
 

 

山形県営繕工事重点監督実施要領 
 
（目的） 
第１条 この要領は、山形県が所掌する営繕工事の重点監督基準を定めることにより、工事の重

要度に応じた適切な監督業務の実施を図ることを目的とする。 
 
（重点監督） 
第２条 重点監督とは、主たる工種に新工法・新材料を採用した工事、施工条件が厳しい工事、

第三者に対する影響が大きい工事、低入札価格調査制度調査対象工事、その他これらに類する

工事について、確認の頻度を増やして監督を行うことをいう。 
 
（対象工事） 
第３条 重点監督対象工事は、重点監督対象工事一覧(別表１)のとおりとする。 
２ 設計者は、重点監督対象工事一覧及び営繕工事段階確認一覧(別表２)により重点監督項目(別
紙１)を作成し設計書に添付する。ただし、建築工事監理業務委託契約を締結する工事の場合
は、監督業務分担表を設計書に添付する。 
３ 低入札価格調査制度調査対象工事にあっては、契約締結後速やかに重点監督項目を作成し、

請負者に通知する。 
 
（監督の実施） 
第４条 監督職員は、重点監督工種一覧又は監督業務分担表により重点監督を実施する。 
 
   附 則 
 この要領は平成１６年４月１日から適用する 



 

 

別表１ 

重点監督対象工事一覧 

 

種  別 対 象 工 事 

主たる工種に新工法・新材料を採用

した工事 

・技術活用パイロット工事 

施工条件が厳しい工事 ・掘削深さ7m以上の土留め及び締切工を有する工事 

・鉄道・道路等の重要構造物の近接工事 

第三者に対する影響のある工事 ・周辺地域等へ地盤変動等の影響が予想される掘削を伴

 う工事 

 

 

その他 ・低入札価格調査制度調査対象工事 

・工事発注者が必要と認めた工事 

・建築工事監理業務委託契約を締結する工事 



 

 

別紙１ 

 

重 点 監 督 項 目 
平成 年 月 日 

  総合支庁(部･課･室)名 
工事番号  
対象工事名  

施工場所  
確認の程度  

工種 
 

区分 
 

項目 
 

細目 
 

要点 
 

共仕該当番号 
 

監督要領 県 受託者 
       

 
                           

 注) 表中の「確認の程度」の欄には、「１回／工区」、等具体的に記載する。 



別表２
営繕工事段階確認一覧（建築工事）

工　　種 仕様書※の章・節 項　　　目 内　　　　容 監督員による確認項目 確認の程度

仮設工事 ２．２．４ 足場その他
関係法令への適合
適切な保守管理

法令への適合状況及び関係機関への報告・届出内
容について、書類と現場の照合

１回/階

土工事 ３．２．１ 根切り 埋設物、支障物の有無 報告書に基づき現場確認 １回/工区

３．２．３ 埋戻し及び盛土 各層300mm程度毎に締め固め 施工立会 １回/工区

３．２．５ 建設発生土の処理 構外搬出、適切処理 搬出先、処理方法の現地確認 １回/搬出場所

３．３．２ 山留め 関係法令への適合、点検・計測 法令への適合状況及び点検・計測結果と現場の照合 １回/工事

地業工事 ４．１．３ 杭心 杭心出し後の確認 杭心出し後の現場確認 １回/工区

４．３．３ 打込み工法 本杭の貫入量等の測定 施工立会 １本/３０本

４．３．４ セメントミルク工法 本杭の施工、安定液等の試験 施工立会、供試体採取・試験の立会 １本/３０本

４．３．５ 特定埋込杭工法 支持地盤等の確認 施工立会 １本/３０本

４．４．４ 鋼杭 継手の溶接 施工立会 １本/１０本

４．６．４ 砕石地業 厚さ、締め固め、仕上り 完了確認 １回/工区

鉄筋工事 ５．２．１ 鉄筋の規格 工場又は現場搬入時に確認 JIS製品搬入の確認 １回/２０ｔ

５．４．９ 圧接完了後の試験 外観及び抜取試験 外観試験立会及び抜取試験位置の指示、試験立会 １回/階

５．４．１０ 不合格となった圧接部の修正 修正及びロットの処置 施工及び試験の立会 ３箇所/１ロット

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 ６．２．５ ｺﾝｸﾘｰﾄの仕上り 断面寸法、仕上り、平坦さ 報告書に基づき現場確認 １回/階

６．４．１ ｺﾝｸﾘｰﾄ製造工場の選定 品質管理等の技術、能力 工場確認 １回/工場

６．４．４ 計画調合 試し練り（規格品ｺﾝｸﾘｰﾄ以外の場合） 試し練の立会 全数

６．６ ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 打込、締固め、仕上 打設立会 １回/階

６．７ 養生 温度、乾燥防止、保護 状況確認 １回/階

６．９．４ 型枠の加工及び組立 ｺﾝｸﾘｰﾄ打込み前の状態 組立状態の検査 １回/階

６．１０ 試験 ﾌﾚｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄの試験、供試体の作製 立会 １回/打設日

鉄骨工事 ７．１．３ 鉄骨製作工場 加工能力等、施工管理技術者 工場確認 １回/工場
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別表２
営繕工事段階確認一覧（建築工事）

工　　種 仕様書※の章・節 項　　　目 内　　　　容 監督員による確認項目 確認の程度

７．３．２ 工作図 原寸図（作成した場合） 原寸検査 １回/工場

７．４．７ 締付 取付～本締め 施工立会 １回/工区

７．４．８ 締付の確認 ﾏｰｷﾝｸﾞのずれ、ﾋﾟﾝﾃｰﾙの破断等 現場確認 ５継手/階

７．６．１１ 溶接部の試験 超音波探傷試験 試験立会 ５試験箇所/工場

７．７．５ ｽﾀｯﾄﾞ溶接後の試験 外観及び打撃曲げ試験 試験立会 １回/工区

７．８ 錆止め塗装 膜厚の確認 試験立会 １回/工場

７．９．７ 耐火被覆の試験 工事終了後 試験立会 １回/階

７．１０．３ ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ等の設置 完了確認 現場確認 全数

ALCﾊﾟﾈﾙ・押出
成形ｾﾒﾝﾄ板

８．４ 施工全般 完了確認 現場確認 １回/工区

防水工事 ９．６．４ ｼｰﾘﾝｸﾞの施工 工事終了後 現場確認 １回/階

９．６．５ ｼｰﾘﾝｸﾞ材の試験 接着性試験 試験立会 １回/種類

石工事 １０．２．１ 天然石 材料確認 加工前工場確認 １回/種類

１０．２．２ 取付け金物 あと施工ｱﾝｶｰの引抜き試験 試験立会 １回/パーティー

１０．３～７ 施工全般 材料、加工、施工方法 現場確認 １回/工種

タイル工事 １１．１．４ 施工後の確認及び試験 打診、接着力試験 現場確認、試験立会 １回/種類

木工事 １２．２．１ 含水率 測定 測定立会 １回/種類

屋根工事 １３．２．３ 長尺金属板葺 下葺材料、重ね、はぜ掛かり等 現場確認 １回/現場

１３．３．３ 折板葺 タイトフレーム完了 現場確認 １回/現場

金属工事 １４．１．３ あと施工ｱﾝｶｰ 引抜き耐力の確認試験 試験立会 １回/パーティー

１４．４．４ 軽量鉄骨天井下地 開口補強、振止め補強完了 現場確認 １回/階

１４．５．４ 軽量鉄骨壁下地 開口補強、振止め補強完了 現場確認 １回/階

１４．７．３ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製笠木 固定金具施工完了 現場確認 １回/工区
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別表２
営繕工事段階確認一覧（建築工事）

工　　種 仕様書※の章・節 項　　　目 内　　　　容 監督員による確認項目 確認の程度

左官工事 １５．２．４ ﾓﾙﾀﾙ塗り下地処理 下地処理完了 現場確認 １回/階

１５．４．４ ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り 下地処理完了 現場確認 １回/階

１５．５．４ 仕上塗材仕上げ 下地処理完了 現場確認 １回/階

建具工事 １６．２．５ ｱﾙﾐ製建具取付 取付完了（ﾓﾙﾀﾙ充填前） 現場確認 １回/階

１６．３～５ 鋼製建具取付 取付完了（ﾓﾙﾀﾙ充填前） 現場確認 １回/階

１６．６．２ 木製建具材の含水率 測定 測定立会 １回/工場

１６．６．４ ﾌﾗｯｼｭ戸の工法 表面板施工前確認 工場確認 １回/工場

１６．１３．４ ｶﾞﾗｽの切断、小口処理 現場搬入時確認 現場確認 １回/工区

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事 １７．２．５ ﾒﾀﾙ(PC)ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙの取付 取付完了 現場確認 １回/階

塗装工事 １８．２ 素地ごしらえ 素地ごしらえ完了確認 現場確認 １回/階

内装工事 １９．２．３ 内装工事床下地 下地処理完了 現場確認 １回/階

１９．８．３ 壁紙張り下地 素地ごしらえ完了確認 現場確認 １回/工区

排水工事 ２１．３．３ 施工全般 埋戻し前確認 現場確認 １回/工区

舗装工事 ２２．２．４ 路床 工事終了後 現場確認 １回/工区

２２．３．５ 路盤試験 締固め度試験 試験立会 １回/工区

２２．４．６
ｱｽﾌｧﾙﾄ（透水性・排水性を含む。）
舗装試験

切取り試験 試験立会 １回/工区

２２．５．６ ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装試験 コア採取試験 試験立会 １回/工区

その他 設計図書で特記されたもの

※仕様書とは、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築工事共通仕様書」をいう。
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別表２ 営繕工事段階確認一覧（機械設備工事）

工種 区分 項目 細目 要点 標仕該当番号 監督員による確認事項 選定の目安 確認の

程度
配管工事

材料 機材の検査 管及び継手 規格及び準用規格、材質
第2編2.1.1

抽出検査、仕様照合での規格等確認 抽出（各種別毎） 20%

管端防食継手 接合管種別、規格、形式、構造、材質
第2編2.1.1

抽出検査、仕様照合での規格・構造等確認 抽出（各種別毎） 20%

識別塗装

仕切弁、玉形弁、逆止弁、 取付管の種別、規格及び準用規格 抽出検査、仕様照合での規格・構造等確認 抽出（各種別毎） 20%

ﾎﾞｰﾙ弁、ｺｯｸ、ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 呼び圧力、構造、材質

制水弁 規格
第2編2.2.1

全数検査、仕様照合での規格・構造等確認 全数 全数

分水栓及び止水栓 規格・材質
第2編2.2.1

全数検査、仕様照合での規格・構造等確認 全数 全数

油用弁仕切弁及びコック 規格・材質・構造・呼び圧力
第2編2.2.1

全数検査、所轄消防署の承認確認 全数 全数

減圧弁水用 規格または準用基準・材質
第2編2.2.2

抽出検査、仕様照合での規格・構造等確認 抽出（各種別毎） 20%

減圧弁蒸気用 規格
第2編2.2.3

抽出検査、仕様照合での規格・構造等確認 抽出（各種別毎） 20%

第2編2.2.3
全数検査、仕様照合での規格・構造等確認 全数 全数

蒸気用温度安全弁
規格・材質・作動圧力

第2編2.2.4
全数検査、仕様照合での規格・構造等確認 全数 全数

水用自動ｴｱ抜弁 構造・材質・最高使用圧力
第2編2.2.5

抽出検査、仕様照合での規格・構造等確認 抽出（各種別毎） 20%

蒸気用自動ｴｱ抜弁 構造・材質・最高使用圧力
第2編2.2.5

抽出検査、仕様照合での規格・構造等確認 抽出（各種別毎） 20%

鋼管用伸縮管継手 20%

抽出検査、仕様照合での規格・構造等確認

銅管用伸縮管継手 規格・構造・ﾍﾞﾛｰｽﾞ及び接液部の材質
第2編2.2.6

抽出検査、仕様照合での規格・構造等確認 抽出（各種別毎） 20%

20%

抽出（各種別毎） 20%

抽出検査、仕様照合での規格・構造等確認 抽出（各種別毎） 20%

油用の場合は認定確認（日本消防設備安全ｾﾝﾀｰ）

合成ｺﾞﾑ製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 構造・全長・耐候性・材質・可とう性
第2編2.2.8

抽出検査、仕様照合での規格・構造等確認 抽出（各種別毎） 20%

蒸気用ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 準用規格・構造・材質・仕上げ・作動性
第2編2.2.9

抽出検査、仕様照合での規格・構造等確認 抽出（各種別毎） 20%
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ

