営繕工事監理基準
平成 16 年 6 月 25 日制 定

第１

この基準は、市長が行う営繕工事の監理について必要な事項を定め、監理事務の円滑

かつ適正な執行を図るものとする。

第２

この基準のほか、建築基準法、消防法、電気事業法及び労働基準法等関係法令並びに

日本建築学諸基準等に定められた事項は遵守するものとする。

第３

監督員は、監理業務の執行に当たっては、上司の指示に基づき、常に厳正な態度で行

うこととする。

第４

監督員は、工事の監理に当たっては、設計図書及び定められた工期等により、工事内

容及び進捗状況を把握し、工事の円滑な運営に努めるものとする。

第５

建築工事は、表の２〜18 の工事の監理事項は重点監理事項とし、それ以外の当該工

事の監理事項は、
「建築工事施工チェックシート（建設大臣官房営繕部監修）」によること
とする。また、19〜22 の工事については、○を付した事項を重点監理事項とする。

第６

建築工事の請負者は、各工事現場ごとに「建築工事施工チェックシート」を備え、そ

れにより自主的に工事監理を行うことが望ましい。

附

則

この基準は、平成 16 年 7 月 1 日から施行する。

（建築工事）
項目

請

負

者

よ

１ 準 備

〔起工伺いに添付するもの〕
１． 工程計画表
２． 現場代理人指名届
３． 主任技術者指名届
４． 下請負人名簿通知書
５． 主要資材購入先名簿届

り

提

出

る

書

類

〔監督員が保管するもの〕
１． コンクリート調合表
２． その他会計検査等に必要な書類

施工図・原寸図等

事 項

１．施工図・原寸図の必要範囲及
び必要部分の指示
２．見本・試作品の必要範囲及び
必要部分の指示
３．特殊な設計内容・施工限定等
の説明・打合せ
４．関連設備工事設計図書の説明

す

そ

の

他

１．関連施工者間の調整打合会の決定
２．法令による現場表示について指示（計通・労
災等）
３．官公庁への手続きの確認

４．現場に常備する設計図書及び資料の確認（特
記仕様書、現場説明事項・質疑応答書等契約内
容に関するもの一式）
５．法令による施工基準との関連
調査の指示

２

工事区分

計画の検討・承諾

仮設工事

[敷地境界]
関係者立会いの上、設計図と照合・
確認

３

土工事

４

地業工事

施

工

監

理

仮設物の位置、規模、構造等の計画 [縄張り]
について打合せ
１． 縄張りの検査
２． ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ（ＧＬ）の確認・決定
[根切り]
施工図の検討・承諾（根切り範囲、 支持地盤の目視検査
深さ、順序）
[既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭・鋼杭]
施工図の検討・承諾（試験杭の位置、 １．杭芯出しの計測検査（位置の確
認）
本杭の打設順序、打設の深さ）
２．試験杭立会い（支持力、支持地
盤、掘削深さ等をﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｰﾀと
確認）
[場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭]
１．施工図の検討・承諾（試験掘削 １．試験杭立会い（支持地盤、掘削
深さを検査）
の位置、本杭の打設順序）
２．生ｺﾝｸﾘｰﾄ調合計画表の検討、承 ２．支持地盤の確認（状況に応じて
立会い検査）
諾
３．施工業者は、技量証明により承
諾
[杭の載荷試験]
試験に立会い荷重を確認
[地盤の載荷試験（平板載荷試験）]
試験に立会い荷重を確認

工事区分

計画の検討・承諾

５

鉄筋工事

６

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

[施工図]
１．鉄筋加工図の検討・承諾（種別、
径、長さ、間隔、本数、継手位置、
定着長さ、フックの形状、余長、
曲げ半径）
２．各部詳細図の検討・承諾（開口
部・貫通孔の補強、かぶり厚さ、
柱梁交差部）
３．配筋図の検討・承諾（かぶり厚
さ、鉄筋間隔）
[材料]
試験場所、特記がない場合の試験方
法を承諾、試験計画書を受理し、試
験に立会い品質を確認
[超音波探傷試験]
試験従事者は、技量証明等により承
諾
[製造所]
製造所選定資料を検討し承諾

[ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ]
計画調合表の検討・承諾

施

工

監

理

[配筋検査]
径、本数、かぶり、あき、継手長、
定着、スペーサー、結束等目視検査
[ガス圧接]
１．外観試験の抽出検査（部位別の
代表ロット 1 ヶ所以上計測によ
り検査、その他目視検査）
２．超音波探傷試験の立会い（抽出
検査、探傷器の点検）

