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第１章 総 則 

 

１－１ 目 的 

『遠隔立会実施要領（以下、「本要領」という。）』は、西日本高速道路株式会社の土木工事

共通仕様書、建築工事共通仕様書、機械設備工事共通仕様書及び電気通信工事共通仕様書（以

下、「各共通仕様書」という。）に基づく工事(以下、「工事」という。）に係る建設現場におい

て、確認、検査及び立会いを必要とする工事に関して、デジタル通信技術を活用し遠隔地か

らの確認、検査及び立会い（以下、「遠隔立会」という。）の実施により、受発注者の工事及

び工事管理の効率化を図るとともに、契約の適正な履行として施工履歴を管理するために定

めるものである。 

 

【解説】 

    これまでの建設現場における確認、検査及び立会いは、現地に赴き受発注者双方の目視等の確

認（以下、「現地立会」という。）において実施されてきた。 

    本要領で定める遠隔立会とは、遠隔地から「LiveOn」、「Microsoft Teams」、「Skype for Business」

及び「Zoom」等のデジタル通信技術（以下、「デジタル通信等技術」という。）を活用し映像と音

声の双方向通信を使用して、確認、検査及び立会いを行うものである。 

    本要領は、受注者の現場管理に伴う手待ち時間の削減や、監督員、主任補助監督員、補助監督

員及び施工管理員（以下、「監督員等」という。）の現地立会に要する移動時間の削減等、受発注

者双方の効率的な時間の活用等を目指し、その適用範囲や具体的な実施方法と留意点を示したも

のである。 

    また、本要領で示す機器の仕様は現時点で確認されているものであることを理解し、新たな機

器の活用についても積極的に取り組み、受発注者双方が効率的に行えるように留意するものとす

る。 

    なお、確認、検査及び立会いの内容、状況により、現地立会が必要な場合には、これを否定す

るものではないので、現地立会と遠隔立会を適切に、効率的に活用し業務の効率化を図ることと

する。 

 

１－２ 適用の範囲 

本要領で定める遠隔立会の範囲は、西日本高速道路株式会社が行う建設現場等における確

認、検査及び立会いに適用できるものとする 

 

【解説】 

    適用の範囲のうち、確認とは各共通仕様書の第１章総則「用語の定義」「確認」に示すものとし、

検査及び立会いとは、各共通仕様書の第１章総則「検査及び立会い」に示すものとする。 
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１－３ 遠隔立会に使用する機材 

本要領で定める遠隔立会に使用する機材は次のとおりとする。 

１）リアルタイム映像の配信が可能な動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の媒体 

２）デジタル通信等技術の媒体 

（双方向の通話が可能な媒体又は１）に双方向通話が付属した媒体を含む） 

 

【解説】 

 使用するリアルタイム映像の配信が可能な動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）とデ 

ジタル通信等技術（双方向での通話が可能な媒体を含む）を以下に記載。 

① 現場（遠隔立会）にて使用するリアルタイム映像の配信が可能な動画撮影用のカメラ（ウェア

ラブルカメラ等）は、主に可搬性、操作性、映像の視認性、使用中の安全性（特に歩行に支障と

ならないこと）を考慮するものとし、確認、検査及び立会いにあたって有効な機材を現場状況

に応じて選定すること。 

 

動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等） 

項目 仕様 備考 

映像 画素数：６４０×４８０以上 カラー 

フレームレート：１５ｆｐｓ以上  

音声 マイク：モノラル（１チャンネル）以上  

スピーカー：モノラル（１チャンネル）以上  

 

参考に画素数と最低限必要な通信速度を示す。なお、下表は目安であり、利用環境や電波状況、 

時間帯に応じて変化することに留意する。 

画質 画素数 最低限必要な通信速度 

３６０p ６４０×３６０ ５３０kpbs 

４８０p ７２０×４８０ ８００kpbs 

７２０p １２８０×７２０ １．８Mkpbs 

１０８０p １９２０×１０８０ ３．０Mkpbs 

２１６０p ４０９６×２１６０ ２０．０Mkpbs 

※使用する機器の機能としては仕様を満たしていても、機器の設定により、仕様を満たさない場 

合があるため、注意すること。（例：使用する端末の画質を「高設定」にした場合は仕様を満た 

すが、「低設定」にした場合、仕様を満たさなくなることがある。） 

 

② デジタル通信等技術は、リアルタイム映像の配信が可能な動画撮影用のカメラ（ウェアラブル

カメラ等）で撮影されたデータを監督員等へ配信するためのシステムであり、動画と同時に双

方向での通話が可能な状態とする必要があり、媒体としては携帯電話、スマートフォンなどの

移動通信技術の他、リアルタイム映像の配信が可能な動画撮影用のカメラに双方向通信機能が

付属した機器を使用した通信技術もあるため、現場条件、可搬性、操作性、安全性を総合的に

勘案し機材を選定すること。 
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１－４ 施工計画書 

遠隔立会の実施に先立ち、遠隔立会に係る下記の事項を施工計画書に記載し、監督員へ提出す

るものとする。 

１）遠隔立会の実施期間 

２）遠隔立会の適用項目 

３）遠隔立会の使用機材 

４）遠隔立会の実施方法 

 

【解説】 

  １）遠隔立会を行うにあたって、準備期間及び実施期間を記載し監督員に提出するものとする。 

   ２）遠隔立会を行うにあたっては、確認、検査及び立会いの内容、状況によっては遠隔立会が困

難なものがある。このため、遠隔立会に先立ち、対象とする工種ごとに確認、検査及び立会

いの方法等を十分協議し、施工計画書に記載するものとする。 

 

    ①土木工事の場合 

以下に示す施工管理要領に定める「監督員等の立会を要するもの」の項目について、デジタ

ル通信等技術を用いて、監督員等が確認、検査及び立会いするのに十分な情報を得ることが出

来る場合に、遠隔立会を実施出来るものとする。 

 なお、「別表１遠隔立会としない項目」に示す項目及び監督員等が十分な情報を得られないと 

判断する場合には、現地立会を実施するものとする。 

    （１）土工施工管理要領 

    （２）植生のり面施工管理要領 

    （３）舗装施工管理要領 

  （４）コンクリート施工管理要領 

  （５）構造物施工管理要領 

    （６）トンネル施工管理要領 

    （７）レーンマーク施工管理要領 

 （８）造園施工管理要領 

 （９）遮音壁施工管理要領 

 （10）防護柵施工管理要領 

 

    ②施設工事の場合 

別表２に示す項目については、デジタル通信等技術を用いて、監督員等が確認、検査及び立

会いするのに十分な情報を得ることが出来る場合に、遠隔立会を実施するものとする。 

     なお、監督員等が十分な情報を得られないと判断する場合には、現地立会を実施するものと 

する。 

   

   ３）遠隔立会の使用機材については、本要領１－３を参考とする。 
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４）実施方法については、様々な形態や場面、状況が想定されることから、進捗状況などを勘案

し、標準的な確認、検査及び立会いの手順を示した実施方法について施工計画書に記載する

ものとする。 

 

１－５ 遠隔立会における留意事項 

遠隔立会の実施にあっては次の事項に留意する。 

１）遠隔立会の実施について撮影者等に事前に同意を得ること。 

２）動画撮影時の移動について十分に留意すること。 

３）プライバシーを侵害する音声が配信されないように留意すること。 

４）施工現場外ができる限り映り込まないよう留意すること。 

５）人物が映っている場合は人物が特定できないよう留意すること。 

６) 本要領によりがたい場合は受発注者間で協議を行うこと。 

７）受注者は新たな技術を活用した遠隔立会の提案を行うにあたり、あらかじめ監督員へ協議

を行うこと。 

８）遠隔立会を実施するにあたり、虚偽の申告は厳に慎むもの。 

 

【解説】 

１）受注者は、被撮影者である元請け社員のみならず作業員に対して、撮影の目的、用途等を説明

し、事前に同意を得るものとする。 

２）動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は意識が対象物に集中し、足元への注意

が薄れ事故につながる場合があるため撮影しながらの移動には十分に留意すること。 

３）作業員のプライバシーを侵害する音声が配信される場合があるため留意すること。 

４）受注者は、施工現場外（隣接家屋等）ができる限り映り込まないように留意すること。 

５）受注者は、公的ではない建物の内部等見られることが予定されていない場所が映り込み、人物

が映っている場合は、人物の特定ができないように留意すること。 

６）本要領によりがたい場合は、適宜受発注者間で協議すること。 

７） 受注者より、新たなデジタル通信等技術の活用についての協議があった場合は、本社担当課へ

確認するものとする。 

  ８）遠隔立会を実施するにあたり、虚偽の申告を行った場合、必要に応じて法的措置及び指名停 

   止の措置を行う場合がある。 
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第２章 遠隔立会の実施に関する事項 

 

２－１ 事前準備 

遠隔立会の実施にあたって、工事施工立会い（検査）願によりあらかじめ監督員に遠隔立会の

可否を確認するものとする。 

 

 【解説】 

確認、検査及び立会いにおいて、受注者が遠隔立会を希望する場合は、工事施工立会い（検査）

願の立会い（検査）希望日時の欄に「遠隔立会希望」と記入し監督員へ提出するものとし、監督

員は現地状況を踏まえ、立会方法（遠隔立会又は現地立会）を受注者へ回答するものとする。 

 

２－２ デジタル通信等技術について 

デジタル通信等技術の内、「LiveOn」及び「Microsoft Teams」にて遠隔立会を行う場合は、

監督員等が受注者に遠隔立会の案内を行うものとする。また、「Skype for Business」及び

「Zoom」にて遠隔立会を行う場合は、受注者より遠隔立会の案内を行うものとする。 

 

 【解説】 

デジタル通信等技術の内、「LiveOn」及び「Microsoft Teams」にて遠隔立会を行う場合は、監

督員等がスケジュールより会議室等を設定し、受注者に遠隔立会の案内を行うものとする。 

 

２－３ 遠隔立会の実施及び記録と保存 

遠隔立会の実施にあたり、下記項目において確認を行うものとする。 

１）資機材の確認 

２）現場の確認 

３）遠隔立会 

４）記録と保存 

 

【解説】 

１）資機材の確認 

受注者は事前に監督員等との双方向通信の状況（十分な情報を得られるか）について確

認を行う。 

２）現場の確認 

現場における確認箇所の位置関係を把握するため、受注者は実施前に現場周辺の状況を

伝え、監督員等は周辺の状況、確認箇所の位置を把握したことを受注者に伝える。 

３）遠隔立会 

受注者は、「工種」、「確認内容」、「設計値」、「測定値」や「使用材料」等の必要な情報に

ついて適宜黒板等を用いて表示する。確認、検査及び立会いにあたり、必要な情報を冒頭

で読み上げ、監督員等による実施項目の確認を得ること。また、終了時には、確認箇所の

内容を読み上げ、監督員等による実施結果の確認を得ること。 
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４）記録と保存 

監督員等は、遠隔立会の記録を保存するために遠隔立会に使用する機器にてスクリーン

ショット等で現場と、立会者双方が映った画面（図-1参照）を確認、検査及び立会いを行

った記録として、監督員等がKcube2へ書類種別「その他」、工事管理書類名「その他書類（保

存のみ）」を選択し保存するもの。 

受注者は、現地立会同様、遠隔立会結果をKcube2にて提出するものとする。 

 

 

 

図-1 機器構成・遠隔立会イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保存するｽｸﾘｰﾝｼｮｯﾄ画面範囲 

NEXCO 職員又は

施工管理員 
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２－４ （参考）遠隔立会の実施に関するフロー図 

① 既契約工事におけるフロー図 
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② 新規発注工事におけるフロー図 

 

 

以 上 



別表１　遠隔立会としない項目

【遠隔立会としない項目】
　①-1 試し練り、モデル施工、試験施工等、配合条件または施工条件の決定・確認するために行う立会項目
　①-2 土質判定試験、岩判定、支持層の確認など監督員が判断する必要がある項目

【デジタル通信等技術による確認が困難な項目で原則、遠隔立会としない項目】
　以下に該当する項目であっても、ICT技術等の活用や現場での創意工夫により、デジタル通信等技術による立会が可能と監督員が判断した場合は、遠隔立会も可とする。
　②-1 材料の性状、試験状況、施工状況を確認し判断する必要があり、デジタル通信等技術による確認が困難な立会項目
　②-2 触診・打音等を行い判断する必要があり、デジタル通信等技術では確認が困難な立会項目
　②-3 広範囲の確認が必要かつ全体のとおりを確認する必要があり、デジタル通信等技術では確認が困難な立会項目

