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4

まえがき
「上海化学工業区管理委員会公報」第一号は 2003 年発布された。なかでは、化工区の組織
管理、企業設立、計画建設、行政許認可など各方面の規制、制度及び流れが掲載されており、化
学工業区の企業誘致、開発建設のために必要な制度及び情報が提供されている。そして 2006 年 6
月現在、SECCO 社 90 万トンエチレンをはじめとする一列の主体プロジェクトはすでに完成し操業開
始しており、化工区への企業投資金額は累積で 92.3 億ドルに達している。化学工業区は、世界クラ
スの石油化学拠点並びに循環経済の模範拠点になりつつある。
これらの主体プロジェクトの完成につれ、化学工業区は、建設期間から建設と生産の同時進行
期間へ移行してきている。それに伴う管委会の業務ポイントも、従来の単一の建設計画サービスから、
園区企業の生産経営へのサービスに変換している。また、「行政許可法」や「上海市政府情報公開
規定」など一連の重要な行政法律、法規、規制の発行と施行につれ、管委会各機関に、行政体制
改革と政府として機能転換のいっそうの推進、法に基づき業務遂行レベルの向上、政務公開の推進、
政府管理方式の革新が要求されている。この背景のもと、管委会は、新しい状況および新しい法律
法規制の要求に基づき、管委会により発布された規範となる公文を速やかに整理し、「上海化工区
管理委員会公報」第２号を編成し発行し、関連法律、法規制、政策及び管委会の規範となる公文
などを権威的な方法で連続的かつ正確かつスピーディに区内投資事業主に伝達することによって、投
資事業主に知情権（知る権利）を与え、投資事業主への周知徹底を図るとともに、投資事業主から
の監督を有効に機能させている。
従って、「上海化工区管理委員会公報」の編集と出版は、管委会が法に基づき区域を治め、
「法治政府・責任政府・サービス政府」を構築するための重要な手段であり、管委会が情報公開を実
施するための重要な内容であり、管委会がサービス意識を高め、業務効率を向上させるための重要な
媒体である。「上海化工区管理委員会公報」が、化学工業区政府サービスの窓口となり、化学工業
区投資事業主のよきパートナーとなることを祈念している。
歴史沿革等の原因により、この公報の内容と関連法律、法規制と不一致がある場合は、法律、
法規制に準拠する。

上海化工区管委会総合事務室
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上海市化学工業区管理方法
（2002 年 1 月 18 日上海市人民政府発布、2002 年 2 月 1 日施行。2004 年 6 月 24 日上海
市人民政府により発布された『上海市人民政府「上海市化学危険物生産安全監督管理方法」な
ど 32 点の政府規制の改正すに関する決定』に基づいて修正された）
第一条（目的）
上海化学工業区の管理を規則正しくし、上海化学工業区の建設と発展を促進すべく、法律、
法規及本市の関連政策に基づき、本市の実際状況に照らし合わせ、本規定を制定する。
第二条（適用範囲）
本方法は、市人民政府の批准により設立された上海化学工業区（以下、化学工業区と略
す）に適用するものである。
第三条（区域の位置づけ）
化学工業区の計画区域は、北は上海市を境に、南は杭州湾に至るまで、金山区漕経鎮と奉
賢区柘林鎮の間とし、計画総面積は 29.4 平方キロメートルである。
第四条（建設とプロジェクト導入の方向性）
本市の経済発展戦略と都市計画マスタープランにより、化学工業区は、石油化学と精密化学
工業を中心とする専門的開発区として開発を進めるべきものとする。
国内外の投資者が「国家重点奨励産業製品・技術目録」と「外国投資産業指導目録」の規
定に従い、化学工業区にて各種の化学工業プロジェクトに投資することを奨励する。また、インフラスト
ラクチャー・公共ユーティリティプロジェクトへの投資を奨励する。
第五条（法の保護）
化学工業区に投資する者の投資・財産・収益・その他の合法的権益は、国の法律によって守
られる。