材質・方法
第2編2.2.10

抽出検査、仕様照合での規格・材質等確認 抽出（各種別毎） 20%
ｽﾄﾚｰﾅ

構造・材質・網目の有効面積・ﾗｲﾆﾝｸﾞ・管端ｺｱ
第2編2.2.11

抽出検査、仕様照合での規格・構造等確認 抽出（各種別毎） 20%

ﾍﾞﾛｰｽﾞ型蒸気ﾄﾗｯﾌﾟ 準用規格・構造・材質・仕上げ・耐熱性・有効段数
第2編2.2.12

抽出検査、仕様照合での規格・構造等確認 抽出（各種別毎） 20%
ﾌﾛｰﾄ式・ﾊﾞｹｯﾄ式・ｻｰ
ﾓﾀﾞｲﾅﾐｯｸｽ蒸気ﾄﾗｯﾌﾟ 構造・材質

第2編2.2.12
抽出検査、仕様照合での規格・構造等確認 抽出（各種別毎） 20%

ﾘﾌﾄ継手
構造・材質・水封深さ

第2編2.2.13
抽出検査、仕様照合での規格・構造等確認 抽出（各種別毎） 20%

量水器
規格・構造

第2編2.2.14
全数検査、仕様照合での規格・構造等確認 全数 全数

ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ
構造・材質・水撃防止対策

第2編2.2.15
抽出検査、水道事業者の承認等確認 抽出（各種別毎） 20%

定水位調整弁
構造・材質・作動方式・ｽﾄﾚｰﾅの有無

第2編2.2.16
全数検査、仕様照合及び水道事業者の承認等確認 全数 全数

水栓柱
材質・寸法

第2編2.2.17
抽出検査、仕様照合での規格・材質等確認 抽出（各種別毎） 20%

不凍水栓柱
構造・材質・寸法

第2編2.2.18
抽出検査、仕様照合での規格・材質等確認 抽出（各種別毎） 20%

水抜栓
構造・材質

第2編2.2.19
抽出検査、仕様照合での規格・構造等確認 抽出（各種別毎） 20%

第2編2.2.1

第2編2.2.7

ﾍﾞﾛｰｽﾞ型ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ

第2編2.2.7

蒸気用温度調整弁

構造・材質・最高使用圧力・温度・調整範囲・弁体表示

合成ｺﾞﾑ製防振継手
構造・ﾍﾞﾛｰｽﾞ及び接液部の材質・可とう性・耐熱性・耐圧
強度・防振効果

ﾍﾞﾛｰｽﾞ型防振継手
構造・ﾍﾞﾛｰｽﾞ及び接液部の材質・可とう性・耐熱性・耐圧
強度・防振効果

抽出（各種別毎）規格・構造・ﾍﾞﾛｰｽﾞ及び接液部の材質・固定台強度 第2編2.2.6

構造・ﾍﾞﾛｰｽﾞ及び接液部の材質・可とう性・耐熱性・耐圧
強度・全長

抽出検査、仕様照合での規格・構造等確認

抽出検査、仕様照合での規格・構造等確認

第2編2.2.8

抽出（各種別毎）



別表２ 営繕工事段階確認一覧（機械設備工事）

工種 区分 項目 細目 要点 標仕該当番号 監督員による確認事項 選定の目安 確認の

程度
配管工事 材料 機材の検査 壁埋込散水栓ﾎﾞｯｸｽ

材質・寸法
第2編2.2.20

抽出検査、仕様照合での規格・材質等確認 抽出（各種別毎） 20%
ｽﾘｰﾌﾞ

施工部位・材質・寸法・貫通部の外径(保温厚共)
第2編2.2.21

抽出検査、仕様照合での規格・材質等確認 抽出（各種別毎） 30%

20%

ｼｰﾘﾝｸﾞ材
規格・耐久性

第2編2.2.23
抽出検査、仕様照合での規格等確認 抽出（各種別毎） 20%

防食ﾃｰﾌﾟ・防食ｼｰﾄ 20%

ﾌﾟﾗｲﾏｰﾃｰﾌﾟ・熱収縮材

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ・覆装材

20%

20%

20%

ｹﾞｰｼﾞ式油面計 構造・閉止弁の有無
第2編2.3.4

抽出検査、仕様照合での規格・構造等確認 抽出（各種別毎） 20%

ｶﾞﾗｽ管式油面計 構造・ｶﾞﾗｽ管の強度・ｶﾞﾗｽ管保護材有無
第2編2.3.4

抽出検査、仕様照合での規格・構造等確認 抽出（各種別毎） 20%

20%

20%

ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ
材質・構造・重錘付ﾛｰﾌﾟ・ｽﾃﾝﾚｽ管の要否

第2編2.3.9
抽出検査、仕様照合での方式・材質等確認 抽出（各種別毎） 20%

ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ･床排水ﾄﾗｯﾌﾟ 20%

床上及び床下掃除口
第5編1.7.1

排水金具･通気金具 規格・構造・材質
第5編1.7.7

ｸﾞﾘｰｽ阻集器
規格・構造・材質・仕上げ・容量

第5編1.7.8
全数検査、仕様照合での認証票・規格・構造・材質等確認 全数 全数

弁桝・弁きょう･量水器桝 20%

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝・ため桝

ﾏﾝﾎｰﾙふた・弁桝ふた 材質・形状・寸法・耐加重・塗装・表示文字
第5編1.8.7

抽出検査、仕様照合での材質等確認 各室・各種別 20%
配管工事 施工 配管一般

主管の分岐・合流 ｸﾛｽ継手の使用禁止・T継手の使用可否
第2編2.4.1

抽出検査、施工図照合での確認 各室・各種別 20%

建物導入配管 可とう性の有無
第2編2.4.1

抽出検査、施工図照合での確認 各室・各種別 20%

建物ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 可とう性の有無
第2編2.4.1

抽出検査、施工図照合での確認 各室・各種別 20%

伸縮継手 伸縮継手及び固定点の位置と固定方法
第2編2.4.1

抽出検査、施工図照合での確認 各室・各種別 20%

異種管接続 絶縁方法
第2編2.5.16

全数抽査、施工図照合での確認 各室・各種別 全数

ﾈｼﾞ接合材・ｶﾞｽｹｯﾄ材 規格・衛生上の害の有無・防錆性・規格・材質・耐久性 第2編2.2.22

規格または準用基準・材質・厚 抽出検査、仕様照合での規格等確認

抽出検査、仕様照合での規格等確認

抽出検査、仕様照合での規格等確認

抽出検査、仕様照合での規格等確認

規格・目盛板の寸法・ｺｯｸ及びｻｲﾎﾝ管有無・使用圧力・
最高目盛・水抜ｺｯｸの要否

圧力計･連成計･水高計

第2編2.3.1
温度計

規格及び準用規格・形状・使用温度・最高目盛・表示部
45°傾斜の要否 第2編2.3.2

抽出検査、仕様照合での規格・構造等確認

油面制御装置

構成・材質・端子・表示灯・警報・ﾌﾞｻﾞｰ・ｽｲｯﾁの有無・防
爆構造 第2編2.3.5 全数検査、仕様照合での規格・構造・材質等確認

ｶﾞﾗｽ管の径・・ｺｯｸ及び保護金物の有無・最高使用圧力

水面計

第2編2.3.3

遠隔油量指示計

構成・材質・端子・表示灯・警報ﾌﾞｻﾞｰ・ｽｲｯﾁ・防爆構造・
指示ﾎﾞｯｸｽの材質構造 第2編2.3.6

瞬間流量計

測定法式・指示部の材質・最高使用圧力・着脱可能形の
可否 第2編2.3.7

材質・形状・寸法

第5編1.8.1

抽出検査、仕様照合での材質等確認

電極棒・電極帯

材質・構造・ｽﾍﾟｰｻｰ及び保護筒の有無・取付け部の温
度 第2編2.3.8

抽出検査、仕様照合での規格等確認

抽出検査、仕様照合での方式・材質等確認

全数

抽出（各種別毎）

抽出（各種別毎）

抽出（各種別毎）

抽出（各種別毎）

抽出（各種別毎）

全数検査、仕様照合での規格・構造・材質等確認

抽出検査、仕様照合での方式・構造等確認

抽出（各種別毎）

抽出（各種別毎）

全数

抽出（各種別毎）

抽出（各種別毎）

第2編2.2.24

全数

全数



別表２ 営繕工事段階確認一覧（機械設備工事）

工種 区分 項目 細目 要点 標仕該当番号 監督員による確認事項 選定の目安 確認の

程度
配管工事 施工

全数抽査、施工図照合での確認 全数
令温水･冷却水･給水管

ｴｱ抜き弁 空気溜りの生じる部位
第2編2.4.1第2編2.4.2

第2編2.4..6 抽出検査、施工図照合での確認 各室・各種別 20%
排水配管

合流 合流法式・間接排水の要否
第2編2.4.7

抽出検査、施工図照合での確認 各室・各種別 20%

第2編2.5.1
20%

第2編2.5.2

鋼管の接合
ﾈｼﾞ接合 ﾈｼﾞの良否・ねじ山の異物除去・締付け程度

第2編2.5.2
抽出検査、ﾈｼﾞｹﾞｰｼﾞ、ﾄﾙｸﾚﾝﾁ等での確認 各室・各種別 20%

ﾌﾗﾝｼﾞ接合 均等締付け・両面溶接の良否
第2編2.5.2

抽出検査、施工図照合での確認 各室・各種別 20%

30%

30%

塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管・
ﾈｼﾞ接合 管端面の処理、管端ｺｱの確認、その他鋼管に同じ

第2編2.5.3
鋼管に同じ 各室・各種別 20%

耐熱性ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管・
ﾌﾗﾝｼﾞ接合 各室・各種別 20%

ﾎﾟﾘ粉体鋼管の接合

内外面塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼
各室・各種別 20%

管の接合

ﾌﾗﾝｼﾞ接合 塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ管に同じ
第2編2.5.3

鋼管に同じ 各室・各種別 20%
外面被覆鋼管の接合

ﾈｼﾞ接合 内外面塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ管に同じ
第2編2.5.4

鋼管に同じ（専用工具の確認） 各室・各種別 20%
排水用塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼

各室・各種別 20%
管・ｺｰﾃｲﾝｸﾞ鋼管接合

ｽﾃﾝﾚｽ管の接合
溶接接合 鋼管に同じ

第2編2.5.6
鋼管に同じ 各室・各種別 30%

ﾌﾗﾝｼﾞ接合 均等な締付け
第2編2.5.6

抽出検査 各室・各種別 20%

ﾒｶﾆｶﾙ接合 使用工具、差込長さ、かしめ
第2編2.5.6

鋼管に同じ（専用工具・かしめ状態の確認） 各室・各種別 20%

ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ管継手接合 規格、均等な締付け、接合用加工部
第2編2.5.6

抽出検査 各室・各種別 30%
銅管の接合

差込接合 接着部の研摩、ﾌﾗｯｸｽの除去、ﾛｳ種別
第2編2.5.7

抽出検査（取外しの必要箇所はﾕﾆｵﾝ、ﾌﾗﾝｼﾞ使用の確認） 各室・各種別 20%
鋳鉄管の接合

ﾒｶﾆｶﾙ接合 差込長さ､ｺﾞﾑ輪の挿入、均等な締付け
第2編2.5.8

抽出検査 各室・各種別 20%
ﾋﾞﾆﾙ管の接合

接着接合 ﾊﾞﾘの除去、接着剤の均等塗布、保持時間
第2編2.5.10

抽出検査 各室・各種別 20%
ｺﾝｸﾘｰﾄ管の接合

ｿｹｯﾄ接合 ｺﾞﾑ輪装着、差込長さ
第2編2.5.12

抽出検査 各室・各種別 20%

各室・各種別

２箇所
吊り及び支持

ｲﾝｻｰﾄ 材質、埋込み深さ、許容加重、釘の切断
第2編2.6.3

抽出検査（許容加重は施工計画書確認） 各室・各種別 20%

支持 支持間隔、指示方法、形鋼振止め、固定
第2編2.6.3

抽出検査（施工図との照合確認） 各室・各種別 20%

各室・各種別 20%

支持受け

抽出検査、施工図照合での確認

鋼管に同じ（専用工具の確認）

溶接接合
溶接方法・溶接資格者・開先加工・仮付け・溶接材料・
ﾋﾞｰﾄﾞ状態・溶接部の検査

防火区画貫通処理
貫通部のﾓﾙﾀﾙ又はﾛｯｸｳｰﾙ充填、建基令適合確認・評
定確認 第2編2.8.1

管接合の一般事項

使用工具及び接合材確認・切断面の状況・管内異物除
去・管端面養生

排水鋼管用可とう継
手(MD)接合 管端部防錆処理、部品装着、差込長さ、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ締付け

ﾈｼﾞ接合
ネジ部の密封処理、使用工具、ﾁｬｯｸ損傷部の補修、そ
の他塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ管に同じ

冷水管等は結露防止、鋼管・ｽﾃﾝﾚｽ管等は絶縁、損傷
防止

第2編2.5.5

抽出検査、手触りでの確認

ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ管継手接合

配管種別による勾配、勾配方向、水抜き・空気抜きの位
置

抽出検査、施工図照合での確認

抽出検査、施工図照合での確認（非破壊試験の場合は指定部分
全数検査）、溶接資格者の確認

管端面の処理、その他鋼管に同じ

第2編2.5.15

規格・均等締め付け・接合加工部・ﾘﾝｸﾞ溶接加工部及び
管端ｼｰﾙ面の防錆処理

第2編2.5.3 鋼管に同じ

第2編2.5.3

勾配

各室・各種別

各室・各種別

抽出検査（水準器等での計測確認）

抽出検査（合成樹脂、ゴム等での適切な処置確認）

各室・各種別

各室・各種別

第2編2.6.3

第2編2.6.1
第2編2.6.2

第2編2.5.2



別表２ 営繕工事段階確認一覧（機械設備工事）

工種 区分 項目 細目 要点 標仕該当番号 監督員による確認事項 選定の目安 確認の

程度
配管工事 施工 土中埋設

埋設深さ 配管種別及び施工箇所による埋設深さ
第2編2.7.2

抽出検査（計測確認） 各管種毎 3箇所

床付け面 配管種別に応じた床付面の処理
第2編4.2.1

抽出検査（適切な処置確認） 各管種毎 3箇所

埋め戻し 埋戻し土
第2編4.2.1

抽出検査（管周囲の山砂埋め戻しその他良質度の確認） 各管種毎 3箇所

埋設表示 埋設表示ﾃｰﾌﾟの有無、埋設深さ
第2編2.7.1

抽出検査 各管種毎 3箇所

防食措置 配管種別に応じた防食方法
第2編2.7.3

抽出検査 各管種毎 3箇所
ｺﾝｸﾘｰﾄ埋設

熱伸縮を伴う管 伸縮緩衝材の確認
第2編2.7.3

抽出検査 各管種毎 20%

鉛管 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻きの確認
第2編2.7.3

抽出検査 各管種毎 20%
機器廻りの配管

支持及び固定 配管支持及び固定方法
第2編2.6.1

全数検査、不要な加重がないことの確認 全数 全数

ﾌﾗﾝｼﾞ 機器の取外しの可否
第2編2.4.7

全数検査、必要場所にﾌﾗﾝｼﾞの有無確認 全数 全数

弁類・継手類 弁類、継手類の有無
第2編2.4.1

全数検査、施工図との照合確認 全数 全数
試験 令温水・冷却水・蒸気

水圧試験 全数検査、必要試験圧及び保持時間確認 全数 全数
給水・給湯配管

油配管
空気圧試験 試験圧力値、保持時間

第2編2.9.2
全数検査、必要試験圧及び保持時間確認 全数（各系統毎） 全数

冷媒配管
気密試験 試験圧力値、保持時間

第2編2.9.2
全数検査、必要試験圧及び保持時間確認 全数（各系統毎） 全数

排水･通気配管
満水・通水試験 全数検査、漏れのないことの確認 全数（各系統毎） 全数

（特記により煙試験） 全数（各系統毎）
消火配管

水圧試験 試験圧力値、保持時間
第2編2.9.5

全数検査、必要試験圧及び保持時間確認 全数（各系統毎） 全数

気密試験 試験圧力値、保持時間
第2編2.9.5

全数検査、必要試験圧及び保持時間確認 全数（各系統毎） 全数
ﾀﾞｸﾄ工事 材料

各板厚毎 １箇所/25㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ直管 材質、板厚、はぜ形状、はぜﾋﾟｯﾁ
第3編2.2.4

抽出検査（必要に応じ計測確認） 各口径毎 １箇所/20ｍ

施工50㎡毎 20%

鋼材・ﾘﾍﾞｯﾄ・ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 20%

ｺｰﾅｰ金具・押え金具等 種別毎

ｶﾞｽｹｯﾄ 厚（ｱﾝｸﾞﾙ・ｺｰﾅｰ）、国交省の認定
第3編1.14.2

抽出検査（認証票確認） 種別毎 20%

各口径毎 １箇所/10m

抽出検査、製作図との照合及び必要に応じ計測 抽出（各種別毎） 20%

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ型 材質、寸法、板厚、色、ｼｬｯﾀｰ、形状、
第3編1.15.3
第3編2.2.7 抽出検査、製作図との照合及び必要に応じ計測 20%

ﾉｽﾞﾙ形 材質、寸法、色
第3編1.15.3         第3

編2.2.7 抽出検査、製作図との照合及び必要に応じ計測 抽出（各種別毎） 20%

線状吹出口 材質、寸法、色、ﾍﾞｰﾝ機構
第3編1.15.4         第3

編2.2.7 抽出検査、製作図との照合及び必要に応じ計測 抽出（各種別毎） 20%
吸込口

材質、寸法、板厚、色、ｼｬｯﾀｰ、形状、
第3編1.15.4         第3

編2.2.7 抽出検査、製作図との照合及び必要に応じ計測 抽出（各種別毎） 20%

抽出（各種別毎） 20%

試験圧力値、保持時間

機材の検査

亜鉛鉄板

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ継手

規格及び準用規格・材質、形状、厚さ、耐久性、亜鉛ﾒｯｷ
の要否、製造者（ｺｰﾅ金具・押え金具）

抽出検査（必要に応じ計測確認）

抽出検査、板厚等の確認(種別、用途毎）

保持時間

規格、板厚、接続（ﾌﾗﾝｼﾞ）、補強方法、低圧・高圧1・高圧
2、用途

第3編1.14.3        

抽出検査（必要に応じ計測確認、溶接の場合は見本検査）

第3編1.14.2

第3編2.2.2

規格（製作方法等）、板厚、差込長さ、防錆、構造（はぜ、
ｼｰﾑ溶接、ｱｰｸ溶接）

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ

不燃材認定（建基令）、熱絶縁性、可とう性、耐圧強度 第3編1.14.4

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

材質、寸法、板厚、羽枚数、開閉機構、開閉指示器の要
否、空気流の抵抗 第3編1.15.6        

ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｲﾌﾕｻﾞｰ形
材質、寸法、板厚、風量調節機構、整流器の有無、誘引
性能、色 第3編2.2.5

