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申請 JIO

A1 建築確認

地盤調査 地盤調査報告書 （スウェーデン式、標準貫入試験、平板載荷試験） ●

品質保証書

【改良工事が発生した場合】地盤改良工事報告書 及び 関係図書一式 

建築確認 図書 確認申請書 ●

委任状 ●

建築士免許証の写し

建築計画概要書 （建基法93条の2及び施行規則11条の4）

建築工事届 （建基法15条1項）

各種資料 認定書の写し、各種証明書、カタログコピー、試験データ等  

ｼｯｸﾊｳｽ対策 換気経路図、換気システム配置図 ●

換気設備メーカー資料（換気ファン詳細図、カタログ等） ●

使用建築材料表  (内装仕上制限部分の表、F☆☆☆☆等)

居室ごとの機械換気設備・有効換気量計算書 (申請書第4面8「建築設備の種類」の別紙)

図面 外部仕上表 ●

内部仕上表 ●

付近見取図 （案内図） ●

配置図 ●

求積図（敷地、建築、延床） ●

各階平面図 ●

立面図 ●

矩計図 又は 断面図 ●

建築基準法の壁量計算 （見付面積及び壁量計算書図等関係図面を含む）

使用構造材料一覧表

基礎伏図 （基礎リスト・基礎断面図等）

各階床伏図 （土台伏図含む）

小屋伏図・母屋伏図

軸組図

基礎・地盤説明書 

構造計算書 構造計算関係図書一式

浄化槽関係 浄化槽設置届
（申請書第三面14欄） 屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽の見取図

許可・認定等関係 開発許可、農地転用、管地払下（赤道、あんきょ等）関係書一式

（申請書第三面14欄） 許可書、検査済証

確認済証

中間検査 図書 中間検査申請書 （添付書類・図面一式）

委任状

工事記録写真

中間検査合格証

完了検査 図書 完了検査申請書 （添付書類・図面一式）

委任状

内装仕上げ部分の写真（ｼｯｸﾊｳｽ対策）

工事記録写真

【軽微な変更がある場合】 説明書 及び 添付書類･図面一式

検査済証 ●

工事監理 工事監理報告書 （建築士法第２０条第３項により、建築主に報告する文書） ●

工事記録写真

上記、各項目以外に蓄積した図書・図面一式 ●

※ 上記、記載図書・図面は一例となります。

確認申請書類には行政、自社のルール等により、項目以外の図書・図面も多数ありますので

表記項目の該当がない場合には、戸建住宅履歴情報詳細【Ｆ】追加汎用シートに追加記載ください。

JR2044-02(2013.04)

区分

(事業者提出)申請ﾁｪｯｸ【A1】 地尾 太郎 20**年**月**日様

チェック
図書・図面タイトル名

登録物件番号: 1235467（蓄積を行う予定の住宅履歴情報を申請して下さい）

戸建住宅履歴情報詳細 所有者:

「住宅履歴情報詳細【Ｆ】追加汎用シート」に
記載した場合は、こちらにチェックをして下さい。

見本

蓄積を行う予定の
住宅履歴情報に
チェックをして下さい。

ＪＩＯによる登録図書の確認後、
住宅所有者様と事業者様に提出する際は、
『（蓄積図書にチェックのあるものが、
  本物件の蓄積されている内容です』
となります。

ＪＩＯによる登録図書の確認後、
住宅所有者様と事業者様に提出する際は、
「(事業者提出)申請ﾁｪｯｸ」は『蓄積図書』となります。

ＪＩＯによる登録図書の確認後、
住宅所有者様と事業者様に提出する際は、
「ﾁｪｯｸ（申請・JIO）」は『蓄積図書』となります。
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申請 JIO

A2 住宅性能評価 【住宅性能評価を利用する場合】

設計住宅性能評価 図書 設計住宅性能評価申請書（新築住宅）

委任状

自己評価書
  設計内容説明書
    基礎と地盤補強の提案書

使用建築材料表 (内装仕上制限部分の表、F☆☆☆☆等)

