
倉吉市住宅用家屋証明規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和４年11月14日

倉吉市長 広田 一恭

倉吉市規則第29号

倉吉市住宅用家屋証明規則の一部を改正する規則

第１条 倉吉市住宅用家屋証明規則（昭和59年倉吉市規則第19号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後 改正前

（証明申請の手続） （証明申請の手続）

第２条 略 第２条 略

２ 個人が新築した家屋について住宅用家屋証明を

受けようとする場合には、前項の申請書に、次に

掲げる書類又はその写しを添付しなければならな

い。

２ 個人が新築した家屋について住宅用家屋証明を

受けようとする場合には、前項の申請書に、次に

掲げる書類又はその写しを添付しなければならな

い。

(１) 当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関

する法律（平成20年法律第87号。以下「長期優

良住宅普及促進法」という。）第10条第２号イ

に規定する認定長期優良住宅（以下「認定長期

優良住宅」という。）である場合においては、

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規

則（平成21年国土交通省令第３号。以下「長期

優良住宅普及促進法施行規則」という。）第１

号様式による申請書の副本及び第２号様式によ

る認定通知書（長期優良住宅普及促進法第９条

第１項に規定する認定長期優良住宅建築等計画

について長期優良住宅普及促進法第８条第２項

において準用する長期優良住宅普及促進法第６

条第１項の規定による変更の認定を受けた場合

にあっては、長期優良住宅普及促進法施行規則

第５号様式による申請書の副本及び第４号様式

による認定通知書。次項第１号において同

じ。）

(１) 当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関

する法律（平成20年法律第87号。以下「長期優

良住宅普及促進法」という。）第10条第２号に

規定する認定長期優良住宅（以下「認定長期優

良住宅」という。）である場合においては、長

期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則

（平成21年国土交通省令第３号。以下「長期優

良住宅普及促進法施行規則」という。）第１号

様式による申請書の副本及び第２号様式による

認定通知書（長期優良住宅普及促進法第９条第

１項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に

ついて長期優良住宅普及促進法第８条第２項に

おいて準用する長期優良住宅普及促進法第６条

の規定による変更の認定を受けた場合にあって

は、長期優良住宅普及促進法施行規則第５号様

式による申請書の副本及び第４号様式による認

定通知書。次項第１号において同じ。）

(２)～(５) 略 (２)～(５) 略

(６) 低層集合住宅（1,000平方メートル以上の

１団の土地に集団的に新築された地上階数が３

以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の

基準（昭和56年３月31日建設省告示第816号）

に適合するもの（耐火建築物又は準耐火建築物

に該当するものを除く。）をいう。次項第８号

において同じ。）に該当する区分建物について

証明を受けようとする場合は、国土交通大臣が

交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨

の認定書

(６) 低層集合住宅（1,000平方メートル以上の

１団の土地に集団的に新築された地上階数が３

以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の

基準（昭和56年３月31日建設省告示第816号）

に適合するもの（耐火建築物又は準耐火建築物

に該当するものを除く。）をいう。次項第８号

において同じ。）に該当する区分建物について

証明を受けようとする場合は、独立行政法人住

宅金融支援機構（以下「住宅金融支援機構」と

いう。）が直接融資するものにあっては住宅金

融支援機構が、これ以外のものにあっては国土

交通大臣が、それぞれ交付した当該家屋が低層

集合住宅に該当する旨の認定書



(７)・(８) 略 (７)・(８) 略

３ 個人が取得した建築後使用されたことのない家

屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合

