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様式1

		様式１

		特　定　建　築　物　届

																																						　		年　　月　　日

		　沖縄県知事　　殿

																														届出者住所

																														届出者氏名																		㊞

																														生年月日　　　　　　　年　　　　月　　　　日

																																法人にあっては、その名称、主たる        事務所の所在地及び代表者の氏名

		　 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第５条第１項及び第２項の規定に基づき、特定建築物について、下記のとおり届け出ます。

		記

		特定建築物の名称

		特定建築物の所在地

		特定建築物の用途

		特定建築物				延べ総面積

						（特定用途に供される部分の延べ面積：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡）

						（特定用途以外に供される部分の延べ面積：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡）

		特定建築物の構造												別紙１～３のとおり

		設備の概要

		特定建築物維持		管理権原者		氏名又は

						名称

						住所又は

						所在地

						代表者氏名

		特定建築物		所有者等		氏名又は

						名称

						住所又は

						所在地

						代表者氏名

		特定建築物				建築年月日								年　　　　　　月　　　　　　　日

						使用年月日								年　　　　　　月　　　　　　　日

		建築物環境衛		生管理技術者		氏名																														年　　　　月　　　　日生

						免状番号								第　　　　　　　　　　　号																		交付年月日　　　　　　　年　　月　　日

						現住所

		添付書類						(1)見取図　(2)各階平面図　(3)空気調和設備換気設備の系統図　(4)給水設備の系統図　(5)排水設備の系統図　(6)建築物環境衛生管理技術者の免状(写し)　(7)特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合はそれを証する書類　(8)特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合はそれを証する書類　(9)その他知事が必要と認める書類

		．





様式１の２

		様式１の２

		特定建築物維持管理権原者届出書

																																						　		年　　月　　日

		　沖縄県知事　　殿

																														届出者住所

																														届出者氏名																		㊞

																														生年月日　　　　　　　年　　　　月　　　　日

																																法人にあっては、その名称、主たる        事務所の所在地及び代表者の氏名

		　 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成22年４月22日付、厚生労働省第66号）附則第２条に基づき、特定建築物維持管理権原者について下記のとおり届け出ます。

		記

		特定建築物の名称

		特定建築物の所在地

		特定建築物の用途

		特定建築物維持		管理権原者		氏名又は

						名称

						住所又は

						所在地

						代表者氏名

		特定建築物		所有者等		氏名又は

						名称

						住所又は

						所在地

						代表者氏名

		添付書類						(1)特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合は、それを証する書類。

								(2)特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合はそれを証する書類。





別紙1

		別紙1

		建築物の構造の概要（1）

		特定建築物の名称

		構　　　　　　　造　　		敷地面積						建築面積						総延面積						建物構造		鉄筋・鉄骨コンクリート造

				㎡						㎡						㎡								その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

																								地上　　　　　階、地下　　　　　　　階、塔屋　　　　　　　階

				各階の延べ面積及び用途				項目		特定用途専用部分																				特定用途共用部分

						階層				延べ面積								室数				用途								延べ面積								室数				用途

										㎡																				㎡

						計				㎡																				㎡

						特定用途以外の用途部分

						階層				延べ面積								室数				用途						階層				延べ面積								室数				用途

										㎡																						㎡

																												計				㎡





別紙2

		別紙2

		構造設備の概要（2）

		設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　備				系統										設置場所						性能（kw）・型式								台数				総風量（㎥/H）										居室への供給方法

				空気調和設備系統

				機械換気設備系統

				附属設備		機器										種別（方式）																		性能等

						ボイラ																												伝熱面積　　　　　　　㎡　　　　　　　台

						冷凍機																												　ton　　　　　　　　台

						ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ（冷却塔）

						フィルター						屋内

												外気

						加湿装置

						再熱器

						外気洗浄装置

				空気調整方式の種類		1．空気調和設備：										単一ダクト								・		二重ダクト								・		マルチゾーン										・		VAV

																ﾌｧﾝコイルユニット								・		誘因ユニット								・		各階ユニット						　・ﾊﾟｯｹｰｼﾞユニット

						２．機械換気設備：										第１種換気設備　　　　　　　・　　　第２種換気設備　　　　・　第３種換気設備

						３．自然換気

						４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

						空調設備管理																自主管理　　・　　　委託管理（業者名　　　　　　　　　　　　　）





別紙３

		別紙3

		構造設備の概要（3）

		飲料水設備概要		水源の種別						上水道　　・　　簡易水道　　･　　簡易専用水道　　・　　　　　井戸水　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）																								使用水量								㎥/日

										容量						構造　　　・　　　内装																		設置場所

				受水槽						㎥

				高架水槽						㎥

				揚水ポンプ						㎥／min　　　　　　　　台																								滅菌器								有　　･　　無

				防腐剤						有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)　　･　　無

				給湯設備の有(種類)無						有（中央式・局所瞬間湯沸かし式　・　局所貯湯式　・　その他　　　　　　　　　　）　・　無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

				貯湯槽の　　有（種類）無						有（容量：　　　　　　　　ton　構造：　　　　　　　　　　　　　設置場所：　　　　　　　　　）　・無

		排水設備概要								容量構造														設置場所														ポンプ

				排水層						仕上　　　　　㎥																												能力						台数

				排水方法

				雑用水水源						上水道　　・　　簡易水道　　･　　簡易専用水道　　・　　井戸水　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）																												使用水量						㎥/日

				雑用水の用途						散水　・　修景　・　清掃　・　水洗便所　・　その他（　　　　　　）

		汚水設備概要								容　量　構　造														設　置　場　所

				汚水槽						仕上　　　　　㎥																												ポンプ

				し尿浄化槽						　　　　ton　　　　槽																												能力						台数

				排水方法						汚水槽

										し尿浄化槽

		清掃設備概要		ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ						有（　　使用中　　・　　使用せず　　)　　　　　　　　　　　無

				汚物集積場容量						㎥														設置場所

				焼却炉						型式														能力														設置場所

				管理方式		建築物清掃										自主　・　業者委託　・　一部業者委託（業者名：　　　　　　　　　　　　　　　）

						貯水槽清掃										自主　・　業者委託　・　一部業者委託（業者名：　　　　　　　　　　　　　　　）

						汚物処理										自己　・　市町村　・　業者委託(業者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

						ねずみ昆虫等駆除										自主　・　業者委託(業者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

		備考





様式２

		様式２

		特定建築物届出事項変更（廃止）届出書

																																						　		年　　月　　日

		沖縄県知事　　殿

																														届出者住所

																														届出者氏名																		㊞

																														生年月日　　　　　　　年　　　　月　　　　日

																																法人にあっては、その名称、主たる　　　事務所の所在地及び代表者の氏名

		　 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第５条第１項及び第２項の規定による特定建築物の届け出に関し、次の事項を変更しましたので、同法第５条第３項の規定により届け出ます。

		記

		建築物の名称

		建築物の所在地

		変更内容		変更事項

				変更前

				変更後

		変更（廃止）年月日

		変更（廃止）理由

				注				建築物の用途または面積の変更に係る場合にあっては、変更部分を明示した新旧対照平面図、建築物環境衛生管理技術者の選任または氏名の変更に係る場合にあっては、免状の写し、届出者の変更または廃止した場合は登記簿等を添付すること。

