並びにその業務に必要な知識及び技能の維持向上に努める者でなければ認定される

ことができない。 

 

第２章 専攻建築士の更新の申請 

（専攻領域） 

第５条 申請に係る専攻領域は，専攻規則第４条第１項各号に掲げる区分のいずれかである

こと 

２ 専攻領域は，一人の申請者につき３種類以内であること 

（専門分野） 

第６条 申請に係る専門分野は，専攻規則第５条第１項各号に掲げる専攻領域の区分に応じ，

当該各号に掲げる専門分野のいずれかであって，かつ，３種類以内（第２項又は第３項の

場合は，この限りでない。）であること 

２ 前項の専門分野は，表示しないことができる。 

 

第３章 専攻建築士の審査 

（認定の趣旨） 

第７条 申請者は，申請書等の内容，面接，申請者が所属する支部の意見等のいずれかの方

法により，第４条第２項の趣旨に照らして専攻建築士に認定されることが適当であると認

められる者であること 

（実務実績の件数） 

第８条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 申請者が専門分野を表示しようとする場合は，その申請者は，当該表示しようとする専門

分野に係る業務（専攻規則第５条各号に掲げる業務をいう。）で，審査対象期間に携わった

業務が３件以上の者であること 

３ 前項の審査対象期間に携わった業務のうち１件以上は，第１項各号に掲げる責任のある立

場で携わった業務であること 

４ 第１項又は第２項の規定の適用において，１件で１８か月を超える期間の業務については，

その業務の件数は２件であったものとみなす。 

５ 会長は，申請者の申請により，申請者が第１項又は第２項の規定に適合しない場合で，こ

れが特にやむを得ない事情によるものであると認めたときは，その審査対象期間を「更新前

の専攻建築士の認定を受けた年の１５年前の年の１月１日から起算して２０年の期間」に読

み替えて適用することができる。前段の申請は，専攻規則第１０条第１項の必要な資料とし

て，特にやむを得ない事情について詳細に記した書面を提出することにより行うものとす

る。 

（ＣＰＤ単位） 

第９条 申請者は，社団法人日本建築士会連合会継続的な能力の開発の促進に関する規則（以

下「連合会ＣＰＤ規則」という。）第１４条第２項により登録を受けたＣＰＤ単位（審査対

象期間に取得したものに限る。）が，６０単位以上の者であること。 

 

（審査基準の適用の特例） 

第１０条 申請に係る専攻領域が次の各号に掲げるもので，申請者が当該各号に定める者（そ

の団体が定めるＣＰＤ単位に関する規定に適合している者に限る。）に該当するときは，前

２条の規定は，適用しない。 

(1) 統括設計 ＡＰＥＣアーキテクト 

(2) 構造設計 ＡＰＥＣエンジニア[構造] 

