
建築物における衛生的環境の確保に関する
法律の施行について（事務取扱い要領）

第１章 総 則

（目的）
第１ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号）（以下「法」

という。）の施行に関する必要な事務取扱い事項を定めることにより、建築物におけ
る環境衛生行政の円滑な推進を図る。

第２章 特定建築物所有者等

（特定建築物についての届出）
第２ 法第５条第１項（同法第２項において準用する場合も含む。）の規定に基づく届け

は、様式１を使用する。

（特定建築物維持管理権原者の届出）
第２の２ 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条に基づく届けは様式１の
２を使用する。

（変更及び廃止の届出）
第３ 法第５条第３項に基づく特定建築物の変更又は廃止の届けは様式２を使用する。

（備付け帳簿書類等）
第４ 法第10条及び同法施行規則第20条の規定に基づく帳簿書類は様式３を使用する。

第３章 事業登録業者等

（事業申請登録）
第５ 法第12条の２の申請登録は様式４を使用する。

（変更及び廃止）
第６ 同法施行規則第33条第１項に基づく変更届は様式５、登録に係る事業の廃止届け

は様式６を使用する。

（実績報告）
第７ 法第12条の２第１項の規定に基づく事業登録に関する実績報告は様式７を使用す

る。

第４章 審査及び監視指導業務等

（届出書等の処理）
第８ 特定建築物届けの審査にあっては様式８を使用する。

（立入調査等）
第９ 法第11条の規定に基づく立入検査をする時は様式９を使用する。

２ 法第12条の５の規定に基づく立入検査する時は、様式10を使用する。
３ 立入検査に係る指導票は様式11及び12を使用する。



様式1

		様式１ ヨウシキ

		特　定　建　築　物　届 トクサダムケンチクブツトドケ

																																						　		年　　月　　日 トシツキヒ

		　沖縄県知事　　殿 オキナワケンチジドノ

																														届出者住所 トドケデシャジュウショ

																														届出者氏名 トドケデシャシメイ																		㊞

																														生年月日　　　　　　　年　　　　月　　　　日 セイネンガッピネンツキヒ

																																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 ホウジンメイショウシュジムショショザイチオヨダイヒョウシャシメイ

		　 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。 ケンチクブツエイセイテキカンキョウカクホカンホウリツダイジョウダイコウオヨダイコウキテイモトトクテイケンチクブツカキトドデ

		記 キ

		特定建築物の名称 トクテイケンチクブツメイショウ

		特定建築物の所在地 トクテイケンチクブツショザイチ

		特定建築物の用途 トクテイケンチクブツヨウト

		特定建築物 トクテイケン				延べ総面積 ノソウメンセキ

						（特定用途に供される部分の延べ面積：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡） トクテイヨウトキョウブブンノメンセキ

						（特定用途以外に供される部分の延べ面積：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡） トクテイヨウトイガイキョウブブンノメンセキ

		特定建築物の構造 トクテイケンチクブツコウゾウ												別紙１～３のとおり ベッシ

		設備の概要 セツビガイヨウ

		特定建築物維持 トクテイケンチクブツ		管理権原者 カンリケンゲンシャ		氏名又は シメイマタ

						名称 メイショウ

						住所又は ジュウショマタ

						所在地 ショザイチ

						代表者氏名 ダイヒョウシャシメイ

		特定建築物 トクテイケンチクブツ		所有者等 ショユウシャトウ		氏名又は シメイマタ

						名称 メイショウ

						住所又は ジュウショマタ

						所在地 ショザイチ

						代表者氏名 ダイヒョウシャシメイ

		特定建築物 トクテイケン				建築年月日 ケンチクネンガッピ								年　　　　　　月　　　　　　　日 ネンガツニチ

						使用年月日 シヨウネンガッピ								年　　　　　　月　　　　　　　日 ネンガツニチ

		建築物環境衛 ケンチクブツカンキョウマモル		生管理技術者 ショウカンリギジュツシャ		氏名 シメイ																														年　　　　月　　　　日生 ネンツキヒウ

						免状番号 メンジョウバンゴウ								第　　　　　　　　　　　号 ダイゴウ																		交付年月日　　　　　　　年　　月　　日 コウフネンガッピネンガツヒ

						現住所 ゲンジュウショ

		添付書類 テンプショルイ						(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 トクテイケンチクブツショユウシャイガイトクテイケンチクブツイジカンリケンゲンシャバアイショウショルイ

		．





様式１の２

		様式１の２ ヨウシキ

		特定建築物維持管理権原者届出書 トクテイケンチクブツイジカンリケンゲンシャトドケデショ

																																						　		年　　月　　日 トシツキヒ

		　沖縄県知事　　殿 オキナワケンチジドノ

																														届出者住所 トドケデシャジュウショ

																														届出者氏名 トドケデシャシメイ																		㊞

																														生年月日　　　　　　　年　　　　月　　　　日 セイネンガッピネンツキヒ

																																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 ホウジンメイショウシュジムショショザイチオヨダイヒョウシャシメイ

		　 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。 ケンチクブツエイセイテキカンキョウカクホカンホウリツセコウキソクイチブカイセイショウレイヘイセイネンガツニチヅケコウセイロウドウショウダイゴウフソクダイジョウモトトクテイケンチクブツイジカンリケンゲンシャカキトドデ

		記 キ

		特定建築物の名称 トクテイケンチクブツメイショウ

		特定建築物の所在地 トクテイケンチクブツショザイチ

		特定建築物の用途 トクテイケンチクブツヨウト

		特定建築物維持 トクテイケンチクブツ		管理権原者 カンリケンゲンシャ		氏名又は シメイマタ

						名称 メイショウ

						住所又は ジュウショマタ

						所在地 ショザイチ

						代表者氏名 ダイヒョウシャシメイ

		特定建築物 トクテイケンチクブツ		所有者等 ショユウシャトウ		氏名又は シメイマタ

						名称 メイショウ

						住所又は ジュウショマタ

						所在地 ショザイチ

						代表者氏名 ダイヒョウシャシメイ

		添付書類 テンプショルイ						(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。 トクテイケンチクブツショユウシャイガイトクテイケンチクブツイジカンリケンゲンシャバアイショウショルイ

								(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 ベッシ

		建築物の構造の概要（1） ケンチクブツコウゾウガイヨウ

		特定建築物の名称 トクテイケンチクブツメイショウ

		構　　　　　　　造　　 カマエヅクリ		敷地面積 シキチメンセキ						建築面積 ケンチクメンセキ						総延面積 ソウノメンセキ						建物構造 タテモノコウゾウ		鉄筋・鉄骨コンクリート造 テッキンテッコツツク

				㎡						㎡						㎡								その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） タ

																								地上　　　　　階、地下　　　　　　　階、塔屋　　　　　　　階 チジョウカイチカカイトウヤカイ

				各階の延べ面積及び用途 カクカイノメンセキオヨヨウト				項目 コウモク		特定用途専用部分 トクテイヨウトセンヨウブブン																				特定用途共用部分 トクテイヨウトキョウヨウブブン

						階層 カイソウ				延べ面積 ノメンセキ								室数 シツスウ				用途 ヨウト								延べ面積 ノメンセキ								室数 シツスウ				用途 ヨウト

										㎡																				㎡

						計 ケイ				㎡																				㎡

						特定用途以外の用途部分 トクテイヨウトイガイヨウトブブン

						階層 カイソウ				延べ面積 ノメンセキ								室数 シツスウ				用途 ヨウト						階層 カイソウ				延べ面積 ノメンセキ								室数 シツスウ				用途 ヨウト

										㎡																						㎡

																												計 ケイ				㎡





別紙2

		別紙2 ベッシ

		構造設備の概要（2） コウゾウセツビガイヨウ

		設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　備 セツソナエ				系統 ケイトウ										設置場所 セッチバショ						性能（kw）・型式 セイノウカタシキ								台数 ダイスウ				総風量（㎥/H） ソウフウリョウ										居室への供給方法 キョシツキョウキュウホウホウ

				空気調和設備系統 クウキチョウワセツビケイトウ

				機械換気設備系統 キカイカンキセツビケイトウ

				附属設備 フゾクセツビ		機器 キキ										種別（方式） シュベツホウシキ																		性能等 セイノウナド

						ボイラ																												伝熱面積　　　　　　　㎡　　　　　　　台 デンネツメンセキダイ

						冷凍機 レイトウキ																												　ton　　　　　　　　台 ダイ

						ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ（冷却塔） レイキャクトウ

						フィルター						屋内 オクナイ

												外気 ガイキ

						加湿装置 カシツソウチ

						再熱器 サイネツキ

						外気洗浄装置 ガイキセンジョウソウチ

				空気調整方式の種類 クウキチョウセイホウシキシュルイ		1．空気調和設備： クウキチョウワセツビ										単一ダクト タンイツ								・		二重ダクト ニジュウ								・		マルチゾーン										・		VAV

																ﾌｧﾝコイルユニット								・		誘因ユニット ユウイン								・		各階ユニット カクカイ						　・ﾊﾟｯｹｰｼﾞユニット

						２．機械換気設備： キカイカンキセツビ										第１種換気設備　　　　　　　・　　　第２種換気設備　　　　・　第３種換気設備 ダイシュカンキセツビダイシュカンキセツビダイシュカンキセツビ

						３．自然換気 シゼンカンキ

						４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） タ

						空調設備管理 クウチョウセツビカンリ																自主管理　　・　　　委託管理（業者名　　　　　　　　　　　　　） ジシュカンリイタクカンリギョウシャメイ





別紙３

		別紙3 ベッシ

		構造設備の概要（3） コウゾウセツビガイヨウ

		飲料水設備概要 インリョウスイセツビガイヨウ		水源の種別 スイゲンシュベツ						上水道　　・　　簡易水道　　･　　簡易専用水道　　・　　　　　井戸水　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　） ジョウスイドウカンイスイドウカンイセンヨウスイドウイドミズタ																								使用水量 シヨウスイリョウ								㎥/日 ニチ

										容量 ヨウリョウ						構造　　　・　　　内装 コウゾウナイソウ																		設置場所 セッチバショ

				受水槽 ジュスイソウ						㎥

				高架水槽 コウカスイソウ						㎥

				揚水ポンプ ヨウスイ						㎥／min　　　　　　　　台 ダイ																								滅菌器 メッキンキ								有　　･　　無 アナ

				防腐剤 ボウフザイ						有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)　　･　　無 アナ

				給湯設備の有(種類)無 キュウトウセツビウシュルイナ						有（中央式・局所瞬間湯沸かし式　・　局所貯湯式　・　その他　　　　　　　　　　）　・　無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アチュウオウシキキョクショシュンカンユワシキキョクショチョユシキタナ

				貯湯槽の　　有（種類）無 チョユソウアシュルイナ						有（容量：　　　　　　　　ton　構造：　　　　　　　　　　　　　設置場所：　　　　　　　　　）　・無 アヨウリョウコウゾウセッチバショナ

		排水設備概要 ハイスイセツビガイヨウ								容量構造 ヨウリョウコウゾウ														設置場所 セッチバショ														ポンプ

				排水層 ハイスイソウ						仕上　　　　　㎥ シア																												能力 ノウリョク						台数 ダイスウ

				排水方法 ハイスイホウホウ

				雑用水水源 ザツヨウスイスイゲン						上水道　　・　　簡易水道　　･　　簡易専用水道　　・　　井戸水　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ジョウスイドウカンイスイドウカンイセンヨウスイドウイドミズタ																												使用水量 シヨウスイリョウ						㎥/日 ニチ

				雑用水の用途 ザツヨウスイヨウト						散水　・　修景　・　清掃　・　水洗便所　・　その他（　　　　　　） サンスイシュウケイセイソウスイセンベンジョタ

		汚水設備概要 オスイセツビガイヨウ								容　量　構　造 カタチリョウカマエヅクリ														設　置　場　所 セツオキバショ

				汚水槽 オスイソウ						仕上　　　　　㎥ シア																												ポンプ

				し尿浄化槽 ニョウジョウカソウ						　　　　ton　　　　槽 ソウ																												能力 ノウリョク						台数 ダイスウ

				排水方法 ハイスイホウホウ						汚水槽 オスイソウ

										し尿浄化槽 ニョウジョウカソウ

		清掃設備概要 セイソウセツビガイヨウ		ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ						有（　　使用中　　・　　使用せず　　)　　　　　　　　　　　無 アシヨウチュウシヨウナ

				汚物集積場容量 オブツシュウセキジョウヨウリョウ						㎥														設置場所 セッチバショ

				焼却炉 ショウキャクロ						型式 カタシキ														能力 ノウリョク														設置場所 セッチバショ

				管理方式 カンリホウシキ		建築物清掃 ケンチクブツセイソウ										自主　・　業者委託　・　一部業者委託（業者名：　　　　　　　　　　　　　　　） ジシュギョウシャイタクイチブギョウシャイタクギョウシャメイ

						貯水槽清掃 チョスイソウセイソウ										自主　・　業者委託　・　一部業者委託（業者名：　　　　　　　　　　　　　　　） ジシュギョウシャイタクイチブギョウシャイタクギョウシャメイ

						汚物処理 オブツショリ										自己　・　市町村　・　業者委託(業者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ジコシチョウソンギョウシャイタクギョウシャメイ

						ねずみ昆虫等駆除 コンチュウトウクジョ										自主　・　業者委託(業者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ジシュギョウシャイタクギョウシャメイ

		備考 ビコウ





様式２

		様式２ ヨウシキ

		特定建築物届出事項変更（廃止）届出書 トクサダムケンチクブツトドケデジコウヘンコウハイシトドケデショ

																																						　		年　　月　　日 トシツキヒ

		沖縄県知事　　殿 オキナワケンチジドノ

																														届出者住所 トドケデシャジュウショ

																														届出者氏名 トドケデシャシメイ																		㊞

																														生年月日　　　　　　　年　　　　月　　　　日 セイネンガッピネンツキヒ

																																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 ホウジンメイショウシュジムショショザイチオヨダイヒョウシャシメイ

