はじめに
本書は、長期優良住宅建築計画の認定基準に適合する住宅を計画することを目的として、各基
準についての要点を解説しています。
その他手続き等に関する解説書等については、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホーム
ページで自由にダウンロードできる下記資料等のほか、様々な解説書があるので、それら解説を
参照してください。
（http://www.hyoukakyoukai.or.jp/chouki/seminar.html）
・長期優良住宅

認定申請書作成の手引き（新築版）

・長期優良住宅に係る認定基準

技術解説
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律の概要

第１章 長
 期優良住宅の普及の促進に関する
法律の概要

第１章

長期優良住宅の普及の促進に関する法律（以下「法」という。）は、現在及び将来の人々の生

第２章

活の基盤となる良質な住宅が建築され、長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向
上及び環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることを鑑み、長期にわたり良好な状態で
目的としてつくられた法律である。
法においては、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講

第３章

使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを

じられた優良な住宅を、所管行政庁（都道府県、市または区）に認定申請を行うことにより、長
認定を受けることにより、税制等の優遇を受けられる他、地震保険料の割引やフラット 35S の

３︱１
劣化対策

期優良住宅認定としての認定を受けることが可能となっている。さらに、長期優良住宅としての
金利等の優遇など、様々なメリットを受けられることが可能となる。

３︱２
耐 震 性
３︱３
可 変 性
３︱４
維持管理・更新
３︱５
高齢者対策
３︱６

省エネルギー対策

そ の 他

第４章
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長期優良住宅建築等計画の認定の申請（法第５条
関係）

関する計画（以下「長期優良住宅建築等計画」という。）を作成して、所管行政庁へ認定申請を

第３章

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする者は、着工前に当該住宅の建築及び維持保全に

第２章

２−１

第１章

第２章 長
 期優良住宅建築等計画の認定制度
の解説

することができる。
は、大きく以下の３つに分けることができる。
建築主と維持保全実施者が同一の場合（同条第１項）

②

建築主と維持保全実施者が異なる場合であって、認定申請時に住宅の譲受人が決まっている
場合（同条第２項）

③

建築主と維持保全実施者が異なる場合であって、認定申請時に住宅の譲受人が決まっていな

３︱２
耐 震 性

①

３︱１
劣化対策

なお、認定申請を行うに際し、申請する時点での建築主と維持保全を実施する者の関係として

い場合（同条第３項）
がある。具体的には、認定申請書４面の有無及び記載箇所がそれぞれ異なっているが、その詳細
については、別途「長期優良住宅認定申請書作成の手引き」が用意されているので、参照してい

２−２

長期優良住宅建築等計画の認定の流れ

①

所管行政庁が直接認定基準の審査をする場合

技術的審査を依頼し適合証を添付して認定申請する場合
所管行政庁によっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 号）（以

下「品確法」という。
）に基づく登録住宅性能評価機関（以下「住宅性能評価機関」という。）が

そ の 他

②

３︱６

合すると認めるときは、当該計画を認定しその旨を申請者に通知することとなる。

省エネルギー対策

長期優良住宅建築等計画には、建築しようとする住宅の構造及び設備、維持保全の方法等が記
載されることとなり、所管行政庁は認定の申請を受理した後、当該計画が後述する認定基準に適

３︱５
高齢者対策

長期優良住宅建築等計画の認定の手続きは次の①～③による。

３︱４
維持管理・更新

ただきたい。

３︱３
可 変 性

上記、それぞれの場合で長期優良住宅建築等計画に記載する内容が異なることに留意する必要

交付する「長期優良住宅建築に係る技術的審査適合証」を、申請に活用できる場合がある。
設計住宅性能評価書を受け当該評価書を添付して認定申請する場合
所管行政庁によっては、登録住宅性能評価機関が交付する品確法第５条第１項に定める住宅性
能評価書を、申請に活用できる場合がある。
なお、この場合は、表２－２－１のとおり評価項目において必要な等級を満たす必要がある。
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第４章

③


表２ ２ １

長期優良住宅認定基準と性能評価書取得等級の比較

第１章

性能項目等

住宅性能評価の必要等級

第２章

劣化対策

劣化対策等級３＋α（床下空間の高さ 330mm 以上など）

耐震性

耐震等級（倒壊等防止）２など

維持管理・更新の容易性

維持管理対策等級（専用配管・共用配管）３
更新対策等級（共用排水管）３

可変性（共同住宅・長屋のみ） 更新対策（住戸専用部）躯体天井高

2,650mm 以上

第３章

高齢者等対策

高齢者配慮対策等級（共用部分）３（手すり、段差等を除く）

省エネルギー性

５－１

断熱等性能等級４

上記②、③における認定までの流れは、図２－２－１のとおりである。
３︱１
劣化対策

①事前の技術的審査の依頼又は
設計住宅性能評価の申請
登録住宅性能評価機関���法�

３︱２
耐 震 性

②適合証又は
設計住宅性能評価書の交付

所管行政庁によっては、登録住宅性能評価機関が発
行する「適合証」又は「設計住宅性能評価書」を認
定申請に活用できない場合があります。

３︱３
可 変 性

③′計画の通知

③″確認済証

④認定

⑤着工

３︱５
高齢者対策

法第 6 条第 2 項による申し出のあった場合

３︱６

省エネルギー対策

図２ ２ １

そ の 他

２−３

建築主事

所管行政庁

建築主等

３︱４
維持管理・更新

③認定申請

長期優良住宅建築等計画の認定の基本的な流れ

認定基準（法第６条関係）

長期優良住宅建築等計画を認定するか否かを判断する基準は、以下の①～⑥により構成されて
いる。

第４章

①

住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること
長期使用構造等とするための措置については、
「長期使用構造等とするための措置及び維持保

全の方法の基準」
（平成 21 年国土交通省告示第 209 号。以下「告示」という。）に規定している。
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