
番号
１

府省名
番号
２

制度名 検査検定の主な内容

1 国家公安委
員会（警察
庁）

警01 遊技機の認定 都道府県公安委員会が、ぱちんこ屋等の営業を営む風俗営業者の営業所における
遊技機について、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして定める一定
の基準に該当しない旨の認定

2 国家公安委
員会（警察
庁）

警02 遊技機の型式の検定 都道府県公安委員会が、一定の種類の遊技機に関し、遊技機の製造業者又は輸入
業者が製造し、又は輸入する遊技機の型式が「著しく客の射幸心をそそるおそれ
のある」遊技機に該当しない旨の技術上の規格に適合しているか否かの検定

3 国家公安委
員会（警察
庁）

警03 原動機を用いる歩行補助
車等の型式認定

原動機を用いる歩行補助車及びショッピングカートが道路交通法令の基準に適合
しているか否かの認定

4 国家公安委
員会（警察
庁）

警04 人の力を補うため原動機
を用いる自転車の型式認
定

人の力を補うため原動機を用いる自転車（駆動補助機自転車）が道路交通法令の
基準に適合しているか否かの認定

5 国家公安委
員会（警察
庁）

警05 原動機を用いる身体障害
者用の車いすの型式認定

原動機を用いる車いす（電動車いす）が道路交通法令の基準に適合しているか否
かの認定

6 国家公安委
員会（警察
庁）

警06 普通自転車の型式認定 自転車が普通自転車に係る道路交通法令の基準に適合しているか否かの認定

7 国家公安委
員会（警察
庁）

警07 安全器材等の型式認定 牽引用具、自転車に備えられる反射器材、夜間用停止表示器材、昼間用停止表示
器材が道路交通法令の基準に適合しているか否かの認定

8 国家公安委
員会（警察
庁）

警08 運転シミュレーターの型
式認定

模擬運転装置が道路交通法令の基準に適合しているか否かの認定

9 総務省 総01-1 無線局の検査
（新設検査）

無線局の開設に当たり、無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び業
務書類について、電波法の要件に適合しているか否かの検査

9 総務省 総01-2 無線局の検査
（変更検査）

無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更に当たり、無線局の工事が許可の
内容に適合しているか否かの検査

10 総務省 総02 無線設備の機器の検定 船舶・航空機等に施設される無線設備の機器が、その型式ごとに、定められた機
能を有するか否かの検定

11 総務省 総03 技術基準適合証明等
（特定無線設備の技術基
準適合証明及び工事設計
認証）

無線局の免許手続に先立ち、無線設備が電波法で定める技術基準に適合している
か否かの確認

12 総務省 総04 高周波利用設備の型式の
指定

高周波利用設備の型式の指定を受けるに当たり、当該設備が技術基準に適合して
いるか否かの型式の指定

13 総務省 総05 無線設備等の点検に使用
する測定器等の検査
（測定器等の較正）

登録点検事業者や登録証明機関が使用する測定器等の較正

14 総務省 総06 事業用電気通信設備の自
己確認

電気通信事業者が、その設備の使用開始前に電気通信設備が技術基準に適合する
ことについて総務大臣へ届出

15 総務省 総07-1 技術基準適合認定
（端末機器技術基準適合
認定）

端末機器を電気通信事業者の電気通信回線設備に接続する際に、電気通信回線設
備を損傷等しないようにするため、端末機器が法令で定められた技術基準に適合
しているか否かの接続の検査

15 総務省 総07-2 技術基準適合認定
（端末機器の設計につい
ての認証）

端末機器を電気通信事業者の電気通信回線設備に接続する際に、電気通信回線設
備を損傷等しないようにするため、端末機器の設計が法令で定められた技術基準
に適合しているか否かの接続の検査

16 総務省 総08-1 製造所等の検査
（完成検査）

製造所等の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可を受けた者
が、設置又は変更を行った際に受けるべき、当該構造等が消防法で定められた技
術基準に適合しているか否かの検査

16 総務省 総08-2 製造所等の検査
（完成検査前検査）

工事の工程が製造所等の安全性の確保の上で特に重要と考えられるタンクを有す
る製造所等が受けるべき、完成検査を受ける前段階に当該製造所等の設置又は変
更の工事の工程ごとの検査

16 総務省 総08-3 製造所等の検査
（特定屋外タンク貯蔵所
及び移送取扱所の保安に
関する検査）

最大容量が1,000キロリットル以上の貯蔵所（特定屋外タンク貯蔵所）又は移送
取扱所が完成後の一定時期ごとに受けるべき、その構造及び設備に関する事項が
技術基準に適合しているか否かの検査

16 総務省 総08-4 製造所等の検査
（不等沈下等の場合の特
定屋外タンク貯蔵所の保
安に関する検査）

最大容量が1,000キロリットル以上の貯蔵所（特定屋外タンク貯蔵所）のうち、
完成後に不等沈下等の一定の事由が生じたものが受けるべき、当該貯蔵所が技術
基準に適合しているか否かの保安検査

17 総務省 総09-1 検定対象機械器具等の検
定
（型式承認に係る試験）

消防用機械器具等が検定対象機械器具等に係る技術上の規格を定める省令に適合
しているか否かの試験

17 総務省 総09-2 検定対象機械器具等の検
定
（個別検定）

消防用機械器具等の形状等が型式承認を受けた型式に係る形状等と同一であるか
否かの検査

資料２ 検査検定制度の概要（検査検定の主な内容）
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制度名 検査検定の主な内容

18 総務省 総10-1 石油パイプライン事業用
施設の検査※
（事業用施設の完成検
査、事業用施設の一部完
成検査、工事を必要とし
ない事業用施設の検査、
事業用施設の完成検査
（法第15条第１項本文に
規定する以外のもの））
＜経済産業省、国土交通
省と共管＞

石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの附属設備で
あって、石油パイプライン事業の用に供するものが技術基準に適合するか否かの
検査

18 総務省 総10-2 石油パイプライン事業用
施設の検査※
（事業用施設の保安検
査）
＜経済産業省、国土交通
省と共管＞

石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令（昭和47年通商産業省、
運輸省、建設省、自治省令第１号）第６条第１項で定める事業用施設（油圧送機
および送油導管並びにこれらの附属設備の定期検査

19 総務省 総11 事業所の新設又は変更の
確認※
＜経済産業省と共管＞

大量の石油及び高圧ガスをともに取り扱う特定事業所の新設又は変更を行う際
に、当該新設又は変更が当該新設等の届出に係る新設等の計画に適合しているか
否かの確認

20 総務省 総12 特定防災施設等の設置の
検査

石油コンビナート等特別防災区域における特定事業所が設置した特定防災施設等
の検査

21 総務省 総13 防炎性能の確認 防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有するか否かの確認