第六条（管委会）
本市は、上海化学工業区管理委員会（以下、管委会と略す）を設立する。管委会は、市人
民政府の出先機関であるとする。
第七条（管委会の責務）
管委会は、本方法及び関係行政管理機関の委託により、夏季の職権を行使するものとする。
（一）上海化学工業区の発展マスタープラン・実施計画・産業政策の制定・改正を行う。
（二）投資プロジェクト・土地使用の許認可と建設工事の管理を行う。
（三）税関・検査検疫機関・人民銀行上海支店・外事担当機関などの行政管理機関と協調
しながら、区内の企業に対し日常の行政管理を行う。
（四）区内の企業に対し必要な指導とサービスを行う。
（五）その他市人民政府の支持事項を遂行する。
第八条(行政管理と行政サービスの一本化)
区内の行政事務は管委会の責任で一本化管理する。国家の安全保障や公共安全などに関
わる事項を除き、本市の各関係行政管理機関は、区内の行政管理事項を行うにあたり、すべて管委
会に所見を求めるべきである。
管委会は、市工商局・市環境保全局・市品質監督局・市国家税務局・市地方税務局・市
労働保障局・市人事局・市公安局などの行政管理機関と協同して、区内にしかるべき機関を設置し、
「ワン･ストップ」型行政サービスを提供し関係の行政管理業務を行うべきである。
第九条（開発機関）
上海化学工業区発展有限公司（以下、「発展公司」と略す）は、化学工業区の開発・建設・
インフラ管理と、企業誘致・区内投資プロジェクトの許認可に関わる事務的作業、及び区内の企業・
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機関へのサービスを、具体的に行うものとする。
第十条（マスタープランの認可と調整）
管委会は、本市の経済発展戦略及び都市計画マスタープランの要求に基づき、石油化学及
び精密化学行業の特徴により、化学工業区発展マスタープランを制定し、市人民政府に届け出て、
認可を受けたうえでそれを実施するように手配を行う。
化学工業区発展マスタープランの調整が必要な場合には、前項の規定に従って認可を受ける
こと。
第十一条 (環境保護)
化学工業区に進出するプロジャクトは、厳格な環境影響評価を行なったうえで、先進のクリ--ン
生産工程を採用し、国および市の汚染物排出基準を満たさなければならない。
化学工業区には厳重な環境汚染をもたらすプロジェクトの設立は認めない。
第十二条 (安全監督管理)
管委会は、安全生産監督管理機関、消防機関と協力し、化学危険物の安全管理に関する
法律、法規、規定及びプロセス、標準に基づいて、化学工業区内に閉鎖的な管理を実施し、安全防
護設備と専門の安全管理スタッフを配置し、各種有効措置を講じて、化学危険物の製造、販売、輸
送、積卸、保存、研究活動に対し、安全監督管理を強化しなければならない。
第十三条 (外国投資プロジェクトの許認可)
管理委員会が、市外資委の委託を受け、化学工業区内における下記の外国投資プロジェクト、
企業に対し、許認可、審査、確認を行う権限を有し、その結果を関係行政管理機関に届ける
（一）国の奨励類プロジェクトに該当し、国による平衡調整を必要としない項目。
（二）総投資額が 3000 万 USD 以下で、国の許可類プロジェクトに該当するプロジェクト。
（三）総投資が 500 万 USD 以下で、国の制限甲類プロジェクト件に該当するプロジェクト。
（四）本条第(一)、(二)、(三)項に該当する外国投資企業の契約、定款の変更。
第十四条 (国内投資プロジェクトの許認可)
管委会が、市計委の委託を受け、化学工業区に進出する奨励類、許可類の国内投資プロジ
ェクトの許認可 と管理を行い、その結果を関係の行政管理機関に届ける。
第十五条 (土地使用譲渡契約)
化学工業区の企業、機関が区内の土地を使用する場合は、発展公司と土地譲渡契約を結
び、管委会に土地使用手続きを行なわなければならない。
第十六条 (建設工事管理)
化学工業区の建設工事プロジェクトの考察、設計、施工の入札応札等の日常作業は、管委
会が上海施建設工事入札管理事務室の委託を受けて行うものとし、上海市建設工事入札管理事
務室が運営協力と抜き打ち検査を実施する。
