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木造住宅工事の管理
絵・写真で見る
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作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 敷地等の状況

2. 隣接建物の状況

3. 地盤性状

4. 設計図との照合

5. 設備等の引込み位置

敷地境界，道路等の関係の確認
高低差の確認（レベルチェック，隣地，
道路境界との段差，排水溝他）

敷地測量（必要な場合のみ）
前面道路の幅員の確認（車両の進入等）
敷地内の障害物調査（既存建築物・工作
物，樹木，埋設物等）

敷地周辺の公共工作物（郵便ポスト，消
火栓，止水栓，街灯，バス停，交通標識，
ガードレール，共同溝等）

架空線調査（電線，電話線等）
その他（	 ）

仮設設備との関係（外部足場，養生ネッ
ト等のスペース）

建物調査の必要性（外観，外壁等のひび
割れ，建入れ精度等）

その他（	 ）

地盤調査（既往の資料，地盤調査等）
地盤改良（軟弱地盤の場合）
地下水の有無（必要な場合の処理方法）
その他（	 ）

敷地境界杭との照合
敷地面積，敷地外形，面積等の確認
建物位置の確認
その他（	 ）

給水引込み（メーター，止水栓他）
排水引込み（公共枡の有無・位置等）
ガス引込み
電気引込み（電柱位置，幹線のルート等）
その他（	 ）

・「官民境界」，「民民境界」の現地立
会い（標石の位置確認）

・境界確定の協議，境界の決定：固
有財産法第31条の3～5

・境界標の設置及び保有の費用：民
法第223条，第224条

・公共工作物の移設等の必要性の検
討

・隣接建物間の距離の確認

・標石位置等の確認

・設計図との照合（引込み位置，管
径，その他）

・引込みの移設についての検討
　（設計者，監理者との協議）

1. 着工準備：現地調査等

1. 敷地等の状況確認（測量）

1. 敷地等の状況確認
　（測定機器による高低差）

1. 敷地等の状況確認
　（前面道路の幅員）

1. 敷地等の状況確認
　（隣地境界，道路境界）

1. 敷地等の状況確認
　（敷地内の障害物） 1. 隣地との

　高低差の確認

2. 隣接建物の状況確認
　（建物調査，必要スペース等）

4. 設計図との照合
　（敷地境界，敷地形状・寸法等）

5. 設備等の引込み位置の確認
　（給水・排水，ガス，電気等）

敷地境界 地盤調査
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施工計画図の一例

2. 仮設設備（仮設事務所，仮設トイレ他）▲

1. 看板類の設置▲

6,000

道路

隣地

対象建物 隣地

隣地

仮囲い・ゲート（必要な場合）

住宅用区画

［留意事項］
・基礎部コンクリート打設時のポンプ車・生コン
車の位置

・構造材の建方時の重機（クレーン）の位置

2. 着工準備：施工計画

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 看板類の設置

2. 仮設計画書の作成
＊管理上必要な事項のみ

3. 法規制等による届出

確認表示板
建設業許可票
労災保険関係成立票
作業主任者一覧表
建設副産物処理
その他（	 ）

施工体制表
仮設計画図（仮囲い，車両出入口，資材
置場，仮設設備，外部足場，掲示板位置，
建設廃棄物置場等）

仮設設備（仮設事務所，仮設トイレ，仮
設水道，仮設電気等）

安全計画（工事車両搬入出路，大型車両
の使用，工事車両の駐車，工事用材料
の集積スペース等）

近隣対策（作業時間，騒音・振動，道路
の養生他）

その他（	 ）

道路使用許可（道路交通法：警察署）
道路占有許可（道路法：道路管理者）
建設副産物（産業廃棄物の委託処理，建
設廃棄物マニフェスト）

その他（	 ）

・工事現場における確認の表示等：
　建基法第89条第1項

・工事現場の確認の表示の様式：
　建基則第11条　

・標識の表示：建設業法第40条
・標識の記載事項及び様式：建設業
法則第25条1，2　

・法令の要旨等の周知：労働者災害
補償保険法施行規則第49条

・作業主任者他：安衛法第14条，
安衛令第6条，安衛則第16条の1，
2，第17条，第18条

・工事現場の危害の防止：建基法第
90条

・工事中の特殊建築物等に対する措
置：建基令第90条2

・工事現場の危害の防止：建基令第
136条2の20，第136条3～8

・道路交通法第77条第1項，第78
条第2項

・道路法第32条第4項

　注）	建基法：建築基準法，建基令：建築基準法施行令，建基則：建築基準法施行規則
　　　建設業法令：建設業法施行令，建設業法則：建設業法施行規則
　　　安衛法：労働安全衛生法，安衛令：労働安全衛生法施行令，安衛則：労働安全衛生法施行規則

重機（クレーン）

看板類 仮設トイレ

工事車両搬入ルート
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建築工事の祭式
建築工事の祭式には，どのようなものがあるのか。
・祭式の特徴：①地方によって異なる，②式次第や要領等は統一されていない，③建築業界においては，「式祭」	と呼
んでいることが多い（辞書にはない），④辞書では，「祭式」，「式典」，「儀式」，「祭儀」	として載っている。
・祭式の形式・種類：地鎮祭，上棟式および竣工式が3大祭式となっている。

地鎮祭
建築工事を始める前に行うもので，土地の氏神を鎮め，土地を利用させてもらうことの許しを得るものである。一
般的には，神を祀って工事の無事を祈る儀式と認識されているため，「安全祈願祭」	と呼ばれることもある。
「鎮地祭」，「土祭り」，「地祭り」，「地祝い」	ともいう。
・御供え物：①米1合，②清酒（1升），③水（1合），④魚（鯛または鰹節・スルメ・昆布等），⑤野菜（大根・人参・蓮根・
菜物等），⑥果物（季節のもの），⑦紙コップまたは湯呑（人数分），⑧笹竹（4本），⑨注連縄砂（バケツ 3杯程度），⑩
スコップ（または鎌，鍬，鋤），⑪テント・椅子
・手順：修祓（しゅばつ）⇒降神（こうしん）⇒献饌（けんせん）⇒祝詞奏上（のりとそうじょう）⇒四方祓（しほうはらい）
⇒地鎮（じちん）⇒玉串奉奠（たまぐしほうてん）⇒撤饌（てっせん）⇒昇神（しょうしん）⇒直会（なおらい）

・地鎮：齋鎌（いみかま）を使った刈初（かりそめ），齋鋤（いみすき）を使った穿初（うがちぞめ），齋鍬（いみくわ）を使
った鍬入れが行われる。「鍬入れの儀」	とも呼ばれる。「鎮物埋納の儀」	として，齋主が鎮物を埋納する。

上棟式
建物の守護神と工匠の神に，これまで工事が無事に進んだことを感謝するとと
もに，竣工に至るまでの加護と建物の永遠の堅固を祈願する儀式であり，「棟上げ」，
「建前」	とも呼ばれる。
通常，柱・梁・棟などの基本構造が完成して，棟木を上げるときに行われる。
・手順：式の方法や次第には，神社の祭祀のような規定はなく，地域によっても
異なる。屋上に祭壇を設け，そこで祭祀を行うもの，祭壇だけを屋上に設けて，
祭祀は地上で行うもの，祭壇も祭祀も地上のものの区別がある。
本来は屋上に祭壇，弓矢（天の弓と地の弓），吹き流しなどを飾り立て，棟木を
棟に曳き上げる	「曳き綱の儀」，棟木を棟に打ち固める	「槌打の儀」，餅銭をまい
て災禍を除く	「散餅銭の儀」	を行うが，現在は略儀として行わない場合が多い。
棟札を奉製して棟木に打ち付け，永く家の護りとして奉ることは多い。

竣工式
建物が無事完成したことを神々に奉告し，新しい建物の安全堅固と建築主の弥栄を祈る儀式である。
建築工事の祭式は，本来，建築主側で行うものであるが，施工者に委託する場合が多くなっている。

豆知識 〈その1〉 建築と祭式

地鎮祭

お神酒

玉串奉奠（二礼，二拍，一礼） ＊初穂料（玉串料）は，施主が用意する。

直会

幣束（串）

斎鍬

砂
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3. 仮設工事：地縄張り，水盛り・遣方

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 敷地境界の明示

2. 建物位置の明示

3. 基準点の標示

4. 水杭，水貫の設置

5. 建物の通り芯の明示

6. 出入口部の設定

敷地境界杭位置の確認（標石位置等）
敷地境界杭の位置の決定
その他（	 ）

建物位置の標示確認（外周，地杭）
地縄張り状態の確認
外部足場スペースの確認
敷地境界と建物の距離の確認
その他（	 ）

GL基準の確認（ベンチマーク等）
その他（	 ）

地縄外部の状況確認
水貫の設置位置の確認
その他（	 ）

基準芯の確認
建物外周の通り芯の確認
建物全体の通り芯の確認
敷地境界と建物の距離の再確認（すべて
の芯墨の位置出しが完了した時点）

その他（	 ）

周辺道路との関係の確認
車両出入口部の地盤の確認
車両出入口部の確認
その他（	 ）

・木杭等による明示

・ビニールテープ等で外周を明示
・建築主，設計者等の確認（確認申
請図面との照合）

・斜線制限がある側の敷地境界の確
認，ない側の境界の確認

・出隅・入隅部分の確認
・測定器による水平確認

・測定機器による芯墨の確認
・測定機器による直角の確認

2. 建物位置の明示
　（地縄張り，外部足場スペース等）

6. 出入口部の設定
　（前面道路，地盤等の確認）

1. 敷地境界の明示
　（敷地境界杭等）

4. 水杭，水貫の設置

5. 建物の通り心の明示
　（全体の通り心を含める）

3. 基準点の標示
　（GL基準，設計GL等）

遣方全景 遣方作業
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作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 外部足場の組立て準備

2. 足場の組立て

3. 屋上作業床の設置
＊屋根勾配が6/10以上の
場合

設計図面，仮設計画との照合（建物配置，
外部足場組立てスペース）

足場計画図の作成（足場の種類，隣接建
物との距離等）

作業手順書等の作成（作成する場合）
労働災害への対応
その他（	 ）

足場の組立等作業主任者の選任
保護帽，安全帯の着用
作業手順書による作業の実施（作成する
場合）

地盤の不陸調整
足場の組立て作業（建地，布，筋かい，
根がらみ，壁つなぎ，手すり）

昇降階段の設置
養生シートの付設
その他（	 ）

作業床の仕様確認（使用材料，構造等）
作業床の組立て
その他（	 ）

・安衛法第14条（作業主任者）
・安衛令第6条第15号
・安衛則第36条（特別教育を必要と
する業務），第39条（特別教育の
細目），第83条（技能講習の細目）

・安衛則第518条（作業床），第564
条（足場の組立等の作業），第655
条（足場についての措置）

・安衛則第520条（安全帯），第539
条（保護帽の着用）

・安衛則第518条（作業床）
・安衛則第563条（作業床の設置）
・作業床の幅は20cm以上，および
間隔は2.0m以下

4. 仮設工事：外部足場の組立て

　注）	安衛法：労働安全衛生法，安衛令：労働安全衛生法施行令，安衛則：労働安全衛生規則

養生シート
建地

建地

ジャッキベース

布枠

布枠用ブラケット

布枠用ブラケット

布枠用ブラケット

布枠

基礎

筋かい

釘止め

2. 足場の組立て
　（足場の組立等作業主任者の選任）

2. 足場の組立て
　（地盤の不陸調整）

足場の組立て作業 足場の組立て
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5. 基礎工事：根切り，砕石地業，捨てコンクリート

作業内容・手順等

［べた基礎］
管理項目 留意事項，関連法令等

1. 根切り（掘削）

2. 砕石地業

3. 防湿シート

4. 捨てコンクリート

作業手順の確認
根切り幅，深さの確認
掘削作業（機械掘り，手掘り）
掘削深さ（レベル）の確認
地下水位の確認
根切り（残土）の処理（敷地内，場外への
搬出）

その他（	 ）

砕石の敷込み
砕石天端の確認
機械による転圧（バイブロランマー，ソ
イルコンパクター等）

砕石敷込み後のレベルチェック（防湿シ
ート敷込みの準備）

その他（	 ）

防湿シートの敷込み（厚さ0. 1mm以上）
防湿シート継目部の確認
その他（	 ）

捨てコンクリート天端レベルの確認
捨てコンクリートの打込み方法の確認
（ポンプ車，シュート，その他）

捨てコンクリートの発注（配合，強度，
スランプ，数量等）

捨てコンクリート打設要員（配置，人数）
捨てコンクリートの打設
捨てコンクリート均し
その他（	 ）

・根切り方法（機械掘り，手掘り等）
の確認が必要である。

・砕石の品質（粒径，不純物の含有
等）の確認を行う。

・基礎部前面に敷き込む。
・継目はテープ（ガムテープ等）にて
止める。

・生コン工場の選定に関しては，運
搬時間等を考慮する。

・生コン車，ポンプ車の設置位置の
検討が必要である。⇨道路使用許
可との関連

・捨てコンクリートの厚さは，50	
mm以上とする。

1. 根切り，砕石地業（べた基礎）

防湿シート

ガムテープ

ガムテープ

3. 防湿シート
・防湿シートの敷込み
・防湿シート継目部の確認

捨てコン
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作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 墨出し

3. 基礎型枠組立て

2. 鉄筋の組立て（配筋）

4. 構造用金物等の設置

遣方から基準墨を移す
捨てコンクリート面にある基準墨（基礎
芯）の確認

基礎スラブの割付け墨（外形）の確認
基礎スラブ面天端の確認
その他（	 ）

型枠組立て手順の確認
捨てコンクリート面の墨との照合
型枠組立て
基礎天端への墨出し等の確認（型枠組立
て完了後）

設備配管用スリーブの取付け
その他（	 ）

配筋図との照合
作業手順の確認（フーチング部（べた基
礎の場合スラブ）	⇒立上り部）

鉄筋の組立て（定着長さ，継手長さ，開
口部補強，緊結（結束線））

かぶり厚さの確保（スペーサーの寸法，
間隔（900mm程度））

基礎スラブ天端高さの確認（べた基礎の
場合：捨て杭（縦横とも2ｍ程度））

その他（	 ）

基礎伏図の確認（土台継手位置，金物の
種類，本数，位置，定着長さ等）

構造用金物の取付け（アンカーボルト，
ホールダウン金物の定着長さ，固定）

その他（	 ）

・JASS	5　9節	型枠工事

・建物の短辺方向が下端筋

・JASS	5　10節	鉄筋工事

・かぶり厚さ：フーチング60mm以	
上，立上り40mm以上

・アンカーボルトの定着長さ・間隔
（M12・240mm以 上，@2. 7m以	
内）

・ホールダウン金物用アンカーボル
トの定着長さ（M16・360mm以上）

・定着が不足した（とれない）場合の
異形ボルトの使用

6. 基礎工事：型枠組立て，配筋等

　注）	JASS	5：日本建築学会	「建築工事標準仕様書・同解説	JASS	5	鉄筋コンクリート工事2009」

合板型枠

設備配管用スリーブ

設備配管用スリーブ

鉄筋

4. 構造用金物等の設置
　（構造用金物，設備配管用スリーブ）

合板型枠の場合

基礎スラブ配筋状況 基礎立上り部の配筋作業

鋼製型枠組立て状況

鋼製型枠
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作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. コンクリート打設準備

2. フーチングまたは基礎
スラブ部のコンクリー
ト打設

3. 基礎立上り部のコンク
リート打設

4. コンクリートの養生

コンクリート打設作業手順の確認
コンクリートの配合計画書の確認
コンクリート打設箇所の清掃，散水等
コンクリート打設用足場の設置
その他（	 ）

コンクリート搬入時における確認（納品
書による出荷時間，温度補正等）

品質検査への立会い（スランプ，テスト
ピースの採取等）

基礎天端の確認（フーチング，基礎スラ
ブ部分）

コンクリートの密実性の確保（かぶり厚
さ，バイブレーター）

その他（	 ）

フーチングまたは基礎スラブの養生期
間の確認（中 1日以上）

立上り部の墨出し確認
型枠組立て状況の確認
コンクリート打設手順の確認（打設順
序，打継ぎ位置，アンカーボルト等）

コンクリート打設状況の確認（空隙，ジ
ャンカ等の欠陥防止，スリーブ周囲の
充てん性確保等）

その他（	 ）

養生方法の確認（散水，シート養生等）
テストピースの管理
その他（	 ）

・必要な場合は，「コンクリート配
合計画書」	を確認する。

・スラブ配筋の乱れ等を防止するた
めの対策を施す。

・JASS	5による練り混ぜ～打設終
了までの時間等：外気温25℃未満
は120分，25℃以上は90分。

・基礎スラブ筋の乱れに注意する。
・バイブレーターは適切な方法にて
使用する。

・型枠の存置期間の確認をする。

・アンカーボルト等の固定状況を確
認する。

・ジャンカやひび割れが発生した場
合の補修方法の検討をしておく。

・型枠の存置期間の確認をする。
・夏期における養生方法を考慮する。
・冬期におけるコンクリートの凍結
防止対策を検討しておく（必要な
場合）。

7. 基礎工事：コンクリート打設，養生

　注1）	JASS	5：日本建築学会	「建築工事標準仕様書・同解説	JASS	5	鉄筋コンクリート工事	2015」
　　2）	型枠の存置期間（せき板）は，コンクリートの圧縮強度が5N/mm2以上に達したことが確認されるまでとする。ただし，

平均気温が10℃以上の場合は，以下に示す日数以上を経過すれば，圧縮強度試験を必要することなく取り外すことが
できる。
・平均気温が20℃以上の場合：材齢 4日
・平均気温が20℃未満10℃以上の場合：材齢 6日

基礎立上り部

アンカーボルト

コンクリート打設状況
（ポンプ車を使用）

基礎コンクリート立上り部
（型枠脱型後）の状況

基礎立上り部　コンクリート打設

ホールダウン金物用
アンカーボルト
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作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 型枠解体

2. コンクリート仕上がり
精度の確認

3. 埋戻し

4. 設備配管等

5. 基礎断熱の場合

コンクリート養生期間の確認
解体作業手順の確認
コンクリート損傷等の確認（解体時の振
動，道具による損傷等）

その他（	 ）

基礎天端および寸法精度の確認（立上り
寸法，不陸・目違い等）

コンクリート面の欠陥や損傷の確認（ジ
ャンカ，コールドジョイント，かぶり
厚さ不足，ひび割れ，破損等）

コンクリート欠陥部の補修（補修材の注
入，モルタル補修，その他）

その他（	 ）

作業手順の確認
埋戻し部分の片付け・清掃の確認
設備配管等の養生
道路，隣接地への養生措置
埋戻し（機械，手作業）
その他（	 ）

室内設備配管（給排水，衛生，ガス等）
外部先行配管のための養生
外部先行配管用の根切り（根切り幅・深
さ，勾配等）

排水枡の設置
排水管の設置
量水器の敷設
給水管の設置
ガス管の設置
その他（	 ）

断熱材のすき間，破損，浮き等の確認
断熱材の切断（基礎天端）
その他（	 ）

・JASS	5による型枠存置期間に関し	
ては，以下のいずれかによる（普通
ポルトランドセメントの場合）。
　①圧縮強度が5N/mm2以上
　②平均気温が20℃以上は4日，20

℃未満10℃以上は 6日

・排水管の場合は，定められた勾配
の確保が必要である。

・給水管は，凍結深さよりも大きく
して設置する。

・すき間等は，発泡ウレタン等で補
修する。

8. 基礎工事：型枠解体，埋戻し等
［べた基礎］

床下配管

基礎コンクリート仕上がり

土間配管

土間
コンクリート

固定バンド
配管類

基礎
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木材の一般的な性質
・心材と辺材：心材とは，樹心に近い部材のことで，組織が密で変形が少ない。やや赤みをおびていることから	「赤	
身」	ともいう。辺材は，樹皮に近い材であり，ひずみが生じやすく，虫害に侵されやすい。色が白いため	「白

