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建築相談の実施マニュアルの構成

建築士会における建築相談のあり方は、全体構成を示した「普及ガイドブック」と実質的な運営を示した「実施

マニュアル」によって構成されている。

今まで定期的に建築相談会を実施してきた各単位建築士会も、これから建築相談会を計画する建築士会も、

建築相談の普及ガイドブックを基本とし、実施マニュアルを参考にして、建築相談会を中心とした建築相談

の活性化をはかる。

建築相談の普及ガイドブック

建築士会における建築相談の全体構成と連携の方法を示す。

建築相談の活性化は、建築士の社会的な貢献度を高め、建築士の向上心にもつながる。

建築相談の実施マニュアル

建築相談委員会を中心とした建築相談の実質的な運営方法を解説する。

（細目については、各建築相談委員会で、柔軟に調整し活動する。）

無料相談から有料化に向けて

電話相談と面接相談会の初回は無料、面接相談の2回目からは原則として有料とする。

（有料化の金額は、各単位建築士会・建築相談委員会で調整する。）

建築相談の概要

建築相談とは！

契約書がない、設計図がない。

雨漏りを何度修理しても、直らない。 　このような相談事例が多い。

ちょっとした不具合が、トラブルになった。

ただし、複雑な相談や面倒な相談も多い。

リフォーム工事のトラブル相談事例の中には、訪問販売であったり、建築士資格のない業者や建設業

登録のない業者が施工して、トラブルが発生しているケースが多くあるので注意が必要である。

建築相談委員、建築相談部員の選任

・ 建築相談委員、部員については、各単位建築士会の建築相談委員会に一任する方式とする。

・ 構造や設備の詳細な相談もあるので、構造設計一級建築士と設備設計一級建築士の参加が望ましい。

・ 施工関係の相談も多いので、施工者の施工管理技士の資格を持つ建築士の参加も必要である。

・ 建築相談委員・部員は、建築実務経験と建築相談会参加経験がないと、柔軟に対応する事は出来ない。

・ 建築相談委員・部員のレベルを確保するために、委員会、部会内の研究、研修活動が重要となる。
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建築相談会、建築相談委員会の活動、建築相談委員会・事務局、建築相談委員・部員の基本的立場

①　建築相談会（電話相談、面接相談会）の対応基準

1.　建築相談委員会、建築相談部会が運営する

2.　建築に関わる全般的な相談に対応する

3.　裁判所で係争中の事案の相談には、配慮が必要となる

4.　相談者及び他の者に対する中傷等は避ける

5.　記録、意見書等を相談者に渡さない

6.　相談の資料が不足の場合には、再相談の対応を考慮する

7.　相談時間は概ね30〜40分として、長くても1時間を限度とする

8.　建築相談会以外での個別相談は行なわない

9.　FAX及びEﾒｰﾙ等での相談は行なわない

10.　現地相談の実施に関しては、事務局及び建築相談委員長と協議する

（※　建築相談会を担当する建築相談委員・部員の日当等の基準は、各単位建築士会で調整する。）

②　建築相談委員会の活動

1.　原則として、建築相談委員長が、建築相談委員を5名以上選任し運営にあたる

2.　定例建築相談会、年次建築相談会の実施

定例建築相談会は、毎週または毎月に実施する相談会

年次建築相談会は、年に数回実施する相談会

3.　定例会議の実施

（概ね隔月開催とする）

4.　定例会議において相談事例報告の実施

5.　相談委員のための研究及び研修の実施

6.　現地相談業務の支援

7.　他団体が実施する建築相談会への協力

8.　弁護士会及び消費者相談機関との連携

9.  法律専門家（弁護士）の協力要請

10.　広報活動

③　建築相談委員会・事務局

1.　各単位建築士会内に、建築相談委員会・事務局を設置する

2.　事務局は、建築相談委員会の定例会議の運営及び連絡に協力する

3.　事務局は、建築相談会の運営に協力する

4.　事務局は、資料の整理，相談事例の集計と広報活動に協力する

④　建築相談委員の基本的な立場

1.　建築相談会に積極的に参加する

2.　建築全般について中立的な助言を主とする

3.　相談者が混乱をするような発言は控える

4.　問題点の解決に関する助言を行なう事に努める

5.　他の専門分野に関する断言的な意見は控え、建築士の責任範囲を越えない助言を心掛ける

6.　紛争等の相手方と直接交渉は出来ない

7.　相談によって知り得た事項について、公表をしてはならない

8.　建築相談委員会の活動に参加し、研究及び研修を行なう
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↓ 詳しく記述する予定
イ.　技術的な相談

