
発刊にあたって
本手引きの利用にあたって
『工種別の確認のポイントの例示』
の見方

 Ⅰ章　はじめに

1.「工事監理ガイドライン」について

2. 建築士法上の工事監理と法的責任
について

3. 本手引きの活用の留意点

4. 用語の定義

 Ⅱ章　非木造建築物編

1. 確認方法のポイント解説

1-1　工事全般について

1-2　構造について

1-3　設備について
（電気設備・給排水衛生設備・
空調換気設備・昇降機等設備）

2. 工種別の確認のポイントの例示

2-1　建築工事

1. 一般共通事項
2. 仮設工事
3. 土工事
4. 地業工事
5. 鉄筋工事
6. コンクリート工事
7. 鉄骨工事
8. コンクリートブロック・
ALCパネル・押出成形セメ
ント板工事

9. 防水工事
10. 石工事
11. タイル工事
12. 木工事
13. 屋根及びとい工事
14. 金属工事
15. 左官工事

◆工事監理ガイドラインに示される確認項目のうち主な
 ものについて、工事監理者が行う工事監理（工事と設
 計図書との照合・確認）のポイントを実際の写真を多
 数掲載するなどして、具体的に例示しています。

◆ 工事監理者の合理的判断の一助とすることを目的と
 し、多くの実務者から、経験に裏打ちされた工事監理
 実務のエッセンスを紹介していただいたものを取りま
 とめ、詳細な工事と設計図書との照合・確認の方法（一
 般的に行われている工事監理の合理的方法）の整理を
 試みました。

実務者のための
工事監理ガイドラインの手引き

すべての建築士事務所必携

̶ 国土交通省平成21年9月通知 ̶
̶「工事監理ガイドライン」の利用徹底ガイド ̶

編 著　工事監理ガイドラインの適正活用検討研究会
編 集　公益財団法人　建築技術教育普及センター

A4判・総頁538頁
本体価格4,500円＋税

送料450円

掲 載 内 容 16. 建具工事
17. カーテンウォール工事
18. 塗装工事
19. 内装工事
20. ユニット及びその他の工事
21. 排水工事
22. 屋上緑化工事

　2-2　電気設備工事

1. 一般共通事項
2. 電力設備工事
3. 受変電設備工事
4. 静止型電源設備工事
5. 発電設備工事
6. 通信・情報設備工事
7. 中央監視制御設備工事
8. 医療関係設備工事

2-3　給排水衛生設備工事・空調
換気設備工事

1. 一般共通事項
2. 共通工事
3. 空気調和設備工事
4. 自動制御設備工事
5. 給排水衛生設備工事
6. ガス設備工事
7. さく井設備工事
8. 浄水槽設備工事
9. 医療ガス設備工事

　2-4　昇降機等工事

1. 一般共通事項
2. 昇降機設備工事
3. 機械式駐車設備工事

 Ⅲ章　戸建木造住宅編（軸組工法）

1. 確認方法のポイント解説

2. 工種別の確認のポイントの例示

1. 一般共通事項
2. 仮設工事
3. 土工事・地業工事
4. 基礎工事（直接基礎・杭基礎）
5. 木工事一般事項及び木造躯体
工事

6. 屋根工事
7. 断熱工事
8. 防水工事
9. 造作工事
10. 外壁、軒裏工事
11. 左官工事
12. 内外装工事
13. 建具まわり工事
14. 塗装工事
15. 給排水設備工事
16. ガス設備工事・ガス機器等設
置工事

17. 電気工事
18. 衛生設備工事・雑工事

参考資料

1. 工事監理ガイドライン
（平成21年9月1日国土交通省住
宅局建築指導課）

2. 平成21年国土交通省告示第15号
（抜粋）
○工事監理ガイドラインの適正活
用検討研究会委員名簿

○発刊にあたって協力者一覧

おわりに

「工事監理ガイドライン」の今後の活
用等に向けて

（参考文献等）

●内容を一部変更することがありますの
で、ご了承ください。

0120-089-339
http://www.sn-hoki.co.jpホームページ

受付時間／8：30～17：00
（土・日・祝日を除く）

新日本法規Web　　で　検索
eigyo@sn-hoki.co.jpE-mail
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