抽出検査、製作図との照合及び必要に応じ計測

抽出検査（認証票及び性能書確認）

第2編2.9.1             第
2編2.9.2             第2

編2.9.3

第2編2.9.4



別表２ 営繕工事段階確認一覧（機械設備工事）

工種 区分 項目 細目 要点 標仕該当番号 監督員による確認事項 選定の目安 確認の

程度
ﾀﾞｸﾄ工事 材料 機材の検査 防火･防煙・防火防煙

全数
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

全数

第3編1.14.7
抽出（各種別毎） 全数

第3編2.2.7

全数 全数

抽出（各系統毎） 20%

20%
風量測定口

材質、構造
第3編1.14.10

抽出検査 抽出（各系統毎） 20%
温度計

規格又は準用規格、形状、使用温度、最高目盛
第3編1.14.11

抽出検査、規格等の確認 抽出（各系統毎） 20%
定風量・変風量ﾕﾆｯﾄ

材質、耐久性、騒音ﾚﾍﾞﾙ、構造、性能
第3編1.15.12
第3編1.15.13 全数検査、製作図との照合及び性能試験書等確認 全数 全数

ｶﾞﾗﾘ(建築工事)
開口率、構造、面風速

-
全数検査、製作図との照合及び関係法令・条例確認 全数 全数

施工 一般事項
本体 寸法、形状、板厚

第3編2.2.1
抽出検査、施工図との照合及び必要に応じ計測確認 各室毎 １箇所/25㎡

曲がり部分等 内側半径、傾斜角度、案内羽根、整流板有無
第3編2.2.1

抽出検査、施工図との照合及び必要に応じ計測確認 各室毎 １箇所/25㎡

ｼｰﾙ 多湿箇所の排気用風道のｼｰﾙ、
第3編2.2.1

抽出検査、施工図との照合及び必要に応じ計測確認 各室毎 １箇所/25㎡

防火区画貫通 貫通部のﾓﾙﾀﾙ又はﾛｯｸｳｰﾙ充填、
第3編2.2.1

全数検査 全数検査 全数

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 締め付け状態
第3編2.2.2

抽出検査、必要に応じ手触し確認 各室毎 20%

ｽﾎﾟｯﾄ状態 溶接状態
第3編2.2.2

抽出検査、試験片の確認 各室毎 20%
長方形ﾀﾞｸﾄ

各室毎 １箇所/25㎡
(ｱﾝｸﾞﾙ工法・ｺｰﾅｰﾎﾞ

ﾙﾄ工法）
抽出検査、必要に応じ計測確認 各室毎 １箇所/25㎡

吊り及び支持 吊り間隔、支持方法、振れ止め、固定防振材の要否
第3編2.2.2

抽出検査、必要に応じ計測確認 各室毎 １箇所/25㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ

接続 ﾋﾞｽ本数、ﾀﾞｸﾄﾃｰﾌﾟ、継手の外面部ｼｰﾙ
第3編2.2.4

抽出検査 各室毎 １箇所/25m

吊り及び支持 吊り間隔、支持方法、振れ止め、固定防振材の要否
第3編2.2.4

全数検査、必要に応じ計測確認 各室毎 １箇所/20m
ﾀﾞｸﾄ付属品 ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾚﾀﾝ

板厚・寸法
第3編1.14.5
第3編2.2.7 抽出検査、施工図との照合及び計測確認 全数 全数

ﾁｬﾝﾊﾞｰ
空調機用は点検口及び 抽出検査、施工図との照合及び計測確認 全数 全数

温度計座の有無

内貼材規格・施工順序
第2編3.1.4

抽出検査、施工図との照合及び計測確認 全数 全数
吹出口・吸込口ﾎﾞｯｸｽ

板厚・寸法
第3編1.14.6

抽出検査、必要に応じ計測確認 各室毎 20%

内貼材規格・施工順序
第3編2.2.7

抽出検査、施工計画書との照合確認 各室毎 20%
排気ﾌｰﾄﾞ

吊りﾎﾞﾙﾄの本数、間隔
第3編2.2.7

全数検査、施工図との照合及び必要に応じ計測 全数 全数
防火･防煙・防火防煙

確実堅固な取付
第3編2.2.7

全数検査、必要に応じ手触し確認 全数 全数
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

ﾋｭｰｽﾞ検査及び取替
第3編1.15.7
第3編1.15.8 全数検査 全数 全数

ｽﾍﾟｰｽ有無･点検口位置
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

ｽﾍﾟｰｽ有無･点検口位置
第3編1.15.5

抽出検査 抽出（各系統毎） 20%
風量測定口

取付個数・取付位置・点検口位置
第3編1.14.10        第3

編2.2.7 抽出検査 抽出（各系統毎） 20%

材質、寸法、漏煙及び作動性能（建基令）、動作温度、閉
鎖機構認定、検査口の有無、空気流抵抗

第3編1.15.7         第3
編1.15.8          第3編

2.2.7
全数検査、製作図との照合及び性能試験書確認

排気ﾌｰﾄﾞ

材質、厚さ、ﾌｰﾄﾞ囲い、補強材、垂下り、傾斜角度、とい
等、ﾀﾞｸﾄ接続部仕様（ｱﾝｸﾞﾙ、ｺｰﾅｰ）

ｸﾞﾘｽ除去装置

要否、方式、油脂分除去率、ｸﾞﾘｰｽ回収器、材質、ﾌｲﾙ
ﾀｰ予備 第3編1.14.8

撓み継手

材質（一般・排煙）、構造（一般・排煙）、ﾌﾗﾝｼﾞ間長さ

第3編1.14.9

接続
ﾀﾞｸﾄ折返し部・ﾀﾞｸﾄ立て縦方向のはぜ部・ﾀﾞｸﾄ複合部ｼｰ
ﾙ確認、ﾌﾗﾝｼﾞ最大間隔 第3編2.2.2 抽出検査

補強
補強間隔、ﾘﾌﾞの有無、ﾀｲﾛｯﾄﾞの不使用、補強材の取付
法（ﾘﾍﾞｯﾄ、溶接） 第3編2.2.2

抽出検査、製作図との照合及び必要に応じ計測（排煙用は性能
試験票の確認）

抽出検査、製作図との照合及び必要に応じ計測

全数検査、ｸﾞﾘｽ所除去合格ﾗﾍﾞﾙ確認

第3編1.14.5



別表２ 営繕工事段階確認一覧（機械設備工事）

工種 区分 項目 細目 要点 標仕該当番号 監督員による確認事項 選定の目安 確認の

程度
ﾀﾞｸﾄ工事 施工 ﾀﾞｸﾄ付属品 定風量・変風量ﾕﾆｯﾄ

吊り、支持、取付方向 全数検査 全数

ｽﾍﾟｰｽ有無･点検口位置 各室毎
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ

吊り、支持、差込長、
第3編1.14.4

１箇所/１０ｍ

曲げ状態(断面確保) 抽出検査 各室
保温工事 材料 機材の検査

保温材・外装材・補助材 種類、規格、材質、板厚
第2編3.1.2

抽出検査、規格等の確認 種別毎 20%
施工 保温一般

保温材 保温厚 抽出検査、計測確認 各室毎 20%

保温種別 施工順序 抽出検査、 各室毎 20%

合せ目等 保温材の合せ目及び継目状態
第2編3.1.3

抽出検査、隙間のないこと 各室毎 20%

ｼｰﾙ 屋外及び多湿箇所のﾗｯｷﾝｸﾞ等の継目ｼｰﾙ
第2編3.1.3

抽出検査 各室毎 20%

鋲 鋲の本数
第2編3.1.3

抽出検査 各室毎 20%

外観 見栄え
-

全数検査 全数検査 全数
塗装工事 塗装 機材の検査

塗装材 規格、材質
第2編3.2.1

監督業務分担表の監督要領による 種別毎 20%
施工 塗装一般

各室毎 20%

下地処理 下地の処理及び防錆
第2編3.2.1

抽出検査 各室毎 20%

塗装種別・塗り回数
第2編3.2.1

抽出検査 各室毎 20%

外観 見栄え
-

全数検査 全数検査 全数
機器据付工事 材料 機材の検査

本体 仕様、性能、付属品の確認
第1編1.4.1

設計図書及び製作図の照合、性能試験表の確認 全数検査 全数
施工 一般事項

全数 全数

同上（耐震・防振計算書確認）、計測確認、施工状況確認 全数 全数

第3編2.1.2

第5編2.1.1
全数

第5編2.2.1
全数検査、施工照合及び計測確認、関係法規の確認 全数

現場組立機器 組立て 全数検査、製造者の組立て仕様照合 全数 全数
ﾎﾞｲﾗｰ

鋼製ﾎﾞｲﾗｰ･鋼製簡易ﾎﾞｲﾗｰ 据付（位置、水平、垂直、勾配）、離隔の有無
第3編1.1.2

全数検査、製作図照合、計測確認、製造者の組立て仕様 全数 全数

鋳鉄ﾎﾞｲﾗｰ・鋳鉄簡易ﾎﾞｲﾗｰ 組立、基礎ﾎﾞﾙﾄ及び固定ﾎﾞﾙﾄの締付け
第3編2.1.2

照合、固定はﾄﾙｸﾚﾝﾁ等で確認、内部は清掃・洗浄

第5編1.3.1
付属品は施工図・仕様書での確認、

耐震j自動消火装置 取付位置（建物主要構造部）、状態（固定、垂直） 全数検査、施工図との照合、固定は手触確認 全数 全数
ﾊﾞｰﾅｰ

取付状態
第3編1.1.7          第3

編2.1.4 全数検査、固定は手触確認 全数 全数
温風暖房機

取付位置、状態
第3編1.1.6          第3

編2.1.3 全数検査、関係法規、条例との確認 全数 全数

第3編～
第5編2.1.1 全数検査、施工図との照合、計測・調合表確認

状態、ﾎﾞｲﾗｰ内部の洗浄・清掃、付属品取付状態、油配
管支持、防油堤

第2編3.2.1
塗装に良好な温湿度下での施工(原則気温5℃以上、湿
度85％以下での施工）

第3編1.15.12
第3編1.15.13
第3編2.2.7

第2編3.1.3             第
2編3.1.4             第2
編3.1.5              第2

編3.1.6

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎

位置（ﾀｲﾙ等の目地割を含む）、間隔（他の機器との距
離）機器及び器具本体

位置、寸法、配筋、調合、排水溝有無、基礎本体と建物
躯体との結合

基礎ﾎﾞﾙﾄ、ｽﾄｯﾊﾟｰ位置、寸法及び材質、防振材、基礎ﾎﾞ
ﾙﾄ・ｽﾄｯﾊﾟｰ取付部の基礎厚及び隅角部、辺部からの打
設距離、据付面水平度、養生期間

塗装環境 適切な温湿度の確認

第5編2.2.1他各編



別表２ 営繕工事段階確認一覧（機械設備工事）

工種 区分 項目 細目 要点 標仕該当番号 監督員による確認事項 選定の目安 確認の

程度
機器据付工事 施工 鋼鈑製煙道 第3編1.1.8

第3編2.1.5 全数

第3編1.1.9

煤煙濃度計及び測定口、掃除口の位置
第3編1.1.8

伸縮部及び壁貫通部の施工状態 全数

通風力 計算書（設計値） 設計書確認 全数 全数
温水発生機

真空式温水発生機
第3編1.2.1

全数 全数

無厚式温水発生機
第3編2.1.6

全数 全数

第3編1.3.1
全数 全数

第3編2.1.7

第3編1.6.2
全数検査、計測確認、固定は施工図及びﾄﾙｸﾚﾝﾁ等で確認 全数 全数

第3編2.1.10

空気調和機
第3編1.71

全数検査、計測確認、固定は施工図及びﾄﾙｸﾚﾝﾁ等で確認 全数 全数

第3編2.1.11

ﾌｱﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ
取付状態（固定）

第3編1.7.3            第
3編2.1.12 全数検査、固定は手触し確認 全数 全数

放熱機
取付状態（固定）

第3編2.1.13
全数検査、固定は手触し確認 全数 全数

第3編1.11.1
全数 全数

第3編2.1.14

全数 全数

ﾀﾝｸ
第3編1.13.1

全数 全数

第3編2.1.16

飲料用 上記及び消毒
第5編1.4.1          第5

編2.2.4 清掃及び洗浄確認 全数
ﾍｯﾀﾞｰ

上記ﾀﾝｸの施工による
第3編1.13.1
第3編2.1.17 全数検査、製作図により計測及び弁取付照合 全数 全数

衛生器具
据付（水平、垂直、固定、補強）、

第5編1.1.2
抽出検査、固定は手触確認 抽出（各種別毎） 20%

第5編2.1.2

ｶﾞｽ湯沸し機
第5編1.3.5

全数 全数

第5編2.2.3

貯湯式電気温水器
固定状態、付属品仕様と取付有無

第5編1.3.6            第
5編2.2.3 全数検査、固定は手触確認 全数 全数

消火機器
屋内消火栓開閉弁(1号･2号) 扉の開閉方向、据付（位置、高さ、水平）

第5編1.5.1
全数 全数

扉の開閉具合の良否、作動、認定証（
第5編2.2.5

ﾉｽﾞﾙ、ﾎｰｽ、減圧機構）、

その他の消火機器 同上 全数 全数

耐震強度（基礎ﾎﾞﾙﾄの本数・径）、基礎ﾎﾞﾙﾄ締付け状
態、、付属品（電極棒、溶解栓）仕様及び取付状態、、清
掃及び水洗

洗面器の壁面取付部のｼｰﾙ、管接続状態（ﾊﾞﾘ除去等）、
水栓・洗浄弁水量調整

取付状態（固定）、運転状態（点火良否、燃焼状態）、安
全装置動作確認

支持

据付（位置、水平、垂直、勾配）、基礎ﾎﾞﾙﾄ・固定ﾎﾞﾙﾄ締
付状態、付属品取付状態

冷却塔

全数検査、計測確認、固定は施工図及びﾄﾙｸﾚﾝﾁ等で確認、溶
解栓・電極棒は確認及び作動試験、

全数検査、計測確認、固定は施工図及びﾄﾙｸﾚﾝﾁ等で確認、防
振基礎は計算書確認

据付（位置、水平、垂直、勾配）、基礎ﾎﾞﾙﾄ締付状態、ﾍﾞ
ﾙﾄ回転方向及び張代

送風機

ﾎﾟﾝﾌﾟ

据付（位置、水平、垂直、勾配）、基礎ﾎﾞﾙﾄ締付状態、軸
芯の調整状態、防振基礎と取付と有無、振動絶縁効率、
付属品仕様と取付有無

全数検査、計測確認、固定は施工図及びﾄﾙｸﾚﾝﾁ等で確認、張り
しろは手触確認

全数検査、目視及び手触確認、点火良否は作動確認

全数検査、目視及び手触確認、所轄消防署の検査により代替確
認

据付（位置、水平、垂直、勾配）、基礎ﾎﾞﾙﾄ締付状態、付
属品仕様及び有無、排水ﾄﾗｯﾌﾟ取付状態

据付（位置、水平、垂直、勾配）、離隔の確保（窓、煙突、
ｶﾞﾗﾘ等）、基礎ﾎﾞﾙﾄ・固定ﾎﾞﾙﾄ締付状態、付属品仕様及
び取付状態

据付（位置、水平、垂直、勾配）、基礎ﾎﾞﾙﾄ・固定ﾎﾞﾙﾄ締
付状態、付属品仕様及び取付状態

支持間隔、支持方法（吊りﾎﾞﾙﾄ・ﾌﾞﾗｹｯﾄ・受台）、振止め、
固定支持金物(ﾛｰﾗｰ)

全数検査、施工図との照合、計測、固定は手触し確認

全数検査、製作図との照合、計測確認、固定はﾄﾙｸﾚﾝﾁ等で確認

全数検査、計測確認、固定は施工図及びﾄﾙｸﾚﾝﾁ等で確認

冷凍機

第3編1.12.1
第3編2.1.15
第5編2.1.1
第5編2.2.2



別表２ 営繕工事段階確認一覧（機械設備工事）

工種 区分 項目 細目 要点 標仕該当番号 監督員による確認事項 選定の目安 確認の

程度
施工 厨房機器

流し・作業台･戸棚･棚 据付（配置、高さ、水平）、取付状態（固定）、
第5編1.6.1

全数検査、測器により計測、、目視及び手触確認、 全数

ｶﾞｽﾚﾝｼﾞ･電気ﾚﾝｼﾞ 合格証票の貼付有無、運転状態（点火の
第5編2.2.6

点火については作動試験

ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙコンロ 良否、燃焼状態）

電気ﾃｰﾌﾞﾙコンロ

ｶﾞｽﾌﾗｲﾔｰ･ｶﾞｽ立体炊飯器

自動制御設備工事 機材 機材の検査
温度検出器・湿度検出 抽出検査、製作図との照合、動作隙間又は比例帯の範囲 各室・各種別毎 20%

器・圧力検出器

温度調節器・湿度調節 抽出検査、製作図との照合、動作隙間又は比例帯の範囲 各室・各種別毎 20%

器・圧力調節器・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

調節器

駆動部（ﾘﾝｹｰｼﾞ等含む） 用途、種類、材質、規格、動作、方式機能 抽出検査、製作図との照合、動作隙間又は比例帯の範囲 各室・各種別毎 20%

又は適用、電圧又は空気圧入力信号、

駆動ﾄﾙｸ

制御弁 用途、駆動方式、動作、種類、材質規格、 抽出検査、製作図との照合、動作隙間又は比例帯の範囲 各室・各種別毎 20%

適用範囲、呼び径、開閉指示器

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 用途、駆動方式、動作、種類、材質規格、
第4編2.1.3