には、第１項の申請書に、次に掲げる書類又はそ

の写しを添付しなければならない。

３ 個人が取得した建築後使用されたことのない家

屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合

には、第１項の申請書に、次に掲げる書類又はそ

の写しを添付しなければならない。

(１)～(７) 略 (１)～(７) 略

(８) 低層集合住宅に該当する区分建物について

証明を受けようとする場合は、国土交通大臣が

交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨

の認定書

(８) 低層集合住宅に該当する区分建物について

証明を受けようとする場合は、住宅金融支援機

構が直接融資するものにあっては住宅金融支援

機構が、これ以外のものにあっては国土交通大

臣が、それぞれ交付した当該家屋が低層集合住

宅に該当する旨の認定書

(９)・(10) 略 (９)・(10) 略

４ 個人が取得した建築後使用されたことのある家

屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合

には、第１項の申請書に、次に掲げる書類又はそ

の写しを添付しなければならない。

４ 個人が取得した建築後使用されたことのある家

屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合

には、第１項の申請書に、次に掲げる書類又はそ

の写しを添付しなければならない。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

(４) 昭和56年12月31日以前に建築された家屋に

ついて証明を受けようとする場合は、次のいず

れかの書類

(４) 建築後25年超（当該家屋が耐火建築物（当

該家屋の登記記録に記録された構造が石造、れ

んが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄

筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造

である建物をいう。以下この号において同

じ。）である家屋である場合に限る。）又は20

年超（当該家屋が耐火建築物以外の家屋である

場合に限る。）の家屋について証明を受けよう

とする場合は、次のいずれかの書類

ア 当該家屋が建築基準法施行令（昭和25年政

令第338号）第３章及び第５章の４の規定又

は施行令第24条の２第３項第１号、第26条第

２項第２号、第40条の５第２項第２号及び第

42条第１項第２号に規定する国土交通大臣が

財務大臣と協議して定める基準（平成17年国

土交通省告示第393号）に適合するものであ

る旨を建築士（建築士法（昭和25年法律第

202号）第23条の３第１項の規定により登録

された建築士事務所に属する建築士で、当該

家屋が同法第３条第１項各号に掲げる建築物

であるときは１級建築士に、同法第３条の２

第１項各号に掲げる建築物であるときは１級

建築士又は２級建築士に限る。第７号におい

て同じ。）、建築基準法（昭和25年法律第

201号）第77条の21第１項に規定する指定確

認検査機関（以下「確認検査機関」とい

う。）、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）第５条第１項に規

定する登録住宅性能評価機関（以下「性能評

価機関」という。）又は特定住宅瑕疵担保責

任の履行の確保等に関する法律（平成19年法

律第66号）第17条第１項の規定による指定を

受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険

ア 当該家屋が建築基準法施行令（昭和25年政

令第338号）第３章及び第５章の４の規定又

は施行令第24条の２第３項第１号、第26条第

２項第２号、第40条の５第２項第２号及び第

42条第１項第２号に規定する国土交通大臣が

財務大臣と協議して定める基準（平成17年国

土交通省告示第393号）に適合するものであ

る旨を建築士（建築士法（昭和25年法律第

202号）第23条の３第１項の規定により登録

された建築士事務所に属する建築士で、当該

家屋が同法第３条第１項各号に掲げる建築物

であるときは１級建築士に、同法第３条の２

第１項各号に掲げる建築物であるときは１級

建築士又は２級建築士に限る。）、建築基準

法（昭和25年法律第201号）第77条の21第１

項に規定する指定確認検査機関、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）第５条第１項に規定する登録住宅性能