				添付書類：





様式３－１－１

				様式３－１－１

		空調設備整備計画表

				特定建築物の名称										　　　　（　　　　　　　　　　　年度）																				年　　　月　　　日作成

						作業内容		実施回数		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		備　　　考

				空　　調　　設　　備				回/年





様式３－１－２

				様式３－１－２

		給排水設備整備計画表

				特定建築物の名称										　　　　（　　　　　　　　　　　年度）																				年　　　月　　　日作成

						作業内容		実施回数		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		備　　　考

				給水設備				回/年

				排水設備				回/年





様式3－2

				様式３－２

		清掃作業実施計画表

				特定建築物の名称																						　　　　（　　　　　　　　　　　年度）																																				年　　　月　　　日作成

						区域		共　用　部　分																						専　用　部　分																						その他										備　　　考

						作業内容

						作業方法

				日常清掃

				定期清掃





様式3－3－1(-2)

				様式３－3－１

		ねずみ・昆虫等月別防除実施計画表

				特定建築物の名称								　　　　（　　　　　　　　　　　年度）																				年　　　月　　　日作成

						月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		備　　　考

				種別		実施回数

				ゴキブリ		回/年

				ハエ		回/年

				蚊		回/年

				ねずみ		回/年

				ダニ		回/年

				様式3-3-2

		ねずみ・昆虫等場所別防除実施計画表

				場所																												備　　考

				種別

				ゴキブリ

				ハエ

				蚊

				ねずみ

				ダニ





様式3-4-1

				様式3-4-1

				月　　別　　業　　務　　計　　画　　表　　（１）

				建築物の名称：																																		年　　月　　日作成

						日		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18

				事項		曜日

				空調設備

				給排水関係

				清掃

				ねずみ昆虫等防除

				（電気関係）

				勤務表

				注意事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他





様式3-4-2

				様式3-4-2

				月　　別　　業　　務　　計　　画　　表　　（２）

				建築物の名称：																																		年　　月　　日作成

						日		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

				事項		曜日

				空調設備

				給排水関係

				清掃

				ねずみ昆虫等防除

				（電気関係）

				勤務表

				注意事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他





様式3-5

				様式３－５

				廃棄物処理計画表

																年　　月　　日作成

				特定建築物の名称

								燃やせるゴミ		燃やせないゴミ		資源ごみ		危険ごみ		粗大ごみ

				発生場所

				容　 器		種類

						清掃方法

						処理者

				集 積 場 所		場所

						清掃方法

						処理者

				処理量

				処理先

				処理日

				1日又は月発生量





様式3-6

				様式3-6

				設備関係作業日誌

				特定建築物の名称：						年　　　月　　　日（　　曜日）

				事　　　　項				内　　　　容		担当者

				空調関係

				給水関係

				排水関係

				電気関係等





様式3-7

				様式3-7

				清　　掃　　作　　業　　日　　誌

				特定建築物の名称						年　　　月　　　日(　　　曜日）

				事　　項		内　　　　　容

				清　　　掃

				廃棄物処理		１．		処理量		燃やせるゴミ　　　  　　　　　　kg

										燃やせないゴミ　　　 　  　　　kg

						２．				資源ゴミ　　　　　　　　  　　　　kg

										危険ゴミ　　　　　　　  　　　　　kg

						３．				粗大ゴミ　　　　　　　  　　　　　kg

				職務勤務表

				そ　の　他





様式3-8

				様式３－８

				ね　ず　み　昆　虫　等　防　除　記　録

				特定建築物の名称

				年　月　日				年　　　月　　　日(　　　　）						天候				時刻

				場　　　所				対象種別		使用薬剤						備　　　　考

										薬剤名		処理名		使用名

				特記事項





様式3-9

				様式3-9

				作　業　実　施　報　告　書

																		年　　　月　　　日

				１．		作　業　件　名		：

				２．		作業期間・日時		： 　		自　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　時

								　　		至　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　時

				３．		作業ビル名（作業所）		：

				４．		作業者(責任者名）		：

				作業内容記事：

		　		結　　果：

				処　　理：

				ビル側の確認者





様式3-10-1

						様式3-10-1

												　年　　　月分												関係		毎日		点検票（１）

																										毎週

						特定建築物の名称：																																		年　　月　　日作成

								日		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18

				点検事項				曜日

				毎日点検

				毎週点検

				点検者

				処　理　経　過





様式3-10ｰ2

						様式3-10-２

												　年　　　月分												関係		毎日		点検票（１）

																										毎週

						特定建築物の名称：																																		年　　月　　日作成

								日		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		点　検　留　意　点

				点検事項				曜日

				毎日点検

				毎週点検

				点検者

				処　理　経　過





様式3-11

				様式３－11

												　年分												関係		毎日		点検票（１）

																										毎年

				特定建築物の名称																														年　　　月　　　日作成

						月				1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		点検留意点

				点検事項				日

				毎日点検

				三ヶ月点検

				六ヶ月点検

				年点検

				点検者

				処理経過

						　　　　　　　　　　注意事項				（１）点検で不良のものは速やかに修理・処理し、その旨処理経過欄に記入のこと。

										（２）点検終了に際しては、年間計画書に終了の旨記入のこと。





様式３-１２

				様式3-12

				清掃・廃棄物処理点検表

				特定建築物の名称：																						(　　　　　年度）																						年　　　月　　　日作成

								月日		１月				２月				３月				４月				５月				６月				７月				８月				９月				１０月				１１月				１２月				点検留意点

						事項				日		曜日		日		曜日		日		曜日		日		曜日		日		曜日		日		曜日		日		曜日		日		曜日		日		曜日		日		曜日		日		曜日		日		曜日

				清　　掃

				廃棄物処理

				点検者

				処理過程

				備考





様式3-13-1

				様式３－１３－１

		ねずみ昆虫等防除点検表（１）

				特定建築物の名称																				　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　年度）																																																						年　　　月　　　日作成

				月日		1月　　日												２月　　日												３月　　日												４月　　日												５月　　日												６月　　日												点検留意点

				点検項目

				点検箇所

				点検者

				処理過程

				備考

				注意事項		（１）　生息状況、こん跡、種類、量等記入のこと。





様式3-13-2

				様式３－１３－2

		ねずみ昆虫等防除点検表（２）

				特定建築物の名称																				　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　年度）																																																						年　　　月　　　日作成

				月日		７月　　日												８月　　日												９月　　日												１０月　　日												１１月　　日												１２月　　日												点検留意点

				点検項目

				点検箇所

				点検者

				処理過程

				備考

				注意事項		（１）　生息状況、こん跡、種類、量等記入のこと。





様式3-14

				様式3-14

												空気環境等の測定記録												測定日		年　　　　月　　　　日（　　曜日）								天候						測定者

				特定建築物の名称

				測定項目						温度						相対　　湿度　　　　　		気流		ガス								浮　　遊　　　　　　粉じん量				その他の事項												備考

										（乾球）				（湿球）						CO₂				CO								照明　　ルクス		騒音　　ホン		落下細菌(個）		ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　　　（ｍｇ/㎥）		遊離残留塩素（ppm）

				測定　場所		時刻		空調　系統		H(℃）		（L〔℃〕）		H(℃）		（％）		（ｍ/秒）		（ppm）		平均値		（ppm）		平均値		（ｍｇ/㎥）		平均値

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

				管理基準						17～28℃（外気温との差を著しくしない）						40～70％		0.5ｍ/秒以下		1000　　　　　　　　　　　　　　ppm以下				10ppm以下　　　　　　　　　　　　　　(特例あり）				0.15ｍｇ/㎥以下										0.1ｍｇ/㎥以下		(遊離）0.1ppm以上