適用する施工管理要領 大項目 項目 立会内容 区分 詳　細

３－５　ＲＩ計器による管理
（４）モデル施工

立会により以下の決定
・敷均し回数およびまき出し厚さ
・締固めの機種、規格および締固め回数
・品質管理方法および管理基準値の検討

①-1

施工方法決定のために行うものであり、締固めの施工状況
を目視で確認する必要があるため

３－５　ＲＩ計器による管理
（５）特別規定値による管理

立会により以下の決定
・施工方法と施工管理の実施区分 ①-1

施工方法決定のために行うものであり、締固めの施工状況
を確認する必要があるため

３－１０　路床の最終検査
プルフローリングによる方法

②-1
㎜単位での性状確認が必要なうえ、試験状況を目視し不良
と思われる箇所を監督員が確認する必要があるため

Ⅱ．盛土工
６．土質判定試験

道路掘削、客土掘削および捨土掘削における土質分類の判定資料と
するために行う試験 ①-2

土砂、軟岩、硬岩の判定は、判定試験により算出された実
作業能力と標準作業能力との比較に基づき、監督員が行な
う必要があるため

３－２ セメントモルタル吹付工及びコンクリート吹
付工

３－２－２ 品質管理
　表３－２－１ 品質管理の種類（４）
　基準試験（吹付試験）のうち「施工性」

②-1

材料の圧送状況、材料の吐出状況、材料の分離状況、リバ
ウンド状況、締め固め状況等遠隔システムでは確認できな
いため

３－３ 吹付のり枠工

３－３－２ 品質管理
　表３－３－１ 品質管理の種類（４）
　基準試験（吹付試験）のうち「施工性」

②-1

材料の圧送状況、材料の吐出状況、材料の分離状況、リバ
ウンド状況、締め固め状況等遠隔システムでは確認できな
いため

３－５ 切土補強土工

３－５－２ 品質管理
　表３－５－１ 品質管理の種類（１）
　基準試験のうち「グラウトの配合試験」

②-1

グラウトの性状について目視による確認を行う必要がある
ため

３－６ 繊維補強コンクリート吹付工

３－６－２ 品質管理
　表３－６－１ 品質管理の種類（１）
　基準試験（吹付試験）のうち「施工性」

②-1

材料の圧送状況、材料の吐出状況、材料の分離状況、リバ
ウンド状況、締め固め状況等遠隔システムでは確認できな
いため

４－１－２ 品質管理
　表４－１－１ 品質管理（１）
　基準試験のうち「グラウトの配合試験」

②-1

グラウトの性状について遠隔システムでは確認できないた
め

４－１－３ 出来形管理及び規定値
　表４－１－２ 出来形管理及び規定値
　施工記録 削孔のうち「定着層の確認」

②-1

リターン水またはスライムの性状の観察については遠隔シ
ステムでは確認できないため

植生のり面工施工管理要領 ４．のり面調査及び試験施工 ４．１　目的

のり面判定
※本施工の工種の決定に必要なのり面調査及び試験施工結果の確認 ①-2

植生のり面の工種を判定するために行うものであり、監督
員がのり面調査及び試験施工結果に基づいて決定する必要
があるため

遠隔システムによる立会としない理由

土工施工管理要領

Ⅱ．盛土工
３．盛土の品質管理

４－１ グラウンドアンカー工

Ⅲ．切土工
３．のり面保護工

Ⅲ．切土工
４．地すべり対策工
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別表１　遠隔立会としない項目

【遠隔立会としない項目】
　①-1 試し練り、モデル施工、試験施工等、配合条件または施工条件の決定・確認するために行う立会項目
　①-2 土質判定試験、岩判定、支持層の確認など監督員が判断する必要がある項目

【デジタル通信等技術による確認が困難な項目で原則、遠隔立会としない項目】
　以下に該当する項目であっても、ICT技術等の活用や現場での創意工夫により、デジタル通信等技術による立会が可能と監督員が判断した場合は、遠隔立会も可とする。
　②-1 材料の性状、試験状況、施工状況を確認し判断する必要があり、デジタル通信等技術による確認が困難な立会項目
　②-2 触診・打音等を行い判断する必要があり、デジタル通信等技術では確認が困難な立会項目
　②-3 広範囲の確認が必要かつ全体のとおりを確認する必要があり、デジタル通信等技術では確認が困難な立会項目

適用する施工管理要領 大項目 項目 立会内容 区分 詳　細

遠隔システムによる立会としない理由

１－２ 試験練り
（２）方法
　試験練り状況 ①-1

混合物の性状検査等目視も加えて混合物の性状を確認する
必要があるため

１－３ 試験施工
（２）方法
　試験施工状況 ①-1

使用する機械・人員構成を踏まえて本施工に臨む各種施工
条件を決定する必要があるため

１－４ 本施工

（１）日常管理試験の目的と項目およびひん度
　表Ⅱ－1－26 本施工における日常管理試験項目とひん度
　路盤準備工、粒状路盤工のうち「プルーフローリング」

②-1

㎜単位での性状確認が必要なうえ、試験状況を目視し不良
と思われる箇所を監督員が確認する必要があるため

Ⅱ．建設工事関係
４．床版防水

４－７ 検査

（１）出来形検査基準（グレードⅡ）
　１）検査項目
　表Ⅱ－4－15 床版防水システムの出来形検査の項目
　新設床版のうち「表面状態」
　防水性のうち「キズ、気泡、塗りむら、はがれ、シワ、膨れ」
　接着性のうち「橋梁レベリング層の浮き」

②-2
②-3

施工全面積に対して打音や目視による確認が必要なため

１－２ 試験練り
※実施方法については建設工事編1-2試験練りによるもの

①-1
混合物の性状検査等目視も加えて混合物の性状を確認する
必要があるため

１－３ 試験舗装
※実施方法については建設工事編1-3試験施工によるもの

①-1
使用する機械・人員構成を踏まえて本施工に臨む各種施工
条件を決定する必要があるため

（１）出来形検査基準（グレードⅡおよびグレードⅡ（S））
　１）検査項目
　表Ⅲ－3－10 床版防水システムの出来形検査の項目
　既設床版（保全） のうち「表面状態」
　防水性のうち「キズ、気泡、塗りむら、はがれ、シワ、膨れ」
　接着性のうち「橋梁レベリング層の浮き」

②-2
②-3

施工全面積に対して打音や目視による確認が必要なため

（２） 出来形検査基準（グレードⅠ）
　１） 検査項目
　表Ⅲ－3－11 出来形検査の項目
　防水性のうち「キズ、気泡、塗りむら、はがれ、シワ、膨れ」

②-2
②-3

施工全面積に対して打音や目視による確認が必要なため

Ⅱ．建設工事関係
１．アスファルトコンクリート舗
装

Ⅲ．補修工事関係
１．新規混合物による工法

３－９ 検査
Ⅲ．補修工事関係
３．床版防水

舗装施工管理要領
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別表１　遠隔立会としない項目

【遠隔立会としない項目】
　①-1 試し練り、モデル施工、試験施工等、配合条件または施工条件の決定・確認するために行う立会項目
　①-2 土質判定試験、岩判定、支持層の確認など監督員が判断する必要がある項目

【デジタル通信等技術による確認が困難な項目で原則、遠隔立会としない項目】
　以下に該当する項目であっても、ICT技術等の活用や現場での創意工夫により、デジタル通信等技術による立会が可能と監督員が判断した場合は、遠隔立会も可とする。
　②-1 材料の性状、試験状況、施工状況を確認し判断する必要があり、デジタル通信等技術による確認が困難な立会項目
　②-2 触診・打音等を行い判断する必要があり、デジタル通信等技術では確認が困難な立会項目
　②-3 広範囲の確認が必要かつ全体のとおりを確認する必要があり、デジタル通信等技術では確認が困難な立会項目

適用する施工管理要領 大項目 項目 立会内容 区分 詳　細

遠隔システムによる立会としない理由

表6-1 立会検査項目一覧表（その１）
コンクリート　試し練り
※強度試験（圧縮強度・静弾性係数・曲げ強度）は除く

①-1

計画配合の性状を確認し、示方配合の決定をする必要があ
るため

表6-1 立会検査項目一覧表（その２）
コンクリート　フレッシュコンクリート　コンクリート打込み ②-1

コンクリート性状について目視による確認が必要なため

（１）型わく
　1) 型わくの位置、形状、寸法等 ②-3

広範囲の確認が必要かつ全体のとおり等の確認が必要なた
め

（２）鉄筋
　鉄筋の位置、間隔、径等 ②-3

広範囲の確認が必要かつ全体のとおり等の確認が必要なた
め

（３）ＰＣ鋼材
　1) ＰＣ鋼材の配置、数量、保持間隔、定着具接続具の位置、
　　 鉄筋との取り合い等

②-3

広範囲の確認が必要かつ全体のとおり等の確認が必要なた
め

６－２ 出来形基準
６－３ 出来形調書の作成

出来形調書の作成・出来形検査
②-3

検査項目ではないが、広範囲の確認が必要かつ出来栄え
（外観）等の確認が必要なため

2-2 直接基礎
　表2-1 直接基礎
　支持層の確認 ①-2

目視および既存土質データとの対比を行い、設計条件を確
認する必要があるため

2-3-1 既製ぐい（打込みぐいおよび中掘りぐい）
　(1)コンクリートぐい
　表2-2 コンクリートぐい
　試験ぐい

①-1
①-2

施工性、支持層深さ等、設計で考慮した条件が満たされて
いるか確認する必要があるため

2-3-1 既製ぐい（打込みぐいおよび中掘りぐい）
　(2）鋼管ぐい、鋼管矢板、H鋼ぐい
　表2-3 鋼管ぐい、鋼管矢板、H鋼ぐい
　試験ぐい

①-1
①-2

施工性、支持層深さ等、設計で考慮した条件が満たされて
いるか確認する必要があるため

2-3-2 場所打ちぐい
　(1)機械掘削
　表2-4 機械掘削
　掘削 支持層の確認

①-2

目視および既存土質データとの対比を行い、設計条件を確
認する必要があるため

2-3-2 場所打ちぐい
　(1)機械掘削
　表2-4 機械掘削
　コンクリート トレミー管の管理

②-1

コンクリート打込みと同時に確認する必要があるため

2-3-2 場所打ちぐい
　(2) 人力掘削（深礎工法 ライナープレート）
　表2-5 人力掘削（深礎工法 ライナープレート）
　掘削 支持層の確認

①-2

目視および既存土質データとの対比を行い、設計条件を確
認する必要があるため

2-3-2 場所打ちぐい
　(3)人力掘削（深礎工 ロックボルト・吹付けコンクリート）
　表2-6 人力掘削（深礎工 ロックボルト・吹付けコンクリート）
　掘削 支持層の確認

①-2

目視および既存土質データとの対比を行い、設計条件を確
認する必要があるため

Ⅱ　建設編
２　基礎構造物

2-3 くい基礎

６－１ 立会検査の項目

６．検査

６－２ 出来形基準 

コンクリート施工管理要領
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別表１　遠隔立会としない項目

【遠隔立会としない項目】
　①-1 試し練り、モデル施工、試験施工等、配合条件または施工条件の決定・確認するために行う立会項目
　①-2 土質判定試験、岩判定、支持層の確認など監督員が判断する必要がある項目

【デジタル通信等技術による確認が困難な項目で原則、遠隔立会としない項目】
　以下に該当する項目であっても、ICT技術等の活用や現場での創意工夫により、デジタル通信等技術による立会が可能と監督員が判断した場合は、遠隔立会も可とする。
　②-1 材料の性状、試験状況、施工状況を確認し判断する必要があり、デジタル通信等技術による確認が困難な立会項目
　②-2 触診・打音等を行い判断する必要があり、デジタル通信等技術では確認が困難な立会項目
　②-3 広範囲の確認が必要かつ全体のとおりを確認する必要があり、デジタル通信等技術では確認が困難な立会項目

適用する施工管理要領 大項目 項目 立会内容 区分 詳　細

遠隔システムによる立会としない理由

2-4-1 オープンケーソン
　表2-8 オープンケーソン
　据付のうち「刃口の据付地盤の確認」「刃口の据付」

①-2

必要な支持力があること、不等沈下のおそれがないことを
目視確認を行う必要があるため

2-4-1 オープンケーソン
　表2-8 オープンケーソン
　沈下・構築のうち「支持層の確認」

①-2

目視および既存土質データとの対比を行い、設計条件を確
認する必要があるため

2-4-2 ニューマチックケーソン
　表2-9 ニューマチックケーソン
　据付のうち「刃口の据付地盤の確認」「刃口の据付」

①-2

必要な支持力があること、不等沈下のおそれがないことを
目視確認を行う必要があるため

2-4-2 ニューマチックケーソン
　表2-9 ニューマチックケーソン
　沈下・構築のうち「支持層の確認」

①-2

目視および既存土質データとの対比を行い、設計条件を確
認する必要があるため

3-5 仮組立検査
(2) 検査項目
　1)～11)に示す内容 ②-3

橋全体の組立精度を確認するため、広範囲かつ多岐にわた
る確認を行う必要があるため

3-8 塗装作業 

3-8-4 検査
　(2) 現場塗装
　工場塗装面の損傷部の確認、清掃及び水洗い状態
　損傷部及び添接部の除錆程度の検査

②-2
②-3

目視による外観検査を行い被塗装面の確認を行う必要があ
るため

3-10 架設検査 

(2) 検査項目
　1)～3)に示す内容 ②-3

架設完了時に要求する精度・品質等の性能を満足すること
を確認ため支保工解体前の状態で行う検査であり、広範囲
にわたる確認を行う必要があるため

3-13 架設完了検査 

(2) 検査項目
　1)～3)に示す内容 ②-3

架設完了後の設計上要求する精度・品質等の性能を満足す
ることを確認するため支保工を撤去した状態で行う検査で
あり、広範囲にわたる確認を行う必要があるため

4-2-2 緊張
表4-1 緊張管理試験一覧表
緊張装置のキャリブレーション
試験緊張
緊張管理

①-1

緊張管理は、荷重計の示度と、PC鋼材伸びより管理限界を
設定する必要があるため

4-2-3 PCグラウト
　(6) 品質管理試験
　1） 基準試験
　配合試験

②-1

グラウトの性状について目視による確認を行う必要がある
ため

Ⅲ　保全編
２　鋼構造物

2-1  塗替え塗装

2-1-4 検査
　(1) 検査項目
　表2-1-9 検査項目
　現場塗装のうち「素地調整程度の確認」

②-2
②-3

目視による外観検査を行い被塗装面の確認、凸凹の確認等
を行う必要があるため

4-1 床版取替え工法
4-1-7 管理試験
　床版取替え工法におけるアークスタッド溶接施工の検査 ②-2

目視確認、ハンマー打撃検査が必要なため

構造物施工管理要領

Ⅱ　建設編
３　鋼構造物

4-2 ポストテンション方式
Ⅱ　建設編
４　プレストレストコンクリート
構造物

Ⅲ　保全編

2-4 ケーソン基礎 
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別表１　遠隔立会としない項目

【遠隔立会としない項目】
　①-1 試し練り、モデル施工、試験施工等、配合条件または施工条件の決定・確認するために行う立会項目
　①-2 土質判定試験、岩判定、支持層の確認など監督員が判断する必要がある項目