		　 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。 ケンチクブツエイセイテキカンキョウカクホカンホウリツダイジョウダイコウオヨダイコウキテイトクテイケンチクブツトドデカンツギジコウヘンコウドウホウダイジョウダイコウキテイトドデ

		記 キ

		建築物の名称 ケンチクブツメイショウ

		建築物の所在地 ケンチクブツショザイチ

		変更内容 ヘンコウナイヨウ		変更事項 ヘンコウジコウ

				変更前 ヘンコウマエ

				変更後 ヘンコウゴ

		変更（廃止）年月日 ヘンコウハイシネンガッピ

		変更（廃止）理由 ヘンコウハイシリユウ

				注 チュウ				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。 ケンチクブツヨウトメンセキヘンコウカカバアイヘンコウブブンメイジシンキュウタイショウヘイメンズケンチクブツカンキョウエイセイカンリギジュツシャセンニンシメイヘンコウカカバアイメンジョウウツトドケデシャヘンコウハイシバアイトウキボトウテンプ

				添付書類： テンプショルイ





様式３－１－１

				様式３－１－１ ヨウシキ

		空調設備整備計画表 クウチョウセツビセイビケイカクヒョウ

				特定建築物の名称 トクテイケンチクブツメイショウ										　　　　（　　　　　　　　　　　年度） ネンド																				年　　　月　　　日作成 ネンガツヒサクセイ

						作業内容 サギョウナイヨウ		実施回数 ジッシカイスウ		1月 ガツ		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		備　　　考 ソナエコウ

				空　　調　　設　　備 ソラチョウセツソナエ				回/年 カイネン





様式３－１－２

				様式３－１－２ ヨウシキ

		給排水設備整備計画表 キュウハイスイセツビセイビケイカクヒョウ

				特定建築物の名称 トクテイケンチクブツメイショウ										　　　　（　　　　　　　　　　　年度） ネンド																				年　　　月　　　日作成 ネンガツヒサクセイ

						作業内容 サギョウナイヨウ		実施回数 ジッシカイスウ		1月 ガツ		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		備　　　考 ソナエコウ

				給水設備 キュウスイセツビ				回/年 カイネン

				排水設備 ハイスイセツビ				回/年 カイネン





様式3－2

				様式３－２ ヨウシキ

		清掃作業実施計画表 セイソウサギョウジッシケイカクヒョウ

				特定建築物の名称 トクテイケンチクブツメイショウ																						　　　　（　　　　　　　　　　　年度） ネンド																																				年　　　月　　　日作成 ネンガツヒサクセイ

						区域 クイキ		共　用　部　分 トモヨウブブン																						専　用　部　分 アツムヨウブブン																						その他 タ										備　　　考 ソナエコウ

						作業内容 サギョウナイヨウ

						作業方法 サギョウホウホウ

				日常清掃 ニチジョウセイソウ

				定期清掃 テイキセイソウ





様式3－3－1(-2)

				様式３－3－１ ヨウシキ

		ねずみ・昆虫等月別防除実施計画表 コンチュウナドツキベツボウジョジッシケイカクヒョウ

				特定建築物の名称 トクテイケンチクブツメイショウ								　　　　（　　　　　　　　　　　年度） ネンド																				年　　　月　　　日作成 ネンガツヒサクセイ

						月 ツキ		1月 ガツ		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		備　　　考 ソナエコウ

				種別 シュベツ		実施回数 ジッシカイスウ

				ゴキブリ		回/年 カイネン

				ハエ		回/年 カイネン

				蚊 カ		回/年 カイネン

				ねずみ		回/年 カイネン

				ダニ		回/年 カイネン

				様式3-3-2 ヨウシキ

		ねずみ・昆虫等場所別防除実施計画表 コンチュウナドバショベツボウジョジッシケイカクヒョウ

				場所 バショ																												備　　考 ソナエコウ

				種別 シュベツ

				ゴキブリ

				ハエ

				蚊 カ

				ねずみ

				ダニ





様式3-4-1

				様式3-4-1 ヨウシキ

				月　　別　　業　　務　　計　　画　　表　　（１） ツキベツギョウツトムケイガオモテ

				建築物の名称： ケンチクブツメイショウ																																		年　　月　　日作成 ネンツキヒサクセイ

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

				事項 ジコウ		曜日 ヨウビ

				空調設備 クウチョウセツビ

				給排水関係 キュウハイスイカンケイ

				清掃 セイソウ

				ねずみ昆虫等防除 コンチュウトウボウジョ

				（電気関係） デンキカンケイ

				勤務表 キンムヒョウ

				注意事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他 チュウイジコウタ





様式3-4-2

				様式3-4-2 ヨウシキ

				月　　別　　業　　務　　計　　画　　表　　（２） ツキベツギョウツトムケイガオモテ

				建築物の名称： ケンチクブツメイショウ																																		年　　月　　日作成 ネンツキヒサクセイ

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

				事項 ジコウ		曜日 ヨウビ

				空調設備 クウチョウセツビ

				給排水関係 キュウハイスイカンケイ

				清掃 セイソウ

				ねずみ昆虫等防除 コンチュウトウボウジョ

				（電気関係） デンキカンケイ

				勤務表 キンムヒョウ

				注意事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他 チュウイジコウタ





様式3-5

				様式３－５ ヨウシキ

				廃棄物処理計画表 ハイキブツショリケイカクヒョウ

																年　　月　　日作成 ネンツキヒサクセイ

				特定建築物の名称 トクテイケンチクブツメイショウ

								燃やせるゴミ モ		燃やせないゴミ モ		資源ごみ シゲン		危険ごみ キケン		粗大ごみ ソダイ

				発生場所 ハッセイバショ

				容　 器 カタチウツワ		種類 シュルイ

						清掃方法 セイソウホウホウ

						処理者 ショリシャ

				集 積 場 所 シュウセキバショ		場所 バショ

						清掃方法 セイソウホウホウ

						処理者 ショリシャ

				処理量 ショリリョウ

				処理先 ショリサキ

				処理日 ショリビ

				1日又は月発生量 ニチマタツキハッセイリョウ





様式3-6

				様式3-6 ヨウシキ

				設備関係作業日誌 セツビカンケイサギョウニッシ

				特定建築物の名称： トクテイケンチクブツメイショウ						年　　　月　　　日（　　曜日） トシツキヒヨウビ

				事　　　　項 コトコウ				内　　　　容 ウチカタチ		担当者 タントウシャ

				空調関係 クウチョウカンケイ

				給水関係 キュウスイカンケイ

				排水関係 ハイスイカンケイ

				電気関係等 デンキカンケイナド





様式3-7

				様式3-7 ヨウシキ

				清　　掃　　作　　業　　日　　誌 キヨシハサクギョウヒシ

				特定建築物の名称 トクテイケンチクブツメイショウ						年　　　月　　　日(　　　曜日） ネンツキヒヨウビ

				事　　項 コトコウ		内　　　　　容 ウチカタチ

				清　　　掃 キヨシハ

				廃棄物処理 ハイキブツショリ		１．		処理量 ショリリョウ		燃やせるゴミ　　　  　　　　　　kg モ

										燃やせないゴミ　　　 　  　　　kg モ

						２．				資源ゴミ　　　　　　　　  　　　　kg シゲン

										危険ゴミ　　　　　　　  　　　　　kg キケン

						３．				粗大ゴミ　　　　　　　  　　　　　kg ソダイ

				職務勤務表 ショクムキンムヒョウ

				そ　の　他 タ





様式3-8

				様式３－８ ヨウシキ

				ね　ず　み　昆　虫　等　防　除　記　録 コンムシナドボウジョキロク

				特定建築物の名称 トクテイケンチクブツメイショウ

				年　月　日 トシツキヒ				年　　　月　　　日(　　　　） トシツキヒ						天候 テンコウ				時刻 ジコク

				場　　　所 バショ				対象種別 タイショウシュベツ		使用薬剤 シヨウヤクザイ						備　　　　考 ソナエコウ

										薬剤名 ヤクザイメイ		処理名 ショリメイ		使用名 シヨウメイ

				特記事項 トッキジコウ





様式3-9

				様式3-9 ヨウシキ

				作　業　実　施　報　告　書 サクギョウジツシホウコクショ

																		年　　　月　　　日 ネンツキヒ

				１．		作　業　件　名		：

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

								　　		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： サギョウナイヨウキジ

		　		結　　果： ムスブハタシ

				処　　理： トコロリ

				ビル側の確認者 ガワカクニンシャ





様式3-10-1

						様式3-10-1 ヨウシキ

												　年　　　月分 ネンガツブン												関係 カンケイ		毎日 マイニチ		点検票（１） テンケンヒョウ

																										毎週 マイシュウ

						特定建築物の名称： トクテイケンチクブツメイショウ																																		年　　月　　日作成 ネンツキヒサクセイ

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

				点検事項 テンケンジコウ				曜日 ヨウビ

				毎日点検 マイニチテンケン

				毎週点検 マイシュウテンケン

				点検者 テンケンシャ

				処　理　経　過 トコロリキョウカ





様式3-10ｰ2

						様式3-10-２ ヨウシキ

												　年　　　月分 ネンガツブン												関係 カンケイ		毎日 マイニチ		点検票（１） テンケンヒョウ

																										毎週 マイシュウ

						特定建築物の名称： トクテイケンチクブツメイショウ																																		年　　月　　日作成 ネンツキヒサクセイ

								日 ニチ		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		点　検　留　意　点 テンケンドメイテン

				点検事項 テンケンジコウ				曜日 ヨウビ

				毎日点検 マイニチテンケン

				毎週点検 マイシュウテンケン

				点検者 テンケンシャ

				処　理　経　過 トコロリキョウカ





様式3-11

				様式３－11 ヨウシキ

												　年分 ネンブン												関係 カンケイ		毎日 マイニチ		点検票（１） テンケンヒョウ

																										毎年 マイトシ

				特定建築物の名称 トクテイケンチクブツメイショウ																														年　　　月　　　日作成 ネンガツヒサクセイ

						月 ツキ				1月 ガツ		2月 ガツ		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 テンケンリュウイテン

				点検事項 テンケンジコウ				日 ニチ

				毎日点検 マイニチテンケン

				三ヶ月点検 サンカゲツテンケン

				六ヶ月点検 ロクゲツテンケン

				年点検 ネンテンケン

				点検者 テンケンシャ

				処理経過 ショリケイカ

						　　　　　　　　　　注意事項 チュウイジコウ				（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。 テンケンフリョウスミシュウリショリムネショリケイカランキニュウ

										（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。 テンケンシュウリョウサイネンカンケイカクショシュウリョウムネキニュウ





様式３-１２

				様式3-12  ヨウシキ

				清掃・廃棄物処理点検表 セイソウハイキブツショリテンケンヒョウ

				特定建築物の名称： トクテイケンチクブツメイショウ																						(　　　　　年度） ネンド																						年　　　月　　　日作成 ネンツキヒサクセイ

								月日 ガッピ		１月 ガツ				２月 ガツ				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 テンケンリュウイテン

						事項 ジコウ				日 ニチ		曜日 ヨウビ		日 ニチ		曜日 ヨウビ		日 ニチ		曜日 ヨウビ		日 ニチ		曜日 ヨウビ		日 ニチ		曜日 ヨウビ		日 ニチ		曜日 ヨウビ		日 ニチ		曜日 ヨウビ		日 ニチ		曜日 ヨウビ		日 ニチ		曜日 ヨウビ		日 ニチ		曜日 ヨウビ		日 ニチ		曜日 ヨウビ		日 ニチ		曜日 ヨウビ

				清　　掃 キヨシハ

				廃棄物処理 ハイキブツショリ

				点検者 テンケンシャ

				処理過程 ショリカテイ

				備考 ビコウ





様式3-13-1

				様式３－１３－１ ヨウシキ

		ねずみ昆虫等防除点検表（１） コンチュウナドボウジョテンケンヒョウ

				特定建築物の名称 トクテイケンチクブツメイショウ																				　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　年度） ネンド																																																						年　　　月　　　日作成 ネンガツヒサクセイ

				月日 ガッピ		1月　　日 ガツニチ												２月　　日 ガツニチ												３月　　日 ガツニチ												４月　　日 ガツニチ												５月　　日 ガツニチ												６月　　日 ガツニチ												点検留意点 テンケンリュウイテン

				点検項目 テンケンコウモク

				点検箇所 テンケンカショ

				点検者 テンケンシャ

				処理過程 ショリカテイ

				備考 ビコウ

				注意事項 チュウイジコウ		（１）　生息状況、こん跡、種類、量等記入のこと。 セイソクジョウキョウセキシュルイリョウナドキニュウ





様式3-13-2

				様式３－１３－2 ヨウシキ

		ねずみ昆虫等防除点検表（２） コンチュウナドボウジョテンケンヒョウ

				特定建築物の名称 トクテイケンチクブツメイショウ																				　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　年度） ネンド																																																						年　　　月　　　日作成 ネンガツヒサクセイ

				月日 ガッピ		７月　　日 ガツニチ												８月　　日 ガツニチ												９月　　日 ガツニチ												１０月　　日 ガツニチ												１１月　　日 ガツニチ												１２月　　日 ガツニチ												点検留意点 テンケンリュウイテン

				点検項目 テンケンコウモク

				点検箇所 テンケンカショ

				点検者 テンケンシャ

				処理過程 ショリカテイ

				備考 ビコウ

				注意事項 チュウイジコウ		（１）　生息状況、こん跡、種類、量等記入のこと。 セイソクジョウキョウセキシュルイリョウナドキニュウ





様式3-14

				様式3-14 ヨウシキ

												空気環境等の測定記録 クウキカンキョウトウソクテイキロク												測定日 ソクテイビ		年　　　　月　　　　日（　　曜日） ネンツキヒヨウビ								天候 テンコウ						測定者 ソクテイシャ