				測定機器

				特記事項





様式3-15

				様式3-15

				空気環境の測定結果の概要

				特定建築物の名称																										年　　　　月　　　　日作成

										年　　　　　月　　　　　日（　　　　曜日）　天候：														測定者

						項　　　目								測定結果				基準外の測 定 点		概評				問題点

										基準値				最高値		最低値

				環　境		温度				瞬時値		17～28℃

						相対湿度						40～70％

						気流						0.5ｍ/秒以下

				空気清浄度		CO₂				平均値		1000ppm以下

						CO						10ppm(20)以下

						浮遊粉じん						0.15ｍｇ/㎥以下

						ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ						0.1ｍｇ/㎥以下

				測　　定　　点		階										階						特　記　事　項





様式3-16-1

		様式3-16-1

		空気環境の測定結果（温熱条件）

		特定建築物の名称																																																																																																						年　　　月　　　日作成

		温度　　　　　　(℃）

										31

										30

										29

										28

										27

										26

										25

										24

										23

										22

										21

										20

										19

										18

										17

										16

										15

		相対湿度（％）

										90

										80

										70

										60

										50

										40

										30

										20

		気流　　　　　(ｍ/sec)

										0.6

										0.5

										0.4

										0.3

										0.2

										0.1

														F．P―								F．P―								F．P―								F．P―								F．P―								F．P―								F．P―								F．P―								F．P―								F．P―								F．P―								F．P―								F．P―								外気





様式3-16-2

		様式3-16-2

		空気環境の測定結果（空気清浄度）

		特定建築物の名称																																																																																																						年　　　月　　　日作成

		CO₂　　　　(ppm)

								1500

								1400

								1300

								1200

								1100

								1000

								900

								800

								700

								600

								500

		CO　　　　(ppm)

								20

								15

								10

								5

								0

		遊離粉じん濃度　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ｍｇ/㎥）

								0.30

								0.25

								0.20

								0.15

								0.10

								0.05

								0

								0.20

								0.15

								0.10

								0.05

								0

														F．P―								F．P―								F．P―								F．P―								F．P―								F．P―								F．P―								F．P―								F．P―								F．P―								F．P―								F．P―								F．P―								外気





様式3－17

				様式3－17

				残留塩素等測定実施記録表

				特定建築物の名称：																		実施年月：　　　　　年　　　月

				測定日時						測定場所		測定の結果										測定実施者		評価		備考

				日		曜日		時刻				遊離残留塩素		色		濁り		臭気		味

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：





様式3－18

		様式3－18

		意　見　等　具　申　書

																																						　		年　　月　　日

		　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

																																建築物環境衛生管理者

																																																㊞

		特定建築物の名称：

		件　　　　　名																				意　　　　見　　　　等

		件　　　　名																				処　　　　置　　　　等

				(注）				意見等具申書に関する関係条項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建築物の所有者・占有者等維持管理について権限を有する者に対する意見の具申　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(第６条第２項）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われるようにするために、必要があると認めたとき、建築物環境衛生管理技術者は、所有者等権原





様式４

		様式４

		登　録　申　請　書

																																						　		年　　月　　日

												保健所長　　殿

																								住所又は所在地

																								氏名又は名称

																								代表者者の住所・氏名																								㊞

		　 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の２第１項の登録を受けたいので、関係書類を添えいて申請します。

		登録区分

		営業所の所在地

		営業所の名称

		営業所の　　　　　　　　　　　　　　　　責任者の氏名

		申請区分												新　　規								更新（登録番号　　第　　　　　　　　　　　　　　号　）

		添付書類：

				（１）				別紙１～４の様式による書類

				（２）				有資格者であることを証する書類（写し）

				（３）				登録営業所の付近見取図（別紙５）

				（４）				必要に応じて検査室・保管庫の概要図面（写真貼付）（別紙５－２）

				（５）				機械器具類のカタログ又はその写し

				(備考）						用紙の大きさは、日本工業規格A列４番とする。





様式４（別紙１）

				別紙１　機械器具の概要を記載した書面の様式

				設　　備　　・　　機　　器　　名　　簿

												年　　　　　月　　　　　日現在

				名　　　　　称		型　　　　　式		数　量		性　　　能		所有・借入の別		購入年月

				(備考）　　用紙の大きさは、日本工業規格別A列４番とする。





様式４（別紙２）

				別紙２　監督者等の氏名を記載した書面の様式

				監　　督　　者　　等　　名　　簿

														年　　　　　月　　　　　日現在

				監督者等の名称				氏名		業務範囲		経験年数		資格の種別		資格取得年月日

				(注１）						(注２）				（注３）

				(備考）　　		　用紙の大きさは、日本工業規格別A列４番とする。

				(注１）　　　　　		　清掃業の場合は清掃作業監督者、空気環境測定業の場合は空気環境測定実施者、空気調和用ダクト清掃業の場合は、ダクト清掃作業監督者、飲料水水質検査業の場合は水質検査実施者、貯水槽清掃業の場合は飲料水貯水槽清掃作業監督者、排水管清掃業の場合は排水管清掃作業監督者、建築物ねずみ昆虫等防除業の場合は防除作業監督者、建築物環境衛生総合管理業の場合は統括管理者、清掃作業監督者、空調給排水管理監督者及び空気環境測定実施者について記入する。　

				(注2）		　監督者等が複数いる場合は、それぞれの業務分担を記入する。

				(注3）		　○○講習会修了、建築物環境衛生管理技術者免状保有者等と記載する。





様式４（別紙３）

				別紙３　従事研修の実施状況を記載した書面の様式

				研修実施状況（計画）（　　　年　　　月　　　日　　　～　　　　年　　　月　　　日）

				研修の期日		研修の内容		指導員の氏名及び資格		対象従事者数		参加従事者数

				(備考）　　用紙の大きさは、日本工業規格別A列４番とする。





様式４（別紙４）

				別紙４　　作業の実施方法等を記載した書面の様式

				作　業　実　施　方　法　等

										年　　　　　　月　　　　　日現在

				作業班編成		作業班		監督者等		使　用　す　る　機　械　器　具

				作　業　手　順

				(備考）　　用紙の大きさは、日本工業規格別A列４番とする。





様式４(別紙４－２）

				別紙４ー２　　作業の実施方法等を記載した書面の様式

				作　業　実　施　方　法　等

										年　　　　　　月　　　　　日現在

				業務を委託する際の手順及び委託した業務の実施状況の把握方法

				苦　情　及　び　緊　急　の　連　絡　に　対　す　る　体　制

				(備考）　　用紙の大きさは、日本工業規格別A列４番とする。





様式４（別紙５）

				別紙５

				営業所の付近見取図

				営業所				名称

								所在地

						付近近見取り図





様式４別紙５－２）

				別紙５－２

				検査室（4号）、保管庫（５・６・７号）の概要を記した図面

						設置場所位置図

				構造及び機械器具の配置図（4号）、保管庫（5・6・7号）





様式５

		様式５

		変　　更　　届　　出　　書

																																						　		年　　月　　日

								保健所長　　殿

																								住所

																								氏名又は名称

																								代表者者の住所・氏名																								㊞

		　 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の２第１項の規定による登録に関し、次の事項を変更しましたので、同法施行規則第33条第1項の規定により届け出ます。

		登録区分																																登録番号						第　　　　　　　　　号

		営業所の名称

		営業所の所在地

		変更年月日												年　　　　　月　　　　　日　

		変更内容		変更事項

				変更前

				変更後

		変更理由

		(注）		　登録基準に係る主要な機械器具その他の設備、監督者等又は毒物・劇物取扱状況を記載した書面の記載事項に変更があった後も、登録基準に適合することを証明する書類を添付する。