【デジタル通信等技術による確認が困難な項目で原則、遠隔立会としない項目】
　以下に該当する項目であっても、ICT技術等の活用や現場での創意工夫により、デジタル通信等技術による立会が可能と監督員が判断した場合は、遠隔立会も可とする。
　②-1 材料の性状、試験状況、施工状況を確認し判断する必要があり、デジタル通信等技術による確認が困難な立会項目
　②-2 触診・打音等を行い判断する必要があり、デジタル通信等技術では確認が困難な立会項目
　②-3 広範囲の確認が必要かつ全体のとおりを確認する必要があり、デジタル通信等技術では確認が困難な立会項目

適用する施工管理要領 大項目 項目 立会内容 区分 詳　細

遠隔システムによる立会としない理由

4-3 床版上面増厚工

4-3-5 出来形管理
　(1) 管理項目
　表4-3-4 出来形管理基準
　路面切削工、研掃工

②-2
②-3

既設床版上面のタックコートやレイタンスの除去状況につ
いて広範囲にわたり確認する必要があるため

本体工編
５　覆工

5-4 配合

（3）基準試験の項目および頻度
　表－13 中流動覆工コンクリート（T1-4）の基準試験
　「試し練り」「実機試験」
　※コンクリート施工管理要領準拠
　※強度試験（圧縮強度）は除く

①-1

計画配合の性状を確認し、示方配合の決定をする必要があ
るため

表－22 トンネル工の出来形基準（１／２）
　内装工 タイル直貼り

②-2
②-3

全数についてタイルの叩き検査を実施し、異音がないかの
確認が必要なため

表－22 トンネル工の出来形基準（１／２）
　内装工 視線誘導ライン（塗装） 表面塗膜 仕上げ

②-2
②-3

目視による外観検査を行い塗装面の確認を行う必要がある
ため

表－22 トンネル工の出来形基準（２／２）
　内装工 視線誘導ライン（タイル）
　タイルの剥離・浮き・ひび割れの確認

②-2
②-3

全数についてタイルの叩き検査を実施し、異音がないかの
確認が必要なため

計測工編
参考資料－１　切羽評価点

４．支保パターンの選定
　岩判定委員会 ①-2

支保パターンを判定するために行うものであり、計測工・
切羽の状況等を総合的な見地から議論し決定する必要があ
るため、遠隔システムでは対応不可

レーンマーク施工管理要領 ３　試験施工 3-6 走行状態での検査

3-6-1 検査項目
　1) 設定速度による塗料及びガラスビーズの吐出量の測定
　2) 施工パターン及び施工巾の検査
　3) 施工速度の決定

①-1
各材料の塗布量等の最適施工条件を選定する必要があるた
め

造園施工管理要領
対象なし

遮音壁施工管理要領
対象なし

防護柵施工管理要領
対象なし

13-2  出来形基準
本体工編
１３　出来高基準

トンネル施工管理要領

Ⅲ　保全編
４　床版
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別表２　材料検査、施工立会い検査を実施する対象一覧表（建築工事）

対応 備考 対応 備考

01A 建築・仮設工事 外部足場/枠組/手摺先行足場

01A 建築・仮設工事 安全手摺

01A 建築・仮設工事 水平養生

01A 建築・仮設工事 ﾈｯﾄ養生

01A 建築・仮設工事 内部足場/脚立

01A 建築・仮設工事 単管棚足場

01A 建築・仮設工事 地足場

01A 建築・仮設工事 養生

01A 建築・仮設工事 清掃片付け

01A 建築・仮設工事 水盛り遣り方

01A 建築・仮設工事 墨出し

01A 建築・仮設工事 平板載荷試験

02A 建築・土工事 掘削重機運搬費 ― ―

02A 建築・土工事 根切

02A 建築・土工事 床付

02A 建築・土工事 埋戻し/機械/発生土

02A 建築・土工事 残土処分/場外

02A 建築・土工事 山留め工 鋼矢板Ⅲ型 H=**m 遠隔不可 再使用材料のため、粗悪な材料の場合が有るため検査を実施

03A 建築・地業工事 再生砕石地業

03A 建築・地業工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費/Fc** SL**/捨ｺﾝ

03A 建築・地業工事 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ敷/t=0.15㎜

04A 建築・くい地業工事 鋼管杭 φ***x**　試験杭

04A 建築・くい地業工事 鋼管杭 φ***x**

04A 建築・くい地業工事 杭頭補強

05A 建築・コンクリート工事 コンクリート打設 ― ― 遠隔不可

05A 建築・コンクリート工事 【共通】工事量が少量の場合 ― 施工規模（コンクリート打設量）が、1.0ｍ3/箇所未満の場合は省略 ― 施工規模（コンクリート打設量）が、1.0ｍ3/箇所未満の場合は省略

05A 建築・コンクリート工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費/Fc**+3 SL**/基礎･地中梁

05A 建築・コンクリート工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費/Fc**+3 SL**/地下躯体

05A 建築・コンクリート工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費/Fc** SL**/土間

05A 建築・コンクリート工事 普通型枠/基礎部

05A 建築・コンクリート工事 普通型枠/地下躯体

05A 建築・コンクリート工事 打放し型枠/基礎部

05A 建築・コンクリート工事 打放し型枠/地下躯体

06A 建築・鉄筋工事 鉄筋加工組立 ― ― 遠隔不可

06A 建築・鉄筋工事 【共通】工事量が少量の場合 ― 施工規模（鉄筋材料）が、0.1ｔ/箇所未満の場合は省略 ― 施工規模（鉄筋材料）が、0.1ｔ/箇所未満の場合は省略

06A 建築・鉄筋工事 鉄筋材料費/SD***/D** 遠隔不可 構造的に主要な材料のため、立会検査実施 ― ―

07A 建築・鉄骨工事 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除

07A 建築・鉄骨工事 鉄骨運搬費

07A 建築・鉄骨工事 建て方用揚重機/ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共

07A 建築・鉄骨工事 高力ﾎﾞﾙﾄ本締費

07A 建築・鉄骨工事 工場溶接費

07A 建築・鉄骨工事 超音波探傷試験費

07A 建築・鉄骨工事 鉄骨工場製作費

07A 建築・鉄骨工事 現場建て方費

07A 建築・鉄骨工事 角形鋼管材料費/BCR***/***×***×*

07A 建築・鉄骨工事 H形鋼材料費/SN400B/***×***×*×*

― ―

――

遠隔不可

― ―

施工立会い検査願

遠隔

遠隔不可

遠隔不可

遠隔

構造的に主要な材料のため、立会検査実施

完成後確認ができないことから立会検査実施 遠隔不可

遠隔不可

― ―

遠隔不可

―

NO 代表的な工種 内訳項目（代表的なものを記載）

材料検査願

―

遠隔不可

― ―

遠隔不可
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別表２　材料検査、施工立会い検査を実施する対象一覧表（建築工事）

対応 備考 対応 備考

施工立会い検査願

NO 代表的な工種 内訳項目（代表的なものを記載）

材料検査願

07A 建築・鉄骨工事 山形鋼材料費/SS400/***×***×*

07A 建築・鉄骨工事 ﾘｯﾌﾟ溝形鋼材料費/SSC400/***×***×*×*

07A 建築・鉄骨工事 溝形鋼材料費/SS400/***×***×*×*

07A 建築・鉄骨工事 鋼板材料費/SN490C/t=**

07A 建築・鉄骨工事 ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ/S10T/M**/L=**

07A 建築・鉄骨工事 中ﾎﾞﾙﾄ/M**/L=**

07A 建築・鉄骨工事 ﾌﾞﾚｰｽ/M**/L***～***/TB･羽子板共

07A 建築・鉄骨工事 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ/ABR400/M**/L=***/埋込共

07A 建築・鉄骨工事 錆止め塗装/工場1回/素地ｺﾞｼﾗｴ共

07A 建築・鉄骨工事 無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 遠隔 遠隔不可

08A 建築・ブロック工事 ― ― ― ―

09A 建築・外壁パネル工事 【共通】工事量が少量の場合 ― 施工規模（サイディング施工面積）が、10ｍ2/箇所未満の場合は省略 ― 施工規模（サイディング施工面積）が、10ｍ2/箇所未満の場合は省略

09A 建築・外壁パネル工事 外壁/断熱ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ/t=**ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板

09A 建築・外壁パネル工事 外壁/ｳｯﾄﾞｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ/人工乾燥木材t=**/断熱ﾌﾟﾚｰﾄt=15共

09A 建築・外壁パネル工事 外壁ｺｰﾅｰ役物/断熱ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ/t=**

09A 建築・外壁パネル工事 断熱ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ下端水切/ｼｰﾘﾝｸﾞ共

10Ａ 建築・防水工事 笠木取合部/変性ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ

10Ａ 建築・防水工事 建具取合部/変性ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ

10Ａ 建築・防水工事 面台･流し水切等取合部/変性ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ

10Ａ 建築・防水工事 外壁ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ

11A 建築・石工事 汚垂石/ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗﾌﾛｱ 遠隔 省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

12A 建築・タイル工事 床/磁器質***角ﾀｲﾙ

12A 建築・タイル工事 幅木/磁器質***角ﾀｲﾙ

13A 建築・木工事 床/下地合板/t=**

13A 建築・木工事 床/根太組/H=**

13A 建築・木工事 畳寄せ/米栂

13A 建築・木工事 ﾎﾞｰﾄﾞ寄せ/米栂

13A 建築・木工事 押入/米栂/1間/中段･天袋共

13A 建築・木工事 ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ開口枠

13A 建築・木工事 上り框

13A 建築・木工事 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ受け材　取付金物共

13A 建築・木工事 木製建具枠

14A 建築・屋根及びとい工事 折板/ｱﾙﾐ亜鉛ﾒｯｷ鋼板/断熱材裏打

14A 建築・屋根及びとい工事 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ

14A 建築・屋根及びとい工事 水止面戸/ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板

14A 建築・屋根及びとい工事 水切りｴﾌﾟﾛﾝ/ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板

14A 建築・屋根及びとい工事 水上水切/ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板

14A 建築・屋根及びとい工事 ｹﾗﾊﾞ水切/ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板

14A 建築・屋根及びとい工事 竪樋/ｶﾗｰVP

14A 建築・屋根及びとい工事 箱樋/耐酸被覆鋼板

14A 建築・屋根及びとい工事 笠木/ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板

15A 建築・金属工事 ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ架台

15A 建築・金属工事 軽量鉄骨壁下地

15A 建築・金属工事 軽量鉄骨壁下地開口補強

15A 建築・金属工事 軽量鉄骨天井下地

15A 建築・金属工事 天井下地開口補強

構造的に主要な材料のため、立会検査実施遠隔不可

遠隔不可 構造的に主要な材料のため、立会検査実施

遠隔不可

遠隔

遠隔

遠隔

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔

遠隔不可

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔不可

遠隔不可

― ―
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別表２　材料検査、施工立会い検査を実施する対象一覧表（建築工事）