しら

太
た

」	と	
も呼ばれる。
・心持ち材と心去り材：木材の両端の小口に，樹心が含まれているものが心持ち材であり，通常は柱，梁，桁

けた

などの
構造材として使用される。
心去り材は，樹心を含まないもので，造作材に多用される板材がこの部類に含まれる。
・木表と木裏：木表とは，板材の樹皮側の面のことで，凹面となることが多く，鴨

かも

居
い

や敷居の溝を彫る際は，この木
表側とする。また，木表は外観が良好なことから，床材などの化粧面に多用される。
木裏は，樹心側のことであり，逆

さか

目
め

が発生しやすく，乾燥すると凸状になることから，化粧面には用いない。
・木の背と腹：木の背とは，反っている凸部のことであり，反対側の凹部が腹である。一般に梁材は，背を上にして
使用し，大引きは背を下にする。
・元口と末口：木材の根に近い部分を元，先端に近い部分を末といい，その小口をそれぞれ元

もと

口
くち

，末
すえ

口
くち

という。
・柾目と板目：柾

ま さ

目
め

とは，木材の樹心に対して，放射状に木取りした場合に現れる縦じまの木目のことである。柾目
の板材は，板目に比べて変形しにくい特徴をもつ。
板目は，年輪に対して平行に木取りをした場合に現れる山形や波形の木目のことである。

豆知識 〈その2〉 木材の性質 木材の欠点
木材の強度，耐久性，美観等を損なう欠点に関しては，以下のとおりである。
・割れ：目割れ，心割れ，星割れ等の形状がある。
・入皮：樹皮が樹木（幹）の中に封じ込まれ，年輪に挟まれたものである。
・あて：年輪の一部が異常に成長したもので，乾燥収縮が大きく，変形も大きい。
・節：枝の切断面であり，生

いき

節
ぶし

，死
しに

節
ぶし

，抜け節，腐れ節等がある。強度への影響や外観の良否に大きく影響を及ぼす。
・腐れ：木材腐朽菌に侵された部分で，強度の低下をまねく。

辺材

年輪

繊維方向

半径方向

接線方向

樹皮
柾目

板目

心材
背 腹

元

末

樹心

鴨居
木裏

木表

反りがある
反りがある

敷居

小口割れ

丸身

腐れ 木材腐朽菌に
侵された部分

死節

抜け節

生節

曲り（長辺方向）

幅反り

ねじれ

芯割れ
（主に乾燥材に多い）
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製材の規格
針葉樹林の構造用製材には，目視等級区分製材と機械等級区分製材とがある。

①目視等級区分製材
外観による等級付けがある。強度特性から適した使用部位と強度等級によって，以下の分類となっている。
・甲種構造材（横使いに適している）
甲1：垂木，根太，筋かい
甲2：梁，桁

けた

，胴差し，土台，大引き，母
もや

屋等
・乙種構造材（縦使いに適したもので，強度により1級，2級，3級がある）
通し柱，管

くだ

柱，間柱，床
ゆか

束
づか

，小
こ

屋
や

束
づか

等
②機械等級区分製材
曲げ剛性実測値による等級付けである。曲げ剛性により，E50，E70，E90，E110，E130，E150に区分されている。
＊針葉樹林の下地用製材は，欠点によって1級，2級，3級の区分がある。
＊針葉樹林の造作用製材は，造作類と壁板類に区分される。両者は節の大きさ，数，欠点等によって	「無

む

節
ぶし

」，「上
じょう

小
こ

節
ぶし

」，
「小

こ

節
ぶし

」	の等級がある。

製材の呼称
製材の断面形状によって，以下のような呼称が使われる。
・板類：板，小幅板，斜面板，厚板
・ひき割り類：正

しょうわり

割，平
ひら

割
わり

・ひき角類：正
しょうかく

角，平
ひら

角
かく

柱断面の呼称
柱の断面寸法を12cm角とした場合，これを	「柱同寸」	といい，「柱 2つ割り」	といった場合，12cm×6cmの断面
をもつ柱となる。同様に，「柱3つ割り」	は，12cm×4cmの柱となる。

丸太材の加工による呼称
・丸太：原木素材や皮はぎをした木材のこと。
・太

たい

鼓
こ

落し：原木の両面を削ったもの。
・半割り：原木の樹心を中心にして，半分に割ったもの。
・三面落し：原木の三面を削ったもの。
・押

おし

角
か く

：四面に挽き面があり，断面が正方形のもの。

豆知識 〈その3〉 木材と製材

〈板　類〉

〈ひき割り類〉

〈丸太材の加工〉

〈柱断面の呼称／筋かいの場合〉

板

（厚さ＜3cm，幅≦12cm）

小幅板

（厚さ＜3cm，幅＜12cm）

斜面板

（断面は台形，幅≧6cm）

厚板

正角

丸太

太鼓落し

押角

半割り

三面落し

円柱加工

（厚さ≧3cm）

（厚さ，幅≧7.5cm）

（素材または皮はぎしたもの）

（両面を削ったもの）

4面に挽き面があり，（ 断面が正方形のもの ）

（樹心割りしたもの）

（3面を削ったもの）

加工材により径を（　均一にしたもの　）

（厚さ，幅≧7.5cm）

平角

〈ひき角類〉

正割 平割

（厚さ＜7.5cm，幅≧厚さ×4）

柱同寸 柱 2つ割り 柱 3つ割り

（柱90×90 mmの場合） （90×45 mm） （90×30 mm）
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木質系材料の製造方法
木質系材料とは，木材を原料にして，人工的に面材や軸材として製造されたものの総称である。その特徴として，
・天然材に比べて長大な部材が造れること。
・天然材の欠点を除去して品質の安定した材料が造れること。
・廃材や端材などの有効利用が図れること。

合板の特徴
合板とは，単板（ベニヤ）の繊維方向を直交に重ね合わせることによって，木材の異方性を改善した材料である。合
板は，性能が規格化されているため，用途に応じて正しい使い方をしなければならない。
①合板の種類
・普通合板：広葉樹を用いたもの，針葉樹を用いたものがある。
・コンクリート用型枠合板：コンクリート型枠に用いるもので，構造用合板とは異なる。
・構造用合板：建築物の構造耐力上主要な部分に用いられるもの。
・天然木化粧合板：普通合板の表面に天然木を貼ったもの。
・特殊加工化粧合板：普通合板の表面に印刷したり，樹脂板を接着したり，塗装を施したもの。
②合板の区分（性能による）
・接着耐久性：特類，1類，2類，3類の区分があり，接着性能は特類が一番大きい。
・強度：1級と 2級があり，1級のほうが強度は大きい。
・ホルムアルデヒド放散量：F☆☆☆☆，F☆☆☆，F☆☆，F☆の区分があり，F☆☆☆☆が一番放散量が少ない。

集成材の特徴
集成材は，挽き板（ラミナ）を積層接着した材料であり，その用途によって，5種類に分類されている。

①構造用集成材
②化粧ばり構造用集成材
③化粧ばり集成材
④造作用集成材
⑤化粧ばり造作用集成材

エンジニアリングウッド（EW材）
エンジニアリングウッド（EW材）とは，加工工場において種々の方法を用いて製造された木質系材料の総称で，主
として接着剤によって造られる。代表的なものは，I型ビーム，集成材，LVL等であるが，いずれも製材よりも強度
が大きく，良好な乾燥状態を示している。製材との相性も良く，釘打ち接合や現場加工等も問題がなく施工可能である。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律（品質確保促進法）」	が施行されたことによって，需要が伸びている。

豆知識 〈その4〉 木質系材料

単板切削
単板

切断

単板（ベニヤ）

挽き板（ラミナ）

直交積層

平行積層

たて継ぎ

フィンガージョント たて継ぎ材

集成材

LVL（Laminated Venner Lumber）：単板積層材

PSL（Parallel Strand Lumber）平行積層
（裂いた単板を使用）

合板

削片化

長いストランド 一方向配向 LSL（Laminated Strand Lumber）

短いストランド

パーティクル

パーティクルボード

繊維板（ファイバーボード）

※配向：繊維の向きを一定
方向に配列させること

・ハードボード（比重0.8以上）
・MDF（比重0.3以上0.8未満）
・インシュレーションボード（比重0.35未満）

廃材・端材など

直交配向

非配向

非配向ファイバー

OSB（Oriented Stand Board）

解繊

➡ ➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

CLT（Cross Laminated Timber）
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作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. プレカット加工図の作
成

2. プレカット加工図の承
認等

3. プレカット部材の搬入
準備

4. 納品，検品，養生等

全体的なプレカット図のチェック
意匠図，基礎伏図との整合性のチェッ
ク

造作材との取合い調整
設備、電気配管等との調整（経路等）
階高の確認
設計変更の要否の検討
最終チェックの実施
その他（	 ）

プレカット図の設計者・監理者の承認
　（接合用金物の種別・取付け方法，アン
カーボルトの位置，床仕上げレベル等）

プレカット工場への依頼
その他（	 ）

プレカット加工材の搬入日
納入方法，搬入加工材の範囲等
搬入車両の種類，搬入経路
使用重機の種類
その他（	 ）

プレカット加工材調書により納品され
た部材の検査

未納品部材のチェック（プレカット工場
との整合性）

プレカット加工材の損傷の有無をチェ
ック（搬入中の損傷等）

搬入されたプレカット加工材の養生（雨
がかりの防止）

その他（	 ）

・樹種の確認，部材寸法（長さ，断面）
・継手位置と加工寸法

・設計変更が生じた場合は，設計図
の修正を行う。

・上棟の予定日を確認（発注は約１
ヵ月前）

9. 木工事：プレカット

プレカット部材（梱包）プレカット部材（現場搬入）

プレカット部材の加工

プレカット用機械

プレカット工場内

　注）	プレカット工場の認証制度（AQ認証工場）の確認をする。
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作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 基礎天端の墨出し等

2. 土台の配置

3. 基礎パッキンの配置

4. 土台の固定

5. 土台火打ち材の設置

6. 片付け，清掃

アンカーボルト用座金，ナット類の準
備

基礎パッキンの準備
防腐剤
基礎天端レベルの精度の確認
基礎天端の墨出し
土台と基礎面のずれのチェック
その他（	 ）

土台伏図（加工図）との照合
土台配置（長さ，継手・仕口の位置，材
料の曲がりや割れ等の欠陥）

アンカーボルト，ホールダウン金物の
位置，穴あけ箇所の確認

その他（	 ）

基礎パッキンの仕様の確認
基礎パッキンの間隔（ピッチ）の確認
その他（	 ）

土台天端レベルの精度の確認
座金・ナットの仮締め
アンカーボルトの本締め

ボルト位置，本数の確認
その他（	 ）

土台伏図（加工図）との照合
火打ち材の位置確認後の固定
その他（	 ）

材料等の残材片付け，清掃
その他（	 ）

・建物の矩（直角）の計測を行う。

・基礎と土台とのずれに対する手直
し案の検討を行う（必要な場合）。

・土台伏図と現況との整合性を確認
し、必要に応じて手直しを行う。

・アンカーボルト等の欠落に留意す
る。

・床下換気量：外周部は 5m当たり
300 cm2とする。

・ボルトのねじ山は，3以上突出の
こと。

・建物各辺の全長，対角線長さの計
測を行う。

・土台火打ち材の固定は，Ｎ90釘
を使用する。

10. 木工事：木造軸組（土台ほか）

4. 土台の固定
・座金・ナットの仮締め
・アンカーボルトの本締め
・アンカーボルト位置，本数

土台の固定

木造軸組（土台）

アンカーボルト

基礎立上り

仕口

3. 基礎パッキンの配置
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作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 建方の準備

2. 1F軸組

3. 1F軸組の設置状況

材料搬入経路，ストック場所等の確認
建方用重機の設置位置の確認
プレカット図により建方手順の確認
必要な資材等（仮筋かい，構造用金物，
釘，その他）のチェック

安全具（保安帽，安全帯等）の点検
部材の検品
金物による仕口の場合，金物の取付け
の確認

その他（	 ）

通し柱の組立て（敷地に余裕がある場
合，地組等の検討）

管柱，胴差し，床梁の組立て
小屋組の組立て
仮筋かいの取付け
ゆがみ（ひずみ）直し
構造用金物の取付け（ホールダウン金
物，羽子板ボルト等）

2F床梁部分の火打ち材の取付け（剛床
の場合は不要）

その他（	 ）

構造用金物の取付け状態（種類，取付け
方向，数量等）の確認

階高寸法の計測
横架材間の寸法の計測
化粧材の方向の確認
その他（	 ）

・先行足場の組立て
・木造建築物の組立て等作業主任者
の選任（安衛法第14条，安衛令第
6条）

・重機使用に際し，安全の確認が必
要である（建基令第136条の 4，安
衛法第37条，クレーン則第31条
の 2）。

・ボルトのねじ山は，3以上突出の
こと。

・図面による照合を確実に実施する。

11. 木工事：木造軸組（1F～2F）

　注）	建基令：建築基準法施行令，安衛法：労働安全衛生法，安衛令：労働安全衛生法施行令，クレーン則：クレーン等安全
規則

木造軸組（1F〜2F）

2. 1F軸組
・通し柱の組立て
・管柱の組立て
・仮筋かいの組立て
・ゆがみ（ひずみ）直し通し柱

安全帯

胴差し
床梁

外部足場
ヘルメット

建枠

管柱

管柱

布板

胴差し

木造軸組（1F柱） 木造軸組（1F柱，梁）
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12. 木工事：木造軸組（2F～小屋組）

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 2F軸組の準備

2. 2F作業床の確保

3. 2F軸組，組立て状況

4. 小屋組

重機（クレーン）の設置位置の決定
作業者の安全装備（保安帽，安全帯）の
用意および点検・確認

2F使用材料の確認（種類，数量等）
2Fの材料の荷揚げ
その他（	 ）

作業床の設置（2F床根太工法の場合，
根太の取付け・合板敷き）

安全設備等（開口部の安全ネット，仮手
すり，昇降設備など）の設置および点検・
確認

その他（	 ）

2F柱梁組立て
仮筋かい等の設置
構造用金物の取付け状態（種類，取付け
方向，数量等）の確認

階高，横架材間の寸法の計測
その他（	 ）

小屋束の設置（垂直のチェック含む）
母屋，棟木，登り梁等の固定
小屋筋かい（雲筋かい）の取付け
火打ち梁の取付け
構造用金物（火打ち金物，羽子板ボルト
等）の取付け

隅木・谷の取付け
その他（	 ）

・保安帽の耐用年数（3～5年）の確
認を行う。

・安全帯の耐用年数は，2年程度で
ある。

・設計図との照合を確実に実施す
る。

・仮設工業会の認定品目との照合を
行う（認定品であることが望まし
い）。

・設計図との照合を確実に実施する。

・桁と小屋束の固定は，両面かすが
い打ちとする。

・小屋束と母屋の固定は，N75釘の
2本打ちとする。

・小屋筋かいは，15×90mm程度
の材で，N50釘の 2本打ちとする。

　注1）	重機（クレーン）は，強風時の運転が禁止されている（クレーン等安全規則第31条の 2）。
　　2）	梁せいが240mm以上の 2階の梁は，羽子板ボルト等を 2本使って，梁下端を固定することにより，ゆがみの防止が可

能となる。

棟木

束

登り梁

母屋

垂木

軒桁

小屋梁

木造軸組
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作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 束，大引きの設置

2. 1F床根太の設置

3. 1F床断熱材の設置
（床断熱の場合）

4. 浴室ユニット回りの断
熱材処理

5. 土間床部の断熱処理

基礎伏図との照合（束の位置，大引き設
置位置の確認）

大引きの設置
大引きの高さ（レベル）の確認
大引きと束との緊結
大引きの浮上がり，床鳴りのチェック
その他（	 ）

図面の確認（床工法：剛床，根太レス等，
掘ごたつや床下収納，補強箇所，床暖房，
床仕上材の仕様，フローリング材の張り
方向等）

床組の作業手順の確認：根太掛け→根
太→断熱材設置→床下地合板

床開口部の確認
その他（	 ）

大引きや根太の間隔の確認
断熱材の切断，敷込み
気密処理（外装下地とのすき間，断熱材
相互の継目等の処理）

その他（	 ）

浴室ユニット基礎部への断熱材の設置
基礎と土台のすき間の断熱材処理
断熱材相互のすき間の気密処理
基礎および土台と断熱材のすき間の気
密処理

配管完了後の断熱材処理（配管用開口部
回りの断熱材による孔の処置）

その他（	 ）

浴室ユニット回りと同様に基礎部に断
熱処理を施す。

その他（	 ）

・使用資材の作業時の汚れ（靴跡等）
に注意する。

・既製品の束の場合，メーカーの仕
様に留意する。

・特殊工法の場合は，メーカー等の
仕様に留意する（下地材の断面寸
法，釘等の種類・間隔等）。

・床仕上がり高さを確認するための
墨出しを行う。

・床仕上がり高さを確認する。

・断熱材の欠損部分は，発泡ウレタ
ン等で充てんする。

・気密性確保のため，すき間や継目
等は発泡ウレタンや気密テープに
より処理を行う。

・浴室ユニットおよび設備配管等の
施工に先立ち，断熱材を設置する。

・気密処理は，発泡ウレタン充てん
や気密テープによる処理を行う。

・配管完了を確認した後，配管用開
口部は気密処理する（処理方法に
ついては，前述の通り）。

13. 木工事：床組，その他

1F床土台（剛床の場合）

大引き

大引き

設備配管
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14. 木工事：構造金物，筋かい等

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 構造金物の取付け

2. 筋かいの取付け位置の
確認

3. 筋かい金物の取付け

4. 筋かいの加工，取付け

5. 柱の接合金物の取付け

取付け金物の種類，数量の確認
構造図に基づき指定金物の配置
建方時に取り付けた金物の再確認
使用金物とZマークや認定書との照合
その他（	 ）

構造図に指定された部材，金物の確認
筋かいの断面寸法の確認
筋かいの方向の確認
その他（	 ）

筋かい金物の取付け位置の確認（土台～
柱，上部桁や胴差し～柱等）

取付け方法等に関しては，メーカーの
仕様との照合

筋かい金物の取付け状況の確認
その他（	 ）

筋かいの取付け位置に合わせ，位置・
寸法の確認

筋かい金物に合わせ筋かいを取付け（上
部および下部のすき間の確認）

筋かいの取付け状態の確認
その他（	 ）

接合金物の種類，取付け箇所，ビスや
ボルトの種類・本数等の確認

柱，間柱への接合金物取付け
接合金物の取付け状態の確認
金物を取り付けた位置周辺の断熱補修
の確認（ヒートブリッジ対策）

その他（	 ）

・告示による金物位置との照合を行
う。

・指定された金物が取り付けられな
い場合，設計者・監理者と協議を
行う。

・壁倍率2　：断面寸法90mm×
45mm
・壁倍率1. 5：断面寸法90mm×
30mm

・同一場所におけるホールダウン金
物と筋かい金物の取付け状態に留
意する。

・筋かいと間柱の交差部分は，間柱
を欠き取って筋かいを通す。

・厚さ90mm以上の筋かいが交差す
る場合，一方の筋かいを通す（取
付け部は特記による）。

・納まり上，接合金物が取り付けら
れない箇所がある場合，設計者・
監理者と協議を行う。

　注1）	外周部の構造用面材の留付けは，N50×1本，ピッチ100mmとする。
　　2）	所定の壁倍率を確保するためには，補強金物，釘やビスの種類等の確認を行う。
　　3）	構造金物については，同一部位，同一金物を連続的に取り付ける。

柱

土台

筋かいプレート

基礎

ホール
ダウン金物

筋
か
い

室内木造軸組
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15. 木工事：外壁下地（間柱，開口部回り，外壁下地面材等）