		(備考）				用紙の大きさは、日本工業規格A列第４番とする。





様式６

		様式６

		事　　業　　廃　　止　　届　　出　　書

																																						　		年　　月　　日

								保健所長　　殿

																								住所

																								氏名又は名称

																								代表者者の住所・氏名																								㊞

		　 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の２第１項の規定による登録に係る事業を廃止しましたので、同法施行規則第33条第１項の規定により届け出ます。

		登録区分																																登録番号						第　　　　　　　　　号

		営業所の名称

		営業所の所在地

		事業を廃止した年月日												年　　　　　月　　　　　日　

		事業を廃止した理由

		(注）		　登録証明書を添付すること

		(備考）				用紙の大きさは、日本工業規格A列第４番とする。





様式７

		様式７

		実　　績　　報　　告　　書

																																						　		年　　月　　日

								保健所長　　殿

																								住所

																								氏名又は名称

																								代表者者の住所・氏名																								㊞

		　 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の２第１項の規定による登録事業に関し、下記のとおり報告します。

		営業所の名称

		所在地

		登録区分																																登録番号						第　　　　　　　　　号

		記

				１．		実績報告期間（　　　　　年　　　月　　　日　　　　～　　　　年　　　　月　　　　日）　　

				２．		報告時における機械器具の概要（別紙１の様式による書類）

				３．		報告時における監督者等の氏名（別紙２の様式による書類）

				４．		建築物環境衛生に関する事業の実績（別紙３のとおり）

				（備考）						１　営業所ごと、登録区分ごとに作成すること。

										２　用紙の大きさは日本工業規格A列第４番とする。





様式７（別紙１）

				別紙１　機械器具の概要を記載した書面の様式（実績報告用）

				設　備　　・　　機　器　名　簿

														年　　　月　　　日現在

				名　　　　　称		型　　　　　式		数　　　量		性　　　　能				購 入 年 月





様式７（別紙２）

						別紙２　監督者等の氏名を記載した書面の様式（実績報告用）

						監　　督　　者　　等　　名　　簿

																年　　　月　　　日現在

				監督者、実施者等の別				氏　　　　　　名		業務範囲		経験年数		資格の種類		資格取得年月日

				（注１）						(注２）				（注３）

				(注１）　　　　　		　清掃業の場合は清掃作業監督者、空気環境測定業の場合は空気環境測定実施者、空気調和用ダクト清掃業の場合は、ダクト清掃作業監督者、飲料水水質検査業の場合は水質検査実施者、飲料水貯水槽清掃業の場合は貯水槽清掃作業監督者、排水管清掃業の場合は排水管清掃作業監督者、ねずみ昆虫等防除業の場合は防除作業監督者、総合管理業の場合は統括管理者、清掃作業監督者、空調給排水管理監督者及び空気環境測定実施者について記入する。　

				(注2）		　管理者等が複数いる場合は、それぞれの業務分担を記入する。

				(注3）		　○○講習会修了、建築物環境衛生管理技術者等と記載する。





様式７（別紙３）

				別紙３

				期間：　　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　年　　　月　　　日）																				会社名：

				番号		建築物の名称		所在地		所有者名		建築物の概要								受契業務内容		測　　　定箇所数		実施回数（年間）		従事者数（延）		指摘事項

												用　途		階　段		延べ面積		貯水槽容量

																		受水槽　　㎥						回		名

																		高架槽　　㎥

																		受水槽　　㎥						回		名

																		高架槽　　㎥

																		受水槽　　㎥						回		名

																		高架槽　　㎥

																		受水槽　　㎥						回		名

																		高架槽　　㎥

																		受水槽　　㎥						回		名

																		高架槽　　㎥

																		受水槽　　㎥						回		名

																		高架槽　　㎥

																		受水槽　　㎥						回		名

																		高架槽　　㎥

																		受水槽　　㎥						回		名

																		高架槽　　㎥

																		受水槽　　㎥						回		名

																		高架槽　　㎥

				(注）		　受契業務内容の欄には、貯水槽、空気調和用ダクト、排水管、飲料水水質検査、空気環境測定、ねずみ昆虫等防除、清掃（日常清掃・定期清掃に区分する）等、営業所が受契した業務を記載する。





様式８

				様式８

				特定建築物届審査票

				届出者				氏名

								住所

				要件		用途		興業場、百貨店、集会場、図書館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、研修所、学校（学校教育法第１条）、事務所専用（もっぱら事務所の用途に供される建物）

						面積		　　　　　３，０００㎡（８，０００㎡）以上

				届出事項						記載の　　有　　無		備　考		構造設備の概要

				名称										建物						階数、各階床面積居室数用途

				所在地										空調設備　　　　　　　　　　　　　　　　機械換気設備						機械名、型式、性能、台数、場所、各室の供給方式

				用途										水源						上水、井水、湧水

				面積										受水槽、高架　　　　　水槽						容量、構造、場所、揚水ポンプ、滅菌器

				構造設備概要										排水槽						容量、　ポンプ、　場所

				所有者、氏名、住所										地域し尿処理　　　施設						有　　　　無

				管理技術者、氏名、住所、免状番号										公共下水道						有　　　　無

				同上兼業の場合建築物名称、所在地										し尿浄化槽						容量、規模、処理方式、場所

				建築物使用年月日										その他						自然放流、排水処理施設

				　　記載事項は○で表示すること。										清掃		設備		ダスターシュート		有　　　　無

																		汚物		　　　　集積場所、　　容量

																		焼却炉		型式、能力、場所

																処理区分		清掃・汚物		自己処理、市町村、業務委託

																		そ、昆駆除		自主駆除、　委託駆除

														　　該当事項を囲むこと





様式９

				様式９

				特定建築物施設設備調査票

				台帳番号

				建築物の名称

				建築物の所在地

				届出者名								連絡先（　　　　－　　　　－　　　　　　　　　番）

				建築物の規模						主たる用途

										建築面積				㎡

										延床面積				㎡

										建物構造				鉄筋・鉄骨コンクリート造、その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　地上　　　　　階／地下　　　　　階／（　　　　　　　　　　　　　　　）

				建築物環境		衛生管理		技術者		氏　　　名

										免状番号				第　　　　　　　　　　号（交付年月日：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

				監視員				氏名

						調査実施日　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

																		沖縄県						保健所





様式9-1

				様式9-1

				建築物の概要		管理技術者		（業務の勤務先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

						空調方式		　空調、機械

								　ファイコイル、パッケージ

								　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

						使用水		　飲用（上水、井水、浄水）　　雑用水（上水、井水、浄水）　防腐剤（　　　　　　　　　）

						受水槽		基　　　　　　　　　F（　　　　　　　㎥）　　　　　　材質

						高置水槽		基　　　　　　　　　F（　　　　　　　㎥）　　　　　　材質

						管理体制		空調関係				自主、委託（受託者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

								給排水関係				自主、委託（受託者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

								清掃関係				自主、委託（受託者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

								ねずみ昆虫等関係				自主、委託（受託者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

								塵芥処理関係				自主、委託（受託者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

				測定体制				空気環境				自主、委託（受託者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

								残留塩素				自主、委託（受託者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

				調査年月日

				調査区分				定期		定期		定期		定期		定期		定期		定期		定期

				（定期、臨時の別）				臨時		臨時		臨時		臨時		臨時		臨時		臨時		臨時

				調査員名

				立会者名

				（備考）





様式9-2

				様式９－２

				監視　　　　　　　年月日		指摘事項		事後措置

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・





様式9-3

				様式9-3

				帳簿書類の整備状況、遵守事項調査一覧表

				項目と内容								監視年月日

				届出		届書				永久保存

						変更		構造施設

								管理技術者

				関係図面等整備保存		配置・平・立・断面図				永久保存

						空調系統図

						給排水系統図

				年間の実施計画と内容		空調管理				五年保存

						給水管理

						排水管理

						清掃管理

						ねずみ昆虫等の防除

				計画に基づく実施記録と内容		空調管理				五年保存

						給水管理

						排水管理

						清掃管理

						ねずみ昆虫等の防除

				清掃		建築物の内外				日常

										1回／6月		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未

						受水槽				1回／　年

						高置水槽				1回／　年

						排水槽				1回／6月		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未

				水質検査測定		受水槽・高置水槽・管末				清掃後		　全　省		　全　省		　全　省		　全　省		　全　省		　全　省		　全　省		　全　省		　全　省		　全　省