				特定建築物の名称 トクテイケンチクブツメイショウ

				測定項目 ソクテイコウモク						温度 オンド						相対　　湿度　　　　　 ソウタイシツド		気流 キリュウ		ガス								浮　　遊　　　　　　粉じん量 ウキユウフンリョウ				その他の事項 タジコウ												備考 ビコウ

										（乾球） イヌイタマ				（湿球） シツキュウ						CO₂				CO								照明　　ルクス ショウメイ		騒音　　ホン ソウオン		落下細菌(個） ラッカサイキンコ		ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　　　（ｍｇ/㎥）		遊離残留塩素（ppm） ユウリザンリュウエンソ

				測定　場所 ソクテイバショ		時刻 ジコク		空調　系統 クウチョウケイトウ		H(℃）		（L〔℃〕）		H(℃）		（％）		（ｍ/秒） ビョウ		（ppm）		平均値 ヘイキンチ		（ppm）		平均値 ヘイキンチ		（ｍｇ/㎥）		平均値 ヘイキンチ

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

						：

				管理基準 カンリキジュン						17～28℃（外気温との差を著しくしない） ガイキオンサイチジル						40～70％		0.5ｍ/秒以下 イカ		1000　　　　　　　　　　　　　　ppm以下 イカ				10ppm以下　　　　　　　　　　　　　　(特例あり） イカトクレイ				0.15ｍｇ/㎥以下 イカ										0.1ｍｇ/㎥以下 イカ		(遊離）0.1ppm以上 ユウリイジョウ

				測定機器 ソクテイキキ

				特記事項 トッキジコウ





様式3-15

				様式3-15 ヨウシキ

				空気環境の測定結果の概要 クウキカンキョウソクテイケッカガイヨウ

				特定建築物の名称 トクテイケンチクブツメイショウ																										年　　　　月　　　　日作成 ネンツキヒサクセイ

										年　　　　　月　　　　　日（　　　　曜日）　天候： ネンツキヒヨウビテンコウ														測定者 ソクテイシャ

						項　　　目 コウメ								測定結果 ソクテイケッカ				基準外の測 定 点 キジュンガイハカリサダムテン		概評 ガイヒョウ				問題点 モンダイテン

										基準値 キジュンチ				最高値 サイコウチ		最低値 サイテイチ

				環　境 ワサカイ		温度 オンド				瞬時値 シュンジアタイ		17～28℃

						相対湿度 ソウタイシツド						40～70％

						気流 キリュウ						0.5ｍ/秒以下 ビョウイカ

				空気清浄度 クウキセイジョウド		CO₂				平均値 ヘイキンチ		1000ppm以下 イカ

						CO						10ppm(20)以下 イカ

						浮遊粉じん フユウフン						0.15ｍｇ/㎥以下

						ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ						0.1ｍｇ/㎥以下 イカ

				測　　定　　点 ハカリサダムテン		階 カイ										階 カイ						特　記　事　項 トクキコトコウ





様式3-16-1

		様式3-16-1 ヨウシキ

		空気環境の測定結果（温熱条件） クウキカンキョウソクテイケッカオンネツジョウケン

		特定建築物の名称 トクテイケンチクブツメイショウ																																																																																																						年　　　月　　　日作成 ネンツキヒサクセイ

		温度　　　　　　(℃） オンド

										31

										30

										29

										28

										27

										26

										25

										24

										23

										22

										21

										20

										19

										18

										17

										16

										15

		相対湿度（％） ソウタイシツド

										90

										80

										70

										60

										50

										40

										30

										20

		気流　　　　　(ｍ/sec) キリュウ

										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 ガイキ





様式3-16-2

		様式3-16-2 ヨウシキ

		空気環境の測定結果（空気清浄度） クウキカンキョウソクテイケッカクウキセイジョウド

		特定建築物の名称 トクテイケンチクブツメイショウ																																																																																																						年　　　月　　　日作成 ネンツキヒサクセイ

		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/㎥） ユウリフンノウド

								0.30

								0.25

								0.20

								0.15

								0.10

								0.05

								0

		ホルムアルデヒドの量　　　　　　　　（ｍｇ/㎥） リョウ

								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 ガイキ





様式3－17

				様式3－17 ヨウシキ

				残留塩素等測定実施記録表 ザンリュウエンソトウソクテイジッシキロクヒョウ

				特定建築物の名称： トクテイケンチクブツメイショウ																		実施年月：　　　　　年　　　月 ジッシネンツキネンツキ

				測定日時 ソクテイニチジ						測定場所 ソクテイバショ		測定の結果 ソクテイケッカ										測定実施者 ソクテイジッシシャ		評価 ヒョウカ		備考 ビコウ

				日 ニチ		曜日 ヨウビ		時刻 ジコク				遊離残留塩素 ユウリザンリュウエンソ		色 イロ		濁り ニゴ		臭気 シュウキ		味 アジ

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：

								：





様式3－18

		様式3－18 ヨウシキ

		意　見　等　具　申　書 イケントウグサルショ

																																						　		年　　月　　日 トシツキヒ

		　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿 ドノ

																																建築物環境衛生管理者 ケンチクブツカンキョウエイセイカンリシャ

																																																㊞

		特定建築物の名称： トクテイケンチクブツメイショウ

		件　　　　　名 ケンメイ																				意　　　　見　　　　等 イケンナド

		件　　　　名 ケンメイ																				処　　　　置　　　　等 トコロオキナド

				(注） チュウ				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、所有者等権原を有する者に対し意見を述べる。　　　　　　　　　　　　　　　　（所有者権原を有する者は、その意見を尊重しなければならない。） イケントウグシンショカンカンケイジョウコウケンチクブツショユウシャセンユウシャナドイジカンリケンゲンユウモノタイイケングシンダイジョウダイコウイジカンリケンチクブツカンキョウエイセイカンリキジュンシタガオコナヒツヨウミトケンチクブツカンキョウエイセイカンリギジュツシャショユウシャナドケンゲンユウモノタイイケンノショユウシャケンゲンユウモノイケンソンチョウ





様式４

		様式４ ヨウシキ

		登　録　申　請　書 ノボルロクサルショウショ

																																						　		年　　月　　日 トシツキヒ

												保健所長　　殿 ホケンショチョウドノ

																								住所又は所在地 ジュウショマタショザイチ

																								氏名又は名称 シメイマタメイショウ

																								代表者者の住所・氏名 ダイヒョウシャシャジュウショシメイ																								㊞

		　 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。 ケンチクブツエイセイテキカンキョウカクホカンホウリツダイジョウダイコウトウロクウカンケイショルイソシンセイ

		登録区分 トウロククブン

		営業所の所在地 エイギョウショショザイチ

		営業所の名称 エイギョウショメイショウ

		営業所の　　　　　　　　　　　　　　　　責任者の氏名 エイギョウショセキニンシャシメイ

		申請区分 シンセイクブン												新　　規 シンキ								更新（登録番号　　第　　　　　　　　　　　　　　号　） コウシントウロクバンゴウダイゴウ

		添付書類： テンプショルイ

				（１）				別紙１～４の様式による書類 ベッシヨウシキショルイ

				（２）				有資格者であることを証する書類（写し） ユウシカクシャショウショルイウツ

				（３）				登録営業所の付近見取図（別紙５） トウロクエイギョウショフキンミトズベッシ

				（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） ヒツヨウオウケンサシツホカンコガイヨウズメンシャシンチョウフベッシ

				（５）				機械器具類のカタログ又はその写し キカイキグルイマタウツ

				(備考） ビコウ						用紙の大きさは、日本工業規格A列４番とする。 ヨウシオオニホンコウギョウキカクレツバン





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 ベッシキカイキグガイヨウキサイショメンヨウシキ

				設　　備　　・　　機　　器　　名　　簿 セツソナエキウツワメイボ

												年　　　　　月　　　　　日現在 ネンツキニチゲンザイ

				名　　　　　称 ナショウ		型　　　　　式 カタシキ		数　量 カズリョウ		性　　　能 セイノウ		所有・借入の別 ショユウカリイレベツ		購入年月 コウニュウネンツキ

				(備考）　　用紙の大きさは、日本工業規格別A列４番とする。 ビコウヨウシオオニホンコウギョウキカクベツレツバン





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 ベッシカントクシャトウシメイキサイショメンヨウシキ

				監　　督　　者　　等　　名　　簿 ランヨシシャトウメイボ

														年　　　　　月　　　　　日現在 ネンツキニチゲンザイ

				監督者等の名称 カントクシャトウメイショウ				氏名 シメイ		業務範囲 ギョウムハンイ		経験年数 ケイケンネンスウ		資格の種別 シカクシュベツ		資格取得年月日 シカクシュトクネンガッピ

				(注１） チュウ						(注２） チュウ				（注３） チュウ

				(備考）　　 ビコウ		　用紙の大きさは、日本工業規格別A列４番とする。

				(注１）　　　　　 チュウ		　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。　 セイソウサギョウカントクシャインリョウスイスイシツケンサギョウバアイスイシツケンサジッシシャチョスイソウセイソウギョウバアイインリョウスイチョスイソウセイソウサギョウカントクシャハイスイカンセイソウギョウバアイハイスイカンセイソウサギョウカントクシャケンチクブツコンチュウトウボウジョギョウバアイボウジョサギョウカントクシャケンチクブツカンキョウエイセイソウゴウカンリギョウバアイトウカツカンリシャセイソウサギョウカントクシャクウチョウキュウハイスイカンリカントクシャオヨクウキカンキョウソクテイジッシシャキニュウ

				(注2） チュウ		　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。 カントクシャトウフクスウバアイギョウムブンタンキニュウ

				(注3） チュウ		　○○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。 コウシュウカイシュウリョウケンチクブツカンキョウエイセイカンリギジュツシャメンジョウホユウシャトウキサイ





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 ベッシジュウジケンシュウジッシジョウキョウキサイショメンヨウシキ

				研修実施状況（計画）（　　　年　　　月　　　日　　　～　　　　年　　　月　　　日） ケンシュウジッシジョウキョウケイカクネンガツヒネンガツニチ

				研修の期日 ケンシュウキジツ		研修の内容 ケンシュウナイヨウ		指導員の氏名及び資格 シドウインシメイオヨシカク		対象従事者数 タイショウジュウジシャスウ		参加従事者数 サンカジュウジシャスウ

				(備考）　　用紙の大きさは、日本工業規格別A列４番とする。 ビコウヨウシオオニホンコウギョウキカクベツレツバン





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 ベッシサギョウジッシホウホウトウキサイショメンヨウシキ

				作　業　実　施　方　法　等 サクギョウジツシカタホウナド

										年　　　　　　月　　　　　日現在 ネンツキヒゲンザイ

				作業班編成 サギョウハンヘンセイ		作業班 サギョウハン		監督者等 カントクシャトウ		使　用　す　る　機　械　器　具 ツカヨウキカイウツワグ

				作　業　手　順 サクギョウテジュン

				(備考）　　用紙の大きさは、日本工業規格別A列４番とする。 ビコウヨウシオオニホンコウギョウキカクベツレツバン





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 ベッシサギョウジッシホウホウトウキサイショメンヨウシキ

				作　業　実　施　方　法　等 サクギョウジツシカタホウナド

										年　　　　　　月　　　　　日現在 ネンツキヒゲンザイ

				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 ギョウムイタクサイテジュンオヨイタクギョウムジッシジョウキョウハアクホウホウ

				苦　情　及　び　緊　急　の　連　絡　に　対　す　る　体　制 クジョウオヨミシトキュウレンラクタイカラダセイ

				(備考）　　用紙の大きさは、日本工業規格別A列４番とする。 ビコウヨウシオオニホンコウギョウキカクベツレツバン





様式４（別紙５）

				別紙５ ベッシ

				営業所の付近見取図 エイギョウショフキンミトズ

				営業所 エイギョウショ				名称 メイショウ

								所在地 ショザイチ

						付近近見取り図 ツキチカヂカミトズ





様式４別紙５－２）

				別紙５－２ ベッシ

				検査室（4号）、保管庫（５・６・７号）の概要を記した図面 ケンサシツゴウホカンコゴウガイヨウシルズメン

						設置場所位置図 セッチバショイチズ

				構造及び機械器具の配置図（4号）、保管庫（5・6・7号） コウゾウオヨキカイキグハイチズゴウホカンコゴウ





様式５

		様式５ ヨウシキ

		変　　更　　届　　出　　書 ヘンサラトドケデショ

																																						　		年　　月　　日 トシツキヒ

								保健所長　　殿 ホケンショチョウドノ

																								住所 ジュウショ

																								氏名又は名称 シメイマタメイショウ

																								代表者者の住所・氏名 ダイヒョウシャシャジュウショシメイ																								㊞

		　 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。 ケンチクブツエイセイテキカンキョウカクホカンホウリツダイジョウダイコウキテイトウロクカンツギジコウヘンコウドウホウセコウキソクダイジョウダイコウキテイトドデ

		登録区分 トウロククブン																																登録番号 トウロクバンゴウ						第　　　　　　　　　号 ダイゴウ

		営業所の名称 エイギョウショメイショウ

		営業所の所在地 エイギョウショショザイチ

		変更年月日 ヘンコウネンガッピ												年　　　　　月　　　　　日　 トシツキヒ

		変更内容 ヘンコウナイヨウ		変更事項 ヘンコウジコウ

				変更前 ヘンコウマエ

				変更後 ヘンコウゴ

		変更理由 ヘンコウリユウ

		(注） チュウ		　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。 トウロクキジュンカカシュヨウキカイキグタセツビカントクシャナドマタドクブツゲキブツトリアツカジョウキョウキサイショメンキサイジコウヘンコウアトトウロクキジュンテキゴウショウメイショルイテンプ