抽出検査、製作図との照合、動作隙間又は比例帯の範囲 各室・各種別毎 20%

適用範囲、羽根数、開閉機能、開閉指示器

温・湿度指示計 監督業務分担表の監督要点による
第4編2.1.4

抽出検査、製作図との照合、動作隙間又は比例帯の範囲 各室・各種別毎 20%

温度指示計・湿度指示計 種類、表示方式、指示、記録、範囲、

温・湿度記録計 入力、精度、構造

温度記録計

空気圧縮機・空気ｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ 材質、構造、機能、容量、耐久性、規格 全数検査、製作図との照合、部品等の使用確認 全数 全数

ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ・除湿機 -

空気濾過装置・減圧弁

構造、寸法(ｶﾞｰﾀｰ寸法、充電部との離隔、 全数 全数
自動制御盤、現場盤等

ｾﾊﾟﾚｰﾀ取付、ﾄﾞｱの開閉具合、接地端子

の取付、図面ﾎﾙﾀﾞｰ）、導電部（導体配置、

色別、接近状態、並列状態）器具の種別、

定格・数量、始動装置種別、定格と

負荷機器、ﾄﾞｱ裏面感電防止装置、

表示事項、予備品、外観

電線管類・ﾌﾛｱﾀﾞｸﾄ 施工種別、外観、ｻｲｽﾞ、表示､ﾏｰｸ等 各室・各種別毎 20%

線ぴ及び附属品 抽出検査、表示・ﾏｰｸ等により確認

電線類及び附属品 施工種別、外観、ｻｲｽﾞ、表示､ﾏｰｸ等
第4編2.4.1

抽出検査、表示・ﾏｰｸ等により確認 各室・各種別毎 20%

ｹｰﾌﾞﾙ接続材、端末処理材の性質

第4編2.2.1

第4編2.4.1

形式、機能又は適用、検出範囲、出力方式、精度、構成
素子

制御方式、形式、機能又は適用、設定（範囲・遠隔）、指
示、出力方式、　　　　　　構成素子

全数検査、製作図との照合、部品等の使用・表示灯確認、必要
に応じ計測確認

第4編2.1.3

第4編2.1.3

第4編2.1.1

第4編2.1.2



別表２ 営繕工事段階確認一覧（機械設備工事）

工種 区分 項目 細目 要点 標仕該当番号 監督員による確認事項 選定の目安 確認の

程度
自動制御設備工事 機材 機材の検査

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ・金属ﾀﾞｸﾄ 形式、構造、寸法、接地端子、電線支持 抽出検査、製作図との照合 各室・各種別毎 20%

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ・金属管・ 金物の取付状態、塗装・仕上げ状態

金属ｾﾝﾋﾟ･ｹｰﾌﾞﾙ類 屋外型（防錆補修状態）

合成樹脂製可とう管類

配管器具類 種別、定格、表示、ﾏｰｸ等
第4編2.4.1

抽出検査、表示・ﾏｰｸ等により確認 各室・各種別毎 20%

耐熱ｼｰﾙ材 規格、外観、表示、性能評定工法、 全数検査、性能評定書の確認 全数 全数

耐火しきり板 認定表示（耐火仕切り板等）

耐火充填材

鋼管・銅管・鋼管継手 規格、供給空気圧力 抽出（各種別毎） 20%

銅管継手･合成樹脂管 抽出検査、規格・仕様の確認

玉形弁･ｺｯｸ 規格、呼び圧力、口径
-

抽出検査、規格・仕様の確認 抽出（各種別毎） 20%

中央処理装置・補助記録 形式、構造、規格、機能、容量、処理時間、 全数検査、製作図との照合確認、必要に応じ計測 全数 全数

装置・外部記憶装置・ 方法、寸法、CRTﾃﾞｲｽﾌﾟﾚｲ･ｸﾞﾗﾌｲｯｸﾊﾟﾈﾙ

表示装置・ｸﾞﾗﾌｲｯｸﾊﾟﾈﾙ の表示項目、内容、方式、操作・制御方式

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ・置台・伝送制御

装置・電源装置・予備品等 伝送方式、停電補償、蓄電池形式・容量

整流装置の型式・定格・特性、

交流無停電電源装置の形式・容量

印字装置・ﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰ装置 印字方式、色数、数、速度、文字種類、用紙幅
第4編2.3.3

全数検査、製作図との照合確認、必要に応じ計測 全数 全数

集合表示装置 形式、構造、寸法、電源容量、表示文字
第4編2.3.3

全数検査、製作図との照合確認、必要に応じ計測 全数 全数

窓数、LEDの輝度

ｲﾝﾀｰﾎﾝ装置 形式、通話方式、回線数
第4編2.3.3

全数検査、製作図との照合確認、必要に応じ計測 全数 全数
自動制御設備工事 施工 一般事項

貫通ｽﾘｰﾌﾞ 位置、寸法、固定、補強、防火処理
第2編2.8.1

全数検査、施工図との照合、防水ｽﾘｰﾌﾞは全数確認 各室毎 20%
電線管・金属ﾀﾞｸﾄ

配管経路・位置・納まり 布設経路、点検の良否、管相互及び他の
第4編3.2.1

抽出検査、施工図との照合、必要に応じ計測確認 各室毎 20%
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸの布設

設備との離隔、貫通部処理、立上部養生

配管等の接続 盤類との接続、締め付け、終端部の処理
第4編3.2.1

抽出検査、施工図との照合、必要に応じ計測確認 各室毎 20%

ネジ切部の防錆処理

位置ﾎﾞｯｸｽ 種別・ｻｲｽﾞ、支持・固定、管との接続及び
第4編3.2.1

抽出検査、施工図との照合、必要に応じ計測確認 各室毎 20%

ﾎﾞﾝﾃﾞｲﾝｸﾞ

ﾎﾞﾝﾃﾞｲﾝｸﾞ ﾎﾞﾝﾄﾞ線ｻｲｽﾞ、取付状態
第4編3.2.1

抽出検査、施工図との照合 各室毎 20%

吊り・支持・固定 支持方法、支持間隔、支持ﾎﾞﾙﾄｻｲｽﾞ、
第4編3.2.1

抽出検査、施工図との照合 各室毎 20%

振れ止め取付

その他 防火区画貫通部処理、ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ処理
第4編3.2.1

抽出検査、（防火区画貫通部処理は全数） 各室毎 20%

耐震措置、露出部分の塗装（下地処理）

第4編2.4.1

第2編第１章

-

第4編2.3.2



別表２ 営繕工事段階確認一覧（機械設備工事）

工種 区分 項目 細目 要点 標仕該当番号 監督員による確認事項 選定の目安 確認の

程度
自動制御設備工事 施工 電線等の布設

接続 接続方式及び状態、機器端子との接続、 抽出検査、専用工具（圧着端子等）の確認、 各室毎 20%

増締め、ｹｰﾌﾞﾙの分岐接続、接続箇所の 絶縁処理前の確認

点検方法、ﾎﾞｯｸｽ内収容芯線数

絶縁処理 絶縁処理方法及び状態、ｹｰﾌﾞﾙ端末処理 抽出検査、作業工程の確認 各室毎 20%

及び成端処理

電線管内の布設 種別、太さ、相、色別、管路内の清掃 抽出検査、施工図との照合（幹線用ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽは全数検査) 各室毎 20%

潤滑剤等、ﾎﾞｯｸｽ内での電線支持、余長

呼び線及び行先等の表示

金属ﾀﾞｸﾄ内の布設 ﾀﾞｸﾄ内の電線支持・整線、電線の行先表
第4編3.2.1

抽出検査、施工図との照合（幹線用は全数検査) 20%

示、ｾﾊﾟﾚｰﾀ及び接地（電力・通信共用）

ｹｰﾌﾞﾙの布線 種別、太さ、ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ分岐等、支持間隔、 抽出検査、施工図との照合 各室毎 20%

状態、屈曲半径、電力ｹｰﾌﾞﾙと通信ｹｰﾌﾞﾙ

及びｶﾞｽ・水道管等との離隔、ﾎﾞｯｸｽ付近

での支持(転がし配線）、床・壁等の貫通

部処理、ｼｰﾙﾄﾞ線の接地、屈曲半径

ﾗｯｸ上の布線 支持間隔及び整線、ｾﾊﾟﾚｰﾀ及び接地（電
第4編3.2.1

抽出検査、施工図との照合 各室毎 20%

力・通信共用）、床・壁等の貫通部の処理

ｹｰﾌﾞﾙ行先表示

平形保護層配線及び 種別、太さ、固定方法、間隔、壁面等での 抽出検査 各室毎 20%

通信用ﾌﾗｯﾄｹｰﾌﾞﾙ 使用(鋼板製ﾀﾞｸﾄ）、折返し部及び上部接

地用保護層、機器や電線との接続（専用

ｺﾈｸﾀｰ端子台）

光ﾌｱｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ 曲げ半径、張力、接続方法（融着、ｺﾈｸﾀ
第4編3.2.1

抽出検査 各室毎 20%

接続箱）

その他 防火区画貫通部処理、
第4編3.2.1

全数検査 全数 全数
自動制御設備工事 施工 空気配管

一般事項 使用工具の確認、切断面の状況、管内
-

抽出検査 各室毎 20%

の異物等除去、管端面養生、埋設管保護
鋼管接合

ﾈｼﾞ接合 ネジの良否、ねじ山異物の除去、締付け
-

抽出検査、ﾈｼﾞｹﾞｰｼﾞ、ﾄﾙｸﾚﾝﾁ等での確認 各室毎 20%

の程度

溶接接合 溶接方法、開先加工、ﾋﾞｰﾄﾞ状態、仮付け 抽出検査、溶接方法は施工計画書により承諾、 各室毎 20%

溶接資格者 溶接資格者の資格証明書等での確認

ﾌﾗﾝｼﾞ接合 均等な締付け、溶接の場合両面の溶接
-

抽出検査 各室毎 20%
銅管の接合

差込接合 接着部の研摩、ﾌﾗｯｸｽ除去、ﾛｳ種別
-

抽出検査、取外し必要場所はﾕﾆｵﾝ･ﾌﾗﾝｼﾞの挿入確認 各室毎 20%

ｲﾝｻｰﾄ 材質、埋込み深さ、許容加重、ｸｷﾞの切断
-

抽出検査、許容加重の確認 各室毎 20%

吊り・支持 吊り、支持間隔、支持方法、振止め固定
-

抽出検査、施工図との照合、必要に応じ計測 各室毎 20%

支持受け 鋼管・銅管の場合その管の絶縁、損傷防止
-

抽出検査、必要に応じ合成樹脂、ｺﾞﾑ等での適切な処置確認 各室毎 20%

その他 防火区画の貫通部の隙間はﾓﾙﾀﾙ又はﾛｯｸｳｰﾙ充填
-

全数検査 全数 全数

第4編3.2.1

第4編3.2.1

第4編3.2.1

第4編3.2.1

-

第4編3.2.1



別表２ 営繕工事段階確認一覧（機械設備工事）

工種 区分 項目 細目 要点 標仕該当番号 監督員による確認事項 選定の目安 確認の

程度
自動制御設備工事 施工 機器廻りの配管

支持及び固定 配管支持及び固定方法
-

全数検査、機器に対し不要加重のないこと、 全数 全数

ﾌﾗﾝｼﾞ 機器取外しの可否
-

全数検査、ﾌﾗﾝｼﾞの挿入確認 全数 全数

弁類・継手類 弁類、継手類の有無
-

全数検査、施工図との照合 全数 全数
機器類の取付

取付状態 種別、数量、電線接続状態、位置及び状態
第4編3.1.1

抽出検査、施工図との照合 全数 全数

接地 種別、配線状況
第4編3.1.1

全数検査、施工図との照合 抽出 全数
中央監視制御装置の

位置・納まり 設置位置・機器間及び壁との離隔、
第4編3.1.1

全数検査、施工図との照合 全数 全数
据付及び配線

保守：監視ｻﾍﾟｰｽ、保守：点検ｽﾍﾟ0ｽ

支持・固定 卓上機器接地支持・固定、状態、卓上機器 全数検査、施工図との照合 全数 全数

の転倒防止処理、卓上機器の落下防止処理

耐震措置、

配線･接続 盤内、外部配線の接続、電線特殊ｹｰﾌﾞﾙ 全数検査、施工図との照合 全数 全数

使用時の工法
第4編3.1.1

その他 接地
第4編3.1.1

全数
試験調整

1)自動制御設備調整 調整工程の確認、取付場所、取付方法の
第4編3.3.1

全数検査、製作図・施工図との照合 全数 全数

確認、各機器の結線の確認、各機器単位
第4編3.3.2

での調整、各制御グループ毎の動作確認

2)中央監視制御装置 幹線接続の確認及びﾘﾓｰﾄ側入力、出力
第4編3.3.1

全数検査、製作図・施工図との照合 全数 全数

　　調整 構成の確認、各監視ﾎﾟｲﾝﾄの接続確認
第4編3.3.2

中央監視盤、ﾘﾓｰﾄ盤及び周辺機器の電

源投入、ﾃﾞｰﾀﾌｱｲﾙの投入及び確認

中央監監視盤の画面構成及び周辺機器

の表示、動力機器と連動動作確認

中央監視制御装置の各ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ動作確認
ｶﾞｽ設備工事 材料 機材の検査 管及び継手