ロ.　設計監理や工事の進め方、維持管理

ハ.　建築士の業務に関する相談、他団体の紹介

二.　設計監理者および施工者の紹介

（耐震診断業務やリフォーム工事の紹介も含む。）

1.　建築士を探そうネットや会員名簿を活用してもらう

2.　原則として、複数の建築士を紹介する

3.　最終選定は、相談者の責任において行なう

（選定した建築士に関する問合せ等は受けない）

　　　※　紹介する方法については、柔軟な対応が望まれている。

トラブル相談

契約トラブル、出来栄えトラブル、約束トラブル、追加変更トラブル、金銭トラブル等

イ.　企画、設計、工事監理

ロ. 法規、申請、近隣

ハ. 契約、工事、技術、性能

二.　欠陥処理、紛争処理

契約責任 不法行為責任

相談者の分類

↓ 詳しく記述する予定
A. 建築主 一般消費者で、問題を抱えている人

ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ 〜　個人

B. 設計監理者 建築士会会員、非会員

C. 施工者　 建築士会会員、非会員 元請け、下請け

D. ﾒｰｶｰ 材料ﾒｰｶｰ、設備ﾒｰｶｰ

E. 不動産関係 ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ、不動産会社

F. 管理組合 ﾏﾝｼｮﾝ関係

G. その他 上記の分類以外

専門的な相談とトラブル相談

専門的な相談
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↓

業務

○　いつ頃からどの位の費用が掛かるか？

○　弁護士や他団体の紹介

○　設備の維持管理について

l.  その他 資格、異業種

○　建築士の資格について

j. 紛争処理 瑕疵、工期、追加変更工事

○　工事が工期通りに進んでいない

○　追加変更工事の多額の見積り書が届いた

k. 維持管理 長期修繕計画等

○　構造金物が少ない

○　断熱性能が知りたい

I. 欠陥処理 不具合処理

○　雨漏りが有り、何度直しても直らない

○　壁のひび割れが多くて心配！

g. 工事 見積り、工期、工事体制等

○　設計図面とは違う工事が行なわれている

○　工期が守られない

h. 技術、性能 材料、構造、工法、断熱、遮音、その他

○　境界に接近して建てているが、問題はないか？

○　工事騒音がうるさい

f. 契約 設計監理契約、工事請負契約、瑕疵担保保証

○　設計図がない、工事見積り内訳書がない

○　瑕疵担保の保証期間について

c. 工事監理

○　工事監理の役目は？

○　工事監理報告書について

d. 法規、申請 建築基準法、民法等

e. 近隣 建築規模、境界、騒音等

○　道路斜線制限について

○　道路境界線と隣地境界線がはっきりしない

相談内容の分類と相談事例

○部分の相談事例は案で、今後代表的な相談事例を組み込む予定。

a. 企画 設計及び工事の進め方

b. 設計 業務、設計案、設計図、見積り

○　設計料はどの位掛かるのか？

○　基本設計で中断した場合の精算方法は？

○　これから家を建てようと考えているが、どのようにしたら良いか？

○　設計監理者を探しているが、どうようにしたら良いか？
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A. 電話相談の方法

・　電話相談のみを実施する方法と面接相談会の時間内に電話相談を実施する方法がある。

・　電話相談は、書類や図面、写真等の資料を見て判断する事が出来ないので、適切な回答や助言が難しく、

　　なるべく資料を持って面接相談会に参加する事を薦める。

・　簡単な応対で済む場合もあるが、電話相談は、次の段階へ方向付ける助言とする。

（面接相談を薦め、面接相談の実施予定等を伝達する。）

・　面接相談中の電話相談受付業務は事務局が対応し、電話相談時刻の調整を行なう。

電話相談対応マニュアル

① 担当の建築相談委員名を相談者に伝える。

② 相談者の氏名、住所（場所）等を確かめる。

主要な相談項目は、事務局で事前に表記しておくと良い。

③ 相談内容のメモを取る。

聞き取りにくい場合は、ゆっくりと話すように伝える。

④ 相談項目が多岐にわたる場合は、要点をしぼる。

いくつかに分類する、問題点の重要度を把握する。

⑤ 相談内容が、専門的な相談か、ﾄﾗﾌﾞﾙ相談かを把握する。

緊急性があるかどうかも確かめる。

⑥ 電話相談時間は、概ね、15分とする。（30分以内）

相談内容（5〜10分）、問題点（5〜10分）、対策等（5〜10分）。

⑦ 面接相談を薦める。

資料の有無、資料の準備、面接相談会の実施予定を伝える。

電話相談の注意点

訪問販売などの相談の場合には、日程的にクーリングオフが可能かどうかを見極める必要がある。

（8日間）
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・　面接相談会を、建築士会が実施する主要な建築相談会として位置付ける。