22 総務省 総14 消防用設備等の認定 消防用設備等又は特殊消防用設備等が技術基準に適合しているか否かの認定

23 総務省 総15 特殊消防用設備等の性能
評価

特殊の消防用設備等その他の設備等が通常の消防用設備等と同等以上の性能を有
しているか否かの評価

24 文部科学省 文01-1 原子炉施設の検査※
（原子炉施設の工事（溶
接するものの溶接を除
く。）及び性能に関する
使用前検査、原子炉施設
の変更に係る工事（溶接
をするものの溶接を除
く。）及び性能に関する
使用前検査）
＜経済産業省と共管＞

原子炉施設の工事が認可を受けた設計及び方法に従って行われていること及び性
能が技術上の基準に適合しているか否かの検査

24 文部科学省 文01-2 原子炉施設の検査※
（原子炉施設の溶接検
査、原子炉施設のうち輸
入したものの溶接検査）
＜経済産業省と共管＞

原子炉施設の溶接が認可を受けた方法に従って行われていること及び性能が技術
上の基準に適合しているか否かの検査

24 文部科学省 文01-3 原子炉施設の検査※
（原子炉施設のうち一定
のものの性能に関する定
期検査）
＜経済産業省と共管＞

原子炉施設の性能が技術上の基準に適合しているか否かの毎年一回定期的に行う
検査

25 文部科学省 文02-1 核燃料物質の使用施設等
の検査
（核燃料物質の使用施設
等に係る施設検査（溶接
検査を除く。）、核燃料
物質の使用施設等の変更
に係る施設検査（溶接検
査を除く。）

核燃料物質の使用施設等の工事が技術上の基準に適合しているか否かの検査

25 文部科学省 文02-2 核燃料物質の使用施設等
の検査
（使用施設等に係る溶接
検査）

核燃料物質の使用施設等の溶接が技術上の基準に適合しているか否かの検査

26 文部科学省 文03 廃棄物の工場又は事業所
の外における廃棄に関す
る確認※
＜経済産業省、国土交通
省と共管＞

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を事業所の外において廃棄する
場合における保安のために必要な措置が技術上の基準に適合しているか否かの確
認

27 文部科学省 文04-1 核燃料物質等の運搬に関
する確認※
（運搬に関する確認）
＜経済産業省、国土交通
省と共管＞

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を運搬する場合における保安の
ために必要な措置が技術上の基準に適合しているか否かの確認
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27 文部科学省 文04-2 核燃料物質等の運搬に関
する確認※
（輸送容器の承認）
＜経済産業省、国土交通
省と共管＞

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を運搬する場合における運搬に
使用する容器が技術上の基準に適合するか否かの確認

28 文部科学省 文05-1 放射性同位元素の使用施
設等の検査
（施設検査）

一定要件を満たす放射性同位元素等を取り扱う使用施設等の使用前に行う施設検
査

28 文部科学省 文05-2 放射性同位元素の使用施
設等の検査
（定期検査）

一定要件を満たす放射線取扱施設の使用開始後定期的に行う検査

29 文部科学省 文06 放射性同位元素等の設計
認証等

放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計等に
ついての認証

30 文部科学省 文07 放射性同位元素等の運搬
物確認

放射線障害の防止のために特に必要があるとされる放射性同位元素等を工場又は
事業所の外で運搬する場合における必要な措置が技術基準に適合しているか否か
の確認

31 文部科学省 文08 教科書の検定 民間で著作・編集された図書について、文部科学大臣が教科用図書検定調査審議
会の審議に基づき、教科書として適切か否かを審査し、これに合格したものを教
科書として使用することを認めるもの

32 厚生労働省 厚01 病院等の構造設備の使用
前検査

病院、患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所
の使用前に行う構造設備の検査

33 厚生労働省 厚02 理容所の使用前の確認 理容所の使用前に行う構造設備等の確認

34 厚生労働省 厚03 美容所の使用前の確認 美容所の使用前に行う構造設備等の確認

35 厚生労働省 厚04 クリーニング所の使用前
の確認

クリーニング所の使用前に行う構造設備等の確認

36 厚生労働省 厚05 製品検査
（食品・添加物等の検
査）

タール色素を含む食品又は添加物を販売等をする前に、告示で定められた基準に
合格しているか否かの検査

37 厚生労働省 厚06 獣畜のとさつ又は解体検
査

とさつ場において、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をとさつ前、解体前、解体後に
行う検査

38 厚生労働省 厚07 専用水道布設工事の設計
の確認

専用水道が施設基準に適合するか否かの確認

39 厚生労働省 厚08 簡易専用水道の管理につ
いての検査

簡易専用水道の適切な管理について検査

40 厚生労働省 厚09 医薬品、医療機器の検定
※
＜農林水産省と共管＞

厚生労働大臣の指定する医薬品、医療機器が基準に適合しているか否かの検定

41 厚生労働省 厚10 新規化学物質の届出に基
づく審査※
＜経済産業省、環境省と
共管＞

新規化学物質の製造又は輸入に際し、その化学物質の性状に関して事前に行う審
査

42 厚生労働省 厚11 食鳥検査 食鳥処理場において、鶏、あひる及び七面鳥に対する検査

43 厚生労働省 厚12-1 特定機械等の検査
（ボイラーの構造検査）

製造されたボイラーが構造規格に適合しているか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-2 特定機械等の検査
（ボイラーの溶接検査）

溶接によるボイラーの溶接が適切であるか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-3 特定機械等の検査
（ボイラーの使用検査）

外国より輸入された等のボイラーが構造規格に適合しているか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-4 特定機械等の検査
（第一種圧力容器の構造
検査）

製造された第一種圧力容器が構造規格に適合しているか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-5 特定機械等の検査
（第一種圧力容器の溶接
検査）

溶接による第一種圧力容器が適切であるか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-6 特定機械等の検査
（第一種圧力容器の使用
検査）

外国より輸入された等の第一種圧力容器が構造規格に適合しているか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-7 特定機械等の検査
（移動式クレーンの製造
検査）

製造された移動式クレーンが構造規格に適合しているか否かの検査
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43 厚生労働省 厚12-8 特定機械等の検査
（移動式クレーンの使用
検査）

外国より輸入された等の移動式クレーンが構造規格に適合しているか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-9 特定機械等の検査
（ゴンドラの製造検査）

製造されたゴンドラが構造規格に適合しているか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-10 特定機械等の検査
（ゴンドラの使用検査）

外国より輸入された等のゴンドラが構造規格に適合しているか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-11 特定機械等の検査
（ボイラーの落成検査）

ボイラーが事業場に設置された段階における設置状況が適切であるか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-12 特定機械等の検査
（ボイラーの変更検査）

ボイラーの主要な部分や設備に変更を加えた後における当該ボイラーが構造規格
に適合しているか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-13 特定機械等の検査
（ボイラーの使用再開検
査）

使用を休止したボイラーが構造規格に適合しているか否か及び設置状況が適切で
あるか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-14 特定機械等の検査
（第一種圧力容器の落成
検査）