また、大型の取り付け工事を除き、市所管の化学工業区内建設プロジェクトの品質監督、安
全監督に関しては、管委会が上海市建設工事品質監督総ステーション、上海市建設工事安全監
督総ステーションの委託を受けて行い、監督と抜き打ち検査を行う。
第十七条 (企業の設立)
化学工業区に企業を設立するにあたって、書類が整っていれば、工商行政管理機関は 3 稼働
日内に企業登記手続きを終了しなければならない。
法律、行政法規の規定により、事前審査が必要な事項がある場合は、「工商で受け付け、関
係所轄に書類送付、各所轄、期限まで完成」の方式をとっており、関係の部門は 5 嫁働日以内に事
前審査手続きを終了しなければならない。
第十八条 (関連サ--ビスの提供)
管委会は、許認可に関わる根拠、内容、条件、手順、期限及び全ての提出すべき書類の一
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覧並びに申請書の見本等を、事務場所で公示しなければならない。
申請者から、公示内容の説明、解釈の要請がある場合、管委会は、正確かつ確実な情報を
提供しなければならない。
化学工業区内は、区内の企業、機関に対し、人材、労働力、会計、金融、標準と計量、特
許、公証など各種のサ--ビスを行なえるよう、中間サ--ビスシステムを完備させなければならない。
化学工業区は、法律に基づいて通関手続き、検査申告手続きの代行機関を設立し、区内の
企業、機関に対外貿易関連のサ--ビスを行なうことが可能である。
第十九条 (実施時期)
本方法は、2002 年 2 月 1 日より施行される。

「上海化学工業区档案管理業務方法」の配布についてのお知らせ
滬化管[2003]199 号
化工区発展公司、区内進出各組織 殿
化工区管理委員会により、2002 年 7 月 29 日、滬化管（2002）085 号文書「上海化学工業区
档案管理業務暫定方法」を発布して 1 年が過ぎ、区内档案管理業務は徐々に軌道に乗りつつあり
ます。そして、絶えず改善を続けるために、実行の状況に照らし合わせて修正・補足も行い、上海市档
案局によって審査され合意されましたので、修正・補足された文書を配布します。ご理解の上実行して
下さい。
付属文書「上海化学工業区档案管理業務方法」
二○○三年十二月三十一日

上海化学工業区档案管理業務方法
第一章 総 則
第一条 上海化学工業区（以下、化工区という）档案管理業務を強化するために、「上海
市档案条例」、「上海市開発区档案管理暫定方法」及び「上海化学工業区管理方法」並びに国
家・当市各関連規定に基づき、当区档案業務の実際状況に照らし合わせ、本方法を制定する。
第二条 本方法でいう档案とは、上海化学工業区内の各組織が各項活動の実施において
形成され、国家及び当該組織にとって保存する価値のある各種文字、グラフ、音声・映像、実物など
それぞれの媒体や形の歴史的記録のことをいう。
第三条 本方法は上海化学工業区管理委員会（以下、管委会という）機関及び直属組織、
区内企業、事業組織に適用する。
第二章 档案管理体制、機構、責務
第四条 上海化学工業区管理方法」の規定によれば、化工区管委会は市政府の派出機
構で、区内各関連行政事務の統合管理を務めることになっている。档案業務の基本的原則に従えば、
管委会は化工区档案管理業務の実行に対して統一指導を行い、档案業務を本区の発展・管理計
画に取り入れ、実務管理の指導者を確定し、档案機構を設置し、必要な档案管理担当者を配置す
る。档案業務の発展に必要な経費を確保して档案業務の展開を保証する。档案機構は化工区管
委会総合事務所に隷属し、本機関の档案管理を務めるとともに区内組織の档案業務の指導を行い、
档案業務に関する上部档案行政管理部門の監督・指導を受ける。
第五条 化工区管委会档案機構の責務：
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1．档案業務に関する国家法律、法規及び方針政策の実施を徹底する。
2．化工区档案業務の全般を計画し、档案管理制度を検討・制定する責任を持つ。