(3) 設備設計 社団法人日本建築設備技術者協会に認定されたＪＡＢＭＥＥシニア 

２ 申請に係る専攻領域が次の各号に掲げるもので，申請者が当該各号に定める者に該当する

ときは，第８条の規定は，適用しない。 

(1) 構造設計 次のアからウまでのいずれかである者 

ア 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７７条の３５の７第３項により選任され

た構造計算適合性判定員 

イ 法第１０条の２第４項の構造設計１級建築士証の交付を受けた一級建築士 

ウ 社団法人日本建築構造技術者協会の建築構造士に登録された者 

(2) 設備設計 法第１０条の２第４項の設備設計１級建築士証の交付を受けた一級建築士 

(3) 建築生産 次のアからエまでのいずれかである者 

ア 財団法人日本建築防災協会に認められた特殊建築物等調査資格者 

イ 社団法人日本建築設備・昇降機センターに認められた建築設備検査資格者 

ウ 社団法人建築・設備維持保全推進協会の建築仕上診断技術者，建築設備診断技術者又

は建築・設備総合管理技術者に登録された者 

エ 社団法人日本積算協会の建築積算資格者及び建築コスト管理士に登録された者 

(4) 棟梁 ＮＰＯ法人日本伝統建築技術保存会の正会員又は当該保存会に認められた日本

伝統建築技能者 

(5) 法令 申請者が建築基準法第５条第１項の建築基準適合判定資格者検定に合格し（平成

１０年６月１２日法律第１００号による改正前の建築基準法第５条第１項の建築主事の

資格検定に合格した者は，建築基準法第５条第１項の建築基準適合判定資格者検定に合格

した者とみなす。），その登録を受けた者 

３ 会長は，申請者が連合会ＣＰＤ規則第４条第２項の登録を受け，次の各号のいずれかの研

修を審査対象期間に１回以上受講した者である場合において，その者が建築士の免許を受け

てから３０年を超える実務経験を有する者で，かつ，充分な実務実績を有する者であると認

めたときは，前条の規定は，適用しないことができる。 

(1) 法第２２条の２の定期講習 

(2) 連合会ＣＰＤ規則第１３条に基づき認定された特別認定研修 

 

第４章 雑則 

（申請に必要な資料） 

第１１条 申請者は，専攻規則第１０条第１項の必要な資料として，専攻建築士登録更新申請

書に添えて次の各号に掲げるものを提出しなければならない。 

(1) 専攻規則第６条第１項及び第２項の費用を納入したことを証する書面の写し 

(2) 官製ハガキ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ＣＰＤ単位） 

第８条 申請者は，公益社団法人日本建築士会連合会継続的な能力の開発の促進に関する規

則（以下「連合会ＣＰＤ規則」という。）第１４条第２項により登録を受けたＣＰＤ単位

（専攻規則第１０条の申請をする日の属する年から起算して５年前の１月１日から当該

申請の日の属する年の前年の１２月３１日までの期間）が，６０単位以上の者であること。 

（審査基準の適用の特例） 

第９条 申請に係る専攻領域が次の各号に掲げるもので，申請者が当該各号に定める者（そ

の団体が定めるＣＰＤ単位に関する規定に適合している者に限る。）に該当するときは，

前２条の規定は，適用しない。 

(1) 統括設計 ＡＰＥＣアーキテクト 

(2) 構造設計 ＡＰＥＣエンジニア[構造] 

(3) 削除 

 

２ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 削除 

 

 

 

 

 

 

第４章 雑則 

（申請に必要な資料） 

第１０条 申請者は，専攻規則第１０条第１項の必要な資料として，専攻建築士登録更新申

請書に添えて次の各号に掲げるものを提出しなければならない。 

(1) 専攻規則第６条第１項及び第２項の費用を納入したことを証する書面の写し 

(2) 官製ハガキ 

 



（申請書等の免除等） 

第１２条 専攻規則第１０条第１項の申請に当たって，第２条第１項の専攻建築士認定申請書

のうち様式第３号及び第４号で申請に係る専攻領域に係るもの以外のものは，提出しないも

のとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この更新基準は，平成２１年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この規則の施行日から平成２１年１２月３１日までの間に専攻規則第１０条の登録の

更新の申請がなされたときは，第９条第１項中「５０単位以上」とあるのは「４０単位以上」

と，「１００単位以上」とあるのは「８０単位以上」と，「２５０単位以上」とあるのは「２

００単位以上」と読み替えて適用する。 

第３条 改正前の専攻規則及び審査基準による「構造」又は「環境設備」に係る専攻領域は，

それぞれ改正後の専攻規則及び審査基準による「構造設計」又は「環境設備設計」に係る専

攻領域とみなし，改正前の専攻規則及び審査基準による「構造」又は「環境設備」に係る専

攻領域を表示している専攻建築士は，それぞれ改正後の専攻規則及び審査基準による「構造

設計」又は「環境設備設計」に係る専攻領域を表示しているものとみなし，この規則を適用

する。 

第４条 改正前の専攻規則及び審査基準による「生産」又は「環境設備」に係る専攻領域にお

ける専門的な役割が社会的に定着した分野（以下「限定表示」という。）の表示は，改正後

の専攻規則及び審査基準の相当規定による専門分野の表示とみなし，改正前の専攻規則及び

審査基準の「生産」又は「環境設備」に係る限定表示を表示している専攻建築士は，改正後

の専攻規則及び審査基準の相当規定による専門分野を表示しているものとみなし，この規則

を適用する。 

（説明） 

専攻建築士の登録更新の審査の適正を図るため，専攻建築士の登録更新の審査に係る基準を

定めようとするものである。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この更新基準は，平成２３年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この規則の改正前の「設計」，「環境設備」又は「生産」に係る専攻領域は，それぞれ