						管末（給水栓）				1回／6月		　全　省		　全　省		　全　省		　全　省		　全　省		　全　省		　全　省		　全　省		　全　省		　全　省

						空気環境				1回／2月		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未

						残留塩素				1回／7日		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未

				ねずみ、昆虫等の防除実施						1回／6月		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未		完 不 未

				粉じん測定器の校正						1回／　年

				　　監視年月日欄の記入						１．適、不適は○レで表示すること。

										２．様式中清掃欄以下は該当を○で囲むこと

								全－全項目水質検査実施						完－法令に規定する検査等の回数を完全実施したもの

								省－省略項目　　〃						不－						〃				を一部実施したもの

														未－法令に規定する検査等を未実施のもの





様式9-4

				様式９－４

				測定年月日		測定場所						測定項目と測定値　														備考

												温度　　　　　　　　　　　℃		相対　　湿度　　％						気流　　ｍ/ｓ

						階		事務所名		空調方式　　　個別制御		17～28		40～70		1,000　　以下		10    　　以下		0,5    　　以下		0,15    　　以下		0,1    　　以下

						備考　1.　調査当日は測定年月日欄は最近３回分の測定について記入すること。

						　　　2.　測定結果が維持管理基準に適合した場合は○、不適合の箇所があった場合はその数値

						　　　　　及び測定場所を記入すること。

						3.　未測定又は測定不要の場合はその旨備考欄に記入すること。





様式9-5

				様式９－５

				検査頻度		検査項目　（基準値）		検査実施年月日

								年		年		年		年		年		年		年		年		年		年		年

				６ヶ月に1回		一般細菌　（100個／ｍｌ）

						大腸菌　（検出されないこと）

						硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　（10mg／L以下）

						塩化物イオン　（200mg／L以下）

						有機物　（5mg／L以下）

						pH値　（5．8以上8．6以下）

						味　（異常でないこと）

						臭気　（異常でないこと）

						色度　（5度以下）

						濁度　（2度以下）

				1回省略可		鉛及びその化合物　（0．01mg／L以下）

						亜鉛及びその化合物　（1．0mg／L以下）

						鉄及びその化合物　（0．3mg／L以下）

						銅及びその化合物　（1．0mg／L以下）

						蒸発残留物　（500mg／L以下）

				1年に1回		ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ　（0．01mg／L以下）

						ｸﾛﾛ酢酸　（0.02mg／L以下）

						ｸﾛﾛﾎﾙﾑ　（0．06mg／L以下）

						ｼﾞｸﾛﾛ酢酸　（0．04mg／L以下）

						ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ　（0．1mg／L以下）

						臭素酸　（0．01mg／L以下）

						総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ　（0．1mg／L以下）

						トリｸﾛﾛ酢酸　（0．2mg／L以下）

						ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛメタン　（0．03mg／L以下）

						ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ　（0．09mg／L以下）

						ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　（0．08mg／L以下）

				3年に1回		四塩化炭素

						1,1-ｼﾞｸﾛﾛエチレン

						ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

						ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

						ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

						ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

						ﾍﾞﾝｾﾞﾝ

						ﾌｪﾉｰﾙ類

				週に1回		残留塩素		適・不適		適・不適		適・不適		適・不適		適・不適		適・不適		適・不適		適・不適		適・不適		適・不適		適・不適

								適・不適		適・不適		適・不適		適・不適		適・不適		適・不適		適・不適		適・不適		適・不適		適・不適		適・不適

				１．調査当日は最近２回分の検査について記入すること。

				２．検査結果が水質基準に適合したものは○、不適合のものは数値を記入すること。

				３．残留塩素検査は最近４回分を該当について○で囲むこと。





様式9-6-1

				様式９－６－１

				項目と内容								監視年月日

												年		年		年		年		年		年		年		年		年		年

												・		・		・		・		・		・		・		・		・		・

				空気環境		外気取入口		取入口は他からの汚染の影響を受けていないか。（ばい煙、有害ガス、粉じん、臭気）

								排気口の隣接ビル等に与える影響

						空気調和設備		外気の空気清浄装置の保守点検は適正か（外気調和機が設置の場合）

								外気取入量は不足していないか

								設備の日常保守管理の適否

								設備の計画的保守管理（定期点検整備）

								空調機器室の清掃（空調機内外ボイラー、冷凍機等）

								空気清浄装置の保守点検の適正（エアフィルタ、電気集じん機の洗浄、巻取交換）

								冷温水コイルの清掃及び整備

								除加湿装置の整備

								温湿度受感部、（隔測温湿度計の位置、機能を適正に把握して管理しているのか。

										受感部指示値の誤差を考慮しているか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受感部の位置による湿度差を考慮しているか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　季節による快適値の変化を考慮しているか

								その他





様式9-6-2

				様式９－６－２

				項目と内容								監視年月日

												年		年		年		年		年		年		年		年		年		年

												・		・		・		・		・		・		・		・		・		・

				空気環境		室内空気環境		室内空気環境測定を規定に基づく方法で実施しているか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

								2回測定の平均値、2月以内測定、測定位置、測定器の性能

								測定機器の定期点検の有無

								測定結果の活用（問題がある項目、場所の改善策の検討）

								換気は居室内で均一に行われているか　（室内間仕切の障害、吹出口、換気口の位置関係）

								吹出口、換気口は汚れていないか（再飛散汚染防止）

								吹出口で不快な騒音発生はないか（送風機の点検、風量調整、消音器設置）

								その他

								局所給排水の状態		湯沸場・厨房

										便所

										地下駐車場

										その他

						そ　の　他		不快音（雑音）

								不快臭（悪臭）

								照明（照度）

								従業員控室の空気環境の適否





様式9-6-3

				様式９－６－３

				項目と内容								監視年月日

												年		年		年		年		年		年		年		年		年		年

												・		・		・		・		・		・		・		・		・		・

				給水設備		受水槽・高置水槽		構造				受

												高

										空間の確保（底、周壁45ｃｍ～60ｃｍの空調）		受

												高

												受

												高

										排水槽、汚水槽との離間距離　　（５ｍ以上）		受

												高

										容量の適否　　　　　　　　　　　　　　（上限・・・・・使用水量の1日分）		受

												高

										清掃時の断水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２時間以上・隔壁）		受

												高

										その他		受

												高

								マンホール				受

												高

										マンホールの構造　　　　　　　　　　　　　　　　　（直径45ｃｍ以上）　　　　　　　　　　　　　　　（立上10ｃｍ以上）		受

												高

								管理		亀裂箇所漏水箇所、塗装のはく離、錆、沈査異物の混入の点検		受

												高





様式9－6－4

				様式９－６－４

				項目と内容								監視年月日

												年		年		年		年		年		年		年		年		年		年

												・		・		・		・		・		・		・		・		・		・

				給水設備		受水槽　　高置水槽		構造		腐蝕抑制剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（適量・保管場所）