3．化工区档案の受領範囲を制定し、市档案行政管理部門の審査・合意を経て法に基づ
いて档案収集範囲を確定する責任を持つ。
4．国家及び当市関連機関の档案管理規定に基づき、本機関の档案の管理及び開発利用
業務を行い、機関档案の集中的・統一的に管理するとともに、各部署の档案設立業務に対して業務
指導を行う責任を持つ。
5．化工区の基本建設プロジェクト（工事）档案の検収、審査、行政登録業務を行う責任を持
つ。市重点と指定された建設プロジェクト（工事）档案の検収については、国家及び当市関連規定に
従い、上海市档案局と化工区管委会が共同で検収を行う。
6．化工区各組織及び所属組織の档案業務に対して指導・監督・点検を行い、档案保管を
科学的に行い、档案資源の開発・利用を合理的に行う責任を持つ。
7．化工区档案管理担当者の業務訓練を行い、化工区档案業務協力ネットワークを結成し、
協力グループの間で档案業務の交流を展開するように指導を行い、化工区の実際状況に適した档案
管理の新規モデルを検討する責任を持つ。
第六条 化工区内各進出組織においては档案室を設立し、専任の档案担当者を設置して
本組織档案の集中的・統一的な管理を行うこと。档案管理担当者は相対的な安定確保を維持す
ること。
第七条 区内企業档案業務の組織体系及び責務：
1．档案業務に関する行政副職 1 名を実務管理の指導者として明確にする。具体的な業務
は、行政事務所または業務主管部門が実施責任を持つ。
2．経済責任制及び関係者の職場責任を含めて、関連規則制度に档案業務を取り入れる。
3．企業指導者は、企業年度業務計画及び行政事務会議の議事要旨に档案業務を取り入
れ、本組織各部門の文書設立及び档案管理に関する問題の協調解決を図り、档案業務の定常運
用に必要な要件を提供する責任を持つこと。
第八条 档案室業務責務：
1．「档案法」をよく理解し徹底し、法に基づき管理を強化し、档案業務に関する各項規則制
度を制定して実施を図る。
2．各部門の文書整理、ファイリング及び下部組織の档案業務に対して指導・監督を行い、档
案業務協力会議を定期的に召集し開催し、档案管理業務の経験や教訓をタイムリーにまとめ、業務
品質を絶え間なく向上させる。
3．指導部門の兼務档案担当者は、文書・資料の蓄積及び整理業務を確実にし、档案の予
備編成や定期ファイリングに関する日常業務の実施を促す。
4．本組織に関わる档案ファイリング範囲及び分類番号の規定に基づき、要求される期日・品
質・数量の通りに档案編成任務を、完全かつ正確かつシステム的に、容易に検索できるように完成さ
せる。
5．档案の定期点検、整理、集計、鑑定及び廃却処分業務を行い、台帳と現物を照合し、
档案の正確性を確保する。
6．情熱を持ってタイムリーかつ正確な利用サービスを各部門に提供するとともに、指導者意思
決定の根拠を提供するために、档案文献の二次加工を行う。
7．各種基本建設プロジェクト（工事）档案の検収、科学研究成果の評価鑑定、設備計器類
の開梱などの活動に立ち会い、档案の完全性と正確性を確保する。
第九条 各部門支援勤務担当者、プロジェクト責任者業務上の責務：
1．本組織の档案ファイリングの範囲及び要求に従って本部門・本プロジェクトにおいて形成され
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た文書・資料、図面、写真、ビデオテープ、電子媒体などの蓄積及び審査業務を行い、文書・資料の
予備設立及びファイリング整理業務を行った上で、規定される期間内で档案室に移送する。
2．档案協力ネットワークの活動に熱心に参加する。
第三章 文書の収集及びファイリング
第十条 各組織は、文書・資料の設立・ファインリング制度を確立し健全化を図ること。本組
織の各活動において形成され、保存価値のある全ての文書・資料は、文書、業務部門にて整理・档
案設立を行うとともに、档案部門に定期的に提出する。全ての部門または個人はそれを自己の物とし
て占有してはならない。
第十一条 本組織の行政管理、経営、生産、科学研究などの活動や、設備購入、プロジェ
クト建設、遷移、不動産販売、不動産管理サービス、共産党、労働組合、共産党青年団業務及び
