
様式１                                     №   
（        ）救援ｾﾝﾀｰ

安全点検チェックリスト
○安全性チェック基準「Ａ」… 安全性は特に問題なし（直ぐに使用可）

「Ｂ」… 散乱物等はあるが、建物構造的には特に問題なし（使用可）

「Ｃ」… 亀裂、破損、ゆがみ、壁の落下等被害甚大につき使用不可

点検日時：  月  日  時  分～  時  分    点検者

階 名 称
安全性
チェック

チェックポイント

（扉→天井→壁→床→窓ガラス）
用 途

１

階

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険
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階 名 称
安全性
チェック

特 記 事 項 用 途

２

階

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険
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階 名 称
安全性
チェック

特 記 事 項 用 途

３

階

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険
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階 名 称
安全性
チェック

特 記 事 項 用 途

４

階

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険
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安全点検チェックリスト

○安全性チェック基準「Ａ」… 安全性は特に問題なし（直ぐに使用可）

「Ｂ」… 散乱物等はあるが、建物構造的には特に問題なし（使用可）

「Ｃ」… 亀裂、破損、ゆがみ、壁の落下等被害甚大につき使用不可

階 名 称
安全性
チェック

特 記 事 項 用 途

１

階

主事室
Ａ

□亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

散乱物あり

作業室

無線

給食調理室 C □亀裂 □破損・ひび □ゆがみ ☑落下物危険

調理器具散乱。片づけ要

調理室

食料保管

保健室 Ａ □亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

薬品棚一部転倒

医療救護所

トイレ

（玄関わき） Ａ □亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険 共用

給食

主事室 Ａ □亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険 医療救護所

放送室 C □亀裂 □破損・ひび ☑ゆがみ □落下物危険

扉ゆがみ有り、機材類外観損傷なし

校内放送

職員室 Ａ □亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

散乱物あり

学校職員室

校長室 Ａ □亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険 学校職員室

家庭科室 Ａ □亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

散乱物あり

共用

準備室

（家庭科） Ａ □亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

蛍光灯３本割れ

共用

トイレ

（家庭科室隣） Ｂ □亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

個室扉２箇所破損、開閉不可。

奥個室のタンク一部破損水漏れ有り

共用

理科室 Ｂ □亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

窓ガラス２枚破損

避難スペース

準備室

（理科） Ｃ □亀裂 □破損・ひび □ゆがみ ☑落下物危険

実験器具等散乱大、立ち入り危険

更衣室 Ａ □亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険 相談室

教具室 Ｂ □亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険

教材等散乱、

作業室

印刷室 Ａ □亀裂 □破損・ひび □ゆがみ □落下物危険 作業室

安全性チェック

基準により記入

破損等の状況

や程度を具体

的に記入

塗りつぶし＝非開放予定

塗り無し＝開放予定

＊点検時は、必ず複数で行なう。ヘルメット、安全靴等を着用。

＊教室等に鍵のかかっている場合は、主事室の鍵を使う。

＊張り紙を携行し、必要な表示（立ち入り禁止等）をする。蛇口は総

て「使用禁止」表示

＊ガスは大元を閉める。電気コンセント類は点検時に抜いておく。

様式１記入要領

1 つでもチェックが入った

ら使用不可！！