・　定例的に面接相談会を実施する方法と、年次的に面接相談会を実施する方法がある。

（面接相談会に関する広報宣伝活動は、各単位建築士会および支部で行なう。）

・　面接相談会の受付業務は、単位建築士会の事務局か支部の事務局が行なう。

（当日受付順とするか、予約方式とするかは、各建築相談委員会で選定する。）

・　初回は無料、2回目からは有料

［参考例］ 5,000〜10,000円

・　事務局は、相談者に相談開始時刻を伝える。相談者は、相談用紙に相談項目等を記入する。

相談者の氏名、住所（場所）等、相談内容、資料の有無

面接相談会対応マニュアル

① 担当の建築相談委員名を相談者に伝える。

② 相談者の氏名、住所（場所）等、相談内容を確認する。

聞き取りにくい場合は、ゆっくりと話すように伝える。

③ 相談内容が、専門的な相談か、ﾄﾗﾌﾞﾙ相談かを把握する。

緊急性があるかどうかも確かめる。

（クーリングオフが可能かどうかかを見極める。）8日間

④ 面接相談時間は、概ね30分とする。（1時間以内）

相談内容（10分）、問題点（10分）、対策等（10分）を目安とする。

⑤ 相談委員は、相談内容のメモを取る。

相談委員の書いた書面等を、相談者には渡さない。

面接相談終了後に、相談記録を作成し、建築相談委員会にて報告する。

⑥ 相談内容の重要度を把握して、助言を行なう。

建築全般について中立的な助言とし、相談者が混乱をするような発言は控える。

紛争等の複雑な相談の場合は、相談者片方のみの意見なので、慎重に対応する。

係争中の相談の場合は、慎重に対応する必要がある。

⑦ 相談内容が複雑な場合は、要点をしぼる。

資料等が不足している場合は、次回の面接相談会につなげる。

⑧ 現地相談の要望がある場合は、建築相談委員長または建築相談部会長に了承を得る。

【コラム】

瑕疵（かし） : 一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと。

紛争（conflict） : もめ事や争いごとを指す

欠陥（ Defect） : 理想状態を想定できる物事における理想状態との違い

不具合 : あるモノに関して、当初想定していたとおりの仕上がりになっていない部分や状態

B. 面接相談会の方法
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C. 現地相談業務の方法

・　面接相談会後に、要望があり、必要となれば現地相談業務を実施する。

・　原則として、面接相談会を担当した建築相談委員が、建築相談委員長または部会長の了承を得て実施する。

・　現地相談業務は、原則として、面接相談会以後に別途現地調査業務契約の上に行なう業務。

・　事務局は日程調整等の補佐を行なうが、相談者と建築士当事者間の業務契約とする。

・　現地相談は、面接相談を現地で行なう相談方式で現地相談時間は概ね1時間とする。

原則として、係争中の案件の現地相談は行なわない。

・　有料 業務単価×3時間+交通費

1時間程度の現地相談とし、往復2時間を加算し、業務時間は3時間とする。

業務単価は、原則として、国土交通省告示第15号を参考とし、各単位建築士会で調整する。

［参考例］業務単価を10,000円/時間とすると、30,000円+交通費となる。

・　現地相談補助として特別な補助要員が必要な場合は、当事者間で事前連絡を講じておく。

（増額となる場合は、事前連絡が必要となる。）

・　現地相談業務の内容は、相談者と建築士の個別契約とし、現地相談の業務内容の問合せに関して、

　　単位建築士会、建築相談委員会および事務局は応じない。。