		(備考） ビコウ				用紙の大きさは、日本工業規格A列第４番とする。 ヨウシオオニホンコウギョウキカクレツダイバン





様式６

		様式６ ヨウシキ

		事　　業　　廃　　止　　届　　出　　書 コトギョウハイドメトドケデショ

																																						　		年　　月　　日 トシツキヒ

								保健所長　　殿 ホケンショチョウドノ

																								住所 ジュウショ

																								氏名又は名称 シメイマタメイショウ

																								代表者者の住所・氏名 ダイヒョウシャシャジュウショシメイ																								㊞

		　 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。 ケンチクブツエイセイテキカンキョウカクホカンホウリツダイジョウダイコウキテイトウロクカカジギョウハイシドウホウセコウキソクダイジョウダイコウキテイトドデ

		登録区分 トウロククブン																																登録番号 トウロクバンゴウ						第　　　　　　　　　号 ダイゴウ

		営業所の名称 エイギョウショメイショウ

		営業所の所在地 エイギョウショショザイチ

		事業を廃止した年月日 ジギョウハイシネンガッピ												年　　　　　月　　　　　日　 トシツキヒ

		事業を廃止した理由 ジギョウハイシリユウ

		(注） チュウ		　登録証明書を添付すること トウロクショウメイショテンプ

		(備考） ビコウ				用紙の大きさは、日本工業規格A列第４番とする。 ヨウシオオニホンコウギョウキカクレツダイバン





様式７

		様式７ ヨウシキ

		実　　績　　報　　告　　書 ジツツムギホウコクショ

																																						　		年　　月　　日 トシツキヒ

								保健所長　　殿 ホケンショチョウドノ

																								住所 ジュウショ

																								氏名又は名称 シメイマタメイショウ

																								代表者者の住所・氏名 ダイヒョウシャシャジュウショシメイ																								㊞

		　 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。 ケンチクブツエイセイテキカンキョウカクホカンホウリツダイジョウダイコウキテイトウロクジギョウカンカキホウコク

		営業所の名称 エイギョウショメイショウ

		所在地 ショザイチ

		登録区分 トウロククブン																																登録番号 トウロクバンゴウ						第　　　　　　　　　号 ダイゴウ

		記 キ

				１．		実績報告期間（　　　　　年　　　月　　　日　　　　～　　　　年　　　　月　　　　日）　　 ジッセキホウコクキカンネンガツニチネンガツニチ

				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） ホウコクトキキカイキグガイヨウベッシヨウシキショルイ

				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） ホウコクジカントクシャトウシメイベッシヨウシキショルイ

				４．		建築物環境衛生に関する事業の実績（別紙３のとおり） ケンチクブツカンキョウエイセイカンジギョウジッセキベッシ

				（備考） ビコウ						１　営業所ごと、登録区分ごとに作成すること。 エイギョウショトウロククブンサクセイ

										２　用紙の大きさは日本工業規格A列第４番とする。 ヨウシオオニホンコウギョウキカクレツダイバン





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） ベッシキカイキグガイヨウキサイショメンヨウシキジッセキホウコクヨウ

				設　備　　・　　機　器　名　簿 セツソナエキウツワメイボ

														年　　　月　　　日現在 ネンガツニチゲンザイ

				名　　　　　称 ナショウ		型　　　　　式 カタシキ		数　　　量 カズリョウ		性　　　　能 セイノウ				購 入 年 月 コウイリネンガツ





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） ベッシカントクシャトウシメイキサイショメンヨウシキジッセキホウコクヨウ

						監　　督　　者　　等　　名　　簿 ランヨシシャトウメイボ

																年　　　月　　　日現在 ネンガツニチゲンザイ

				監督者、実施者等の別 カントクシャジッシシャトウベツ				氏　　　　　　名 シメイ		業務範囲 ギョウムハンイ		経験年数 ケイケンネンスウ		資格の種類 シカクシュルイ		資格取得年月日 シカクシュトクネンガッピ

				（注１） チュウ						(注２） チュウ				（注３） チュウ

				(注１）　　　　　 チュウ		　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。　 セイソウサギョウカントクシャインリョウスイスイシツケンサギョウバアイスイシツケンサジッシシャインリョウスイチョスイソウセイソウギョウバアイチョスイソウセイソウサギョウカントクシャハイスイカンセイソウギョウバアイハイスイカンセイソウサギョウカントクシャコンチュウトウボウジョギョウバアイボウジョサギョウカントクシャソウゴウカンリギョウバアイトウカツカンリシャセイソウサギョウカントクシャクウチョウキュウハイスイカンリカントクシャオヨクウキカンキョウソクテイジッシシャキニュウ

				(注2） チュウ		　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。 カンリシャトウフクスウバアイギョウムブンタンキニュウ

				(注3） チュウ		　○○講習会修了、建築物環境衛生管理技術者等と記載する。 コウシュウカイシュウリョウケンチクブツカンキョウエイセイカンリギジュツシャトウキサイ





様式７（別紙３）

				別紙３ ベッシ

				期間：　　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　年　　　月　　　日） キカンネンガツニチネンガツニチ																				会社名： カイシャメイ

				番号 バンゴウ		建築物の名称 ケンチクブツメイショウ		所在地 ショザイチ		所有者名 ショユウシャメイ		建築物の概要 ケンチクブツガイヨウ								受契業務内容 ウチギリギョウムナイヨウ		測　　　定箇所数 ハカリサダムカショスウ		実施回数（年間） ジッシカイスウネンカン		従事者数（延） ジュウジシャスウノ		指摘事項 シテキジコウ

												用　途 ヨウト		階　段 カイダン		延べ面積 ノメンセキ		貯水槽容量 チョスイソウヨウリョウ

																		受水槽　　㎥ ジュスイソウ						回 カイ		名 メイ

																		高架槽　　㎥ コウカソウ

																		受水槽　　㎥ ジュスイソウ						回 カイ		名 メイ

																		高架槽　　㎥ コウカソウ

																		受水槽　　㎥ ジュスイソウ						回 カイ		名 メイ

																		高架槽　　㎥ コウカソウ

																		受水槽　　㎥ ジュスイソウ						回 カイ		名 メイ

																		高架槽　　㎥ コウカソウ

																		受水槽　　㎥ ジュスイソウ						回 カイ		名 メイ

																		高架槽　　㎥ コウカソウ

																		受水槽　　㎥ ジュスイソウ						回 カイ		名 メイ

																		高架槽　　㎥ コウカソウ

																		受水槽　　㎥ ジュスイソウ						回 カイ		名 メイ

																		高架槽　　㎥ コウカソウ

																		受水槽　　㎥ ジュスイソウ						回 カイ		名 メイ

																		高架槽　　㎥ コウカソウ

																		受水槽　　㎥ ジュスイソウ						回 カイ		名 メイ

																		高架槽　　㎥ コウカソウ

				(注） チュウ		　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。 ジュチギリギョウムナイヨウランチョスイソウクウキチョウワヨウハイスイカンインリョウスイスイシツケンサクウキカンキョウソクテイコンチュウトウボウジョセイソウニチジョウセイソウテイキセイソウクブンナドエイギョウショジュチギリギョウムキサイ





様式８

				様式８ ヨウシキ

				特定建築物届審査票 トクテイケンチクブツトドケシンサヒョウ

				届出者 トドケデシャ				氏名 シメイ

								住所 ジュウショ

				要件 ヨウケン		用途 ヨウト		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） コウギョウジョウヒャッカテンシュウカイジョウトショカンビジュツカンユウギジョウテンポジムショガッコウケンシュウショガッコウガッコウキョウイクホウダイジョウジムショセンヨウジムショヨウトキョウタテモノ

						面積 メンセキ		　　　　　３，０００㎡（８，０００㎡）以上 イジョウ

				届出事項 トドケデジコウ						記載の　　有　　無 キサイユウム		備　考 ソナエコウ		構造設備の概要 コウゾウセツビガイヨウ

				名称 メイショウ										建物 タテモノ						階数、各階床面積居室数用途 カイスウカクカイユカメンセキキョシツスウヨウト

				所在地 ショザイチ										空調設備　　　　　　　　　　　　　　　　機械換気設備 クウチョウセツビキカイカンキセツビ						機械名、型式、性能、台数、場所、各室の供給方式 キカイメイカタシキセイノウダイスウバショカクシツキョウキュウホウシキ

				用途 ヨウト										水源 スイゲン						上水、井水、湧水 ジョウスイイミズユウスイ

				面積 メンセキ										受水槽、高架　　　　　水槽 ジュスイソウコウカスイソウ						容量、構造、場所、揚水ポンプ、滅菌器 ヨウリョウコウゾウバショヨウスイメッキンキ

				構造設備概要 コウゾウセツビガイヨウ										排水槽 ハイスイソウ						容量、　ポンプ、　場所 ヨウリョウバショ

				所有者、氏名、住所 ショユウシャシメイジュウショ										地域し尿処理　　　施設 チイキニョウショリシセツ						有　　　　無 アナ

				管理技術者、氏名、住所、免状番号 カンリギジュツシャシメイジュウショメンジョウバンゴウ										公共下水道 コウキョウゲスイドウ						有　　　　無 アナ

				同上兼業の場合建築物名称、所在地 ドウジョウケンギョウバアイケンチクブツメイショウショザイチ										し尿浄化槽 ニョウジョウカソウ						容量、規模、処理方式、場所 ヨウリョウキボショリホウシキバショ

				建築物使用年月日 ケンチクブツシヨウネンガッピ										その他 タ						自然放流、排水処理施設 シゼンホウリュウハイスイショリシセツ

				　　記載事項は○で表示すること。 キサイジコウヒョウジ										清掃 セイソウ		設備 セツビ		ダスターシュート		有　　　　無 アナ

																		汚物 オブツ		　　　　集積場所、　　容量 シュウセキバショヨウリョウ

																		焼却炉 ショウキャクロ		型式、能力、場所 カタシキノウリョクバショ

																処理区分 ショリクブン		清掃・汚物 セイソウオブツ		自己処理、市町村、業務委託 ジコショリシチョウソンギョウムイタク

																		そ、昆駆除 コンクジョ		自主駆除、　委託駆除 ジシュクジョイタククジョ

														　　該当事項を囲むこと ガイトウジコウカコ





様式９

				様式９ ヨウシキ

				特定建築物施設設備調査票 トクテイケンチクブツシセツセツビチョウサヒョウ

				台帳番号 ダイチョウバンゴウ

				建築物の名称 ケンチクブツメイショウ

				建築物の所在地 ケンチクブツショザイチ

				届出者名 トドケデシャメイ								連絡先（　　　　－　　　　－　　　　　　　　　番） レンラクサキバン

				建築物の規模 ケンチクブツキボ						主たる用途 シュヨウト

										建築面積 ケンチクメンセキ				㎡

										延床面積 ノユカメンセキ				㎡

										建物構造 タテモノコウゾウ				鉄筋・鉄骨コンクリート造、その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　地上　　　　　階／地下　　　　　階／（　　　　　　　　　　　　　　　） テッキンテッコツツクタチジョウカイチカカイ

				建築物環境 ケンチクブツカンキョウ		衛生管理 エイセイカンリ		技術者 ギジュツシャ		氏　　　名 シメイ

										免状番号 メンジョウバンゴウ				第　　　　　　　　　　号（交付年月日：　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ダイゴウコウフネンガッピ

				監視員 カンシイン				氏名 シメイ

						調査実施日　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日 チョウサジッシビネンガツニチ

																		沖縄県 オキナワケン						保健所 ホケンショ





様式9-1

				様式9-1 ヨウシキ

				建築物の概要 ケンチクブツガイヨウ		管理技術者 カンリギジュツシャ		（業務の勤務先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ギョウムキンムサキ

						空調方式 クウチョウホウシキ		　空調、機械 クウチョウキカイ

								　ファイコイル、パッケージ

								　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） タ

						使用水 ツカヨウミズ		　飲用（上水、井水、浄水）　　雑用水（上水、井水、浄水）　防腐剤（　　　　　　　　　） インヨウジョウスイイミズジョウスイザツヨウスイジョウスイイミズジョウスイボウフザイ

						受水槽 ジュミズソウ		基　　　　　　　　　F（　　　　　　　㎥）　　　　　　材質 キザイシツ

						高置水槽 コウオスイソウ		基　　　　　　　　　F（　　　　　　　㎥）　　　　　　材質 キザイシツ

						管理体制 カンリタイセイ		空調関係 クウチョウカンケイ				自主、委託（受託者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ジシュイタクジュタクシャ

								給排水関係 キュウハイスイカンケイ				自主、委託（受託者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ジシュイタクジュタクシャ

								清掃関係 セイソウカンケイ				自主、委託（受託者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ジシュイタクジュタクシャ

								ねずみ昆虫等関係 コンチュウトウカンケイ				自主、委託（受託者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ジシュイタクジュタクシャ

								塵芥処理関係 ジンカイショリカンケイ				自主、委託（受託者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ジシュイタクジュタクシャ

				測定体制 ソクテイタイセイ				空気環境 クウキカンキョウ				自主、委託（受託者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ジシュイタクジュタクシャ

								残留塩素 ザンリュウエンソ				自主、委託（受託者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ジシュイタクジュタクシャ

				調査年月日 チョウサネンガッピ

				調査区分 チョウサクブン				定期 テイキ		定期 テイキ		定期 テイキ		定期 テイキ		定期 テイキ		定期 テイキ		定期 テイキ		定期 テイキ

				（定期、臨時の別） テイキリンジベツ				臨時 リンジ		臨時 リンジ		臨時 リンジ		臨時 リンジ		臨時 リンジ		臨時 リンジ		臨時 リンジ		臨時 リンジ

