








作成日：

次長 建築長 監督 社長 施工管理者 作成者

現場名 契約事業所

現場住所 工事事業所

営業 監督 建設

調査日 平成　　　　年　　　月　　　　日　　　　　　　　　

石綿含有建材の有無 別紙　「事前調査シート」　添付・参照

施工場所・部位 「工程ごとの作業内容及び解体方法」のとおり

調査事業所

　現場安全衛生管理体制

調査実施者　　氏名：
石綿含有建材除去前、除去時の措置の内容

平成　　年　　月　　日

解体工事　計画書（石綿）
石綿則 　第4条 

現　　　場

石　綿　含　有　建　材　の　有　無

現場監督員 施工管理者 

 

職長           

作業主任者等     下記 

廃棄物管理責任者 

選任

特定化学物質等（石綿等）作業主任者 　要　・　不要　 氏名　：

鉄骨の組立、解体等作業主任者 　要　・　不要　 氏名　：

　要　・　不要　 氏名　：

足場の組立等作業主任者 　要　・　不要　 氏名　：

ガス溶接作業主任者 　要　・　不要　 氏名　：

木造建物解体工事作業指揮者 　要　・　不要　 氏名　：

職長 　要　・　不要　 氏名　：

廃棄物管理責任者 　要　・　不要　 氏名　：

保護具着用管理責任者 　要　・　不要　 氏名　：

　要　・　不要　 氏名　：

施工部位へのマーキング

労働者への粉じんばく露防止措置 □　呼吸用保護具　　防じんマスク

□　作業衣　　　　　　　　　　　　　　　　□　保護衣

□　その他（　保護メガネ　・　手袋　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

作業場所の立入禁止措置 □　立入禁止看板の掲示

作業に従事する労働者への掲示 □　石綿等取扱い作業の注意事項掲示板の設置

□　石綿事前調査結果等の掲示板の設置

周辺環境対策 □　防炎シート（防音シート）　　近隣説明等

コンクリート造の工作物の解体等作業主任者

作業主任者等の選任 作業主任者等氏名 会社名

現場監督員 施工管理者 

 

職長           

作業主任者等     下記 

廃棄物管理責任者 



工程
石綿含有
建材の有
無

種類 □　手作業 □　湿潤化　（方法：　　　　　　　　　　　　　　　 )

□　湿潤化困難な場合の理由、代替措置

有　・無 部位 　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 )

種類 □　手作業 □　湿潤化　（方法：　　　　　　　　　　　　　　　 )

□　湿潤化困難な場合の理由、代替措置

部位 　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

種類 □　手作業 □　湿潤化　（方法：　　　　　　　　　　　　　　　 )

□　湿潤化困難な場合の理由、代替措置

有　・無 部位 　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 )

種類 □　手作業 □　湿潤化　（方法：　　　　　　　　　　　　　　　 )

□　湿潤化困難な場合の理由、代替措置

部位 　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

種類 □　手作業 □　湿潤化　（方法：　　　　　　　　　　　　　　　 )

□　湿潤化困難な場合の理由、代替措置

有　・無 部位 　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 )

種類 □　手作業 □　湿潤化　（方法：　　　　　　　　　　　　　　　 )

③
外
装
材
・
上
部
構

□　手作業・機械作
業
　　　の併用

□ 手作業 機械作

①
建
築
設
備
・
内
装
材

□　手作業・機械作
業
　　　の併用

□　手作業・機械作
業
　　　の併用

②
屋
根
ふ
き
材

□　手作業・機械作
業
　　　の併用

□　手作業・機械作
業
　　　の併用

工事着手及び完了の時期

平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　～　　　平成　　　　年　　　　月　　　　日

工程ごとの作業内容及び解体方法

石綿含有建材
石綿含有建材の分
別解体等の方法

石綿含有建材粉じん発散防止・抑制方法

□　湿潤化困難な場合の理由、代替措置

部位 　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

種類 □　手作業 □　湿潤化　（方法：　　　　　　　　　　　　　　　 )

□　湿潤化困難な場合の理由、代替措置

有　・無 部位 　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 )

種類 □　手作業 □　湿潤化　（方法：　　　　　　　　　　　　　　　 )

□　湿潤化困難な場合の理由、代替措置

部位 　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 )

　　　□　　上の工程における①→②→③→④の順序

　　　□　　その他　　　その他の場合の理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※

工事の工程の順序

備　　　　考

施工中に事前調査では把握していなっかた石綿を含有する建材などが発見された場合には、そ

のつど作業計画の見直しを行うこと。

構
造
部
分

□　手作業・機械作
業
　　　の併用

④
そ
の
他

□　手作業・機械作
業
　　　の併用

□　手作業・機械作
業
　　　の併用



施工会社名

記録者名

建設名

事業所名

現場名

現場住所

□作業衣　（保護衣）　　　　　

使用保護具 □　呼吸用保護具　半面形防じんマスク（国家検定品）

□　その他の保護具

工事日 作業者名

種類 □　手作業 □　湿潤化　（方法：　　　　　　　　　　　　　）

月　　日

部位　　　 　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

種類 □　手作業 □　湿潤化　（方法：　　　　　　　　　　　　　）

月　　日

部位　　　 　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

種類 □　手作業 □　湿潤化　（方法：　　　　　　　　　　　　　）

月　　日

部位　　　 　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

種類 □　手作業 □　湿潤化　（方法：　　　　　　　　　　　　　）

月　　日

部位　　　 　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

種類 □　手作業 □　湿潤化　（方法：　　　　　　　　　　　　　）

月　　日

部位　　　 　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□　湿潤化困難な場合の理由、代替措置□　手作業・機械作業
　　　の併用

石綿等の粉じんにより著しく汚染される事態が生じたときの概要、及び事業者が講じた応急の措置の概要。

備　　考

平成　　年　　月　　日

現　　　場

解体工事石綿取扱作業記録（平成　　年　　月度）
石綿則 　第35条 

支店・営業所

□　手作業・機械作業
　　　の併用

□　湿潤化困難な場合の理由、代替措置

□　手作業・機械作業
　　　の併用

□　湿潤化困難な場合の理由、代替措置

工事着手及び完了の時期

□　手作業・機械作業
　　　の併用

□　手作業・機械作業
　　　の併用

□　湿潤化困難な場合の理由、代替措置

□　湿潤化困難な場合の理由、代替措置

平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　～　　　平成　　　　年　　　　月　　　　日

石綿取扱作業概要及び期間

石綿含有建材粉じん発散防止・抑制方法
石綿含有建材の分別

解体等の方法
石綿含有建材

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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