[試練り]
立会いの上、計画調合を確認（計画
スランプ、計画空気量、所要気乾単
位容積質量、調合強度）
ﾌﾚｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄの試験の立会い（スラ
ンプ、空気量、塩化物量、単位容積
質量）
[ｺﾝｸﾘｰﾄ打設]
打設に立会い、打設状況を確認
[主要構造部に影響ある欠陥]
欠陥の報告を受理し、補修方法につ
いて指示、補修後目視検査

１．組立の抽出検査（部位別２ヶ所
[型枠]
以上計測、コンクリート打設に先
施工図の検討・承諾（開口部・貫通
立ち検査）
部補強の有無、埋込み金物の位置、
コーンの使用箇所、床こて仕上げ高 ２．組立の目視検査（コーンの使用
箇所、柱脚・柱頭の固定、振れ止
さ、打込み断熱材の有無、増打ち、
め床型枠用鋼製デッキプレート
諸寸法、打設レベル、打放し型枠割
の固定、支保工の配置・固定）
付け）
３．開口部、貫通孔、埋込み金物の
取付の抽出検査（種類別 1 ヶ所以
上計測、その他目視検査）
４．ルーフドレインの取付の目視検
査（数量、大きさ、位置、増打ち）
[型枠の取り外し]
１．材齢の場合→期間を確認
２．強度の場合→試験成績書、安全
確認検討書によ
り承諾

工事区分
７

鉄骨工事

計画の検討・承諾

施

工

監

理

工作図の検討・承諾（柱・梁等の符
号基準線、継手位置、スパン、階高、
ベースプレートの位置、柱・梁の取
合い、ベース回りの納まり、材質、
寸法、溶接の種類・位置、高力ボル
ト・普通ボルトの径、ゲージ、ピッ
チ、へりあき等、鉄筋の貫通孔径・
位置、仮設用部材の取付け等）
[製作工場]
工場選定資料を設計図書と照合、検
討し承諾
[超音波探傷試験]
試験機関選定資料を検討し承諾
[現場組織]
溶融亜鉛めっき高力ボルトの技術
者技能者は、技量証明書等を検討し
承諾
[工法]
スタッド溶接の技能者は技量証明
等を検討し承諾
[材料]
鋼材の試験場所、特記がない場合の 試験計画書を受理し、試験に立会い
品質を確認
試験方法の承諾
[原寸図]
主要部分の長さ、幅、厚さを計測し
施工図と照合
[仮設用部材の取付け等]
鉄骨への影響を確認し承諾
[製品検査]
部位別１ヶ所計測し、その他は目視
検査（材料、主要寸法、ボルト穴、
スリーブ、鉄筋貫通孔の位置、寸法、
溶接状況、摩擦面の状況、開先の形
状等）
[高力ボルト接合]
締付けの確認（トルシア形高力ボル
ト：目視検査、ＪＩＳ形高力ボル
ト：部位別１ヶ所以上計測し、その
他は目視検査）
[溶接接合]
溶接部の確認（現場溶接は立会い検
査）
[建方]
抽出検査（組立順序、仮ボルト、建
入れ直し、建入れ精度）

工事区分
８

９

ブロック及
びＡＬＣパネ
ル・ＰＣパネ
ル工事

防水工事

計画の検討・承諾

施

工

監

理

補強筋の検査
[コンクリートブロック]
ブロック割付図の検討・承諾（ブロ
ック割付、配筋、ブロックと壁の取
合い、交差部・端部の取合い、マグ
サ、がりょう、建具取合い設備用配
管、ボックス等取合い）
[工法]
既製マグサ使用の承諾
[パネル]
パネル割付図の検討・承諾（パネル
割付、寸法、取付、開口、補強、躯
体との取合い、建具枠等との取合
い、設備用配管、ボックス等取合い、
切り欠き部の補強
[共通]
施工図（平面図、各部詳細図）の検
討・承諾（勾配、ドレン位置、伸縮
目地割付、立上り、出入口回り、入
隅、出隅、設備配管、ドレン回り、
エキスパンション部取合い）
アスファルト防水
[防水下地]
目視検査（勾配、突起の除去、入隅・
出隅面取り、通り、立上り、出入口
回り、設備配管、ドレン回り、エキ
スパンション部取合い）
[ルーフィング張り]
各層毎、特殊部、端部を随時検査（方
向、重ねしろ、端部、入隅、出隅、
立上り、出入口回り、設備配管、ド
レン回り、エキスパンション部の増
張・捨て張り）
塗膜防水
[防水層]
随時検査（プライマー塗りむら、特
殊部分の処置）
合成高分子系ルーフィングシート [防水下地]
防水
目視検査（入隅、出隅、立上り、ド
レン回り取合い、勾配、突起部の除
去）
[ルーフィングシート張付け]
随時検査（接着剤の乾燥状態、固定
金具の留付け、密着の程度、接合部
の処置、特殊部分の増張り、捨て張
り）