				調査員名 チョウサインメイ

				立会者名 タチアイシャメイ

				（備考） ビコウ





様式9-2

				様式９－２ ヨウシキ

				監視　　　　　　　年月日 カンシネンガッピ		指摘事項 シテキジコウ		事後措置 ジゴソチ

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・

				　･　　・





様式9-3

				様式9-3 ヨウシキ

				帳簿書類の整備状況、遵守事項調査一覧表 チョウボショルイセイビジョウキョウジュンシュジコウチョウサイチランヒョウ

				項目と内容 コウモクナイヨウ								監視年月日 カンシネンガッピ

				届出 トドケデ		届書 トドケショ				永久保存 エイキュウホゾン

						変更 ヘンコウ		構造施設 コウゾウシセツ

								管理技術者 カンリギジュツシャ

				関係図面等整備保存 カンケイズメントウセイビホゾン		配置・平・立・断面図 ハイチヘイリツダンメンズ				永久保存 エイキュウホゾン

						空調系統図 クウチョウケイトウズ

						給排水系統図 キュウハイスイケイトウズ

				年間の実施計画と内容 ネンカンジッシケイカクナイヨウ		空調管理 クウチョウカンリ				五年保存 5ネンホゾン

						給水管理 キュウスイカンリ

						排水管理 ハイスイカンリ

						清掃管理 セイソウカンリ

						ねずみ昆虫等の防除 コンチュウトウボウジョ

				計画に基づく実施記録と内容 ケイカクモトズジッシキロクナイヨウ		空調管理 クウチョウカンリ				五年保存 5ネンホゾン

						給水管理 キュウスイカンリ

						排水管理 ハイスイカンリ

						清掃管理 セイソウカンリ

						ねずみ昆虫等の防除 コンチュウトウボウジョ

				清掃 セイソウ		建築物の内外 ケンチクブツナイガイ				日常 ニチジョウ

										1回／6月 カイツキ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ

						受水槽 ジュスイソウ				1回／　年 カイネン

						高置水槽 コウチスイソウ				1回／　年 カイネン

						排水槽 ハイスイソウ				1回／6月 カイツキ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ

				水質検査測定 スイシツケンサソクテイ		受水槽・高置水槽・管末 ジュスイソウコウチスイソウカンマツ				清掃後 セイソウゴ		　全　省 ゼンショウ		　全　省 ゼンショウ		　全　省 ゼンショウ		　全　省 ゼンショウ		　全　省 ゼンショウ		　全　省 ゼンショウ		　全　省 ゼンショウ		　全　省 ゼンショウ		　全　省 ゼンショウ		　全　省 ゼンショウ

						管末（給水栓） カンマツキュウスイセン				1回／6月 カイツキ		　全　省 ゼンショウ		　全　省 ゼンショウ		　全　省 ゼンショウ		　全　省 ゼンショウ		　全　省 ゼンショウ		　全　省 ゼンショウ		　全　省 ゼンショウ		　全　省 ゼンショウ		　全　省 ゼンショウ		　全　省 ゼンショウ

						空気環境 クウキカンキョウ				1回／2月 カイツキ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ

						残留塩素 ザンリュウエンソ				1回／7日 カイニチ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ

				ねずみ、昆虫等の防除実施 コンチュウトウボウジョジッシ						1回／6月 カイツキ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ		完 不 未 カンフミ

				粉じん測定器の校正 フンソクテイキコウセイ						1回／　年 カイネン

				　　監視年月日欄の記入 カンシネンガッピランキニュウ						１．適、不適は○レで表示すること。 テキフテキヒョウジ

										２．様式中清掃欄以下は該当を○で囲むこと ヨウシキチュウセイソウランイカガイトウカコ

								全－全項目水質検査実施 ゼンゼンコウモクスイシツケンサジッシ						完－法令に規定する検査等の回数を完全実施したもの カンホウレイキテイケンサトウカイスウカンゼンジッシ

								省－省略項目　　〃 ショウショウリャクコウモク						不－ フ						〃				を一部実施したもの イチブジッシ

														未－法令に規定する検査等を未実施のもの ミホウレイキテイケンサトウミジッシ





様式9-4

				様式９－４ ヨウシキ

				測定年月日 ソクテイネンツキヒ		測定場所 ソクテイバショ						測定項目と測定値　 ソクテイコウモクソクテイチ														備考 ビコウ

												温度　　　　　　　　　　　℃ オンド		相対　　湿度　　％ ソウタイシツド		ＣＯ２　　　　ｐｐｍ		ＣＯ 　　　　ｐｐｍ		気流　　ｍ/ｓ キリュウ		浮遊　　粉塵 mg/m3 フユウフンジン		ﾎﾙﾑｱﾙ　ﾃﾞﾋﾄﾞ mg/m3

						階 カイ		事務所名 ジムショメイ		空調方式　　　個別制御 クウチョウホウシキコベツセイギョ		17～28		40～70		1,000　　以下 イカ		10    　　以下 イカ		0,5    　　以下 イカ		0,15    　　以下 イカ		0,1    　　以下 イカ

						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。 ビコウチョウサトウジツソクテイネンツキヒランサイキンカイブンソクテイキニュウ

						　　　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 ソクテイケッカイジカンリキジュンテキゴウバアイフテキゴウカショバアイスウチ

						　　　　　及び測定場所を記入すること。 オヨソクテイバショキニュウ

						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。 ミソクテイマタソクテイフヨウバアイムネビコウランキニュウ





様式9-5

				様式９－５ ヨウシキ

				検査頻度 ケンサヒンド		検査項目　（基準値） ケンサコウモクキジュンチ		検査実施年月日 ケンサジッシネンガッピ

								年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン

				６ヶ月に1回 ツキカイ		一般細菌　（100個／ｍｌ） イッパンサイキンコ

						大腸菌　（検出されないこと） ダイチョウキンケンシュツ

						硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　（10mg／L以下） ショウサンタイチッソオヨアショウサンタイチッソイカ

						塩化物イオン　（200mg／L以下） エンカブツイカ

						有機物　（5mg／L以下） ユウキブツイカ

						pH値　（5．8以上8．6以下） チイジョウイカ

						味　（異常でないこと） アジイジョウ

						臭気　（異常でないこと） シュウキイジョウ

						色度　（5度以下） シキドドイカ

						濁度　（2度以下） ダクドドイカ

				1回省略可 カイショウリャクカ		鉛及びその化合物　（0．01mg／L以下） ナマリオヨカゴウブツイカ

						亜鉛及びその化合物　（1．0mg／L以下） アエンオヨカゴウブツイカ

						鉄及びその化合物　（0．3mg／L以下） テツオヨカゴウブツイカ

						銅及びその化合物　（1．0mg／L以下） ドウオヨカゴウブツ

						蒸発残留物　（500mg／L以下） ジョウハツザンリュウブツイカ

				1年に1回 ネンカイ		ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ　（0．01mg／L以下） カゴウブツオヨエンカ

						ｸﾛﾛ酢酸　（0.02mg／L以下） サクサンイカ

						ｸﾛﾛﾎﾙﾑ　（0．06mg／L以下） イカ

						ｼﾞｸﾛﾛ酢酸　（0．04mg／L以下） サクサンイカ

						ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ　（0．1mg／L以下） イカ

						臭素酸　（0．01mg／L以下） シュウソサンイカ

						総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ　（0．1mg／L以下） ソウ

						トリｸﾛﾛ酢酸　（0．2mg／L以下） サクサンイカ

						ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛメタン　（0．03mg／L以下） イカ

						ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ　（0．09mg／L以下） イカ

						ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　（0．08mg／L以下） イカ

				3年に1回 ネンカイ		四塩化炭素 シエンカタンソ

						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 ルイ

				週に1回 シュウカイ		残留塩素 ザンリュウエンソ		適・不適 テキフテキ		適・不適 テキフテキ		適・不適 テキフテキ		適・不適 テキフテキ		適・不適 テキフテキ		適・不適 テキフテキ		適・不適 テキフテキ		適・不適 テキフテキ		適・不適 テキフテキ		適・不適 テキフテキ		適・不適 テキフテキ

								適・不適 テキフテキ		適・不適 テキフテキ		適・不適 テキフテキ		適・不適 テキフテキ		適・不適 テキフテキ		適・不適 テキフテキ		適・不適 テキフテキ		適・不適 テキフテキ		適・不適 テキフテキ		適・不適 テキフテキ		適・不適 テキフテキ

				１．調査当日は最近２回分の検査について記入すること。 チョウサトウジツサイキンカイブンケンサキニュウ

				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。 ケンサケッカスイシツキジュンテキゴウフテキゴウスウチキニュウ

				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。 ザンリュウエンソケンササイキンカイブンガイトウカコ





様式9-6-1

				様式９－６－１ ヨウシキ

				項目と内容 コウモクナイヨウ								監視年月日 カンシネンガッピ

												年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン

												・		・		・		・		・		・		・		・		・		・

				空気環境 クウキカンキョウ		外気取入口 ガイキトイクチ		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） トイクチホカオセンエイキョウウエンユウガイフンシュウキ

								排気口の隣接ビル等に与える影響 ハイキコウリンセツトウアタエイキョウ

						空気調和設備 クウキチョウワセツビ		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） ガイキクウキセイジョウソウチホシュテンケンテキセイガイキチョウワキセッチバアイ

								外気取入量は不足していないか ガイキトイリョウフソク

								設備の日常保守管理の適否 セツビニチジョウホシュカンリテキヒ

								設備の計画的保守管理（定期点検整備） セツビケイカクテキホシュカンリテイキテンケンセイビ

								空調機器室の清掃（空調機内外ボイラー、冷凍機等） クウチョウキキシツセイソウクウチョウキナイガイレイトウキナド

								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） クウキセイジョウソウチホシュテンケンテキセイデンキシュウキセンジョウマトコウカン

								冷温水コイルの清掃及び整備 レイオンスイセイソウオヨセイビ

								除加湿装置の整備 ジョカシツソウチセイビ

								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。 オンシツドジュカンブカクソクオンシツドケイイチキノウテキセイハアクカンリ

										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 ジュカンブシジアタイゴサコウリョジュカンブイチシツドサコウリョキセツカイテキチヘンカコウリョ

								その他 タ





様式9-6-2

				様式９－６－２ ヨウシキ

				項目と内容 コウモクナイヨウ								監視年月日 カンシネンガッピ

												年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン

												・		・		・		・		・		・		・		・		・		・

				空気環境 クウキカンキョウ		室内空気環境 シツナイクウキカンキョウ		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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 シツナイクウキカンキョウソクテイキテイモトホウホウジッシ

								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 ソクテイキキテイキテンケンウム

								測定結果の活用（問題がある項目、場所の改善策の検討） ソクテイケッカカツヨウモンダイコウモクバショカイゼンサクケントウ

								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） カンキキョシツナイキンイツオコナシツナイマジキショウガイフダクチカンキコウイチカンケイ

								吹出口、換気口は汚れていないか（再飛散汚染防止） フダクチカンキクチヨゴサイヒサンオセンボウシ

								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） フダクチフカイソウオンハッセイソウフウキテンケンフウリョウチョウセイショウオンキセッチ

								その他 タ

								局所給排水の状態 キョクショキュウハイスイジョウタイ		湯沸場・厨房 ユフツバチュウボウ

										便所 ベンジョ

										地下駐車場 チカチュウシャジョウ

										その他 タ

						そ　の　他 タ		不快音（雑音） フカイオンザツオン

								不快臭（悪臭） フカイシュウアクシュウ

								照明（照度） ショウメイショウド

								従業員控室の空気環境の適否 ジュウギョウインヒカエシツクウキカンキョウテキヒ





様式9-6-3

				様式９－６－３ ヨウシキ

				項目と内容 コウモクナイヨウ								監視年月日 カンシネンガッピ

												年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン

												・		・		・		・		・		・		・		・		・		・

				給水設備 キュウスイセツビ		受水槽・高置水槽 ジュスイソウコウチスイソウ		構造 コウゾウ		点検、清掃の難易　　　　　　　　　　　　　　　　床下設置の禁止作業が行い得るスペース テンケンセイソウナンエキユカシタセッチキンシサギョウオコナエ		受 ジュ

												高 コウ

										空間の確保（底、周壁45ｃｍ～60ｃｍの空調） クウカンカクホソコシュウヘキクウチョウ		受 ジュ

												高 コウ

										貯水槽上部の適否　　　　　　　　　　　　　　　汚染の原因となる機器類等の設置 チョスイソウジョウブテキヒオセンゲンインキキルイトウセッチ		受 ジュ

												高 コウ

										排水槽、汚水槽との離間距離　　（５ｍ以上） ハイスイソウオスイソウリカンキョリイジョウ		受 ジュ

												高 コウ

										容量の適否　　　　　　　　　　　　　　（上限・・・・・使用水量の1日分） ヨウリョウテキヒジョウゲンシヨウスイリョウニチブン		受 ジュ

												高 コウ

										清掃時の断水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２時間以上・隔壁） セイソウジダンスイジカンイジョウカクヘキ		受 ジュ

												高 コウ

										その他 タ		受 ジュ

												高 コウ

								マンホール		マンホールの管理　　　　　　　　　　　　　　　　（施錠、防水パッキン） カンリセジョウボウスイ		受 ジュ

												高 コウ

										マンホールの構造　　　　　　　　　　　　　　　　　（直径45ｃｍ以上）　　　　　　　　　　　　　　　（立上10ｃｍ以上） コウゾウチョッケイイジョウリツジョウイジョウ		受 ジュ

												高 コウ

								管理 カンリ		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 キレツカショロウスイカショトソウリサビチンサイブツコンニュウテンケン		受 ジュ

