
2022/9/26

（別紙）保存ファイル名の付け方

添付ファイルの参考名称です。
一言一句、同じタイトルでなくても構いませんが、それぞれの図面種類が明確になるよう
なファイル名称としてください。
ご協力頂きますよう、よろしくお願いします。

一般財団法人　大阪建築防災センター　建築確認検査機構



確認

NO 図面名称

［申請書関係］

000 調査報告書

001 確認申請書（第一面～第六面）　NICE-WEBで自動作成

002 委任状　NICE-WEBで作成

003 工事監理届　NICE-WEBで作成

004 建築計画概要書（第一面～第二面）　NICE-WEBで自動作成

005 建築計画概要書（第三面）

006 建築工事届（第一面～第四面）　NICE-WEBで作成

～ 許可等

都計法29条許可　等

開発許可不要証明

工場・危険物調書

大阪市消防用設備等設置計画表

建築物移動等円滑化基準チェックシート

道路明示の写し

市町村経由図面一式

許可等の副本一式

（その他）

［意匠関係］

101 付近見取図

～ 敷地求積図

床面積求積図

地盤面算定図

凡例

仕上表

使用建築材料表

耐火リスト

配置図

平面図

立面図

断面図

建具配置図

建具表

天空率

日影図

給排水設備図

換気設備図

電気設備図

エレベーター図

（その他）

建築物
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確認

NO 図面名称

［電気設備関係］

201 特記仕様書

～ 引込・幹線設備図

非常用照明・誘導灯設備図

発電設備図

電灯コンセント設備図

電話設備図

インターホン設備図

TV共同受信設備図

情報設備図

監視カメラ設備図

火災警報設備図

避雷設備図

耐震強度計算書

機器詳細図

（その他）

［機械設備関係］

301 特記仕様書

～ 給水・給湯設備図

排水・通気設備図

消火設備図

ガス設備図

厨房設備

浄化槽設備

空気調和設備図

換気設備図

機械換気量計算書（一般・火気・シックハウス）

ダクト損失計算書（一般・シックハウス）

機械排煙設備図

耐震強度計算書

機器詳細図

（その他）

［昇降機関係］

401 エレベーター図

～ 小荷物昇降機図

エスカレーター図

（その他）

建築物
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確認

NO 図面名称

［構造関係］

501 特記仕様書

～ 規準図（配筋規準図・鉄骨規準図）

標準図（各種メーカー施工標準図）

土質柱状図

伏図

軸組図

杭リスト

基礎リスト

基礎梁リスト

柱リスト

大梁リスト

小梁リスト

床スラブリスト

壁リスト

架構配筋図

鉄骨詳細図

各部配筋図

（その他）

構造計算書

地盤調査報告書

その他（別棟構造図）

建築物
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中間検査

NO 図面名称

［申請書関係］

001 中間検査申請書（第一面～第三面）

002 中間検査申請書（第四面）

003 委任状

［（意匠・構造）工事監理報告書関係］

101 【監・表紙00】工事監理報告書（表紙）

102 【監・様式01】工事監理報告書（共通）

103 【監・様式02】工事監理報告書（基礎配筋）

104 【監・様式03】工事監理報告書（木造・軸組工法）

105 【監・様式04】工事監理報告書（木造・枠組壁工法）

106 【監・様式05】工事監理報告書（鉄筋コンクリート造）

107 【監・様式06】工事監理報告書（鉄骨造）

108

109

110

111 【監・様式10】工事監理報告書（詳細報告）

112 【監・様式11】各種資料チェックリスト

［検査資料関係］

401 コンクリート工事施工（計画）報告書

402 コンクリート打込（計画）表

501 【01】地盤調査報告書

502 【02】地盤改良施工報告書及び 地盤改良品質検査結果報告書

503 【03】杭耐力試験報告書及び杭施工報告書

504 【04】骨材試験報告書

505 【05】コンクリート配合報告書

506 【06】フレッシュコンクリートのスランプ等試験報告書

507 【07】コンクリート圧縮強度試験報告書（１週及び４週 ）

508 【08】コンクリートコア圧縮強度試験報告書

509 【09】硬化したコンクリート塩化物量試験報告書

510 【10】コンクリート工事施工（結果）報告書

511 【11】コンクリート打込（結果）表