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 間柱の取付け

2. 外部開口枠の取付け

3. 外壁下地面材の取付け

4. 防水シートの取付け

間柱取付け位置の確認（図面との照合）
間柱の取付け（土台，桁・胴差しなどの
横架材へ）

筋かいとの取り合い部分の確認（間柱の
切欠き，釘N75×2本）

その他（	 ）

サッシの寸法確認
窓台およびまぐさの高さ，開口幅の確
認

窓台，まぐさの取付け（位置墨にしたが
って）

方立ての取付け（水平，垂直の確認）
その他（	 ）

耐力壁，非耐力壁の確認（構造図による）
耐力壁の場合，面材の種類，釘の種類，
ピッチおよびめり込み深さの確認

構造用面材の取付け（柱・間柱，土台，梁，
桁・胴差し等の横架材へ）

1階および 2階の上下同位置に面材を取
り付ける場合，相互のすき間の確認

構造用面材を柱，梁等の構造材以外の
箇所で接合する場合，受け材の確認（45
×100mm以上）

その他（	 ）

窓回りの先張り防水シート張り
土台水切りの取付け
木材の薬剤処理
その他（	 ）

・開口幅が大きい場合，吊り束で補
強を行う。

・アルミ製出窓を使用する場合，メ
ーカー仕様による補強材を用い
る。

・面材の種類により，釘の種類およ
びピッチは異なる。
・釘のめり込み深さは，構造用面材
の厚みの20%以内とする。
・耐力壁に使用する構造用合板は，
特類もしくは 1類とする。これ以
外にも，無機質系面材（認定品）が
ある。
・構造用面材相互間のすき間は，6	
mm以上とする。

・薬剤処理の範囲：地盤面からの高
さは，1m以内の建物外周の木質
部材（木材および合板）すべて。

　注1）	耐力壁の仕様と壁倍率は，建築基準法施行令第46条表1，昭和56年6月1日建設省告示第1100号，平成12年5月31日
建設省告示第1460号による。

　　2）	アスファルトルーフィングフェルトの仕様は，JIS	A	6005による。
　　3）	薬剤処理について，耐久性区分D1特定樹種の場合は，処理が不要である。

外壁下地面材の取付け

構造用合板
（3' ×6'または3' ×9'）

間柱

柱まぐさ

窓台
外壁下地（室内側）

開口部回り



― 42 ― ― 43 ―

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. サッシの取付け

2. 透湿防水シートの取付
け（乾式工法の場合）

3. 通気胴縁の取付け

4. 漏水試験の実施

5. モルタル下地ラスの取
付け（湿式工法の場合）

サッシ取付け箇所の確認
サッシの取付け（水平・垂直の確認）
サッシ回りの防水テープ張り（窓回りに
先張りした防湿シートの取り合い確認）

その他（	 ）

外壁における通気工法の確認
透湿防水シート張り（作業手順，重ね代
等の確認）

下地板，サッシと透湿防水シート間に
おける空気の混入の確認

防水テープと透湿防水シートの接着
その他（	 ）

通気経路，胴縁の仕様の確認
通気胴縁の取付け（通気の連続性の確保
を確認）

通気胴縁の薬剤処理の確認
その他（	 ）

外壁下地の完了後，漏水の有無の確認
　（サッシ回り，外壁貫通孔（スリーブ等）
回りの確認）

その他（	 ）

モルタル下地仕様の確認
モルタル下地ラスの取付け
その他（	 ）

・サッシの取付けは、メーカー指定
の釘やビスを使用する。

・透湿防水シートの作業手順：水下
から水上に，重ね代は横150mm
以上，縦は90mm以上，継目部の
留め付けのピッチは300mm以上。

・漏水が生じた場合，原因を特定し
た後に補修を行う。

・ラス下地張りは，2層下地工法と
単層下地工法がある。

・モルタル下地用合板（ラスカット）
を使用する場合がある。

16. 木工事：外壁下地（サッシ取付けほか）

　注1）	透湿防水シートの仕様は，JIS	A	6111による。
　　2）	透湿防水シートには極細繊維圧着系，ワリフ系，不織布系などがある。強度的には，極細繊維圧着系が優れている。
　　3）	防水テープにはアクリル系，ブチル系およびゴムアスファルト系のものがあるが，針孔シール性に優れたブチル系が望

ましい。ゴムアスファルト系は，透湿防水シートを劣化させる可能性がある。
　　4）	通気胴縁材は，厚さ15mm×幅45mm以上とし，外装仕上材の接続部分にあたる箇所では，幅90mm以上のものを用いる。

アルミサッシの取付け

透湿防水シート

基礎

外壁下地

胴縁

外装材
（サイディング）

外壁下地
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17. 木工事：外部造作（庇，雨戸，軒裏等）

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 庇（霧除け）下地の組立
て・取付け

2. 造作出窓下地の取付け

3. 雨戸サッシ戸袋部下地
の取付け

4. 造作雨戸の戸袋下地の
組立て・取付け

5. 軒裏（軒天井）の施工

庇の幅，出寸法，軒裏換気口の確認
庇下地材の加工・取付け
敷地境界との距離の確認
取付け状態の確認（水平等）
その他（	 ）

開口寸法，高さ等の確認
窓台とまぐさの位置の確認
窓台とまぐさの取付け
窓台の枠（フレーム）の取付け
取付け状態の確認（水平・垂直等）
その他（	 ）

雨戸サッシ戸袋内部の外壁に防火板を
取付け（けい酸カルシウム板等）

その他（	 ）

施工図の作成
材料の加工・組立て
その他（	 ）

通気工法の採否，通気孔の仕様，仕上
げ等の確認（通気工法の場合，通気の連
続性を確保）

野縁受けおよび野縁の取付け
通気用金物の取付け
軒天井の取付け
その他（	 ）

・庇下地は，外壁下地に先行して施
工を行う。

・出窓の下地は，透湿防水シートを
張った後に施工を行う。

・透湿防水シートの上から，防火板
を取り付ける。

・透湿防水シートの上から取り付け
る。
・戸袋の底に水抜き穴を設ける。

・防火構造の場合，通気用金物は防
火認定品とする。

　注1）	サッシと一体構造の庇（霧除け），出窓，雨戸等の既製品を採用する場合は，メーカーの仕様を確認する。
　　2）	軒裏と棟に換気口を設ける場合，軒裏については天井面積に対して1/900以上，棟に対しては 1/1,600以上の有効換気

面積を確保する。
　　3）	軒裏のみに換気口を設ける場合は，天井面積に対して1/250以上の有効換気面積を確保する。

雨戸サッシ戸袋

陸庇 腕木庇

たる木受け
出しげた

たる木

腕木

広小舞
型板

軒天井

鼻隠し

金属板張り
N65くぎ5本（平打ち）

柱または間柱
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18. 木工事：内部壁下地

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 壁下地材の確認

2. 壁下地の取付け（胴縁
下地とする場合）

3. 壁下地面材の取付け

壁仕上げ，下地工法の検討
左官壁用の下地：ラスボード，石こう
ボード等

釘打ちによる壁下地：構造用合板，シ
ージングボード等

耐水性が必要な壁下地：耐水合板，耐
水石こうボード等

耐火性が必要な壁下地：石こうボード，
強化石こうボード，けい酸カルシウム
板等

板状仕上材の壁下地：板張り方向と直
交する方向に下地板の取付け

石こうボード等壁下地の厚み
その他（	 ）

壁仕上がり面の確認（下地面材位置の墨
出し）

間柱への胴縁取付け（胴縁の間隔につい
ては303mm程度）

壁下地の取付け
その他（	 ）

耐力壁の範囲の確認（壁倍率の確認）
壁下地面材の種類，釘・ビスの種類・
間隔（ピッチ）の確認

壁と天井の納まりの確認（壁勝ち，天井
勝ち）

壁下地面材の取付け
設備配管，電気配線の取出し箇所の切
欠きの確認

その他（	 ）

・防火構造，耐火構造，準耐火構造
に適合する材料，工法とする。

・設備用配管，電気配線等の完了を
確認する。

・壁仕上がり面の出入りは，胴縁に
よって調整する。

・面材の接続（ジョイント）位置は，
目の高さを避ける。

　注1）	耐力壁の仕様と壁倍率は，建築基準法施行令第46条表1，昭和56年6月1日建設省告示第1100号，平成12年5月31日
建設省告示第1460号による。

　　2）	合板に関しては，日本農林規格（JAS）による。
　　3）	合板においてシックハウス対策が求められている場合は，ホルムアルデヒド放散量区分F☆☆☆☆認定品とする。

内部壁下地

壁下地（構造用合板の場合）
（A）3'x9'版張りの場合 （B）3'x6'版張りの場合

胴差し 胴差し

N50
くぎ N50

くぎ2,
73
0

土台

土台

間柱 間柱

910 910

150 150

150 150

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

150 150

150 150

200 200

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

455 455455 455

6mm
以上

6mm
以上柱

柱
柱

構造用合板（厚7.5以上）
パーティクルボード（厚12以上）
構造用パネル
ハードボード（厚5以上）
硬質木片セメント板（厚12以上）

2,
73
0
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作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 天井仕上げ工法の確認

2. 天井下地の取付け

3. 天井下地面材の取付け

天井の仕上げ，仕様の確認
天井高さの確認
天井形状の確認（平，勾配，船底等）
天井付き機器類の確認（空調機，照明器
具等）

天窓（トップライト）がある場合，開口
位置，寸法等の確認

天井埋込みカーテンボックスがある場
合，造作と取り合い確認

回り縁の有無等の確認
その他（	 ）

天井仕上がり位置の墨出し確認
天井下地の取付け（吊り木	→	際野縁	→	
野縁受け	→	野縁）

天井付き機器類や天窓（トップライト）
のための開口部の確認

天井ふところの寸法確認（天井付き機器
類の納まり等）

天井下地面の接合部分の確認（受け材の
取付け）

天井下地面に先行して取り付ける回り
縁の場合，野縁組みの段階での取付け
確認

その他（	 ）

天井下地面材取付けの準備（天井付き機
器類や天窓（トップライト）位置の確認）

天井下地面材の取付け（接着剤と釘（ビ
ス）との併用）

天井付き機器類やトップライト箇所の
切欠きの確認

その他（	 ）

・防火構造，耐火構造，準耐火構造
に適合する材料，工法とする。

・天井高さによって，24時間換気の
気積量が変化する。

・天井付き機器重量によって，下地
補強への影響が出る。

・吊り木の間隔（ピッチ）：909mm
程度
・野縁受けの間隔：909mm程度
・野縁の間隔：303mm程度
・設備配管，電気配線が完了してい
ることを確認する。

・水回りの居室には，専用の合板や
ボードを使用する。

19. 木工事：天井下地

　注1）	視覚的な面から，天井には，むくり（部屋の長手方向に対して）を付ける場合がある。
　　　・6畳間：－9mm程度　・8畳間：－12mm程度　・10畳間：－15mm程度

天井下地

天井下地面材

天井下地（石こうボード）

間柱

柱

天井下地 板野縁

吊り木

天井板

野縁受け

野縁

板野縁

野縁
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20. 木工事：開口部造作ほか

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 枠材の準備

2. サッシ枠の取付け

3. 室内開き戸枠の取付け

4. 室内引戸枠の取付け

建具の仕様確認（引戸・開き戸，開き勝
手，厚さ，枠形状，枠寸法等）

枠材の樹種・等級，加工等の確認（仕上
げ表による）

荷受け時の確認（材料の乾燥状態，木目，
節，加工精度等）

その他（	 ）

枠形状，寸法の確認
材料の加工，四方枠の組立て
サッシ枠の取付け（サッシアングルに合
わせて，サッシビスで固定）

ケーシングの取付け
その他（	 ）

壁下地の間柱，まぐさの施工状況の確
認（開き戸枠の高さおよび幅等）

枠の形状，寸法の確認
枠材料の加工（開き勝手，開き戸のアン
ダーカット，蝶番の種類，戸当りの緩
衝材等）および三方枠の組立て

三方枠の取付け（下枠は仮固定）
その他（	 ）

壁下地の間柱，まぐさの施工状況の確
認（開き戸枠の高さおよび幅等）

枠の形状，寸法の確認
枠材料の加工（開き勝手，開き戸のアン
ダーカット，蝶番の種類，戸当りの緩
衝材等）および三方枠の組立て

三方枠の取付け（下枠は仮固定）
戸袋鏡板下地の取付け（格子状に組む）
枠の取付け（鴨居	→	戸当り枠	→	戸口方
立て）

その他（	 ）

・留め，突付け，横枠勝ち，たて枠
勝ち等の意匠に関して，設計者・
監理者への確認を行う。

・材料の発注や納期の確認を行う。

・すき間や目違いがないようにす
る。

・下げ振りにて垂直を確認する。

・枠の精度は引戸の建込み精度に大
きく影響を及ぼすことから，敷居・
鴨居の水平やたて枠の垂直度の管
理を厳密に行う。

・建具と戸袋の寸法を確認する。

・下げ振りにて垂直を確認する。

サッシ回り

開口部回り造作

窓台

柱
間柱

まぐさ

間柱
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作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 材料等の準備

2. フローリング材の取付
け

3. 幅木の取付け

4. 養生

4. 回り縁の取付け

5. 羽目板の取付け

造作部位，形状・寸法，材料等の確認（材
料に適合する接着剤を含む）

必要に応じて施工図を作成
材料の保管状態の確認
その他（	 ）

玄関框，階段框，敷居，床見切り等の
先行作業の実施

フローリング張り方向の確認（根太方向
に対して直交）

フローリング材の仮敷き（働き幅，割付
け，木目合せ等の確認）

フローリング材の取付け（接着剤とフロ
アステープルの併用）

その他（	 ）

幅木の形状，寸法の確認
床と幅木の取り合いの確認（フローリン
グしゃくりが必要，付け幅木は不要）

その他（	 ）

台所（キッチン），設備機器の設置位置
の確認（養生方法の検討）

清掃後，養生の実施
その他（	 ）

回り縁の形状の確認
回り縁の取付け（天井しゃくりの加工，
付け回り縁の場合は不要）

その他（	 ）

羽目板の張り方向と下地の関係を確認
羽目板の下地の取付け
羽目板の仮並べの実施（働き幅，割付け，
木目合せ）

羽目板の取付け（接着剤とビスの併用）
その他（	 ）

・使用する材料は，見本（サンプル）
にて確認する。

・ホルムアルデヒド放散量区分表示
については，F☆☆☆☆を確認す
る。
・納品書を保管する。

・床暖房の有無を確認する。

・床下収納の有無を確認する。

・接着剤は，メーカーの仕様書にて
確認する。

・材厚とステープルの長さを確認す
る。

・フローリング材表面の損傷の確認
を行う。

・羽目板が本
ほん

実
ざね

目透し張りの場合，
幅木，回り縁，見切りなどにしゃ
くりを施す。

21. 木工事：洋室の造作

洋室床仕上げ： フローリング

洋室造作
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22. 木工事：和室の造作

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 和室の造作の準備

2. 敷居の取付け

3. 鴨居・落し掛けの取付
け

4. 回り縁の取付け

5. 付け鴨居の取付け
長押の取付け

6. 畳寄せの取付け

7. 天井の取付け

8. 押入の造作

和室の寸法，納まり，仕上げ等の確認
（天井高さ，内法寸法，落し掛け高さ，
長押の有無，長押の成，回り縁の形状，
欄間の意匠等）

造作部位，形状，材料，寸法等の確認
必要に応じて施工図を作成
その他（	 ）

建具の厚さ，枚数および敷居溝の確認
敷居の取付け
その他（	 ）

落し掛けの位置の確認
柱欠き部分の確認
建具の厚さ，枚数および鴨居溝の確認
鴨居の取付け（開口幅によって鴨居吊り
束の要否の判断）

その他（	 ）

回り縁の形状の確認
回り縁の取付け（天井しゃくりの加工）
その他（	 ）

付け鴨居と鴨居の成の確認
付鴨居の取付け
長押と床柱の納まりの確認
長押の取付け
その他（	 ）

柱と壁のちり寸法の確認
畳寄せの取付け
その他（	 ）

天井高さ，形状等の確認
天井の取付け
その他（	 ）

天袋の有無の確認
押入れの組立て
その他（	 ）

・床の間の有無を確認する。

・敷居は，木表を上面とする。

・鴨居は，木表を下面とする。

・天井の勾配，船底等の形状の確認
や竿縁，敷目等の意匠の確認を行
う。

・製作手順：回り縁	→	床・壁・天
井下地	→	雑巾ずり	→	中段根太
掛け	→	前框	→	根太掛け	→	中段	
→	枕棚

和 室

和 室

畳

襖襖

長押鴨居

欄間

障子
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畳の歴史
現代の畳と同様のものになるのは，平安時代である。厚みが加わり，部屋に据え置いて使用されるようになり，大
きさの規格化も進んできた。室町時代になると，書院の登場とともに部屋全体に畳が敷かれるようになり，移動され
ることがなくなって，より厚く重くなっていった。江戸時代に入ると，畳は建築物の重要な要素とみなされるように
なり，城や屋敷等の改修工事を司る役職として畳奉行が任命されることとなった。
近年，生活の洋式化の進展にともない，畳を敷き詰める形式から，平安時代のように薄い畳をクッションとして数
枚床に置くというスタイルも見られるようになってきている。

畳の構造
・畳床：乾燥させた稲

いな

藁
わら

を圧縮して縫い留め，原則5. 5 cmの板状に加工したものが伝統的な製法であり，藁
わら

床
どこ

と呼ば
れる。適度な弾力性，高い保温性，室内の空気清浄作用などの機能を有する。近年では，材料の入手が困難なこと，
製造が複雑なこと，取り扱いが面倒なこと，ダニ等の害虫の繁殖が生じやすいこと，カビが発生する等の理由から，
新素材が活用されている。
新素材には，木材のチップを圧縮成形したインシュレーションボード，発泡スチロールを単板あるいは積層させた
建材畳床（化学床ともいう）と呼ばれるものが多用されている。この建材畳床は，安価で軽量であることや防音性に
優れている特徴をもつ。
・畳表：藺

い

草
ぐ さ

や七
し ち

島
と う

藺
い

の茎を乾燥させて織ったもので，さまざまな織り方がある。藺草を緯
よこ

糸
いと

，麻糸や綿糸を経
たて

糸
いと

と
して織り上げるが，一般的には一目の中に経糸を2本ずつ織り込んだ諸

もろ

目
み

表
おもて

である。
畳表は，年月が経過した場合，擦り切れることから，3～ 5年で裏返し（畳表をひっくり返して使用する）や，表替
え（新たなものに張り替える）を行う。なお，畳表は畳床と異なり，現在でも天然素材が一般的であるが，合成繊維
を織ったものやシート状の合成繊維も使用されるようになってきている。
・畳縁：通常，畳床を畳表で包む際，長手方向には畳表を巻き付けて裏側で縫い付けるが，横方向は畳床の幅に合わ
せて畳表を切りそろえる。この部分は畳表が固定されないため，畳の縁の切り口を隠すとともに，畳床に縫い付け
て止める。これが畳

たたみべり

縁である。
畳縁は目立つため，色や柄で部屋の雰囲気が大きく変化する。昔は，身分の違いによって利用できる畳縁に制限が
あった。

畳の寸法
日本家屋では，畳の枚数によって部屋の大きさが示されるように，畳の寸法が重要である。畳の寸法にはいろいろ
なものがある。この寸法に違いが生じるのは，基準となる1間の寸法が異なることが主な原因である。
・昔

しゃく

間
ま

，本
ほ ん

間
ま

：1間が京間より大きい6尺5寸の畳割りであり，畳の寸法は3尺2寸 5分×6尺 5寸（985×1,970mm）で	
ある。
・京

きょう

間
ま

，本
ほ ん

間
ま

，関
か ん

西
さ い

間
ま

：1間が 6尺 3寸の畳割りで，畳の寸法は 3尺 1寸 5分×6尺 3寸（955×1,910mm）である。主	
に近畿，中国，四国，九州と西日本の大部分で使用されている。
・中