										殺菌剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（適量・保管場所）

										付属設備機器の点検整備の適否

										周辺の清掃の適否

										水の状態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（色・濁り・臭い・味）

										その他

				排水設備		排水槽				スカム悪臭の有無

										祖集器トラップ、排水、排水管、通気管等の点検整備

						し尿浄化槽				槽内の清掃管理

										消毒薬注入の適正

						その他				放流水の管理排水溝の清掃管理

										ねずみ、昆虫等の侵入防止措置の適否　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（防虫網、金網等）

										付属設備の点検整備の適否





様式9－6－5

				様式９－６－５

				項目と内容												監視年月日

																年		年		年		年		年		年		年		年		年		年

																・		・		・		・		・		・		・		・		・		・

				清掃		共用部分				玄関・ロビー・通路・階段・エレベータ等

						専用部分外観				居室（事務室・会議室・その他）

										建築物の周囲（外壁・窓等）

				ゴミの処理		集積場所の管理				区画・広さ

										洗浄設備

										床の構造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（不浸透材質・勾配・排水口）　

										防臭・排気設備

										搬出に便利

										整理・整頓状況

						容器				容量材質

										洗浄設備

										破損の有無

										蓋の有無

						中継場所等の管理				中継場所・ダストシュートの清掃				中

														ダ

						処理の方法		分別収集				適正区分

								焼却炉				構造位置

												管理

												清掃





様式9－6－6

				様式９－６－６

				項目と内容								監視年月日

												年		年		年		年		年		年		年		年		年		年

												・		・		・		・		・		・		・		・		・		・

				ねずみ・昆虫等の状況		ねずみ				事務室

										湯沸室

										倉庫

										ゴミ置場

										その他

						ゴキブリ				事務室

										湯沸室

										倉庫

										ゴミ置場

										その他

						ハエ				事務室

										食堂

										ゴミ置場

										その他

						蚊				汚水槽

										排水槽

										その他

								薬剤の使用管理の適否

								統一的、計画的に実施しているか。

								環境整備の適否（防虫網、金網、清潔）





様式9－7－1

		様式９－７－１

																																				保健所

		特 定 建 築 物 調 査 票																				調査年月日　　　　年　　　月　　　日

																						調査者職氏名

		特定建築物				名　称：																用途										公				民

						所在地：

		管    理     技     術     者		氏名						住所												勤務先

				兼務の場合、勤務先特定建築物の名称・所在地

		帳　簿　書　類		建築物配置図　　								有				給排水設備								有				給排水設備								有

						（位置図）								無				平面系統図								無				整備計画書								無

				建築物平面図								有				給排水設備								有				給排水設備								有

														無				断面系統図								無				整理記録書								無

				建築物立面図								有				空気調和設備								有				給排水設備								有

														無				整備計画書								無				一覧表								無

				空気調和設備								有				空気調和設備								有				清掃・ねずみ昆虫等								有

						平面系統図								無				整備記録書								無				防除実施計画書								無

				空気調和設備								有				空気調和設備								有				清掃・ねずみ昆虫等								有

						断面系統図								無				一覧表								無				防除実施記録書								無

		空　　気　環　境　の　測　定　　　※1								　測定年月日						・ ・				・ ・				・ ・				・ ・				・ ・				・ ・

				項目

				CO　(10ppm以下）

				CO2　(1,000ppm以下）

				温度（17～28℃）

				相対湿度（40～70％)

				気流（0.5m/秒以下）

				測定実施者												１．自己						２．委託（　　　　　　　　　　　　　　）

				浮遊粉じん測定機器の較正												１．自己（実施・未実施）２．委託（ 　　　　　　　　）

		空気調和設備		　清掃実施者						１．自己　２．委託（　　　　　　　）																清掃年月日				　　．　．						適・不適

																														　　．　．

		貯　水　槽		水源						　１．上水						２．井水				受水層　　　屯								無		貯水槽清年月日						適・不適

										　３．その他										高置水槽　　屯										　　．　．

				　貯水槽清掃実施者　１．自己清掃　　２．委託清掃																						名称（                      )

				　貯湯槽清掃実施者　１．自己清掃　　２．委託清掃																						名称（                      )

				簡易専用水道の法定検査実施日														　　　　年　　　　月　　　　日

		雑　用　水		使用の有無						有 ・ 無						用途				散水・修景・清掃・水洗便所・その他（　　　）

				検査頻度						検査年月日				・ ・				・ ・				検査頻度						検査年月日				・ ・				・ ・

						検査項目																		検査項目

				７日に１回																		2ヶ月に1回

				雑用水槽等　清掃実施者						１．自己　２．委託（　　　　　　　）																清掃年月日				　　．　．						適・不適

																														　　．　．

		排　　水		排水設備等　清掃実施者						１．自己　２．委託（　　　　　　　）																清掃年月日				　　．　．						適・不適

																														　　．　．

		そ昆清掃防除		調査・防除実施者　１．自己　２．委託（　　　　　　　　　　　　　　　）																																適・不適

				調査年月日				調査内容												防除年月日				防除内容

				． ．																． ．

				． ．																． ．





様式9－7－2

		様式９－７－２

				検査頻度		検査年月日								年　　・		年　　・		検査頻度				検査年月日								年　　・		年　　・

						検査項目																項目

				６ヶ月に１回		一般細菌(100個/mL)												１年に１回				ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ　(0.01mg/L以下)

						大腸菌(検出されないこと）																ｸﾛﾛ酢酸(0.02mg/L以下)

		※2				硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　(10mg/L以下）																ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(0.06mg/L以下)

						塩化物イオン(200mg/L以下)																ｼﾞｸﾛﾛ酢酸(0.04mg/L以下)

						有機物(5mg/L以下)																ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ(0.1mg/L以下)

		水				pH値(5.8以上8.6以下)																臭素酸(0.01mg/L以下)

						味(異常でないこと)																総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ(0.1mg/L以下)

						臭気(異常でないこと)																ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸(0.2mg/L以下)

		質				色度(5度以下)																ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(0.03mg/L以下)

						濁度(2度以下)																ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ(0.09mg/L以下)

				１　回省略可		鉛及びその化合物　　　　　(0.01mg/L以下)																ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(0.08mg/L以下)

		検				亜鉛及びその化合物　　　　　(1.0mg/L以下)												３年に１回				四塩化炭素(0.002mg/L以下)

						鉄及びその化合物　　　　　(0.3mg/L以下)																1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(0.02mg/L以下)

						銅及びその化合物　　　　　　(1.0mg/L以下)																ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(0.04mg/L以下)

		査				蒸発残留物(500mg/L以下)												(				ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(0.02mg/L以下)

																		地　　　下　　　水　　　そ　　　の　　　他　　　の　　　水　　　源				ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(0.01mg/L以下)

																						ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(0.03mg/L以下)

																						ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(0.01mg/L以下)

																		（				ﾌｪﾉｰﾙ類(0.005mg/L以下)

