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　母屋（RC造）の修理が終わったので、隣接して立っている木造納屋を潰し、既設より大きめに

車庫兼納屋として建替えることにした。

　依頼したのは母屋を施行したK工務店であるが、開口部（出入り口）の高さを 2.4m 採って

欲しいと依頼したにも拘わらず、2.1m しかなく農作物をのせたままでは利用できない。

改修をお願いしても直してくれない。

　そのまま工事は終わったが、話し合いに応じず、見積もり金額をそのまま請求してくるばかりで

弱っている。

　こちらの話し合いたいという要求に、今回は「このままでは然るべき処置をとる」と言ってきたが、

どうすればよいのでしょうか。

　「シャッター　5.0×2.4m」 と明記されている見積書あり

 相手が一向に改造の話し合いに応じないのであれば、

直していただけないのであれば、こちらから他の業者に、開口部を 2.4m に改造する見積書を取り、

その金額相当分を、請求金額から差し引きますが、よろしいですか、と話し合ってください。

 と回答しました。

隣地のブロック塀の天端に、カーポートの軒樋雨水を排水する管が設置されたが、違反ではないのか？

隣地の敷地内に納まっているので、法律上問題はない。

但し、現在施工者側が、修理しますと言っているので金額の賠償で、施工者と縁を切ってしまうより

　新築後１年半で外壁にクラックが出て、施工者に補修してもらったが補修時の足場による外部床タイルの汚れ、

　話し合いにより、金額の賠償も可能であると思う。

Top. date 19.1.25　(西田担当)

→Ａns.

Ｑus.No1. date 20.4.24　(西嶋担当)

→Ａns.

→Ａns.

Ｑus.No2. date 20.4.24　(上田担当)

窓のゆがみ等が出たので、金額による賠償をしてもらえるのか。

修理してもらう方向で、しっかり工事してもらう方が良いとお答えいたしました。



木造２階建て住宅延べ３４坪を建設する為に、地元の建設会社と平成１９年９月に契約金１００万、

工事請負金額１８００万で建設請負契約書を交わしました。

その後平成２０年１月に業者より平屋建て延べ２８坪変更プランの提案があり、変更案で再契約しましたが、

契約後業者の方が１８００万プラスαかかると言っているが、変更後の見積書を出してくれない。

最初の契約書が生きているので、工事をしながら最初の見積書に従って施行するので変更見積書提出

する必要は無いと言って見積書を提出してくれない。内装は無垢材を使用、壁は珪藻土使用するから

平屋でいいもの建てるので思うようにまかしてもらいたいと業者の社長が言って施主の要望を聞き入れて

くれない。変更契約する前に工事金額が上がる事の説明が無かった不満である。

建築主の要望を聞き入れてくれないのであれば、契約を解除したいが、どのように対処すればいいのか?

　変更後の設計仕様書、内訳書を提出してもらって納得いくまで説明してもらってください。そうしないと

工事完了後、工事範囲、仕様変更、追加工事、増減額の精算が出来ないのでトラブルの原因となります。

どうしても内訳書提出して、仕様変更相談に応じてくれないのであれば、

近くの建築設計事務所に相談してみてください。

確認申請をとって、完了検査を受けられないと業者に言われた。

完了検査を受けなければいけないのか？

融資はなく、自己資金でされているとのこと。

登記に関しては、検査済証は必要ない。

確認検査機構から「完了検査を受けないといけない」という葉書が来たら、検査機構に相談してもらう。

法的には、完了検査を受ける義務があるが、罰則の適用があるかないかは、不明。

モデルハウス（木造２階建・専用住宅・ヤング開発）を約３年前に購入。（30歳前後の夫婦）

基礎と土台の間、水切り部分を下から見ると、基礎パッキンと木部が見えている。（写真と動画より）

一部、意匠的にふかしている部分では、基礎と土台がズレている。その他も基礎より木部が出ている。

会社に電話をすると、営業は、「手抜き」と認め、隠れるようにコンクリートを塗ると回答があった。

言われる通りの施工方法で大丈夫か！？又、「手抜き」と言っているが「欠陥」ではないのか！？

担当営業の信用が薄く、かなり不安があるので、文章で残してほしいと言ったが拒否された。

写真を見る限り、構造には問題ないと思います。「構造上の欠陥」ではなく、「手抜き」でしょう。

補修の施工方法は、その方法が一般的。床下も見てもらう。

不安がある場合は、一筆書いてもらえないようであれば、施工時の補修計画書や、説明書を出してもらい、

自分で施工時の写真を撮っておくといいでしょう。

それでも、家自体に不安を感じるようであれば、建築士に見てもらうことも可能だと思います。（費用必要）

入居して、４０年。他人の土地を通る水道枝管とメーターを移動してほしいとのこと。

水道枝管とメーターは、姫路市水道局の所有なので、当事者は、市と土地所有者なので、市の水道局に

相談してもらう。

下水道が別ルートできているので、移動は可能。

Ｑus.No4. date 20.6.26　(岩田担当)

→Ａns.