ちゅうきょう

京間
ま

，三
さ ぶ

六
ろ く

間
ま

：1間が 6尺の畳割りで，畳の寸法は 3尺× 6尺（910×1,820mm）である。主に愛知，岐阜県の中
京地方や福島，山形，岩手県の東北地方の一部，北陸地方の一部および沖縄，奄美大島で使用されている。
・江

え

戸
ど

間
ま

，関
か ん

東
と う

間
ま

，田
い

舎
なか

間
ま

，五
ご

八
はち

間
ま

：1間が 6尺の柱割りであり，8畳間の場合の畳の寸法は，ほぼ 2尺 9寸× 5尺 8寸	
（880×1,760mm）である。関東，東北地方の一部，北海道，三重県伊勢地方で使用されている。
その他，UR住宅，アパート，共同住宅等で使用される団地間（2尺 8寸× 5尺 6寸＝850×1,700mm），九州地方
の一部で利用されている六二間（3尺 1寸×6尺 2寸＝940×1,880mm），山陰と近畿地方の一部で利用されている
六一間（3尺 5寸×6尺 1寸＝925×1,850mm）等がある。

畳の敷き方
・祝儀敷き：現在の家屋等での敷き方である。4枚の畳の角が一箇所に集まらないようにする。
・不祝儀敷き：葬儀などの場合、祝儀敷きに対応する作法として敷き替えを行うもの。

豆知識 〈その5〉 畳

畳（和室）

祝儀敷きの例 不祝儀敷きの例

6畳（帖） 6畳（帖）

10畳（帖） 10畳（帖）

12畳（帖） 12畳（帖）

8畳（帖） 8畳（帖）
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作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 床の間，床脇等の造作
準備

2. 床の間の造作

3. 床脇の造作

床の間の構成材料の確認（床柱，床框，
落し掛け，床地板，天井）

床脇の構成等の確認（天袋，違い棚，地
袋，床の間との界壁，無目，天井）

必要に応じ施工図の作成
材料形状，樹種，寸法等の確認
その他（	 ）

落し掛けの高さの確認
床框の成の確認
床地板のレベル出し
束立て（必要な場合）の検討
床の間の天井高さの確認（回り縁の取付
け位置との関係）

床の間の施工（床柱：建方時	→	落し掛
け：和室造作時	→	床框	→	床地板	→	
雑巾ずり	→	回り縁	→	天井	→	無双四
分一）

その他（	 ）

床の間との界壁の関係を確認
界壁の形状および高さの確認
床板と畳との関係の確認（同面に納める
場合，踏込み板の取付けはしない）

床脇の施工（洞口	→	蹴込み板	→	床板	
→	天袋	→	地袋	→	回り縁	→	棚	→	雑
巾ずり）

その他（	 ）

・顧客の嗜好や座敷としての格によ
って，床の間の意匠は異なる。

・高価な材料が多いことから，発注
の間違いに注意が必要である。

・床の間の天井は，室の天井よりも
高い位置とする（床前に座り，掛
け軸の軸吊り糸が見えない高さ）。

・棚に関しては，違い棚，通し棚，
落し棚，束棚など多様である。

23. 木工事：床の間の造作

・床の間とは，正しくは	「床
とこ

」	であり，「床の間」	は俗称といわれている。
・室町時代中期に始まり，安土桃山時代に完成した書院造りの住宅様式の装飾の一つとして，床の間がある。
・床の間は，お客様をもてなす最上の部屋に位置し，床の間を背にするのは最も身分の高い人ということで，床の間
が上座となる。
・明治時代以降，一般の住宅にも床の間が造られることが一般的となったが，昨今の住宅事情で床の間のない家も増
加している。
・床の間には，部屋に入って向かって左側に床の間がある本勝手と，右側に床の間のある逆勝手がある。

書院 甲板

書院障子

〈床の間（本勝手）〉

床の間付書院 床脇

天井板 竿縁

回り縁天井長押

無目

床框

長押

床板

地袋

地板

天袋

落し掛け

海老束

筆返し

違い棚

下り壁

床柱
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24. 木工事：階段の造作

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 階段の取付け準備

2. 木取り・墨付けおよび
取付け位置の墨出し

3. 部材の組立て

4. 造作の納まりおよび仕
上がり状態

5. 階段の養生

階高の寸法測定（実測値）
設計図面との照合（蹴上げ，踏面）
階段の形状，素材，寸法等の確認（幅木，
蹴込み板，ノンスリップ，手すりの有
無や階段下収納の有無等を含む）

必要な場合，施工図の作成
原寸図の作成
その他（	 ）

原寸図に基づき，材料の墨付け
墨にしたがい材料の刻み
柱，間柱への墨出し（段寸法に合わせ）
その他（	 ）

刻んだ階段部材の組立て（接着剤とくさ
びの併用）

その他（	 ）

寸法の確認
床鳴り発生の確認
階段下収納がある場合，不具合の有無
の確認

その他（	 ）

薄ベニヤ，段ボール等による養生（蹴込
み板まで）

養生材の不陸や剥がれの確認（つまづき
の原因への予防）

その他（	 ）

・階段の形状（直階段，折り返し階
段，曲り階段，回り階段等）を確
認する。
・階段の支持形式：側桁，ささら桁，
中桁，片持ち等がある。
・合板は，F☆☆☆☆表示を確認す
る。

・剥ぎ加工の要否の判断を行う。
・木目のつながりを考慮する。

・組立て手順：階段框	→	側桁	→	
親柱	→	踊り場	→	段板	→	蹴込み
板	→	手すり子	→	手すり笠木

　注1）	「建築基準法施行令第23条」	における住宅の階段各部の寸法の規定は，以下のとおりである。
　　　・階段の幅：75cm以上　・蹴上げ：23cm以下　・踏面：15cm以上
　　2）	前述した建築基準法施行令のほかにも，「住宅金融支援機構融資基準」，「住宅性能表示制度」	等による詳細な規定がある。

階段仕上がり状況

段板，蹴込み板 段板，蹴込み板の断面

蹴込み板

蹴込み板

側げた

側げた

くさび

くさび

くさび打ちの彫込み

段板

段板

くさび
（くぎ打ち）
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作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 浴室の造作の準備

2. 防水下地材の取付け

3. 防水シートの取付け

4. 壁仕上げ

5. 天井仕上げ

図面，仕上げ表等の確認
施工図の作成（床仕上げレベル，天井高
さ，仕上材の割付け，給水栓の位置，排	
水目皿の位置，換気扇取付け位置，浴槽	
の設置位置，照明器具の取付け位置，防	
水や断熱の納まり，防水層の立上り寸法	
等への対応）

先行工事の状況確認（下地木部への薬剤
処理，断熱材の処理，給排水管の施工，
換気扇ダクトの施工，サッシ取付け等）

その他（	 ）

壁下地の取付け（完全耐水合板）
天井野縁の取付け（高さ，勾配，壁との
取り合い等を確認）

その他（	 ）

防水シート張り（壁	→	天井の順，基礎
耐圧版まで伸ばす）

防水シート張りの密着状況の確認（開口
部枠回りの取り合いも含む）

その他（	 ）

羽目板張りの場合，耐水性のある樹種
であることの確認（ヒノキ，ヒバ，サワ
ラ等）

タイルの場合，タイルの割付けの確認
（水栓の位置は目地部）

その他（	 ）

天井板の取付け
結露水の自然流下に必要な勾配の確認
その他（	 ）

・浴槽，水栓，照明器具等の仕様を
確認する（商品番号等）。
・タイルの仕様を確認する。

・合板は，F☆☆☆☆表示を確認す
る。
・ステンレス釘を使用する。

・シーラーやテープは，メーカーの
仕様による。

・継手の重ね代や端部の処理につい
て確認する。

・隠し釘による処理は避ける。
・ウレタン系接着剤と釘との併用で
取り付ける。

25. 木工事：浴室の造作

　注1）	在来工法による浴室の施工に際しては，漏水発生の可能性があることから，可能な限り1階とする。
　　2）	羽目板張りの場合，カビの発生を予防する目的から，浴室乾燥換気扇を取り付けること。
　　3）	浴室ユニットを使用する場合は，ユニットバス工事を参照のこと。

浴室回り造作（断熱材）

浴室回りの仕上げ（状況）
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屋根下地（外観）

屋根下地（室内側）

小屋組（屋根）

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 軒先寸法の確認

2. 垂木の取付け

3. 破風板および鼻隠しの
取付け

4. 野地板の取付け（張り）

5. その他
①トップライト開口部

がある場合の処置
②棟換気を採用する場

合の処置

隣地境界と軒先までの距離の確認（斜線
制限の有無）

その他（	 ）

屋根葺き材による軒の出寸法のチェッ
ク（図面との照合）

屋根葺き材によるけらばの出寸法のチ
ェック（図面との照合）

鼻隠し，破風板の仕様および軒先の納
まりの確認

垂木の継手位置の決定
その他（	 ）

鼻隠しの継手位置の決定（垂木の芯）
破風板の継手位置の決定（母屋芯，棟木
または母屋に取付け）

その他（	 ）

墨出し（軒先の張り始め位置より）
野地板張り（釘：N38，＠150mm以内）
広小舞，登り淀の継手位置の決定（垂木
の芯）

野地板の継手は乱張り
その他（	 ）

開口部補強材の取付け（メーカー仕様に
よる）

開口部補強材の取付け（棟換気メーカー
の仕様による）

その他（	 ）

・実寸のチェック

・軒先の出寸法
［金属板葺き，スレート葺き］
軒先側：鼻隠しから40～45mm
けらば側：破風板から15mm
［瓦葺き］
軒先側：鼻隠しから15～30mm
けらば側：破風板から15mm
・垂木の継手位置：母屋上50mm程
度

・鼻隠しの継手については，突付け
またはそぎ継ぎ

・広小舞，登り淀の継手位置は，鼻
隠しおよび破風板の継手を避け
る。

26. 屋根工事：屋根下地

　注1）	アスファルトルーフィングの規格は，JIS	A	6005に適合するものとする。
　　2）	合成高分子系ルーフィングの規格は，JIS	A	6008による。
　　3）	切妻屋根のけらばおよびスレート葺きの軒先は，原則，ルーフィング張りに先行して水切りを取り付ける。
　　4）	トップライト回りは，ルーフィング張りに先行して，立上り部の板金を取り付ける。
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作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 断熱材の手配，搬入

2. 断熱材の加工（垂木の
間に敷き込む場合）

（垂木の下面に施工す
る場合）

3. 断熱材の取付け（垂木
の間に敷き込む場合）

（垂木の下面に施工す
る場合）

4. 気密処理への対応

5. 遮熱シートの取付け

木工事建方完了後，断熱材の搬入
断熱材の仮置き（ストック）
その他（	 ）

垂木の間隔を確認した後，加工（切断）
を実施

断熱材の破損（バリ，欠損，その他）の
状況を確認

その他（	 ）
施工面の形状を確認した後，加工（切断）
を実施

断熱材の破損（バリ，欠損，その他）の
状況を確認

断熱材をすき間なく取り付けるよう検
討

その他（	 ）

垂木の間にすき間なく敷き込む
垂木と野地板の通気層の確認（通気層を
設ける場合：厚み）

断熱材の破損状況の確認
断熱材の破損部の補修（発泡ウレタン等
での充てん）

その他（	 ）
屋根工事完了後，室内側から取り付け
る

断熱材のすき間の確認
その他（	 ）

断熱材の継目，断熱材と垂木間の気密
処理の実施

垂木下面への施工の場合，気密テープ
による処理

その他（	 ）

図面や仕様書から，遮熱シートの要否
を確認

遮熱シートは，通気層の上に取付け
その他（	 ）

・シート等による養生の実施

・垂木の間隔寸法よりも大きめに加
工

・通気層の確保への対応

・求められているC値の確認
・気密テープの取付け
・発泡ウレタン等の充てん

27. 屋根工事：屋根断熱

屋根断熱（垂木の間）

屋根断熱（室内側） 屋根断熱（室内側）

屋根断熱
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28. 屋根工事：屋根仕上げ（瓦葺き）

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 材料の確認

2. 瓦の割付け

3. 先行板金工事の施工

4. 瓦桟の取材け・加工

5. 瓦葺き（施工）

6. 清掃，片付け

納品書による品質の確認（数量含む）
役物瓦の確認（丸瓦，のし瓦，巴瓦，雪
止め瓦）

その他（	 ）

瓦の割付け図の確認
瓦桟の間隔の決定
谷板金，際板金の範囲の決定
その他（	 ）

屋根板金の取付け（切妻屋根の場合のけ
らば水切り，トップライト回り立上り
の捨て板金）

本谷，際谷の板金の取付け
その他（	 ）

瓦桟下のスペーサーの取付け（スペーサ
ー部材：3～5mm×40mm＠455mm）

瓦桟の取付け（瓦桟：15×18mm程度）
割付け図に従い切断，穴あけ
その他（	 ）

瓦の配置はバランスを考慮する（荷重の
分散）

瓦葺きの手順の確認（軒先瓦→2段目～
頂部→隅棟→本棟）

瓦の止め付け方法の確認
その他（	 ）

施工不良部分への対応（瓦隅切り部の重
なり，葺き線の通り等）

清掃状況の確認
その他（	 ）

・メーカーの仕様書，マニュアル等
との照合

・事前に板金の厚み，詳細の検討

・瓦の取付け方法，詳細は施工基準
書等を参照

　注1）	粘土瓦の品質については，JIS	A	5208による。
　　2）	釘，ビス，結束線等は，以下のとおりである。
　　　・釘：銅，ステンレス　長さ45～65mm，φ24mm程度
　　　・ビス：ステンレス　長さ45～95mm
　　　・結束線：銅，ステンレス　φ0. 9mm以上

瓦葺き下地

瓦葺きの準備（瓦のストック）

瓦葺き概要
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作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 材料の確認

2. 先行板金の取付け

3-1. 金属板の取付け（金
属板葺きの場合）

3-2. スレート瓦の取付け
（スレート葺きの場
合）

4. 棟板金の雨押え

5. 施工確認，清掃

納品書による品質の確認（数量を含む）
雪止めの有無の確認
その他（	 ）

屋根板金の取付け（軒先水切り，切妻屋
根の場合のけらば水切り，トップライ
ト回り立上りの捨て板金等）

本谷，際谷の板金施工
その他（	 ）

材料を屋根に載せる場合，荷重を分散
させるため均等に置く

最上階の屋根から施工する
吊子は屋根と同様の材料を使用する
軒先唐草と屋根材を重ねて折り曲げる
その他（	 ）

材料を屋根に載せる場合，荷重を分散
させるため均等に置く

最上階の屋根から施工する
スレート瓦を野地板にタッピングねじ
等で留め付ける（留付け方法，間隔等）

頂部の材が働き寸法を超えた場合，1段
多く施工する

その他（	 ）

棟包み板を留め付け，雨押え板金を被
せる

隅棟の板金は，水下から取り付ける
雨押え板金の釘は，先端から50mm逃
げて打つ

棟雨押えの釘頭にシーリングを行う
その他（	 ）

施工不良箇所の確認
清掃状況の確認（もらい錆の除去）

・メーカーの仕様書，マニュアル等
との照合

・板金の継手は，50mm以上の重ね
合わせ（シーリングの施工）

・既製品を使用する場合，メーカー
指定の仕様に従う。

・スレートの品質：JIS	A	5432
・スレート瓦の留付け方法は，メー
カー指定の仕様による。

・葺き始めは，軒先水切りより20	
mm程度突出させる。

・働き寸法は，スレート瓦の種類に
よって異なる。

・棟包み板の寸法は，90×13mm
程度

・雨押え板金の取付け：ステンレス
釘の横打ち，＠300mm

・敷地境界の越境を確認する（下げ
振り等による）。

29. 屋根工事：屋根仕上げ（金属板，スレート等）

　注1）	住宅屋根用金属板は，JIS	G	3312，3318，3320，3321，3322およびJIS	K	6744，JIS	H	3100による。
　　2）	異種金属の電食反応による欠陥を防止するため，屋根材と釘の組合せに留意する。
　　3）	住宅屋根用化粧スレートの品質は，JIS	A	5423による。

屋根（金属板）

屋根（スレート）
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作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 板金の施工箇所の確認

2. 板金の加工

3. 谷板金の取付け

4. 際板金の取付け

5. 施工状況の確認

図面，仕様書による工事範囲等の確認
（切妻のけらば水切り，谷板金，際谷等）

その他（	 ）

図面や仕様書による形状・寸法等の確
認（加工形状，立上り寸法，防水紙重ね
寸法ほか）

製作寸法の確認
工場加工への指示（搬入時，金属くず等
の付着確認）

その他（	 ）

ルーフィング張り，瓦桟の取付け状態
の確認

谷板金の取付け
取付け状況の確認
その他（	 ）

ルーフィング張りの完了の確認
際板金の取付け
際板金の水上端の処理を確認（棟違い屋
根と軒裏との取合い，下屋の棟と際谷
板金の取合い）

際板金取付け後，立上り端部を確認（防
水テープ張り）

その他（	 ）

不良箇所等の確認（釘頭の出，釘打ち損
じの孔，防水テープのはがれ，端部処
理の不具合等）

切りくず，削りくず等の放置があるか
どうかの確認

その他（	 ）

・現場における採寸
・谷板金は，1本物による製作
・指定がない場合，瓦と同系色の薄
板鋼板（厚さ0. 35mm（＃29））

・通し葺きができない場合，二重は
ぜ継ぎ（継手1箇所，2個以上の吊
木）

・谷板金の幅は、谷中央から振り分
け150mm以上

・谷板金水上端部の処理を確認

・板金の立上りと比較し，ルーフィ
ング立上りのほうが50mm以上高
いこと
・板金の立上りは，120mm以上と
し，上端に水返しが必要

・防水テープはローラーを使用し，
密着性を確保

・釘孔の処理は，シーリング材を使
用

30. 金属工事：瓦屋根板金

　注1）	水上端部の処理は，瓦工と打合せを行うことが必要である。
　　2）	板金工事に用いられる標準的な材料は，以下のとおりである。
　　　・薄板鋼板：厚さ0. 35mm（＃29）
　　　・ステンレス板：厚さ0. 35～0. 4mm
　　　・銅板：厚さ0. 3～0. 4mm

たる木

軒先

かわら桟

かわら座

軒先がわら

野地板

下ぶき

桟がわら

のしがわら

雨押え板

雨押え包み板

下
ぶ
き
立
上
り
25
0m
m
以
上

雨
押
え
包
み
板

12
0m
m
以
上

たる木

たる木掛け

しっくい
を充填

面戸がわら
またはしっくい

野地板

下ぶき

かわら桟
雨押え板

雨押え包み板

下
ぶ
き
立
上
り
25
0m
m
以
上

雨
押
え
包
み
板

12
0m
m
以
上

たる木

谷板

むね補強金物とねじによる留付け例

むね補強用ボルト等 ふき土

むね補強用芯材 かんむりがわら

パッキン付きステンレスねじ

野地板

桟がわら

かんむりがわら
１枚ごとに緊結

地むねから緊結線2条を
引き出す

のしがわら緊結

くぎ

下ぶき材

たる木

ふき土

締付け

むな木
野地板

桟がわら

のしがわら緊結
むね補強用ボルト等

下ぶき材

たる木

ふき土
むね補強用芯材

かんむりがわら

パッキン付きステンレスねじ

むな木

軒先及びけらばの留付け

流れ部分の壁面との取合い

粘土がわらぶきの壁との取合い

水上部分の壁面との取合い

緊結線による留付け例

むねのおさまり

むね補強金物とねじによる留付け例



― 74 ― ― 75 ―

31. 金属工事：雨押え板金

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 雨押え板金の準備

2. 板金の加工

3. 雨押え板金下地の留付
け，板金の取付け

4. 施工状況の確認

屋根葺き工事完了の確認
その他（	 ）

図面，仕様書による形状・寸法等の確
認（加工形状，立上り寸法，防水紙重ね
寸法ほか）

現場での採寸
製作寸法の確認
工場加工の指示（搬入時，金属くず等の
付着確認）

その他（	 ）

雨押え板金下地の留付け（雨押え包み板
受け材，雨押え包み板）

取付け手順にしたがい，雨押え板金の
取付け，固定
①水下側のし棟雨押え→②際谷用雨押
え（のぼり雨押え）→③前述①の立上り
部を②で包む→④水上側のし棟雨押え

板金端部の処理（雨押え板金上部に防水
テープ張り）

その他（	 ）

施工上の不具合の確認
不具合箇所の補修（釘頭の出，釘打ち損
じの孔，防水テープのはがれ，端部処
理の不具合）

切りくずや削りくず等の清掃
その他（	 ）

・谷板金と同材を使用

・雨押え包み板：24×90mm程度

・立上り部の釘打ち：＠455mm
・雨押え部の釘打ち：＠300mm

・防水テープの施工の際，ローラー
を使用し密着させる。

・雨押え板金固定用の釘頭へのシー
リング材の充てん

　注1）	板金工事に使用する標準的な材料は，以下のとおりとする。
　　　・薄板鋼板：厚さ0. 35mm（＃29）
　　　・ステンレス板：厚さ0. 35～0. 4mm
　　　・銅板：厚さ0. 3～0. 4mm
　　2）	施工に際しては，異種金属の電食反応による欠陥が発生しないよう，使用材料と釘類の組合せには注意が必要である。