												高 コウ





様式9－6－4

				様式９－６－４ ヨウシキ

				項目と内容 コウモクナイヨウ								監視年月日 カンシネンガッピ

												年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン

												・		・		・		・		・		・		・		・		・		・

				給水設備 キュウスイセツビ		受水槽　　高置水槽 ジュスイソウコウチスイソウ		構造 コウゾウ		腐蝕抑制剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（適量・保管場所） フショクヨクセイザイテキリョウホカンバショ

										殺菌剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（適量・保管場所） サッキンザイテキリョウホカンバショ

										付属設備機器の点検整備の適否 フゾクセツビキキテンケンセイビテキヒ

										周辺の清掃の適否 シュウヘンセイソウテキヒ

										水の状態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（色・濁り・臭い・味） ミズジョウタイイロニゴニオアジ

										その他 タ

				排水設備 ハイスイセツビ		排水槽 ハイスイソウ				スカム悪臭の有無 アクシュウウム

										祖集器トラップ、排水、排水管、通気管等の点検整備 ソシュウキハイスイハイスイカンツウキカントウテンケンセイビ

						し尿浄化槽 ニョウジョウカソウ				槽内の清掃管理 ソウナイセイソウカンリ

										消毒薬注入の適正 ショウドクヤクチュウニュウテキセイ

						その他 タ				放流水の管理排水溝の清掃管理 ホウリュウスイカンリハイスイコウセイソウカンリ

										ねずみ、昆虫等の侵入防止措置の適否　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（防虫網、金網等） コンチュウトウシンニュウボウシソチテキヒボウチュウアミカナアミトウ

										付属設備の点検整備の適否 フゾクセツビテンケンセイビテキヒ





様式9－6－5

				様式９－６－５ ヨウシキ

				項目と内容 コウモクナイヨウ												監視年月日 カンシネンガッピ

																年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン

																・		・		・		・		・		・		・		・		・		・

				清掃 セイソウ		共用部分 キョウヨウブブン				玄関・ロビー・通路・階段・エレベータ等 ゲンカンツウロカイダンナド

						専用部分外観 センヨウブブンガイカン				居室（事務室・会議室・その他） キョシツジムシツカイギシツタ

										建築物の周囲（外壁・窓等） ケンチクブツシュウイガイヘキマドナド

				ゴミの処理 ショリ		集積場所の管理 シュウセキバショカンリ				区画・広さ クカクヒロ

										洗浄設備 センジョウセツビ

										床の構造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（不浸透材質・勾配・排水口）　 ユカコウゾウフシントウザイシツコウバイハイスイコウ

										防臭・排気設備 ボウシュウハイキセツビ

										搬出に便利 ハンシュツベンリ

										整理・整頓状況 セイリセイトンジョウキョウ

						容器 ヨウキ				容量材質 ヨウリョウザイシツ

										洗浄設備 センジョウセツビ

										破損の有無 ハソンウム

										蓋の有無 フタウム

						中継場所等の管理 チュウケイバショトウカンリ				中継場所・ダストシュートの清掃 チュウケイバショセイソウ				中 ナカ

														ダ

						処理の方法 ショリホウホウ		分別収集 ブンベツシュウシュウ				適正区分 テキセイクブン

								焼却炉 ショウキャクロ				構造位置 コウゾウイチ

												管理 カンリ

												清掃 セイソウ





様式9－6－6

				様式９－６－６ ヨウシキ

				項目と内容 コウモクナイヨウ								監視年月日 カンシネンガッピ

												年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン		年 ネン

												・		・		・		・		・		・		・		・		・		・

				ねずみ・昆虫等の状況 コンチュウトウジョウキョウ		ねずみ		生息の状態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　被害・糞・ラット　　　サイン等 セイソクジョウタイ		事務室 ジムシツ

										湯沸室 ユフツシツ

										倉庫 ソウコ

										ゴミ置場 オバ

										その他 タ

						ゴキブリ		生息の状態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（虫体・卵鞘・糞等） セイソクジョウタイ		事務室 ジムシツ

										湯沸室 ユフツシツ

										倉庫 ソウコ

										ゴミ置場 オバ

										その他 タ

						ハエ		生息の状態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（虫体・うじ等） セイソクジョウタイ		事務室 ジムシツ

										食堂 ショクドウ

										ゴミ置場 オバ

										その他 タ

						蚊 カ		生息の状態　　　　　　　　　　　　　　　(虫体・被害等） セイソクジョウタイチュウタイヒガイトウ		汚水槽 オスイソウ

										排水槽 ハイスイソウ

										その他 タ

								薬剤の使用管理の適否 ヤクザイシヨウカンリテキヒ

								統一的、計画的に実施しているか。 トウイツテキケイカクテキジッシ

								環境整備の適否（防虫網、金網、清潔） カンキョウセイビテキヒボウチュウアミカナアミセイケツ





様式9－7－1

		様式９－７－１ ヨウシキ

																																				保健所 ホケンショ

		特 定 建 築 物 調 査 票 トクサダムケンチクブツチョウサヒョウ																				調査年月日　　　　年　　　月　　　日 チョウサネンツキヒネンツキニチ

																						調査者職氏名 チョウサシャショクシメイ

		特定建築物 トクテイケンチクブツ				名　称： ナショウ																用途 ヨウト										公 コウ				民 ミン

						所在地： ショザイチ

		管    理     技     術     者 カンリワザジュツシャ		氏名 シメイ						住所 ジュウショ												勤務先 キンムサキ

				兼務の場合、勤務先特定建築物の名称・所在地 ケンムバアイキンムサキトクテイケンチクブツメイショウショザイチ

		帳　簿　書　類 トバリボショタグイ		建築物配置図　　 ケンチクブツハイチズ								有 ア				給排水設備 キュウハイスイセツビ								有 ア				給排水設備 キュウハイスイセツビ								有 ア

						（位置図） イチズ								無 ム				平面系統図 ヘイメンケイトウズ								無 ム				整備計画書 セイビケイカクショ								無 ム

				建築物平面図 ケンチクブツヘイメンズ								有 ア				給排水設備 キュウハイスイセツビ								有 ア				給排水設備 キュウハイスイセツビ								有 ア

														無 ム				断面系統図 ダンメンケイトウズ								無 ム				整理記録書 セイリキロクショ								無 ム

				建築物立面図 ケンチクブツリツメンズ								有 ア				空気調和設備 クウキチョウワセツビ								有 ア				給排水設備 キュウハイスイセツビ								有 ア

														無 ム				整備計画書 セイビケイカクショ								無 ム				一覧表 イチランヒョウ								無 ム

				空気調和設備 クウキチョウワセツビ								有 ア				空気調和設備 クウキチョウワセツビ								有 ア				清掃・ねずみ昆虫等 セイソウコンチュウトウ								有 ア

						平面系統図 ヘイメンケイトウズ								無 ム				整備記録書 セイビキロクショ								無 ム				防除実施計画書 ボウジョジッシケイカクショ								無 ム

				空気調和設備 クウキチョウワセツビ								有 ア				空気調和設備 クウキチョウワセツビ								有 ア				清掃・ねずみ昆虫等 セイソウコンチュウトウ								有 ア

						断面系統図 ダンメンケイトウズ								無 ム				一覧表 イチランヒョウ								無 ム				防除実施記録書 ボウジョジッシキロクショ								無 ム

		空　　気　環　境　の　測　定　　　※1 ソラキワサカイハカリサダム								　測定年月日 ソクテイネンツキヒ						・ ・				・ ・				・ ・				・ ・				・ ・				・ ・

				項目 コウモク

				浮遊粉じんの量（0.15mg/m3以下） フユウフンリョウイカ

				CO　(10ppm以下） イカ

				CO2　(1,000ppm以下） イカ

				温度（17～28℃） オンド

				相対湿度（40～70％) ソウタイシツド

				気流（0.5m/秒以下） キリュウビョウイカ

				ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの量（0.1mg/m3以下） リョウイカ

				測定実施者 ソクテイジッシシャ												１．自己 ジコ						２．委託（　　　　　　　　　　　　　　） イタク

				浮遊粉じん測定機器の較正 フユウフンソクテイキキコウセイ												１．自己（実施・未実施）２．委託（ 　　　　　　　　） ジコジッシミジッシイタク

		空気調和設備 クウキチョウワセツビ		　清掃実施者 セイソウジッシシャ						１．自己　２．委託（　　　　　　　） ジコイタク																清掃年月日 セイソウドシツキヒ				　　．　．						適・不適 テキフテキ

																														　　．　．

		貯　水　槽 チョミズソウ		水源 スイゲン						　１．上水 ジョウスイ						２．井水 イミズ				受水層　　　屯 ウケミズソウトン								無 ナ		貯水槽清年月日 チョスイソウキヨシネンガッピ						適・不適 テキフテキ

										　３．その他 タ										高置水槽　　屯 タカオキスイソウトン										　　．　．

				　貯水槽清掃実施者　１．自己清掃　　２．委託清掃 チョスイソウセイソウジッシシャジコセイソウイタクセイソウ																						名称（                      ) メイショウ

				　貯湯槽清掃実施者　１．自己清掃　　２．委託清掃 チョユソウセイソウジッシシャジコセイソウイタクセイソウ																						名称（                      ) メイショウ

				簡易専用水道の法定検査実施日 カンイセンヨウスイドウホウテイケンサジッシヒ														　　　　年　　　　月　　　　日 ネンツキニチ

		雑　用　水 ザツヨウミズ		使用の有無 シヨウウム						有 ・ 無 アム						用途 ヨウト				散水・修景・清掃・水洗便所・その他（　　　） サンスイシュウケイセイソウスイセンベンジョタ

				検査頻度 ケンサヒンド						検査年月日 ケンサネンツキヒ				・ ・				・ ・				検査頻度 ケンサヒンド						検査年月日 ケンサネンツキヒ				・ ・				・ ・

						検査項目 ケンサコウモク																		検査項目 ケンサコウモク

				７日に１回 ニチカイ		遊離残留塩素（0.1mg/L以上） ユウリザンリュウエンソイジョウ																2ヶ月に1回 ゲツカイ		大腸菌（検出されないこと） ダイチョウキンケンシュツ

						pH（5.8以上8.6以下） イジョウイカ																		濁度（2度以下、便所除く） ダクドドイカベンジョノゾ

						臭気（異常でないこと） シュウキイジョウ

						外観（殆ど無色透明であること） ガイカンホトンムショクトウメイ

				雑用水槽等　清掃実施者 ザツヨウスイソウトウセイソウジッシシャ						１．自己　２．委託（　　　　　　　） ジコイタク																清掃年月日 セイソウドシツキヒ				　　．　．						適・不適 テキフテキ

																														　　．　．

		排　　水 ハイミズ		排水設備等　清掃実施者 ハイスイセツビナドセイソウジッシシャ						１．自己　２．委託（　　　　　　　） ジコイタク																清掃年月日 セイソウドシツキヒ				　　．　．						適・不適 テキフテキ

																														　　．　．

		そ昆清掃防除 コンセイソウボウジョ		調査・防除実施者　１．自己　２．委託（　　　　　　　　　　　　　　　） チョウサボウジョジッシシャジコイタク																																適・不適 テキフテキ

				調査年月日 チョウサネンツキヒ				調査内容 チョウサナイヨウ												防除年月日 ボウジョネンツキヒ				防除内容 ボウジョナイヨウ

				． ．																． ．

				． ．																． ．





様式9－7－2

		様式９－７－２ ヨウシキ

				検査頻度 ケンサヒンド		検査年月日 ケンサネンツキヒ								年　　・ ネン		年　　・ ネン		検査頻度 ケンサヒンド				検査年月日 ケンサネンツキヒ								年　　・ ネン		年　　・ ネン

						検査項目 ケンサコウモク																項目 コウモク

				６ヶ月に１回 ゲツカイ		一般細菌(100個/mL) イッパンサイキンコ												１年に１回 ネンカイ				ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ　(0.01mg/L以下) カゴウブツオヨエンカイカ

						大腸菌(検出されないこと） ダイチョウキンケンシュツ																ｸﾛﾛ酢酸(0.02mg/L以下) サクサンイカ

		※2				硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　(10mg/L以下） ショウサンタイチッソオヨアショウサンタイチッソイカ																ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(0.06mg/L以下) イカ

						塩化物イオン(200mg/L以下) エンカブツイカ																ｼﾞｸﾛﾛ酢酸(0.04mg/L以下) サクサンイカ

						有機物(5mg/L以下) ユウキブツイカ																ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ(0.1mg/L以下) イカ

		水 ミズ				pH値(5.8以上8.6以下) チイジョウイカ																臭素酸(0.01mg/L以下) シュウソサンイカ

						味(異常でないこと) アジイジョウ																総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ(0.1mg/L以下) ソウイカ

						臭気(異常でないこと) シュウキイジョウ																ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸(0.2mg/L以下) サクサンイカ

		質 シツ				色度(5度以下) シキドドイカ																ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(0.03mg/L以下) イカ

						濁度(2度以下) ダクドドイカ																ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ(0.09mg/L以下) イカ

				１　回省略可 カイショウリャクカ		鉛及びその化合物　　　　　(0.01mg/L以下) ナマリオヨカゴウブツイカ																ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(0.08mg/L以下) イカ

		検 ケン				亜鉛及びその化合物　　　　　(1.0mg/L以下) アエンオヨカゴウブツイカ												３年に１回 ネンカイ				四塩化炭素(0.002mg/L以下) シエンカタンソイカ

						鉄及びその化合物　　　　　(0.3mg/L以下) テツオヨカゴウブツイカ																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) ドウオヨカゴウブツイカ																ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(0.04mg/L以下)

		査 サ				蒸発残留物(500mg/L以下) ジョウハツザンリュウブツイカ												(				ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(0.02mg/L以下)