Ｑus.No3. date 20.5.22　(井垣担当)

→Ａns.

Ｑus.No5. date 20.6.26　(岩田・森澤担当)

→Ａns.

Ｑus.No6. date 20.6.26　(岩田・森澤担当)

→Ａns.



Q 相談者：70代後半？女性（姫路市生野町）＋40代？娘さん

相談内容 ： 100年以上前に建てられた古民家（現在は住んでいない。倉庫・物置として利用。）

　　　を所有しているが、外壁が痛んでいたので、近隣に営業に回ってきた施工業者にお願いした。

　　　簡易な説明は受けて、見積書をもとに、金額を決定し、着工した。工法は、角波鉄板葺き。

　　　窓上部には小庇が付いていたが、これも傷んでいるので、取っ払っらう仕様となぅた。

   　　トラブルはここから。窓から漏水の可能性（理由は説明されているのだろうが・・・相談者は

　　　正確に理解していない。）があるから・・・と云うことで、アクリル板かポリカーボネイト板で、

　　　正確に理解していない。）があるから・・・と云うことで、アクリル板かポリカーボネイト板で、

　　　換気は、他面で取れるので、この窓は塞いでも大丈夫だ・・・との業者からの説明も受けている

　　　様だが、納得いかず、建築相談に来られた。

質疑内容 ：

　　　 ①この窓を塞ぐ工法は、よく有る手法か？他にないのか？

　　　 ②この窓塞ぎの工事に、￥○●◎　と言われて施工に移ったが、工事完了後の請求時には、

　　　　増額になっていた。正当な金額でしょうか？又その通り、支払わなくてはならないのか？

→Ａns.

　　　　①一般的には少ない例であるので、施工業者に再度説明を求め（施工業者からは、事前に

　　　　　　その工法についても説明を受けていたんであろうが・・・）それでも納得がいかなかったり

　　　　　　分かりづらいとか、騙されているのでは・・・と感じたら、再度相談窓口に来て下さい。

　　　　②少し高いかな？というレベルの差位の違いですね。見積り当初から、条件が変わったのか、

　　　　　　当初は概算で、正式に見積ると、変わったのか等、業者からよく説明を受けて下さいね。

  相談内容 ： 隣家が境界線沿いに車庫を建設したため、降雨時にその外壁に当たった雨が

すべて相談者の敷地内に落ちてくる。先日、横殴りの集中豪雨があり、相談者宅の土間が隣家の

外壁からの雨も加わり、排水許容量を越え、水浸しとなり、あわや床下にまで浸水しそうであった。

隣家に外壁に当たった雨の排水処理を申し入れたが、改善対応がなく、困っている。建築基準法

では建築物の敷地境界線からの距離を規定していないか。民法の規定（境界線から５０ｃｍ離す）

と同じではないか。尚、境界線の塀は隣地の物で、その上部に車庫外壁を設置している。

→Ａns.

A：相談者の地域は低層住居系の地域ではなく、建築基準法では敷地境界からの距離を規定してい

　ないと思う。近隣の状況や街並みを踏まえ、敷地境界線から離す民法上の規定は適用しにくい。境

　界防火などの措置を取れば、敷地境界線に接しての建築も可能と思われる。

　ただし、建築基準法では建築行為においては敷地内において完結することを求めており、雨水排水

　処理も当然、敷地内で行なうべきものである。越境せずに隣家車庫外壁下に受け樋を設けることは

　可能のようなので、そのように申し入れることを助言する。

○隣家は自然に降る雨の対応はそちらで対応するのが当たり前のように言うばかりである。弁護士に

　も相談しているが、繰り返し申し入れ、それでも応じない時は内容証明、法的手段にのる事例だとも

　言われているが、隣人同士なので、わだかまりが残らないようにもしたい。隣人は建築確認申請を

　得て、工事をしているので問題ないように言う。

A：５階の建築指導課で確認申請の概要を確かめておかれても良いのでは。

○建築指導課へ行ってきましたが、建築確認申請は出ていないと言われた。

A：いずれにしろ、対応の要求を繰り返し行い、その対応により弁護士に任されたらと思う。

Ｑus.No7. date 20.7.24　(平内節子・渡邊一洋担当)

Q 相談者：女性

Ｑus.No8. date 20.8.28　(中山栄一郎・森垣隆寛担当)



 相談内容 ：

築20年のマンション、1Ｆ駐車場、舗装の一部が盛り上り、ある工事業者に相談したところ、下地の

材料が、ふくれているのでは、というアドバイスをうけた。20年間の施工の対して、保証を求めることは

できますか？

→Ａns.