水上部分と壁との取合い

壁止まり軒先と外壁の取合い部の施工例 軒部のおさまり

野地板

外壁材

下ぶき材

雨押え板

雨押え包み板

雨押え受け材

たる木 たる木受け

シーリング

12
0以
上

溝板

野地板

野地板

防水紙

外壁材

雨押え板
雨押え包み板

雨押え受け材

たる木

12
0以
上

溝板

野地板

下ぶき材

かわら棒包み板

たる木

溝板

心木

桟鼻留めくぎ

唐草留めくぎ

広小舞

桟鼻

唐草

下ぶき材

下ぶき押え材

軒先水切り板

増張り下ぶき材

溝板

溝板端部
雨押え受け材の高さまで
立ち上げ、はぜを付ける

唐草（軒先、けらばに使用）
桟鼻（心木木口包みに使用）

流れ方向と壁との取合い
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作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 土台水切りの取付け

2. 霧除け庇，出窓屋根の
取付け

3. バルコニー回りの板金
の取付け

4. 天窓（トップライト）回
りの捨て板金の取付け

5. 開口部枠への水切りの
取付け

基礎部の取合いの確認（外壁の出寸法，
基礎立上りの仕上げ厚さ）

土台水切りの取付け（上端部に防水テー
プ張り）

その他（	 ）

現場での採寸（製作寸法の確定）
板金加工
軒先先端部の唐草取付け
屋根板金の取付け（軒先端部は唐草とか
み合わせ，外壁側端部の立上げ）

その他（	 ）

作業範囲の確認（防水工事との関係）
防水押え板金の取付け
腰壁部の笠木板金の取付け（笠木天端の
内勾配の確認）

腰壁と外壁が関係する場合，板金立上
りを下地板に取り付ける（防水紙の使
用）

その他（	 ）

作業範囲の確認（防水工事との関係）
下地勾配の確認
天窓（トップライト）回りの立上り部へ
の捨て板金の取付け

その他（	 ）

上枠水切りの取付け
板金立上り部への防水テープ張り
サッシ取付け完了後，外側の窓台に水
切りの取付け

その他（	 ）

・継手の重ね寸法は50mm以上，シ
ーリング材との併用

・原則，長尺ものを使用

・防水テープ張り

・釘頭の処理：シーリング材
・立上り上端部：防水テープ張り
・立上り部：防水紙の増し張り

・雨水の自然落下への対応

32. 金属工事：外部板金

　注1）	図面および仕様書により，素材，色，加工形状等を確認する。
　　2）	板金の取付けに際しては，異種金物の電食反応による欠陥が発生しないように，板材と釘類の組合せについて留意する。
　　3）	通気工法の場合，土台水切りの納まりの検討が必要となる。

ベランダ回り水切り 水切り：モルタル通気工法の場合

出窓回り水切り 外部板金概要

基礎

基礎パッキン

胴縁

浸透防水シート

構造用合板

土台

通
気
層

水切り

モルタル定規

捨て張り
防水紙

メタルラス

モルタル
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33. 金属工事：軒樋，竪樋ほか

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 仕様等の確認

2. 軒樋の取付け

3. 竪樋の取付け

4. 施工完了後の点検

外装仕上げ工事完了の確認
雨樋の詳細の確認（竪樋の取付け位置，
材質，色，形状，寸法等

雨樋の詳細の確認：内樋の場合
　（樋下地工事の確認，樋断面，水勾配，
オーバーフロー等）

その他（	 ）

樋支持金物の位置出し，取付け
軒樋，集水器の取付け（軒先唐草の納ま
りの確認，屋根先端からの伸び（20mm
程度，エンドキャップの有無等）

その他（	 ）

竪樋支持金物の位置出し，取付け（水切
り勾配の確保）

竪樋の取付け（竪樋の垂直度合い，竪樋
の下端（地盤＋50mm程度伸ばす）等）

その他（	 ）

取付け位置の確認
不良箇所の確認
不良箇所の修正
その他（	 ）

・樋支持金物の下地のチェック
・外部足場の解体時期の確認（樋工
事に際して，足場が必要）

・樋支持金物の間隔（ピッチ）：600	
mm
・竪樋に向かう勾配：1/100～
1/200
・樋の接合：接着剤を併用
・接合した樋の長さ：10m内外
・集水器：落葉除けの設置

・支持金物の間隔（ピッチ）：1,000	
mm以内

・竪樋支持金物と外壁取合い部：シ
ーリング材処理
・樋の接合部：接着剤を併用

・取付け完了後の点検時期は，足場
解体前に実施する。

　注1）	雨樋の排水能力と適合サイズに関しては，落し口1箇所当たりの屋根投影面積および地域の降雨等を勘案して決定する。
なお，樋の排水能力は，メーカーカタログを参照すること。

　　2）	樋工事に際しては，雨水排水配管が完了していることが原則である。
　　3）	施工完了後の点検が完了したことを確認し，外部足場を解体する。

竪樋 軒樋

竪樋の取付け

軒樋と軒先端部の納まり

軒樋

化粧鼻隠し

軒先水切り
軒先瓦座

上釘

野地板＋ルーフィング

横釘

野縁

垂木
引掛け機

軒天井

広小舞
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34. 防水工事：バルコニー（シート防水）

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 準備，下地の確認

2. プライマーの塗布

3. シート張り

4. 仕上材の塗布

5. 漏水試験

防水材の断熱仕様の有無を確認
防水材の防火認定の有無を確認
不燃下地の要否の確認
防水層の立上り寸法の確認
下地の水勾配の確認
木工事の下地強度の確認
（根太：＠300mm以下，下地板：完全
耐水構造用合板厚さ12mm以上二重張
り，捨て張り：繊維混入けい酸カルシ
ウム板厚さ5. 0～12mm）

下地の水仕舞の確認（バルコニーの床勾
配，ドレーンの位置，排水溝と勾配，
オーバーフロー管等）

その他（	 ）

プライマーの塗布
プライマーの乾燥状態の確認
その他（	 ）

出隅，入隅用の成形役物の取付け
役物部分の処理（ドレーン，配管回りの
補強材の増し張り等）

立上り部分の処理（端部の固定金物およ
びシーリング処理）

平場部分のシート張り
シート張り完了後の空気抜き作業
その他（	 ）

シート部分の状態の確認（破損，ふくれ，
はく離等，シート継目部の不

ふ

陸
ろ く

等）

仕上材の塗布
その他（	 ）

水張り試験の実施（張り仕舞限度までを
対象に，24時間の水張り）

その他（	 ）

・防水材料の大臣認定番号を確認す
る。
・防水保証期間を確認する。
・立上り寸法：250～300mm
・下地の水勾配は1／50以上とする。
・木工事では，逆目釘やスクリュー
釘を使用する。
・耐水合板は，JAS特類または1類
を使用する。

・メーカーの仕様書の確認を行う。

・シート防水用の専用ドレーンを使
用する。

・シート防水用専用仕上材の防火認
定について確認する。

35. 防水工事：バルコニー（FRP防水）

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 準備，下地の確認

2. プライマーの塗布

3. FRPの塗布

防水材の断熱仕様の有無を確認
防水材の防火認定の有無を確認
不燃下地の要否の確認
防水層の立上り寸法の確認
下地の水勾配の確認
木工事の下地強度の確認（「34.バルコニ
ーシート防水」	を参照のこと）

下隅部の面取りの確認（出隅の面取り）
その他（	 ）

プライマーの塗布
プライマーの乾燥状態の確認
その他（	 ）

下地板の接合部や入隅部への防水テー
プの張り付け

ローラーや刷毛を用いて，均等に塗布
　（作業手順は以下のとおり）
　①防水用ポリエステル（1層目）
　②接合部，入隅部の処理
　③防水用ポリエステル（2層目）
　④防水用ガラスマット（1層目）
　⑤防水用ポリエステル（3層目）
　⑥防水用ポリエステル（4層目）
　⑦防水用ガラスマット（2層目）
　⑧防水用着色ポリエステル（1層目）
　⑨防水用着色ポリエステル（1層目）

仕上げ塗装
その他（	 ）

・FRP塗膜防水は，ガラスマット
補強材を2層以上とする。

・防水材料の大臣認定番号を確認す
る。
・防水保証期間を確認する。
・立上り寸法：250～300mm

・メーカーの仕様書の確認を行う。
・使用前に十分かくはんさせる。
・プライマーを均等に塗布する。

・FRP防水の仕上げ塗装は，竣工
間際に施工するため，事前の養生
が必要となる。

・防水用ガラスマットは，泡，ふく
れ，しわ等の発生防止のため，十
分な管理が必要である。

・各作業については，前工程の乾燥
状態を確認した後，塗布を行う。

　注）	FRP防水工事については，以下の仕様書類を参考するとよい。
　 1）	日本建築学会	「FRP防水工事施工指針（案）」	2000年
　 2）	日本建築学会	「建築工事標準仕様書・同解説	JASS	8	防水工事」	2014年
　 3）	国土交通大臣官房官庁営繕部監修	「公共建築木造工事標準仕様書平成25年版」
　 4）	FRP防水工業会	「FRP防水の手引き－Q＆A集－2015年版」
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36. 外部建具工事：アルミサッシ窓ほか

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 製品の手配，受入れ

2. 取付け準備

3. サッシの取付け

4. サッシ取付け後の防水
処理

5. サッシ付属品の取付
け，調整等

アルミサッシ窓の仕様の確認
・窓の形式：腰高窓，掃出し窓，出窓，

はめ殺し窓，天窓等

・開閉形式：引違い，片引き，内開き，
外開き，縦軸・横軸回転
等

・機能：標準，防音，断熱，換気，框
等

・納まり：内付け，外付け等
・寸法，開き勝手（左，右），色
・ガラスの種類：フロートガラス（単板），

合せガラス，強化ガラ
ス，複層ガラス等

・網戸の形式
・雨戸，シャッターの有無
納入日の確認
製品の損傷等の確認
その他（	 ）

窓台の先張り防湿防水シートの確認
バルコニーの防水完了の確認
その他（	 ）

以下を参照（「17.木工事：外部造作」	お
よび	「20.木工事：開口部の造作」）

その他（	 ）

サッシ回りの防水テープ張り
戸袋，シャッターボックス内の防水処
理の確認

その他（	 ）

外装工事完了の確認
シャッター，戸袋鏡板，雨戸等の取付
け

サッシの建付け調整
網戸の取付け
その他（	 ）

・窓台等の造作の取り合いを確認す
る。
・開口寸法が大きい場合，サッシの
製作寸法との調整を図る。
・サッシの発注寸法と，開口の寸法
とは異なることに注意する。

・ガラスの厚みとサッシ枠の見込み
寸法の確認をする。

・防水テープと木材および防湿防水
シート密着度合いを確認する。

・サッシの建付け調整後，クリーニ
ングを行う。

　注）	建具の耐風圧性，気密性，水密性，遮音性については，JIS	A	4706（サッシ）およびJIS	A	4702（ドアセット）による。

玄関扉（ドア）回り アルミサッシ窓回り

アルミサッシ窓（はき出し）

アルミサッシ窓（片開き）
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37. 外装工事：サイディング

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. サイディング工事の準
備

2. 外壁下地防水の確認

3. サイディングの施工

4. シーリングの施工

サイディング材の使用の確認（窯業系，
木質系，金属系等）

サイディングの割付けの検討（縦張り，
横張り，必要に応じて割付け図の作成）

防湿防水シート，防水テープ等の確認
各種納まりの確認（軒天井，通気経路，
役物の有無，目地等）

材料の受入れ確認（納入時期，置場の確
保，不適合品の処理等）

その他（	 ）

「15.木工事その1」	および	「16.木工事そ
の2」を参照

防湿防水シートの状況確認（張上げ方
法，重ね代，土台水切りの納まり，貫
通管との納まり，損傷の有無等）

その他（	 ）

サイディング材の取付け（出隅コーナー
の納まり，水平と垂直の精度，開口部
の取り合い，目地幅と目地深さ等に留
意）

取付け状況の確認
サイディング張りの不具合への対応（不

ふ

陸
ろ く

，傷・汚れ，釘頭の処理）

その他（	 ）

シーリング材の種類および材料の有効
期間等の確認

シーリング箇所の清掃
マスキングテープ張り
バックアップ材の取付け
プライマーの塗布
シーリング材の充てん
マスキングテープの撤去
シーリング材の打ち残し，すき間等の
確認

その他（	 ）

・メーカーの仕様書の内容を確認す
る。
・使用釘やビスなどの指定をする。
・シーリング材の選定を行う。
・外壁内の配管の作業状況（完了し
ていること）の確認をする。

・防湿防水シートの重ね代は，横
150mm以上，上下90mm以上と
する。

・釘やビスの種類を確認する。
・目地幅や目地深さは，メーカーの
仕様書による。

・施工は，風のない晴天の日とする。
・シーリング箇所は，油分を取り除
き，溶剤の蒸発と乾燥を確認する。

・バックアップ材の装てん後の目地
深さを確認する。

・シーリング材の充てんの際，へら
にてシーリングの面を仕上げる。

・マスキングテープの糊，はみ出し
たプライマー等は，専用クリーナ
ーで処理する。

外壁サイディング：全景

サイディング下地
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38. 外装工事：サイディング（通気工法）

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. サイディング工事の準
備

2. 下地（胴縁）取付けの確
認

3. 胴縁の取付け

4. 役物の取付け

「37.外装工事：サイディングその 1」	参
照

その他（	 ）

胴縁の取付け方法の確認（通気層の厚
み，使用釘の種類および間隔，サイデ
ィングの継手部分の胴縁寸法，開口部
回りの納まり，軒天井の通気等の確認）

その他（	 ）

透湿防水シート上から胴縁を取り付け
る（縦張りか横張りの区別，胴縁の間隔，
サイディングの継手部，開口部回り，出	
隅，入隅等への対応）

サイディングを横張りとする場合（胴縁
は縦張りとする）

・開口部上下で胴縁をあける。
サイディングを縦張りとする場合（胴縁
は横張りとする）

・胴縁の長さ・継手箇所で胴縁をあけ
る。

土台回り，軒天の通気確保の確認
胴縁の面精度の確認（不

ふ

陸
ろ く

の調整）
その他（	 ）

役物の取付けのための墨出し
役物の取付け（取付け手順：出隅コーナ
ー	→	ハットジョイナー）

役物取付け後の確認（水平および垂直等
の仕上げ精度）

土台水切りのあきの確認
その他（	 ）

・サイディング継手部分の胴縁の幅
は，90mm以上とする。

・胴縁の寸法は，15×45mm以上
とする（通気層の厚さの確保）。
・使用する釘やビスの間隔（ピッチ）
は，450mm以上とする。

・特殊継手箇所の胴縁幅は，90mm
以上とする。

・胴縁を横張りする場合，長さは
2,000mm以内とする。

・横胴縁の継手箇所では，通気のた
めに30mm程度のあきが必要であ
る。

・釘およびビスの種類を確認する。
・釘打ち等の位置は，メーカーの仕
様による。

　注）	サイディングの施工方法については，メーカーの手順書，マニュアル等による。

縦胴縁の場合 横胴縁の場合

開口部 開口部

胴縁
通気層

通気層

胴縁（出隅部）

断熱材

断熱材

断熱材 断熱材
床材 床材

外気 外気

外気 外気
防湿材 防湿材

防湿材 防湿材

防風材 防風材

通気層 通気層

外壁材 外壁材

通気用
軒天見切り縁

天井材
天井材

断熱材 断熱材

内壁材
内壁材

小屋裏換気孔に通気する構造 軒天見切り縁に通気する構造
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39. 断熱工事：充てん断熱（繊維系断熱材）

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

【マット式繊維系断熱材】
1. 断熱材の充てん

2. 防湿防水シート張り

【ブローイング式繊維系
断熱材】
1. 断熱材充てんの準備

2. 防湿防水シート張り

3. 断熱材の吹付け

4. 防湿防水シートの補修

防断熱材の加工・切断
断熱材の充てん
その他（	 ）

防湿防水シートの加工・切断
防湿防水シートの張付け（重ね代の確
保，設備配管・電気配線位置等の穴あけ）

防湿防水シートの継手，設備貫通部等
の気密処理の確認

その他（	 ）

専門施工業者との打合せ（仮設電気，作
業足場，養生範囲等）

材料や機材等の設置場所の確認
その他（	 ）

防湿防水シートの施工担当の確認（専門
工事業者の責任施工または建築工事の
施工か）

断熱材吹付け位置の開口（孔）設置
防湿防水シートの加工，張付け等に関
しては，前述のマット式繊維系断熱材
と同様

その他（	 ）

ブローイング式繊維系断熱材の吹付け
充てん不足等の確認
その他（	 ）

断熱材吹付け用開口（孔）等の補修（気密
テープ等による）

その他（	 ）

・断熱材の破損状況の確認を行う。

・防湿防水シートの張付けは、ステ
ープル等にて行う。
・配管と防湿防水シートとテープの
密着性の確認を行う。

・原則は，専門施工業者の責任施工
となる（保障期間の確認）。

・防湿防水シートの傷や破損部の補
修も併わせて行う。

　注1）	通気層とは，断熱層の外気側に設ける空気層のことで，両端を外気に開放。繊維系断熱材の場合，断熱層と通気層の間
に防風層を設ける。

　　2）	通気層を通る外気の断熱層への侵入を防止するために設ける。防風性が高く，透湿性を有するエアバリア層をいう。
　　3）	断熱層の室内側に設ける防湿性の高い材料で構成される層で，湿気や水蒸気の侵入を防止する。

40. 断熱工事：充てん断熱（発泡系断熱材）

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 断熱材の加工

【ボード系発泡断熱材】

2. 断熱材の取付け，補修

3. 気密処理のための施工

1. 発泡系断熱材吹付の準
備

【現場発泡系断熱材】

2. 断熱材の吹付け

3. 断熱材吹付け完了後の
点検

断熱材取付け位置の確認
断熱材欠込み位置の確認
断熱材の加工・切断等
その他（	 ）

断熱材の取付け
断熱材の破損部等の確認（欠込み部、欠
損部等）

発泡ウレタンによる補修
その他（	 ）

気密処理のための施工（柱，下地と断熱
材のすき間，断熱材の接合部等）

その他（	 ）

断熱材吹付け前の作業完了の確認（天
井，壁下地等）

断熱材吹付け箇所の確認（特に作業性に
問題のある部分）

断熱材吹付け回りの養生
その他（	 ）

断熱材の吹付け
断熱材吹付け作業時の点検、確認（吹付
け箇所の欠落、不良箇所等）

その他（	 ）

断熱材吹付けのための養生撤去
断熱材の不具合の点検（バリやはみ出
し，断面欠損等）

不具合部分の補修
その他（	 ）

・断熱材のストックスペースの確保
を確実に行う。

・断熱材は大きめの欠込みとする。

・垂木間で通気層を採る場合，通気
層の厚みの確保に留意する。

・気密処理は，発泡ウレタンまたは
気密テープにて行う。

・専門工事業者と綿密な打合せが必
要となる（保証期間等）。

・必要に応じて仮設電源を確保する
必要がある（発電機）。
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41. 断熱工事：外張り断熱