現地相談対応マニュアル

① 現地相談の立会者を確認する。

② 現地相談業務の項目および業務費用を確認する。

支払い方法等を確認する。（必要に応じて、領収書を発行する。）

③ 現地相談時間は、1時間程度とする。

現地調査時間が大幅に増加する場合は、相談者と調整する。

④ 現地相談の内容を図面等で確認し、調査項目を把握する。

⑤ 相談委員は、相談内容と現地の状況を適切に把握する。

一応、現地相談の記録用写真を撮影しておく。

相談委員の作成した資料等を、相談者に渡さない。

⑥ 現地相談内容の重要度を把握して、助言を行なう。

建築全般について中立的な助言とし、相談者が混乱をするような発言は控える。

⑦ 現地相談終了後に、相談記録を作成し、建築相談委員長または建築相談部会長に報告する。

⑧ 現地調査業務の要望がある場合は、担当建築相談委員の判断において、業務内容を検討の上、

現地調査業務契約書を締結する。（日程等の調整も行なう。）



B09

D. 現地調査業務の方法

・　現地相談業務後に、要望があり、必要となれば現地調査業務を実施する。

・　現地調査業務は、現地相談以後に別途現地調査業務契約の上に行なう業務。

・　現地相談業務を担当した建築相談委員が、相談者に現地調査業務の見積り書を提出し、当事者間で

　　協議の上、現地調査業務契約書を締結し実施する。

・　有料 業務単価×5時間+技術料+交通費

3時間程度の現地相談とし、往復2時間を加算し、業務時間は5時間とする。

業務単価は、原則として、国土交通省告示第15号を参考とし、各単位建築士会で調整する。

［参考例］業務単価を10,000円/時間とし、技術料を30,000円とすると、80,000円+交通費となる。

・　現地調査業務契約書には、現地調査業務内容、業務期間と業務費用を明記し、現地調査業務契約書とする。

　　

・　原則として、相談委員が作成した資料等を相談者に渡さない。

・　現地調査業務と報告書作成業務を含めた業務とする場合は、現地調査・報告書作成業務契約書を締結する。

・　現地相談業務の内容は、相談者と建築士の個別契約とし、現地相談の業務内容の問合せに関して、

　　単位建築士会、建築相談委員会および事務局は応じない。。

E. 報告書作成業務の方法

・　報告書作成業務は、現地調査業務以後に別途報告書作成業務契約の上に行なう業務。

・　現地調査業務を担当した建築相談委員が、相談者に報告書作成業務の見積書を提出し、当事者間で

　　協議の上、報告書作成業務契約書を締結し実施する。

・　現地の再調査が必要となる場合もある。

・　有料： 業務単価×業務時間+経費等

業務時間は、報告書業務内容によって差があるので、注意が必要である。

業務単価は、原則として、国土交通省告示第15号を参考とし、各単位建築士会で調整する。

経費等は、業務単価×業務時間×（0.5〜1.5）の範囲で調整し、決定する。

［参考例］業務期間が5日間を要すると、費用は約500,000円の計算となる。

・　報告書作成業務契約書には、業務内容、業務期間と業務費用を明記し、報告書作成業務契約書とする。

・　報告書作成業務の内容は、相談者と建築士の個別契約とし、報告書作成業務内容の問合せに関して、

　　単位建築士会、建築相談委員会および事務局は応じない。。
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建築相談方式と注意点

↓　主な注意点を記述する

 A. 電話相談

1.　電話相談は，相談者の状況や表情が解らないので、慎重に対応する必要がある。

2.　特長として、相談の項目数や内容が把握しにくく、回答も難しい。

 