第一種圧力容器が事業場に設置された段階における設置状況が適切であるか否か
の検査

43 厚生労働省 厚12-15 特定機械等の検査
（第一種圧力容器の変更
検査）

第一種圧力容器の主要な部分に変更を加えた後における当該第一種圧力容器が構
造規格に適合しているか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-16 特定機械等の検査
（第一種圧力容器の使用
再開検査）

使用を休止した第一種圧力容器が構造規格に適合しているか否か及び設置状況が
適切であるか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-17 特定機械等の検査
（クレーンの落成検査）

クレーンが事業場に設置された段階における設置状況が適切であるか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-18 特定機械等の検査
（クレーンの変更検査）

クレーンに変更を加えた後における当該クレーンが構造規格に適合しているか否
かの検査

43 厚生労働省 厚12-19 特定機械等の検査
（クレーンの使用再開検
査）

使用を休止したクレーンが構造規格に適合しているか否か及び設置状況が適切で
あるか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-20 特定機械等の検査
（移動式クレーンの変更
検査）

移動式クレーンの主要な部分に変更を加えた後における当該移動式クレーンが構
造規格に適合しているか否か及び設置状況が適切であるか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-21 特定機械等の検査
（移動式クレーンの使用
再開検査）

使用を休止した移動式クレーンが構造規格に適合しているか否か及び設置状況が
適切であるか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-22 特定機械等の検査
（デリックの落成検査）

設置されたデリックが構造規格に適合しているか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-23 特定機械等の検査
（デリックの変更検査）

デリックの主要な部分に変更を加えた後における当該デリックが構造規格に適合
しているか否か及び設置状況が適切であるか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-24 特定機械等の検査
（デリックの使用再開検
査）

使用を休止したデリックが構造規格に適合しているか否か及び設置状況が適切で
あるか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-25 特定機械等の検査
（エレベーターの落成検
査）

設置されたエレベーターが構造規格に適合しているか否か及び設置状況が適切で
あるか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-26 特定機械等の検査
（エレベーターの変更検
査）

エレベーターの主要な部分に変更を加えた後における当該エレベーターが構造規
格に適合しているか否か及び設置状況が適切であるか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-27 特定機械等の検査
（エレベーターの使用再
開検査）

使用を休止したデリックが構造規格に適合しているか否か及び設置状況が適切で
あるか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-28 特定機械等の検査
（建設用リフトの落成検
査）

建設用リフトが事業場に設置された段階における当該建設用リフトが構造規格に
適合しているか否か及び設置状況が適切であるか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-29 特定機械等の検査
（建設用リフトの変更検
査）

建設用リフトの主要な部分に変更を加えた後における当該建設用リフトが構造規
格に適合しているか否か及び設置状況が適切であるか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-30 特定機械等の検査
（ゴンドラの変更検査）

ゴンドラの主要な部分に変更を加えた後における当該ゴンドラが構造規格に適合
しているか否か及び設置状況が適切であるか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-31 特定機械等の検査
（ゴンドラの使用再開検
査）

使用を休止したゴンドラが構造規格に適合しているか否か及び設置状況が適切で
あるか否かの検査

43 厚生労働省 厚12-32 特定機械等の検査
（ボイラーの性能検査）

使用段階におけるボイラーの安全性の定期検査
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43 厚生労働省 厚12-33 特定機械等の検査
（第一種圧力容器の性能
検査）

使用段階における第一種圧力容器の安全性の定期検査

43 厚生労働省 厚12-34 特定機械等の検査
（クレーン性能検査）

使用段階におけるクレーンの安全性の定期検査

43 厚生労働省 厚12-35 特定機械等の検査
（移動式クレーンの性能
検査）

使用段階における移動式クレーンの安全性の定期検査

43 厚生労働省 厚12-36 特定機械等の検査
（デリックの性能検査）

使用段階におけるデリックの安全性の定期検査

43 厚生労働省 厚12-37 特定機械等の検査
（エレベーターの性能検
査）

使用段階におけるエレベーターの安全性の定期検査

43 厚生労働省 厚12-38 特定機械等の検査
（ゴンドラの性能検査）

使用段階におけるゴンドラの安全性の定期検査

44 厚生労働省 厚13-1 小型ボイラー等の個別検
定
（ゴム、ゴム化合物又は
合成樹脂を練るロール機
及びその急停止装置のう
ち電動的制動方式のもの
の個別検定）

製造され、又はゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のう
ち電動的制動方式のものが構造規格に適合しているか否かの検査

44 厚生労働省 厚13-2 小型ボイラー等の個別検
定
（第二種圧力容器の個別
検定）

製造され、又は第二種圧力容器が構造規格に適合しているか否かの検査

44 厚生労働省 厚13-3 小型ボイラー等の個別検
定
（小型ボイラーの個別検
定）

製造され、又は小型ボイラーが構造規格に適合しているか否かの検査

44 厚生労働省 厚13-4 小型ボイラー等の個別検
定
（小型圧力容器の個別検
定）

製造され、又は小型圧力容器が構造規格に適合しているか否かの検査

45 厚生労働省 厚14 プレス機械等の型式検定 製造され、又は輸入された型式検定対象機械等が構造規格に適合しているか否か
の確認

46 農林水産省 農01 農産物の検査 種類、品質等のまちまちな農産物について、通常取引される商品としての客観的
要件に従って分類し、商品としての規格化（あるいは標準化）を行う検査

47 農林水産省 農02 漁船の工事完成後の認定 建造又は改造の許可を受けた漁船が許可の要件及び性能の基準と一致しているの
か否かの確認

48 農林水産省 農03 漁船及び登録票の検認 漁船登録票の交付を受けた漁船について、その交付の日または検認の日から５年
経過するごとに、登録を受けた漁船が登録事項と一致しているのか否かの確認

49 農林水産省 農04 種畜検査 家畜の改良増殖を促進するため、等級や伝染性疾患、遺伝性疾患及び繁殖機能障
害について行う検査

50 農林水産省 農05 特定飼料等の検定 飼料（飼料添加物）が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害
が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと認められるも
のについての検定

51 農林水産省 農06-1 指定検疫物等の検査
（輸出検査）

輸入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾病の病原体を広げるおそれの有
無についての検査

51 農林水産省 農06-2 指定検疫物等の検査
（輸入検査）

輸入された指定検疫物について輸出国政府機関発行の検査証明書の審査及び指定
検疫物そのものの検査

52 農林水産省 農07 医薬品の検定※
＜厚生労働省と共管＞

動物用医薬品のうち製造の過程において特に品質に影響を受けやすいもの等につ
いて、告示で定められた基準に適合しているのか否かの検定

53 農林水産省 農08-1 普通肥料の登録
（登録）

肥料の品質等を保全し、その公正な取引と安全な施用を確保するため、肥料の規
格及び施用基準の公定、登録、検査

53 農林水産省 農08-2 普通肥料の登録
（登録の有効期間の更
新）

肥料の品質等を保全し、その公正な取引と安全な施用を確保するため、肥料の規
格及び施用基準の公定、登録、検査

54 農林水産省 農09 農機具の検査 農機具の型式検査は、農業機械メーカー等の依頼に基づき実施する任意の検査
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55 農林水産省 農10 輸出入植物等の検査 輸出入植物及び国内植物を検疫し、並びに植物に有害な動植物を駆除し、及びそ
のまん延を防止し、もって農業生産の安全及び助長を図ることを目的に基準等に
適合しているか否かの検査