規格
第6編2.1.1            第

6編3.1.1 ｶﾞｽ事業者の規定との照合 種別毎 20%
(都市・液化石油ｶﾞｽ共通) ｶﾞｽ栓及び弁

種別・規格
第6編2.1.2            第

6編3.1.2 ｶﾞｽ事業者の規定との照合 種別毎 20%
ｶﾞｽ漏れ警報器

認証ﾏｰｸ、種別、規格
第6編2.1.3            第

6編3.1.3 全数検査、適用ｶﾞｽ・合格証票・認証ﾏｰｸ確認 全数 全数
ｶﾞｽﾒｰﾀｰ

検査合格証印又はｶﾞｽ事業者検査合格票
第6編2.1.7            第

6編3.1.3 全数検査、適用ｶﾞｽ・合格証票・認証ﾏｰｸ確認 全数 全数
調整器

規格･形式
第6編3.1.3

全数検査、規格確認 全数 全数
配管雑材料 第6編2.1.8            第

6編3.1.4 抽出検査 種別毎 20%
施工 器具の取付 ｶﾞｽ栓 取付位置 第6編2.2.1            第

6編3.2.1 抽出検査 各部屋毎 20%
ｶﾞｽ漏れ警報器 取付位置 第6編2.2.1            第

6編3.2.1 全数検査、ｶﾞｽ種別による取付位置確認 全数 全数
ｶﾞｽﾒｰﾀｰ 取付位置 第6編2.1.7            第

6編3.2.1 全数検査 全数 全数
管の接合 管の接合 第6編2.2.2           第6

編3.2.2 抽出検査、接合状態の確認 各部屋毎 20%
配管 一般事項 一般事項 第6編2.2.3           第6

編3.2.3 全数検査、他の配管及び機器との離隔距離等関連確認 各部屋毎 20%
吊り及び支持 支持･固定

第6編2.2.3
抽出検査、支持･固定箇所の確認 各部屋毎 20%

埋設深さ 埋設深さ
第6編2.2.3

抽出検査、埋設深さの計測 各部屋毎 20%
防食処理 防食処理

第6編2.2.5
抽出検査・防食処理方法の確認 各部屋毎 20%

第4編3.1.1



別表２ 営繕工事段階確認一覧（機械設備工事）

工種 区分 項目 細目 要点 標仕該当番号 監督員による確認事項 選定の目安 確認の

程度
さく井設備工事 材料及び施工 掘削

地盤に最も適応した工法の確認
第7編2.1.1

施工計画書により、検討・承諾 掘削完了深さの計測（必要に応じ地層変化時立会い） 立会い

井内壁とｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ周囲との隙間確認

深さ、孔径の確認
ｹｰｼﾝｸﾞ

規格、材質、長さ、ｹｰｼﾝｸﾞ継目方法、
第7編2.1.2

施工現場にて確認 全数 全数

垂直度の確認
ｽｸﾘｰﾝ

長さ、設置位置及び構造確認
第7編2.1.3

施工現場にて確認 全数 全数
砂利充填

天端震度、採水層粒子径
第7編2.1.4

施工計画書にて確認 確認
遮水

遮水の確認
第7編2.1.5

施工計画書にて確認 確認
仕上げ

スワッピング 泥水濃度
第7編2.1.6

充填砂の安定を確認 確認
試験及び報告書電気検層

電気検層図
第7編2.2.1

地質層の予想測定表を検討 確認
揚水量

揚水試験 比湧出量、揚水時間、揚水量
第7編2.2.2

必要に応じ立会い 立会い
水質

水質試験 検査項目
第7編2.2.3

検査項目及び試験機関の承諾 承諾 全数
地質標本及び地質柱状図

標本ｹｰｽ及び地質柱状図 比例尺による構成
第7編2.2.4

地質層の結果及び柱状図確認 確認 全数
し尿浄化槽設備工事 材料 機材の検査

浄化槽構成材 規格、材質、寸法
第8編1.1.1

全数検査、規格・材質等を製作図と照合、 全数 全数

鋼製部材の防錆処理方法確認、ﾎﾟﾝﾌﾟ・ﾌｱﾝの銘盤確認

形式認定
第8編1.1.1            第

8編3.1.1 全数検査、認定番号の製作図との照合 全数 全数

機器単体性能
第8編2.1.1

全数検査、工場試験成績表の確認 全数 全数
施工 し尿浄化槽

土工事 掘削状況、均しｺﾝｸﾘｰﾄ状況、砂利の状況
第8編2.2.1

全数検査、施工図との照合、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄの法面勾配･養生確認 全数 全数

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ厚の確認
第8編3.2.1

湧水量・排水量の確認、山止め工（鋼ぐい・ｼｰﾄﾊﾟｲﾙの打込み

第2編4.4.1
深さ・切梁・腹起こしの確認）、

ｺﾝｸﾘｰﾄ調合等は抽出検査 ｺﾝｸﾘｰﾘﾄ打込み 工程毎 全数

うめもどしの状況
第2編4.2.1

抽出検査、砂埋戻しの水締め、良質土は１/3毎締固め 抽出 随時

ﾕﾆｯﾄ形浄化槽 本体設置、
第8編3.2.1

全数検査、位置・基礎ﾚﾍﾞﾙ・水平確認、据付状態、 全数

流入管・流出管の位置及び深さの確認

構成材取付
第8編3.1.1

抽出検査、製作図との照合、浮上防止、ﾌﾞﾛｱ、 全数

電動機の配線状態の確認
試験 各種

保持時間
第8編2.2.2         第8

編3.2.2 全数検査、漏れの有無 全数 全数
装置

機器単独運転 動作試験
第8編2.2.2

全数検査、作動状態の正常確認 全数 全数

総合運転 作動調整（自動・連動)、通水
第8編2.2.2

全数検査、作動状態の正常確認 全数 全数
昇降機設備工事 機材 機械室内機器検査

電動機･電動発電機 特性、温度上昇、絶縁抵抗、耐電圧
第9編2.2.1
第9編6.2.1 全数検査、工場試験成績表の確認 全数 全数

(ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ･電動
巻上げ機 形状、寸法

第9編2.2.1
第9編6.2.1 全数検査 全数 全数

ﾀﾞﾑｳｪｰﾀｰ)
油圧ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ 形状、寸法、作動状態

第9編3.2.1
全数検査、工場試験成績表の確認 全数 全数

電源盤及び制御盤 形状、寸法、作動状態（運転ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ）
第9編2.2.2第9編3.2.1

第9編6.2.1 全数検査、工場試験成績表の確認 全数 全数
昇降路内機械検査

かご・三方枠（戸共） 材質、板厚、寸法

第9編2.2.2
第9編2.2.3
第9編4 2 2 全数検査、材質・板厚・寸法・表示器の位置を製作図照合 全数 全数

ﾚｰﾙ 形状、寸法
第9編2.2.4

抽出検査、表面精度の確認 抽出 30%

主索 切断、素線
第9編2.2.4

全数検査、工場試験成績表の確認 全数 全数



別表２ 営繕工事段階確認一覧（機械設備工事）

工種 区分 項目 細目 要点 標仕該当番号 監督員による確認事項 選定の目安 確認の

程度
昇降機設備工事 機材 機材の検査 安全装置

形式、必要工程

第9編2.2.5
第9編3.2.5
第9編6 2 3 全数検査、形式等の確認 全数 全数

(ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ･電動 耐震措置
性能

第9編2.2.6           第9
編3.2.6 全数検査、性能等の確認 全数 全数

ﾀﾞﾑｳｪｰﾀｰ) 塗装・電気配線
規格、塗装標準

第9編2.2.8
第9編2.2.9 抽出検査、規格・色の確認、塗装工程、表面平面度の確認 抽出 20%

施工 機械室内機器
巻上げ機・電動機・盤類 固定

第9編2.2.1
第9編3.2.1
第9編6 2 1 全数検査、機器類・ﾌﾞﾚｰｷｼｭｰの取付状態、防火区画処理 全数 全数

かご･乗場
かご室 固定

第9編2.2.2
第9編6.2.2 全数検査、上部機器類及び上部主要配線結束固定の確認 全数 全数

乗場 取付状態
第9編2.2.3
第9編6.2.2 全数検査、三方枠と幕板との取付状態確認 全数 全数

昇降路内機械
ﾚｰﾙ・ﾚｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ 取付状態

第9編2.2.4
第9編3.2.4 抽出検査、ﾚｰﾙ・ﾚｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ固定、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ確認 抽出（各種別毎） 30%

安全装置
安全装置

第9編2.2.5
第9編6.2.3 全数検査、各保安装置の取付状態の確認 全数 全数

耐震措置
耐震施工

第9編2.2.6
第9編3.2.6 全数検査、耐震設計･施工指針との照合 全数 全数

塗装・電気配線
電線管・配線

第8編2.2.8
第8編2.2.9 抽出検査、配線状態・端子類増締・ｱｰｽ接続確認、配管塗装 抽出（各種別毎） 20%

昇降機設備工事 試験 JISの検査標準に準ず
負荷試験 電圧、電流、速度(試験負荷0.25.50.75.100.110%)

第9編2.2.11
第9編6.2.7 全数検査、各試験負荷毎の耐電圧、電流、速度を成績表で確認 全数 全数

る試験等
調速器試験

第9編2.2.11
第9編6.2.7 全数検査、非常停止等を成績表で確認 全数 全数

絶縁試験
第9編2.2.11
第9編6.2.7 全数検査、各回路毎の線間及び大地間の絶縁抵抗を確認 全数 全数

各寸法 全数検査、かご・三方枠内法寸法の確認、頂部隙間及び 全数 全数

ﾋﾟｯﾄ深さの確認、かご・緩衝器間、かご・敷居間、張り車・ﾋﾟｯﾄ間

重りと緩衝器の隙間の確認
試運転

作動試験 全数検査、運転状態（着床精度、戸開閉状態、ｾｲﾌﾃｰｼｭｰ 全数 全数

の動作）の確認、始動電流値のｸﾞﾗﾌ確認、管制運転状態の確認、

乗りすぎ警報、かご内照度の確認

全数検査、ｲﾝﾀｰﾎﾝ・ｽﾋﾟｰｶ・換気扇・照明器具・停電灯 全数 全数

安全装置ｽｲｯﾁ類の動作確認
機材 機材の検査

トラス・踏段ﾚｰﾙ 材質、寸法
第9編8.2.1

全数検査、材質・板厚・寸法等を製作図と照合 全数 全数
(ｴｽｶﾚｰﾀｰ）

電動機 特性、温度上昇、絶縁抵抗、耐電圧
第9編8.2.2

全数検査、工場試験成績表の確認 全数 全数

ﾁｪｰﾝ 切断
第9編8.2.2

全数検査、工場試験成績表の確認 全数 全数

送り装置 形状、寸法
第9編8.2.2
第9編8.2.5 抽出検査、 抽出 20%

踏段・欄干・乗降口
形状、寸法、板厚

第9編8.2.3
第9編8.2.4
第9編8 2 5 全数検査、材質・板厚・寸法等を製作図と照合 全数 全数

安全装置 第9編8.2.8
第9編8.2.9 全数検査、性能等の確認 全数 全数

塗料・電気配線
規格

第9編8.2.10
第9編8.2.11 抽出検査、規格等の確認 抽出ｓ 20%

施工 構造体・駆動装置
踏段ﾚｰﾙ

第9編8.2.1
固定及び仕上げ精度の確認 全数 全数

ﾁｪｰﾝ
第9編8.2.2

たわみの確認 抽出（各種別毎） 20%
踏段・欄干・乗降口 踏段・欄干・乗降口

固定

第9編8.2.3
第9編8.2.4
第9編8 2 5 全数検査、固定の確認 全数 全数

安全装置 安全装置 第9編8.2.8
第9編8.2.9 全数検査、各安全装置の取付位置の確認 全数 全数

塗装・電気配線
電線管・配線配線

第9編8.2.10
第9編8.2.11 全数検査、配線状態・端子類増締・ｱｰｽ接続確認、配管塗装 全数 全数

絶縁抵抗値（電源、二次側動力、制御、信号、照明の各
回路）

第9編2.2.11
第9編6.2.7

-



別表２ 営繕工事段階確認一覧（機械設備工事）

工種 区分 項目 細目 要点 標仕該当番号 監督員による確認事項 選定の目安 確認の

程度
昇降機設備工事 試験 JISの検査標準に準ず

絶縁試験 絶縁抵抗値（電源、電動機、制御、信号 全数検査、各回路の線間及び大地間の絶縁抵抗測定 全数 全数
（ｴｽｶﾚｰﾀｰ） る試験等

照明の各回路） の成績表確認

負荷試験 電圧、電流、速度 全数検査、無負荷状態の測定結果確認 全数 全数

安全装置 駆動及び踏段ﾁｪｰﾝｽｲｯﾁ、非常停止ﾎﾞﾀﾝ、 全数検査、動作試験 全数 全数

ﾌﾞﾚｰｷ制動距離、防火ｼｬｯﾀｰ、

ｲﾝﾀｰﾛｯｸ、ｲﾝﾚｯﾄｽｲｯﾁ

各寸法 - 全数検査、天井との最小間隔、ｴｽｶﾚｰﾀ周りの吹抜け 全数 全数
試験 試運転

部の最大間隔の確認 全数

作動調整（自動・連動)、通水 全数検査、正常運転状態の確認 全数

ｴｽｶﾚｰﾀ安全対策基準（案）の確認

運転ｽｲｯﾁ、安全装置の確認
機械式駐車場設備 材料 機材の検査

電動機 特性、温度上昇、絶縁抵抗、耐電圧 全数検査、 全数 全数
工事

ﾌﾞﾚｰｷ 制動方式、性能 全数検査、 全数 全数

伝動部 材質、安全係数 全数検査、 全数 全数

油圧ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ 構成（油ﾀﾝｸ、油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ、逆駆動部） 全数検査、 全数 全数

材質、安全係数
構造体

材質、安全係数
第10編2.2.2

抽出検査、板厚、寸法確認 抽出 全数
搬機

材質
第10編2.2.3

抽出検査、板厚、寸法確認 抽出 全数
運転操作盤

形状、材質、ｽｲｯﾁ
第10編2.2.4

抽出検査、形状、材質、ｽｲｯﾁﾎﾞﾀﾝ類、板圧、寸法確認 全数
電源盤及び制御盤

形状、材質、保護装置
第10編2.2.5

全数検査、形状、材質、ｽｲｯﾁ類の確認 全数

車止め・ｲﾝﾀｰﾛｯｸ・自動停止装置 形状、材質 全数検査、形状、材質の確認 全数 全数

非常停止装置・行き過ぎ制限装置

搬機の落下防止装置・出車警報装置

塗料
規格、材質

第10編2.2.8
抽出検査、ﾏｰｸ確認、塗装色、塗装状態の確認 抽出 全数

電気配線
規格

第10編2.2.9
抽出検査、表示、ﾏｰｸの確認 抽出 全数

施工 構造体
柱・梁 固定

第10編2.2.2
全数検査、支柱の倒れ、ﾎﾞﾙﾄの締めこみﾄﾙｸとﾏｰｷﾝｸﾞの確認 全数

出入口の最小有効対策 高さ、自動車幅、人の通航路高確認
搬機

据付 全数検査、構造体とのこう配配構造体との固定、及び 全数 全数

出入口床面との隙間確認
駆動装置 電動機・ﾌﾞﾚｰｷ・伝導

部・油圧ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ 据付
第10編2.2.1

全数検査、安全装置の据付状態を確認 全数 全数
安全装置

据付
第10編2.2.6

全数検査、安全装置の据付状態を確認 全数 全数
盤類 運転操作盤・電源盤・

制御盤 据付
第10編2.2.5

全数検査、安全装置の据付状態を確認 全数 全数
塗装 前処理・塗装種別・塗

装回数・外観
第10編2.2.8

全数検査、安全装置の据付状態を確認 全数 全数
電気配線

配線・ｹｰﾌﾞﾙ
第10編2.2.9

全数検査、配線ｹｰﾌﾞﾙの状態及び端子ﾋﾋﾞｽを確認 全数 全数

第10編2.2.1

第10編2.2.3

第10編2.2.6

第9編8.2.13

第9編8.2.13



別表２ 営繕工事段階確認一覧（機械設備工事）

工種 区分 項目 細目 要点 標仕該当番号 監督員による確認事項 選定の目安 確認の

程度
機械式駐車場設備 試験 JISの検査標準に準ず

絶縁試験 絶縁抵抗値
第10編2.2.11

各回路における線間・大地間絶縁抵抗結果の確認 全数 全数
る試験等

負荷試験 電圧、電流、速度
第10編2.2.6

全数検査、角負荷毎の電圧、電流、速度成績表の確認 全数 全数

安全装置
第10編2.2.9

全数検査、安全装置の据付状態を確認成績表確認 全数 全数

各寸法
-

全数検査、出入口、隙間等を確認 全数 全数
装置

試運転 作動確認
第10編2.2.11

全数検査、正常運転の確認 全数 全数
試運転調整 準備 総合調整 総合調整計画書

調整方法、調整時期、日程、人員、安全対策
第2編1.2.2

関連工事との調整 全数 全数
個別 ﾎﾞｲﾗｰ

運転状態（回転方向、発生音、振動、温度
第1編1.4.4

全数検査、作動試験により確認 全数 全数

電流値、圧力、水位、煤煙濃度、点火の良否
第3編1.1.1

燃焼状態、ｲﾝﾀｰﾛｯｸの作動、煤煙濃度計

警報、緊急停止、容量制御、自動発停、他）
冷凍機

運転状態（回転方向、発生音、振動、温度
第1編1.4.4

全数検査、作動試験により確認 全数 全数

電流値、圧力、ｲﾝﾀｰﾛｯｸの作動、保護ﾘﾚｰ動作
第3編1.3.1

警報、容量制御、自動発停、他）
冷却塔

運転状態（回転方向、発生音、振動、温度
第1編1.4.4

全数検査、作動試験により確認 全数 全数

電流値、ｲﾝﾀｰﾛｯｸの作動、他
第3編1.6.1

空気調和器
運転状態（回転方向、発生音、振動、温度

第1編1.4.4
全数検査、作動試験により確認 全数 全数

電流値、圧力、ｲﾝﾀｰﾛｯｸの作動、他）
第3編1.7.1

ﾌｱﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ
運転状態（発生音、振動、送風量）

第3編1.7.1
抽出検査、作動試験により確認 種別毎 20%

送風機
運転状態（回転方向、発生音、振動、風量

第1編1.4.4
抽出検査、作動試験により確認 種別毎 20%

電流値、ｲﾝﾀｰﾛｯｸの作動、他）
第3編1.11.1

ﾎﾟﾝﾌﾟ
運転状態（回転方向、発生音、振動、流量

第3編1.12.1
全数検査、作動試験により確認 全数 全数

電流値、吐出圧力、他） 流量計は、作動試験にて確認
ﾀﾞｸﾄ

試運転前準備 ﾀﾞｸﾄ内清掃、通風状態（空気漏れ、発生音
第1編1.4.4

全数検査、断続運転よりﾀﾞｸﾄ内清掃 全数 全数

振動音、その他）
第3編2.2.1

ﾀﾞｸﾄ附属品
吹出口・吸込口、ﾀﾞﾝﾊﾟｰ等 ﾀﾞｸﾄ内清掃、通風状態（空気漏れ、発生音

第1編1.4.4
全数検査、ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類の調整及び開閉状態確認 全数 全数

