
倉吉市訓令第６号 

 倉吉市建設工事検査規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

  平成30年５月31日 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

倉吉市建設工事検査規程の一部を改正する訓令 

 

 倉吉市建設工事検査規程（平成27年倉吉市訓令第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄

中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後

部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に

対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規程は、建設業法（昭和24年法律第100

号）第２条第１項に規定する建設工事（以下「工

事」という。）の検査について必要な事項を定め

るものとする。 

第１条 この規程は、建設業法（昭和24年法律第100

号）第２条第１項に規定する建設工事（以下「建

設工事」という。）の検査について必要な事項を

定めるものとする。 

  

（検査の範囲） （検査の範囲） 

第２条 この規程は、倉吉市建設工事執行規則（昭

和50年倉吉市規則第18号。以下「規則」という。）

の規定により市が請負契約を締結して行う工事の

うち、次に掲げるもの（以下「検査対象工事」と

いう。）に適用する。 

第２条 この規程は、倉吉市建設工事執行規則（昭

和50年倉吉市規則第18号。以下「規則」という。）

の規定により市が請負契約を締結して行う建設工

事のうち、次に掲げるもの（以下「工事」という。）

に適用する。 

(１) 当初の請負代金の額が100万円を超え、又は

工事の完成若しくは請負契約の解除があったと

きの請負代金の額が130万円を超えるもの 

(１) 当初の工事請負契約代金の額が100万円を

超え、又は工事の完成若しくは請負契約の解除

があったときの工事請負契約代金の額が130万

円を超えるもの 

(２) 略 (２) 略 

  

（検査員） （検査員） 

第３条 検査対象工事に係る検査（以下単に「検査」

という。）は、検査専門員その他の会計課長が指

名した職員（以下「検査員」という。）が行う。 

第３条 工事に係る検査は、検査専門員その他の会

計課長が指名した職員（以下「検査員」という。）

が行う。 

２ 略 ２ 略 

  

（検査の種類及び時期） （検査の種類及び時期） 

第４条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。 第４条 検査の種類は、次のとおりとする。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 中間検査 地方自治法（昭和22年法律第67

号）第234条の２第１項の規定により契約の適正

な履行を確保するため、検査対象工事が完成す

る前に行う検査をいう。 

(２) 中間検査 地方自治法（昭和22年法律第67

号）第234条の２第１項の規定により契約の適正

な履行を確保するため、工事が完成する前に行

う検査をいう。 

(３) 略 (３) 略 

２ 中間検査は、当初の請負代金の額が2,000万円以

上の検査対象工事について行う。ただし、次に掲

２ 中間検査は、当初の工事請負契約代金額が2,000

万円以上の工事について行う。ただし、次に掲げ



げるものを除く。 るものを除く。 

(１) 切取、盛土又は単純な構造物の築造を行う

検査対象工事で、完成検査の時に出来形、品質

等の確認ができるもの 

(１) 切取、盛土又は単純な構造物の築造を行う

工事で、完成検査の時に出来形、品質等の確認

ができるもの 

(２) 二次製品を大量に使用するなど単純な工法

の検査対象工事 

(２) 二次製品を大量に使用するなど単純な工法

の工事 

(３) 市が管理する道路、河川及び湖沼を維持、

修繕又は管理することを目的とする検査対象工

事（災害復旧事業として行うものを除く。） 

(３) 市が管理する道路、河川及び湖沼を維持、

修繕又は管理することを目的とする工事（災害

復旧事業として行うものを除く。） 

(４) 機器又は部品の設置、取替え等の検査対象

工事 

(４) 機器又は部品の設置、取替え等の工事 

(５) 解体撤去その他の構造物の築造を伴わない

検査対象工事 

(５) 解体撤去その他の構造物の築造を伴わない

工事 

３ 略 ３ 略 

  

（検査の方法） （検査の方法） 

第５条 検査は、市長が別に定める建設工事検査基

準に基づき、実地について、次に掲げる書類（以

下「契約書等」という。）に照らし、適正かつ厳

正に行わなければならない。 

第５条 検査は、市長が別に定める建設工事検査基

準に基づき、実地について、次に掲げる書類（以

下「契約書等」という。）に照らし、適正かつ厳

正に行わなければならない。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 施工計画書、工程表、工事打合せ簿、段階