56 農林水産省 農11 種苗の検査 発生が国内の一部地域に限られている植物検疫上重要な病害虫のまん延を防止す
るため、特定の種苗の検疫検査を実施

57 農林水産省 農12-1 農薬の登録
（新規登録）

申請に基づき、農薬の見本について検査

57 農林水産省 農12-2 農薬の登録
（再登録）

申請に基づき、農薬の見本について検査

57 農林水産省 農12-3 農薬の登録
（変更登録）

申請に基づき、農薬の見本について検査

58 農林水産省 農13 輸入する指定動物の感染
症の検査

指定動物を輸入した者に対して、当該指定動物に対する検査

59 経済産業省 経01-1 特定計量器の検定
（特定計量器の検定）

取引又は証明に使用する特定計量器が省令で定める技術基準に適合しているか否
かの検査

59 経済産業省 経01-2 特定計量器の検定
（変成器付電気計器の検
査）

変成器付電気計器について、構造及び誤差が技術基準に適合しているか否か及び
電気計器が当該変成器と共に使用される場合の誤差が省令で定める誤差を超えな
いかどうかの検査

59 経済産業省 経01-3 特定計量器の検定
（車両等装置用計器の装
置検査）

車両等装置用計量器であるタクシーメーターについて、他の特定計量器が受ける
検定（構造検査、器差検査）に加え、車両に取り付けられた状態における器差の
検査

59 経済産業省 経01-4 特定計量器の検定
（特定計量器の定期検
査）

特定計量器のうち、特に使用状況等から、性能や器差に影響を与える恐れがある
計量器について、性能及び器差について定期的に行う検査

59 経済産業省 経01-5 特定計量器の検定
（特定計量器の型式承
認、指定検定機関による
特定計量器の試験、特定
計量器の型式承認の更
新）

特定計量器の型式について、試験用の特定計量器を用いて試験を行い、その構造
が省令で定める技術基準に適合しているものについて与える承認

60 経済産業省 経02 基準器検査 特定計量器の検定、定期検査等に使用する基準となる計量器の検査

61 経済産業省 経03 計量証明検査 計量証明事業者が計量証明に使用する特定計量器であって政令で定めるものにつ
いて、当該特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに行う検査

62 経済産業省 経04 航空機の製造・修理の確
認

航空機の製造及び修理が認可された方法に則っているか否かの確認

63 経済産業省 経05 航空機用機器の製造証明 航空機用機器の製造が認可された方法に則っているか否かの確認

64 経済産業省 経06 設備及び技術の検定 航空機及び航空機用機器の製造・修理に係る設備及び作業者が省令で定める基準
に適合しているか否かの検査

65 経済産業省 経07 製造・修理検査 航空機及び航空機用機器の製造方法及び修理方法の認可を受けようとする許可事
業者及び届出事業者の設備及び作業者が省令で定める基準に適合しているか否か
の検査

66 経済産業省 経08 特別特定製品の適合性検
査

特別特定製品の製造又は輸入を行うとして届出を行った者が、当該製品を販売す
るまでに受検する当該製品が技術基準又は検査設備等が基準を満たしているか否
かの検査

67 経済産業省 経09-1 石油パイプライン事業用
施設の検査※
（事業用施設の完成検
査、事業用施設の一部完
成検査、工事を必要とし
ない事業用施設の検査、
事業用施設の完成検査
（法第15条第１項本文に
規定するもの以外のも
の））
＜総務省、国土交通省と
共管＞

石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの附属設備で
あって、石油パイプライン事業の用に供するものが技術基準に適合するか否かの
検査
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67 経済産業省 経09-2 石油パイプライン事業用
施設の検査※
（業務用施設の保安検
査）
＜総務省、国土交通省と
共管＞

石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの附属設備で
あって、石油パイプライン事業の用に供するものの定期検査

68 経済産業省 経10 導管の使用前自主検査 経済産業大臣に届出をした導管の工事の計画が、実際の工事において計画通りに
実施されたか否か及び技術基準に適合しているか否かのその使用開始前の自主検
査

69 経済産業省 経11-1 電気工作物の検査
（事業用電気工作物の使
用前検査（原子力発電
所））

電気工作物の工事計画の認可を受けた設置・変更の工事等が工事計画に従って行
われているか、また技術基準に適合しているか否かの検査

69 経済産業省 経11-2 電気工作物の検査
（事業用電気工作物の定
期検査（原子力発電
所））

電気工作物を定期的に適切な運用が行われているか否かの検査

70 経済産業省 経12 燃料体の検査
（国産燃料体の検査、輸
入燃料体の検査）

発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質（燃料体）が、許可された設計に
従って加工が行われた否か及び技術基準に適合しているか否かの検査

71 経済産業省 経13 特定電気用品の適合性検
査

特定電気用品の製造又は輸入した製品を販売する前に技術基準又は検査設備等が
基準を満たしているか否かの検査

72 経済産業省 経14 ガス工作物の使用前検査 ガス工作物の工事計画について、実際の工事において計画どおりに行われたか否
か及び技術基準に適合しているか否かの検査

