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平成 27 年３月 17 日 

「実務者のための工事監理ガイドラインの手引き」解説講習会 

質疑応答書 

                       （公財）建築技術教育普及センター 

 

頁 行数／写真番号 質問事項 回答 

全般 

設計者／工事施工者ではなく、工事監理者としての立場を具体例や建築主との関係について示して

ほしい。 

また、「どのように」ではなく、「なぜ」という心構えが大切なのではないのか。How to が多く、

Why が記入されていないので、追記してほしい。 

工事監理者としての立場は、設計図書との照合・確認とその処理が全てです。 

本書の記述ではあくまで工事監理ガイドラインの手引きとして実用的なＨＯＷ ＴＯの範囲に止め

ています。それぞれの工事における何故の部分は、別に各分野の専門書などで個別に学習すべきと

考えます。 

全般 
材料を搬入した時などに検査を必要とする材料は、なにか。 

また、主要材料とはなにか。 

個別性があり、工事監理者の判断となりますが、主要構造、雨水の浸入防止、主要仕上げにかかわ

る部材等が考えられます。 

全般 
手引きにおいて、「例示・強制されるものではない」とあるが、不具合が生じた場合、建築主は細部

まで監理責任を問うことがある。合理的確認をどのように判断することが、標準であるのか。 

合理的判断の個別の根拠はありません。 

設計図書に定めがなければ、個々の工事監理者の判断であり、それが第三者的に合理的と判断され

る必要があるということに尽きます。 

法でいう工事監理とは、工事監理者が工事全般について負う合理的な方法で確認する法的な義務な

ので、設計図書に定めがあっても「それだけ行えばよい、それ以上する必要はない」という線引き

はできません。 

全般 
手引きにおいて、「・・・設計図書に定めるとおりで・・・確認します。」とあるが、設計図書が適

切かどうかは確認しなくてよいのか。 

設計図書が適切か否かの確認はあくまで建築主と設計者との関係です。ここでは設計図書に定めら

れている確認の方法を指しており、設計内容を指しているわけではありません。確認は、善管注意

義務の範疇であり、確認は正誤には関係なく行う行為です。 

全般 
手引きにおいて、「・・・注意が必要となります。」と記載されているが、具体的にどのような注意

をすればよいのか。 
工事監理者としての善管注意義務の範囲で注意してください。 

全般 
工事現場では、どれだけ監理を徹底しても間違いや障害が発生することがある。手戻りが難しい状

況に対する、監理上での「対策」などを明確にしてほしい。 

工事監理が設計と並んで重要な業務（設計、工事監理、施工は全く対等な重要度をもつ）であるこ

とを十分意識して業務を行うことが大切です。 

13 下から 5 行目 

「抽出による確認」の程度・頻度について、「工事内容や設計内容などにより、必要と考えられる抽

出率は変動し、一律に示すことは難しい」とあるが、国の積算基準などにもある想定規模（例えば、

事務所建築物で RC５F 延べ面積 5,000 ㎡）での抽出率の目安はないのか。 

引用文の内容は、『工事監理ガイドライン 講習会テキスト（発行 （一社）新・建築士制度普及協

会）』によるものです。一定の規模・内容を想定した建築物について、執筆者の経験から抽出率を紹

介することは可能かもしれません。しかし、それが一般的・普遍的なものであるということにはで

きません。 

抽出率については、それが問題となった時、最終的にはそれぞれのケースにおける裁判官の判断に

よるしかないというのが現状と思われます。 

また、それを本手引きに記載した場合、それが建築士法上の工事監理者の責務と誤解されるおそれ

もあります。 

このような理由から、本手引きでは（「工事監理ガイドライン 講習会テキスト」においても）、抽

出率を記載していません。 

17 下から８行目 
設計又は工事監理において、重要事項説明を行う「所属する建築士」は、建築士事務所に所属する

当該案件に関係のない建築士が行ってもよいのか。 

条文上は、所属する建築士であれば必ずしも担当していない者でもよいように読めます。しかし、

きちんとした説明を行うためには、できるだけ担当者が行うことが望ましいと思います。 
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18 全般 