																		地　　　下　　　水　　　そ　　　の　　　他　　　の　　　水　　　源 チシタミズホカミズミナモト				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) ルイ

		水質検査実施者 スイシツケンサジッシシャ												ア．自己検査 ジコケンサ

														イ．委託検査（委託先名称　　　　　　　　　　　） イタクケンサイタクサキメイショウ

		残留塩素 (週1回)    ※3 ザンリュウエンソシュウカイ				　　　・　　・　						　　　・　　・　								　　　・　　・　								　　　・　　・　

						適　　　不適 テキフテキ						適　　　不適 テキフテキ								適　　　不適 テキフテキ								適　　　不適 テキフテキ

		※　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 ソクテイネンツキヒランサイキンカイブンソクテイネンツキヒキニュウカクコウモクランソクテイケッカイジカンリモト

		　　　　  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。 ジュンテキゴウフテキゴウカショバアイバショスウケイジョウ

		　　　　　未測定のときは空欄、測定不要の施設は斜線を引くこと。 ミソクテイクウランソクテイフヨウシセツシャセンヒ

		　　　  　尚、測定値は３回測定の平均値であること。 ナオソクテイチカイソクテイヘイキンチ

		※　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 ケンサネンツキヒランサイキンカイブンケンサネンツキヒキニュウカクコウモクランケンサケッカスイシツキジュン

		　　　　　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。 テキゴウフテキゴウミケンサクウランケンサフヨウシャセンヒ

		※　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。　　 サイキンカイブンザンリュウエンソケンサネンツキヒオヨケンサケッカテキフテキキニュウ

		その他　　それぞれの該当欄を○で囲むこと。　　 タガイトウランカコ

		　　　　　　公は公共用建築物、民はその他（民間）建築物であること。 コウコウキョウヨウケンチクブツミンタミンカンケンチクブツ





様式10－1

				様式10－1 ヨウシキ

				登　　録　　営　　業　　所　　調　　査　　票　　１ ノボルロクエイギョウショチョウサヒョウ

				（建築物清掃業者用） ケンチクブツセイソウギョウシャヨウ

												調査日 　　　　年　　　　月　　　　日 チョウサビネンガツニチ

												保健所　担当者名　　　　　　　　　　 ホケンショタントウシャメイ

				登録業者名 トウロクギョウシャメイ								登録年月日番号 トウロクネンガッピバンゴウ

				１．物的要件(設備器具の保有及び管理状況） ブッテキヨウケンセツビキグホユウオヨカンリジョウキョウ

				番号 バンゴウ		種　　類 タネタグイ		所有の有無 ショユウウム		保有台数 ホユウダイスウ		管理状況等 カンリジョウキョウトウ

				1		真空掃除機 シンクウソウジキ		有　・　無 ユウム

				2		床みがき機 ユカキ		有　・　無 ユウム

				２．人的要件（監督者等の資格を証する書面の有・無等） ジンテキヨウケンカントクシャトウシカクショウショメンウナトウ

				番号 バンゴウ		種　　類 タネタグイ		資格を証する書面 シカクショウショメン				有・無 ウム		備　　　　　考 ソナエコウ

				1		清掃作業監督者 セイソウサギョウカントクシャ						有・無 ウム

				2		清掃作業従事者 セイソウサギョウジュウジシャ						有・無 ウム		研修会実施の有無 ケンシュウカイジッシウム

				３．その他の基準 タキジュン

				番号 バンゴウ		事　　　　　項 コトコウ				判　定 ハンサダム		適　　　　　　　用 テキヨウ

				1		清掃作業等の方法は適切か セイソウサギョウトウホウホウテキセツ

				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。 サギョウケイカクサギョウテジュンショサクテイモトセイソウサギョウトウオコナ

				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 サギョウケイカクサギョウテジュンショナイヨウオヨサギョウジョウキョウツキイナイカイテイキテンケン

				4		清掃器具等の維持管理は自ら実施ているか（委託可） セイソウキグトウイジカンリミズカジッシイタクカ

				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 カンリギジュツシャクジョウキンキュウレンラクタイジンソクタイオウタイセイセイビ

				４．所　　見 トコロケン





様式10－2

				様式10－２ ヨウシキ

				登　　録　　営　　業　　所　　調　　査　　票　　２ ノボルロクエイギョウショチョウサヒョウ

				（建築物空気環境測定業者用） ケンチクブツクウキカンキョウソクテイギョウシャヨウ

												調査日 　　　　年　　　　月　　　　日 チョウサビネンガツニチ

												保健所　担当者名　　　　　　　　　　 ホケンショタントウシャメイ

				登録業者名 トウロクギョウシャメイ								登録年月日番号 トウロクネンガッピバンゴウ

				１．物的要件(設備器具の保有及び管理状況） ブッテキヨウケンセツビキグホユウオヨカンリジョウキョウ

				番号 バンゴウ		種　　類 タネタグイ		所有の有無 ショユウウム		保有台数 ホユウダイスウ		管理状況等 カンリジョウキョウトウ

				1		浮遊粉塵測定機器 フユウフンジンソクテイキキ		有　・　無 アナ				前回較正年月日（　　　　年　　　　月　　　　日） ゼンカイコウセイネンガッピネンツキニチ

				2		CO測定機器 ソクテイキキ		有　・　無 アナ

				3		CO₂測定機器 ソクテイキキ		有　・　無 アナ

				4		温度計 オンドケイ		有　・　無 アナ

				4		湿度計 シツドケイ		有　・　無 アナ

				5		風速計 フウソクケイ		有　・　無 アナ

				２．人的要件 ジンテキヨウケン

				番号 バンゴウ		種　　　類 タネタグイ		資格を証する書面 シカクショウショメン				有・無 ウム		備　　　　考 ソナエコウ

				1		空気環境測定実施者 クウキカンキョウソクテイジッシシャ						有・無 ウム

				３．その他の基準 タキジュン

				番号 バンゴウ		事　　　　　項 コトコウ				判　定 ハンサダム		適　　　　　　　用 テキヨウ

				1		規則第3条の2第1号に定める測手方法か キソクダイジョウダイゴウサダソクテホウホウ

				2		測定結果を5年保存しているか ソクテイケッカネンホゾン

				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 ソクテイキテイキテンケンコウセイオコナキロクホカン

				4		測定器具等の維持管理は自ら実施しているか（委託可） ソクテイキグトウイジカンリミズカジッシイタクカ

				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 カンリギジュツシャトウクジョウキンキュウレンラクタイジンソクタイオウタイセイセイビ

				４．所　　見 トコロケン





様式10－3

				様式10－３ ヨウシキ

				登　　録　　営　　業　　所　　調　　査　　票　　３ ノボルロクエイギョウショチョウサヒョウ

				（建築物空気調和用ダクト清掃業者用） ケンチクブツクウキチョウワヨウセイソウギョウシャヨウ

												調査日 　　　　年　　　　月　　　　日 チョウサビネンガツニチ

												保健所　担当者名　　　　　　　　　　 ホケンショタントウシャメイ

				登録業者名 トウロクギョウシャメイ								登録年月日番号 トウロクネンガッピバンゴウ

				１．物的要件(設備器具の保有及び管理状況） ブッテキヨウケンセツビキグホユウオヨカンリジョウキョウ

				番号 バンゴウ		種　　類 タネタグイ		所有の有無 ショユウウム		保有台数 ホユウダイスウ		管理状況等 カンリジョウキョウトウ

				1		電気ドリル デンキ		有　・　無 アナ

				2		シャー又は二プラ マタニ		有　・　無 アナ

				3		内視鏡（写真撮影可） ナイシキョウシャシンサツエイカ		有　・　無 アナ

				4		電子（化学）天秤 デンシカガクテンビン		有　・　無 アナ

				5		コンプレッサー		有　・　無 アナ

				6		集じん機 シュウキ		有　・　無 アナ

				7		真空掃除機 シンクウソウジキ		有　・　無 アナ

				２．人的要件 ジンテキヨウケン

				番号 バンゴウ		種　　　　類 タネタグイ		資格を証する書面 シカクショウショメン				有・無 ウム		備　　　　考 ソナエコウ

				1		ダクト清掃作業監督者 セイソウサギョウカントクシャ						有・無 ウム

				2		ダクト清掃作業従事者 セイソウサギョウジュウジシャ						有・無 ウム

				３．その他の基準 タキジュン

				番号 バンゴウ		事　　　　　項 コトコウ				判　定 ハンサダム		適　　　　　　　用 テキヨウ

				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 ハイカンケイトウトウズメンカクニンセイソウジッシヒケンチクブツシヨウジョウキョウウンテンジョウキョウコウリョテキセツホウホウ

				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 ヒツヨウバショヨウセイトウオコナ

				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 セイソウゼンゴフンジンタイセキジョウキョウナイシキョウテンケンフンジンリョウソクテイセイソウコウカカクニン

				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 セイソウゴソウフウキモチナイザンリュウフンジンシツナイリュウニュウリュウニュウバアイヒツヨウソチト

				5		検査器具は定期的に点検・整備等行っているか。 ケンサキグテイキテキテンケンセイビトウオコナ

				6		測定器具等の維持管理は自ら実施してるか（委託可） ソクテイキグトウイジカンリミズカジッシイタクカ

				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 カンリギジュツシャトウクジョウキンキュウレンラクタイジンソクタイオウタイセイセイビ

				４．所　　見 トコロケン





様式10－4

				様式10－4 ヨウシキ

				登　　録　　営　　業　　所　　調　　査　　票　　４ ノボルロクエイギョウショチョウサヒョウ

				（建築物飲料水水質検査業者用） ケンチクブツインリョウスイスイシツケンサギョウシャヨウ

												調査日 　　　　年　　　　月　　　　日 チョウサビネンガツニチ

												保健所　担当者名　　　　　　　　　　 ホケンショタントウシャメイ

				登録業者名 トウロクギョウシャメイ								登録年月日番号 トウロクネンガッピバンゴウ

				１．物的要件(設備器具の保有及び管理状況） ブッテキヨウケンセツビキグホユウオヨカンリジョウキョウ

				番号 バンゴウ		種　　　類 タネタグイ		所有の有無 ショユウウム		保有台数 ホユウダイスウ		管理状況等 カンリジョウキョウトウ

				1		高圧蒸気滅菌器 コウアツジョウキメッキンキ		有　・　無 アナ

				2		乾熱滅菌器 イヌイネツメッキンウツワ		有　・　無 アナ

				3		乾燥機 カンソウキ		有　・　無 アナ

				4		ふ卵機 ランキ		有　・　無 アナ

				5		原子吸光度計 ゲンシキュウコウドケイ		有　・　無 アナ

				6		光電光度計 コウデンコウドケイ		有　・　無 アナ

				7		ガスクロマトグラフ		有　・　無 アナ

				8		蒸留装置 ジョウリュウソウチ		有　・　無 アナ

				9		環流冷却装置 カンリュウレイキャクソウチ		有　・　無 アナ

				10		化学てんびん カガク		有　・　無 アナ

				11		検査室 ケンサシツ		有　・　無 アナ

				２．人的要件 ジンテキヨウケン

				番号 バンゴウ		種　　　　類 タネタグイ		資格を証する書面 シカクショウショメン				有・無 ウム		備　　　　考 ソナエコウ

				1		水質検査実施者 スイシツケンサジッシシャ						有・無 ウム

				３．その他の基準 タキジュン

				番号 バンゴウ		事　　　　　項 コトコウ				判　定 ハンサダム		適　　　　　　　用 テキヨウ

				1		水質基準に関する省令に基づく検査方法か スイシツキジュンカンショウレイモトケンサホウホウ

				2		試料の採取・保存は適切か シリョウサイシュホゾンテキセツ

				3		検査結果は5年保存しているか ケンサケッカネンホゾン

				4		試薬等は施錠できる保管庫等に保管しているか シヤクトウセジョウホカンコトウホカン

				5		検査器具等は定期的に点検・整備等を行っているか ケンサキグトウテイキテキテンケンセイビトウオコナ

				6		測定器具等の維持管理は自ら実施しているか(委託可） ソクテイキグトウイジカンリミズカジッシイタクカ

				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 カンリギジュツシャトウクジョウキンキュウレンラクタイジンソクタイオウタイセイセイビ

				４．所　　見 トコロケン





様式10－5

				様式10－5 ヨウシキ

				登　　録　　営　　業　　所　　調　　査　　票　　５ ノボルロクエイギョウショチョウサヒョウ

				（建築物飲料水貯水槽清掃業者用） ケンチクブツインリョウスイチョスイソウセイソウギョウシャヨウ

																調査日 　　　　年　　　　月　　　　日 チョウサビネンガツニチ

																保健所　担当者名　　　　　　　　　　 ホケンショタントウシャメイ

				登録業者名 トウロクギョウシャメイ												登録年月日番号 トウロクネンガッピバンゴウ

				１．物的要件(設備器具の保有及び管理状況） ブッテキヨウケンセツビキグホユウオヨカンリジョウキョウ

				番号 バンゴウ		種　　　類 タネタグイ				所有の有無 ショユウウム				保有台数 ホユウダイスウ		管理状況等 カンリジョウキョウトウ

				1		揚水ポンプ ヨウスイ				有　・　無 アナ

				2		高圧洗浄機 コウアツセンジョウキ				有　・　無 アナ

				3		残水処理機 ザンスイショリキ				有　・　無 アナ

				4		換気ファン カンキ				有　・　無 アナ

				5		防水型照明器具 ボウスイガタショウメイキグ				有　・　無 アナ

				6		色度計 シキドケイ				有　・　無 アナ

				7		濁度計 ダクドケイ				有　・　無 アナ

				8		残留塩素測定器 ザンリュウエンソソクテイキ				有　・　無 アナ

				9		保管庫 ホカンコ				有　・　無 アナ

				２．人的要件 ジンテキヨウケン

				番号 バンゴウ		種　　　　類 タネタグイ				資格を証する書面 シカクショウショメン						有・無 ウム		備　　　　考 ソナエコウ

				1		貯水槽清掃作業監督者 チョスイソウセイソウサギョウカントクシャ										有・無 ウム

				2		貯水槽清掃作業従事者 チョスイソウセイソウサギョウジュウジシャ										有・無 ウム		研修会実施の有無 ケンシュウカイジッシウム

				3		貯水槽清掃時の使用消毒剤 チョスイソウセイソウジシヨウショウドクザイ

						消毒剤 ショウドクザイ				商品名 ショウヒンメイ				有効塩素（％） ユウコウエンソ		規格適合分 キカクテキゴウブン

						次亜塩素酸ナトリウム ジアエンソサン										適　・　否 テキヒ

				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　　 ケンコウシンダンカコネンカンジッセキカコネンカンジョウキンシャカギネンガツニチネンガツニチ