「統括設計」，「設備設計」又は「建築生産」に係る専攻領域とみなし，この規則の改正前に

「設計」，「環境設備」又は「生産」に係る専攻領域を表示している専攻建築士は，それぞれ

「統括設計」，「設備設計」又は「建築生産」に係る専攻領域を表示しているものとみなし，

この規則を適用する。 

第３条 この規則の施行前の「生産」又は「環境設備」に係る専攻領域における専門的な役割

が社会的に定着した分野（以下「限定表示」という。）の表示は，この規則の相当規定によ

る専門分野の表示とみなし，この規則の施行前の「生産」又は「環境設備」に係る専攻領域

における限定表示を表示している専攻建築士は，この規則の相当規定による専門分野を表示

しているものとみなし，の規則を適用する。 

（説明） 

日本建築士会連合会による専攻建築士制度の改変等に伴い，この規則を改正しようとするもの

である。 

（申請書等の免除等） 

第１１条 専攻規則第１０条第１項の申請に当たって，第２条第１項の専攻建築士認定申請

書のうち様式第３号及び第４号で申請に係る専攻領域に係るもの以外のものは，提出しな

いものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この更新基準は，平成２１年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この規則の施行日から平成２１年１２月３１日までの間に専攻規則第１０条の登録

の更新の申請がなされたときは，第９条第１項中「５０単位以上」とあるのは「４０単位

以上」と，「１００単位以上」とあるのは「８０単位以上」と，「２５０単位以上」とある

のは「２００単位以上」と読み替えて適用する。 

第３条 改正前の専攻規則及び審査基準による「構造」又は「環境設備」に係る専攻領域は，

それぞれ改正後の専攻規則及び審査基準による「構造設計」又は「環境設備設計」に係る

専攻領域とみなし，改正前の専攻規則及び審査基準による「構造」又は「環境設備」に係

る専攻領域を表示している専攻建築士は，それぞれ改正後の専攻規則及び審査基準による

「構造設計」又は「環境設備設計」に係る専攻領域を表示しているものとみなし，この規

則を適用する。 

第４条 改正前の専攻規則及び審査基準による「生産」又は「環境設備」に係る専攻領域に

おける専門的な役割が社会的に定着した分野（以下「限定表示」という。）の表示は，改

正後の専攻規則及び審査基準の相当規定による専門分野の表示とみなし，改正前の専攻規

則及び審査基準の「生産」又は「環境設備」に係る限定表示を表示している専攻建築士は，

改正後の専攻規則及び審査基準の相当規定による専門分野を表示しているものとみなし，

この規則を適用する。 

（説明） 

専攻建築士の登録更新の審査の適正を図るため，専攻建築士の登録更新の審査に係る基準

を定めようとするものである。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この更新基準は，平成２３年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この規則の改正前の「設計」，「環境設備」又は「生産」に係る専攻領域は，それぞ

れ「統括設計」，「設備設計」又は「建築生産」に係る専攻領域とみなし，この規則の改正

前に「設計」，「環境設備」又は「生産」に係る専攻領域を表示している専攻建築士は，そ

れぞれ「統括設計」，「設備設計」又は「建築生産」に係る専攻領域を表示しているものと

みなし，この規則を適用する。 

第３条 この規則の施行前の「生産」又は「環境設備」に係る専攻領域における専門的な役

割が社会的に定着した分野（以下「限定表示」という。）の表示は，この規則の相当規定

による専門分野の表示とみなし，この規則の施行前の「生産」又は「環境設備」に係る専

攻領域における限定表示を表示している専攻建築士は，この規則の相当規定による専門分

野を表示しているものとみなし，の規則を適用する。 

（説明） 

日本建築士会連合会による専攻建築士制度の改変等に伴い，この規則を改正しようとするも

のである。 

 

附 則 

（施行期日） 

この更新基準は，平成２７年１月１日から施行する。 

（説明） 

日本建築士会連合会による専攻建築士制度の改変等に伴い，この規則を改正しようとする

ものである。 

 

 

 

 

 

 



 