その他の業務において形成された保存価値のある各種文字、音声・映像、証書、奨励品、グラフ、実
物などの資料は全て档案ファイリングの対象範囲とする。
第十二条 化工区内企業の档案整理やその帰属については、国家档案局や上海市档案
局による「企業档案管理規定」、「会計档案管理方法」、「国有企業資産及び財産権変動档案処
置暫定方法」、「上海市〈工業企業档案分類試行規則〉暫定細則」、「外国投資企業档案管理暫
定規定」に従って実行する。
ただし、上海に所在する中央企業は、中央主管部門の規定に従って実行することが出来る。
また、発展公司及びその子公司は、「上海市開発区档案分類規定（試行）」に従って実行す
ることが出来る。
第十三条 文書・資料の収集：
1．各部門、プロジェクトの档案兼務担当者は、文書、リースや卸売りプロジェクト、不動産、イ
ンフラストラクチャ建設、設備、財務関係の档案ファイリング対象文書・資料の収集及び予備設立の
業務を行う。
2．責任部門は、ファイリング対象範囲の設備計器類の開梱に当たって、検収に立ち会ってもら
うように、档案管理担当者に知らせるとともに、ファイリング対象文書及び機器に付属する文書を審査
し、コメントを記載する。不完全や不正確または体系性が欠如すると档案部門が判断した場合は、検
収・受領手続きを拒否すること。
第十四条 档案ファイリングの要求：
1．ファイリング対象文書・資料は、完全かつ正確で、体系性があり、各項活動や歴史的な過
程の真実をあらわすことができるものでなければならない。
2．各部門は、定常的な档案予備設立業務を行い、年末に档案ファイリングの要求に従って整
理し編成し、档案の目次を一式二部印刷し、一部は部門内にて保管し，もう一部は档案といっしょに
装丁する。
ファイリングされた档案の見出しは簡潔で明瞭なものとし、装丁は要求に従って行うこと。ファイリ
ング作業は、検索や利用がしやすいように、保管期間（永久、長期、短期）の順で並べる。
3．ファイリングされた文書・資料は、装丁作業がしやすいように国際 A4 サイズ紙の使用を統一
し、档案目次や表紙はパソコンで作成し印刷し、コメントの記載はカーボンインクを使用すること。
パソコンで原案を作成する場合は、最終決定版をファイリングするとともに、作成者、照合者、
審査・決定者の氏名を署名する。ファックスで受け取った場合は、色あせを防ぐために速やかにコピーし、
原稿といっしょにファイリングすること。
第十五条 ファイリングの時期：
1．文書档案はその形成日から翌年 6 月 30 日までに処理済の文書・資料を整理し、档案を
設立し、責任部門の責任者によって審査・決定された後、档案室に移転しファイリングする。
2．科学技術档案は、工事プロジェクト・製品・テーマ別の各段階または全ての竣工検収が完
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了してから 2 ヶ月内で档案室に移転する。
3．不動産档案は、その販売、賃貸後半年内で、1 棟を単位として文書・資料を保管単位にし
て財産権または不動産管理サービス部門に移転する。
4．財務会計档案は、会計年度が終了した後、本組織財務会計部門にて 1 年保管し、翌年
の第 1 四半期内でファイリング要求に従って整理を完了させて档案室に移転する。
5．音声・映像档案や各種重要証書等は、関連活動が終了した後に合わせてファイリングす
る。
6．設備档案は、設備購入時開梱時に整理しファイリングする。
第十六条 档案の整理とは、相対的に散乱している档案を分類し、組み合わせ、並べ替え、
目次編成することによって、保管や利用がしやすいように体系化を図ることである。
档案ファイリングの初期整理は、通常の場合は、文書処理部門及びプロジェクト責任組織が
整理する。
第四章 档案の管理
第十七条 档案の保管：
1．档案所在場所は、事務用、閲覧用、倉庫用と 3 つに分けること。
2．档案の保護業務を確実にするためには、档案管理に必要な档案ロッカー、ケース、装丁工
具、パソコン、プリンターを配置するほか、コピー機、除湿機、空調、録音機、カメラ等の必要な設備を
配置すること。
