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No. 項　　　　　目 内　　　　　容 時　期 備　　　　　考
施設で提供している資料の整備
（１）利用の手引き

（２）ニュースポーツルールブック

（３）クラフトの手引き

（４）キャンドルのつどいの手引き

（５）野外活動の手引き

（６）ファイヤーストームの手引き

（７）ハイキングコースマップ

（８）登山コースマップ

（９）登山に関する手引き

屋内で提供しているプログラムに
関わる設備および物品の点検
（１）クラフトに関わる設備・物品

（２）スポーツ活動に関わる設備・物品

（３）プロジェクターおよび放送設備

（４）その他

ハイキング・登山等の活動に関わる設備・物品
の点検
（１）無線機の点検

（２）クマよけ鈴など貸出物品の点検

（３）ザック，ポールなど物品の点検

屋外で提供しているプログラムに関わる設備
および物品の点検
（１）野外活動に関わる設備・物品

　（営火場，グラウンド，野外活動棟）

（２）スポーツ活動に関わる設備・物品

　（テニス・パークゴルフなど）

登山コースの点検
（１）コースの確認（実踏）

（２）資料との整合性チェック

（３）掲示物等の確認

ウォークラリー・ハイキングコースの整備・点検
（１）チェックポイントの設置・撤去

（２）ウォークラリー資料の確認

（３）コースの確認（実踏）

（４）その他

スポーツ活動に係る設備及び物品の点検
（１）資料との整合性チェック

（２）掲示物等の確認

（３）テニスコートネット設置・撤去

（４）パークゴルフ設置・撤去

（５）サッカーゴールネット設置・移動

野外活動フィールドの定期点検
（１）ウォークラリーコース

（２）ハイキングコース

（３）登山コース

（４）営火場

屋内で提供しているプログラムに関わる設備
および物品の点検
（１）クラフトに関わる設備・物品

（２）スポーツ活動に関わる設備・物品

（３）プロジェクターおよび放送設備

（４）各研修室内の設備・物品

（４）（５）については，雪解
け情況により時期変更
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設備の点検

野外活動に関わる
フィールドの点検

平成２６年度　国立大雪青少年交流の家　施設・設備等点検一覧　　

1 資料整備・点検

2 屋内設備・物品点検

3 設備・物品点検

4 屋外設備・物品点検



No. 項　　　　　目 内　　　　　容 時　期 備　　　　　考
冬季屋外活動に関わる物品の点検
（１）ＸＣスキーの点検

（２）スノーシュー等の点検

ＸＣスキー・ノルディックコースの点検
（１）スキーコース設置(プレハブ・看板）

（２）コースの確認（実踏）

（３）資料との整合性チェック

（４）掲示物等の確認

（５）コース圧雪

施設周辺の点検
（１）スノーシューで歩くフィールドの確認（実踏）

（２）その他

館内清掃・点検
（１）廊下･ホール等の清掃及び利用者消耗品補充

（２）不要な電気・照明等の消灯

（３）水道蛇口の閉栓

（４）窓の戸締り確認

（５）破損及び故障箇所（蛍光管・非常灯等）の確認

各倉庫内物品の整理
（１）整理整頓

（２）補充物チェック及び発注

宿舎内清掃
（１）利用者退所時入念清掃

（２）マットレス下・ベッド下等の入念清掃

清掃・物品整理
（１）医務室内清掃及びベッドシーツ交換

（２）外用薬等点検・補充

11
野外活動に関わる
フィールドの点検

１１月
１２月

物品点検

随時
（２）については年度末の布
団クリーニング時に行う

勤務割振による当番制

物品整理

入念清掃15

13 定時点検 毎日

随時14

１２～１月12
野外活動に関わる
フィールドの点検

１０月10

16 医務室整理 随時



  

 

平成２６年度 施設・設備等点検一覧 

 

設 備 項  目 時 期 備   考 

換気設備，排煙設備， 

非常照明等 

建築設備法定点検 １０月 建築基準法１２条 

【機構本部委託業者】 

定期自主検査 毎月 建築基準法１２条 昇降機（エレベータ） 

検査結果届出 １２月 建築基準法１２条 

定期清掃・検査 １２月 ビル管理法１０条、水道法３４条の２ 

水質検査 ９・３月 ビル管理法１０条 

給水設備（簡易水道） 

残留塩素測定 毎週 ビル管理法１０条【ボイラー監視委託業者】 

自主検査 毎月 電気事業法８条 電気設備 

（自家用電気工作物） 定期検査 １０月 電気事業法４２条 

特定建築物届出  （作業なし） ビル管理法５条 

給水設備 

（受水槽・高架水槽） 

定期清掃 

 

９月 ビル管理法第１０条，水道法３４条の２ 

水質検査 ９・３月 ビル管理法第１０条 給水設備 

（簡易水道） 残留塩素測定 毎週 ビル管理法第１０条【ボイラー監視委託業者】 

定期清掃 １回／６月 ビル管理法第１０条 排水設備 

屋内外排水管清掃 １０月 自主洗浄 

空調換気設備 機械換気設備点検 １回／２月 労働安全衛生法，事務所衛生規則９条 

【ボイラー監視委託業者】 

保守管理 毎週 浄化槽法第８，１０条 合併処理浄化槽設備 

法定検査 １０月 浄化槽法第１１条 

機能点検，機能検査 ９月・３月 消防法１７条 消防設備 

総合点検 ９月 消防法１７条 

害虫防除 害虫駆除 １回／６月 ビル管理法１０条 

定期自主検査 毎月 ボイラー及び圧力容器安全規則３８条 ボイラー設備 

 性能検査 １０月 ボイラー及び圧力容器安全規則３２条 

定期自主検査 毎月 ボイラー及び圧力容器安全規則７３条 第１種圧力容器 

（貯湯槽） 性能検査 １０月 ボイラー及び圧力容器安全規則６７条 

危険物施設 

（重油地下タンク） 

漏洩定期検査 １０月 消防法１４条３の２ 

煤煙発生施設 煤煙濃度測定 １１月 大気汚染防止法第１６条 

特定建築物環境衛生管理  毎月 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第７条

無線局定期 検査・再免許申請 １１月 電波法７３条（５年毎・２７年度予定） 

構内電話交換機設 備保守管理 毎月 自主保守管理 

源泉槽清掃 ３月 自主清掃 プール 

細菌検査 １０月・３月 自主検査 

浴室 細菌検査 １０月・３月 自主検査 

屋内温泉管 洗浄 ３月 自主洗浄 

配管点検 ９月 自主点検（職員点検・業者修理） 温泉源泉 

ポンプ入替点検 ９月 自主点検（３年毎・２６年度予定） 
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