3.　概ね、15分くらいの電話相談を目標とし、長くなる場合の対応策が必要となる。

B. 面接相談会

1.　相談用紙に記載された相談項目の順序に従って相談内容を把握していく必要がある。

2.　相談者の言う事を良く聞くことが大切であるが、概ね、30分の面接相談なので、質問

　　に関する回答時間と方向性に関する助言の時間の割振りを考慮する。

3.　資料等が不足している場合は、次回の面接相談会に来るように説明する。

C. 現地相談業務

1.　現地へ行く道順等の事前準備が必須で、到着時間に余裕を持って行動する必要がある。

（遅刻する可能性がある場合の連絡方法等を考慮しておく。）

2.　相談内容を適切に把握する。

3.　相談事項に対して回答出来ない場合は、あいまいな回答は避ける。

D. 現地調査業務

主な注意点を記述する（未完姓）

相手方が立ち会う場合の対応

調査用の7つ道具

調査機器調査機器

 E. 報告書作成業務

主な注意点を記述する（未完成）

調査専門会社の件

相談者の裁判等の資料される可能性とその扱い

裁判所から依頼される「鑑定書」との差
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建築相談委員

①　各単位建築士会・建築相談委員長が、5名以上の建築相談委員を選任する。

②　建築相談委員の任期は2年とする。

③　建築相談委員は、建築の全般的な知識の他に柔軟な対応が出来る技量を備えている必要がある。

④　新規に建築相談委員を選任する場合は、経験等を考慮し、1年間の研修期間を設ける方法もある。

⑤　構造設計一級建築士、設備設計一級建築士、施工管理技士の資格を持つ建築士の参加が望ましい。

⑥　建築相談委員は、委員会が主催する建築相談会（電話相談、面接相談会）へ参加する。

　　

⑦　建築相談を担当した相談委員は、相談記録を作成し、委員会に報告する。

⑧　委員会の研究及び研修活動に参加する。

⑨　建築相談会での問題点は、建築相談委員長と協議して、その対応にあたる。

⑩　面接相談会で現地相談の要望があった場合は、事務局及び建築相談委員長と協議して、その対応にあたる。

建築相談部員

・　各単位建築士会・支部・建築相談部会長が、5名以上の建築相談部員を選任する。

・　詳細については、上記の「建築相談委員の項目②〜⑩」に準じる。

【コラム】

複雑な相談等で困った場合には、委員会や部会内の横連絡や連携が必要となるので、委員会及び部会で、

対応策を検討しておく必要がある。
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建築紛争処理機関の概要

行政機関、指定機関、弁護士会、裁判所

A. 建築審査会

・　都道府県、建築主事を置く市町村に設けられる行政機関。

・　特定行政庁が例外許可等をする際の同意、不服申し立てに対する裁決等を行なう。

B. 建設工事紛争審査会

・　建設業法に基づき、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図る公的機関。

・　専門家により建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設業法に

　　基づき、国土交通省に中央建設工事紛争審査会が、各都道府県に都道府県建設

　　工事紛争審査会が設置されている。

C. 指定住宅紛争処理機関

・　新築住宅の建設住宅性能評価書が交付された住宅、および既存住宅の個別性能

　　評価を受けた住宅についての紛争処理の業務を、公正かつ適確に行うことができる

　　法人として、国土交通大臣が指定した機関。

・　新築住宅と既存住宅の評価住宅にトラブルが生じたときに、裁判によらずに、住宅の

　　紛争を円滑・迅速に処理する機関。

D. 弁護士会・紛争解決センター

・　民事上のトラブルを柔軟な手続により、短期間に、合理的な費用で、公正に解決する

　　ことを目的としている。　裁判外の紛争解決機関（ＡＤＲ）

（２０１２年９月現在、全国で３４センター〔３１弁護士会〕）

http://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation/bengoshikai_consultation/conflict.html

E. 裁判所・民事訴訟

・　私人間の生活関係に関する紛争（権利義務に関する

　　争い）につき、私法を適用して解決するための訴訟。

・　訴訟手続きは民事訴訟法および民事訴訟規則など

　　に基づいて行なわれる。

F. 裁判所・民事調停

・　裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員

　　が関与し，法律を基本としながらも，実情に即した

　　解決を図る。

【コラム】

紛争解決に精通している審査会委員、紛争処理委員、裁判所・民事調停委員や専門委員を担当している建築士も

多いので、建築相談委員、建築相談部員を人選する場合に、参考にすると良い。



B13

建築相談用紙
※　相談者は、下記の太枠内に記入すること。

　建築相談用紙  相談日 ［平成　　　　年　　　　月　　　　日 （ 　　） ］  相談委員名 No.