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 下地受け材の取付け

2. 断熱材の加工

3. 断熱材の取付け

4. 断熱材取付け後の点検
および補修

5. 気密処理

外装材，外部造作材等の確認（外装材等
の重量の算定）

断熱材と外装下地の関係の確認
断熱材下地の見込み寸法の確保
その他（	 ）

外装下地材の取付け位置の確認
換気扇等の設備貫通部の切欠き場所の
確認

断熱材の切断加工
その他（	 ）

断熱材の仮留め
断熱材の張付け
防湿防水シート張り
通気胴縁による固定
その他（	 ）

断熱材のすき間，欠損部分等のチェック
断熱材のすき間欠損部分等の処理（発泡
ウレタンによる充てん）
その他（	 ）

外装下地と断熱材間のすき間，断熱材
の接合部への気密処理（発泡ウレタンの
充てん，気密テープ）

設備貫通部等の気密処理
その他（	 ）

・断熱材の仮置き（ストック）場所を
確保する。

・外装材の重量が大きい場合，断熱
材の一部が断面欠損となる。

・外壁全体が断熱材処理されている
ことを確認する。

・断熱材のすき間，欠損部分をウレ
タン等で充てんする。

・ビスの種類，間隔を確認する。

　注）	外張り断熱に使用する発泡系断熱材については，外装材に対する支持力は期待できない。なお，外装材は，通気胴縁に
固定されているにすぎないことから，通気胴縁と断熱材を留め付けるビスの曲がりを防止するために，専用のビスを使
用することが望ましい。

外張り断熱

横胴縁

断熱材

（室外側）

（室内側） 防湿気密フィルム
柱

石こうボード

透浸防水シート

間柱

42. 断熱工事：床断熱

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 断熱材の取付け準備

2. 断熱材の取付け，補修

3. 気密処理

4. ユニットバス回りの断
熱処理

断熱材受け桟等の取付け（大引きの間に
入れる場合）

断熱材の加工
その他（	 ）

断熱材の敷込み
断熱材のすき間部，欠損部の処理
その他（	 ）

下地材と断熱材のすき間，断熱材の継
目等の確認

断熱材のすき間や継目の気密処理
その他（	 ）

ユニットバスの基礎部への断熱材の取
付け

配管施工用の開口の設置
基礎と土台のすき間の処理
断熱材の継目，断熱材と基礎・土台等
のすき間の処理（通気パッキンを使用し
ている場合，ここにも断熱材の張付け
および気密処理が必要）

配管作業の完了の確認
配管用開口の断熱材処理（継目等は気密
テープ等）

その他（	 ）

・断熱材を根太の間に敷き込む場合
は，受け桟は不要である。

・断熱材のすき間部や欠損部には，
発泡ウレタンを充てんする。

・断熱材のすき間や継目は，気密テ
ープ，ウレタン等による処理を行
う。

・断熱材の取付けは，ユニットバス
および配管施工前に行う。

・気密処理は，ウレタンの充てんや
気密テープ張りを行う。

基礎断熱の例

床断熱

発泡系断熱材

発泡系断熱材
現場発泡系断熱材

床仕上材

べた基礎
（砕石）

床下地材
基礎水切り

G.L

（捨てコン）
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43. 断熱工事：天井断熱

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 断熱材の敷込み

【マット式鉱物繊維系断熱材】

2. 透湿防水シートの取付
け

1. 断熱材の吹付け準備

【ブローイング式繊維系断熱材】

2. 透湿防水シート張り

3. 断熱材の吹付け

4. 透湿防水シートの補修

野縁の取付け状態の確認
断熱材の欠込み等の加工（吊り木等が当
たる部分）

断熱材の敷込み
その他（	 ）

透湿防水シートの加工，切断
設備配管，電気配線等の貫通位置の確
認

透湿防水シートの張付け
透湿防水シートの密着性の確認
透湿防水シートの重ね代の確認
設備配管，電気配線等貫通部の気密処
理の確認

その他（	 ）

断熱材の吹付け作業の準備（仮設電気，
作業足場，養生等）

材料，機材等の設置位置の確認
その他（	 ）

透湿防水シートの張付け
断熱材吹付け専用の開口部の加工（ホー
ス挿入用）

透湿防水シートの重ね代，継目等の確
認

その他（	 ）

断熱材の吹付け
断熱材の充てん量の確認
その他（	 ）

ホース挿入口の処理
断熱材吹付け作業時に発生した破損等
の補修

その他（	 ）

・断熱材の欠損部分がないように敷
き込む。

・設備配管，電気配線等の貫通位置
は，防湿防水シートに穴をあける。

・透湿防水シートの継手部は，専用
テープで処理する。

・設備配管，電気配線等の貫通部は，
専用テープで処理する。

・専門工事業者との打合せが重要で
ある（保証期間等を含む）。

・透湿防水シートの補修等は，気密
テープを使用する。

マット式鉱物繊維系断熱材の特徴
材質 熱伝導率（W/m・K） 防湿性 燃焼性 耐久性 主な工法

グラスウール
ロックウール

0. 033～0. 050
0. 036～0. 047

×
×

○
○

○
○

充てん断熱
充てん断熱

天井断熱：マット式鉱物繊維系断熱材

天井断熱の例（発泡系断熱材）

天井断熱：ブローイング式繊維系断熱材

透浸防水シート

断熱材（ブローイング式繊維系断熱材）

断熱材（発泡系断熱材）

断熱材下地

野地板
垂木
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サッシ取付け部等の断熱処理
・サッシ枠周囲の防水テープの施工状態を確認する。
・サッシ部材と取付け用下地材とのすき間に，ウレタンフォームを充てんする。
・ウレタンフォームが適切に充てんされていることを確認する。

換気扇フード，設備貫通部分の断熱処理
・設備等で断熱材を貫通している箇所（換気扇，通風口等）を抽出する。
・貫通部分に気密テープ，ウレタンフォーム等を使用して気密処理を施す。
・気密処理した部分の欠落や不具合箇所の確認を行う。欠落や不具合部分は，すぐに補修を実施する。

構造用金物類の欠損部の処理
・構造用金物類（ホールダウン金物，引抜き金物等）と断熱材の関係箇所（断熱材を欠き込んだ部分）を抽出する。
・筋かいや下地材と関連し，断熱材を欠き込んだ部分を抽出する。
・断熱材を欠き込んだ部分をウレタンフォームで充てんする。
・ウレタンフォームで充てんした部分の欠落や不具合部分についての確認を行う。特に，ホールダウン金物回りは断
熱材の欠損が大きいことから，ウレタンフォームの充てんは数回に分けて行う。

熱橋（ヒートブリッジ）部分の断熱処理
・熱橋（ヒートブリッジ）となりやすい箇所の抽出を行う。具体的には，外部へ貫通する金物類（羽子板ボルト，火打
ちボルト，ホールダウン金物），外部から貫通してくる金物類（ベランダ先付けボルト，その他）の回りである。
・熱橋（ヒートブリッジ）部は，ウレタンフォームに代表される断熱材で処理する。

豆知識 〈その6〉 開口部，設備貫通部分等の断熱処理

サッシ回りの断熱

貫通部の断熱

ダクト貫通部

出窓回り 下屋部

換気扇回り

天井点検口
ダウンライト

配管貫通部 床下収納

金物のヒートブリッジ部分の例

気密欠損

断熱材

熱橋（ヒートブリッジ）
注）ウレタンフォーム等にて処理

（室内）（室外）

屋根：断熱材

屋根：通気層 屋根：通気層

気密テープ

壁：通気層

壁：通気層壁：断熱材

屋根：断熱材

屋根：断熱材

発泡ウレタン

垂木 垂木

断熱欠損
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44. 内装工事：クロス（壁紙）

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. クロス材料の手配他

2. クロス張りの準備（下
地の確認）

3. クロス張り

4. クロスの補修，清掃等

図面，仕様書等の確認（メーカー，品番，
仕様箇所，数量等）

搬入日の確認
受入れ検査の実施（品番別数量，不適合
品の有無等）

その他（	 ）

下地部分の確認（留付けビスの頭，下地
の継目の処理等）

下地のパテ処理，テープ処理
ボードの張替え等の補修（下地の不

ふ

陸
ろ く

や
目違いが大きい場合）

その他（	 ）

接着剤の化学物質基準の確認
ロールコースターによる接着剤の塗布
クロスの張付け（天井	→	壁）
回り縁，開口部枠等の取り合い部の確
認（無

む

垢
く

材のやせ代を考慮）

その他（	 ）

クロス全体の張り具合の確認
はみ出した接着剤，汚れ等の拭き取り
（スポンジなどによる掃除）

クロスのたるみ，しわ等の補修
クロスの継目，取り合い部のすき間等
の補修

クロスの養生
その他（	 ）

・仕上げ表との照合を行う。
・クロスの不燃材の有無やF☆☆☆
☆の確認を行う。

・納入時には，発注書と仕様書を照
合する。

・パテやテープによる下地処理を行
い，平滑程度を確認する。

・接着剤のF☆☆☆☆表示を確認す
る。
・柄物クロスの継目の確認を行う。
・接着剤の塗布から張付けまでのオ
ープンタイムは，5～6分程度と
する。

・クロスのたるみ，しわ，すき間等
の不具合箇所のチェックを行う。

・クロスのすき間は，ボンドコーク
等で処理する。

内装工事：壁紙（クロス）張り下地処理

壁紙（クロス）下地：石こうボード

壁紙（クロス）張りの準備
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45. 内装工事：ビニル床シート，カーペット

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 準備

1. 材料の手配他

【長尺塩ビシート張りの場合】

2. 長尺塩ビシート張り

2. 作業開始前の準備（下
地の確認）

1. 準備

【カーペット敷込みの場合】

2. カーペットの敷込み
（グリッパー工法）

図面および仕様書の確認（割付け，柄合
せ等）

その他（	 ）

図面，仕様書等の確認（種別，工法，メ
ーカー，品番，数量，接着剤等）

搬入日の確認
受入れ検査の実施（品番別の数量，不適
合製品の有無等）

その他（	 ）

床への接着材塗布
長尺塩ビシートの張付け
ローラーによる圧着（たるみ，不陸等）
接着剤や汚れ等の除去
長尺塩ビシートの養生
その他（	 ）

前作業の完了状態の確認
下地の目違い，不

ふ

陸
ろ く

，床鳴り等の不具
合の確認

床下地の清掃
張り分け部の処理（見切り，目地は先行
する）

その他（	 ）

図面，仕様書の確認（グリッパー工法等）
下地の確認
その他（	 ）

グリッパーの取付け
下敷き，フェルトの敷込み
カーペットのグリッパーへの固定
カーペット端部の処理
敷込み具合の確認，養生
その他（	 ）

・材料については，F☆☆☆☆の表
示を確認する。

・仕上げ表により，各室に使用する
材料のチェックを行う。

・納入時には，発注書と仕様書を照
合する。

・柄物の場合，張りはじめに矩の確
認を行う。

・幅木や見切り材の際は，すき間の
ないように処理する。 長尺塩ビシート張り

グリッパー工法の断面グリッパー工法の概要

カーペット
フェルト

幅木

グリッパー

カーペット
幅木

グリッパー フェルト
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46. 内部建具・家具工事：洋室開き戸，引戸

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 製品の受入れ等準備

【洋室開き戸の場合】

【洋室引戸の場合】

【収納部開き戸の場合】

2. 洋室開き戸の吊込み

2. 洋室引戸の吊込み

2. 収納部開き戸の吊込み

3. 金物類の取付け

図面，仕様書等の確認（色，柄，寸法，
数量等）

建具と使用金物類との照合
その他（	 ）

建具の重量と蝶番の関係を確認（種類，
枚数等）

建具を開口枠へ取付け（蝶番を介し）
建具金物の取付け（ノブ，ハンドル等の
把手，ラッチ受け，戸当たり金具，ド
アクローザー等）

吊込み後の調整
その他（	 ）

建具の取付け
建枠とのすき間，召し合せ部，逆建て（返
し）等の確認

引戸関連金物の確認，取付け（引分け戸：
鴨居溝のせき止め金具，引込み戸：建
具大手面の回転引手）

建具の建付け調整
その他（	 ）

建具の取付け（建具に蝶番を取り付けた
後，開口部に吊り込む）

建具と枠のすき間の調整
関連金物の取付け
その他（	 ）

キャッチ金物の取付け
キャッチ金物の調整（掛かり具合，召し
合せ，取付け精度等）

その他（	 ）

・蝶番の種類と枚数について確認す
る。

・戸当たりの形式を確認する。
・建具下端と床のすき間を確認する
（10mm程度）。

・Vレール敷居の場合，戸首の加工
側の確認を行う。
・引手の取付け高さは，開き戸に準
ずる。
・建具調整の順序は，以下のとおり。
　①建付け
　②逆建て（返し）
　③召し合せ

・建具下端と床のすき間を確認する
（10mm程度）。

・建具金物等がスライド蝶番の場
合，物入れ棚金物のスライドレー
ルとの関係を確認する。

・収納部開き戸のキャッチ金物は，
上枠のみに取り付ける（建具の高
さとの関係はない）。

　注）	ドア把手金物の標準高さは，FL＋900mmとする。

洋室引戸 洋空開き戸

収納開き戸
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47. 内部建具・家具工事：和室戸襖

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 建具の受入れ，準備

【戸襖（開き戸）の場合】

【戸襖（引戸）の場合】

2. 戸襖（開き戸）の吊込み

2. 戸襖（引戸）の吊込み

図面，仕様書等により関連金物の確認
（種類，形状，数量等）

建具と使用金物との照合
その他（	 ）

戸襖の吊込み
①戸襖本体の削り込み	→	②ノブ穴あけ	
→	③蝶番の取付け	→	④襖縁（和室側）
の取付け	→	⑤戸襖の吊込み	→	⑥金物
（ノブ，ハンドル等）の取付け	→	⑦ラッ
チの取付け	→	⑧戸当たり金具の取付け

戸襖の建付け調整
その他（	 ）

敷居すべりの取付け
戸襖の吊込み
①戸首の削り込み	→	②戸襖の吊込み・
調整	→	③戸襖の引手金物の取付け（戸
襖の一時取外し）	→	④襖縁の取付け（和
室側）	→	⑤戸襖の再吊込み

戸襖の建付け確認
その他（	 ）

・ノブの高さの確認をする。
・蝶番の種類，数量の確認を行う。
・建具下端と畳のすき間を確認す
る。
・戸当たり金具は原則，床付けとす
る。

・戸首の加工は原則，和室側とする。
・戸襖と建枠とのすき間，召し合せ，
逆建て（返し）等の確認を行う。
・引手の高さは原則，洋室の開き戸
に準ずる。

　注1）	開き戸の下端と床仕上げとのすき間は，10mm程度とする。
　　2）	ノブ，引手金物の高さは，床仕上げ面から900mm（FL＋900mm）とする。
　　2）	建具の面の仕上げが異なる場合，反りが生じやすいことから，建具の素地見込み厚さに注意する。

48. 内部建具・家具工事：和室襖，障子

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 建具の受入れ，準備

【襖（引戸）の場合】

【襖（押入れ開き戸）の場合】

【障子の場合】

2. 襖（引戸）の吊込み

2. 襖（押入れ開き戸）の吊
込み

2. 障子の吊込み

図面，仕様書等の確認（関連金物の種類，
形状，数量等）

その他（	 ）

敷居すべりの取付け
襖（引戸）の吊込み（建付け調整を含む））
①戸首の削り込み	→	②襖上下の削り込
み	→	③引手金物の取付け	→	④襖縁の
タッチアップ塗装（見え掛り部分）	→	⑤
襖の再吊込み

襖の建付け調整（最終）
その他（	 ）

襖（押入れ開き戸）の吊込み（建付け調整
を含む）
①襖本体の削り付け（上下）	→	②蝶番の
取付け	→	③襖の吊込み	→	④把手金物
の取付け	→	⑤ローラーキャッチの取付
け	→	⑥襖縁のタッチアップ塗装（見掛
り部分）

襖の建付け調整（最終）
その他（	 ）

敷居すべりの取付け
障子の吊込み（建付け調整を含む）
①内障子の戸首の削り込み	→	②内障子
の削り込み（調整含む）	→	③引手金物の
取付け	→	④障子紙張り	→	⑤障子の再
吊込み

障子の取付け調整（最終）
その他（	 ）

・戸首の加工は原則，格の高い室側
に向ける。
・襖の建付け・調整は建付け，逆建
て（返し），召し合せの順で行う。
・引手金物の形状を確認する。
・引手の高さは，和室出入口に準ず
る。

・襖と開口枠とのすき間の確認
・把手金物の高さは，和室出入口に
準じる。
・ローラーキャッチは通常，襖の上
下に取り付ける。ただし，高さが
900mm以下の襖は，鴨居下に 1
個とする。

・障子と縦枠のすき間の確認を行う
（召し合せ，逆縦（返し）等を含む）。
・掃出し窓の内障子については，表
裏双方に引手金物を取り付ける。
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49. 内部建具・家具工事：家具類

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 家具の仕様・製作等

2. 家具取付け下地

3. 台輪の取付け

4. 箱物の組立て，調整

5. カウンター天板および
天袋の固定

6. 家具扉の取付け，調整

7. 養生

設計図，仕様書等から家具施工図の作
成

金具類の検討および選定（蝶番，スライ
ドレール，キャスター，ハンドル・つ
まみ，ラッチ，棚ダボ等）

家具材料等の検討および選定（ホルムア
ルデヒドの等級，天板，棚板，芯：フ
ラッシュ，ベタ芯，塗装等）

家具の製作
その他（	 ）

取付け下地の確認（固定方法の検討）
ブラケットの要否の検討
その他（	 ）

床台輪の設置
天井台輪の取付け（天井までの家具類、
天袋の場合）

その他（	 ）

家具本体の組立て（配管，配線孔の加工
は先行し，キャップにて処理）

内部コンセント，照明器具の取付け
家具固定前の調整
その他（	 ）

天板の固定（下地強度の確認含む）
コンセント，配線キャップの取付け（埋
込みコンセントがある場合）

天袋の固定
その他（	 ）

家具扉の取付け，調整（扉間のすき間，
両壁との関係，引出し機能等）

その他（	 ）

天板，出隅部の養生
その他（	 ）

・家具扉の納まりを検討する。

・天板には無
む

垢
く

板，ベタ芯，上面芯
のフラッシュを検討する。
・重量物の載る棚は，棚厚25mm以
上，幅（スパン）900mm以下とす
る。

・床暖房の配管，配線の納まりを検
討する。
・床の不

ふ

陸
ろく

が大きい場合，化粧面を
後張りとする。

・人工大理石を使用する場合，裏桟
の板厚に合致したビスを使用する
（長さの確認）。

・天袋（重量物を収納する場合）固定
に先立ち，家具背板の確認（ベタ
芯）。

・家具扉の傷の有無や塗装むらなど
の確認を行う。

・養生は，エアーマット等で保護し，
ベニヤ板を使用する。

壁紙（クロス）張り下地処理：物入れ回り 家具仕上がり状況

家具仕上がり状況
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50. 左官工事：防水紙ほか

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 左官工事の準備

2. 左官工事の養生等

3. 防水紙の取付け

4. ラス材料の確認

図面および仕様書の確認（外部・内部：
施工箇所，施工範囲，材料，仕上げ）

材料の選定，発注，受入れ等
左官工事用下地の確認：外壁の場合（通
気工法，直張り工法，下地材の乾燥状態，
入隅部のすき間，サッシ枠回りの防水
処理，水切りなど板金の施工状態）