工事区分

計画の検討・承諾

10

石工事

11

タイル工事

１．材料・仕上げ見本の承諾
２．施工図の検討・承諾（石の割付
け、形状、寸法、目地寸法、取付
金物（だぼ等共）、取付位置、配
筋、吊りボルト、入隅・出隅の取
合い、開口部回り、設備機器取合
い、金物等との取合い
タイル割付図の検討・承諾（タイル
割付け、目地寸法・位置、入隅、出
隅、開口部、設備機器回り取合い、
役物使用部、勾配（雨水掛かり部）、
伸縮目地・ひび割れ誘発目地の位
置、構造、形状、寸法）
後張り

施

工

監

理

[下地ごしらえ]
計測記録、目視による検査（鉄筋、
アンカー、取付金物、錆止め）

[張付け]
外観目視検査（精度）
[陶磁器質タイル]
見本焼は、立会いで見本と確認（規
格、種類、色調、形状、寸法、裏足
の高さ）
[接着力検査]
試験に立会い、強度を確認（引張接
着強度）
先付け
[陶磁器質タイル]
後張りと同様
[接着力試験]
後張りと同様
施工図の検討・承諾（天上下地、小 表面仕上げ状況の目視検査
12 木工事
屋組、床組、間仕切軸組、建具回り・
壁・天井・床取合い、設備機器取合
い）
13 屋根及びと [屋根]
１．材料・見本・メーカーの検討・
い工事
承諾
２．施工図の検討・承諾（割付、棟、
軒先、けらば、壁との取合い）
[とい]
確認記録をもとに目視検査
施工図の検討・承諾（取付金物、取 [軽量鉄骨天井・壁下地]
14 金属工事
付方法、材質、形状、寸法、伸縮継 抽出検査、施工状況の目視確認（取
手の間隔、設備機器取合い、補強方 付、開口部補強、溶接部）
法）
[手すり及びタラップ]
抽出検査、計測記録と照合し検査、
その他目視検査（位置、溶接、加工、
固定度）
[金属成形板張り]
目視検査（割付、下地、伸縮調整、
継手位置）
[アルミ笠木]
目視検査（固定金具間隔、固定度、
継手部）

工事区分

計画の検討・承諾

15
16

左官工事
建具工事

17

塗装工事

仕上げ見本の検討・承諾
１．施工図の検討、確認（防火区画
（防火戸）、防煙区画（防煙シャ
ッター、マスターキー、位置、形
状、寸法、数量、施錠方法、ガラ
ス厚、ガラス溝形状・寸法・金物
類、補強材、シーリング、防錆処
理、取付方法、操作方法、ストッ
パー位置、関連工事及び各仕上げ
との取合い）
２．主要な金物は、見本品の検討・
承諾
３．ガラスの見本品の検討・承諾
色見本・仕上げ見本の検討・承諾

18

内装工事

19

舗装工事

20

排水工事

21

植栽工事

施

工

監

理

仕上げの目視検査（平坦さ、むら等）
[建具]
取付状況の目視検査（位置、開き勝
手、アンカー）
[鍵]
引渡し前に鍵前と照合し、作動検査
[ガラス]
目視検査（シーリング材、ガスケッ
ト、セッティングブロック、掛かり
しろ、切断面、小口の防錆処理）

[各種塗料塗り]
目視検査（表面仕上がり、色、模様、
むら）
１．施工図の検討・承諾（割付、模 仕上がり状況について目視検査
様合わせ、隅部、柱回り、設備器
具取合い、他の仕上げ材との取合
い、点検口の納まり、防火・防煙
区画の処理）
２．見本品の検討・承諾（接着剤・
釘等）
１．施工図の検討・承諾（勾配、高 [舗装]
さ、目地、縁石の位置、他工事と 目地検査（平坦さ）
抜取り密度検査
の取合い）
２．アスファルト配合は、マーシャ [街きょ、縁石、側溝等]
ル安定度試験を基に試練りを行 目視検査（地業、水勾配、据付けの
通り、寒冷期施工の養生）
い承諾
[路盤]
３．転圧機械、舗装機械の承諾
基準密度を承諾（締固め度試験）
施工図の検討・承諾（管の位置、勾 [排水桝、マンホール、グレーチング]
配、径、材質、桝の位置・深さ・仕 目視検査（高さ、防錆処理、安定性）
上げ高さ、各部納まり、他工事との [通水試験]
取合い）
埋戻し前の試験記録を確認し、試験
の立会い
施工図の検討・承諾（樹木の配置、 [樹木]
芝張り面積）
目視確認（樹高、葉張り、幹回り、
樹種、根巻き状況、発育状況、数量）
[樹種、移植]
目視検査（植込み穴の深さ・幅・支
柱、養生等）