						従業員数 ジュウギョウインスウ		実施延人数 ジッシノニンズウ		年間１人当り実施率 ネンカンニンアジッシリツ				健康診断実施機関 ケンコウシンダンジッシキカン						備考 ビコウ

						人 ニン		人/年 ニンネン						保健所・病院・その他(　　　　　　　　　） ホケンショビョウインタ

				４．その他の基準 タキジュン

				番号 バンゴウ		事　　　　　項 コトコウ								判　定 ハンサダム		適　　　　　　　用 テキヨウ

				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 ジュスイソウセイソウゴコウチスイソウアツリョクスイソウトウセイソウオコナ

				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 チョスイソウセイソウゴセイソウモチミズハイジョチョスイソウシュウヘンセイソウオコナ

				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。 チョスイソウセイソウゴカイイジョウエンソザイモチショウドクオコナイゴチョスイソウナイタイ

				4		水張り終了後、水質検査を行い、基準を満たしているか ミズハシュウリョウゴスイシツケンサオコナキジュンミ

				5		検査器具等は定期的に点検・整備等を行っているか ケンサキグトウテイキテキテンケンセイビトウオコナ

				6		測定器具等の維持管理は自ら実施しているか（委託可） ソクテイキグトウイジカンリミズカジッシイタクカ

				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 カンリギジュツシャナドクジョウキンキュウレンラクタイジンソクタイオウタイセイセイビ

				５．所　　見 トコロケン





様式10－6

				様式10－６ ヨウシキ

				登　　録　　営　　業　　所　　調　　査　　票　　６ ノボルロクエイギョウショチョウサヒョウ

				（建築物排水管清掃業者用） ケンチクブツハイスイカンセイソウギョウシャヨウ

												調査日 　　　　年　　　　月　　　　日 チョウサビネンガツニチ

												保健所　担当者名　　　　　　　　　　 ホケンショタントウシャメイ

				登録業者名 トウロクギョウシャメイ								登録年月日番号 トウロクネンガッピバンゴウ

				１．物的要件(設備器具の保有及び管理状況） ブッテキヨウケンセツビキグホユウオヨカンリジョウキョウ

				番号 バンゴウ		種　　　類 タネタグイ		所有の有無 ショユウウム		保有台数 ホユウダイスウ		管理状況等 カンリジョウキョウトウ

				1		内視鏡（写真撮影可） ナイシキョウシャシンサツエイカ		有　・　無 アナ

				2		高圧洗浄機 コウアツセンジョウキ		有　・　無 アナ

				3		高圧ホース コウアツ		有　・　無 アナ

				4		洗浄ノズル センジョウ		有　・　無 アナ

				5		ワイヤ式管清掃機 シキカンセイソウキ		有　・　無 アナ

				6		空圧式管清掃機 クウアツシキカンセイソウキ		有　・　無 アナ

				7		排水ポンプ ハイスイ		有　・　無 アナ

				8				有　・　無 アナ

				9				有　・　無 アナ

				10				有　・　無 アナ

				11				有　・　無 アナ

				２．人的要件 ジンテキヨウケン

				番号 バンゴウ		種　　　　類 タネタグイ		資格を証する書面 シカクショウショメン				有・無 ウム		備　　　　考 ソナエコウ

				1		排水管清掃作業監督者 ハイスイカンセイソウサギョウカントクシャ						有・無 ウム

				2		排水管清掃作業従事者 ハイスイカンセイソウサギョウジュウジシャ						有・無 ウム		研修会実施の有無 ケンシュウカイジッシウム

				３．その他の基準 タキジュン

				番号 バンゴウ		事　　　　　項 コトコウ				判　定 ハンサダム		適　　　　　　　用 テキヨウ

				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 ハイスイカンセイソウハイスイカンカンケイナガザイシツハイスイシュルイオウテキセツホウホウ

				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 ハイスイカンセイソウゼンゴカンナイブヘイソクジョウキョウナイシキョウテンケンセイソウコウカカクニン

				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 カイホウバアイアンゼンヒョウシキリヨウナドジュウブンアンゼンタイサクコウ

				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 セイソウシュウリョウゴシュウヘンセイソウオコナハイスイカンツメナドロウスイフウスイテキセツタモ

				5		検査器具等は定期的に点検・整備等を行っているか ケンサキグトウテイキテキテンケンセイビトウオコナ

				6		測定器具の維持管理は自ら実施しているか（委託可） ソクテイキグイジカンリミズカジッシイタクカ

				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 トコロケン





様式10－7

				様式10－７ ヨウシキ

				登　　録　　営　　業　　所　　調　　査　　票　　７ ノボルロクエイギョウショチョウサヒョウ

				（建築物ネズミ昆虫等防除業者用） ケンチクブツコンチュウトウボウジョギョウシャヨウ

												調査日 　　　　年　　　　月　　　　日 チョウサビネンガツニチ

												保健所　担当者名　　　　　　　　　　 ホケンショタントウシャメイ

				登録業者名 トウロクギョウシャメイ								登録年月日番号 トウロクネンガッピバンゴウ

				１．物的要件(設備器具の保有及び管理状況） ブッテキヨウケンセツビキグホユウオヨカンリジョウキョウ

				番号 バンゴウ		種　　　類 タネタグイ		所有の有無 ショユウウム		保有台数 ホユウダイスウ		管理状況等 カンリジョウキョウトウ

				1		照明器具 ショウメイキグ		有　・　無 アナ

				2		調査用トラップ チョウサヨウ		有　・　無 アナ

				3		実体顕微鏡 ジッタイケンビキョウ		有　・　無 アナ

				4		毒じ皿 ドクサラ		有　・　無 アナ

				5		毒じ箱 ドクハコ		有　・　無 アナ

				6		補そ器 ホキ		有　・　無 アナ

				7		噴霧機 フンムキ		有　・　無 アナ

				8		散粉機 サンコキ		有　・　無 アナ

				9		真空掃除機 シンクウソウジキ		有　・　無 アナ

				10		防毒マスク ボウドク		有　・　無 アナ

				11		消化器 ショウカキ		有　・　無 アナ

				12		保管庫 ホカンコ		有　・　無 アナ

				２．人的要件 ジンテキヨウケン

				番号 バンゴウ		種　　　　類 タネタグイ		資格を証する書面 シカクショウショメン				有・無 ウム		備　　　　考 ソナエコウ

				1		防除作業監督者 ボウジョサギョウカントクシャ						有・無 ウム

				2		防除作業従事者 ボウジョサギョウジュウジシャ						有・無 ウム		研修会実施の有無 ケンシュウカイジッシウム

				３．その他の基準 タキジュン

				番号 バンゴウ		事　　　　　項 コトコウ				判　定 ハンサダム		適　　　　　　　用 テキヨウ

				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 ハッセイバショヒガイジョウキョウチョウサチョウサケッカモトサギョウケイカクサクテイボウジョサギョウジッシ

				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 ゲツカイセイソクジョウキョウハアクヒツヨウソチ

				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 ボウボウチュウセツビキノウテンケンヒツヨウソチコウ

				4		殺そ剤及び殺虫剤の使用及び管理（保管庫）は適切か サツザイオヨサッチュウザイシヨウオヨカンリホカンコテキセツ

				5		防除作業後は強制換気や清掃を行っているか ボウジョサギョウゴキョウセイカンキセイソウオコナ

				6		器具や設備は定期点検し、整備・修理しているか キグセツビテイキテンケンセイビシュウリ

				7		測定器具等の維持管理は自ら実施しているか ソクテイキグトウイジカンリミズカジッシ

				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 カンリギジュツシャトウクジョウキンキュウレンラクタイジンソクタイオウタイセイセイビ

				４．所　　見 トコロケン





様式10－8

				様式10－８ ヨウシキ

				登　　録　　営　　業　　所　　調　　査　　票　　８ ノボルロクエイギョウショチョウサヒョウ

				（建築物環境衛生総合管理業者用） ケンチクブツカンキョウエイセイソウゴウカンリギョウシャヨウ

												調査日 　　　　年　　　　月　　　　日 チョウサビネンガツニチ

												保健所　担当者名　　　　　　　　　　 ホケンショタントウシャメイ

				登録業者名 トウロクギョウシャメイ								登録年月日 トウロクネンガッピ

				１．物的要件(設備器具の保有及び管理状況） ブッテキヨウケンセツビキグホユウオヨカンリジョウキョウ

				番号 バンゴウ		種　　　類 タネタグイ		所有の有無 ショユウウム		保有台数 ホユウダイスウ		管理状況等 カンリジョウキョウトウ

				1		真空掃除機 シンクウソウジキ		有　・　無 アナ

				2		床みがき機 ユカキ		有　・　無 アナ

				3		浮遊粉じん測定機 フユウフンソクテイキ		有　・　無 アナ				前回較正年月日（　　年　　月　　日） ゼンカイコウセイネンガッピネンガツニチ

				4		CO測定機器 ソクテイキキ		有　・　無 アナ

				5		CO2測定機器 ソクテイキキ		有　・　無 アナ

				6		温度計 オンドケイ		有　・　無 アナ

				7		湿度計 シツドケイ		有　・　無 アナ

				8		風速計 フウソクケイ		有　・　無 アナ

				9		残留塩素測定器 ザンリュウエンソソクテイキ		有　・　無 アナ

				２．人的要件 ジンテキヨウケン

				番号 バンゴウ		種　　　　類 タネタグイ		資格を証する書面 シカクショウショメン				有・無 ウム		備　　　　考 ソナエコウ

				1		統括管理者 トウカツカンリシャ						有・無 ウム

				2		清掃作業監督者 セイソウサギョウカントクシャ						有・無 ウム

				3		清掃作業従事者 セイソウサギョウジュウジシャ						有・無 ウム		研修会実施の有無 ケンシュウカイジッシウム

				4		空調給排水管理監督者 クウチョウキュウハイスイカンリカントクシャ						有・無 ウム

				5		空調給排水管理従事者 クウチョウキュウハイスイカンリジュウジシャ						有・無 ウム		研修会実施の有無 ケンシュウカイジッシウム

				6		空気環境測定実施者 クウキカンキョウソクテイジッシシャ						有・無 ウム

				３．その他の基準 タキジュン

				番号 バンゴウ		事　　　　　項 コトコウ				判　定 ハンサダム		適　　　　　　　用 テキヨウ

				1		清掃作業等の方法は適切か セイソウサギョウトウホウホウテキセツ

				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 サギョウケイカクサギョウテジュンショサクテイモトセイソウサギョウトウ

				3		空気調和設備の維持管理は基準を満たしているか クウキチョウワセツビイジカンリキジュンミ

				4		機械換気設備の維持管理は基準を満たしているか キカイカンキセツビイジカンリキジュンミ

				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 クウキカンキョウソクテイオヨキカイキグセツビイジカンリキジュンミ

				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 チョスイソウインリョウスイカンセツビイジカンリキジュンミ

				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 ザツヨウスイソウトウザツヨウスイカンセツビイジカンリキジュンミ

				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 ハイスイソウトウハイスイカンセツビイジカンリキジュンミ

				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  キュウスイセンインリョウスイフクユウリザンリュウエンソケンサニチカイイジョウテイキオコナインリョウスイジョウタイズイジカクニン

				10		測定器具等の維持管理は自ら実施しているか（委託可） ソクテイキグトウイジカンリミズカジッシイタクカ

				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 カンリギジュツシャトウクジョウキンキュウレンラクタイジンソクタイオウタイセイセイビ

				４．所　　見 トコロケン





様式11

				様式11 ヨウシキ

				特定建築物維持管理指導票 トクテイケンチクブツイジカンリシドウヒョウ

				建築物の名称 ケンチクブツメイショウ				公　・　民　　　 コウミン

				管理責任者職氏名 カンリセキニンシャショクシメイ

				項目 コウモク						指摘事項 シテキジコウ

				交付年月日 コウフネンガッピ		年　　月　　日 ネンツキニチ				担当責任者職　　　氏名 タントウセキニンシャショクシメイ

										沖縄県　　　　　　　　　　　　　　保健所 オキナワケンホケンショ

										環境衛生監視員　　　　　　　　　　　　　　　　　　印 カンキョウエイセイカンシインイン





様式12

				様式12 ヨウシキ

				登録営業所指導票 トウロクエイギョウショシドウヒョウ

				営業所名 エイギョウショメイ				公　・　民　　　 コウミン

				代表者名 ダイヒョウシャメイ

				項目 コウモク						指摘事項 シテキジコウ

				交付年月日 コウフネンガッピ		年　　月　　日 ネンツキニチ				監督者等職氏名 カントクシャトウショクシメイ

										沖縄県　　　　　　　　　　　　　　保健所 オキナワケンホケンショ

										環境衛生監視員　　　　　　　　　　　　　　　　　　印 カンキョウエイセイカンシインイン