1.20年という期間からすると、保証の対象期間とはしにくい。

2.一応、図面があれば、設計図の仕様と、施工の内容を確認して、図面どおりの施工がされているか

確認する。

3.10年前くらいの理事会議録を見て、10年前の補修内容を確認する。

以上のような内容を説明しました。

相談内容 ：

建築中の住宅で、大工から、地震の時のために保険に施主のほうで入っておいてくださいといわ

れたが、どうすればよいか？

→Ａns.

建築中の建物に関しては、施主施工者とも地震に対しての保険は無いので、地震の被害により

余分な費用が発生したときは、その施工内容が問題なければ施主負担となる。

確認する。

相談内容 ：

土地の持主の名義が別々である敷地にまたがって、建築しても問題は無いでしょうか？

→Ａns.

建築基準法は、問題ないので、建築は可能。

相談内容 ：

住宅を建てるにあたって、最初に相談した設計士がプランを立て簡単に敷地を測量したのですが、

今は、別の人に設計してもらいたいと思っているのですが、前の方に設計料などの費用はどうしたらよいか？

→Ａns.

敷地の測量も数時間で済む内容であったので、一般的には設計事務所の営業の範囲であると

思われるので必ず設計料を払わなければならないという事は無いけれど、一言その設計士に設計

の中止の旨を連絡したほうがよい。

相談内容 ：

住宅の外壁に使う断熱材で、設計士が羊の毛を使うといっているが、良いのか？

→Ａns.

断熱材もいろんな種類が出ているが、近年使われはじめた材は20年30年という実績が無いの

で、今どの材が一番いいとは断言できない。ただ、グラスウール等が長年の結露で下のほうへ移

動して断熱効果が無くなっているというような施工上の問題も大事なので材だけでなく施工状況に

注意したほうが良い。

Ｑus.No11. date 20.9.25　(西嶋宣久担当)

Q 相談者：50代夫婦

Ｑus.No12. date 20.9.25　(西嶋宣久担当)

Q 相談者：50代夫婦

Ｑus.No10. date 20.9.25　(西嶋宣久担当)

Ｑus.No9. date 20.8.28　(森垣隆寛担当)

Q 相談者：マンション管理組合　理事

Ｑus.No13. date 20.9.25　(西嶋宣久担当)

Q 相談者：50代夫婦

Q 相談者：50代夫婦



相談内容 ：

屋根の材料で金属板葺と瓦葺とでは、長所短所はどうか？

→Ａns.

金属板は、軽量で地震には良いが、台風などの吹き上げには瓦の方が重量があってよい。

寒暖に関しては、金属板は、断熱材を十分に入れておかないと外気温の影響を受けやすい。

相談内容 ：

今住んでいる自宅の北側に、3階建ての賃貸マンションが建ったのだが、その窓の位置が当初の

設計から変更されて、自分の家の窓のすぐ前の位置のなっているので迷惑している。

　確認申請時の設計図を施工者に見せてほしいとお願いしたが、見せようとしない。役所にお願い

すれば見せてもらえるのか？今裁判を起こしているのだが、裁判官は双方がそれぞれ目隠し塀を

つけるように言っているのだが。

→Ａns.

Ａ1.できない。また、仮に設計変更が有って今の窓の位置になったとしてもそのことで相手には建築

基準法上は問題は無い。裁判官の判断はやむをえない。

Ｑus.No15. date 20.9.25　(西嶋宣久担当)

Q 相談者：70代男性

Ｑus.No14. date 20.9.25　(西嶋宣久担当)

Q 相談者：50代夫婦



            　　  平成２０年度相談

    日時

20.4.24 上田達也 西嶋宣久

20.5.22 井垣光夫

20.6.26 岩田伊知郎　森澤理恵子　

20.7.24 平内節子 渡邊一洋

20.8.28 中山栄一郎 森垣隆寛

20.9.25 西嶋宣久

　　延　１０人   第一節　４月～７月　報告会　7.17
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