左官工事用下地の確認：内壁の場合（框
下地の施工状態，下地ボードの傷等の
有無，下地ボードの取付け状態，造作
の施工状態等）

その他（	 ）

左官工事の取り合い箇所の養生（紙張
り，シート張り，養生テープ等）

コンクリート等の下地の場合，清掃お
よび水浸し（左官工事直前）

その他（	 ）

工法と防水紙の関係を確認（通気工法：
防湿防水シート，その他：アスファル
トフェルト）

防水紙の取付け（ステープル使用）
防水紙の重ね代，ステープルの留付け
の間隔（ピッチ）の確認

その他（	 ）

ラス材料の確認（種類：メタルラス，ワ
イヤラス，ラスシート，ラスカット，
紙付きリブラス等，防錆処理）

その他（	 ）

・下地の防水処理は，入念に確認す
る。

・不具合のある下地ボードは，適切
な補修を行う（釘打ちの手直し，
ボードの張り替え等）。

・防水紙の品質を確認する。
・防水紙の重ね代は縦，横とも90	
mm以上とする。

・防水紙の継目のステープルの留付
け間隔（ピッチ）は，300mm以内
とする。

　注1）	透湿防水シートは，JIS	A	6111の規定に適合するものとする。
　　2）	アスファルトフェルトは，JIS	A	6005の規定に適合するアスファルトフェルト430とする。
　　3）	ラス材料の規定は，以下のとおりである。メタルラス：JIS	A	5505（波形ラス 1号），ワイヤラス：JIS	A	5504，ラス	

シート：JIS	A	5524（ラスシート（角形亜鉛鉄板ラス））
　　4）	ラス取付け金物（ステープル）は，JIS	A	5556（工業用ステープル）の規定による。
　　5）	ラスシート取付け金物は，釘N38＋座金（板厚0. 3mm以上，径15mm以上），防錆処理とする。

51. 左官工事：ラス施工

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. メタルラス（並形ラス）
張り

【ワイヤラスの場合】

【メタルラス（波形ラス）の場合】

【ラスシートの場合】

【紙付きラスの場合】

1. ワイヤラス張り

1. ラスシート張り

1. 紙付きリブラス張り

メタルラスの留付け
メタルラスの継目の重ね代，重ね張り
の共材（出隅・入隅部，開口部の四隅補
強）の確認

メタルラスの留付け状態の確認（浮上が
り，たるみ等）

その他（	 ）

ワイヤラスの仮留め
ワイヤラスの留付け（釘またはステープ
ルにて千鳥打ち）

釘，ステープルの留付け間隔（ピッチ）
の確認

ワイヤラスの継目の重ね張り，開口部，
出隅・入隅部の補強（力骨の使用）等の
確認

その他（	 ）

下地材の確認（間柱下地：横張り，胴縁
下地：縦張り）

ラスシートの留付け（継目は乱）
継目，開口部，出隅・入隅部の納まり
状態の確認

その他（	 ）

紙付きリブラスの留付け（下部からステ
ープル留め）

継目の重ね代の確認（横方向，縦方向，
開口部端部，留付け等）

出隅・入隅補強の確認（共材での補強）
その他（	 ）

・メタルラスの継目の重ね代は，縦
横共30mm，留付けはステープル
で100mm以内，千鳥打ちとする。
・メタルラスの重ね張りの共材は，
次のとおりである。
出隅・入隅補強：幅200mmの90°
折り曲げ，開口部の四隅補強：
200×100mm

・ワイヤラスの仮留めに際し，平面
部の上下の継目はワイヤ留め，左
右の継目は1山分重ね（横張り）と
する。
・ワイヤラスの出隅・入隅部の仮止
めは，上下の継目を 1山分重ねた
縦張りとする。
・ワイヤラスの留付け間隔（ピッチ）
は，釘の場合300mm以内，ステ
ープルが100mm以内とする。

・ラスシートの留付けに使用する釘
は，座金付き	N38，間隔（ピッチ）
200mm以内とする。

・継目，開口部，出隅・入隅部に関
しては，メーカー仕様による。

・継目の重ね代は，次のとおりであ
る。
横方向：30～60mm以内，千鳥
張り
縦方向：端部のリブ山を重ねる。
開口部端部：継目は設けない。
留付け：ステープル
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52. 左官工事：モルタル塗り

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. モルタル塗りの準備

2. モルタルの調合

3. モルタル塗り（下塗り）

4. モルタル塗り（中塗り）

5. モルタル塗り（上塗り）

6. 補修等

骨材入りモルタルを使用する場合：品
質の確認

砂モルタルの使用：品質の確認（セメン
ト，砂，水等）

その他（	 ）

モルタル練りの場所の確保
モルタルの調合（一般的な調合，セメン
ト：砂＝1：3）

伸縮目地の有無の確認
その他（	 ）

モルタルの下塗り（木ごて押え：厚さ 1
～2mm，金ぐしによる荒目処理）

乾燥後のモルタルの付け送り処理（ひび
割れの目止めを含む）

その他（	 ）

モルタル下塗り後の養生期間の確認（約
2週間）

モルタルの中塗り（定規ずりによる）
その他（	 ）

モルタル中塗り後の養生期間の確認（硬
化，水引き程度を確認）

モルタルの上塗り，仕上げ（刷毛引き，
木ごて押え等）

その他（	 ）

足場の壁つなぎ跡等の補修
不
ふ

陸
ろ く

，むら等の補修
全体の清掃（水刷毛の使用）
その他（	 ）

・家具骨材入りモルタルは，メーカ
ーの仕様による。

・セメントは，JIS	R	5210ポルトラ
ンドセメントの規定による。

・既調合モルタルの仕様を検討す
る。

・モルタル練りの場所は，雨掛かり
のないことが条件である。
・下塗り，中塗り，上塗りの順に貧
調合（セメント量が小）とする。

・モルタル硬化までの気温が 2℃以
下の場合，作業は中止する。

・枠回り等のモルタルの空隙の有無
を確認する。

・枠回り，特にちりじゃくり等の施
工精度を確認する。

・出隅・入隅，枠回りの塗り不足の
有無を確認する。

53. 左官工事：内部壁

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 下地の処理
・石こうボード下地の場

合

・合板下地の場合

2. 壁部の左官仕上げ
・ラスボード下塗り

・ラスボード中塗り

・ラスボード上塗り（京
壁）

・内装用塗り壁（珪藻土
壁）

3. その他の左官仕上げ
・基礎部のモルタル塗り

・土間部のモルタル塗り

釘打ちやビス留めの確認
石こうボード接合部（ジョイント部）の
処理（ファイバーテープ等）

下塗り材の塗布
その他（	 ）

釘打ちやビス留めの確認
合板接合部（ジョイント部）の処理（テー
プ等の二重張り）

木部専用のあく止め剤の塗布
その他（	 ）

石こうプラスターの下塗り（金ごて）
むら直し（木ごて）
その他（	 ）

下塗りの硬化を確認
石こうプラスターの中塗り（下塗りと同
様）

その他（	 ）

乾燥状態の確認
石こうプラスターの上塗り
その他（	 ）

内装用塗り壁材塗り
その他（	 ）

基礎立上り部の掘り下げ
基礎立上り部への接着材塗布
基礎立上り部へのモルタル仕上げ
その他（	 ）

基礎土間コンクリート周囲の掘り下げ
土間コンクリート面への接着材塗布
土間部コンクリート部のモルタル塗り
その他（	 ）

・石こうボードの固定に使用する釘
やビスは，ステンレス製とする。
・石こうボードの下塗り材は，メー
カー指定のものとする。

・むら直しは，水引き具合を確認し
て行う。

・柱，壁等の造作材のちりの納まり
を確認する。

・メーカー仕様の施工による。

・基礎立上がり部の掘り下げは，必
要以上に行わないこと。

・土間コンクリート周囲の掘り下げ
は，必要以上に行わないこと。

・土間部の水勾配を確保する。
・目地の要否の検討を行う。
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54. タイル工事

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. タイル工事の準備

2. 施工図の作成（タイル
の割付け）

3. 目地の割付け

【積上げ張りの場合】

【圧着張りの場合】

【モザイクタイル張りの場合】

【接着張りの場合】

4. タイルの張付け

4. タイルの張付け

4. タイルの張付け

4. タイルの張付け

5. 目地の処理，養生等

図面，仕様書の確認（外壁・内部タイル
の範囲：浴室，台所，玄関床，内部床等）

製品の確認（メーカー，品番，数量等）
製品の受入れ（発注書と仕様書の照合）
張付けモルタルの厚み等の確認
その他（	 ）

タイル割付け図の作成（設備配管，水栓，
排水溝等の取り合い，目地割り，目地幅）

その他（	 ）

施工図に従い，水糸の設置
その他（	 ）

下地の乾燥状態の確認
タイルの張付け
その他（	 ）

下地の状態の確認（水湿しの要否）
タイルの張付け（上部から下部へ）
その他（	 ）

下地の状態の確認（水湿しの要否）
タイルの張付け
その他（	 ）

下地の乾燥状態の確認
タイルの張付け（上部から下部へ）
その他（	 ）

目地材詰め
目地材の拭き取り
その他（	 ）

・製品の受入れに際しては，使用箇
所，品番，数量の確認および不適
合製品の有無を確認する。

・張付けモルタル，接着剤の塗り厚
は，工法により異なる。

・1日の張上げ高さは，1. 2m程度
とする。
・練り混ぜから 1時間以上経過した
張付けモルタルの使用は禁止。

・張付けモルタルの平滑さを確認す
る。
・目地の修正はタイル硬化前に行う。

・タイル張付け完了後、表面の紙を
はがす。

・接着材の塗布後，くし目を付ける。
・目地の修正は，タイル硬化前に行
う。

・シーリング箇所の確認を行う。

　注）	タイル張に際し，張付けモルタルや接着剤の塗り厚は，工法によって異なる。
　　　［外装用タイルの場合］・圧着張り：4～6mm　　・モザイクタイル張り：3～5mm
　　　［内装用タイルの場合］・積上げ張り（だんご張り）：15～40mm　　・圧着張り（ユニット張り）：3～4mm
　　　　　　　　　　　　　・モザイクタイル張り：3～5mm　　・接着張り：2～3mm

種類 工法 適用範囲 適用タイル

積
上
げ
張
り

改
良
積
上
げ
張
り

圧
着
張
り

改
良
圧
着
張
り

密
着
張
り

（
ビ
ブ
ラ
ー
ト
工
法
）
モ
ザ
イ
ク
タ
イ
ル
張
り

（
ユ
ニ
ッ
ト
張
り
）

改
良
モ
ザ
イ
ク
タ
イ
ル

張
り（
マ
ス
ク
法
）

張付けモルタル

タイル

下
地
コ
ン
ク
リ
ー
ト

張付けモルタル

タイル

下
地
コ
ン
ク
リ
ー
ト

下
地
モ
ル
タ
ル

張付けモルタル

タイル

下
地
コ
ン
ク
リ
ー
ト

下
地
モ
ル
タ
ル

張付けモルタル

塗付けモルタル

タイル

下
地
コ
ン
ク
リ
ー
ト

下
地
モ
ル
タ
ル

張付けモルタル（2層）

タイル

タイル張り用
振動機下

地
コ
ン
ク
リ
ー
ト

下
地
モ
ル
タ
ル

張付けモルタル

タイル

表紙

下
地
コ
ン
ク
リ
ー
ト

下
地
モ
ル
タ
ル

張付けモルタル

タイル

木ごて押え

表紙

下
地
コ
ン
ク
リ
ー
ト

下
地
モ
ル
タ
ル

「だんご張り」	ともいう。
タイル裏面に20mm程度
のモルタルをのせ，下地
コンクリート面に直接張
り付ける工法。

下地コンクリート面にモ
ルタルを塗り，ある程度
の精度を出してあら積上
げ張りを行う。張付けモ
ルタルの厚みを押えるこ
とができる。

コンクリート面にモルタ
ルで下地をつくり，その
上に 5mm程度の張付け
モルタルを塗り，タイル
表面を木づちで叩いて張
る。最近はあまり用いら
れない。

圧着工法と同種である
が，張付けモルタルをタ
イル表面にも塗る。確実
性の高い工法であるが手
間がかかる。

圧着工法と同種である
が，張付けモルタルを 2
度塗りして厚み 7mm以
上とし、かつタイル張付
け後、タイル表面から振
動機（ビブラート）をかけ
る。

圧着工法と同種である
が，ユニットタイル（小型
タイルの表面に紙を張っ
てシート状にしたもの）
を張る場合にユニット張
りという。タイル表面を
叩き板で叩いて張る。

モザイクタイルまたは内
装ユニットタイルの裏面
に所定のマスクを使って
モルタルを塗り，平たん
にこしらえた下地モルタ
ル面に押し付けて張る。

内装タイルに多
く適用。外装の場
合には白華が生
じやすい。

張付けモルタル
が薄く，均等にな
り，白華が少ない
ため外装に適し
ている。

外装

主に外装

主に外装

主に外装

主に外装

陶器質タイル。小
口以上の大型陶
器質やせっ器質
タイル。

小口以上の大型
外装タイルに適
し，陶器質タイル
も可能。

小口以下の陶器
質タイルに適し
ている。陶磁器質
タイルは吸水率
が高く，ドライア
ウトを生じる。

小口・二丁掛の磁
器質タイル，せっ
器質タイルに適
する。

小口・二丁掛の磁
器質タイル，せっ
器質タイルに適
する。

45二丁掛以下の
小型陶器質タイ
ル，モザイクタイ
ル。

45二丁掛以下の
小型陶器質タイ
ル，モザイクタイ
ル。

参考：タイル工事（鉄筋コンクリート造）
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55. 塗装工事：外部塗装

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 外部塗装の準備

2. 下地処理，養生

3. シーラー・プライマー
の塗布

【標準的な塗装工事の場合】

【吹付けタイル等の模様塗りの場合】

【鉄部の塗装の場合】

4. 仕上げ塗装

4. 仕上げ塗装

4. 仕上げ塗装

図面，仕様書の確認（外壁仕様，軒裏・
庇等の仕様，破風・鼻隠し・幕板の仕様，
板金の仕様他）

下地に適合した塗料の選定
各部位の仕上げ内容の確認（種類，塗料
メーカー，品番，数量等）

塗装の着工日，塗料の搬入日の確認
塗料等の保管場所の確認
その他（	 ）

下地の接合部，すき間，釘等の確認
不具合箇所へのパテ処理（石こうボード
類はサンドペーパー処理）

不具合箇所の処理完了の確認
塗装面以外の養生の実施（マスキングテ
ープ，ビニルシート等を使用）

その他（	 ）

シーラー・プライマーの仕様を確認
シーラー・プライマーの塗布（ローラー
刷毛，スプレーガンを使用）

その他（	 ）

仕上げ塗装前の状態の確認
仕上げ塗装（下塗り，中塗り，上塗り）
その他（	 ）

仕上げ塗装前の状態の確認
下吹き（基層：主材の吹付け）
上吹き（ローラー押え）
その他（	 ）

錆止め塗装
仕上げ塗装（中塗り，上塗り）
その他（	 ）

・塗料に関しては，F☆☆☆☆の指
定を確認する。
・下地材との関係は，以下のとおり。
①合成樹脂調合ペイント：木部，
鉄部
②合成樹脂エマルションペイン
ト：コンクリート，モルタル，
石こうボード類

・塗料専用パテの有無を確認する。
・鉄部の場合，油類の拭き取りや錆
の除去を行う。

・飛散防止対策として，外部足場全
面に養生を行う。

・外気温が 5℃以下や強風の場合，
施工は行わない。
・直射日光が強い場合，急激な乾燥
防止対策を施す。

・前工程の乾燥状態を確認する。

・メーカー指定の希釈量を確認する。
・主材のかくはんについての確認を
行う。
・模様押えは，上吹き後30分以内
に実施する。

・仕上げ塗装に際しては，前工程の
乾燥状態を確認する。

56. 塗装工事：内部塗装

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 内部塗装の準備

【木部の場合】

【ボード類の場合】

2. 下地処理，素地の調整

2. 下地処理，素地の調整

3. 塗装周囲の養生

4. 仕上げ塗装

5. 塗装箇所の点検，補修

図面，仕様書の確認
＊外部塗装の管理項目に準ずる

その他（	 ）

木部塗装面の確認（節，やに，釘孔，損
傷部等）

木部塗装面の不具合部の補修（削り取
り，塗料の吸込み防止用材料の塗布，
布拭き等）

木部面の調整（サンドペーパーによる水
拭き：凹凸，不

ふ

陸
ろ く

等の処理）

その他（	 ）

ボード類の不具合の確認（接合部，すき
間，釘孔，損傷部等）

ボード類の不具合部の補修（パテ処理）
ボード面の調整（凹凸，不

ふ

陸
ろ く

等の処理）
その他（	 ）

塗装箇所の確認
塗装面周囲の養生
その他（	 ）

下塗り，中塗り，上塗りの手順で実施（前
工程の乾燥状態の確認）

その他（	 ）

補修すべき箇所の抽出，確認
塗装前における色調の確認
タッチアップでの塗装やパテ処理等に
よる補修

その他（	 ）

・塗料専用パテの有無の確認を行
う。
・不良箇所は，パテ詰め等による処
理を行う。

・ボード類には，サンドペーパーの
使用を禁止する。

・補修を要しがちな箇所は，窓台小
口，出幅木天板，建具戸首，フロ
ーリング面の傷などである。

　注1）	近年，塗装工事を必要とする箇所は減少してきている。
　　2）	塗装前には，下地と同様の材料を使用して見本塗りを行い，色等の確認を行う。
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57. 住宅設備工事：システムキッチン

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 製品の確認等

2. 据付け場所の確認

3. 製品の据付け

設計図，仕様書等によるチェック（据付
け位置，レイアウト，開口部位置，吊
り戸棚・フード等の関係，品番等）

搬入日の確認
その他（	 ）

開口部位置との関係（キッチンの高さ，
吊り戸棚，フード等の取り合い等）

下地の位置，入隅角度の精度
給排水，給湯管，ガス管の位置
換気扇，ダクト孔等の位置，断熱処理
電気配線の位置
水掛り部分への耐水材処理
熱源回りの不燃仕上げ
その他（	 ）

納品書等による製品の確認
キッチンの水平，垂直の調整方法の確認
キッチンパネルの割付け，見切りの確認
システムキッチンの据付け（キッチンパ
ネル	→	レンジフード	→	吊り戸棚	→	
フロアボックス）

フロアボックス，カウンターの水平確認
設備機器，備品の取付け
シーリング材による処理（カウンター，
パネル回り等）

その他（	 ）

・下地パネル材の不燃を確認する。
・不燃材やF☆☆☆☆の確認を行
う。
・納入時には，発注書と仕様書を照
合する。

・引出しと額縁との取り合いを確認
する。
・天井照明と吊り戸棚の扉との関係
を確認する。

・不適合製品への対応を行う（返品
等）。

・熱源回りの不燃処理，ダクトの断
熱処理に関して確認を行う。
・機器接続後は，通電，通ガス，通
水，水漏れ等を確認する。
・保証書，取扱い説明書等を整理す
る。

58. 住宅設備工事：浴室ユニット

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 製品の確認等

2. 浴室ユニットの据付け
場所の確認

3. 浴室ユニットの据付け

図面，仕様書等の確認（メーカー，品番，
据付け位置，寸法等）

搬入日の確認
受入れ検査の実施（品番，仕様，不適合
品の有無等）

その他（	 ）

設置場所における有効内法寸法
開口部の位置・寸法，出入口の高さ
給排水，給湯配管の位置
換気ダクト孔，周囲の断熱処理の状況
電気配線，リモコン配線等
基礎回りの断熱処理の状況
その他（	 ）