振動音、作動、その他）
第3編2.2.7

防火･防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ-等の作動確認
配管

通水状態（漏水、発生音、振動、その他）
第2編2.4.1

全数検査、ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類の調整及び開閉状態確認 全数 全数

ﾊﾞﾙﾌﾞ開閉状態･空気抜き・ｽﾄﾚｰﾅ内異物の確認



別表２ 営繕工事段階確認一覧（機械設備工事）

工種 区分 項目 細目 要点 標仕該当番号 監督員による確認事項 選定の目安 確認の

程度
試運転調整 総合 ﾀﾞｸﾄ系統

運転状態（各系統風量、排煙口、PD､SFD） 全数検査、各系統風量調整、排煙口の開閉連動確認 全数 全数

PD､SFDの動作連動確認
配管系統

運転状態（各系統流量） 全数確認、各系統流量確認 全数 全数
環境測定

運転状態（室内温湿度、浮遊粉塵濃度 全数確認、室内温湿度･室内浮遊粉塵濃度確認 全数 全数

風速分布、騒音） 風速分布、騒音確認
熱源機器類

運転状態（能力、振動、連動） 全数検査、冷却能力及び加熱能力･振動・連動の確認 全数 全数
ﾎﾟﾝﾌﾟ類

運転状態（能力、振動、連動） 全数検査、能力・振動・連動の確認 全数 全数
送風機類

運転状態（能力、振動、連動） 全数検査、能力・振動・連動の確認 全数 全数
空気調和機類

運転状態（出入口状態、風量、振動、連動） 全数検査、出入口状態（水側･空気側、風量・振動・ 全数 全数

連動の確認
冷却塔

運転状態（冷却能力、振動、連動） 全数検査、冷却能力・振動・連動の確認 全数 全数
自動制御

運転状態（調整、設定値、連動）
第2編1.2.1
第4編3.3.1 全数検査、調整・設定値・連動の確認 全数 全数

第2編1.3.1



別表２ 営繕工事段階確認一覧（電気設備工事）

工種 区分 項目 細目 内容 標仕該当番号 監督員による確認項目 選定の目安 確認の

程度
配管･配線工事 機材 機材の検査

電線管、線ぴ、附属品 種別、表示、サイズ、外観等
第2編1.2.1～1.2.5

抽出検査 種別・規格毎 20%

第2編1.1.1～1.1.3
表示等により確認

電線類及び附属品 種別、外観、サイズ、表示等 抽出検査 種別・規格毎 20%

ケーブル接続材 ・ 端末処理材の性能 表示等により確認

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ､金属ﾀﾞｸﾄ 形式 ・ 構造 ・ 寸法 抽出検査 種別・規格毎 20%