確認報告書その他の検査対象工事の内容に関す

る書類 

(２) 施工計画書、工程表、工事打合せ簿、段階

確認報告書その他の工事の内容に関する書類 

(３) 工事記録写真、出来形管理資料その他の検

査対象工事の施工状況の記録に関する書類 

(３) 工事記録写真、出来形管理資料その他の工

事の施工状況の記録に関する書類 

(４)及び(５) 略 (４)及び(５) 略 

２ 前項の規定にかかわらず、地下、水中等で施工

されているため実地について検査を行うことが困

難な検査対象工事である場合又は維持、修繕若し

くは管理を目的とした機器若しくは部品の設置、

取替え等の検査対象工事、構造物の築造を伴わな

い解体撤去の検査対象工事及び軽微な補修の検査

対象工事である場合は、検査は、契約書等により

行うことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、地下、水中等で施工

されているため実地について検査を行うことが困

難な工事である場合又は維持、修繕若しくは管理

を目的とした機器若しくは部品の設置、取替え等

の工事、構造物の築造を伴わない解体撤去の工事

及び軽微な補修の工事である場合は、検査は、契

約書等により行うことができる。 

  

（契約締結の報告） （契約締結の報告） 

第６条 略 第６条 略 

２ 前項の規定は、請負契約の変更その他検査対象

工事に関する変更が生じたときの報告について準

用する。 

２ 前項の規定は、請負契約の変更その他工事に関

し、変更が生じたときの報告について準用する。 

  

（検査の申請及び検査の通知） （検査の申請及び検査の通知） 

第７条 主管課長は、検査対象工事が完成し、修補

が完了し、又は規則第56条第２項に規定する指定

部分の工事が完成した旨の通知（以下「完成通知」

という。）を受けたときは、当該通知を受けた日

から起算して５日以内に、建設工事完成（修補完

了）検査申請書（様式第２号）に工事写真その他

会計課長が必要と認める資料を添えて、会計課長

に提出しなければならない。 

第７条 主管課長は、工事が完成し、修補が完了し、

又は規則第56条第２項に規定する指定部分の工事

が完成した旨の通知（以下「完成通知」という。）

を受けたときは、その日から起算して５日以内に、

建設工事完成（修補完了）検査申請書（様式第２

号）に工事写真その他会計課長が必要と認める資

料を添えて、会計課長に提出しなければならない。 



２ 略 ２ 略 

３ 会計課長は、検査を行うに当たり、検査の日時

その他必要な事項をあらかじめ次の各号に掲げる

場合に応じ、当該各号に定める通知書により、主

管課長に通知するものとする。 

３ 会計課長は、工事の検査を行うに当たり、検査

の日時その他必要な事項をあらかじめ次の各号に

掲げる場合に応じ、当該各号に定める通知書によ

り、主管課長に通知するものとする。 

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略 

  

（検査の準備） （検査の準備） 

第８条 主管課長は、検査を受けるに当たり、監督

員又は工事関係者にあらかじめ契約書等及び用具

を準備させるとともに、適当な方法により、測点、

距離等を工事現場に標示させなければならない。 

第８条 主管課長は、工事の検査を受けるに当たり、

監督員又は工事関係者にあらかじめ契約書等及び

用具を準備させるとともに、適当な方法により、

測点、距離等を工事現場に標示させなければなら

ない。 

  

（検査の立会い） （検査の立会い） 

第９条 検査員は、検査を実施するときは、次に掲

げる者を立ち会わせるものとし、当該検査に関し

必要な範囲内において、事実の説明その他必要な

措置を求めることができる。ただし、やむを得な

い事情がある場合は、第１号に掲げる者の立会い

を要しない。 

第９条 検査員は、工事の検査を実施するときは、

次に掲げる者を立ち会わせるものとし、当該検査

に関し必要な範囲内において、事実の説明その他

必要な措置を求めることができる。ただし、やむ

を得ない事情がある場合は、第１号に掲げる者の

立会いを要しない。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

  

（手直し工事等） （手直し工事等） 

第11条 検査員は、中間検査に当たり、検査対象工

事が契約書等に適合しないと認めるときは、監督

員に対し、手直しをすべき事項を指摘票（様式第

８号）により指摘し、手直し完了後、その前後の

写真を添付して報告させるものとする。 

第11条 検査員は、中間検査に当たり、工事が契約

書等に適合しないと認めるときは、監督員に対し、

手直しをすべき事項を指摘票（様式第８号）によ

り指摘し、手直し完了後、その前後の写真を添付

して報告させるものとする。 

２ 検査員は、完成検査に当たり、検査対象工事が

契約書等と適合しないと認める場合であって、完

成通知を受理した日から14日を経過する日（以下

「完了期限」という。）までにその手直しのため

の検査対象工事（以下「手直し工事」という。）

を完了することができると見込まれるときは、そ

の内容を指摘票により、監督員に指摘するものと

する。 

２ 検査員は、完成検査に当たり、工事が契約書等

と適合しないと認める場合であって、完成通知を

受理した日から14日を経過する日（以下「完了期

限」という。）までにその修繕のための工事（以

下「手直し工事」という。）を完了することがで

きると見込まれるときは、その内容を指摘票によ

り、監督員に指摘するものとする。 

３及び４ 略 ３及び４ 略 

  