対応 備考 対応 備考

施工立会い検査願

NO 代表的な工種 内訳項目（代表的なものを記載）

材料検査願

15A 建築・金属工事 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾗｯﾌ

15A 建築・金属工事 靴拭きﾏｯﾄ

15A 建築・金属工事 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋/鋳鉄製

15A 建築・金属工事 ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台/ｽﾃﾝﾚｽ製

15A 建築・金属工事 階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ/SUS製

15A 建築・金属工事 階段壁付手摺/SUS304

15A 建築・金属工事 配線ﾋﾟｯﾄ蓋/ｱﾙﾐ既製品

15A 建築・金属工事 配線ﾋﾟｯﾄ枠/ｱﾙﾐ既製品

15A 建築・金属工事 床点検口

15A 建築・金属工事 天井点検口

16A 建築・左官工事 外部/床/ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

16A 建築・左官工事 外部/床/ﾓﾙﾀﾙ塗金ｺﾞﾃ

16A 建築・左官工事 内部/床/ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

16A 建築・左官工事 内部/床/ﾓﾙﾀﾙ塗金ｺﾞﾃ

16A 建築・左官工事 ﾋﾟｯﾄ/ﾓﾙﾀﾙ塗金ｺﾞﾃ/平面

16A 建築・左官工事 ﾋﾟｯﾄ/ﾓﾙﾀﾙ塗金ｺﾞﾃ/立上り

16A 建築・左官工事 内部/打放し面下地処理/仕上

16A 建築・左官工事 内部/打放し面下地処理/塗装下

16A 建築・左官工事 建具枠廻り/防水ﾓﾙﾀﾙ充填/外部

16A 建築・左官工事 ﾋﾟｯﾄ枠廻り/ﾓﾙﾀﾙ充填

17A 建築・アルミニウム製建具工事 AW-1/****(W)****(H)

17A 建築・アルミニウム製建具工事 AD-1/****(W)****(H)

17A 建築・アルミニウム製建具工事 ATD-1/****(W)****(H)

17A 建築・アルミニウム製建具工事 LAD-1/****(W)****(H)

17A 建築・アルミニウム製建具工事 AM-1/****(W)****(H)

17B 建築・鋼製建具工事 SD-1/****(W)****(H)

17B 建築・鋼製建具工事 SF-1/****(W)****(H)

17C 建築・木製建具工事 WD-1/****(W)****(H)

17C 建築・木製建具工事 WD-2/****(W)****(H)

17D 建築・パーテイション工事 AP-1/****(W)****(H)

17D 建築・パーテイション工事 AP-2/****(W)****(H)

18A 建築・ガラス工事 ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ/FL*

18A 建築・ガラス工事 型板ｶﾞﾗｽ/F*

18A 建築・ガラス工事 網入り磨板ｶﾞﾗｽ/PW*

18A 建築・ガラス工事 強化ｶﾞﾗｽ/FL*

18A 建築・ガラス工事 LoW-E複層ｶﾞﾗｽ/E*+A*+FL*

18A 建築・ガラス工事 副資材/ｼｰﾘﾝｸﾞ

18A 建築・ガラス工事 衝突防止ﾏｰｸ

19A 建築・塗装工事 【共通】工事量が少量の場合 ― 施工規模（塗装面積）が、10ｍ2/箇所未満の場合は省略 ― 施工規模（塗装面積）が、10ｍ2/箇所未満の場合は省略

19A 建築・塗装工事 耐候性塗料塗/DP3級/中塗+上塗/鋼製建具面 遠隔不可 製品検査が必要であることから立会検査実施 遠隔不可

19A 建築・塗装工事 笠木面/2-UE/細幅物 下地調整、掃除状況等は写真撮影することで省略し、塗布量は立会い検査を実施

19A 建築・塗装工事 現場鉄骨錆止塗装/ｼｱﾅﾐﾄﾞ鉛錆止/2種

19A 建築・塗装工事 NAD/素地ｺﾞｼﾗｴB種共/一般/ﾎﾞｰﾄﾞ面

19A 建築・塗装工事 内部/EP-G/素地拵ｴB種共/一般/RC面

19A 建築・塗装工事 鋼製建具面/SOP塗/錆止･素地ｺﾞｼﾗｴ共

19A 建築・塗装工事 鉄骨面/SOP塗/錆止･素地ｺﾞｼﾗｴ共/柱･梁

遠隔

遠隔

遠隔不可 製品検査が必要であることから立会検査実施

遠隔

遠隔

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

省力
下地調整、掃除状況等は写真撮影することで省略し、塗布量・色むらは立会い検査を実施
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別表２　材料検査、施工立会い検査を実施する対象一覧表（建築工事）

対応 備考 対応 備考

施工立会い検査願

NO 代表的な工種 内訳項目（代表的なものを記載）

材料検査願

19A 建築・塗装工事 木枠部/EP-G/細巾物/素地ｺﾞｼﾗｴ共

20A 建築・内装工事 壁/ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

20A 建築・内装工事 天井/化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り/準不燃

20A 建築・内装工事 天井/石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り/準不燃/t=9.5

20A 建築・内装工事 天井/ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

20A 建築・内装工事 床/長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ張り

20A 建築・内装工事 床/帯電防止ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り

20A 建築・内装工事 床/ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り

20A 建築・内装工事 床下地/ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ

20A 建築・内装工事 ｽﾀｲﾛ畳敷き

20A 建築・内装工事 ﾋﾞﾆﾙ幅木

20A 建築・内装工事 壁/石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り/不燃

20A 建築・内装工事 壁/化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張り

20A 建築・内装工事 壁/ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材張り

20A 建築・内装工事 ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ/ｱﾙﾐ製

20A 建築・内装工事 天井裏/ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材張り

20A 建築・内装工事 天井/塩ﾋﾞ廻り縁/目透し用

20A 建築・内装工事 天井/ｱﾙﾐ廻り縁

20A 建築・内装工事 軒天/ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板

21A 建築・雑工事（その１） 室外機基礎

21A 建築・雑工事（その１） ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器基礎

21A 建築・雑工事（その１） 足洗い場

21A 建築・雑工事（その１） ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石

21A 建築・雑工事（その１） 砂利敷き

21A 建築・雑工事（その１） U字溝/既製品

21A 建築・雑工事（その１） 消火器/ABC10型

21A 建築・雑工事（その１） 2連伸縮梯子

21A 建築・雑工事（その１） 館名板

21A 建築・雑工事（その１） 表示サイン

21A 建築・雑工事（その１） 帽子掛/ｱﾙﾐ製

21A 建築・雑工事（その１） 洋服掛/ｱﾙﾐ製

21A 建築・雑工事（その１） 跳ね上げ式手摺

21A 建築・雑工事（その１） L型手摺

21A 建築・雑工事（その１） ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱｰ

21A 建築・雑工事（その１） 折りたたみｼｰﾄ

21A 建築・雑工事（その１） 大便器背もたれ

21A 建築・雑工事（その１） 受付ｶｳﾝﾀｰ/受金物共

21A 建築・雑工事（その１） 脱衣棚

21A 建築・雑工事（その１） ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ/1216型

21A 建築・雑工事（その１） ｽﾃﾝﾚｽ製流し台

21A 建築・雑工事（その１） ｺﾝﾛ台

21A 建築・雑工事（その１） 吊戸棚

21A 建築・雑工事（その１） ｽﾃﾝﾚｽ製水切棚

21A 建築・雑工事（その１） 鋼製中量棚

21A 建築・雑工事（その１） SUS製郵便受

21A 建築・雑工事（その１） ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

遠隔

遠隔不可 製品検査が必要であることから立会検査実施

遠隔

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）
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別表２　材料検査、施工立会い検査を実施する対象一覧表（建築工事）

対応 備考 対応 備考

施工立会い検査願

NO 代表的な工種 内訳項目（代表的なものを記載）

材料検査願

21A 建築・雑工事（その１） 遮光ｶｰﾃﾝ+ﾚｰｽｶｰﾃﾝ

21A 建築・雑工事（その１） ｽﾃﾝﾚｽ製ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

21A 建築・雑工事（その１） ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

21A 建築・雑工事（その１） 掲示板

21A 建築・雑工事（その１） 姿見鏡

21A 建築・雑工事（その１） 室名札/250*80/平付型

21A 建築・雑工事（その１） 酸欠注意札/MH内

21A 建築・雑工事（その１） ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ/ｱｸﾘﾙ

22A 建築・雑工事（その１） 防護柱/PP-*

22A 建築・雑工事（その１） 飛出し防止柵

22A 建築・雑工事（その１） 注意喚起ﾊﾞｰ/支柱共

22A 建築・雑工事（その１） 遮断機Aﾀｲﾌﾟ

22A 建築・雑工事（その１） 遮断機Bﾀｲﾌﾟ

22A 建築・雑工事（その１） ｼﾝｸﾞﾙﾌﾞｰｽ/据付、運搬費共

22A 建築・雑工事（その１） 階段上屋　壁/ﾎﾟﾘｶﾎﾞﾈｰﾄ板

22A 建築・雑工事（その１） 階段上屋　屋根/ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板

22A 建築・雑工事（その１） 階段上屋　壁/ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板

01E 電気・幹線設備工事 電灯盤(L-1)

01E 電気・幹線設備工事 電灯動力盤(LMT-1)

01E 電気・幹線設備工事 ﾌﾞｰｽ内分電盤（新設）

02E 電気・ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ取付工事 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(w300)直線

02E 電気・ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ取付工事 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ取付工/中浅

02E 電気・ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ取付工事 導入線(PF管内)

02E 電気・ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ取付工事 配線工(ころがし・管内)

02E 電気・ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ取付工事 配管工(いんぺい)

03E 電気・空調用配管設備工事 配線工(ころがし・管内)

03E 電気・空調用配管設備工事 配管工(いんぺい)

04E 電気・電灯コンセント設備工事 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ取付工

04E 電気・電灯コンセント設備工事 ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ

04E 電気・電灯コンセント設備工事 ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ

04E 電気・電灯コンセント設備工事 防雨入線ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ

04E 電気・電灯コンセント設備工事 埋込ｺﾝｾﾝﾄ取付工

04E 電気・電灯コンセント設備工事 ﾌﾛｱｰｺﾝｾﾝﾄ取付工

04E 電気・電灯コンセント設備工事 天井ｺﾝｾﾝﾄ取付工

04E 電気・電灯コンセント設備工事 人ｾﾝｻｰ(親機子機・換気扇接続端子付)

04E 電気・電灯コンセント設備工事 調光ｾﾝｻｰ

04E 電気・電灯コンセント設備工事 人感ｾﾝｻｰ

04E 電気・電灯コンセント設備工事 自動点滅器

04E 電気・電灯コンセント設備工事 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS製 防水)

04E 電気・電灯コンセント設備工事 導入線(PF管内)

04E 電気・電灯コンセント設備工事 配線工(ころがし・管内)

04E 電気・電灯コンセント設備工事 配管工(いんぺい)

04E 電気・電灯コンセント設備工事 VAｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

04E 電気・電灯コンセント設備工事 埋込ｽｲｯﾁ取付工

05E 電気・照明器具取付工事 照明器具取付工 遠隔 省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

06E 電気・信号設備工事 塗装費 ― ― ― ―

遠隔不可 製品検査が必要であることから立会検査実施

遠隔

遠隔

遠隔不可

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔

引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔

省力

遠隔

遠隔

遠隔

省力
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別表２　材料検査、施工立会い検査を実施する対象一覧表（建築工事）

対応 備考 対応 備考

施工立会い検査願

NO 代表的な工種 内訳項目（代表的なものを記載）

材料検査願

06E 電気・信号設備工事 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS製 防水)

06E 電気・信号設備工事 ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｽﾋﾟｰｶｰ

06E 電気・信号設備工事 配線工(ころがし・管内)

06E 電気・信号設備工事 配管工(いんぺい)

07E 電気・電話設備工事 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ取付工

07E 電気・電話設備工事 ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ

07E 電気・電話設備工事 ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ

07E 電気・電話設備工事 ﾌﾛｱｰﾛｰﾃｰｼｮﾝ

07E 電気・電話設備工事 端子盤/T-1

07E 電気・電話設備工事 導入線(PF管内)

07E 電気・電話設備工事 配線工(ころがし・管内)

07E 電気・電話設備工事 配管工(いんぺい)

08E 電気・テレビ共聴設備工事 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ取付工

08E 電気・テレビ共聴設備工事 ﾃﾚﾋﾞ受口/直列ﾕﾆｯﾄ(中間)

08E 電気・テレビ共聴設備工事 ﾃﾚﾋﾞ受口/直列ﾕﾆｯﾄ(端末)

08E 電気・テレビ共聴設備工事 U／BS・CSﾌﾞｰｽﾀｰ

08E 電気・テレビ共聴設備工事 混合器/UV／BS・CS

08E 電気・テレビ共聴設備工事 UHFアンテナ(亜鉛ﾒｯｷ)

08E 電気・テレビ共聴設備工事 BS・110°CSｱﾝﾃﾅ

08E 電気・テレビ共聴設備工事 ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ(亜鉛ﾒｯｷ)

08E 電気・テレビ共聴設備工事 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS製 防水)

08E 電気・テレビ共聴設備工事 導入線(PF管内)

08E 電気・テレビ共聴設備工事 配線工(ころがし・管内)

08E 電気・テレビ共聴設備工事 配管工(いんぺい)

08E 電気・テレビ共聴設備工事 塗装費

09E 電気・電気錠設備工事 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ取付工/中浅

09E 電気・電気錠設備工事 電気錠制御盤

09E 電気・電気錠設備工事 ﾃﾝｷｰｽｲｯﾁ

09E 電気・電気錠設備工事 指紋認証装置

09E 電気・電気錠設備工事 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(VE製)/150*150*100

09E 電気・電気錠設備工事 配線工(ころがし・管内)

09E 電気・電気錠設備工事 配管工(いんぺい)