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 接地端子 ・ 電線支持金物の 表示等により確認

取付状態 製作図等と照合し確認 種別・規格毎 20%

塗装 ・ 仕上げ状態

屋外形

ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ 規格 ・ 外観 ・ 表示
第2編1.1.4

全数

関係法令（性能評定）工法 関係法令適合の確認 種別・規格毎 100%

認定表示（耐火仕切板）

配線器具類 種別 ・ 定格
第2編1.3.1

抽出検査 種別・規格毎 20%

表示等により確認

防火区画等 位置 ・ 種類 ・ 寸法
第2編1.2.9

全数

貫通部の処 固定 ・ 補強 ・ 防水処理 関係法令適合の確認 全数 100%

理 認定表示（耐火仕切板）
施工 電線管・線ぴの布設

貫通ｽﾘｰﾌﾞ 位置 ・ 種類 ・ 寸法
第1編2.8.1
第2編2.1.12 抽出検査 各室毎 20%

固定 ・ 補強 ・ 防水処理 施工図等と照合し確認（防水処理部は全数検査）

ｲﾝｻｰﾄ 種別 ・ 種類 ・ 位置
-

抽出検査 各室毎 20%

管の布設・位置・納まり 管のサイズ、曲げ箇所数 ・ 角度
第2編2.2.1～2.2.4

抽出検査

管相互 ・ 管と鉄筋・型枠との間
第2編2.3.1～2.3.4

施工図等と照合確認、必要に応じて計測し

隔、コンクリートのかぶり
第2編2.4.1～2.4.4

確認（隠ぺい部は立会い） 各室毎 20%

支持の方法 ・ 間隔（合成樹脂製

可とう管又はＰＦ管）

振止（高天井）

ガス ・ 水管 ・ 発熱部等との離隔

貫通部処理及び防火区画、メタ

ルラス部等）立ち上げ部の養生

管路内の清掃
電線管・線ぴの布設

管の接続 管相互 ・ 異種管との接続 ・ 締付 抽出検査 各室毎

管端口の処理 20%

ねじ切り部の防せい塗装

ボンディング

位置ﾎﾞｯｸｽ 種別 ・ サイズ 抽出検査 各室毎 20%

支持 ・ 固定 ・ 仕上げレベル

第2編1.2.6～1.2.8

第2編2.2.6
第2編2.3.6
第2編2.4.6

第2編2.2.5
第2編2.3.5
第2編2.4.5



別表２ 営繕工事段階確認一覧（電気設備工事）

工種 区分 項目 細目 内容 標仕該当番号 監督員による確認項目 選定の目安 確認の

程度
配管･配線工事 施工 電線管・線ぴの布設

管との接続及びボンディング 抽出検査 各室毎 20%

塗代カバー ・ 継枠の要否

ﾎﾞﾝﾃﾞｲﾝｸﾞ ボンド線のサイズ 抽出検査 各室毎 20%

取付状態

一種金属線ぴ管及びボックスと

配管のボンディング

その他
防火区画貫通部の処理

抽出検査 各室毎 100%

建物外引き出し部の防水処理
（防火区画貫通部の処理、建物引き出し部の

エキスパンション部の処理
防水処置、立会い ・全数検査）

耐震処置、耐震支持
施工図等と照合し確認

露出部分の塗装（下地処理）

フロアダクト 納まり 経路 ・ 位置 ・ 水平レベル 抽出検査 各室毎 20%

の布設 支持固定 ・ 支持間隔 施工図等と照合し確認

電力、通信 ・ インサートの間隔 必要に応じ水平レベルを計測し確認

接続 ダクト相互及びボックス、電線

管等との接続ボンディング

その他 インサートキャップ及びイン

サートマーカの取付

セパレータ（Ｃ種接地）

ダクトエンド
金属ﾀﾞｸﾄの布設

位置・経路・納まり 布設経路 ・ 点検のしやすさ 抽出検査 各室毎 20%

終端部の処理 施工図等と照合し確認

貫通部の処理 （防火区画貫通部の処理は立会い、全数

確認）

接続 ダクト相互 ・ ボックス ・ 盤等

との接続ボンディング

支持・固定 支持方法 ・ 支持間隔

支持ボルトサイズ

振止

その他 防火区画貫通部の処理 各室毎 100%

耐震支持
施工 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸの布設

位置・経路・納まり 布設経路 ・ 点検のしやすさ
第2編2.11.2

抽出検査 各室毎 20%

段数 施工図等と照合し確認

電力 ・ 通信用の離隔 （防火区画貫通部の処理は立会い、全数

ガス ・ 水道管との離隔 確認）

第2編2.2.10
第2編2.3.10
第2編2.4.10

第2編

第2編2.8.1～2.8.8

第2編2.7.1～2.7.5



別表２ 営繕工事段階確認一覧（電気設備工事）

工種 区分 項目 細目 内容 標仕該当番号 監督員による確認項目 選定の目安 確認の

程度
配管･配線工事 施工 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸの布設

接続 ラック相互 ・ ボックス ・ 盤等と 抽出検査 各室毎 20%

の接続ボンディング 施工図等と照合し確認

支持・固定 支持方法 ・ 支持間隔 （防火区画貫通部の処理は立会い、全数

支持ボルトサイズ
第2編2.11.2

確認）

振止

その他 防火区画貫通部の処理 各室毎 100%

エキスパンション部の処理

耐震支持
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄの布設

位置・経路・納まり 布設経路 ・ 点検のしやすさ 抽出検査（プラグインバスダクト差込口の 各室毎 100%

終端部の処理、プラグインパス 処理は全数検査）

ダクト差込口の処理 施工図等と照合し確認

接続部の処理及び締め付けトル サーモテープ等の利用 各室毎 100%

ク、ボンディング

支持・固定 支持方法 ・ 支持間隔 監督業務分担表の監督要領による 各室毎 100%

支持ボルトサイズ、振止

耐震 ・ 防震構造

その他 防火区画貫通部の処理、エキス （接続 ・ 防火区画貫通部の処理は立会い、 各室毎 100%

パンション部の処理、耐震支持 全数検査）
配管･配線工事 施工 電線等の布設

接続 接続方法及び状態 抽出検査 各室毎 20%

機器端子との接続、増し締め 専用工具（圧着端子等）の確認

ケーブルの分岐接続 絶縁処理前の立会い確認

接続箇所の点検方法

ボックス内収容心線数

絶縁処理 絶縁処理方法及び状態 抽出検査 各室毎 20%

ケーブルの端末処理及び成端 絶縁処理過程での立会い確認

処理
電線・ｹｰﾌﾞﾙ等の布設

電線管工事 ダクト内の電線支持 ・ 整線 抽出検査 各室毎 20%

電線の行き先等表示（線名札） 施工図等と照合し確認

セパレータ及び接地（電力 ・ 通 （幹線用は全数検査）

信共用）

金属ﾀﾞｸﾄ工事 ダクト内の電線支持 ・ 整線 抽出検査 各室毎 20%

電線の行き先等表示（線名札） 施工図等と照合し確認

セパレータ及び接地（電力 ・ 通 （幹線用は全数検査）

信共用）

接続

第2編2.2.1～2.2.5

第2編2.7.1～2.7.5

第2編2.10.1～
2.10.4

第2編2.1.1～2.1.13



別表２ 営繕工事段階確認一覧（電気設備工事）

工種 区分 項目 細目 内容 標仕該当番号 監督員による確認項目 選定の目安 確認の

程度
配管･配線工事 施工 電線・ｹｰﾌﾞﾙ等の布設

ｹｰﾌﾞﾙ工事（ﾗｯｸ上を除） 種別 ・ 太さ ・ プレハブ分岐等 抽出検査 各室毎 20%

支持間隔 ・ 状態 施工図等と照合し確認

屈曲半径

電力ケーブル ・ 通信ケーブル及

びガス ・ 水道管の離隔

ボックス付近での支持（ころが

し配線）

床 ・ 壁などの貫通部の処理

シールド線の接地 ・ 屈曲半径

ｹｰﾌﾞﾙ工事（ﾗｯｸ上） 支持間隔及び整線 抽出検査 各室毎 20%

セパレータ及び接地（電力 ・ 通 施工図等と照合し確認

信共用）

床 ・ 壁などの貫通部の処理

ケーブル行先等の表示（線名札）

平形保護層配線
種別 ・ 太さ、固定方法 ・ 間隔

抽出検査 各室毎 20%

通信用ﾌﾗｯﾄｹｰﾌﾞﾙ
壁面等で使用（鋼板製ダクト）

施工図等と照合し確認

折り返し部及び上部接地用保護

層

機器や電線との接続（専用コネ

クタ端子台）

光ﾌｱｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ 曲げ半径 ・ 張力
-

抽出検査 各室毎 20%

接続方法 （融着、コネクタ、接 施工図等と照合し確認

続箱）

その他 防火区画貫通部の処理
-

全数検査 各室毎 100%
機材の検査

照明器具
形式 ・ 構造 ・ 部品及び数量

抽出検査 抽出（各形式毎） 20%

安定器（保護機能付）の種別
製作図等との照合

 ・ 定格 ・ 点灯方式 ・ 光源、
表示等の確認

法に適合又は性能評定マーク  ・

認定証票（非常用照明器具 ・ 誘

導灯）

外観 ・ 表示事項 ・ 製造年月

第2編2.11.1

第2編2.11.2

第2編2.12.1～
2.12.5

第2編1.4.1～1.5.4



別表２ 営繕工事段階確認一覧（電気設備工事）

工種 区分 項目 細目 内容 標仕該当番号 監督員による確認項目 選定の目安 確認の

程度
機材 機材の検査

分電盤類 構造 ・ 寸法 （ガター寸法、充電 全数検査 全数 全数

部との離隔寸法、セパレータの 製作図等との照合、部品等の仕様・表示等を

取付、ドアの開閉具合、接地端 確認、必要に応じ計測し確認

子の取付、鍵、図面ホルダー、

盤名称）

導電部（導体の配置、色別、接

近状態、並列接続）

器具類の種別 ・ 定格 ・ 数量

法に適合又は認定証票（耐熱分

電盤）

表示事項、予備品、外観

実験盤のケーブル接続上の注

意

製造年月

制御盤 構造 ・ 寸法 （分電盤に準ずる） 全数検査 全数 全数

導電部 （同上） 製作図等との照合、部品等の仕様・表示等を

器具類の種別 ・ 定格 ・ 数量 確認、必要に応じ計測し確認

始動装置の種別 ・ 定格と負荷機

器 ・ 表示事項 ・ 予備品 ・ 外観

ドアの裏面感電防止処置

盤内放熱処置

法に適合又は認定証票（消防防

災用）

製造年月

配線器具 種別 ・ 規格 ・ 容量
第2編1.3.1

抽出検査 種別・規格ごと 20%

規格証明書又はＪＩＳマーク 表示等により確認

（表示品目）

製造年月

防火区画等の貫通処理 規格 ・ 外観 ・ 表示
第2編1.2.9

全数検査 全数 100%

法に適合又は性能評定工法 法に適合又は性能評定書の確認

認定表示（耐火仕切板）

電熱装置 形式 ・ 構造 ・ 寸法 ・ 制御盤 ・ 全数検査 全数 100%

発熱線 ・ 温度センサー 製作図等との照合、部品等の仕様・表示等を

表示項目 ・ 予備品 ・ 外観 確認、必要に応じ計測し確認

製造年月

第2編1.6.1～1.10.5

第2編1.11.1～
1.12.5

第2編1.13.1～
1.13.4



別表２ 営繕工事段階確認一覧（電気設備工事）

工種 区分 項目 細目 内容 標仕該当番号 監督員による確認項目 選定の目安 確認の

程度
施工 照明器具

位置・納まり・
形式 ・ 取付位置 ・ 配列 ・ 高さ

全数検査 各室毎 100%

（誘導灯等）
施工図等と照合し確認

安定器電圧 ・ 光源

保守点検の容易性

器具の放熱処理

防水処理

対地電圧

支持・固定 支持方法 ・ 支持本数、振止め
-

抽出検査 各室毎 20%

脱落防止 ・ 耐震処置 施工図等と照合し確認

配線･接続 器具内配線処理 抽出検査 各室毎 20%

外部配線 施工図等と照合し確認

接地線との接続

連結器具の接続部

送り端子の接続部（非常用照明

器具電源別置は使用不可）誘導

灯
盤類

位置・納まり・ 取付位置 ・ 高さ 全数検査 全数 全数

埋込盤における壁との納まり 施工図等と照合し確認

操作 ・ 保守点検スペース

非常照明用分電盤の配線用

遮断器の高さ(1.2ｍ以下）

キャビネットの傾き

支持・固定 支持固定方法
-

全数検査 全数 全数

部品の取付方法 施工図等と照合し確認

耐震処置

配線･接続 盤内配線の整線 ・ 結束
第2編2.1.2

全数検査 全数 全数

端子部の電線の締め付け
第2編2.1.3

圧着端子専用工具の確認

電線引入（出）口の保護

相 ・ 色別

盤の接地

電熱装置 発熱線のふ線 ・ 位置 ・ 深さ ・ 
第2編2.17.2
第2編2.17.3 全数検査 全数 全数

重量 ・ 接続 施工図等と照合し確認

導通、絶縁抵抗測定（施工中）

第2編2.15.3

第2編2.15.1

-



別表２ 営繕工事段階確認一覧（電気設備工事）

工種 区分 項目 細目 内容 標仕該当番号 監督員による確認項目 選定の目安 確認の

程度
施工 盤類

その他 単線接続図 ・ 展開接続図の
第2編2.15.4
第2編2.16.4 全数検査 全数 全数

具備カードの記入

盤内清掃
器具類の取付

取付状態
種別 ・ 数量 第2編

抽出検査 各室毎 20%

電線の接続状態
施工図等と照合し確認

位置及び状態（傾き）

二重床用コンセント

開閉・動作方向・極性 スイッチの点滅区分 ・ 動作方向
第2編2.15.3

抽出検査 各室毎 20%

コンセントの極性 ・ 取付け方向 施工図等と照合し確認

接地 種別
-

抽出検査

配線状態 施工図等と照合し確認

その他 ボックス内セパレーター （ＴＶ  ・ 抽出検査 各室毎 20%

電話、コンセント） 施工図等と照合し確認

プレートの種別

プレートの表示（電気方式 ・ 電

圧 ・ 容量 ・ 回路種別）

ブランクプレートの用途表示

測定及び試験 絶縁抵抗値
第2編2.19.2

全数検査 全数 100%

電圧 ・ 極性 試験等により確認

照度

総合調整
-

試験、目視等により全体の動作、バランスを 全数 全数

確認
電線、ｹｰﾌﾞﾙ等の布設

光ﾌｱｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ 曲げ半径（許容曲げ半径以上） 抽出検査 各室毎 20%

 ・ 張力

ふ設時の速度（10m/min）以下

接続方法（融着 ・ コネクタ ・ 接

続箱）

防護処置
架空配線・地中配線工事 機材 機材の検査

電柱及び装柱材 種別 ・ 寸法 ・ 設計荷重 全数 全数 全数

がいし種別 ・ 耐塩種別 表示等により確認

電力仕様 （装柱材） （電柱は全数検査）

外観

計算 （風圧）

調整・その他

第2編1.15.1～
1.15.3

第2編2.1.5
第2編2.15.3
第2編2.2.5

第6編2.10.1～
2.10.5



別表２ 営繕工事段階確認一覧（電気設備工事）

工種 区分 項目 細目 内容 標仕該当番号 監督員による確認項目 選定の目安 確認の

程度
架空配線・地中配線工事 機材 機材の検査

電線類及び保護管 種別 ・ 外観 ・ サイズ
第2編1.15.4

全数 全数 全数

表示 表示等により確認

ケーブル接続材 ・ 端末処理材

ﾏﾝﾎｰﾙ・ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 種別 ・ 外観 ・ サイズ 全数検査 全数 全数

ケーブル支持材 製作図等と照合し確認

耐荷重 ・ 用途表示 必要に応じ計測し確認

計算（コンクリート強度）

機器類（開閉器等） 形式 ・ 定格 ・ 性能
-

形式 ・ 定格 ・ 性能 全数 全数

表示 表示
施工 架空配線

建柱 建柱位置、根入れ深さ 全数検査 全数 全数

根かせ位置 施工図等と照合し適切であることを確認

支線 ・ 支柱の取付状態

（根開き、根かせ）

支線ガードの要否

接地

装柱 腕金 ・ がいしの取付位置 全数検査 全数 全数

バインド線 施工図等と照合し適切であることを確認

接地

架線 架空線路高さ、相互の間隔、工 全数検査 全数 全数

作物等との距離 施工図等と照合し適切であることを確認

電線接続及び接続距離 （高圧ケーブル端末処理は立会い）

ちょう架用線の種別、ケーブル

支持間隔

接地 ・ 端末処理

エントランスキャップ等

機材の取付 変圧器等の取付状態
第2編2.12.5

全数検査 全数 全数

開閉器 ・ 避雷器の取付及び操

作方法 ・ 接地

第2編2.12.1
第2編2.12.6
第2編2.12.7

第2編2.12.2
第2編2.12.3
第2編2.12.7

第2編2.12.4

第2編1.15.5



別表２ 営繕工事段階確認一覧（電気設備工事）

工種 区分 項目 細目 内容 標仕該当番号 監督員による確認項目 選定の目安 確認の

程度
施工 地中配線

掘削・埋戻し 掘削深さ、幅 抽出検査 抽出（各設備毎） 5箇所以上

埋戻し土の種別、転圧 施工図等により適切な位置・経路であること

を確認

養生方法が適切、埋戻し土が良質土であるこ

とを確認

管路の布設 埋設深さ、管相互の間隔等 必要に応じ計測し確認 抽出（各設備毎） 5箇所以上

布設状態

ガス、水道管等との離隔

管の防食処理

建物への配管引込み箇所の防

水 ・ 防食処理及び耐震処置

埋設標識シート

埋設標の種別 ・ 位置
地中配線

管露の接続 管相互の接続
第2編2.13.4

抽出検査 抽出（各設備毎） 5箇所以上

異種管との接続 接続部の処理が適切であることを確認

接続部の防水 ・ 防食処理

ﾏﾝﾎｰﾙ･ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ布設
根切寸法、根切底の転圧 ・ 砂 第2編2.13.3