工事区分
22

23

計画の検討・承諾

カーテンウ [メタルカーテンウォール]
施工図の検討・承諾（配置、形状、
ォール工事
寸法、数量、目地、取付金物、取付
方法）
[ＰＣカーテンウォール]
施工図の検討・承諾（配置、数量、
目地、仕上げ材割付、継手、定着、
寸法、配筋、設備取合い、材質）

ユニット及 [ユニット工事]
びその他工事 施工図の検討・承諾（割付図）
[プレキャスト工事]
施工図の検討・承諾（寸法、配筋、
継手、定着、取付金物、数量、かぶ
り厚さ、取付方法）
[間知石及びｺﾝｸﾘｰﾄ間知ﾌﾞﾛｯｸ積み]
施工図の検討・承諾（位置、高さ、
水抜き処理）
[敷地境界石標]
施工図の検討・承諾（位置、形状、
材質）
[雑工事]
１．施工計画の検討・承諾
２．シーリング材の材質及び色の検
討・承諾
３．家具類施工図の検討・承諾

施

工

監

理

抽出検査、10％確認（取付精度、材
質、目地、木どめ、溶接後の錆止め、
耐火被覆、防火区画等の処理
１．型枠の抽出検査、施工図と照合
し、確認（寸法、精度、材質、ね
じれ、反り、曲がり、脱型時強度）
２．躯体付け金物の抽出検査、10％
確認（取付精度、材質）
３．ＰＣ本どめに先立ち抽出検査
（取付精度、目地、本どめ、溶接
後の錆止め、防火・防煙区画の位
置）
目視検査、見本と照合（寸法、仕上
がり性能、開閉機能）

建込み全数立会い、関係者との立会
いの上、設計図書、施工図等を照
合・確認
１．室名札の形状取付位置の確認
２．床下換気孔・天井換気孔の型
状・納まり及び雨水・鳥・ねずみ・
虫等の侵入防止策の確認
３．流し・各種棚の取付け下地・金
物等の強度確認、コンセント・棚
下灯との取合い確認
４．床・天井点検口の材質・納まり
の確認
５．玄関マット等の水抜目皿・レベ
ルの確認
６．カーテン・カーテンレールの材
質・吊込み位置の確認

下
完
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査

完

成
検
査

１．設計図書・現場説明事項
等契約内容との照合
２．法令による規制事項の確
認及び検査手続き（消防
法・建築基準法）
３．仕上材・指定色等の確認
４．室名札の確認
５．雑工事関係取付の確認（カ
ーテンレール・鏡・タオル
掛等）
６．施錠類の整理・点検
７．周囲の整地・清掃の確認
８．打合簿（変更）の整理

整
書 類 整 理
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検

理

す

る

書

成

検

査

手

直

検

査

１．検査用具の準備
２．検査の立会い
３．手直調書作成
４．手直内容の説明・指示
５．施工者の火災保険有効期
日の確認
６．建物引渡し日の決定（法
令による検査の考慮）

１．手直しの確認
２．建物の維持管理に
必要な資料の引継
ぎ（設計図、特に配
線図）
３．緊急時のとき施工
者の連絡先
４．建物の鍵引渡しの
確認（受領書の写
し）

〔担当者で保管するもの〕
１．期間別工事工程報告書
２．工事中写真
３．杭打成績書
４．各種試験成績書
５．会計検査等に必要な書類
（上記保管図書は保管期間経
過後、主管課を経由して現地
保管とする。
）

〔その他〕
１．工事成績評定書
２．財産引継書
３．完了通知
４．工事台帳

類

〔起工伺いに添付するもの〕
１．工事打合指示簿（増減の
ある場合は調整しておく）
２．工事手直調書（手直確認
を認めたもの）
３．完成写真
４．保証証書（防水・防蟻等）

