
１．作成根拠

「公共建築工事標準仕様書」（以下「標仕」という。）において、下記の記載がある。

～引用

上記による理由から、本書を作成する。

２．ひな形の目的と留意事項

その他、下記に留意事項を示す

・ 使用するソフトは、本ひな形と合わせる必要はない。受注者の判断で利用しやすいソフトを監督職員と

協議の上決定すること。（紙納品の場合は協議は不要）

施 工 計 画 書 作 成 要 領（防水改修工事）

1.2.2施工計画書

（b）品質計画、一工程の施工の確認及び施工の具体的な計画を定めた工種別の施工計画書を、当該工

　事の施工に先立ち作成し、監督職員へ提出する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、

　この限りでない。

（c）（b）の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。

（d）施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は監督職員に報告するとともに、施工等に支障がな

　いように適切な措置を講ずる。

　施工計画書は、受注者が当該工事において、品質確保のため実際に施工することを具体的な文書に
表し、そのとおりに施工すると約束するものであり、工事の施工や施工管理の最も基本となるものである。
また、施工に先立ち作成し、監督職員に提出する必要がある。
　本ひな形は、公共建築工事における受発注者の業務効率化の一環として施工計画書作成の効率化を
図るもので、あくまでも発注者側の最低限記載してほしい項目等を記載しているので、設計図書・施工条
件等を十分熟知し、適宜加除修正を行うこと。
　また、本ひな形は参考例であり、作成にあたっては受注者の責任において使用するものとし、受注者の
作成する施工計画書を拘束するものではない。

・ ひな形の内、青文字で示したものは例であり、それ以外は、記載すべき事項として考慮すること。

・ ひな形の右側に記載された事項は、計画書等作成の要点であり

参考扱いであり提出は不要である。

３．計画の変更

変更の必要事項が生じた場合は、速やかに修正を行い監督職員へ提出すること。

４．他の施工計画書とのリンク

各計画書への記載内容を重複させないように、総合施工計画書及び工事安全計画書を基本とした引用先

として記載すること。

他の計画書に同じ内容の記載がある場合は、そちらを

引用先として記載する（公共建築工事標準仕様書を引用先としても良い）

５．凡例

青文字　：　記載内容を参考に、本工事に即した内容を検討し記載

緑文字　：　記載の要点、公共建築工事標準仕様書、公共建築改修工事共通仕様書等の関係項目を表す

【番号】は、公共建築工事標準仕様書等の項目を示す

各施工計画書 P●● ●章による

総合施工計画書

工事安全計画書

記載の要点

のページ
ひな形

のページ



H○／○／○

主任監督員 監督員

品質計画に係る部分は承諾する。

受注者　　 （株）○○○○○ 工事監理

現場代理人 監理技術者 主任技術者 H○／○／○

改定記録 ○／○ 当初

○／○ 変更

○○○○○○工事

防水改修工事施工計画書

発注者　 承諾　

屋上防水・塗膜防水・シーリング工事

青文字　：　記載内容を参考に、本工事に即した内容を検討し記載

sample



記載の要点

防水改修工事のひな形については、代表的な工事内容を３つ作成した。

工事内容を確認し、参考に使用すること。また既存の撤去については、状況が多岐に渡るため割愛している

ので、適宜追加すること。

←工事名記入

←　○○○工事　　施工計画書　　という書き方とする。

←　総合施工計画書・工事安全計画書については「受理」

　　各種施工計画書については「品質計画に係る部分のみ承諾」となる。【仕 1.2.2（ｃ）】

←　サインまたは押印

←　不要となる欄は消去する。

←　着手前に監督職員へ提出となる。【仕 1.2.2（ｂ）】

←　条件変更等が生じ、計画書に反映した日を記載（変更内容の着手前）【仕 1.2.2（ｄ）】
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目次

１． 総則

２． 工事概要

３． 施工管理体制

４． 使用機材

５． 施工手順

６． 品質計画

７． 安全対策

８． 写真撮影要領

９． 添付資料

施工要領書

カタログ

規格証明書

試験成績書

技能検定合格証

sample



記載の要点

各章　ページ数が増える場合は、目次に細分化したものを記載願います。

写真撮影要領は、施工中の写真が過大になるのを防ぐため、事前に確認する章です。

必要に応じ整備し、監督職員と撮影内容について協議願います。

９は、それまでの章を補完する参考資料（書式類を含む）を添付願います。

協力会社等の作成した施工要領書等は本工事の具体的な検討をし、適用箇所を明確にする。

共通的に作成されたものだけを添付しない事。

安全データシートの提出は不要。施工中、受注者の手持ち資料として用意があればよい。sample



２．工事概要

２－１ 全体概要

総合施工計画書による。

２－２ 防水改修工事内容・工程

１）改質アスファルトシート防水

屋上既存アスファルト防水を撤去し改質アスファルト防水を行う。

材料発注 平成○年　○月○日　予定

施工図提出 平成○年　○月○日　予定

施工期間 平成○年　○月○日　～　平成○年　○月○日

２） 塗膜防水

既存バルコニー床面へウレタン塗膜防水を行う。

材料発注 平成○年　○月○日　予定

施工期間 平成○年　○月○日　～　平成○年　○月○日

３） シーリング

既存建具周り・躯体打ち継ぎ目地のシーリング打ち替えを行う。

材料発注 平成○年　○月○日　予定

試験 平成○年　○月○日　予定

施工期間 平成○年　○月○日　～　平成○年　○月○日

２－３ 工程管理

　毎日、定刻に開催する「作業予定及び安全衛生の打合せ」で稼働している工種の職長を交え、品質・

安全・工程に係る作業間の調整等を行い工程管理をする。又、全体工程を基に毎日の工程の進捗を反映

して月一度の工程の見直しを行い、「月間工程表」を作成し遅れや関連工程との調整する。
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記載の要点