73 経済産業省 経15 特定ガス用品の適合性検
査

特定ガス用品を販売するときまでに省令で定められた基準に適合しているか否か
の検査

74 経済産業省 経16-1 高圧ガス製造施設等の検
査
（完成検査）

高圧ガスの製造施設、貯蔵所の設置の工事を完成したときに技術基準に適合して
いるか否かの検査

74 経済産業省 経16-2 高圧ガス製造施設等の検
査
（特定変更工事に係る完
成検査）

高圧ガスの製造施設、貯蔵所の変更の工事（特定変更工事）を完成したときに技
術基準に適合しているか否かの検査

74 経済産業省 経16-3 高圧ガス製造施設等の検
査
（特定施設の保安検査）

高圧ガスの製造に係る特定施設が技術基準に適合しているか否かの検査

74 経済産業省 経16-4 高圧ガス製造施設等の検
査
（特定設備検査）

製造又は輸入をした高圧ガスの特定施設が省令に定める技術基準に適合している
か否かの検査

74 経済産業省 経16-5 高圧ガス製造施設等の検
査
（輸入特定設備検査）

特定設備が輸入後遅滞なく省令に定める技術基準に適合しているか否かの検査

74 経済産業省 経16-6 高圧ガス製造施設等の検
査
（本邦に輸出される特定
設備の検査）

特定設備が日本に輸入される前に日本国以外の場所で省令に定める技術基準に適
合しているか否かの検査

75 経済産業省 経17 輸入高圧ガスの検査 輸入した高圧ガス及びその容器が輸入検査技術基準等に適合しているか否かの検
査

76 経済産業省 経18-1 容器検査※
（容器検査）
＜国土交通省と共管＞

容器の製造又は輸入をしたときに行う容器検査

76 経済産業省 経18-2 容器検査※
（容器再検査）
＜国土交通省と共管＞

容器検査又は容器再検査を受けた後、一定期間を経過した容器又は損傷を受けた
容器の容器再検査

77 経済産業省 経19-1 附属品検査※
（附属品検査）
＜国土交通省と共管＞

附属品の製造又は輸入をしたときに行う検査

77 経済産業省 経19-2 附属品検査※
（附属品再検査）
＜国土交通省と共管＞

附属品検査又は附属品再検査を受けた後の一定期間を経過した附属品又は損傷を
受けた附属品が受けなければならない附属品再検査

78 経済産業省 経20 液化石油ガス貯蔵施設等
の検査
（貯蔵施設の完成検査）

貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は
特定供給設備を設置し、若しくはその位置、構造、設備若しくは装置を変更した
ときの当該貯蔵施設又は特定供給設備につき、使用前に行う経済産業省令で定め
る技術基準に適合しているか否かの検査

79 経済産業省 経21-1 液化石油ガス充てん設備
の検査
（充てん設備の完成検
査）

充てん設備の設置の許可を受けた充てん事業者が、充てん設備を設置し、若しく
はその位置、構造若しくは設備を変更したときの当該充てん設備につき、使用前
に行う経済産業省令で定める技術基準に適合しているか否かの検査
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79 経済産業省 経21-2 液化石油ガス充てん設備
の検査
（充てん設備の保安検
査）

許可・完成検査を経て充てんを開始した設備が、許可・完成検査のときと同じ状
態で維持されているか否かについて、使用前に行う経済産業省令で定める技術基
準に適合しているか否かの検査

80 経済産業省 経22 特定液化石油ガス器具等
の適合性検査

特定液化石油ガス器具等を販売するときまでに行う技術基準に適合しているか否
かの検査

81 経済産業省 経23 火薬類の製造施設等の検
査
（製造施設等の完成検
査、製造施設等の変更検
査、保安検査）

火薬類の製造施設や火薬庫が、許可どおりに作られ、維持されているか否かの検
査

82 経済産業省 経24 鉱業権者による使用前検
査

保安の確保上重要な機械、器具、建設物、工作物その他の施設についての使用前
の性能検査

83 経済産業省 経25 鉱業権者による定期検査 保安の確保上特に重要な機械、器具、建設物、工作物その他の施設についてのお
おむね２年ごとの性能検査

84 経済産業省 経26 機械、器具等に関する制
限等

鉱山の坑内で使用する危険性の大きい機械、器具、火薬類について、その種類、
型式、精度等が適切であるか否かの検定

85 経済産業省 経27 事業所の新設又は変更の
確認※
＜総務省と共管＞

大量の石油及び高圧ガスをともに取り扱う特定事業所の新設又は変更を行う際
に、当該新設又は変更が当該新設等の届出に係る新設等の計画に適合しているか
否かの確認

86 経済産業省 経28 新規化学物質の届出に基
づく審査※
＜厚生労働省、環境省と
共管＞

新規化学物質の製造又は輸入に際し、その化学物質の性状に関して事前に行う審
査

87 経済産業省 経29-1 加工施設の検査
（使用前検査）

加工施設の工事が認可を受けた設計及び方法に従って行われているか否か並びに
施設の性能が技術上の基準に適合しているか否かの使用前検査

87 経済産業省 経29-2 加工施設の検査
（施設定期検査）

加工施設の運転段階において、施設の性能が技術上の基準に適合しているか否か
の毎年１回の定期検査

87 経済産業省 経29-3 加工施設の検査
（溶接検査（輸入したも
のに限る））

加工施設の溶接が技術上の基準に適合しているか否かの検査

87 経済産業省 経29-4 加工施設の検査
（溶接検査（輸入したも
のを除く））

加工施設の溶接が認可を受けた設計及び方法に従って行われているか否か並びに
技術上の基準に適合しているか否かの検査

88 経済産業省 経30-1 再処理施設の検査
（使用前検査）

再処理施設の工事が認可を受けた設計及び方法に従って行われているか否か並び
に施設の性能が技術上の基準に適合しているか否かの使用前検査

88 経済産業省 経30-2 再処理施設の検査
（施設定期検査）

再処理施設の運転段階において、施設の性能が技術上の基準に適合しているか否
かの毎年１回の定期検査

88 経済産業省 経30-3 再処理施設の検査
（溶接検査（輸入したも
のに限る））

再処理施設の溶接が技術上の基準に適合しているか否かの検査

88 経済産業省 経30-4 再処理施設の検査
（溶接検査（輸入したも
のを除く））

再処理施設の溶接が認可を受けた設計及び方法に従って行われているか否か並び
に技術上の基準に適合しているか否かの検査

89 経済産業省 経31-1 廃棄物埋設施設等に係る
廃棄物埋設に関する確認
（廃棄物埋設施設等に第
一種廃棄物埋設に関する
確認）

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を埋設しようとする場合におけ
る廃棄物埋設施設及びこれに関する保安のための措置が技術基準に適合している
か否かの確認

89 経済産業省 経31-2 廃棄物埋設施設等に係る
廃棄物埋設に関する確認
（廃棄物埋設施設等に第
二種廃棄物埋設に関する
確認）

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を埋設しようとする場合におけ
る廃棄物埋設施設及びこれに関する保安のための措置が技術基準に適合している
か否かの確認

89 経済産業省 経31-3 廃棄物埋設施設等に係る
廃棄物埋設に関する確認
（放射性廃棄物に係る第
一種廃棄物埋設施設に関
する確認）

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を埋設しようとする場合におけ
る当該埋設物とこれに関する保安のための措置が技術基準に適合しているか否か
の確認

89 経済産業省 経31-4 廃棄物埋設施設等に係る
廃棄物埋設に関する確認
（放射性廃棄物に係る第
二種廃棄物埋設施設に関
する確認）

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を埋設しようとする場合におけ
る当該埋設物とこれに関する保安のための措置が技術基準に適合すしているか否
かの確認
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90 経済産業省 経32-1 特定廃棄物管理施設の検
査
（特定廃棄物管理施設に
係る使用前検査）

特定廃棄物管理施設の工事が認可を受けた設計及び工事の方法に従って行われて
いるか否か及び特定廃棄物管理施設の性能が技術基準に適合しているか否かの使
用前検査

90 経済産業省 経32-2 特定廃棄物管理施設の検
査
（特定廃棄物管理施設の
変更に係る使用前検査）

特定廃棄物管理施設の工事が認可を受けた設計及び工事の方法に従って行われて
いるか否か及び特定廃棄物管理施設の性能が技術基準に適合しているか否かの使
用前検査（特定廃棄物管理施設を変更する場合）