		水質検査実施者												ア．自己検査

														イ．委託検査（委託先名称　　　　　　　　　　　）

						　　　・　　・　						　　　・　　・　								　　　・　　・　								　　　・　　・　

						適　　　不適						適　　　不適								適　　　不適								適　　　不適

		※　１　　　測定年月日欄は最近６回分の測定年月日を記入する。各項目欄については、測定結果が維持管理基

		　　　　  準に適合したものは○、不適合の箇所があった場合はその場所数を計上。

		　　　　　未測定のときは空欄、測定不要の施設は斜線を引くこと。

		　　　  　尚、測定値は３回測定の平均値であること。

		※　２　    検査年月日欄には最近２回分の検査年月日を記入する。各項目欄については、検査結果が水質基準

		　　　　　に適合したものは○、不適合のものは×、未検査は空欄、検査不要は斜線を引くこと。

		※　３　　　最近４回分の残留塩素検査年月日及び検査結果の適・不適について記入。　　

		その他　　それぞれの該当欄を○で囲むこと。　　

		　　　　　　公は公共用建築物、民はその他（民間）建築物であること。





様式10－1

				様式10－1

				登　　録　　営　　業　　所　　調　　査　　票　　１

				（建築物清掃業者用）

												調査日 　　　　年　　　　月　　　　日

												保健所　担当者名　　　　　　　　　　

				登録業者名								登録年月日番号

				１．物的要件(設備器具の保有及び管理状況）

				番号		種　　類		所有の有無		保有台数		管理状況等

				1		真空掃除機		有　・　無

				2		床みがき機		有　・　無

				２．人的要件（監督者等の資格を証する書面の有・無等）

				番号		種　　類		資格を証する書面				有・無		備　　　　　考

				1		清掃作業監督者						有・無

				2		清掃作業従事者						有・無		研修会実施の有無

				３．その他の基準

				番号		事　　　　　項				判　定		適　　　　　　　用

				1		清掃作業等の方法は適切か

				2		作業計画、作業手順書を策定し、それに基づき清掃作業等を行っているか。

				3		作業計画、作業手順書の内容及び作業状況について3月以内に1回定期点検しているか

				4		清掃器具等の維持管理は自ら実施ているか（委託可）

				5		管理技術者からの苦情・緊急連絡に対して迅速に対応できる体制を整備しているか

				４．所　　見





様式10－2

				様式10－２

				登　　録　　営　　業　　所　　調　　査　　票　　２

				（建築物空気環境測定業者用）

												調査日 　　　　年　　　　月　　　　日

												保健所　担当者名　　　　　　　　　　

				登録業者名								登録年月日番号

				１．物的要件(設備器具の保有及び管理状況）

				番号		種　　類		所有の有無		保有台数		管理状況等

				1		浮遊粉塵測定機器		有　・　無				前回較正年月日（　　　　年　　　　月　　　　日）

				2		CO測定機器		有　・　無

				3		CO₂測定機器		有　・　無

				4		温度計		有　・　無

				4		湿度計		有　・　無

				5		風速計		有　・　無

				２．人的要件

				番号		種　　　類		資格を証する書面				有・無		備　　　　考

				1		空気環境測定実施者						有・無

				３．その他の基準

				番号		事　　　　　項				判　定		適　　　　　　　用

				1		規則第3条の2第1号に定める測手方法か

				2		測定結果を5年保存しているか

				3		測定器を定期に点検・較正を行い、その記録を保管しているか

				4		測定器具等の維持管理は自ら実施しているか（委託可）

				5		管理技術者等からの苦情・緊急連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しているか

				４．所　　見





様式10－3

				様式10－３

				登　　録　　営　　業　　所　　調　　査　　票　　３

				（建築物空気調和用ダクト清掃業者用）

												調査日 　　　　年　　　　月　　　　日

												保健所　担当者名　　　　　　　　　　

				登録業者名								登録年月日番号

				１．物的要件(設備器具の保有及び管理状況）

				番号		種　　類		所有の有無		保有台数		管理状況等

				1		電気ドリル		有　・　無

				2		シャー又は二プラ		有　・　無

				3		内視鏡（写真撮影可）		有　・　無

				4		電子（化学）天秤		有　・　無

				5		コンプレッサー		有　・　無

				6		集じん機		有　・　無

				7		真空掃除機		有　・　無

				２．人的要件

				番号		種　　　　類		資格を証する書面				有・無		備　　　　考

				1		ダクト清掃作業監督者						有・無

				2		ダクト清掃作業従事者						有・無

				３．その他の基準

				番号		事　　　　　項				判　定		適　　　　　　　用

				1		ﾀﾞｸﾄ配管系統等を図面により確認し、清掃実施日の建築物使用状況・ﾀﾞｸﾄ運転状況を考慮した適切な方法でおこなっているか

				2		必要な場所にフィルムシートによる養成等を行っているか

				3		清掃前後の粉塵堆積状況の内視鏡点検・粉塵量測定して清掃効果を確認しているか

				4		清掃後、送風機を用いてﾀﾞｸﾄ内に残留した粉塵が室内に流入させないこと。流入した場合、必要な措置を取っているか

				5		検査器具は定期的に点検・整備等行っているか。

				6		測定器具等の維持管理は自ら実施してるか（委託可）

				7		管理技術者等からの苦情・緊急連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しているか

				４．所　　見





様式10－4

				様式10－4

				登　　録　　営　　業　　所　　調　　査　　票　　４

				（建築物飲料水水質検査業者用）

												調査日 　　　　年　　　　月　　　　日

												保健所　担当者名　　　　　　　　　　

				登録業者名								登録年月日番号

				１．物的要件(設備器具の保有及び管理状況）

				番号		種　　　類		所有の有無		保有台数		管理状況等

				1		高圧蒸気滅菌器		有　・　無

				2		乾熱滅菌器		有　・　無

				3		乾燥機		有　・　無

				4		ふ卵機		有　・　無

				5		原子吸光度計		有　・　無

				6		光電光度計		有　・　無

				7		ガスクロマトグラフ		有　・　無

				8		蒸留装置		有　・　無

				9		環流冷却装置		有　・　無

				10		化学てんびん		有　・　無

				11		検査室		有　・　無

				２．人的要件

				番号		種　　　　類		資格を証する書面				有・無		備　　　　考

				1		水質検査実施者						有・無

				３．その他の基準

				番号		事　　　　　項				判　定		適　　　　　　　用

				1		水質基準に関する省令に基づく検査方法か

				2		試料の採取・保存は適切か

				3		検査結果は5年保存しているか

				4		試薬等は施錠できる保管庫等に保管しているか

				5		検査器具等は定期的に点検・整備等を行っているか

				6		測定器具等の維持管理は自ら実施しているか(委託可）

				7		管理技術者等からの苦情・緊急連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しているか

				４．所　　見





様式10－5

				様式10－5

				登　　録　　営　　業　　所　　調　　査　　票　　５

				（建築物飲料水貯水槽清掃業者用）

																調査日 　　　　年　　　　月　　　　日

																保健所　担当者名　　　　　　　　　　

				登録業者名												登録年月日番号

				１．物的要件(設備器具の保有及び管理状況）

				番号		種　　　類				所有の有無				保有台数		管理状況等

				1		揚水ポンプ				有　・　無

				2		高圧洗浄機				有　・　無

				3		残水処理機				有　・　無

				4		換気ファン				有　・　無

				5		防水型照明器具				有　・　無

				6		色度計				有　・　無

				7		濁度計				有　・　無

				8		残留塩素測定器				有　・　無

				9		保管庫				有　・　無

				２．人的要件

				番号		種　　　　類				資格を証する書面						有・無		備　　　　考

				1		貯水槽清掃作業監督者										有・無

				2		貯水槽清掃作業従事者										有・無		研修会実施の有無

				3		貯水槽清掃時の使用消毒剤