浴室ユニット本体の据付け
手すり，リモコン，アクセサリー類等
の取付け

設備配管の接続
シーリング処理
その他（	 ）

・下地2階に設置する場合，二重防
水パンの設置を検討する。

・メーカーの施工図をチェックす
る。
・不適合製品の返品等の対応を適切
に行う。

・脱衣室と浴室の床の段差（レベル）
の確認を行う。

・メーカーによる責任施工とする。
・保証書，取扱い説明書等を整理す
る。
・通電，通水，水漏れ等の確認を行
う。

システムキッチン 浴室ユニット
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59. 住宅設備工事：床暖房

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 製品の確認等

2. 床暖房パネルの取付け

3. 試運転

図面，仕様書等の確認（熱源（電気式，
ガス式），発熱体の種類（PTC，炭素繊維，
電熱線，温水パネル），メーカー，品番，
付属部品等）

搬入日の確認
受入れ検査の実施（品番別数量，不適合
品の有無等）

その他（	 ）

床暖房パネルの取付け位置の墨出し
床暖房パネルの取付け（メーカーの施工
マニュアルによる）

電気ガスの接続工事の実施
その他（	 ）

試運転の実施（電気工事業者，ガス工事
業者等の立会い）

傷，汚れ等の確認
養生
その他（	 ）

・消費電力を確認する。
・メーカーが推奨する床暖房用仕上
げ材を使用する。
・メーカーの施工図を確認する。
・不適合製品の返品等の対応を行
う。

・温水パネルの場合，接続パネルの
損傷に留意する。

・ガス式の場合，ガスメーター取付
けまでに試運転を実施する。

・保証書，取扱い説明書等の整理を
行う。

60. 電気設備工事：屋内電気配線および弱電配線工事

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 電気工事用機材の準備

2. 屋内の電気配線

3. 屋内の弱電配線

発注書および仕様書の照合
受入れ検査の実施
その他（	 ）

電気配線の末端の取出し位置の確認
スイッチ，コンセント，器具の設置位
置の確認（空調機の専用配線，アースコ
ンセント，屋外防水コンセント，電灯，
弱電コンセント等の要否・位置）

負荷設備の系統分け・回路数の確認
分電盤からの隠ぺい配線の実施（木材等
による補強を含む）

ボックス位置の加工，配線，プレート
類の取付け

その他（	 ）

テレビ，電話，インターフォン，イン
ターネット等の位置確認（衛星放送用ア
ンテナ，CATV利用の有無，パソコン
の設置場所等）

テレビ，電話，インターフォン，イン
ターネット等の配線

その他（	 ）

・下地不適合製品の返品等の対応を
行う。

・コンセントの標準的な設置高さ
は，FL＋250mmとする。
・スイッチの標準的な設置高さは，
FL＋1,200mmとする。
・構造材の加工に際しては，留意す
る。
・金属周囲の配線は，絶縁処理を施
す。
・外壁内配線に関しては，絶縁防護
管の取付けを行う。
・雨掛り部分や湿気の恐れのある部
分の防水処理は適切に行う。

・不適テレビ配線は同軸ケーブルと
する。
・電話配線については，配管を行う。
・インターフォンは，専用配線とす
る。
・インターネットは，LAN配線の
要否を確認する。

室内電気配線

床暖房
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61. 電気設備工事：器具取付け，検査

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 電気器具等の取付け

2. 電力の引込み

3. 自主検査等

4. 電力会社による検査

前作業完了の確認（クロス，タイル等の
仕上げ作業）

器具取付け用配線の引出し
埋込み器具類の取付け位置の墨出しお
よび加工

分電盤の取付け（ブレーカー，漏電遮断
器の配線）

その他（	 ）

引込み線，電力計の取付け，引込み口
の配線等

その他（	 ）

絶縁抵抗値，接地抵抗値の計測
コンセント，スイッチの通線状態の確
認

器具類の点灯，作動等の確認
テレビの受像状態の確認
その他（	 ）

電力会社による検査（工事完了後）
その他（	 ）

・消費埋込み器具類の取付けは、メ
ーカーの施工マニュアル等によ
る。
・分電盤の水平、垂直精度を確認す
る。
・器具類の取付け位置、水平・垂直
精度等を確認する。
・器具類の汚れや損傷の確認を行
う。

・測定値が適正範囲にあることを確
認する。

・テレビの受像検査は，アンテナ設
置後に実施する。

・事前の申請を行い，検査日程を確
保する。

62. 給排水・衛生・ガス工事：先行配管（排水管）

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 配管用根切り

2. 排水枡の設置

3. 排水管の設置

4. 埋戻し

配管用の掘削箇所の確認（掘削範囲・幅・
深さ等）

基礎部の養生
配管位置の掘削（機械掘り，手掘り）
その他（	 ）

枡の種類，設置場所の確認
排水枡の基礎地業の実施
その他（	 ）

管径等の確認
枡相互の配管
枡と各配水器具の横引き管の接続
竪樋と枡の接続
外部流し用横引き管と枡の接続
管口周囲の補修（モルタル，専用シール）
その他（	 ）

良質土による埋戻し
その他（	 ）

・掘削幅は，管径から判断する。
・掘削深さは，排水勾配から判断す
る。

・G.Lを設定し，管底や枡の高さを
決定する。

・各配水器具からの横引き管は，枡
までは単独配管とする。

・管相互の接続は，ソケットとする。
・汚水と雑排水が流入する枡は，イ
ンバートが必要である。

・埋戻しは，突き固めにより，設計
G.Lで仕上げる。

排水管の設置

当該建築物

道路境界線

隣地境界線

（道　路）

（道路）

汚水

隣
地
境
界
線

道路境界線

最終枡（本管に接続）照明器具 分電盤等
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63. 給排水・衛生・ガス工事：先行配管（給水管）

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 配管用根切り

2. 排水枡の設置

3. 排水管の設置

4. 埋戻し

配管用の掘削箇所の確認（掘削範囲・幅・
深さ等）

基礎部の養生
配管位置の掘削（機械掘り，手掘り）
その他（	 ）

枡の種類，設置場所の確認
排水枡の基礎地業の実施
その他（	 ）

管径等の確認
枡相互の配管
枡と各配水器具の横引き管の接続
竪樋と枡の接続
外部流し用横引き管と枡の接続
管口周囲の補修（モルタル，専用シール）
その他（	 ）

良質土による埋戻し
その他（	 ）

・掘削幅は，管径から判断する。
・掘削深さは，排水勾配から判断す
る。

・G.Lを設定し，管底や枡の高さを
決定する。

・各配水器具からの横引き管は，枡
までは単独配管とする。

・管相互の接続は，ソケットとする。
・汚水と雑排水が流入する枡は，イ
ンバートが必要である。

・埋戻しは，突き固めにより，設計
G.Lで仕上げる。

64. 給排水・衛生・ガス工事：ガス配管

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. ガス配管の準備

2. 屋内のガス配管

3. ガスメーターの取付
け，引込み管の接続

4. 機器類の試運転

設計図等の確認（ガスの種類，引込み位
置，ガスメーターの種類・設置位置等，
ガス管径，ガスの配管経路など）

スリーブの位置，先行の屋外配管の確
認

その他（	 ）

ガス配管位置への墨出し
所定の位置へのガス配管
配管継手箇所のガス漏れの確認（漏気試
験（テスト）の実施）

使用機器類とガス管の接続
その他（	 ）

ガスメーターの取付け
開栓（配管の空気抜きを行う）
ガスメーターの取付け状態の確認
その他（	 ）

機器類の作動状態の確認
不具合箇所の確認（早急の是正を実施）
その他（	 ）

・ガス漏れ時に自動的にガスを遮断
するマイコンメーターがある。

・外部および内部に使用するガス
管，継手，ガス栓等は，JIS規格
品とする。

　注1）	ガス工事については，指定された専門工事会社の責任施工とする。
　　2）	ガス工事は，関連法令であるガス事業法やガス事業者内部規定による。

外部先行配管（給水管）

当該建築物

道路中心線

隣地境界線

（道　路）

給水本管

道路境界線
給水管隣地境界線

ガス機器
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65. 給排水・衛生・ガス工事：床下配管

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 給湯配管

2. 給水・排水配管

3. 排水トラップの設置

4. 防露・保温・防音処理

5. 配管の支持・固定

設計図等による給水管，給湯管，排水
管の立上げ位置の確認，墨出し

給湯器と使用機器類間の配管
スリーブと配管とのすき間ふさぎの実
施

その他（	 ）

土台の墨出し位置から配管の立上げ
管口のソケット留め（テープやプラグに
よる養生）

その他（	 ）

浴室洗い場：排水トラップの取付け
排水トラップの固定状態の確認
その他（	 ）

配管表面の付着物、汚れ等の除去
給水管および給湯管継手部の保温処置
必要な場合、防音処置の実施
その他（	 ）

支持金物の取付け
支持金物の固定状態の確認
その他（	 ）

・浴室ユニット床下には，浴室への
給湯管以外の配管は禁止する。

・給水・排水配管の立上リ部分の養
生を確認する。

・保温材の厚さについては，10mm
以上とする。

・防音処置は，メーカーの仕様によ
る。

66. 給排水・衛生・ガス工事：内部配管

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 内部配管の準備
取付け下地の確保

2. 屋内の配管

3. 防露・保温・防音処置

4. 配管の支持・固定

5. 配管後の養生
耐圧試験

図面等による給水管，給湯管，ガス管
の位置，水栓の高さ，アクセサリー等
の位置確認，墨出し

給水，給湯の水栓，立上げ管用の支持
下地材の取付け確認

紙巻器，タオル掛け・リング，鏡等の
アクセサリー用の支持材の取付け確認

パイプシャフト内の配管支持材の取付
け確認

その他（	 ）

給水管，給湯管への水栓ソケット取付
け，立上げ

2階以上の排水管の場合，パイプシャフ
ト内での配管

排便管への通気管設置
その他（	 ）

配管表面の付着物や汚れの除去
給水管および給湯管継手部への保温材
（防露兼用）の巻付け

必要に応じて，防音処置の実施
その他（	 ）

支持金物の取付け，固定
その他（	 ）

水栓ソケットへのプラグや雇い管の処置
水圧テストの実施
その他（	 ）

・シャワー水栓については，洗い場
のFL＋400mmとする。
・浴槽水栓は，浴槽あふれ縁＋
200mmとする。
・洗濯機用水栓は，FL＋250mm
とする。
・ガスカランは，FL＋250mmと
する。
・紙巻器は，FL＋710mm（心棒の
中心）とする。
・タオル掛け，リングについては，
FL＋1,250mm（留め金具の中心）
とする。

・保温材の厚みは，10mm以上とす
る。
・浴室の給水管は，防食テープ，保
温材，キャンバステープ巻の順で
処置する。

室内配管床下配管
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67. 給排水・衛生・ガス工事：器具の取付け 3.外水栓の取付け

4. 散水栓の取付け

5. 通気口の取付け

外水栓柱への水栓取付け
外水栓と主管の接続
その他（	 ）

散水栓の設置，主管の接続
その他（	 ）

外壁通気口の取付け（防虫金網とも）
外壁と通気口のすき間のシーリング材
による処理

その他（	 ）

・外水栓は原則，モルタルで固定す
る。

・散水栓ボックスの下は，砂利敷き
とする。

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 器具の取付け準備

2. 製品の取付け
厨房機器

洗面器具

便器類

浴室器具

洗濯器具

給湯器

器具類の発注，検品
付属金物類の取付け
その他（	 ）

給水・給湯立上り管への止水栓取付け，
水栓と接続

ガス立上り管とガス器具との接続
排水立上り管と台下排水ホースの接続
その他（	 ）

洗面台の据付け（裏幅木の除去）
給水・給湯立上り管への止水栓取付け，
水栓と接続

その他（	 ）

床フランジ，ガスケットの取付け
排水立上り管の取付け
便器の固定（ロータンクの取付け）
給水立上り管の取付け（止水栓含む）
紙巻器，タオルリング等の取付け
その他（	 ）

給水・給湯立上り管とタイルのすき間
の処理（シーリング材）

給水・給湯立上り管と水栓の接続
シャワーフックの取付け
その他（	 ）

給水・給湯立上り管と水栓の接続
排水立上り管の取付け（排水金具）
その他（	 ）

給湯器の据付け（支持金物での固定）
給湯器と浴槽との配管（循環金具）
給湯器側の吸水・給湯・ガス管接続口
と立上り管の接続

立上り管露出部の保温
その他（	 ）

・不適合品は原則，返品する。

・排水立上り管と流し台下排水ホー
スのすき間に，防臭栓を取り付け
る。
・排水立上り管と床開口のすき間
を，化粧プレートやシーリング材
によって処置する。

・シャワーフックの取付け高さは，	
上方の場合が洗い場FL＋1,650	
mm，下方の場合がFL＋900mm
とする。

・排水立上り管と床開口とのすき間
を，シーリング材や化粧プレート
等で処理する。

・給湯機の設置基準は，以下のとお
り。
①器具上方：300mm以上あける。
②排気口下方：150mm以上あけ
る。
③器具前方：600mm以上あける。
④器具側方：150mm以上あける。
⑤器具後方：同上（隣接タイプ）

厨房機器

洗面化粧台 水洗便所
器具の取付け
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68. 給排水・衛生・ガス工事：浄化槽

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 浄化槽設置の準備

2. 浄化槽据付け基礎

3. 浄化槽本体の設置

4. 浄化槽設置後の埋戻し

5. コンクリート打設

配管図等による浄化槽設置場所の確認
設置場所の掘削
その他（	 ）

メーカー承認図による基礎部の確認
浄化槽基礎の施工
その他（	 ）

浄化槽本体の据付け
浄化槽と排水主管との接続
浄化槽内への水張り
浄化槽とブロアーポンプとの接続（エア
ー配管）

その他（	 ）

客質土による埋戻し
転圧，水締め
その他（	 ）

マンホール回りのコンクリート打設
その他（	 ）

・浄化槽の掘削幅は，本体外形＋
600mm程度とする。

・砕石厚さ，コンクリートの仕様等
の確認を行う。

・浄化槽内への水張りは，容量の
1/2以上とする。

・G.Lの確認は必ず実施する
・転圧に際しては，余盛りを行う。

スリーブの取付け準備
・配管施工図等をもとに配管位置，使用する管径などを確認する。

土間の逃げ配管，スリーブの設置
・所定の場所において，土間に配管したものが立ち上げられるような加工を行う必要がある。具体的には，汚水管等
には90度大曲エルボや45度エルボ 2本等の使用を考慮する。
・土間コンクリート打設時にスリーブ管の位置がずれないように，鉄筋等に固定する。
・外周型枠部分では，給水管や排水管はソケット留めとする。
・給湯機設置場所付近には，給湯管用スリーブを設置する。
・内部および外部の配管口は，テープまたはプラグで養生を行う。

配管用スリーブの設置位置
・床下換気口がある場合，その直下には設けない。
・隣り合うスリーブは，配筋1区画分程度は離して設置する。
・配筋1区画当たりのスリーブは，φ100mm1本とする。
・スリーブの設置に際し，鉄筋の除去や切断を行ってはならない。
・ひび割れ防止の目的で，スリーブ開口には原則，斜め補強筋を挿入する（市販の補強筋もある）。
・鉄筋のかぶり厚さは確保する。

豆知識 〈その7〉 給排水・ガス設備等のスリーブの取付け

土間の配管（可とう管使用の場合）

土間の配管（90度大曲エルボ使用の場合）

F.L

G.L

G.L

土台

スリーブ管

基礎コンクリート

基礎コンクリート

捨てコン

べた基礎

べた基礎

（砕石）

（砕石）

土台

排水可とう管

スリーブ管捨てコン

合併処理浄化槽

送風機

ろ材

生
活
排
水

処
理
水

嫌気ろ床槽 嫌気ろ床槽

担体流動生物ろ過槽

処理水槽

接触材
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69. 空調・換気工事：空調設備

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 空調設備の準備

2. 冷媒配管

3. ドレーン配管

4. わたり配線

5. 機器の取付け

配管の種類，経路等の確認
貫通スリーブの取付け（断熱工事，外壁
透湿防水シート張り前）

図面仕様書の確認（使用メーカー，品番，
取付け工法・使用（天井埋込み型や壁掛
け型等），工程他）

発注書と仕様の確認
その他（	 ）

配管材，支持金物等の確認
冷媒の配管（継手部の不具合確認）
貫通部の防水処理
隠ぺい配管の場合，保温材による処理
その他（	 ）

配管材，支持金物等の確認
ドレーンの配管
その他（	 ）

わたり線の接続
その他（	 ）

空調機取付け位置の下地材の確認
空調機器の取付け（冷媒管，ドレーン管
との接続）

その他（	 ）

・浄天井高さ，梁せい，壁厚等を確
認する。
・スリーブの取付けの際は，外勾配
とする。
・電気工事業者との事前確認を行
う。
・各室の仕様（仕上材，取り合い，
納まり等）を確認する。
・不適合製品の対応（返品他）を行
う。

・配管については最短距離で，曲が
りの少ない経路を選択する。

・隠ぺい部分は保温処理の確認，通
水試験を実施する。

・ドレーンの排水勾配は，1/100以
上とする。

・アース線の取付けを確認する。

・コンセントの位置の確認を行う。

70. 空調・換気工事：換気・防災設備

作業内容・手順等 管理項目 留意事項，関連法令等

1. 換気，防災設備の準備

2. ダクト配管

3. 換気扇・換気口の準備

4. 換気扇・換気口の取付
け

5. 防災機器の取付け

6. 換気扇の試運転

図面，仕様書等の確認（壁・天井用の別，
隠ぺい配管の有無，メーカー，品番，
換気扇の種別他）

貫通スリーブの取付け確認
その他（	 ）

電気配線，天井埋込み照明器具等の取
り合い，ダクト配管のスペース等の確
認

ダクトの配管
継手接合部の確認
その他（	 ）

工程の確認
発注書と仕様書との照合
その他（	 ）

換気扇取付け枠の確認
換気扇の取付け
外壁貫通孔の防水処理
その他（	 ）

住宅用火災警報器の取付け場所の確認
住宅用火災警報器の取付け（一般室：煙
感知器，台所のみ：熱感知器）

その他（	 ）

換気扇の試運転
その他（	 ）

・電気工事業者との事前打合せが必
要である（容量，取付け箇所他）。
・貫通スリーブは，外勾配となるよ
うに取り付ける。

・換気器具取付け場所を確認し、バ
イブフードの取付け方法を決定す
る。

・点検口の位置を決めておく。
・天井裏ダクトは、フレキシブル管
の使用が望ましい。

・不適合製品は原則，即時返品とす
る。

・換気扇付近にコンセントを設置し
ておく。

・地方自治体により取付け義務のあ
る室が異なるため，確認が必要で
ある。
・エアコンの吹出し口，換気口の付
近は避ける。

・換気扇の吸い込み状態を確認す
る。

　注1）	有効換気面積に関しては，以下のとおりである（吸気用と排気用を別途に設ける場合は別）。
・小屋裏換気：天井面積の1/300以上（吸排気両用），軒裏換気：天井面積の1/250以上（吸排気両用）

　　2）	アスファルトフェルトは，JIS	A	6005の規定に適合するアスファルトフェルト430とする。
・鉄板スパイラルダクト：JIS	G	3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯
・ステンレスダクト：JIS	G	4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）
・スパイラルダクト：JIS	A	4009（空気調和設備及び空気設備用ダクトの構成部材）
・継手類：JIS	K	6739（排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手）、JIS	K	6741（硬質ポリ塩化ビニル管）

　　3）	住宅用火災警報器の取付け場所のついては，以下のとおりである。
・天井付けの場合：壁から600mm以上離す（熱感知型は400mm以上）。
・壁付けの場合：天井から150～500mm程度離す。

空調機（天井付け） 空調機（壁付け）