3．化工区内組織が企業破産、閉業、停止、合併、合資、合作、企業契約期間満了、解散
または創業の停止、倒産になった場合、その档案処置業務は国家関連規定に従って取り扱うこと。設
備档案、インフラストラクチャー建設档案は現物とともに移転されるが、その他の档案は当該企業主管
指導者及び関連する档案担当者が要求通りに整理し、国家及び本市関連規定に従って档案の整
理及び移転業務を確実にする。
第十八条 档案の倉庫管理：
1．档案倉庫は档案を保管するための重要な場所である。档案の完全性と安全性を維持する
ために、档案倉庫の技術仕様を厳しく守らなければならない。
2．倉庫内では在庫档案及び設備を定期的に点検するための制度を確立し、点検記録や 1
日に 2 回の温湿度記録を確実に行うこと。倉庫温度の管理範囲は 14~24℃で、相対湿度の管理範
囲は 45~60%である。音声・映像档案保存場所の温度は 13~24℃で、相対湿度は 35~50%でなければ
ならない。ビデオ、録音テープは 30 エルステッド以上の磁場から遠ざけること。
3．倉庫内では必要な光・高温・湿気・ホコリ・虫・有害ガスなどから保護する装置を配置するこ
と。
4．档案倉庫は機密要地であるため、各項守秘安全防犯施設を確実に徹底しなければならな
い。档案室業務担当者以外の者は倉庫に立ち入ることを認めない。ただし、特別の事情がある場合
は、档案室業務担当者の立ち会いのもとで立ち入ることができる。
5．档案室では火気や危険物の携帯を厳禁するとともに、必要な防火・消火設備を配置するこ
と。業務上で火気を使用することが必要な場合は、事務所指導者の審査・承認を経て必要な処置を
取った上で使用すること。
6．档案担当者は、毎日の仕事が終わる前に倉庫のドアや窓に鍵がかかっているかどうか、照明
器具や電気・電源スイッチがオフになっているかどうかを、確実に点検すること。
7．档案管理担当者は、档案室を離れる時に必ず事務所のドアに鍵をかけること。鍵を貸すこ
とを厳禁する。事務所実務管理副主任の同意がない限り、鍵を複製してはならない。鍵を紛失した場
合は速やかに報告しなければならない。
第十九条 档案の集計：
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1．档案の集計業務は、関連規定に従って厳しく実行し、集計データの真実性や信頼性を確
保しなければならない。
2．档案管理担当者は、档案管理の基本状況の集計責任を持つ。集計は年に 1 回行う。
3．集計内容は、档案の数量、档案提供利用回数、档案別の回数、利用者別の回数、档
案利用の効果、档案管理担当者の状況、档案設備、档案編集・研究等を含む。
4．档案管理担当者は、档案の受入れ、移出、整理、鑑定、保管、利用などの日常データの
記録及び蓄積を確実にし、集計報告表を確立する。
第二十条 档案守秘：
1．档案管理担当者は、守秘規定をよく習得し自ら守秘規定を守り、守秘と利用の関係を適
正に管理すること。
2．「中華人民共和国守秘法」及び中国規格 GB／T7156「文献守秘ランク識別」規定に従い、
守秘档案のランクを「秘密」、「機密」、「絶密」（極秘）に分けて識別管理を行う。
3．档案管理担当者は、倉庫档案の定期的棚卸しを実施し、档案資料の紛失や盗難を見つ
けた場合は速やかに報告すること。
4．守秘規定に違反し、档案の漏洩、紛失が発生し、望ましくない影響や損失が出た場合は、
関連規定に従ってしかるべき処罰を与える。
第五章 档案の開発及び利用
第二十一条 档案利用業務を積極的に展開し、検索ツールを作成し、各部門ニーズを把握
した上で档案の編成・研究業務を展開し、実用性のある編集資料を作成し、档案情報を適時かつ
正確に提供し、各項優れたサービス業務を本組織に提供する。
第二十二条 各档案部門は、档案閲覧室を設立し、档案の借覧と複製制度を健全にす
る。
第二十三条 档案室で保管する档案は、主に本組織指導者及び各部門の利用に提供す
る。外部組織は業務上の必要で本システム档案を閲覧する場合は、組織の社印が押印された紹介
状を持って、用途及び閲覧内容を明記した上、档案部門実務管理指導者の同意を経て、档案閲