設計図書に瑕疵があったにもかかわらず、工事施工者及び工事監理者は、これに気づかずに設計図

書どおりのものを構築し、その後、瑕疵が明確となり解体・構築やり直しの事態になった場合、工

事監理者は善管注意義務に反したこととなるのか。 

工事監理者・工事施工者は、それぞれの立場で、設計図書の瑕疵を見落としたことが善管注意義務

に違反したか、又は瑕疵にあたるかどうかが問われると思われます。ケースバイケースの判断にな

ると思われます。 

18 
２）不法行為におけ

る注意義務 

確認申請の設計図書（副本）と契約書に添付された設計図書があり、設計者・監理者が設計図書（副

本）を工事施工者に提示しないで契約書に添付された設計図書に基づき、工事施工者が建築物を完

成させた場合の責任は、設計者・監理者にあると思うが、工事施工者は、副本を参照しないで施工

したという責任はないのか。 

また、副本を常に工事施工者の手元に置いて、これに基づいて施工しなくてはならないという、法

的な根拠はないのか。 

工事施工者は、契約書添付の設計図書どおり工事を完成させる契約上の義務がありますので、工事

施工者への責任追及は、ケースによりますが、かなり難しいと思われます。 

19 11 行目 
「自己が工事監理を・・・というべきである。」とあるが、実際に建築主がそれに応じない場合はど

うすればよいのか。 

実際上、大変困難な状況に陥ります。できるだけのことをやったという証拠を残しておくことや、

弁護士に相談するなど具体的な状況に応じて対処するしかないと思います。 

19 下から 2 行目 
善管注意義務（専門家としての高度な注意義務）について、（ ）書きについて、抽象的で範囲が不

明なので、具体的に記載してほしい。 

参考文献として「建築工事の瑕疵責任入門 新版（大成出版社）」や「建築士の法的責任と注意義務

（新日本法規出版）」などがありますので参照してください。 

22 全般 設計図書に定める工事監理とは、特記仕様書等で具体的にどのように書いておくべきか。 

工事監理の照合・確認について対象(何を）、範囲（どこまで）、方法（どうやって）の内容を書いて

おきます。 

記載された内容は、工事施工者にとって、工事請負契約の前提になりますし、監理者にとっては、

監理業務委託契約の契約内容となるため、注意が必要です。 

22 全般 重点監理と常駐監理の違いとは、なにか。 

具体的には個々の契約で定めますが、通常は、専任の担当者が工事現場に常駐する監理が常駐監理、

担当者が通いで監理するのが重点監理です。つまり照合確認の密度、頻度の違いということもでき

ます。 

22 全般 監理内容は監理者の判断によって、個別に設定するのか。 設計図書に定めのある内容を最優先としますが、定めがなければそのとおりです。 

30 11 行目 「設計図書や特約で定められない限り・・・」とあるが、「特約」とはなにか。 
「特約」とは一般的に契約書の特約欄、質問回答書、現場説明書などに記載された契約内容となっ