512 【12】鉄筋強度試験報告書（ミルシート）

513 【13】PC鋼棒・PC鋼線及びＰC鋼より線強度試験報告書（ミルシート）

514 【14】鋼材強度試験報告書

515 【15】ボルト類強度試験報告書

516 【16】高力ボルト締め付け検査報告書

517 【17】溶接部非破壊試験報告書

518 【18】溶接部強度試験報告書

519 【19】圧接部強度試験報告書

520 【20】鉄骨工事施工状況報告書

521 【21】使用金物一覧表

522 【22】鋼材の品質証明書の写し

523 【23】鋼材の流通経路を示す書類

701 工事写真

建築物
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完了検査

NO 図面名称

［申請書関係］

001 完了検査申請書（第一面～第三面）

002 完了検査申請書（第四面）

003 委任状

［（意匠・構造）工事監理報告書関係］

101 【監・表紙00】工事監理報告書（表紙）

102 【監・様式01】工事監理報告書（共通）

103 【監・様式02】工事監理報告書（基礎配筋）

104 【監・様式03】工事監理報告書（木造・軸組工法）

105 【監・様式04】工事監理報告書（木造・枠組壁工法）

106 【監・様式05】工事監理報告書（鉄筋コンクリート造）

107 【監・様式06】工事監理報告書（鉄骨造）

108 【監・様式07】工事監理報告書（シックハウス内装関係）

109 【監・様式08】工事監理報告書（防火区画等）

110 【監・様式09】工事監理報告書（バリアフリー関係）

111 【監・様式10】工事監理報告書（詳細報告）

112 【監・様式11】各種資料チェックリスト

121 防火区画等の部分を明確にした図面

～ 使用建築材料表

（その他）

［（設備）工事監理報告書関係］

201 【設監・様式01】建築設備工事監理報告書

202 【設監・様式02】１．機械換気設備

203 【設監・様式03】風量測定記録

204 【設監・様式04】２．感知器と連動して閉鎖する防火設備

205 【設監・様式05-１】３．排煙設備（１/２）

206 【設監・様式05-２】３．排煙設備（２/２）

207 【設監・様式06】排煙風量測定記録

208 【設監・様式07】４．非常用の照明装置

209 【設監・様式08】５．給水、排水その他の配管設備

210 【設監・様式09-１】６．避雷設備

211 【設監・様式09-２】接地抵抗測定記録

212 【設監・様式10】７．ガス設備

213 【設監・様式11】８．シックハウス対策用換気設備

221 【設監・簡易版】建築設備工事監理報告書（簡易版）

［（省エネ）工事監理報告書関係］

301 【省監・01】（第一面）省エネ基準工事監理報告書（簡易版）

302 【省監・02】（第一面別紙）省エネ基準工事監理報告書（簡易版）

303 【省監・03】（第二面）モデル建物法

304 【省監・04】（第二面）標準入力法

建築物
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完了検査

NO 図面名称

［検査資料関係］

401 コンクリート工事施工（計画）報告書

402 コンクリート打込（計画）表

501 【01】地盤調査報告書

502 【02】地盤改良施工報告書及び 地盤改良品質検査結果報告書

503 【03】杭耐力試験報告書及び杭施工報告書

504 【04】骨材試験報告書

505 【05】コンクリート配合報告書

506 【06】フレッシュコンクリートのスランプ等試験報告書

507 【07】コンクリート圧縮強度試験報告書（１週及び４週 ）

508 【08】コンクリートコア圧縮強度試験報告書

509 【09】硬化したコンクリート塩化物量試験報告書

510 【10】コンクリート工事施工（結果）報告書

511 【11】コンクリート打込（結果）表

512 【12】鉄筋強度試験報告書（ミルシート）

513 【13】PC鋼棒・PC鋼線及びＰC鋼より線強度試験報告書（ミルシート）

514 【14】鋼材強度試験報告書

515 【15】ボルト類強度試験報告書

516 【16】高力ボルト締め付け検査報告書

517 【17】溶接部非破壊試験報告書

518 【18】溶接部強度試験報告書

519 【19】圧接部強度試験報告書

520 【20】鉄骨工事施工状況報告書

521 【21】使用金物一覧表

522 【22】鋼材の品質証明書の写し

523 【23】鋼材の流通経路を示す書類

601 シックハウス対策の内装・下地材等を示す書類

701 工事写真

建築物