10E 電気・放送設備工事 卓上ｱﾝﾌﾟ/30w(CD付)

10E 電気・放送設備工事 呼出ｽﾋﾟｰｶｰ

10E 電気・放送設備工事 呼出用ﾏｲｸﾛﾎﾝ

10E 電気・放送設備工事 放送設備用ﾗｯｸ

10E 電気・放送設備工事 配線工(ころがし・管内)

10E 電気・放送設備工事 配管工(いんぺい)

11E 電気・インターホン設備工事 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ取付工

11E 電気・インターホン設備工事 相互式ｲﾝﾀｰﾎﾝ/12局

11E 電気・インターホン設備工事 相互式ｲﾝﾀｰﾎﾝ/6局

11E 電気・インターホン設備工事 電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

11E 電気・インターホン設備工事 増幅器

11E 電気・インターホン設備工事 ｲﾝﾀｰﾎﾝ(親機)

11E 電気・インターホン設備工事 ﾄﾞｱﾎﾝ(子機)

11E 電気・インターホン設備工事 導入線(PF管内)

遠隔

遠隔

遠隔

遠隔

遠隔

遠隔

引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔

省力

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔

引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）省力

遠隔

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔

遠隔

引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）省力
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別表２　材料検査、施工立会い検査を実施する対象一覧表（建築工事）

対応 備考 対応 備考

施工立会い検査願

NO 代表的な工種 内訳項目（代表的なものを記載）

材料検査願

11E 電気・インターホン設備工事 配線工(ころがし・管内)

11E 電気・インターホン設備工事 配管工(いんぺい)

12E 電気・非常通報設備工事 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ取付工

12E 電気・非常通報設備工事 非常通報装置

12E 電気・非常通報設備工事 発報確認ﾗﾝﾌﾟ

12E 電気・非常通報設備工事 受理用電話機

12E 電気・非常通報設備工事 盗難用押釦

12E 電気・非常通報設備工事 火災通報電話

12E 電気・非常通報設備工事 火災用押釦

12E 電気・非常通報設備工事 火災用周知ﾍﾞﾙ

12E 電気・非常通報設備工事 非常用押釦

12E 電気・非常通報設備工事 配線工(ころがし・管内)

12E 電気・非常通報設備工事 配管工(いんぺい)

13E 電気・非常警報設備工事 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ取付工

13E 電気・非常警報設備工事 ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ

13E 電気・非常警報設備工事 非常警報盤

13E 電気・非常警報設備工事 非常用押釦

13E 電気・非常警報設備工事 非常警報ﾍﾞﾙ

13E 電気・非常警報設備工事 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(VE製)

13E 電気・非常警報設備工事 配線工(ころがし・管内)

13E 電気・非常警報設備工事 配管工(いんぺい)

14E 電気・トイレ呼出設備工事 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ取付工

14E 電気・トイレ呼出設備工事 呼出表示盤(1回線)

14E 電気・トイレ呼出設備工事 呼出押しﾎﾞﾀﾝ

14E 電気・トイレ呼出設備工事 屋外表示灯

14E 電気・トイレ呼出設備工事 復旧押ﾎﾞﾀﾝ

14E 電気・トイレ呼出設備工事 配線工(ころがし・管内)

14E 電気・トイレ呼出設備工事 配管工(いんぺい)

15E 電気・来客検知設備工事 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ取付工

15E 電気・来客検知設備工事 来客警報機

15E 電気・来客検知設備工事 来客検知器

15E 電気・来客検知設備工事 配線工(ころがし・管内)

15E 電気・来客検知設備工事 配管工(いんぺい)

16E 電気・CCTV設備工事 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ取付工

16E 電気・CCTV設備工事 ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ

16E 電気・CCTV設備工事 ﾄﾞｰﾑ式ｶﾒﾗ

16E 電気・CCTV設備工事 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾚｺｰﾀﾞｰ

16E 電気・CCTV設備工事 液晶ﾓﾆﾀｰ

16E 電気・CCTV設備工事 配線工(ころがし・管内)

16E 電気・CCTV設備工事 配管工(いんぺい)

17E 電気・屋外設備工事 配管工(地中)

17E 電気・屋外設備工事 配線工(屋外FEP内)

17E 電気・屋外設備工事 接地線接続材

01M 機械・衛生器具設備工事 洋風便器

01M 機械・衛生器具設備工事 小便器

01M 機械・衛生器具設備工事 洗面器

遠隔

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔

遠隔

遠隔

遠隔

遠隔

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔

引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）省力

遠隔

遠隔

遠隔

遠隔

遠隔

引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）省力

遠隔

引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）省力
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別表２　材料検査、施工立会い検査を実施する対象一覧表（建築工事）

対応 備考 対応 備考

施工立会い検査願

NO 代表的な工種 内訳項目（代表的なものを記載）

材料検査願

01M 機械・衛生器具設備工事 洗面化粧台

01M 機械・衛生器具設備工事 壁掛手洗器

01M 機械・衛生器具設備工事 身障者用洗面器

01M 機械・衛生器具設備工事 化粧鏡

01M 機械・衛生器具設備工事 混合水栓

01M 機械・衛生器具設備工事 散水栓

01M 機械・衛生器具設備工事 洗濯機ﾊﾟﾝ

01M 機械・衛生器具設備工事 掃除流し

02M 機械・給水設備工事 ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管/SGP-PD/便所/**A

02M 機械・給水設備工事 ｲﾝﾍﾟｲ保温/**A

02M 機械・給水設備工事 仕切弁(管端ｺｱ)/**GV(JIS10K)

02M 機械・給水設備工事 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ/**FJ(JIS10K)

03M 機械・排水設備工事 排水目皿/*:A

03M 機械・排水設備工事 床上掃除口/COA**

03M 機械・排水設備工事 仕切弁/**GV(JIS5K)

03M 機械・排水設備工事 逆止弁/**CV

03M 機械・排水設備工事 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管/VP/便所/**A

03M 機械・排水設備工事 PD-1/湧水ﾎﾟﾝﾌﾟ

03M 機械・排水設備工事 ｲﾝﾍﾟｲ保温/**A

04M 機械・給湯設備工事 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｺ給湯器

04M 機械・給湯設備工事 仕切弁/20GV(JIS5K)

04M 機械・給湯設備工事 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ/20FJ(JIS10K)

04M 機械・給湯設備工事 保温付被覆銅管/CU/屋内一般/**A

04M 機械・給湯設備工事 SUSﾗｯｷﾝｸﾞ保温/**A

05M 機械・空気調和設備工事 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ/ﾍﾟｱ/壁掛/**kw

05M 機械・空気調和設備工事 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ/ﾍﾟｱ/天ｶｾ形(4方向)/**kw

05M 機械・空気調和設備工事 保温付冷媒ﾕﾆｯﾄ管/屋内一般/6.4/12.7φ/ﾍﾟｺｲﾙ

05M 機械・空気調和設備工事 ﾄﾞﾚﾝ管/排水用ﾋﾞﾆﾙ管/VP/屋内一般/**A

05M 機械・空気調和設備工事 ｳｫﾀｰﾍﾞｽﾄ/25A

05M 機械・空気調和設備工事 保温化粧ｹｰｽ

05M 機械・換気設備工事 全熱交換型換気扇/壁掛型/***m3/h

05M 機械・換気設備工事 天井換気扇/中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ/***m3/h

05M 機械・換気設備工事 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ/ｲﾝﾍﾟｲ/***φ

05M 機械・換気設備工事 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ/ｲﾝﾍﾟｲ保温

05M 機械・換気設備工事 制気口ﾎﾞｯｸｽ/0.5㎜

05M 機械・換気設備工事 HS ***×***

05M 機械・換気設備工事 VHS(F付) ***×***

05M 機械・換気設備工事 排気用ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ/***φ(防虫網付)

遠隔

遠隔

遠隔

遠隔

遠隔

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔

引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）省力

遠隔

引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔

省力

遠隔

遠隔

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）
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別表２　材料検査、施工立会い検査を実施する対象一覧表（機械設備工事）

対応 備考 対応 備考

4 ジェットファン工事 機器据付工　JF***

5 ジェットファン工事 手元開閉器箱据付工(JF***　1台用　1種耐熱)

6 ジェットファン工事 配管工　T2-G**

7 ジェットファン工事 配管工　金属製可とう電線管(SUS)#**

8 ジェットファン工事 配線工　屋外ｹｰﾌﾞﾙﾄﾗﾌ　CV**SQ-*C

9 ジェットファン工事 配線工　屋外ﾋﾟｯﾄ　CV**SQ-*C

10 ジェットファン工事 接続工　屋外　直線接続　CV**SQ-*C

11 ジェットファン工事 低圧端末処理工　屋外　CV**SQ-*C

12 ジェットファン工事 低圧端末処理工　屋外　FP**SQ-*C

13 ジェットファン工事 配線工　ﾄﾝﾈﾙ内管内　FP**SQ-*C

14 ジェットファン工事 配線工　ﾄﾝﾈﾙ内管内　IV**SQ

15 ジェットファン工事 配線工　ﾄﾝﾈﾙ内多孔管内　CV**SQ-*C

16 ジェットファン工事 配線工　屋外管内　CV**SQ-*C

17 ジェットファン工事 ｹｰﾌﾞﾙ銘板取付工 ― ―

18 排煙用換気制御盤工事 機器据付工　排煙専用換気制御盤(主盤)

19 排煙用換気制御盤工事 機器据付工　排煙専用換気制御盤(副盤)

20 排煙用換気制御盤工事 配線工　屋外ｹｰﾌﾞﾙﾄﾗﾌ　UTP-Cat*e-LAP

21 排煙用換気制御盤工事 配線工　屋外ﾋﾟｯﾄ　CVV**SQ-*C

22 排煙用換気制御盤工事 配線工　屋外ﾋﾟｯﾄ　IV**SQ

23 排煙用換気制御盤工事 配線工　屋外ﾋﾟｯﾄ　UTP-Cat*e-LAP

24 排煙用換気制御盤工事 配線工　屋外ﾋﾟｯﾄ　VVR**SQ-*C

25 排煙用換気制御盤工事 配線工　屋内ﾌﾘｰｱｸｾｽ　CCP-AP**-*P

26 排煙用換気制御盤工事 配線工　屋内ﾌﾘｰｱｸｾｽ　CVV**SQ-*C

27 排煙用換気制御盤工事 配線工　屋内ﾌﾘｰｱｸｾｽ　IV**SQ

28 排煙用換気制御盤工事 配線工　屋内ﾌﾘｰｱｸｾｽ　UTP-Cat*e

29 排煙用換気制御盤工事 配線工　屋内ﾌﾘｰｱｸｾｽ　VVR**SQ-*C

30 排煙用換気制御盤工事 接続工　屋内　端子接続　CCP-AP**-*P 遠隔

31 排煙用換気制御盤工事 ｹｰﾌﾞﾙ銘板取付工 ― ―

― ―

――

材料検査願

引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）省力

遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

遠隔

省力

遠隔

引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

遠隔

施工立会い検査願

NO 工種 内訳項目（代表的なものを記載）
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別表２　材料検査、施工立会い検査を実施する対象一覧表（電気通信設備工事）

対応 備考 対応 備考

1 引き込み設備 パルス変換器取付工

2 引き込み設備 気中開閉器据付工

3 引き込み設備 計器継電器収納箱取付工

4 引き込み設備 高圧カットアウト据付工

5 引き込み設備 高圧引込設備工 機器及び装置(付属構成品)

6 引き込み設備 避雷器据付工

7 引き込み設備 接地端子盤取付工

8 引き込み設備 建柱工 鉄筋コンクリート柱 CP**-**-**

9 引き込み設備 配管工 屋外露出 HIVE**(*)

10 引き込み設備 配管工 屋外露出 SC**(*)

11 引き込み設備 配管工 共同溝内 PS**(*)

12 引き込み設備 配線工 フリアク内 CVV-S **SQ-**C

13 引き込み設備 配線工 屋外ラック CVV-S **SQ-**C

14 引き込み設備 管路標柱設置工 MK-*

15 引き込み設備 ダクト口工 **

16 引き込み設備 プルボックス取付工 **×**×**

17 引き込み設備 支線工

18 引き込み設備 接地工 E*

19 引き込み設備 配管工 E1-FP**(*)

20 引き込み設備 配線工 屋外FP管内 CVV-S **SQ-**C

21 引き込み設備 配線工 屋外管内 6kV CVT**SQ

22 引き込み設備 配線工 屋外管内 CVV-S **SQ-**C

23 引き込み設備 配線工 屋内管内 6kV CVT **SQ

24 引き込み設備 配線工 屋内管内 CVV-S **SQ-**C

25 引き込み設備 ハンドホール工 **

26 引き込み設備 端末処理工 6kV CVT **SQ(屋外)