（修補） （修補） 

第12条 検査員は、完成検査に当たり、検査対象工

事が契約書等と適合しないと認める場合（前条第

２項に定めるときを除く。）は、直ちに修補すべ

き事項を会計課長に報告し、その内容を指摘票に

より監督員に指摘するものとする。 

第12条 検査員は、完成検査に当たり、工事が契約

書等と適合しないと認める場合（前条第２項に定

めるときを除く。）は、直ちに修補すべき事項を

会計課長に報告し、その内容を指摘票により監督

員に指摘するものとする。 

  

（検査結果の復命） （検査結果の復命） 

第13条 検査員は、検査を終了したときは、速やか

にその結果を次の各号に掲げる場合に応じ、当該

各号に定める書類を作成し、これに必要な書類を

添付して、会計課長に検査の復命をしなければな

第13条 検査員は、工事の検査を終了したときは、

速やかにその結果を次の各号に掲げる場合に応

じ、当該各号に定める書類を作成し、これに必要

な書類を添付して、会計課長に当該工事の復命を



らない。 しなければならない。 

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略 

  

（工事成績の評定及び成績の決定） （工事成績の評定及び成績の決定） 

第14条 検査員は、完成検査において合格の決定を

した場合は、市長が別に定める工事成績評定要領

に基づき、自ら行う評価及び監督員が行う評価に

より、当該合格の決定をした検査に係る検査対象

工事の成績の評定（以下「検査評定」という。）

を行わなければならない。ただし、次に掲げる検

査対象工事を除く。 

第14条 検査員は、完成検査において合格の決定を

した場合は、市長が別に定める工事成績評定要領

に基づき、自ら行う評価及び監督員が行う評価に

より、当該工事の成績の評定（以下「検査評定」

という。）を行わなければならない。ただし、次

に掲げる工事を除く。 

(１) 第２条第２号に規定する検査対象工事 (１) 第２条第２号に規定する工事 

(２) 第４条第２項第３号から第５号までに掲げ

る検査対象工事 

(２) 第４条第２項第３号から第５号までに掲げ

る工事 

(３) 第12条に規定する修補すべき事項の指摘を

した検査対象工事 

(３) 第12条に規定する修補すべき事項の指摘を

した工事 

(４) 災害復旧事業として行う検査対象工事その

他市長が検査評定を要しないと認める検査対象

工事 

(４) 災害復旧事業として行う工事その他市長が

検査評定を要しないと認める工事 

２ 会計課長は、前条の復命及び検査評定に基づき、

検査対象工事の成績を決定するものとする。 

２ 会計課長は、前条の規定による復命及び検査評

定に基づき、工事の成績を決定するものとする。 

３ 会計課長は、検査対象工事の成績を決定した後、

当該検査対象工事に瑕疵（軽微なものを除く。）

があることが判明したときその他必要があると認

めるときは、別に定めるところにより当該検査対

象工事の成績を修正するものとする。 

３ 会計課長は、工事の成績を決定した後、当該工

事に瑕疵（軽微なものを除く。）があることが判

明した場合その他必要があると認める場合は、別

に定めるところにより当該工事の成績を修正する

ものとする。 

  

（検査結果等の送付） （検査結果等の送付） 

第15条 会計課長は、検査対象工事の成績を決定し

たときは、第13条各号に定める書類に基づき、次

の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書

類を作成し、必要な書類を添付して、速やかに当

該検査対象工事の主管課長に送付しなければなら

ない。 

第15条 会計課長は、第13条各号に定める書類に基

づき、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に

定める書類を作成し、必要な書類を添付して、速

やかに当該工事の主管課長に送付しなければなら

ない。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

  

（その他） （その他） 

第16条 この規程に定めるもののほか、検査に関し

必要な事項は、市長が別に定める。 

第16条 この規程に定めるもののほか、工事の検査

に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   
附 則 

（施行期日等） 

１ この訓令は、平成30年５月31日から施行する。 

２ この訓令による改正後の倉吉市建設工事検査規程は、平成30年４月１日以後に締結された請負契約に

より行われた検査対象工事に係る検査から適用し、同日前に締結された請負契約により行われた検査対

象工事に係る検査については、なお従前の例による。   