90 経済産業省 経32-3 特定廃棄物管理施設の検
査
（特定廃棄物管理施設に
係る溶接検査）

特定廃棄物管理施設のうち省令で定めるものであって溶接するものについて、そ
の溶接が認可を受けた溶接方法に従って行われているか及び技術基準に適合して
いるか否かの検査

90 経済産業省 経32-4 特定廃棄物管理施設の検
査
（輸入した特定廃棄物管
理施設に係る溶接検査）

溶接をした特定廃棄物管理施設のうち省令で定めるもので、輸入したものについ
て、その溶接が技術基準に適合しているか否かの検査

90 経済産業省 経32-5 特定廃棄物管理施設の検
査
（特定廃棄物管理施設の
定期検査）

特定廃棄物管理施設の性能について、１年ごとに行う定期検査

91 経済産業省 経33 廃棄物の工場又は事業所
外の廃棄に関する確認※
＜文部科学省、国土交通
省と共管＞

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を事業所の外において廃棄する
場合における保安のために必要な措置が規定に適合しているか否かの確認

92 経済産業省 経34 核燃料物質等の運搬に関
する確認※
＜文部科学省、国土交通
省と共管＞

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を運搬する場合における保安の
ために必要な措置が技術基準に適合しているか否かの確認

93 経済産業省 経35-1 原子炉施設の検査※
（廃止措置対象施設）
（原子炉施設のうち一定
のものの性能に係る定期
検査）
＜文部科学省と共管＞

廃止措置対象施設の性能が、技術基準に適合しているか否かの検査

93 経済産業省 経35-2 原子炉施設の検査※
（廃止措置対象施設）
（原子炉施設の工事（溶
接検査を除く。）及び性
能に関する使用前検査、
原子炉施設の変更に係る
工事（溶接検査を除
く。）及び性能に関する
使用前検査）
＜文部科学省と共管＞

原子炉施設の工事が認可を受けた設計及び方法に従って行われているか及び性能
が技術基準を満たしているか否かの使用前又は変更時に行う検査

93 経済産業省 経35-3 原子炉施設の検査※
（廃止措置対象施設）
（原子炉施設の溶接検
査）
＜文部科学省と共管＞

原子炉容器その他の原子炉施設であって溶接するものが、認可を受けた方法に
従って行われていること及び技術基準に適合するものであるか否かの使用前検査

93 経済産業省 経35-4 原子炉施設の検査※
（廃止措置対象施設）
（原子炉施設のうち輸入
したものの溶接検査）
＜文部科学省と共管＞

原子炉容器その他の原子炉施設であって溶接をするものが、認可を受けた方法に
従って行われているか否か及び技術基準に適合しているか否かの使用前検査

94 経済産業省 経36-1 特定特殊自動車の検査※
（特定原動機の型式指
定）
＜国土交通省、環境省と
共管＞

特定原動機技術基準に適合するか否かの検査及び均一性を有する特定原動機の型
式指定

94 経済産業省 経36-2 特定特殊自動車の検査※
（少数生産車の承認）
＜国土交通省、環境省と
共管＞

少数生産車が基準に適合するか否かの自動車型式の承認

94 経済産業省 経36-3 特定特殊自動車の検査※
（特定特殊自動車の技術
基準適合の確認）
＜国土交通省、環境省と
共管＞

使用開始前の特定特殊自動車が特定原動機技術基準・特定特殊自動車技術基準に
適合しているか否かの確認

95 経済産業省 経37 核物質防護規程の遵守状
況の検査

核物質に対する防護措置を定めた「核物質防護規定」の遵守状況についての原子
力事業者のの検査及び防護措置が的確に実施しているか否かの国の定期的な確認

96 経済産業省 経38 核燃料物質等の輸送容器
に係る承認

運搬に使用する容器について技術基準に適合していることについての承認

97 経済産業省 経39 放射能濃度についての確
認

工場等において用いた資材等に含まれる放射性物質の放射能濃度が、基準値を超
えないことの確認
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98 国土交通省 国01 自動車道の検査 自動車道の構造及び設備が基準に適合するか否かの供用開始前の確認

99 国土交通省 国02-1 石油パイプライン事業用
施設の検査※
（事業用施設の完成検
査、事業用施設の一部完
成検査、工事を必要とし
ない事業用施設の検査、
事業用施設の完成検査
（法第15条第１項本文に
規定するもの以外のも
の））
＜総務省、経済産業省と
共管＞

石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの附属設備で
あって、石油パイプライン事業の用に供するものが技術基準に適合するか否かの
検査

99 国土交通省 国02-2 石油パイプライン事業用
施設の検査※
（業務用施設の保安検
査）
＜総務省、経済産業省と
共管＞

石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの附属設備で
あって、石油パイプライン事業の用に供するものの定期検査

100 国土交通省 国03 船舶の総トン数測度 船舶を建造（改造）する場合に行う総トン数の測度

101 国土交通省 国04 小型船舶の総トン数測度 小型船舶を航行の用に供する場合に行う総トン数の測度

102 国土交通省 国05 小型漁船の総トン数測度 小型漁船を航行の用に供する場合に行う総トン数測度

103 国土交通省 国06 船舶の国際トン数測度 国際航海に従事する船舶を建造させる場合又は新たに国際航海に従事させる場合
に行う国際トン数の測度

104 国土交通省 国07-1 船舶検査
（定期検査）

船舶を初めて航行の用に供する場合又は有効期間を満了した場合に、当該船舶が
航行するために必要な構造、設備等に関する技術基準に適合しているか否かの精
密な検査

104 国土交通省 国07-2 船舶検査
（中間検査）

定期検査と定期検査の中間において国土交通省令で定める時期に、当該船舶が航
行するために必要な構造、設備等に関する技術基準に適合しているか否かの簡易
な検査

104 国土交通省 国07-3 船舶検査
（臨時検査）

無線電信等国土交通省令で定める改造又は修理を行う場合等に、当該船舶が航行
するために必要な構造、設備等に関する技術基準に適合しているか否かの検査

105 国土交通省 国08 危険物の積付検査 危険性が極めて高い危険物を運送しようとする船舶の積載方法その他積付が適切
であるか否かの検査

106 国土交通省 国09 危険物のコンテナへの収
納検査

危険性の高い危険物をコンテナに収納して運送しようとする船舶の危険物のコン
テナへの収納方法が適切であるか否かの検査

107 国土交通省 国10 液状化物質の積付け検査 液状化物質を運送しようとする船舶の積載方法その他積付が適切であるか否かの
検査

108 国土交通省 国11-1 海洋汚染防止設備等の検
査
（定期検査）

法で定める検査対象船舶を初めて航行の用に供する場合又は有効期間終了後に航
行の用に供する場合に、当該船舶に設置された海洋汚染防止設備等が適切である
か否かの定期検査

108 国土交通省 国11-2 海洋汚染防止設備等の検
査
（中間検査）

海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶について、その有効期間中にお
ける国土交通省令で定める時期に、当該船舶に設置された海洋汚染防止設備等
（ふん尿等排出防止設備を除く。）及び大気汚染防止検査対象設備等が適切であ
るか否かの中間検査