27 引き込み設備 ケーブル銘板取付工 ― ―

28 受電設備 機器据付工 高圧遮断器 VCB 7.2kV **A **kA

29 受電設備 機器据付工 受電盤

30 受電設備 機器据付工 副電気室受電盤

31 変電設備 機器据付工 換気変圧器 TR3φ***kVA

32 変電設備 機器据付工 主変圧器盤 TR3φ***kVA

33 変電設備 機器据付工 所内変圧器盤 TR3φ***kVA

34 変電設備 機器据付工 照明変圧器盤 TR3φ***kVA

35 変電設備 機器据付工 絶縁変圧器盤 TR3φ***kVA

36 配電設備 機器据付工 B回線配電盤・B回線切換盤

37 配電設備 機器据付工 トンネル照明盤

38 配電設備 機器据付工 換気電源盤

39 配電設備 機器据付工 換気変圧器一次盤・照明変圧器一次盤

40 配電設備 機器据付工 高圧遮断器 VCB 7.2kV **A **kA

41 配電設備 機器据付工 高圧保守切換盤

42 配電設備 機器据付工 接地端子盤

43 配電設備 機器据付工 絶縁変圧器一次盤・照明変圧器一次盤

44 配電設備 機器据付工 低圧保守切換盤

45 配電設備 機器据付工 道路照明盤

46 配電設備 機器据付工 発電機連絡盤・発電機切換盤

主たる内容の為、立会い検査実施遠隔不可― ―

― ― 遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

主たる内容の為、立会い検査実施

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔

遠隔

― ―
遠隔不可

材料検査願 施工立会い検査願

NO 代表的な工種 内訳項目（代表的なものを記載）
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別表２　材料検査、施工立会い検査を実施する対象一覧表（電気通信設備工事）

対応 備考 対応 備考

材料検査願 施工立会い検査願

NO 代表的な工種 内訳項目（代表的なものを記載）

47 配電設備 機器据付工 副電気室引込・高圧保守切換盤

48 配電設備 機器据付工 保守切換盤

49 配電設備 機器据付工 保守用接続端子盤

50 配電設備 配線工 フリアク内 CV **SQ-**C

51 配電設備 配線工 屋外ラック CV **SQ-**C

52 配電設備 配線工 屋内ピット 6kV CVT **SQ

53 配電設備 配線工 屋内ピット CV **SQ-**C

54 配電設備 配線工 屋内ピット CVQ **SQ

55 配電設備 配線工 屋内ピット CVT **SQ

56 配電設備 配線工 屋内ピット IV **SQ

57 配電設備 接地工 E*

58 配電設備 配線工 屋外FP管内 CV **SQ-**C

59 配電設備 配線工 屋外管内 6kV CVT**SQ

60 配電設備 配線工 屋外管内 CV **SQ-**C

61 配電設備 配線工 屋内管内 6kV CVT **SQ

62 配電設備 ケーブル直線接続工 6kV CVT **SQ

63 配電設備 ケーブル直線接続工 CV **SQ-**C

64 配電設備 端末処理工 6kV CVT **SQ(屋外)

65 配電設備 端末処理工 CV **SQ-**C(屋内)

66 配電設備 ケーブル銘板取付工 ― ―

67 制御設備 機器据付工 CDS受光部

68 制御設備 機器据付工 照明制御盤

69 制御設備 配線工 フリアク内 CVV-S **SQ-**C

70 制御設備 配線工 フリアク内 SWVP **-**C

71 制御設備 配線工 屋内ピット CVV-S **SQ-**C

72 制御設備 配線工 屋内ピット SWVP **-**C

73 制御設備 配線工 屋内管内 CVV **SQ-**C

74 制御設備 端子接続工 SWVP **-**C(屋内)

75 制御設備 ケーブル銘板取付工 ― ―

76 発電設備 機器据付工 高圧遮断器 VCB 7.2kV **A **kA

77 発電設備 機器据付工 汎用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置 3φ460V 60Hz ***kVA以上

78 発電設備 機器据付工 汎用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置 3φ6.6kV 60Hz ***kVA以上

79 発電設備 配線工 フリアク内 CVV-S **SQ-**C

80 発電設備 配線工 フリアク内 SWVP **-**C

81 発電設備 配線工 屋内ピット 6kV CVT **SQ

82 発電設備 配線工 屋内ピット CV **SQ-**C

83 発電設備 配線工 屋内ピット CVT **SQ

84 発電設備 配線工 屋内ピット CVV-S **SQ-**C

85 発電設備 配線工 屋内ピット IV **SQ

86 発電設備 配線工 屋内ピット SWVP **-**C

87 発電設備 配線工 屋内管内 6kV CVT **SQ

88 発電設備 配線工 屋内管内 CV **SQ-**C

89 発電設備 配線工 屋内管内 CVT **SQ

90 発電設備 配線工 屋内管内 CVV **SQ-**C

91 発電設備 配線工 屋内管内 CVV-S **SQ-**C

92 発電設備 配線工 屋内管内 IV **SQ

― ― 遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

遠隔

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔

― ― 遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

遠隔

省力

遠隔

引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔
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別表２　材料検査、施工立会い検査を実施する対象一覧表（電気通信設備工事）

対応 備考 対応 備考

材料検査願 施工立会い検査願

NO 代表的な工種 内訳項目（代表的なものを記載）

93 発電設備 配線工 屋内管内 SWVP **-**C

94 発電設備 端子接続工 SWVP **-**C(屋内)

95 発電設備 端末処理工 6kV CVT **SQ(屋内)

96 発電設備 ケーブル銘板取付工 ― ―

97 発電設備補機 機器据付工 ウイングポンプ **A

98 発電設備補機 機器据付工 スラッジ除去装置

99 発電設備補機 機器据付工 給油口ボックス **A

100 発電設備補機 機器据付工 地下タンク ***L

101 発電設備補機 機器据付工 燃料移送ポンプ **kW

102 発電設備補機 機器据付工 燃料槽 ***L(架台付)

103 発電設備補機 配管トラフ設置工 W***×H***

104 発電設備補機 配管工 ドレン管 SGP **A

105 発電設備補機 配管工 給油管 SGP **A

106 発電設備補機 配管工 小出槽ドレン管 SGP **A

107 発電設備補機 配管工 小出槽通気管 SUS **A

108 発電設備補機 配管工 消音器ドレン管 SGP **A

109 発電設備補機 配管工 地下タンク通気管 SUS **A

110 発電設備補機 配管工 通気管 SGP **A

111 発電設備補機 配管工 通気管 SUS **A

112 発電設備補機 配管工 燃料移送管 SGP **A

113 発電設備補機 配管工 燃料入口管 SGP **A

114 発電設備補機 配管工 燃料返油管 SGP **A

115 発電設備補機 配管工 燃料戻り管 SGP　**A

116 発電設備補機 配管工 排気管 SGP ***A

117 発電設備補機 配線工 屋内ピット CV **SQ-**C

118 発電設備補機 配線工 屋内ピット CVV-S **SQ-**C

119 発電設備補機 フレキシブルパイプ **A***L

120 発電設備補機 レジューサ RC **A***A

121 発電設備補機 玉形弁 **A

122 発電設備補機 自家発電設備 燃料費（A重油）

123 発電設備補機 伸縮継手 **A

124 発電設備補機 電磁弁 **A

125 発電設備補機 排気管等断熱処理工

126 発電設備補機 配線工 屋内管内 CV **SQ-**C

127 発電設備補機 配線工 屋内管内 CVV **SQ-**C

128 発電設備補機 ケーブル銘板取付工 ― ―

129 直流電源装置 配線工 フリアク内 CV **SQ-**C

130 直流電源装置 配線工 フリアク内 CVV-S **SQ-**C

131 直流電源装置 配線工 フリアク内 IV **SQ

132 直流電源装置 配線工 フリアク内 SWVP **-**C

133 直流電源装置 配線工 屋内ピット CV **SQ-**C

134 直流電源装置 配線工 屋内ピット CVV-S **SQ-**C

135 直流電源装置 配線工 屋内ピット IV **SQ

136 直流電源装置 配線工 屋内ピット SWVP **-**C

137 直流電源装置 端子接続工 SWVP **-**C(屋内) 遠隔

138 直流電源装置 ケーブル銘板取付工 ― ―

遠隔

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

― ― 遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

遠隔

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔
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別表２　材料検査、施工立会い検査を実施する対象一覧表（電気通信設備工事）

対応 備考 対応 備考

材料検査願 施工立会い検査願

NO 代表的な工種 内訳項目（代表的なものを記載）

139 無停電電源装置 機器据付工 無停電電源装置 460V**kVA MSE**AH **ｾﾙ ― ― 遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

140 無停電電源装置 配線工 フリアク内 CV **SQ-**C

141 無停電電源装置 配線工 フリアク内 IV **SQ

142 無停電電源装置 配線工 フリアク内 SWVP **-**C

143 無停電電源装置 配線工 屋内ピット CV **SQ-**C

144 無停電電源装置 配線工 屋内ピット CVT **SQ

145 無停電電源装置 配線工 屋内ピット CVV-S **SQ-**C

146 無停電電源装置 配線工 屋内ピット IV **SQ

147 無停電電源装置 端子接続工 SWVP **-**C(屋内) 遠隔

148 無停電電源装置 ケーブル銘板取付工 ― ―

149 遠方監視制御装置 機器据付工 IP-IGSS

150 遠方監視制御装置 機器据付工 IP-IG子局

151 遠方監視制御装置 機器据付工 IP-IG孫局

152 遠方監視制御装置 機器据付工 簡易伝送装置

153 遠方監視制御装置 機器据付工 伝送装置UPS

154 遠方監視制御装置 機器据付工 伝送装置用UPS

155 遠方監視制御装置 配線工 フリアク内 CV **SQ-**C

156 遠方監視制御装置 配線工 フリアク内 CVV-S **SQ-**C

157 遠方監視制御装置 配線工 フリアク内 IV **SQ

158 遠方監視制御装置 配線工 フリアク内 LANケーブル

159 遠方監視制御装置 配線工 フリアク内 SWVP **-**C

160 遠方監視制御装置 配線工 屋内ピット LANケーブル

161 遠方監視制御装置 端子接続工 SWVP **-**C(屋内) 遠隔

162 遠方監視制御装置 ケーブル銘板取付工 ― ―

163 入口照明設備工事 トンネル照明器具取付工 LTS-W-*** (入口照明用) コネクタ付 遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

164 入口照明設備工事 配線工 トンネル内ラック VVR**SQ-*C

165 入口照明設備工事 配線工 屋外ケーブルトラフ内 EE-S**SQ-*C

166 入口照明設備工事 配線工 共同溝内ラック EE-S**SQ-*C

167 入口照明設備工事 配線工 トンネル管内 EE-S**SQ-*C

168 入口照明設備工事 配線工 トンネル多孔管内 EE-S**SQ-*C

169 入口照明設備工事 配線工 屋外管内 EE-S**SQ-*C

170 入口照明設備工事 配線接続工 屋外 分岐接続 **SQ-*C

171 入口照明設備工事 プレハブ分岐工 (コネクタ付) VVR**SQ-*C

172 入口照明設備工事 低圧端末処理工 屋外 VVR**SQ-*C

173 入口照明設備工事 ケーブル銘板取付工

174 入口照明設備工事 灯具銘板取付工

175 基本照明設備工事 トンネル照明器具取付工 LTP-W-** (基本照明用) コネクタ付

176 基本照明設備工事 トンネル照明器具取付工 LTP-WS-** (基本照明用) コネクタ付

177 基本照明設備工事 トンネル照明器具取付工 LTS-W-** (坑内灯用) コネクタ付

178 基本照明設備工事 トンネル照明器具取付工 LTS-W-** (非常駐車帯用) コネクタ付

179 基本照明設備工事 配線工 トンネル内ラック FP**SQ-*C

180 基本照明設備工事 配線工 トンネル内ラック VVR**SQ-*C

181 基本照明設備工事 配線工 屋外ケーブルトラフ内 EE-S**SQ-*C

182 基本照明設備工事 配線工 共同溝内ラック EE-S**SQ-*C

183 基本照明設備工事 配線工 トンネル管内 EE-S**SQ-*C

184 基本照明設備工事 配線工 トンネル管内 FP**SQ-*C

遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

主たる内容の為、立会い検査実施

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔

省力

遠隔

― ―

引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

― ―

遠隔

遠隔不可

遠隔

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）
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別表２　材料検査、施工立会い検査を実施する対象一覧表（電気通信設備工事）