ているものを指します。 

33・90 

98・99 

376・377 

385・386 

全般 

手引きにおいて、「コンクリート配合計画書」と記載されているが、これはＪＩＳ等での用語であり、

建築用語並びに共通仕様書では、「計画調合」との使い方が正しいのではないのか。 

生コンクリート工場から提出される「配合報告書」をそのまま通称としていることが多い状況に違

和感を強くもっている。コンクリート計画調合（配合計画）という標記とならないのか。 

『建築工事標準仕様書・同解説 JASS５鉄筋コンクリート工事 2009（（一社）日本建築学会）』や

公共建築工事標準仕様書等では「計画調合」、『コンクリートの品質管理指針・同解説（（一社）日本

建築学会）』や『ＲＣ建築物躯体の工事監理チェックリスト（（一社）日本建築構造技術者協会）』で

は「配合報告書」、実際プラントから提出される書類には「配合計画書」、「配合報告書」と記載され

ています。統一された名称を設定するのが望ましいと思いますが、ここではＪＩＳの用語に準じて

います。 

71 全般 
鉄筋工事の確認項目について、「●内部欠陥（不溶着部）」とあるが、ＪＩＳでは「不完全接合部」

となっている。圧接は、溶着しないので表現は、誤りではないのか。 

ガス圧接継手とは、鉄筋端面同士を突き合わせ、軸方向に圧縮力を加えながら、突合せ部分を酸素

アセチレン炎で加熱し、接合端面を溶かすことなく、赤熱状態にし、ふくらませて接合する継手で

す。ガス圧接継手には溶着部・不溶着部があるということではなく、前述のように圧接継手は溶着

しないので 71 頁は不溶着部（接合端面）に欠陥を生じるという意味です。 

82 写真７ 非木造建築物には、どのような仕様のスペーサーブロックを用いてはならないのか。 82 頁の「知っておくとよい豆知識」を参照してください。 

82 写真７ 
プラスチック製スペーサーについて、ある行政で異物だから取り外すよう指導された。かぶり厚さ

を確保するためには、必要であると思われるが、どのように対応すればよいのか。 

『建築工事標準仕様書・同解説 JASS５鉄筋コンクリート工事 2009（（一社）日本建築学会）』で

は、梁・柱・基礎梁・壁・地下壁の側面に限りプラスチック製でもよいと記載されています。 
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96 ９行目 「凍害による場合は・・・」とあるが、「凍害」又は「充填」のどちらが正しいのか。 
写真２は型枠内に積もった雪が氷状になったことが原因によるコンクリートの充填不良が生じた実

