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東日本高速道路株式会社

電気施設、通信施設、機械施設及び建築施設
施設機能点検（施設設備）及び施設構造点検（施設設備） 作業基準
施設機能点検（建築施設）及び施設構造点検 詳細点検（建築施設） 作業基準
運転監視の対象となる施設

施設保全管理要領 別表
別表１
別表２
別表３
別表４

中日本高速道路株式会社

電気設備、通信設備、機械設備及び建物
施設機能点検 作業基準
施設構造点検 作業基準（施設設備）
施設構造点検 作業基準（建物）

施設保全管理要領 別表
別表１
別表２
別表３
別表４

西日本高速道路株式会社

電気施設、通信施設、機械施設及び建築施設
施設機能点検 検査項目及び周期
施設構造点検項目及び周期
建築施設 日常点検・詳細点検項目及び内容