						消毒剤				商品名				有効塩素（％）		規格適合分

						次亜塩素酸ナトリウム										適　・　否

				３．健康診断の過去１年間の実績（過去１年間常勤者に限る）　　　　年　　　月　　　日　　　～　　年　　　月　　　日　　

						従業員数		実施延人数		年間１人当り実施率				健康診断実施機関						備考

						人		人/年						保健所・病院・その他(　　　　　　　　　）

				４．その他の基準

				番号		事　　　　　項								判　定		適　　　　　　　用

				1		受水槽清掃後、高置水槽、圧力水槽等の清掃を行っているか

				2		貯水槽清掃後、清掃に用いた水を排除し、貯水槽周辺の清掃を行っているか

				3		貯水槽清掃後、2回以上塩素剤を用いた消毒を行い、以後貯水槽内に立ち入っていないか。

				4		水張り終了後、水質検査を行い、基準を満たしているか

				5		検査器具等は定期的に点検・整備等を行っているか

				6		測定器具等の維持管理は自ら実施しているか（委託可）

				7		管理技術者等からの苦情・緊急連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しているか

				５．所　　見





様式10－6

				様式10－６

				登　　録　　営　　業　　所　　調　　査　　票　　６

				（建築物排水管清掃業者用）

												調査日 　　　　年　　　　月　　　　日

												保健所　担当者名　　　　　　　　　　

				登録業者名								登録年月日番号

				１．物的要件(設備器具の保有及び管理状況）

				番号		種　　　類		所有の有無		保有台数		管理状況等

				1		内視鏡（写真撮影可）		有　・　無

				2		高圧洗浄機		有　・　無

				3		高圧ホース		有　・　無

				4		洗浄ノズル		有　・　無

				5		ワイヤ式管清掃機		有　・　無

				6		空圧式管清掃機		有　・　無

				7		排水ポンプ		有　・　無

				8				有　・　無

				9				有　・　無

				10				有　・　無

				11				有　・　無

				２．人的要件

				番号		種　　　　類		資格を証する書面				有・無		備　　　　考

				1		排水管清掃作業監督者						有・無

				2		排水管清掃作業従事者						有・無		研修会実施の有無

				３．その他の基準

				番号		事　　　　　項				判　定		適　　　　　　　用

				1		排水管の清掃は排水管の管径、長さ、材質や排水の種類に応じ適切な方法か

				2		排水管清掃の前後における管内部の閉塞状況を内視鏡点検し、清掃効果を確認しているか

				3		マンホールを開放する場合、安全標識を利用する等、十分な安全対策を講じているか

				4		清掃終了後、周辺の清掃を行い排水管の継ぎ目等から漏水がないこと、トラップの封水が適切に保たれているか

				5		検査器具等は定期的に点検・整備等を行っているか

				6		測定器具の維持管理は自ら実施しているか（委託可）

				7		管理技術者等からの苦情・緊急連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しているか

				４．所　　見





様式10－7

				様式10－７

				登　　録　　営　　業　　所　　調　　査　　票　　７

				（建築物ネズミ昆虫等防除業者用）

												調査日 　　　　年　　　　月　　　　日

												保健所　担当者名　　　　　　　　　　

				登録業者名								登録年月日番号

				１．物的要件(設備器具の保有及び管理状況）

				番号		種　　　類		所有の有無		保有台数		管理状況等

				1		照明器具		有　・　無

				2		調査用トラップ		有　・　無

				3		実体顕微鏡		有　・　無

				4		毒じ皿		有　・　無

				5		毒じ箱		有　・　無

				6		補そ器		有　・　無

				7		噴霧機		有　・　無

				8		散粉機		有　・　無

				9		真空掃除機		有　・　無

				10		防毒マスク		有　・　無

				11		消化器		有　・　無

				12		保管庫		有　・　無

				２．人的要件

				番号		種　　　　類		資格を証する書面				有・無		備　　　　考

				1		防除作業監督者						有・無

				2		防除作業従事者						有・無		研修会実施の有無

				３．その他の基準

				番号		事　　　　　項				判　定		適　　　　　　　用

				1		発生場所、被害状況を調査し、調査結果に基づき作業計画を策定し、防除作業を実施しているか

				2		2ヶ月に1回、生息状況を把握し必要な措置をとっているか

				3		防そ防虫設備の機能点検し、必要な措置を講じているか

				4		殺そ剤及び殺虫剤の使用及び管理（保管庫）は適切か

				5		防除作業後は強制換気や清掃を行っているか

				6		器具や設備は定期点検し、整備・修理しているか

				7		測定器具等の維持管理は自ら実施しているか

				8		管理技術者等からの苦情・緊急連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しているか

				４．所　　見





様式10－8

				様式10－８

				登　　録　　営　　業　　所　　調　　査　　票　　８

				（建築物環境衛生総合管理業者用）

												調査日 　　　　年　　　　月　　　　日

												保健所　担当者名　　　　　　　　　　

				登録業者名								登録年月日

				１．物的要件(設備器具の保有及び管理状況）

				番号		種　　　類		所有の有無		保有台数		管理状況等

				1		真空掃除機		有　・　無

				2		床みがき機		有　・　無

				3		浮遊粉じん測定機		有　・　無				前回較正年月日（　　年　　月　　日）

				4		CO測定機器		有　・　無

				5				有　・　無

				6		温度計		有　・　無

				7		湿度計		有　・　無

				8		風速計		有　・　無

				9		残留塩素測定器		有　・　無

				２．人的要件

				番号		種　　　　類		資格を証する書面				有・無		備　　　　考

				1		統括管理者						有・無

				2		清掃作業監督者						有・無

				3		清掃作業従事者						有・無		研修会実施の有無

				4		空調給排水管理監督者						有・無

				5		空調給排水管理従事者						有・無		研修会実施の有無

				6		空気環境測定実施者						有・無

				３．その他の基準

				番号		事　　　　　項				判　定		適　　　　　　　用

				1		清掃作業等の方法は適切か

				2		作業計画、作業手順書を策定し、それに基づき清掃作業等をおこなっているか

				3		空気調和設備の維持管理は基準を満たしているか

				4		機械換気設備の維持管理は基準を満たしているか

				5		空気環境の測定及び機械器具・設備の維持管理は基準を満たしているか

				6		貯水槽飲料水に関する設備の維持管理は基準を満たしているか

				7		雑用水槽等雑用水に関する設備の維持管理は基準を満たしているか

				8		排水槽等排水に関する設備の維持管理は基準を満たしているか

				9		給水栓における飲料水に含まれる遊離残留塩素の検査を7日に1回以上定期に行い、飲料水の状態を随時確認しているか

				10		測定器具等の維持管理は自ら実施しているか（委託可）

				11		管理技術者等からの苦情・緊急連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しているか

				４．所　　見
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				様式11

				特定建築物維持管理指導票

				建築物の名称				公　・　民　　　

				管理責任者職氏名

				項目						指摘事項

				交付年月日		年　　月　　日				担当責任者職　　　氏名

										沖縄県　　　　　　　　　　　　　　保健所

										環境衛生監視員　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
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				様式12

				登録営業所指導票

				営業所名				公　・　民　　　

				代表者名

				項目						指摘事項

				交付年月日		年　　月　　日				監督者等職氏名

										沖縄県　　　　　　　　　　　　　　保健所

										環境衛生監視員　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
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