
別紙 

違反建築防止週間における違反建築物防止対策 実施計画表（１／５） 

特定行政庁名 違反建築防止週間に係る取組み パトロール実施方法 実施予定日 

神奈川県 

（下記の12特

定行政庁の所

管区域以外） 

１ 広報 
(1) ポスターの掲示及びリーフレットの配架 

     県庁及び土木事務所の窓口等 
(2) 県ホームページへの掲載 

県内各特定行政庁の違反建築物防止対策実施計画表及び実施結果 
２ 記者発表 
  予定なし 
３ 関係団体等との連携 

県内市町村及び建築関係団体にポスターの掲示及びリーフレットの

配架の協力依頼 
 

１ 調査対象建築物（県所管区域に限る） 

(1) 建築確認済証が交付されており、完了検査を行っていない

建築物で、次のアからエのいずれかに該当するもの 

ア 建築審査会の同意を得て、建築基準法第 43 条又は県条

例第52条の６による許可等をしたもの 

イ 建築基準法第 42 条第２項道路に接し、セットバックを

要するもの 

ウ 中間検査対象建築物で、特定工程工事終了予定年月日を

過ぎて中間検査を行っていないもの 

エ 建築計画概要書の配置図等から車庫や塀の建築が想定

されることなどにより、今後に建築基準法違反となるおそ

れのあるもの 

 (2) 各土木事務所所管地域の実情により、調査を必要とする 

建築物 

２ 調査方法 

  職員が工事中の建築現場への立ち入り等により調査を行う 

10月15～21日

（土日除く） 

横浜市 １ 広報 
ポスター掲示（予定） 
横浜市施設38か所（区役所18、消防署等20） 
※市庁舎ではデジタルサイネージを使用して周知 
関係団体 130か所（建築士事務所協会、信用金庫） 

 
２ 記者発表 
(1)  実施計画（10月５日10時） 
(2)  実施結果（10月下旬予定） 

 

３ 関係団体等との連携 

(1)  ケーブルテレビでの違反建築未然防止のための啓発動画放映 

(2)  不動産団体ホームページでの違反建築防止のための呼びかけ 

１ 対象建築物 

工事種別が「増築」であり、令和２年４月１日以降に確認

済証の交付を受けた建築物のうち、工事完了予定日が令和

３年11月１日から12月31日までのもの。 

 

２ 調査方法 

(1)  職員が工事中の現場を巡回し、関係者に対して完了検   

査を受けるよう促す。 

 

10月15～21日 

（土日除く） 

※防止週間の

前後で行う

可能性もあ

ります。 

 



違反建築防止週間における違反建築物防止対策 実施計画表（２／５） 

特定行政庁名 違反建築防止週間に係る取組み パトロール実施方法 実施予定日 

川崎市 １ 広報 
(1) ポスターの掲示 

 (2) 市ホームページへの掲載 

２ 記者発表 
(1) 実施計画（10月5日14時） 予定 

 (2) 実施結果（10月25日14時） 予定 

３ 関係団体等との連携 
市内関係団体（８団体）へ趣旨の周知及びポスター掲示の協力依頼 

 

１ 調査対象建築物 

 次のアからエのいずれかに該当する共同住宅又は戸建住宅等

の建築工事現場 

ア 建築基準法第４２条第２項道路に接し、セットバックを

要するもの 

イ 中間検査対象外の建築物 

ウ 指定確認検査機関が建築確認を行ったもの 

エ 建築基準法第４３条第２項の許可を受けたもの 

２ 調査方法 

  職員が建築工事現場への立ち入りにより調査を行う 

10月19、20日 

横須賀市 １ 広報 
 （１）ポスターの掲示 
 （２）懸垂幕の掲示(10月12日～10月21日) 
 （３）市ホームページの掲載 
２ 記者発表 
 行わない。 
３ 関係団体等との連携 
 （１）市関係機関へ趣旨の周知及びポスター掲示の協力依頼 

 （２）民間関係団体（8団体）へ趣旨の周知及びポスター掲示の協力依頼 

 

１ 調査対象建築物 

一戸建ての住宅等の建築現場の点検および中間検査・完了

検査の受検指導 

２ 調査方法 

職員が工事中の建築現場への立ち入りにより調査を行う 

10月20日 

藤沢市 １ 広報 
(１) ポスターの掲示   

（10月7日～10月21日） 

(２) リーフレットの配布 

(３)  ホームページへの掲載 

 （10月7日～10月21日） 

２ 記者発表 
予定なし 
３ 関係団体等との連携 
予定なし 

 

１ 調査対象建築物 

今年度4月から8月末までに藤沢市及び指定確認検査機関が

扱った建築確認で、中間検査又は工事完了検査未受検の共同住

宅及び一戸建て住宅 

２ 調査方法 

職員の工事中の建築現場への立ち入りにより調査を行う 

10月18、19日 



 