108 国土交通省 国11-3 海洋汚染防止設備等の検
査
（臨時検査）

海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶について、海洋汚染防止設備等
又は大気汚染防止検査対象設備について国土交通省令で定める改造又は修理を行
う場合等に、当該設備等が適切であるか否かの臨時検査

109 国土交通省 国12 焼却設備の検査 法で定める検査対象船舶を初めて航行の用に供する場合又は有効期間終了後に航
行の用に供する場合に、当該船舶に設置された焼却設備が適切であるか否かの定
期検査

110 国土交通省 国13 気象測器の検定 気象庁以外の行政機関の行う気象観測、それ以外の者が発表や防災のために行う
気象観測に用いる気象測器、船舶安全法第４条の規定により無線電信施設を要す
る船舶が備え付ける気象測器、予報業務の許可を受けた者が観測に使用する気象
測器が観測に適したものであるか否かの検査

111 国土交通省 国14 航空機の耐空証明 書類の検査、地上試験及び飛行試験の実機検査等を実施し、個別の航空機毎の安
全性及び環境適合性に関する適合状況についての証明

112 国土交通省 国15 航空機の型式証明 航空機の設計について安全性及び環境適合性に係る基準への適合性を審査し、当
該設計の航空機のうち１機の製造過程及び現状の検査を実施する証明
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113 国土交通省 国16 航空機の修理改造検査 耐空証明のある航空機であっても、一定の範囲の修理又は改造を実施する場合
に、その計画及び実施について行う検査

114 国土交通省 国17 装備品又は部品の型式又
は仕様の承認

装備品・部品の設計について、安全性の基準に適合しているか否かの審査及び承
認

115 国土交通省 国18 装備品等の型式適合認定 装備品・部品の設計について、安全性の基準に適合しているか否かの審査

116 国土交通省 国19 航空機装備品の予備品証
明

国土交通省令に規定する重要な装備品について、設計、製造過程、整備又は改造
の過程及び現状についての個別の証明

117 国土交通省 国20 空港等の検査
（工事完成検査、変更工
事完成検査及び供用再開
の検査）

空港等施設が許可の申請書に記載した設置の計画に適合しているか否かの検査

118 国土交通省 国21-1 航空保安施設の検査（航
空灯火）
（工事の完成検査）

航空保安施設（航空灯火）を設置しようとする場合に、当該施設の工事完成後、
当該施設に係る許可の申請書に記載した設置の計画に適合しているか否かの検査

118 国土交通省 国21-2 航空保安施設の検査（航
空灯火）
（変更工事の完成検査）

航空保安施設（航空灯火）に変更を加えようとする場合に、当該施設の工事完成
後、当該施設に係る許可の申請書に記載した設置の計画に適合しているか否かの
検査

118 国土交通省 国21-3 航空保安施設の検査（航
空灯火）
（供用再開の検査）

航空保安施設（航空灯火）の供用を再開しようとする場合に、当該施設の工事完
成後、当該施設に係る許可の申請書に記載した設置の計画に適合しているか否か
の検査

119 国土交通省 国22-1 航空保安施設の検査（無
線施設）
（工事の完成検査）

航空保安施設（無線施設）を設置しようとする場合に、当該施設の工事完成後、
当該施設に係る許可の申請書に記載した設置の計画に適合しているか否かの検査

119 国土交通省 国22-2 航空保安施設の検査（無
線施設）
（変更工事の完成検査）

航空保安施設（無線施設）に変更を加えようとする場合に、当該施設の工事完成
後、当該施設に係る許可の申請書に記載した設置の計画に適合しているか否かの
検査

119 国土交通省 国22-3 航空保安施設の検査（無
線施設）
（供用再開の検査）

航空保安施設（無線施設）の供用を再開しようとする場合に、当該施設の工事完
成後、当該施設に係る許可の申請書に記載した設置の計画に適合しているか否か
の検査

120 国土交通省 国23 運航管理施設等の検査 施設が事業計画にそったものであって、導入する航空機の型式に適合しているか
否か及び実際に当該施設を用いて適切な運航及び整備ができる体制が組まれてい
るかの検査

121 国土交通省 国24 特定救急用具の検査 国土交通省令に規定する特定救急用具について、設計、製造過程及び現状に関す
る検査

122 国土交通省 国25 模擬飛行装置等の認定 模擬飛行装置等が、模擬飛行装置等認定要領細則の基準を満たしているかの検査

123 国土交通省 国26-1 容器検査※
（容器検査）
＜経済産業省と共管＞

容器の製造又は輸入をしたときに行う容器検査

123 国土交通省 国26-2 容器検査※
（容器再検査）
＜経済産業省と共管＞

容器検査又は容器再検査を受けた後、一定期間を経過した容器又は損傷を受けた
容器の容器再検査

124 国土交通省 国27-1 附属品検査※
（附属品検査）
＜経済産業省と共管＞

附属品の製造又は輸入をしたときに行う検査

124 国土交通省 国27-2 附属品検査※
（附属品再検査）
＜経済産業省と共管＞

附属品検査又は附属品再検査を受けた後の一定期間を経過した附属品又は損傷を
受けた附属品が受けなければならない附属品再検査

125 国土交通省 国28 鉄道施設の完成検査 工事計画に合致しているか否か及び鉄道に関する技術基準に適合しているか否か
の検査

126 国土交通省 国29 車両の確認 車両が規程に適合しているか否かの確認

127 国土交通省 国30 索道施設の完成検査 工事計画に合致しているか否か及び索道施設に関する技術基準に適合しているか
否かの検査

128 国土交通省 国31 軌道の運輸開始に係る検
査

軌道経営者が特殊設計を含む工事等の場合における当該軌道の工事について運輸
上支障がないかの検査

129 国土交通省 国32 廃棄物の工場又は事業所
外の廃棄に関する確認※
＜文部科学省、経済産業
省と共管＞

核燃料物質又は核燃料物質による汚染された物を原子力船の外においては廃棄す
る場合における保安のために必要な措置が国土交通省令の規定に適合しているか
否かの確認

130 国土交通省 国33 核燃料物質運搬の安全確
認※
＜文部科学省、経済産業
省と共管＞

一定量を超える量の放射能を有する核燃料物質等を工場又は事業所の外に車両に
より運搬する場合における国土交通省令で定める技術基準に適合しているか否か
の確認
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131 国土交通省 国34 放射性同位元素等の運搬
の安全確認

放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染されたもののうち、放射能量が
一定基準以上のものを工場又は事業所の外に車両等により運搬する場合における
国土交通省令で定める技術基準に適合しているか否かの確認

