珍しい との こと。

工事 は市 が 昨年 の秋 に発注 し，完 成 した橋 は長 さ
2 2．
3 m ，幅 3 m 。建設 費 は6 ，
80 0万 円 。橋 の両側 には
6 年生が彫刻刀で彫 って製作 した縦60皿，横 2 m の看

板が取 り付 け られまく
した。

参考 ：北海道新聞，1999年 3 月18 日付
（ 林産試験場

デザイ ン科 ）

場合，指定住宅紛争処理機開 によって処理 される こと

住宅性能表示制度 がで きる

にな ります。

チ

以上の性 能評価 は任 意の制度 です。 これに対 して，

工藤

新築住宅の構 造耐力上主要な部分 （基礎 ，柱 ，床等 ）

修

かし

や雨水の浸 入 を防止す る部分 については，鞍庇担保責
任期 間10年間 を義務づけ ることになってい ます。もし，

住宅の性 能凄示 に関 して「住宅 の品質確保 の促進等
に関す る法律 」 が で きま した。 この法律 の 目的 は，

猥庇 があれば，居住者 は生 産者 に対 して修繕や損害賠
償請求がで きるようにな ってい ます 。

①住宅の品質確保 の促 進，②住宅購入者等 の利益 の保

この法律 によって，手抜 き工事 で費用 を削 り，利益

護，③ 住宅 に係 る紛 争の迅速かつ適正 な解決 ， となっ

を出す ような悪質業者 が減る ことが期待 され ます 。一

てい ます 。

方，性 能表示 が一般化す るには，まだまだ時 間がかか

住宅技術 に関する内容 が複雑 かつ高度 になって きて

りそ うです。いずれに して も，材料供給者，住宅施工

いますが，それ を評価 する共通の規準が あ りませ んで

者，建築主が互い に信頼 関係 を保 ち，誠意 ある対応 を

した。そ こで，住 宅の基本性 能について，公平 かつ客

することが大切 です。

観的に消 費者 に伝 えるため，住宅 の どのよ うな性能項

参考 ：住宅 ジ ャーナル，1999年4 月号
（ 林産試験場

目を， どうい う表現 方法 で表示す るか，その性能 につ

′さ

性能部主任研究員 ）

いてどのような評価方法をとるのかというルールをつ
くることになっています。 この共通ルールができれば，

設計 図書 の作成

工法や企 業規模 が違 って も，共通 の方法 で住宅性能 を
指

表現 で きる ようにな ります 。
表示 の項 目，表示 の方法 ，評価 の方法 につい ては，

建設大 臣が 日本住宅性 能表示基準等 として，法律がで
きてか ら 1 年以 内に定 めるこ とになっています。
それでは，誰が この評価 を下す のか ということにな

ります が，指定住宅性能評価機関 というものを設 けて，
評価す る ことにな ります 。この機 関は，評価 を下す に

必要な技術者 と設備 を擁 し，
、公平 に判断 を下せ る第三

定
性
能

評

価
機
関

→

設計 図書 の評価

評価
→

設計 された住宅 に係 る

住宅性能評価書
交付
→

施工段階・ 完成段階の検査

評価
（ 検査 ）建設 され た住宅 に係 る
→

交付

住宅性能評価書
（ 引渡 し）

者で，建設大 臣が認 め，指定 した機関 とい う位置づけ
です 。この第三者機 関が，住宅生産者 または消費者か
ら申請 があれば，図 の ような流れ で評価 し，評価書 を

交付 します 。評価 を受 けた住宅 につ いて紛争が生 じた
林藍試 だよ り 1999年 7 月号
ー3 −

紛争が発生 した場合，指定住宅

紛争処理機閑 に申立て

図住宅性能評価 に係 るフロー（戸建注文住宅の例 ）