対応 備考 対応 備考

材料検査願 施工立会い検査願

NO 代表的な工種 内訳項目（代表的なものを記載）

185 基本照明設備工事 配線工 トンネル多孔管内 EE-S**SQ-*C

186 基本照明設備工事 配線工 トンネル多孔管内 VVR**SQ-*C

187 基本照明設備工事 配線工 屋外FP管内 EE-S**SQ-*C

188 基本照明設備工事 配線工 屋外管内 EE-S**SQ-*C

189 基本照明設備工事 配線工 屋外管内 VVR**SQ-*C

190 基本照明設備工事 配線接続工 屋外 直線接続 (耐火) **SQ-*C

191 基本照明設備工事 配線接続工 屋外 直線接続 **SQ-*C

192 基本照明設備工事 配線接続工 屋外 分岐接続 (耐火) **SQ-*C

193 基本照明設備工事 配線接続工 屋外 分岐接続 **SQ-*C

194 基本照明設備工事 プレハブ分岐工 (コネクタ付) (耐火) FP**SQ-*C

195 基本照明設備工事 プレハブ分岐工 (コネクタ付) VVR**SQ-*C

196 基本照明設備工事 プレハブ分岐工 (コネクタ付) (耐火) FP**SQ-*C

197 基本照明設備工事 低圧端末処理工 屋外 VVR**SQ-*C

198 基本照明設備工事 ケーブル銘板取付工

199 基本照明設備工事 灯具銘板取付工

200 共同溝内設備工事 ケーブルラックブラケット取付工

201 共同溝内設備工事 共同溝照明取付工

202 共同溝内設備工事 ケーブルラック取付工 W=***

203 共同溝内設備工事 点灯用スイッチ取付工

204 共同溝内設備工事 配線工 屋外ケーブルトラフ内 VVR**SQ-*C

205 共同溝内設備工事 配線工 屋内ピット内 VVR**SQ-*C

206 共同溝内設備工事 配線工 共同溝内ラック VVR**SQ-*C

207 共同溝内設備工事 配管工 B2-G**

208 共同溝内設備工事 配線工 屋外FP管内 VVR**SQ-*C

209 共同溝内設備工事 配線工 屋外管内 IV**SQ

210 共同溝内設備工事 配線工 屋外管内 VVR**SQ-*C

211 共同溝内設備工事 配線接続工 屋外 分岐接続 **SQ-*C

212 共同溝内設備工事 ケーブル銘板取付工 ― ―

213 照明制御装置工事 高機能トンネル照明制御装置据付工

214 照明制御装置工事 照明制御中継機 (TYPE-*)取付工

215 照明制御装置工事 中継機(TYPE-*)用ブラケット取付工

216 照明制御装置工事 自動点滅装置(TYPE-*)取付工

217 照明制御装置工事 支柱建柱工 輝度計受光部

218 照明制御装置工事 配線工 トンネル内ラック CPEV-S**-*P

219 照明制御装置工事 配線工 屋外ケーブルトラフ内 CPEV-S**-*P

220 照明制御装置工事 配線工 屋外ケーブルトラフ内 EE-S**SQ-*C

221 照明制御装置工事 配線工 屋外ケーブルトラフ内 VVR**SQ-*C

222 照明制御装置工事 配線工 屋外ケーブルトラフ内 CVV**SQ-*C

223 照明制御装置工事 配線工 屋内ピット内 CPEV-S**-*P

224 照明制御装置工事 配線工 屋内ピット内 VVR**SQ-*C

225 照明制御装置工事 配線工 屋内ピット内 CVV-S**SQ-*C

226 照明制御装置工事 配線工 屋内ピット内 SWVP**-*C

227 照明制御装置工事 配線工 屋内ピット内 UTP-Cat*e-LAP

228 照明制御装置工事 配線工 屋内フリーアクセス内 CVV-S**SQ-*C

229 照明制御装置工事 配線工 屋内フリーアクセス内 SWVP**-*C

230 照明制御装置工事 配線工 屋内フリーアクセス内 UTP-Cat*e-LAP
遠隔

遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔

遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔

遠隔

遠隔

― ―
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別表２　材料検査、施工立会い検査を実施する対象一覧表（電気通信設備工事）

対応 備考 対応 備考

材料検査願 施工立会い検査願

NO 代表的な工種 内訳項目（代表的なものを記載）

231 照明制御装置工事 配線工 共同溝内ラック CPEV-S**-*P

232 照明制御装置工事 配線工 共同溝内ラック VVR**SQ-*C

233 照明制御装置工事 基礎設置工 輝度計受光部

234 照明制御装置工事 基礎設置工 輝度計受光部

235 照明制御装置工事 配線工 トンネル管内 CPEV-S**-*P

236 照明制御装置工事 配線工 トンネル管内 VVR**SQ-*C

237 照明制御装置工事 配線工 トンネル多孔管内 CPEV-S**-*P

238 照明制御装置工事 配線工 トンネル多孔管内 EE-S**SQ-*C

239 照明制御装置工事 配線工 トンネル多孔管内 VVR**SQ-*C

240 照明制御装置工事 配線工 屋外管内 CPEV-S**-*P

241 照明制御装置工事 配線工 屋外管内 VVR**SQ-*C

242 照明制御装置工事 配線工 屋外FP管内 CPEV-S**-*P

243 照明制御装置工事 配線工 屋外FP管内 VVR**SQ-*C

244 照明制御装置工事 配線接続工 屋外 直線接続 **SQ-*C

245 照明制御装置工事 配線接続工 屋外 分岐接続 M-J-**

246 照明制御装置工事 ケーブル銘板取付工 ― ―

247 照明分電盤工事 照明用分電盤 (基本用) 据付工

248 照明分電盤工事 照明用分電盤 (入口用) 据付工

249 照明分電盤工事 照明用分電盤据付工

250 照明分電盤工事 配線工 屋外ケーブルトラフ内 CVV**SQ-*C

251 照明分電盤工事 配線工 屋外ケーブルトラフ内 EE-S**SQ-*C

252 照明分電盤工事 配線工 屋外ケーブルトラフ内 IV**SQ

253 照明分電盤工事 配線工 屋外ケーブルトラフ内 VVR**SQ-*C

254 照明分電盤工事 配線工 屋内ピット内 CVV**SQ-*C

255 照明分電盤工事 配線工 屋内ピット内 EE-S**SQ-*C

256 照明分電盤工事 配線工 屋内ピット内 IV**SQ

257 照明分電盤工事 配線工 屋内ピット内 VVR**SQ-*C

258 照明分電盤工事 配線工 共同溝内ラック CVV**SQ-*C

259 照明分電盤工事 配線工 共同溝内ラック EE-S**SQ-*C

260 照明分電盤工事 配線工 共同溝内ラック IV**SQ

261 照明分電盤工事 配線工 共同溝内ラック VVR**SQ-*C

262 照明分電盤工事 基礎設置工 照明用 (基本用) 分電盤

263 照明分電盤工事 基礎設置工 照明用分電盤 (入口用)

264 照明分電盤工事 基礎設置工 照明用分電盤

265 照明分電盤工事 配線工 屋外FP管内 EE-S**SQ-*C

266 照明分電盤工事 配線工 屋外管内 CVV**SQ-*C

267 照明分電盤工事 配線工 屋外管内 EE-S**SQ-*C

268 照明分電盤工事 配線工 屋外管内 IV**SQ

269 照明分電盤工事 配線工 屋外管内 VVR**SQ-*C

270 照明分電盤工事 配線接続工 屋外 直線接続 **SQ-*C

271 照明分電盤工事 低圧端末処理工 屋外 VVR**SQ-*C

272 照明分電盤工事 ケーブル銘板取付工 ― ―

273 避難誘導設備工事 避難連絡坑照明設置工 LED

274 避難誘導設備工事 非常口表示灯 S3設置工

275 避難誘導設備工事 非常口表示灯(注意灯付) S4設置工

276 避難誘導設備工事 非常時強調灯 S9設置工

遠隔

遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔

遠隔
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別表２　材料検査、施工立会い検査を実施する対象一覧表（電気通信設備工事）

対応 備考 対応 備考

材料検査願 施工立会い検査願

NO 代表的な工種 内訳項目（代表的なものを記載）

277 避難誘導設備工事 非常時強調灯主制御盤据付工

278 避難誘導設備工事 非常時強調灯制御盤据付工

279 避難誘導設備工事 飛出注意灯 S5設置工

280 避難誘導設備工事 誘導標示灯(埋込形) S2(A)設置工

281 避難誘導設備工事 誘導標示灯(埋込形) S2(B)設置工

282 避難誘導設備工事 プルボックス取付工 ***

283 避難誘導設備工事 配線工 屋外ケーブルトラフ内 CVV**SQ-*C

284 避難誘導設備工事 配線工 屋外ケーブルトラフ内 VVR**SQ-*C

285 避難誘導設備工事 配線工 屋内ピット内 CVV**SQ-*C

286 避難誘導設備工事 配線工 屋内ピット内 VVR**SQ-*C

287 避難誘導設備工事 配線工 共同溝内ラック CVV**SQ-*C

288 避難誘導設備工事 配線工 共同溝内ラック VVR**SQ-*C

289 避難誘導設備工事 配管工 T2-G**

290 避難誘導設備工事 配管工 分岐用ボックス (G**丸型3方出)

291 避難誘導設備工事 配線工 トンネル管内 CVV**SQ-*C

292 避難誘導設備工事 配線工 トンネル管内 FP**SQ-*C

293 避難誘導設備工事 配線工 トンネル管内 IV**SQ

294 避難誘導設備工事 配線工 トンネル多孔管内 CVV**SQ-*C

295 避難誘導設備工事 配線工 トンネル多孔管内 FP**SQ-*C

296 避難誘導設備工事 配線工 トンネル多孔管内 IV**SQ

297 避難誘導設備工事 配線工 トンネル多孔管内 VVR**SQ-*C

298 避難誘導設備工事 配線工 屋外管内 CVV**SQ-*C

299 避難誘導設備工事 配線工 屋外管内 VVR**SQ-*C

300 避難誘導設備工事 配線接続工 屋外 直線接続 **SQ-*C

301 避難誘導設備工事 配線接続工 屋外 分岐接続 (耐火) **SQ-*C

302 避難誘導設備工事 配線接続工 屋外 分岐接続 **SQ-*C

303 避難誘導設備工事 ケーブル銘板取付工 ― ―

304 共通工事 点滅灯設置工 壁高欄上取付(橋梁部)

305 共通工事 点滅灯中継装置 据付工 (支柱アンテナ含む)

306 共通工事 路側分電盤* 据付工

307 共通工事 ケーブルラックエンド取付工 W=*** 樹脂製

308 共通工事 ケーブルラック取付工 W=*** 樹脂製

309 共通工事 ケーブルラック用ブラケット取付工 W=***用 (非駐帯) 樹脂製

310 共通工事 ケーブルラック用ブラケット取付工 W=***用 (非駐帯側壁) 樹脂製

311 共通工事 ケーブルラック用ブラケット取付工 W=***用 (非駐帯吊り用) SUS

312 共通工事 ケーブルラック用ブラケット取付工 W=***用 樹脂製

313 共通工事 照明用ブラケット取付工 基本照明用 (走行側)

314 共通工事 照明用ブラケット取付工 基本照明用 (追越側)

315 共通工事 照明用ブラケット取付工 入口照明用 (走行側)

316 共通工事 照明用ブラケット取付工 入口照明用 (追越側)

317 共通工事 照明用ブラケット取付工 非常駐車帯用

318 共通工事 区分開閉器取付工 *回路用

319 共通工事 区分開閉器用ブラケット取付工 (走行側)

320 共通工事 区分開閉器用ブラケット取付工 (追越側)

321 共通工事 ELB箱取付工 (1回路用)

322 共通工事 配線工 屋外ケーブルトラフ内 CVV**SQ-*C

遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

遠隔

遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔
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別表２　材料検査、施工立会い検査を実施する対象一覧表（電気通信設備工事）

対応 備考 対応 備考

材料検査願 施工立会い検査願

NO 代表的な工種 内訳項目（代表的なものを記載）

323 共通工事 配線工 屋外ケーブルトラフ内 IV**SQ

324 共通工事 配線工 屋外ケーブルトラフ内 UTP-Cat*e-LAP

325 共通工事 配線工 屋外ケーブルトラフ内 VVR**SQ-*C

326 共通工事 配線工 屋内ピット内 VVR**SQ-*C

327 共通工事 配線工 共同溝内ラック CVV**SQ-*C

328 共通工事 配線工 共同溝内ラック VVR**SQ-*C

329 共通工事 配管工 B2-SC**

330 共通工事 配管工 B2-TRF**

331 共通工事 配管工 T2-G**

332 共通工事 ダクト口工 **

333 共通工事 配管支持金物取付工 G**用

334 共通工事 配管支持金物取付工 SC**

335 共通工事 配管支持金物取付工 TRF-**用

336 共通工事 配線工 屋内ピット内 IV**SQ

337 共通工事 配管分岐工 E6S-TRF120(照明分岐部)

338 共通工事 配線工 トンネル管内 CVV**SQ-*C

339 共通工事 配線工 トンネル管内 VVR**SQ-*C

340 共通工事 配線工 トンネル多孔管内 CVV**SQ-*C

341 共通工事 配線工 トンネル多孔管内 VVR**SQ-*C

342 共通工事 配線工 屋外FP管内 CVV**SQ-*C

343 共通工事 配線工 屋外FP管内 VVR**SQ-*C

344 共通工事 配線工 屋外管内 IV**SQ

345 共通工事 配線工 屋外管内 VVR**SQ-*C

346 共通工事 配線接続工 屋外 直線接続 **SQ-*C

347 共通工事 配線接続工 屋外 分岐接続 **SQ-*C

348 共通工事 配管工 E1A-PS**

349 共通工事 配管工 E1-FP**

350 共通工事 配管工 E1-PS**

351 共通工事 配管工 E6S-TRF**

352 共通工事 配管工 金属製可とう電線管 **

353 共通工事 基礎設置工 点滅灯自立基礎(切土部)

354 共通工事 基礎設置工 点滅灯中継装置

355 共通工事 基礎設置工 路側分電盤*

356 共通工事 点滅灯設置工 自立基礎(切土部)