 相談時間 ［　　　　時　　　　分  〜　　　　時　　　　分］

　　　ふ　り　が　な  性別　○男 ○女  ○ A.建築主　○ B.設計者　○ C.施工者　

　相談者氏名  年齢 　歳  ○ D.ﾒｰｶｰ　○ E.不動産関係　○ F.管理組合

 相談回数　［　　　回目］  ○ G.その他 ［　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

　住所等  〒  同行者 :  相談会を知った経緯

 相談形式　○ 面接相談 　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

 Tel 　　　（　　　） 　 　　　　　　○ 電話相談

　持参資料 ○ 図面　　○ 契約書　○ 見積書　○ 写真　○ 調査書　○ その他［　　　　　　　　　　］

　建築物の用途 　工事種別 　構造  階数 　状況

 ○ 住宅  ○ 新築 ○ 増改築  ○ 在来木造 　　［　　　　　　　　   　　 ］  ○ 計画中

 ○ 併用住宅  ○ 改修・ﾘﾌｫｰﾑ  ○ 2×4木造  延べ面積  ○ 工事中

 ○ 集合住宅  ○ 外装 ○ 耐震関係  ○ RC造 　　［    　　　　　　　　　　］㎡ ○ 完成後 ［　　年　 ケ月］

 ○ 店舗、事務所  ○ 建売り住宅  ○ S造  品確法関係  紛争関係　

 ○ その他  ○ その他  ○ その他  ○ 設計評価  ○ 係争中 ○ 準備中

　　　［　　　　　　　　］ 　　　［　　　　　　　　　　　　］  ［　　　　　　　　　　　］ ○ 建設評価  ○ その他［　　　　　　　　　］

　相談内容の分類  ○ a. 企画 ○ d. 法規 ○ g. 工事 ○ j. 紛争処理

○ b .設計 ○ e. 近隣 ○ h. 技術、性能 ○ k. 維持監理

○ c. 工事監理 ○ f. 契約 ○ I. 欠陥処理 ○ l. その他

＜相談内容＞

＜回答＞

（申し送り事項等＞
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建築相談・概要記録用紙 アンケートについて記入予定（未完成）

※　委員会、部会での報告用の概要記録用紙
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建築相談業務の見積書式・業務契約書式　［参考例］ ※　現地相談業務の書式は略式でも良い。

○の該当箇所に、●印等で表示する

↓

　 建築相談業務関係の見積書式・業務契約書式

　 ○　見　積　書 ○　業　務　契　約　書

　

　   業 務 名 称 （税込み）

○　現地相談業務 ○　現地調査業務 ○　報告書作成業務

　　　金　　額 　　　業 務 期 間

・　業務単価×業務時間+経費等（技術料、交通費）で計算する。

・　業務単価は、原則として、国土交通省告示第15号を基準とし、各単位建築士会で調整する。

　　　内　　訳

　 　業 務 内 容

○　現地相談業務項目 ○　現地調査業務項目 ○　報告書作成業務項目

　 　日　　付

（業務契約書の場合のみ記入する）

　   相 談 者 　住所 　○ 建築相談委員 　住所

    （委託者） 　○ 建築相談部員

　氏名 　　   　印   （受託者） 　氏名 　　   　印



B16 裏表紙

建築相談集計表 各建築相談委員会でまとめた集計表を、ブロック会で集計して、本部で

総合集計表としてまとめる。

　○○建築士会 　○○支部 　20○○年度

　建築相談委員会 　建築相談部会 　20○○/00/00〜20○○/00/00

　建築相談会実施回数 　定例・建築相談会 　年次・建築相談会　　　 　その他

　　　　合計　　　　　回 　　回 　　回 　　回

　相談件数 　電話相談　　 　面接相談会　 　現地相談業務　　　

　　　　合計　　　　　件 　　件 　　件 　　件

　　　％ 　　　％ 　　　％

　相談者の分類 A. 建築主 B. 設計監理者 C. 施工者　 D. ﾒｰｶｰ E. 不動産関係 F. 管理組合 G. その他

　　　　合計　　　　　件 　 　　件 　　件 　　件 　　件 　　件 　　件 　　件

（　　　　　％） （　　　　　％） （　　　　　％） （　　　　　％） （　　　　　％） （　　　　　％） （　　　　　％）

　   a. 企画  d. 法規  g. 工事  j. 紛争処理

　相談内容の分類 　　　件 　　　件 　　　件 　　　件

（　　　　　　％） （　　　　　　％） （　　　　　　％） （　　　　　　％）

　　　　合計　　　　　件   b .設計  e. 近隣  h. 技術、性能  k. 維持監理

　　　件 　　　件 　　　件 　　　件

（　　　　　　％） （　　　　　　％） （　　　　　　％） （　　　　　　％）

 c. 工事監理  f. 契約  I. 欠陥処理 　　件  l. その他

　　　件 　　　件 　　　件 　　　件

（　　　　　　％） （　　　　　　％） （　　　　　　％） （　　　　　　％）

　集計グラフ欄 相談者の分類 相談内容の分類

　　建築相談集計表