全数検査 全数 全数

利地業 ・ 均しコン打設状態 第2編2.13.6
施工図等により確認

配筋 ・ 寸法 ・ 状態 ・ 型枠寸法
必要に応じ計測により確認

管路引込み部及び首部の仕上
（現場打マンホール・ハンドホールの配筋等は

げ
立会い）

ケーブル支持物 ・ フック等の
ＧＬレベル、仕上げ

取付及び接地

ふたの種別、防せい、用途表示

水抜きの要否（計画段階でも

チェック）

ｹｰﾌﾞﾙの布設 種別 ・ サイズ 全数検査 全数 全数

通線方法 （高圧ケーブル端末処理は立会い）

マンホール ・ ハンドホール内で

のケーブル支持 ・ 余長

管路口の防水処置、水抜穴

ケーブルの用途及び行先表示

マンホール ・ ハンドホール内で

のモールド接続

高圧ケーブル端末処理

第2編2.13.4

第2編2.13.5

第2編2.13.2



別表２ 営繕工事段階確認一覧（電気設備工事）

工種 区分 項目 細目 内容 標仕該当番号 監督員による確認項目 選定の目安 確認の

程度
調整・その他

測定及び試験 絶縁抵抗試験
第2編2.19.2

全数検査 全数 全数

耐電圧試験 試験等により確認
接地工事 機材 機材の検査

接地極 接地棒の太さ及び長さ 抽出検査 種別毎 全数

接地極板の寸法 必要に応じて計測し確認

ろう付の状態

突針・導線・棟上導体 突針 ・ 支持管の種別 ・ 材質 全数検査 全数 全数

 ・ 寸法 必要に応じて計測し確認

導線 ・ 導体の種別 ・ サイズ （突針・支持管は全数検査）

接地端子箱 種別 ・ 材質 全数検査 全数 全数

端子の形状 ・ 取付状態 製作図と照合し確認

端子数
施工 接地線の布設

接地極の埋設 位置 ・ 深さ 全数検査 種別毎 全数

他の接地極との離隔 必要に応じて計測し確認

接地線との接続

ガス配管等との離隔
第2編2.14.10～
2.14.14

抵抗値
第2編2.18.4

接地線及び保護管 接地線の種別 ・ サイズ
第2編2.14.9

保護管の種別 ・ サイズ

水切処理

接続 接地線相互、接地線と接地極と 抽出検査 抽出（各種別毎） 50%

の接続 ・ 異種金属間の接続 接続（溶接）部が適切であることを確認

突針と導線との接続

導線と鉄骨 ・ 鉄筋等との接続

棟上導体と周辺の金属性工作

物の接続 ・ 水切金物の水切

状態

突針の取付 取付位置 ・ 高さ
第2編2.18.2

全数検査 全数 全数

保護角 ・ 保護範囲

支持管の取付状態

導線、棟上導体の布設 支持方法 ・ 支持間隔 抽出検査 抽出検査 50%

電力 ・ 通信線、ガス管との離隔

棟上げ導体の種別 ・ 位置 

　・ 保護範囲

伸縮継手

第2編2.18.3
第2編2.18.5
第2編2.18.6

第2編1.14.1～
1.14.2

-



別表２ 営繕工事段階確認一覧（電気設備工事）

工種 区分 項目 細目 内容 標仕該当番号 監督員による確認項目 選定の目安 確認の

程度
施工 接地線の布設

接地端子箱の取付 取付位置 ・ 高さ
-

全数検査 種別毎 全数

端子と導線 ・ 接地線との接続 接続が確実になされていることを確認

接地極側の表示
調整・その他

測定及び試験 接地抵抗値
第2編2.19.2

全数検査 種別毎 全数

試験等により確認
機材 機材の検査

受変電機器 盤形式、構造（充電部との離隔
第3編1.1.1～1.6.5

全数検査 全数 全数

寸法、ドア開閉器具、接地端子
第3編1.10.1～
1.10.11 製作図等と照合し確認

の取付、屋外形の扉の上下の 必要に応じ計測し確認

押え金具）

導電部（導体の配置、色別、離

隔、電流密度、モールド形変圧

器の表面の保護、並列接続）

盤内器具の形式、種類、定格、

容量、表示事項、予備品

高圧充電部の保護

位置・納まり 設置位置、配列状態 全数検査 全数 全数

操作、点検スペース 施工図と照合し確認

水平調整（ライナー、チャンネル

ベース等）
第3編2.1.1

通気、換気状態
第3編2.1.2

支持・固定 支持 ・ 固定方法、状態
第3編2.1.1
第3編2.1.2 全数検査 全数 全数

耐震処置 施工図と照合し確認

配線・接続 盤間、外部配線の接続、整線 全数検査 全数 全数

銅帯との接続 施工図と照合し確認

端子部の締め付け

母線の配置、色別

その他 接地
第3編2.2.5
第3編2.2.6 全数検査 全数 全数

防蛇、防鼠の処置 試験等により確認

結線図の備え付け

操作注意シール等、注意標識
調整・その他

測定及び試 絶縁抵抗試験、耐電圧試験 全数検査 全数 全数

験 ・ 総合調 変圧器漏れ電流、総合動作試 試験等により確認

整 験、継電器特性

共仕「機材の試験」による

第3編2.1.1～2.2.6

第3編2.3.2

受変電機器取付工事

受変電機器据付・配線施工



別表２ 営繕工事段階確認一覧（電気設備工事）

工種 区分 項目 細目 内容 標仕該当番号 監督員による確認項目 選定の目安 確認の

程度
静止形電源機器取付工事 機材 機材の検査

直流電源装置・UPS 形式、構造
第4編1.1.1～1.1.11

全数検査 全数 全数
（静止形電源）

導電部（導体の配置、色別、離
第4編1.2.1～1.2.12

製作図等と照合し確認

隔） 必要に応じ計測し確認

整流装置・蓄電池種別、定格、

容量、

垂下特性

盤内器具類の種別、定格、数量

表示事項、付属品、予備品

緩衝材

減液警報装置

認定証票、耐酸、耐アルカリ

塗装

施工 直流電源装置・UPS
位置・納まり 設置位置、配列状態

第4編2.1.1
全数検査 全数 全数

（静止形電源）
操作、点検スペース

第4編2.1.2
施工図と照合し確認

水平調整（ライナー、チャンネル

ベース等）

通気、換気状態
直流電源装置・UPS

支持・固定 設置位置、支持・固定方法、
第4編2.1.1
第4編2.1.2 耐震処置・防震装置の状況 全数 全数

状態

耐震・防震装置

配線･接続 機器端子等への接続、整線 全数検査 全数 全数

銅帯との接続 施工図と照合し確認

端子部の締め付け

母線の配置、色別

ピット内配線・製造者標準コネｸﾀ

その他 接地
第4編2.2.3

全数検査 全数 全数

防蛇、防鼠の処置
第4編2.2.4

試験等により確認

結線図の備え付け

操作注意シール等、注意標識

耐酸・耐アルカリ塗装

第4編2.2.1～2.2.3



別表２ 営繕工事段階確認一覧（電気設備工事）

工種 区分 項目 細目 内容 標仕該当番号 監督員による確認項目 選定の目安 確認の

程度
施工 調整・その他

測定、試験・総合調整 絶縁抵抗試験、耐電圧試験 全数検査 全数 全数
（静止形電源）

総合動作試験 試験等により確認

共仕「機材の試験」による
発電機取付工事 機材 機材の検査

自家発電機器据付 発電機 ・ 原動機の形式、構造 全数検査 全数 全数
（自家発電装置）

定格、性能、外観、表示 製作図等と照合し確認

始動装置 ・ 停止装置の方式 必要に応じ計測し確認

構造、性能

共通台板の形式、構造

耐震処置

配電盤の形式、構造、規格

計測器具

保安装置の項目

燃料小出槽 ・ 主燃料槽の形式

構造容量

消音器の形式、性能、外観

予備品等

法に適合又は認定証票
発電機取付工事 機材 機材の検査

熱併給発電装置 発電機 ・ 原動機の形式、構造 全数検査 全数 全数
（自家発電装置）

定格、性能、外観、表示 製作図等と照合し確認

始動装置 ・ 停止装置の方式 必要に応じ計測し確認

構造、性能

共通台板の形式、構造

耐震処置

配電盤の形式、構造、規格

計測器具、制御盤の形式等

保安装置の項目

予備品等

法に適合又は認定証票

太陽光発電装置 形式 ・ 性能 ・ 表示 ・ ＪＩＳ
第5編1.5.1～1.5.8

全数検査 全数 全数

特記事項 ・  社内規格 製作図等と照合し確認

予備品等 必要に応じ計測し確認

風力発電装置 形式 ・ 性能 ・ 表示 ・ ＪＩＳ
第5編1.6.1～1.6.6

全数検査 全数 全数

特記事項 ・ 社内規格 製作図等と照合し確認

予備品等 必要に応じ計測し確認

第4編2.3.2

第5編1.1.1～1.9.4

第5編1.4.1～1.4.5



別表２ 営繕工事段階確認一覧（電気設備工事）

工種 区分 項目 細目 内容 標仕該当番号 監督員による確認項目 選定の目安 確認の

程度
発電機取付工事 据付 自家発電機器据付

位置・納まり 設置位置、配列状態、耐震処置 全数検査 全数 全数
（自家発電装置）熱併給発電装置据付

操作 ・ 点検スペース 施工図等と照合し確認

水平調整、保有距離

通気 ・ 換気状態、騒音

支持・固定 支持 ・ 固定方法、状態
第5編2.1.1
第5編2.1.3 全数検査 全数 全数

防震支持 施工図等と照合し確認

耐震処置

配線・接続 盤内 ・ 外部配線の接続、整線 全数検査 全数 全数

振動部分との接続（フレキ導体等） 施工図等と照合し確認

充電部の保護

端子部の締め付け

相、色別

各種配管 種類、サイズ、経路、色別 全数検査 全数 全数

接続、可とう継ぎ手、支持間隔 施工図等と照合し確認

耐震、防震処置

防食処理

造営材貫通部の処理

断熱材等処理状況

発電機取付工事 機材 自家発電機器据付
補機類の据付 種類、位置

第5編2.1.5～2.1.11
全数検査 全数 全数

（自家発電装置）熱併給発電装置据付
納まり、支持、固定 施工図等と照合し確認

その他 煙突 ・ 排気筒高さ（ばい煙、温度）
第5編2.1.1
第5編2.1.2 全数 全数

水分、ほこり等の進入防止

塗装
調整・その他

測定、試験・総合調整 始動停止、充気又は充電、 全数検査 全数 全数

負荷及び燃料消費率、振動 試験等により確認

保安装置及び継電器

絶縁抵抗試験、耐電圧試験

接地抵抗測定、排気背圧測定

圧力、ばい煙 ・ 騒音測定

共仕「機材の試験」による

第5編2.3.1

第5編2.2.1～2.2.6

第5編2.4.2

第5編2.1.2



別表２ 営繕工事段階確認一覧（電気設備工事）

工種 区分 項目 細目 内容 標仕該当番号 監督員による確認項目 選定の目安 確認の

程度
発電機取付工事 機材 太陽光発電装置

位置・納まり 設置場所 ・ 十分な構造 ・ 耐候性
第5編2.3.1

全数検査 全数 全数

保守点検スペース
第5編2.3.2

施工図等と照合し確認

（太陽電池モジュール）

保守容易 ・ 取替え可能

支持・固定 支持 ・ 固定方法 ・ 耐震処置
-

全数検査 全数 全数

施工図等と照合し確認

配線・接続 ピット内配線 ・ 機器端子等への
第5編2.3.3
第5編2.3.4 全数検査 全数 全数

接続 ・ 製造者標準コネクタ 施工図等と照合し確認

その他 接地
第5編2.3.6

全数検査 全数 全数

施工図等と照合し確認
調整・その他

測定、試験・総合調整 共仕「機材の試験」による
第5編2.5.4

全数検査 全数 全数

試験等により確認
風力発電装置

位置・納まり 設置場所 ・ 十分な構造 ・ 耐候性
第5編2.4.1

全数検査 全数 全数

保守点検スペース 施工図等と照合し確認

特記事項 ・ 社内規格

支持・固定 支持 ・ 固定方法 ・ 耐震処置
-

全数検査 全数 全数

基礎 施工図等と照合し確認

配管・配線・接続 ピット内配線 ・ 機器端子等への
第5編2.4.3
第5編2.4.4 全数検査 全数 全数

接続 ・ 製造者標準コネクタ 施工図等と照合し確認

その他 接地
-

全数検査 全数 全数

施工図等と照合し確認
調整・その他

測定、試験・総合調整 共仕「機材の試験」による
第5編2.5.5

全数検査 全数 全数

試験等により確認
通信･情報機器取付工事 機材 機材の検査

端子盤・保安器箱 セパレータの取付、ドアの開閉 全数検査 全数 全数
（通信･情報機器）

具合） 製作図等との照合、部品等の仕様・表示等を

端子板 ・ バッチパネル ・ 通信用 確認

保安器の種別 ・ 数量 ・ 接地 必要に応じ計測し確認

表示事項 ・ 外観

製造年月

交換機・局線中継台 形式 ・ 構造 ・ 規格 ・ 容量
第6編1.6.1～1.6.3

全数検査 全数 全数

機能 ・ 表示方法 ・ 社内規格
第6編1.6.6
第6編1.6.7 製作図等との照合し確認

電気通信事業法適合又は認定 必要に応じ計測し確認

証票

予備品

第6編1.4.1～1.4.6



別表２ 営繕工事段階確認一覧（電気設備工事）

工種 区分 項目 細目 内容 標仕該当番号 監督員による確認項目 選定の目安 確認の

程度
通信･情報機器取付工事 機材 機材の検査

本配線盤 形式 ・ 構造 ・ 表示
第6編1.6.1

全数検査 全数 全数
（通信･情報機器）

製作図等との照合し確認

必要に応じ計測し確認

電話機等・ﾎﾞﾀﾝ電話器 形式 ・ 構造 ・ 規格 ・ 機能 ・ 色 全数検査 全数 全数

認定証票 ・ 社内規格 ・ 表示 製作図等との照合し確認

事項 必要に応じ計測し確認

多機能電話機 ・ 停電用電話機

局線受付電話機 ・ コードレス

電話機 ・ ＦＡＸ

電源装置(交換機用) 形式 ・ 構造 ・ 規格 ・ 容量 ・ 定格 全数検査 全数 全数

ＪＩＳ ・ ＳＢＡ ・ 社内規格 ・ 表示事項 必要に応じ計測し確認

キャビネット形式

蓄電池収納部の耐酸 ・ 耐アル

カり塗装

予備品

構内情報通信網装置 形式 ・ 機能 ・ インターフェース 全数検査 全数 全数

 ・ 規格 ・ 容量 製作図等との照合し確認

環境条件 ・ 社内規格（認定証票） 必要に応じ計測し確認

特記事項 ・ 表示 ・ 予備品

通信･情報機器取付工事 機材 機材の検査
拡声装置 形式 ・ 構造 ・ 寸法 ・ 性能 ・ 全数検査 全数 全数

（通信･情報機器）
容量 製作図等との照合し確認 20%

入力回路の種別及び定格 スピーカ等は抽出検査

表示事項 ・ 外観 ・ 社内規格

予備品

非常放送装置 形式 ・ 構造 ・ 寸法 ・ 性能
第6編1.19.1～
1.19.4 全数検査 全数 全数

法に適合又は適合ラベル 製作図等との照合し確認

表示事項 ・ 外観 ・ 予備品 スピーカ等は抽出検査 20%

映像・音響装置 形式 ・ 構造 ・ 寸法 ・ 性能 ・ 全数検査 機器は全数 全数

容量 製作図等との照合し確認

入力回路の種別及び定格 スピーカ等は抽出検査 ｽﾋﾟｰｶｰ等 20%

表示事項 ・ 外観 ・ 社内規格 ・

特記事項

予備品

第6編1.8.1～1.8.8

第6編1.6.4
第6編1.6.5
第6編1.6.7

第6編1.6.2
第6編1.6.6
第6編1.6.7

第6編1.5.1～1.5.9

第6編1.9.1～1.9.6



別表２ 営繕工事段階確認一覧（電気設備工事）

工種 区分 項目 細目 内容 標仕該当番号 監督員による確認項目 選定の目安 確認の

程度
通信･情報機器取付工事 機材 機材の検査

出退・情報表示装置 形式 ・ 構造 ・ 寸法 ・ 電源装置
第6編1.7.1～1.7.3

全数検査 全数 全数
（通信･情報機器）

の容量
第6編1.7.5
第6編1.7.6 製作図等との照合し確認

表示文字 ・ 窓数 ・ ＬＥＤの輝度 出退表示装置は抽出検査 20%

表示方式 ・ 素子画面サイズ ＬＥＤはカタログ等確認

社内規格 ・ 特記事項 ・ 外観

予備品

電気時計装置 形式 ・ 構造 ・ 寸法
第6編1.7.4～1.7.6

全数検査 全数 全数

電源装置の種別 ・ 容量 製作図等との照合し確認

精度表示事項 ・ 外観 ・ 社内規格

予備品

誘導支援装置 形式 ・ 構造 ・ 寸法 ・ 性能 ・ 色
第6編1.10.1～
1.10.6 全数検査 全数 全数

表示事項 ・ 外観 ・ 社内規格 ・ 製作図等との照合し確認

特記事項

予備品

呼出装置(ｲﾝﾀｰﾎﾝ装置) 形式 ・ 通話方式 ・ 回線数 ・ 抽出検査 抽出検査 20%

 外観 製作図等との照合し確認

社内規格 ・ 予備品

ﾃﾚﾋﾞ共同受信装置 形式 ・ 性能 ・ 表示 ・ 外観
第6編1.12.1～
1.12.6 抽出検査 抽出検査 20%

構造 ・ 寸法（機器収納箱） 製作図等との照合し確認

材質 ・ ＪＩＳ ・ 亜鉛付着量（３５０ ｱﾝﾃﾅ・主要機器等は全数検査

ｇ／ｍ２（ＨＤＺ３５））（ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ）

予備品
通信･情報機器取付工事 機材 機材の検査

テレビ電波障害防除装置 形式 ・ 性能 ・ 表示 ・ 外観 抽出検査 抽出検査 20%
（通信･情報機器）

通過電流容量 製作図等との照合し確認

構造 ・ 寸法（機器収納箱） ｱﾝﾃﾅ・主要機器等は全数検査

材質 ・ ＪＩＳ ・ 亜鉛付着量（３５０

ｇ／ｍ２（ＨＤＺ３５））（ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ）

予備品

監視ｶﾒﾗ装置 形式 ・ 性能 ・ 表示 ・ 外観 ・ 全数検査 全数 全数

 解像度 製作図等との照合し確認

照度（カメラ）

時間（タイムラプスＶＴＲ）

予備品

駐車場管制装置 形式 ・ 性能 ・ 表示 ・ 外観 全数検査 全数 全数

距離 ・ 音響（信号灯・警告灯） 製作図等との照合し確認

防雨対策（カーゲート）

予備品

第6編1.15.1～
1.15.9

第6編1.11.1～
1.11.5

第6編1.13.1～
1.13.6

第6編1.14.1～
1.14.7



別表２ 営繕工事段階確認一覧（電気設備工事）

工種 区分 項目 細目 内容 標仕該当番号 監督員による確認項目 選定の目安 確認の

程度
通信･情報機器取付工事 機材 機材の検査

入退室管理装置 形式 ・ 性能 ・ 表示 ・ 外観 全数検査 全数 全数
（通信･情報機器）

表示事項 ・ 社内規格 ・ 特記事項 製作図等との照合し確認

予備品
施工 通信設備機器類の取付

位置・納まり
取付位置 ・ 方向 （アンテナ ・ 監

全数検査 全数 全数

視カメラ）
施工図等と照合し確認

他種工事との調和

保守 ・ 点検の容易さ

屋外設置機器の防水対策

支持・固定 支持固定方法 ・ 状態
第6編2.1.13

抽出検査 各室毎 20%

部品の取付状態 施工図等と照合し確認

耐震処置

配管・配線・接続 内部配線の整線 ・ 結束 抽出検査 各室毎 20%

配線接続状態 施工図等と照合し確認

端子部の締め付け

機器への電線引入（出）方法

その他 スピーカの極性 抽出検査 各室毎 20%

子時計の極性 施工図等と照合し確認

アンテナと他の配線、機器等との

調整

接地
通信･情報機器取付工事 施工 調整・その他

測定、試験・総合調整 絶縁抵抗試験 全数検査 全数 全数
（通信･情報機器）

ＵＰＴケーブルの伝送品質測定 試験等により確認

光ファイバーケーブルの伝送

損失測定

動作試験

機能試験

（各設備 ・ 受信レベル ・ 出力レ

ベル ・ 音圧レベル ・ 温度等）

共仕「施工の試験」による

第6編2.1.1
第6編2.1.2
第6編2.1.4

第6編2.17.2
第6編2.21.2
第6編2.23.2
第6編2.14.2

第6編2.1.12
第6編2.21.3
第6編2.22.6
第6編2.30.2

第6編1.16.1～
1.16.6

第6編



別表２ 営繕工事段階確認一覧（電気設備工事）

工種 区分 項目 細目 内容 標仕該当番号 監督員による確認項目 選定の目安 確認の

程度
通信･情報機器取付工事 機材

自動火災報知設備 形式 （Ｐ型 ・ Ｒ型） ・ 回線数
第6編1.17.1～
1.17.10 全数検査 全数 全数

（防災設備）
検査合格証票 ・ 表示事項 感知器、検出器等は抽出検査 感知器は抽出 20%

予備品等 施工図と照合し確認

自動閉鎖装置 形式 ・ 回線数
第6編1.18.1～
1.18.6

評定マーク ・ 表示事項

予備品等

非常警報装置 形式
第6編1.19.1～
1.19.4

認定証票 ・ 表示事項

予備品等

ｶﾞｽ漏れ火災警報装置 形式 ・ 回線数
第6編1.20.1～
1.20.7

検定合格証票 ・ 表示事項

予備品等
通信･情報機器取付工事 施工 防災設備機器類の取付

位置・納まり 取付位置 ・ 状態 全数検査 全数 全数
（防災設備） 及び配線

受信機等の表示窓と警戒区域、 （感知器、検出器等は抽出検査） 感知器は抽出 20%

感知器保守点検の容易さ、 施工図と照合し確認

吹出口等との離隔

操作部の高さ

支持・固定 支持固定方法 ・ 状態

耐震処置

配管・配線・接続 配線種別及び接続状態 抽出検査 各室毎 20%

内部配線の整線 ・ 線名札端子部

の締め

端子部の締付け

接地

その他 警戒区域一覧表 ・ 取扱い注意事 全数検査 全数 全数

項等の備付け

第6編2.26.2
第6編2.27.2
第6編2.28.2
第6編2.29.2

第6編2.26.2
第6編2.27.2
第6編2.28.2
第6編2.29.2

第6編2.26.1
第6編2.27.1
第6編2.28.1
第6編2.29.1

機材の検査



別表２ 営繕工事段階確認一覧（電気設備工事）

工種 区分 項目 細目 内容 標仕該当番号 監督員による確認項目 選定の目安 確認の

程度
中央監視制御設備工事 機材

中央監視制御設備 形式 ・ 構造 ・ 表示 ・ 寸法 全数検査 全数 全数
(中央監視制御)

（警報盤） 制御方式 ・ 配線方式 製作図等と照合し確認

電源装置の形式 ・ 容量（１０分 必要に応じ計測し確認

間以上 ・ 警報表示）、予備品

監視制御装置 形式 ・ 構造 ・ 表示 ・ 寸法
第7編1.3.1～1.3.5

全数

（監視操作装置 ・ 信号処理
第7編1.3.7
第7編1.3.8

 装置 ・ 記録装置 ・ 補助盤）

形式 ・ 構造 ・ 規格 ・ 機能

 ・ 容量 ・ 表示（印字）速度

 ・ 停電補償

伝送装置 ・ 伝送方式

グラパネ ・ ＣＲＴ

プリンタ等の表示（ドット式 ・ 写

真式）、項目印字数 ・ 印字速度

UPS 簡易形
第7編1.3.6～1.3.8

全数

電源装置の形式 ・ 容量

整流方式 ・ ＪＩＳ
中央監視制御設備工事 施工 据付及び配線

位置・納まり 設置位置 ・ 機器間及び壁との
第7編2.1.1

全数検査 全数 全数
(中央監視制御)

離隔 施工図と照合し確認

操作 ・ 監視スペース

保守 ・ 点検スペース

支持・固定 卓上機器の置台の移動
第7編2.1.1

全数

転倒防止 ・ 耐震処置

卓上機器の落下防止 ・ 耐震処置

配管・配線・接続 盤内 ・ 外部配線
第7編2.1.1

100%

特殊ケーブル使用時の工法

製造者標準工法

その他 接地
第7編2.1.1

全数
調整・その他

測定、試験・総合調整 機能試験
第7編2.3.2

全数検査 全数 全数

総合動作試験 試験等により確認

共仕「機材の試験」による

第7編1.2.1～1.2.7

機材の検査



重点監督項目の適用基準の分類 
 

種  別 対 象 工 事 適用する基準等 

主たる工種に新工法・新材

料を採用した工事 

・技術活用パイロット工事 

施工条件が厳しい工事 ・掘削深さ7m以上の土留め及び締切工を有す

る工事 

・鉄道・道路等の重要構造物の近接工事 
 

第三者に対する影響のあ

る工事 

・周辺地域等へ地盤変動等の影響が予想される

掘削を伴う工事 

 

・低入札価格調査制度調査対象工事 

・工事発注者が必要と認めた工事 
 

 

 

 

山形県営繕工事重点監督実施要領 
 別表２ 「営繕工事段階確認一覧」 

その他 

・建築工事監理業務委託契約を締結する工事 山形県建築工事監督業務分担表 

 