357 共通工事 低圧端末処理工 屋外 VVR**SQ-*C

358 共通工事 接地工 *種

359 共通工事 ハンドホール設置工 **

360 共通工事 マンホール設置工 **

361 共通工事 配線工 屋外FP管内 IV**SQ

362 共通工事 配管工 E1C-FP**

363 共通工事 ケーブル銘板取付工 ― ―

364 路側情報伝送設備工事 路側分電盤* 据付工 遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

365 路側情報伝送設備工事 配線工 屋外ケーブルトラフ内 VVR**SQ-*C

366 路側情報伝送設備工事 配線工 屋内ピット内 VVR**SQ-*C

367 路側情報伝送設備工事 配線工 共同溝内ラック VVR**SQ-*C

368 路側情報伝送設備工事 配線工 トンネル内ラック IV**SQ

遠隔

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）
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別表２　材料検査、施工立会い検査を実施する対象一覧表（電気通信設備工事）

対応 備考 対応 備考

材料検査願 施工立会い検査願

NO 代表的な工種 内訳項目（代表的なものを記載）

369 路側情報伝送設備工事 配線工 屋外ケーブルトラフ内 IV**SQ

370 路側情報伝送設備工事 配線工 共同溝内ラック IV**SQ

371 路側情報伝送設備工事 配線工 トンネル多孔管内 VVR**SQ-*C

372 路側情報伝送設備工事 配線工 屋外FP管内 VVR**SQ-*C

373 路側情報伝送設備工事 配線工 屋外管内 VVR**SQ-*C

374 路側情報伝送設備工事 配線接続工 屋外 直線接続 **SQ-*C

375 路側情報伝送設備工事 配線接続工 屋外 分岐接続 **SQ-*C

376 路側情報伝送設備工事 基礎設置工 路側分電盤*

377 路側情報伝送設備工事 低圧端末処理工 屋外 VVR**SQ-*C

378 路側情報伝送設備工事 接地工 *種

379 路側情報伝送設備工事 配線工 トンネル管内 IV**SQ

380 路側情報伝送設備工事 配線工 トンネル多孔管内 IV**SQ

381 路側情報伝送設備工事 配線工 屋外FP管内 IV**SQ

382 路側情報伝送設備工事 配線工 屋外管内 IV**SQ

383 路側情報伝送設備工事 ケーブル銘板取付工 ― ―

384 道路照明設備工事 カルバート照明設置工 LED (A型) 

385 道路照明設備工事 カルバート照明設置工 LED TA-*** 入口照明

386 道路照明設備工事 照明用ブラケット取付工

387 道路照明設備工事 カルバート照明用分電盤設置工 (屋外自立型)

388 道路照明設備工事 カルバート照明用分電盤設置工 (壁掛型)

389 道路照明設備工事 道路照明設置工 I12AB FP-**(投光器) LED×1灯

390 道路照明設備工事 道路照明設置工 L12AB-C FP-**(投光器) LED×1灯

391 道路照明設備工事 道路照明設置工 S12AB-C RP-**-**M LED

392 道路照明設備工事 道路照明設置工 S5AB 歩道灯 LED

393 道路照明設備工事 道路照明設置工 T12AB FP-**(投光器) LED×2灯

394 道路照明設備工事 道路照明設置工 T12AB-C FP-**(投光器) LED×2灯

395 道路照明設備工事 道路照明設置工 調光 F10AB-C RP-**-**R LED

396 道路照明設備工事 道路照明設置工 調光 S10AB RP-**-**M LED

397 道路照明設備工事 道路照明設置工 調光 S10AB RP-**-**R LED

398 道路照明設備工事 道路照明設置工 調光 S10AB-C RP-**-**R LED

399 道路照明設備工事 道路照明設置工 調光 S12AB RP-**-**M LED

400 道路照明設備工事 配線工 屋外ケーブルトラフ内 IV**SQ

401 道路照明設備工事 配線工 屋外ケーブルトラフ内 VVR**SQ-*C

402 道路照明設備工事 配線工 屋内ピット内 IV**SQ

403 道路照明設備工事 配線工 屋内ピット内 VVR**SQ-*C

404 道路照明設備工事 配線工 共同溝内ラック IV**SQ

405 道路照明設備工事 配線工 共同溝内ラック VVR**SQ-*C

406 道路照明設備工事 配管工 T2-G**

407 道路照明設備工事 配管工 異種管継手 G** - FP**

408 道路照明設備工事 配管工 丸型2方出 G**用

409 道路照明設備工事 配管工 分岐用ボックス (G**丸型3方出)

410 道路照明設備工事 管理番号札取付工

411 道路照明設備工事 配管支持金物取付工 G**立上配管用

412 道路照明設備工事 基礎設置工 カルバート照明用分電盤

413 道路照明設備工事 基礎設置工 IF-**AB-**

414 道路照明設備工事 配線工 屋外FP管内 IV**SQ

遠隔

遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔

遠隔
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別表２　材料検査、施工立会い検査を実施する対象一覧表（電気通信設備工事）

対応 備考 対応 備考

材料検査願 施工立会い検査願

NO 代表的な工種 内訳項目（代表的なものを記載）

415 道路照明設備工事 配線工 屋外FP管内 VVR**SQ-*C

416 道路照明設備工事 配線工 屋外管内 IV**SQ

417 道路照明設備工事 配線工 屋外管内 VVR**SQ-*C

418 道路照明設備工事 配線接続工 屋外 直線接続 **SQ-*C

419 道路照明設備工事 配線接続工 屋外 分岐接続 **SQ-*C

420 道路照明設備工事 灯具銘板取付工

421 道路照明設備工事 ケーブル銘板取付工

422 分岐点点滅灯工事 分岐点点滅灯設置工 遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

423 分岐点点滅灯工事 配線工 屋外ケーブルトラフ内 VVR**SQ-*C

424 分岐点点滅灯工事 配線工 屋内ピット内 VVR**SQ-*C

425 分岐点点滅灯工事 基礎設置工 分岐点点滅灯

426 分岐点点滅灯工事 配線工 屋外FP管内 IV**SQ

427 分岐点点滅灯工事 配線工 屋外FP管内 VVR**SQ-*C

428 分岐点点滅灯工事 配線工 屋外管内 IV**SQ

429 分岐点点滅灯工事 配線工 屋外管内 VVR**SQ-*C

430 分岐点点滅灯工事 配線接続工 屋外 直線接続 **SQ-*C

431 分岐点点滅灯工事 配線接続工 屋外 分岐接続 **SQ-*C

432 分岐点点滅灯工事 ケーブル銘板取付工 ― ―

433 路側情報伝送設備工事 路側分電盤* 据付工 遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

434 路側情報伝送設備工事 配線工 屋外ケーブルトラフ内 VVR**SQ-*C

435 路側情報伝送設備工事 配線工 屋内ピット内 VVR**SQ-*C

436 路側情報伝送設備工事 配線工 共同溝内ラック VVR**SQ-*C

437 路側情報伝送設備工事 基礎設置工 路側分電盤*

438 路側情報伝送設備工事 配線工 屋外FP管内 VVR**SQ-*C

439 路側情報伝送設備工事 配線工 屋外管内 VVR**SQ-*C

440 路側情報伝送設備工事 配線接続工 屋外 直線接続 **SQ-*C

441 路側情報伝送設備工事 配線接続工 屋外 分岐接続 **SQ-*C

442 路側情報伝送設備工事 接地工 *種

443 路側情報伝送設備工事 ケーブル銘板取付工 ― ―

444 通信線路 配線工 屋外トラフ **SM-TP-PE

445 通信線路 配線工 屋外ラック **SM-TP-PE

446 通信線路 配線工 屋内フリーアクセス **SM-TP-PE

447 通信線路 配線工 屋外管内 **SM-TP-PE

448 通信線路 配線工 屋外FP管内 **SM-TP-PE

449 通信線路 配線工 TN内管内 **SM-TP-PE

450 通信線路 接続工 直線接続 OF-J-**

451 通信線路 接続工 両分岐接続 OF-J-**

452 通信線路 接続工 片分岐接続 OF-J-**

453 通信線路 成端接続工 屋内 CCP-AP0.65-**P

454 通信線路 端子接続工 屋外 CCP-AP0.65-**P

455 通信線路 接続工 両分岐接続 M-J-**

456 通信線路 接続工 片分岐接続 M-J-**

457 通信線路 光ケーブル成端工 屋内 **SM-TP-PE

458 通信線路 光ケーブル成端工 屋外 **SM-TP-PE

459 通信管路 配管工 B2-SUSFX**(*)**(*)

460 通信管路 配管工 B2-SC**(*)**(*)

遠隔

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔

遠隔

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔

遠隔

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔

遠隔

― ―
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別表２　材料検査、施工立会い検査を実施する対象一覧表（電気通信設備工事）

対応 備考 対応 備考

材料検査願 施工立会い検査願

NO 代表的な工種 内訳項目（代表的なものを記載）

461 通信管路 配管工　金属製可とう電線管**(*)**(*)

462 通信管路 ダクト口工 TRF***(*)

463 通信管路 金属ダクト取付工 W***×H***×L***

464 通信管路 プルボックス取付工 W***×H***×L***

465 通信管路 配管工 E6S-TRF***(*) 遠隔

466 非常電話 機器据付工 非常電話機（明かり）

467 非常電話 機器据付工 非常電話機（TN）

468 非常電話ボックス 機器据付工 非常電話ボックス (TT-*) 遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

469 非常電話ボックス ジャンパー工 遠隔

470 非常電話表示灯 機器据付工 非常駐車帯・非常電話表示灯 S*(*)

471 非常電話表示灯 機器据付工 非常電話表示灯

472 TN坑口業務電話 機器据付工 坑口業務電話機収容箱

473 TN坑口業務電話 機器据付工 業務電話機

474 TN坑口業務電話 コア抜き工 φ75 t250 省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

475 路側情報伝送装置 機器据付工 路側情報伝送装置 (タイプ*)

476 路側情報伝送装置 機器据付工 非常電話機

477 路側情報伝送装置 支柱建柱工 路側情報伝送装置支柱

478 路側情報伝送装置 配線工 屋外トラフ VVR**sq-*C

479 路側情報伝送装置 配線工 屋外トラフ IV**sq

480 路側情報伝送装置 配線工 屋内ピット VVR**sq-*C

481 路側情報伝送装置 配線工 屋内フリーアクセス VVR**sq-*C

482 路側情報伝送装置 配線工 屋内フリーアクセス IV**sq

483 路側情報伝送装置 ダクト口工 TRF***(*)

484 路側情報伝送装置 基礎工 路側情報伝送装置支柱基礎

485 路側情報伝送装置 配管工 E6S-TRF***(*)

486 路側情報伝送装置 配管工 T1-FP**(*)

487 路側情報伝送装置 配線工 TN内FP管内 VVR**sq-*C

488 路側情報伝送装置 配線工 TN内FP管内 IV**sq

489 無線LAN 機器据付工 無線LAN (タイプ*）

490 無線LAN 機器据付工 アクセスポイントコントローラ (収容架含む)

491 路車間情報（VICS） 機器据付工　制御部

492 路車間情報（VICS） 機器据付工　無線部

493 気象観測 機器据付工 観測局

494 気象観測 機器据付工 気温計

495 気象観測 機器据付工 路温計 (橋梁部)

496 気象観測 機器据付工 路温計 (土工部)

497 気象観測 機器据付工 風向風速計

498 気象観測 機器据付工 雨雪量計

499 気象観測 機器据付工 降水検知器

500 気象観測 機器据付工 メディアコンバータ

501 地震計 機器据付工 地震計測装置

502 地震計 機器据付工 外部表示器

503 地震計 機器据付 感震器

504 地震計 機器据付工 GPSアンテナ

505 CCTVカメラ 機器据付工 CCTVカメラ

506 CCTVカメラ 機器据付工 CCTVカメラ制御器 ― ― 遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

― ― 遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

遠隔 遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

遠隔 遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

遠隔 遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

遠隔

遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔

主たる内容の為、立会い検査実施

― ―
遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

遠隔

遠隔 遠隔不可

遠隔
省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

遠隔 遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施
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別表２　材料検査、施工立会い検査を実施する対象一覧表（電気通信設備工事）

対応 備考 対応 備考

材料検査願 施工立会い検査願

NO 代表的な工種 内訳項目（代表的なものを記載）

507 CCTVカメラ 機器据付工 L2-SW

508 CCTVカメラ ハンドホール設置工 EA-C* 遠隔 遠隔

509 NWカメラ 機器据付工 ネットワークカメラ

510 NWカメラ 機器据付工 カメラ制御器

511 NWカメラ 機器据付工 L2-SW

512 NWカメラ ケーブルスパイラル取付工 遠隔 省力 引渡しまでに現場確認を実施（写真撮影による確認も可）

513 所要時間FF 機器据付工 所要時間取得用路側アンテナ

514 所要時間FF 機器据付工 所要時間取得用路側アンテナ中継装置

515 所要時間FF 機器据付工 所要時間取得用サーバ (収容架含む)

遠隔 遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施

― ― 遠隔不可 主たる内容の為、立会い検査実施
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