例を示しています。 

111 11 行目 
トルシア形高力ボルトのマーキングのずれの状態の目視については、全本数（100％）確認する必

要があるのか。あるいは、「%」で調べるものなのか。 

ご指摘の部分は、工事監理者が立会い確認をした場合の行為を書いています。そして、その立会い

確認がどの程度かについては、「工事監理の主旨とポイント」に記載されているように、書類確認に

加えて初回などの立会い確認が多いとされています。すなわち、全本数を確認する必要はないとい

うことです。 

また、初回の立会い確認において、検査対象のボルトを全数確認する必要があるかどうかについて

は、工事監理者が妥当と判断する抽出率で確認することは可能だと思われます。 

なお、工事施工者による確認については、工事請負契約の定めにより、全本数であることを求めら

れることが多いと思われます。 

119・123 

・124 
7 行目 

「第三者検査会社」とは、具体的に誰と契約を交わした会社であるべきなのか。（例えば、「設計者

と契約を交わした会社であるべき」、「工事施工会社と契約を交わした会社であるべき」など） 

第三者検査会社については、鉄骨製作工場や鉄骨工事の専門工事業者に対して第三者の立場であれ

ばよいという理解が一般的だと考えます。 

したがって、それ以外の建築主、設計・監理者、工事施工者のどこと契約関係にあっても問題はあ

りません。ただし、一般的には、第三者検査会社は、工事施工者の下請負者となることが多いと思

われます。 

137 写真４ 写真４の壁について、ＰＢに見えるが、本当にＡＬＣなのか。 ＡＬＣ貫通部ですが、仕上げのための下地処理をしています。 

146 その他の留意点 
「水勾配は所定のとおりであること」とあるが、目視のみの確認でよいのか。レベルの測定は不要

なのか。 

水勾配の確認方法は、設計図書の定めや工事監理者の判断によりますが、目視に加えて、抽出でコ

ンクリート天端のレベルを測定して確認することが一般的と思われます。ただし、工事施工者によ

る確認では、ほぼ全数についてレベルの測定による水勾配の確認を求められることが多いと思われ

ます。 

146 その他の留意点 
工事監理の抽出による確認、合理的な方法による確認により、見逃してしまった施工ミスがあった

場合、工事監理者の責任はどのようになるのか。 
合理的方法で確認すれば発見できたのであれば、損害賠償責任を負うことになります。 

154 
知っておくとよい

豆知識 
「平均単位使用量」とあるが、単語として「単位水量」又は「平均使用量」ではないのか。 

ご指摘の部分は、塗膜防水の膜厚に係る防水材の使用量についての説明ですので、「単位水量」とい

う用語は当てはまりません。ここでは、1 ㎡当たりの使用量、すなわち単位使用量の確認について

述べていますが、使用総量を施工面積で割り算するという方法で求めた使用量は、施工誤差による

膜厚のばらつき（厚い部分や薄い部分もある）を無視した、平均値しか示すことができません。こ

のため、本手引きでは「平均単位使用量」という用語を使用しています。 

182 全般 
「あと施工アンカー工事」が唐突に出てくるが、何用のあと施工アンカーを指すのか明示してほし

い。 

ここでは、あと施工アンカー工事が設計図書に定められた場合における工事監理について述べてい

ます。したがって、使用用途は、特に明示はしておりません。 

182 その他の留意点 
「あと施工アンカーの強度を確認する場合があります」とあるが、非破壊試験方法について具体的

に教えてほしい。 

非破壊試験方法については、『あと施工アンカー「設計と施工」（（一社）日本建築あと施工アンカー

協会）』を参照してください。 

212 
知っておくとよい

豆知識 
「ガラスを取り付けた後の・・・となります。」とあるが、この時点では遅いのではないのか。 

「知っておくとよい豆知識」は、そこに書かれていることが実際に起こり得ることなので、そのよ

うな可能性がある場合は事前に検討を行うことをおすすめします。 

236 全般 

仕上り表面の確認などは、目視によるが、ふくらみなど具体的数値（誤差）が設計図書に書かれて

いない場合などが多い。引渡し時、建築主と監理者で仕上げの出来不具合でもめることはないのか。

また、もめた場合にどのように対応するのか。 

引き渡し時において、ふくらみに関しては不合格と考えることが一般的と思われます。下地の不陸、

異物混入等で意見の相違がみられるケースがあります。仕上がり状態においては他の工種において

も有り得ることですが、あらかじめ見本施工等を行い発注者・工事施工者・工事監理者で協議を行

い、仕上がりの程度を確認しておくことも必要と思われます。 

276 設備 電気器具の選定基準（仕様基準）を定めている法律の名称を教えてほしい。 
日本国内の器具についてはＪＩＳに準じる基準として日本照明器具工業会規格（（一社）日本照明工

業会）が適用され、輸入器具については電気用品安全法（ＰＳＥ法）が適用されています。 
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309 写真２ 写真２の合否基準を教えてほしい。 
309 頁の「その他の留意点」に記載していますが、風量の合否基準については法規を満たしている