覧登録票を記入した上で档案を閲覧することができる。ただし、原則上として档案部門から持ち出すこ
とができない。
第二十四条 本組織業務担当者が本部門に関わる档案を閲覧する場合、従事業務に関
わるものであれば審査・承認手続きはしなくてもよい。ただし、閲覧登録手続きを確実にすること。他部
門を跨る場合は、閲覧档案の対象部門の指導者または事務所実務管理副主任の審査・承認を要
す。また、音声・映像档案の場合、通常としてはオリジナルテープの貸出しを厳禁する。
档案部門から档案を貸し出す時は必ず登録手続きを履行し、その場で現物の確認を確実に
行わなければならない。返却の時は破損や汚染された档案の入庫を防止するように厳しく点検するとと
もに、借用登録台帳から抹消すること。
第二十五条 業務人員の档案借覧期間は、文書档案は通常十五日、科学技術档案は通
常一ヶ月、音声・映像档案は通常七日とするが、特別の事情があって借覧期間を延長させる必要が
ある場合は、档案部門で続借手続きを行うこと。
档案を借用する者が出張、里帰り、異動、離職、定年退職の時は、借用している档案を直ち
に返却しなければならない。
第二十六条 档案閲覧の際は档案の完全性を維持するとともに、借用する档案の安全、守
秘に対して責任を持ち、档案を破損させ、折りたたみ、ばらし、転写、または組織外に持ち出すことを
禁止し、文書で落書きやマークを付けることを厳禁する。重要な秘密文書をコピーする場合は，事務
所主任の同意を経てコピー部数、文書の用途及び目的地を明記しなければならない。
第六章 档案の鑑定と廃棄処分
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第二十七条 档案の鑑定と廃棄処分：
1．档案鑑定は組織の档案業務の実務管理指導者、関連業務部門の者、档案担当者一
同が鑑定チークを結成し、档案の内容、価値、保管期間について鑑定を行い、鑑定報告書を作成し、
档案廃棄処分一覧を編成し、保管組織備考表に鑑定コメント及び鑑定年月日を明記した後、チー
ム責任者が署名する。
2．国家が規定する档案保管期間表を基準とし、档案室でファイリングされ、既に決定した保
管期間を超えており、保存し続けて利用する価値のない档案に対して、鑑定廃棄処分申請報告書
及び鑑定計画書を提出すること。
3．档案の廃棄処分は検討の上慎重に行い、守秘規定を厳しく実行しなければならない。廃
棄処分の鑑定において形成された報告書及び廃棄処分の一覧は永久に保存する。
第七章 档案の近代化管理
第二十八条 档案の近代化管理は、組織近代化管理の 1 つの構成部分であり、本組織近
代化管理の全体的な計画に取り入れて全般的に考慮すること。
第二十九条 档案部門は、コンピュータ技術やマイクロフィルム技術などの手段を積極的に採
用し、档案近代化管理水準の絶え間ない向上を図ること。
第八章 档案に関する賞罰
第三十条 档案業務に勤勉し、档案の開発や利用提供に自ら積極的に行い、本組織の業
務効率や企業利益の向上に貢献した档案担当者に対しては、表彰や奨励を与えること。
第三十一条 化工区档案は、国家法律に保護されている。档案法律、法規制に違反した
組織または個人に対しては、「中華人民共和国档案法」、「中華人民共和国档案法実施方法」並
びに「上海市档案条例」の規定条項に基づき、市档案行政管理部門により調査し処分する。
第九章 附 則
第三十二条 本方法は発布日より施行する。なお、各組織においては本組織の実際に照ら
し合わせて実施細則を制定する。
第三十三条 本方法は国家や上海市関連規定と食い違いがある場合には、国家や上海市
関連規定に準拠する。
第三十四条 本方法に関する制定及び解釈の責任は、上海化学工業区管理委員会が持
つ。
第三十五条 本方法は二○○四年一月一日より実行する。

「上海化学工業区建設工事プロジェクト音声・映像档案の編成・届出規定」の配布についてのお知
らせ
滬化管〔2004〕20 号
化工区各進出企業 殿
「上海化学工業区建設工事プロジェクト音声・映像档案の編成・届出規定」を配布します。
本組織・本部門の実際際状況に照らし合わせて確実に徹底し、実行してください。