評価機関又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の

確保等に関する法律（平成19年法律第66号）

第17条第１項の規定による指定を受けた同項

に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人（以下

「保険法人」という。）が証明する耐震基準

適合証明書（様式第２号）（当該家屋の取得



法人（以下「保険法人」という。）が証明す

る耐震基準適合証明書（様式第２号）（当該

家屋の取得の日前２年以内に当該証明のため

の家屋の調査が終了したものに限る。）

の日前２年以内に当該証明のための家屋の調

査が終了したものに限る。）

イ・ウ 略 イ・ウ 略

(ア) 略 (ア) 略

(イ) 建築後使用されたことのある住宅の用

に供する家屋の構造耐力上主要な部分（住

宅の品質確保の促進等に関する法律施行令

（平成12年政令第64号）第５条第１項に規

定する構造耐力上主要な部分をいう。以下

同じ。）に瑕疵（住宅の品質確保の促進等

に関する法律第２条第５項に規定する瑕疵

をいう。以下同じ。）（構造耐力に影響の

ないものを除く。次のｂにおいて同じ。）

がある場合において、次のａ又はｂに掲げ

る場合の区分に応じ、それぞれａ又はｂに

掲げる損害を填補するものであること。

(イ) 建築後使用されたことのある住宅の用

に供する家屋の構造耐力上主要な部分（住

宅の品質確保の促進等に関する法律施行令

（平成12年政令第64号）第５条第１項に規

定する構造耐力上主要な部分をいう。以下

同じ。）に隠れた瑕疵（構造耐力に影響の

ないものを除く。以下同じ。）がある場合

において、次のａ又はｂに掲げる場合の区

分に応じ、それぞれａ又はｂに掲げる損害

を填補するものであること。

ａ 宅地建物取引業者（特定住宅瑕疵担保

責任の履行の確保等に関する法律第２条

第４項に規定する宅地建物取引業者をい

う。以下同じ。）が売主である場合 既

存住宅売買瑕疵担保責任（建築後使用さ

れたことのある住宅の用に供する家屋の

売買契約において、宅地建物取引業者が

負うこととされている民法（明治29年法

律第89号）第415条、第541条、第542

条、第562条及び第563条に規定する担保

の責任をいう。以下同じ。）を履行する

ことによって生じた当該宅地建物取引業

者の損害

ａ 宅地建物取引業者（特定住宅瑕疵担保

責任の履行の確保等に関する法律第２条

第３項に規定する宅地建物取引業者をい

う。以下同じ。）が売主である場合 既

存住宅売買瑕疵担保責任（建築後使用さ

れたことのある住宅の用に供する家屋の

売買契約において、宅地建物取引業者が

負うこととされている民法（明治29年法

律第89号）第570条において準用する同

法第566条第１項に規定する担保の責任

をいう。）を履行することによって生じ

た当該宅地建物取引業者の損害

ｂ 宅地建物取引業者以外の者が売主であ

る場合 既存住宅売買瑕疵保証責任（保

証者（建築後使用されたことのある住宅

の用に供する家屋の構造耐力上主要な部

分に瑕疵がある場合において、買主に生

じた損害を填補することを保証する者を

いう。以下同じ。）が負う保証の責任を

いう。）を履行することによって生じた

保証者の損害

ｂ 宅地建物取引業者以外の者が売主であ

る場合 既存住宅売買瑕疵保証責任（保

証者（建築後使用されたことのある住宅

の用に供する家屋の構造耐力上主要な部

分に隠れた瑕疵がある場合において、買

主に生じた損害を填補することを保証す

る者をいう。以下同じ。）が負う保証の

責任をいう。）を履行することによって

生じた保証者の損害

(５)・(６) 略 (５)・(６) 略

(７) 施行令第42条の２の２第２項に規定する特

定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移

転登記の税率の軽減を受けるために証明を受け

ようとする場合は、宅地建物取引業法（昭和27

年法律第176号）第２条第３号に規定する宅地

建物取引業者から証明の申請を受けた建築士、

確認検査機関、性能評価機関又は保険法人が、

当該申請に係る工事が施行令第42条の２の２第

２項第１号に規定する増築、改築、大規模の修

繕若しくは同項２号から７号までに規定する修



第２条 倉吉市住宅用家屋証明規則の一部を次のように改正する。

様式第１号を次のように改める。

繕若しくは模様替に該当する旨の証明を受けた

増改築等工事証明書（以下「増改築等工事証明

書」という。）。ただし、施行令第42条の２の

２第２項第７号に揚げる工事に要した費用の額

が50万円を超える場合においては、増改築等工

事証明書に加えて、当該家屋について交付され

た既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約（次のア

及びイに掲げる要件に適合するものに限る。）

が締結されていることを証する書類

ア 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関

する法律第19条第２号の規定に基づき、保険

法人が引受けを行うものであること。

イ 建築後使用されたことのある居住の用に供

する家屋の給水管若しくは配水管に瑕疵（通

常有すべき性能又は機能に影響のないものを

除く。）がある場合又は雨水の浸入を防止す

る部分（住宅の品質確保の促進等に関する法

律施行令第５条第２項に規定する雨水の浸入

を防止する部分をいう。）に瑕疵（雨水の浸

入に影響のないものを除く。）がある場合に

おいて、既存住宅売買瑕疵担保責任を履行す

ることによって生じた当該宅地建物取引業者

の損害を補填するものであること。

(８) 略 (７)



様式第１号（第２条関係）

様式第３号を次のように改める。



様式第３号（第３条関係）

附 則

この規則は、公布の日から施行する。