という前提のうえで、設計者が建築主のニーズを踏まえて決めるべきものと思われます。 

324 写真 1・2 
写真１・２について、アンカーボルト用のベースプレート孔が長孔で大きいが、耐力上問題はない

のか。 

耐力上問題はないと思われます。当該の質疑については、『建築 設備耐震設計・施工指針 2014 年

版（（一財）日本建築センター） の第２章 地震力』を参照してください。 

324 全般 設備機器のアンカーボルトの引抜き試験は、行った方がよいのか。 試験を行うか否かは工事施工者の資格や経験、施工状況を踏まえ工事監理者が判断します。 

345 ＤＶＤ 
エレベーター及びエスカレーターの脱落防止対策に関する建築基準法等の制定状況を教えてほし

い。 

平成 25 年 7 月 12 日に「建築基準法施行令を改正する政令」が公布され、エレベーター及びエス

カレーターの脱落防止対策に関する建築基準法施行令、告示が制定および一部改正されました（平

成 26 年 4 月施行）。詳細は、国土交通省のＨＰ等を参照してください。 

375 
下から 

２～３行目 

「・・・有害な汚れ・錆の有無・・・」、「有害な錆の有無」の表現が、鉄筋に関しての確認事項に

挙げられているが、「有害な」とは何を指すのか。 

また、有害な錆とは、どのような状況なのか。 

『建築工事標準仕様書・同解説 JASS５鉄筋コンクリート工事 2009（（一社）日本建築学会）』の

「29 節 住宅基礎用コンクリート」の「29.9 鉄筋工事」において、「ａ．鉄筋は、組立に先立

ち、ゆがみを直し、有害な付着物を取り除く。」とあり、その解説に「鉄筋表面の赤さびは多少であ

ればそのまま用いてよいが、塊状に付着している場合にはワイヤーブラシ等を用いて取り除く。」と

記載されています。 

376 全般 
「コンクリート配合計画書の確認」については記載されているが、「コンクリート強度試験結果の確

認」についての記載がない。戸建木造住宅では、強度試験までしなくてもよいということなのか。

品質管理のための試験・検査の方法については、設計図書（又は特記仕様書）の定めによります。

設計図書（又は特記仕様書）に記載がない場合には、工事施工者と協議して確認することが必要と

思われます。 

また、２階建木造戸建では、通常、配合計画書を確認することが多く、３階建木造戸建では、自治

体により強度試験までを求められることがあるようです。 

なお、『建築工事標準仕様書・同解説 JASS５鉄筋コンクリート工事 2009（（一社）日本建築学会）』

において住宅基礎用コンクリートについては、 

（１）コンクリートの受入れ時にスランプ、空気量、圧縮強度を試験して、JIS の品質規定を満足

していること 

（２）打込み前にせき板と最外側の鉄筋とのあきを測定して「住宅基礎用コンクリートの最小かぶ

り厚さ」の数値が確保されていること 

（３）型枠存置中は温度が２℃以上であり、試験で強度を確認しないで脱型する場合は、打込みか

ら脱型までの養生期間が「せき板の存置日数」の日数を経過していること 

と記載されています。 

378 確認項目 
「…補強筋、かぶり厚」とあるが、政令 79 条は「かぶり厚さ」となっているが、どちらが正しい

のか。 

本手引きでは、『工事監理ガイドライン 講習会テキスト（発行 （一社）新・建築士制度普及協会）』

にあわせて記載しています。 

380 写真 1 写真１について、スリーブ配管の鉄筋とのかぶり厚が不足しているのではないのか。 基礎のコンクリートに配管のスリーブ等がある個所は、かぶり厚が確保できるように注意する必要

があります。 

かぶり厚が確保できない場合には、補強筋で補強し耐久性能を確保するようにします。 384 写真６ 写真６について、不良ではないのか。 

390 写真３ 
写真３の防湿フィルムの重張部について、ガムテープを使用しているが、テープの仕様については、

手引きには特に記載されていないのか。 
仕様について、本手引きでは、特に明示していません。 

441 写真 1 写真１について、床下地とあるが、奥の建具取付け状況を見ると仕上げ床ではないのか。 写真１は、床仕上げを長尺塩ビシート仕上げとする場合の床下地です。 

461 全般 
戸建外壁左官工事について、左官後の外壁仕上げ工事（リシン吹付け等）が可能となる、含水率等

の基準はないのか。 

外壁仕上げ工事（リシン吹付け等）における壁下地の含水率等の基準は、使用する材料により定め

られていると思いますので、設計図書や使用材料の施工仕様書を確認してください。 
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その他 
ＲＣ・パラペット部について、目地＠3000 程度が工事施工者の社内規定により＠1500 となる場

合があるが、工事監理者はどのように判断すればよいのか。 

ひび割れ誘発目地のピッチについては、原則として設計図書の定めによります。もし、工事施工者

が設計図書の定めより狭いピッチを提案してきた場合は、乾燥収縮ひび割れ対策としては安全側で

すが、意匠上などの観点もあり、また、これは設計変更に該当すると思われ、工事監理者としては、

設計者に問い合わせることが一般的と思われます。 

その他 解体工事における、処分材料や解体処理についての監理要点を教えてほしい。 
解体工事は、建築基準法及び建築士法による工事監理の対象ではありませんので、本手引きでは扱

っていません。 

 