132 国土交通省 国35-1 自動車検査
（新規検査）

新たに自動車を使用しようとするときに受ける検査又はいったん使用することを
中断する手続をした自動車を再び使用するときに受ける検査

132 国土交通省 国35-2 自動車検査
（継続検査）

自動車検査証の有効期限が満了した後も引き続きその自動車を使用するときに受
ける検査

132 国土交通省 国35-3 自動車検査
（臨時検査）

一定の範囲の自動車について事故が著しく生じている等によりその構造、装置又
は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときに行う検査

132 国土交通省 国35-4 自動車検査
（構造等変更検査）

自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量等に変更を生じるような改造を行ったとき
等に受ける検査

132 国土交通省 国35-5 自動車検査
（予備検査）

販売店等が登録を受けていない自動車等について予め保安基準に適合している旨
の確認を行う検査

132 国土交通省 国35-6 自動車検査
（自動車の型式指定）

販売予定車両と同一の構造装置・性能を有する自動車について、事業者の任意の
申請により安全や環境の基準への適合性の審査を現車により行うとともに、自動
車の品質や性能の均一性についての審査を書面にて行い、型式の指定を行う検査

132 国土交通省 国35-7 自動車検査
（特定装置の型式指定）

事業者の任意の申請により自動車の装置をその型式について指定する検査

133 国土交通省 国36 検査対象外軽自動車等の
型式認定

検査対象外軽自動車等の製作者等が新型の検査対象外軽自動車等を販売する前
に、安全や環境の基準への適合性の審査を現車により行うこと及び検査対象外軽
自動車等の品質や性能の均一性についての書面審査及び型式の認定

134 国土交通省 国37 原動機付自転車用原動機
の型式認定

原動機付自転車用原動機の構造、性能の均一性等についての審査及び当該型式の
認定

135 国土交通省 国38 自動車ターミナルの検査 専用バスターミナルの構造及び設備が基準に適合するか否かの使用開始前の確認

136 国土交通省 国39 許可工作物の完成検査 ダム等の工作物を新築し、又は改築する者の当該工事について行う完成検査

137 国土交通省 国40 工事の完了検査 造成主が、宅地造成工事規制区域内において、宅地造成に関する工事を完了した
ときの当該工事が技術基準に適合しているか否かの検査

138 国土交通省 国41 開発行為に関する工事の
完了検査

開発許可を受けた者が、当該開発区域の全部について当該開発行為に関する工事
を完了したときの都道府県知事等（地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例
市の区域内にあっては、当該指定都市等の長）へ届出後に行う当該工事が開発許
可の内容に適合しているか否かの検査

139 国土交通省 国42 構造方法等の認定 指定性能評価機関が作成した性能評価書に基づく構造方法等の認定

140 国土交通省 国43 型式適合認定 建築材料又は主要構造部、建築設備その他の建築物の部分の型式が建築基準法の
一連の規定に適合していることを予め行う認定

141 国土交通省 国44 建築物等の確認・検査 ①一定の建築物、建築設備及び工作物を建築等しようとする場合において、当該
工事に着手する前に行う、その計画が建築基準関係規定に適合するものであるこ
とについての確認
②工事を完了したとき等の検査

142 国土交通省 国45 工場生産浄化槽の型式の
認定

浄化槽を工場において製造しようとする者の当該浄化槽が法令により定められた
基準を満たしていると判断する型式の認定

143 国土交通省 国46 港湾の施設の技術上の基
準への適合性確認

公共の安全その他公益上影響が著しい施設について、技術基準に適合しているか
否かの確認

144 国土交通省 国47-1 特定特殊自動車の検査※
（特定原動機の型式指
定）
＜経済産業省、環境省と
共管＞

特定原動機技術基準に適合するか否かの検査及び均一性を有する特定原動機の型
式指定

144 国土交通省 国47-2 特定特殊自動車の検査※
（少数生産車の承認）
＜経済産業省、環境省と
共管＞

少数生産車が基準に適合するか否かの自動車型式の承認

144 国土交通省 国47-3 特定特殊自動車の検査※
（特定特殊自動車の技術
基準適合の確認）
＜経済産業省、環境省と
共管＞

使用開始前の特定特殊自動車が特定原動機技術基準・特定特殊自動車技術基準に
適合しているか否かの確認
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145 環境省 環01-1 浄化槽の検査
（設置後等の水質検査）

浄化槽の工事（新規設置及び構造や規模の変更）が適正に実施され、浄化槽の機
能が正常に維持されているか否かの検査

145 環境省 環01-2 浄化槽の検査
（定期検査）

浄化槽の工事（新規設置及び構造や規模の変更）が適正に実施され、浄化槽の機
能が正常に維持されているか否かの定期検査

146 環境省 環02-1 一般廃棄物処理施設の検
査
（一般廃棄物処理施設の
使用前検査、変更の許可
を受けた一般廃棄物処理
施設の使用前検査）

設置許可（変更許可を含む。）が行われ、建設された一般廃棄物処理施設につい
て、当初申請書に記載された設置に関する計画に適合しているか否かの実地検査
及び申請時に提出された書類、図面等との相違の確認

146 環境省 環02-2 一般廃棄物処理施設の検
査
（一般廃棄物の最終処分
場の廃止の確認）

設置許可（変更許可を含む。）が行われ、建設された一般廃棄物処理施設につい
て、当初申請書に記載された設置に関する計画に適合しているか否かの実地検査
及び申請時に提出された書類、図面等との相違の確認

147 環境省 環03-1 産業廃棄物処理施設の検
査
（産業廃棄物処理施設の
使用前検査、変更の許可
を受けた産業廃棄物処理
施設の使用前検査）

一般廃棄物の最終処分場の廃止を受けようとするときに、当該最終処分場の状況
が環境省令で定める基準（最終処分場として維持管理しなくともよい基準）に適
合しているか否かの検査

147 環境省 環03-2 産業廃棄物処理施設の検
査
（産業廃棄物の最終処分
場の廃止の確認）

一般廃棄物の最終処分場の廃止を受けようとするときに、当該最終処分場の状況
が環境省令で定める基準（最終処分場として維持管理しなくともよい基準）に適
合しているか否かの検査

148 環境省 環04 新規化学物質の届出に基
づく審査※
＜厚生労働省、経済産業
省と共管＞

新規化学物質の製造又は輸入に際し、その化学物質の性状に関して事前に行う審
査

149 環境省 環05-1 特定特殊自動車の検査※
（特定原動機の型式指
定）
＜経済産業省、国土交通
省と共管＞

特定原動機技術基準に適合するか否かの検査及び均一性を有する特定原動機の型
式指定

149 環境省 環05-2 特定特殊自動車の検査※
（少数生産車の承認）
＜経済産業省、国土交通
省と共管＞

少数生産車が基準に適合するか否かの自動車型式の承認

149 環境省 環05-3 特定特殊自動車の検査※
（特定特殊自動車の技術
基準適合の確認）
＜経済産業省、国土交通
省と共管＞

使用開始前の特定特殊自動車が特定原動機技術基準・特定特殊自動車技術基準に
適合しているか否かの確認

（注）「※」を付した検査検定制度は、他府省と共管に係るものである。
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