（印刷範囲外）

掲載根拠

仕：公共建築工事標準仕様書

改：公共建築改修工事標準仕様書

契：契約書

現：現場説明書

【簡素化】

・ 総合施工計画書に、同じ記載がある場合は、「総合施工計画書　●●による」と記載し

重複した記載は、行わないこと

・ 工事概要は、図面の改修内容表等も参考にする。

・ 実施工程表に記載のある内容については、記載不要
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４－３ シーリング

１） 製作製造業者名 ○○○○株式会社

２） 発注先 ○○○○株式会社

電話 ○○○－○○○－○○○○

担当者 ○○　○○

納入予定 ○○月○○日

３） 使用材料

材料・工法 商品名 規格・使用予定量

２成分形変性ｼﾘｺｰﾝ系 ○○○○ ○L/セット 建具周囲

シーリング ＪＩＳ○○○○ （○ｍ） 色は打ち合わせによる

プライマー ○○○○ ○ｍｌ/缶

ポリサルファイド系 ○○○○ ○L/セット 躯体打ち継ぎ部

シーリング ＪＩＳ○○○○ 色は打ち合わせによる

プライマー ○○○○ ○ｍｌ/缶

（○ｍ）

・ 副資材

バックアップ材、マスキングテープ

４） 使用工具

品名 用途

ミキサー混合機 シーリング材練り混ぜ

コーキングガン シーリング材充填後の押さえ用

ヘラ シーリング材充填後の押さえ用

○○○○ ○○○○

５） 色合い

材料の色見本を監督職員へ提出する

４－４ 保管・運搬

１） 材料の運搬

材料の搬入に際しては、破損することのないよう十分に注意する。

搬入・現場進入ルートについては、現場内での取り決めたルートにより搬入する。

２） 材料の保管

作業量と工期を考慮して必要量を搬入し、直射日光や雨・霧の当たらない場所に密封して保管する。

プライマーや清掃用溶剤は現場に残置することなく毎日持ち帰る。
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記載の要点

不定形弾性シーリング材を適用。種類及び施工箇所は特記による。特記が無い場合は、改　表３．７．１による。

ただし、カーテンウォール目地及び外装壁タイル接着張り目地の場合は除く。

【簡素化】

・ 材料規格（ＪＩＳ・ＪＡＳ又はメーカー品番等）を明確に確認できる、材料搬入時の工事写真を提出する事により、

規格・品質証明書は省略できる。

【改　3.7.2（f）】参照

【改　3.7.2（f）】参照

必要に応じて使用工具を追加する

【改　1.4.2】
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８ 写真撮影

工事写真について、電子データで提出する場合は、画像データの他、撮影年月日、撮影条件、撮影

位置、音声データ等の付帯情報も合わせて画像ファイルを構成されたものを提出する。

以下の点について写真で記録し提出する。

改質アスファルトシート防水（トーチ工法　AS-T3）

・ 資材確認（表示・マーク等、材料搬入数量） ・・・資材毎

・ 入墨・出隅部の確認 ・・・　○箇所

・ 下地含水測定 ・・・　○箇所

・ プライマー塗布 ・・・　○箇所

・ 各資材張りつけ状況（各工程毎） ・・・　○箇所

・ 立ち上がり部各資材張りつけ状況（各工程毎） ・・・　○箇所

・ ルーフドレン周り増し張り状況 ・・・　○箇所

・ 立ち上り部の押さえ ・・・　○箇所

・ アスファルト防水施工標 ・・・　○箇所

塗膜防水

・ 下地含水測定 ・・・　○箇所

・ 資材確認（表示・マーク等、材料搬入数量） ・・・資材毎

・ 入墨・出隅部の確認 ・・・　○箇所

・ プライマー塗布 ・・・　○箇所

・ 防水材塗布状況（各工程毎） ・・・　○箇所

・ 空缶確認 ・・・資材毎

・

・

シーリング

・ 材料（表示マーク・搬入数量全数・可使期間等） ・・・シール材毎

・ 目地清掃状況 ・・・　○箇所

・ 目地の形状・寸法確認・・・被着体組み合わせ毎 ・・・　○箇所

・ バックアップ材装着 ・・・　○箇所

・ プライマー塗布 ・・・　○箇所

・ シール材練り混状況（商品の缶と一緒に撮影） ・・・　○箇所

・ シール材充填 ・・・　○箇所

・ 接着性試験（試験結果を黒板に記載） ・・・シール材毎

９ その他添付資料

施工要領書

カタログ

規格証明書

試験成績書

技能検定合格証

sample



記載の要点

 工事写真については、「営繕工事写真撮影要領・同解説」によるほか、工事考査（検査官・監督職員による

評価）の際に、評価項目があることから写真を撮影・保存する事例を検討し、撮影・納品する物を事前に絞り

込み最小限度かつ、撮影漏れをなくすことを目的として、施工計画書に盛り込む。

【簡素化】

・ 材料搬入状況を撮影した工事写真を提出することにより、出荷証明書は省略できる。

・ 材料規格（ＪＩＳ・ＪＡＳ又はメーカー品番等）を明確に確認できる、材料搬入時の工事写真を提出する事により、

規格・品質証明書は省略できる。

撮影箇所のポイント

・ 各種施工写真に技能士による施工確認状況写真があるとよい

・ 不可視部分を中心に、作業工程毎に1枚以上撮影する。

・ 施工中及び施工後の状況を１枚以上撮影する。

・ 各種試験状況及び結果が確認できる写真を1枚以上撮影する。

【仕　1.1.1】

工事内容を考慮して加除する。
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