認定書の写し、各種証明書、カタログコピー、試験データ等

設計住宅性能評価書（新築住宅）

図面 付近見取図 （案内図）

配置図

仕様書（仕上表を含む）

床面積求積図 （※他の図書に明示した場合は不要）

各階平面図

立面図

矩計図 又は 断面図

基礎伏図 （基礎リスト・基礎断面図等）

各階床伏図 （土台伏図含む）

小屋伏図・母屋伏図

計算 耐震等級の計算(軸組計算表又は構造計算書 等)

建設住宅性能評価 建設住宅性能評価申請書（新築住宅）

委任状

施工状況報告書

建築基準法に基づく確認済証

建設住宅性能評価書（新築住宅）

上記、各項目以外に蓄積した図書・図面一式

A3 長期優良住宅 【長期優良住宅を建築する場合】

技術的審査関係 図書 技術的審査依頼書 ●

技術的審査業務引受受諾書（評価機関から発行された場合）

技術的審査依頼委任状 ●
  設計内容説明書 ●

基礎と地盤補強の提案書

維持保全計画書 ●

【居住環境の維持及び向上への配慮がある場合】居住環境基準適合確認書類(評価ﾃﾞｰﾀ)

認定書の写し、各種証明書、カタログコピー、試験データ等 ●

技術的審査適合証 ●

図面 付近見取図 （案内図） ●

配置図 ●

仕様書（仕上表を含む） ●

床面積求積図 （※他の図書に明示した場合は不要） ●

各階平面図 ●

立面図 ●

矩計図 又は 断面図 ●

基礎伏図 （基礎リスト・基礎断面図等） ●

各階床伏図 （土台伏図含む） ●

小屋伏図・母屋伏図 ●

計算 耐震等級の計算(軸組計算表又は構造計算書 等) ●

長期優良住宅認定申請関係 認定申請書 ●

認定申請委任状 ●

認定通知書 ●

建築工事完了報告書 ●

上記、各項目以外に蓄積した図書・図面一式

※ 上記、記載図書・図面は一例となります。

表記項目の該当がない場合には、戸建住宅履歴情報詳細【Ｆ】追加汎用シートに追加記載ください。

JR2044-02(2013.04)

地尾 太郎 様

図書・図面タイトル名

登録物件番号: 1235467

【A2・A3】 (事業者提出)申請ﾁｪｯｸ
（蓄積を行う予定の住宅履歴情報を申請して下さい）

戸建住宅履歴情報詳細 20**年**月**日所有者:

チェック
区分 蓄積を行う予定の

住宅履歴情報に
チェックをして下さい。

見本
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申請 JIO

A4 新築工事関係

敷地調査 敷地調査報告書

請負契約 図書 工事請負契約書 ●

工事請負契約約款 ●

見積書 ●

性能等級一覧表 ●

瑕疵担保責任保険 重要事項説明書 （JIOわが家の保険、他社保険） ●

契約確認書 ●

図面 各階平面図 ●

立面図 ●

矩計図 ●

配置図 ●

外部仕上表 ●

内部仕上表 ●

追加・変更 追加変更工事請負契約書

関係 図面（追加・変更が反映されたもの）

別荘関係 別荘の維持管理に関する覚書

お引渡し 保証書 ●

瑕疵保険検査報告書 （JIO、他社） ●

瑕疵保険付保証明書 （JIO、他社） ●

防腐防蟻処理メーカーの保証書 ●

施工業者等連絡先一覧表 ●

工事記録写真 ●
【長期優良認定住宅の場合】 「長期優良住宅」にお住まいのお客様へ ●

耐震補償 耐震補償付き住宅登録証
【耐震補償の場合】 基礎承認図

構造チェック結果報告書

工事記録書 社内検査報告書 ●

工程表

打合せ記録

着工立会確認書

中間検査確認書

木完検査確認書

完成検査確認書

引渡確認書

意匠関係図書 仕上表 ●

（追加・変更が反映されたもの） 各階平面図 ●

立面図 ●

基礎伏図　 ●

構造関係図書 プレカット図 ●

設備関係図書 電気設備図 ※配線図

給排水設備図 ※配管図

設備機器リスト表

設備機器メーカー提供資料（詳細図、仕様等）

設備機器取扱説明書

上記、各項目以外に蓄積した図書・図面一式 ●

B1 維持管理計画

維持管理計画 ●

上記、各項目以外に蓄積した図書・図面一式

B2 点検・診断

定期点検報告書

上記、各項目以外に蓄積した図書・図面一式

※ 上記、記載図書・図面は一例となります。

表記項目の該当がない場合には、戸建住宅履歴情報詳細【Ｆ】追加汎用シートに追加記載ください。

JR2044-02(2013.04)

所有者:

図書・図面タイトル名
チェック

戸建住宅履歴情報詳細

（蓄積を行う予定の住宅履歴情報を申請して下さい）

【A4・B1・B2】 (事業者提出)申請ﾁｪｯｸ 地尾 太郎 様 20**年**月**日

登録物件番号: 1235467

区分
蓄積を行う予定の
住宅履歴情報に
チェックをして下さい。

見本

「住宅履歴情報詳細【Ｆ】追加汎用シート」に
記載した場合は、こちらにチェックをして下さい。
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JR2044-02(2013.04)

A1建築確認 開発行為

A1建築確認 建築確認

A1建築確認 建築確認

A1建築確認 建築確認

A1建築確認 完了検査

A1建築確認 完了検査

A1建築確認 完了検査

A1建築確認 建築確認

A1建築確認 建築確認

A1建築確認 建築確認

A1建築確認 建築確認

インテリアボード（照明、家具、空調等）

展開図、天井伏図、建具表

エコポイント関係書類（対象住宅証明書、依頼書、申込書、計算書、カタログ等資料）

土地、建物売買契約書

工事内容確認チェックシート（中間・竣工、図面他）

工事監理（状況）報告書：建築基準法（材料表、ミルシート、シックハウス）

フラット35関係一式（設計検査申請書、通知書、図面他）

外構図

町営水道使用同意書

擁壁構造書類一式

平均地盤面算定表

フラット35関係一式（竣工現場検査申請書・適合証明申請書

天空率計算一式

日影図

A4新築工事関係(A1～A3以外の竣工段階資料)

A4新築工事関係(A1～A3以外の竣工段階資料)

A4新築工事関係(A1～A3以外の竣工段階資料)

A4新築工事関係(A1～A3以外の竣工段階資料)

A4新築工事関係(A1～A3以外の竣工段階資料)

市街化調整区域 住宅許可等

特定道路容積緩和

共同住宅界壁構造

住宅用火災報知器設置届出書

消防通知書

昇降機確認申請・完了・検査済書等（ホームエレベーター）

チェック

20**年**月**日【Ｆ】

追加汎用シート

A1建築確認 建築確認

戸建住宅履歴情報詳細 所有者:

A1建築確認 建築確認

確定測量図

図書・図面タイトル名
（手入力をお願いします）

A1建築確認 建築確認

登録物件番号: 1235467

(事業者提出)申請ﾁｪｯｸ 地尾 太郎 様

確認審査引受承諾書

公図

A1建築確認 建築確認

区分
（プルダウンにてお選び下さい）

A1建築確認 建築確認

A1建築確認 建築確認

A1建築確認 建築確認

蓄積を行う予定の
住宅履歴情報に
チェックをして下さい。

プルダウンにて
区分をお選び下さい。

図書・図面タイトル名の
入力をお願いします。

蓄積を行う予定で、
表記項目の該当がない場合には、
こちらのシートに記入して下さい。

 一例です

見本


	20130405戸建住宅履歴情報詳細 記入見本

