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検査記録表

工 事 名 サンプル工事 所長 総括監督員 主任監督員 監督員

工事箇所 長野県飯山市

工　　　種 舗装工

種　　　別 アスファルト舗装工 主任技術者 ワイズ太郎

検
 
測
 
位
 
置
 
図

管理基準

項　　目 － ＋

-40 +40

基準高 EL (mm) -40 +40

厚さ t (mm) -25

基準高 EL (mm) -20 +20

幅 B (mm) -50

深さ h (mm)

厚さ t (mm) -13

幅 B (mm) -25

深さ h (mm) -20 +20

検測区分 (いずれかに○)　 ・段階確認　　・出来形管理(確認段階以外)　　・その他(            )

測点 設計 検測 誤差 日付 判定 測点 設計 検測 誤差 日付 判定

No.0 No.1

基準高 EL1 100.000 99.990 -0.010 8/1 基準高 EL1 110.000 110.020 0.020 8/2

基準高 EL2 100.000 99.990 -0.010 基準高 EL2 110.000 110.020 0.020

基準高 EL3 100.000 99.990 -0.010 基準高 EL3 110.000 110.020 0.020

厚さ t1 20 21 1 厚さ t1 20 22 2

厚さ t2 20 21 1 厚さ t2 20 22 2

厚さ t3 20 21 1 厚さ t3 20 22 2

幅 B 5.000 5.025 0.025 幅 B 5.000 5.035 0.035

深さ h1 500 505 5 深さ h1 500 510 10

深さ h2 500 505 5 深さ h2 500 510 10

深さ h3 500 505 5 深さ h3 500 510 10

日付欄は受注者が確認した日付を記入。判定欄は監督員が確認した日付を自署し、サインまたは押印により証する。
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様式－

検査記録票

工 事 名 サンプル工事 所長 課長 係長 監督員

工事箇所 長野県飯山市

工　　　種 舗装工

種　　　別 アスファルト舗装工 主任技術者 ワイズ太郎

検
 
測
 
位
 
置
 
図

管理基準

項　　目 -mm +mm

-40 +40

基準高 EL (mm) -40 +40

厚さ t (mm) -25

基準高 EL (mm) -20 +20

幅 B (mm) -50

深さ h (mm)

厚さ t (mm) -13

幅 B (mm) -25

深さ h (mm) -20 +20

測点 設計 検測 誤差 日付 判定 測点 設計 検測 誤差 日付 判定

No.0 No.1

基準高 EL1 100.000 99.990 -0.010 8/1 基準高 EL1 110.000 110.020 0.020 8/2

基準高 EL2 100.000 99.990 -0.010 基準高 EL2 110.000 110.020 0.020

基準高 EL3 100.000 99.990 -0.010 基準高 EL3 110.000 110.020 0.020

厚さ t1 20 21 1 厚さ t1 20 22 2

厚さ t2 20 21 1 厚さ t2 20 22 2

厚さ t3 20 21 1 厚さ t3 20 22 2

幅 B 5.000 5.025 0.025 幅 B 5.000 5.035 0.035

深さ h1 500 505 5 深さ h1 500 510 10

深さ h2 500 505 5 深さ h2 500 510 10

深さ h3 500 505 5 深さ h3 500 510 10

※ 判定欄は監督員の確認月日、サイン又は印とする。
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