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フラット35　設計

NO 図面名称

［申請書関係］

F001 設計検査申請書（第一面～第二面）

F002 設計内容説明書（省エネルギー性）

F003 設計内容説明書（耐震性）

F004 設計内容説明書（バリアフリー性）

F005 設計内容説明書（耐久性・可変性）

F006 第三者機関の交付する証明書の写し

～ （その他）

［図面関係］

F101 付近見取図（建築確認の添付図書と兼用する場合は、省略可）

～ 敷地求積図（建築確認の添付図書と兼用する場合は、省略可）

床面積求積図（建築確認の添付図書と兼用する場合は、省略可）

配置図（建築確認の添付図書と兼用する場合は、省略可）

平面図（建築確認の添付図書と兼用する場合は、省略可）

立面図（建築確認の添付図書と兼用する場合は、省略可）

矩計図

（その他）

F201 省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性に関する図書

～

F501 工事仕様書

フラット35　竣工

新築・一戸建て

NO 図面名称

［申請書関係］

F101 竣工現場検査申請書（第一面～第二面）

F102 工事内容確認チェックシート（第一面～第二面）

F103 工事内容確認チェックシート（省エネルギー性）

F104 工事内容確認チェックシート（耐震性）

F105 工事内容確認チェックシート（バリアフリー性）

F106 工事内容確認チェックシート（耐久性・可変性）

F107 第三者機関の交付する証明書の写し

～ （その他）

新築・一戸建て
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フラット35　竣工済特例

NO 図面名称

［申請書関係］

F001 設計検査申請書（第一面～第二面）

F002 設計内容説明書（省エネルギー性）

F003 設計内容説明書（耐震性）

F004 設計内容説明書（バリアフリー性）

F005 設計内容説明書（耐久性・可変性）

F006 第三者機関の交付する証明書の写し

～ （その他）

［図面関係］

F101 付近見取図（建築確認の添付図書と兼用する場合は、省略可）

～ 敷地求積図（建築確認の添付図書と兼用する場合は、省略可）

床面積求積図（建築確認の添付図書と兼用する場合は、省略可）

配置図（建築確認の添付図書と兼用する場合は、省略可）

平面図（建築確認の添付図書と兼用する場合は、省略可）

立面図（建築確認の添付図書と兼用する場合は、省略可）

矩計図

（その他）

F201 省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性に関する図書

～

F501 工事仕様書

フラット35　竣工

新築・一戸建て

NO 図面名称

［申請書関係］

F101 竣工現場検査申請書（第一面～第二面）

F102 工事内容確認チェックシート（第一面～第二面）

F103 工事内容確認チェックシート（省エネルギー性）

F104 工事内容確認チェックシート（耐震性）

F105 工事内容確認チェックシート（バリアフリー性）

F106 工事内容確認チェックシート（耐久性・可変性）

F107 第三者機関の交付する証明書の写し

～ （その他）

新築・一戸建て
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確認

NO 図面名称

［申請書関係］

001 確認申請書（第一面～第二面）

002 委任状

003 確認済証連絡書又は建築設備台帳

～ （その他）

［建築物関係］

101 建築物の確認済証・確認申請書（第一面～第六面）の写し

102 付近見取図

103 配置図

104 平面図

～ （その他）

［エレベーター図面関係］

201 エレベーター設計書

～ エレベーター強度計算書

エレベーター耐震計算書

認定書

エレベーター据付図

構造詳細図

管理・取扱説明書

（その他）

完了検査

昇降機

NO 図面名称

［申請書関係］

001 完了検査申請書（第一面～第三面）

002 完了検査申請書（第四面）

003 委任状

～ （その他）

［工事監理報告書関係］

101 昇降機施工状況報告書

［検査資料関係］

201 エレベーター工事完了検査試験成績表

202 戸開走行保護装置検査結果表

203 使用材料証明書

～ （その他）

昇降機
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