違反建築防止週間における違反建築物防止対策 実施計画表（３／５） 

特定行政庁名 違反建築防止週間に係る取組み パトロール実施方法 実施予定日 

相模原市 １ 広報 
（１）ポスターの掲示 
（２）リーフレットの配布 
（３）広報紙への掲載 
 

１ 調査対象建築物 

中間検査対象建築物及び完了検査未受検の一戸建ての住宅等

（民間確認検査機関を含む）の工事現場の点検。 

２ 調査方法 

工事中の建築現場へ立ち入り調査を行う。 

10月15～21日

（土日除く） 

鎌倉市 １ 広報 
(１) ポスターの掲示、リーフレットの配布 

(２) 建築主への中間・完了検査実施のお知らせ 

２ 記者発表 
  予定なし 
３ 関係団体等との連携 
  予定なし 

１ 調査対象建築物 

(１) 建築主事又は指定確認検査機関が建築確認した木造共

同住宅及び木造住宅等 

(２) 建築基準法第43条第２項による許可を受けた建築物 

(３) 通学路沿いブロック塀等 

２ 調査方法 

(１) 職員が工事中の建築現場の調査を実施する。また、関

連課と連携を図り、市の条例等の違反防止も合せて実

施する。 

(２) 職員が危険なブロック塀に対し、助成金制度の案内を行

い、改修及び撤去を促す。 

10月19、20、

21日 

厚木市 １ 広報 
（１）市広報による周知 
 広報あつぎ10月15日号に掲載 

（２）市ホームページによる周知 
 10月１日から21日まで掲載 

（３）課内ポスター掲示、リーフレット等の配布 
 10月１日から21日まで掲示、配布 

（４）市庁舎外壁面への懸垂幕掲示 
 10月15日から21日まで掲示 

２ 記者発表 
予定なし 

３ 関係団体等との連携 
  消防機関へ趣旨の周知及びポスター掲示の協力依頼を行う。 

 

１ 調査対象建築物 

建築確認取得後、中間・完了検査が行われていない建築物及

び確認済証を取得していないと考えられる建築物 

２ 調査方法 

  職員による道路からの外観確認及び工事中の建築現場への立入

調査により、建築工事の進捗状況、確認表示板の掲示の有無、

中間・完了検査の有無、法第42条第２項道路みなし境界部分に

係る工作物等の有無を把握する。 

10月15日 

10月18日 

（予備日） 



 

 

違反建築防止週間における違反建築物防止対策 実施計画表（４／５） 

特定行政庁名 違反建築防止週間に係る取組み パトロール実施方法 実施予定日 

平塚市 １ 広報 
 （１）ポスターの掲示、リーフレットの配布 
 （２）建築主への完了検査実施のお知らせ 
２ 記者発表 
   予定なし 
３ 関係団体等との連携 
   神奈川県建築士事務所協会平塚支部、湘央建設組合及び平塚建設業協

会への趣旨の周知及びポスター掲示及びリーフレットの配布の協力依

頼 

 

１ 調査対象建築物 

   工事完了時期が近づいている一戸建ての住宅等 

２ 調査方法 

   工事完了時に検査を受検しなければならないことの認識 

  を促すリーフレットを建築現場に配布する。 

 

10月15、18日 

小田原市 １ 広報 
（１） 市有施設でのポスターの掲示、リーフレットの配布 
（２） 広報誌やリーフレットを活用しての建築主への中間・完了検査の実

施のお知らせ 
（３） ホームページへの掲載 
２ 記者発表 
 実施無し 
３ 関係団体等との連携 
 関係団体へ趣旨の周知・協力依頼 

 

１ 調査対象建築物 

 ・建築確認を取得し、中間検査又は工事完了検査未受検の建

築物 

 ・建築基準法違反の疑いのある建築物 

２ 調査方法 

 ・職員の工事中の建築現場への立ち入りによる調査を行う。 

 ・建築基準法違反の疑いのある建築物については是正状況に

ついて調査を行い、必要に応じて是正の指導を行う。 

10月15、19日 



 

違反建築防止週間における違反建築物防止対策 実施計画表（５／５） 

特定行政庁名 違反建築防止週間に係る取組み パトロール実施方法 実施予定日 

秦野市 １ 広報 
① 庁舎への横断幕の掲示 
② 庁舎へのポスターの掲示 
③ 市ホームページへの掲載 

２ 記者発表 
  予定なし 
３ 関係団体等との連携 
  関係団体へ趣旨の周知 

 

１ 調査対象建築物 

① 建築確認を取得し、工事完了予定が近づいている建築

物及び工事完了予定日を過ぎて完了検査を行っていな

い建築物 

② 屋外階段のある共同住宅 

③ ブロック塀等 

２ 調査方法 

  職員が対象建築物や敷地、工事中の建築現場へ立ち入り、

調査を行う。 

 

10月15、19日 

茅ヶ崎市 １ 広報 
・懸垂幕設置 
期間は１０月８日～１０月２１日を予定 
・デジタルサイネージによる掲示 
場所は本庁舎の各階のエレベーターホール 
期間は１０月８日～１０月２１日を予定 
・ポスター掲示 
場所は本庁舎３階 
 

１ 調査対象建築物 

・工事完了予定年月日が概ね１１月～１２月の一戸建ての住宅、

共同住宅の物件を対象とし、施工者も偏りが無いよう配慮する。 

２ 調査方法 

・車にて対象地を循環する。 

10月18日 

10月19日 

（10月20日） 

大和市 １ 広報 
   ⑴ポスターの掲示 
   ⑵リーフレット等の配架 
 

１ 調査対象建築物 

   次に該当する案件で既に建築確認が済んでおり、完了検

査を行っていない建築物 

     建築基準法第42条2項道路に接し、セットバックを

要するもの 

２ 調査方法 

   職員の工事中の建築現場への立ち入りにより調査を 

行う 

10月19日 

 