二〇〇四年二月二十三日

上海化学工業区建設工事プロジェクト音声・映像档案の編成・届出規定
目次
一．総則
-9-

二．档案ファイリングの内容
（一）元住所、元風貌
（二）土台・基礎ビデオ
（三）主体工事の施工
（四）工事施工組織及び工事品質
三．編成要求
（一）前提状況
（二）土建工事
（三）据付工事
（四）生産設備
（五）後期状況
（六）編成要求
四．档案ファイリング要求
上海化学工業区建設工事プロジェクト音声・映像档案編成・届出規定
建設工事プロジェクト音声・映像档案の管理を強化し、音声・映像档案編成の規範化を図
るため、上海市档案局による「上海市音声・映像档案管理暫定方法」、上海市城建档案館による
建設工事音声・映像档案の編成要求に基づき、化工区の実際に照らし合わせて本規定を制定す
る。
第一章 総則
第一条 建設工事音声・映像档案は、竣工档案の重要な構成部分で、建設工事現場の
元地物・地貌や工事施工の主要過程及び建設後の建築物（構築物）を反映するための写真及びビ
デオ档案である。
第二条 建設工事音声・映像档案は以下の要求に適合すること：
（一）総投資額が人民元五千万元（五千万元を含む）以上、一億元未満の工事プロジェクト
は工事の写真档案を届け出ること。
（二）市重点建設プロジェクト（工事）または総投資額が人民元一億元（一億元を含む）以上
の工事プロジェクトは、工事の写真档案のほかに専門レベルの特集ビデオ档案も届け出ること。
第二章 档案ファイリング内容
第三条 建設工事プロジェクト音声・映像档案のファイリング内容
（一）建設開始前の元住所・元風貌
1.元風貌。元重要地物の写真・ビデオ
2.重要記念物の写真
（二）土台・基礎ビデオ
1.建築物・構築物基礎の種類及び施工技術プロセス製作の写真やビデオ
2.建築物・構築物の変位、沈下、変形及び処理の写真やビデオ
（三）主体工事施工
1.主体工事設計モデル写真
2.施工現場全体工事施工状況の写真やビデオ
3. 隠蔽工事のプロセス製作及びの写真
4.鉄筋製作工事の鉄筋レイアウト、型番及び接点溶接などの写真
5.主体工事を反映できる鉄筋レイアウト、コンクリート打設の品質などの写真
6.配管及び設備工事、据付工事配管系の種類
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（四）工事施工組織及び工事品質
1.工事定礎式、竣工落成式及び実施において重大な問題を解決するために形成された各種
写真やビデオ
2.共産党及び国家指導者、国家各部・委和及び市クラス指導者が視察し、業務指導の時の
（当該プロジェクトに関わる）写真やビデオ
3.本工事プロジェクトに関し、外交事務において形成された写真やビデオ
4.工事施工にける主な品質検査・検収の写真やビデオ
第三章 編成要求
第四条 建設工事プロジェクト特集ビデオの内容編成要求
（一）前提状況
1. 化工区における建設プロジェクトの建設目的、原因及び意義
2.建設組織の歴史状況、現在の状況及びランク評価状況などの紹介
3.プロジェクト立案組織の回答書、回答年月日、プロジェクトの性質（独資、合資）、総投資額
4.建設プロジェクトの所在区域、所在位置及び周辺地区の状況説明
5.建設組織のプロジェクト建設理念、予定する工事品質目標
6.建設プロジェクトの敷地面積、地塊の形状、長さ、幅、平均標高など
7.建設プロジェクトは重大工事に該当するか、いつ重大工事に取り入れるか、その年限について
の説明
8.建設プロジェクトの入札・応札状況、探査組織、設計組織、監理組織及び施工組織の紹
介
9.プロジェクト建設にいおて上部主管部門の参画の状況
10.プロジェクト建設にいおて各主要工事接点の着工・竣工年月日及び工事の量
11.プロジェクト建設にいおて品質・進捗・資金の管理状況の紹介
12.プロジェクト建設の最終竣工年月日、品質監督ステーションの検収評価の結果
13.その他
（二）土建工事
1.建設プロジェクトの単体数量、全体レイアウト及び創意工夫
2.単体の紹介
（1）建築物の機能、用途の紹介
（2）建築物の敷地面積、建築面積、建築構造、階数、平均階高さ、じゃばら高さ及び総高さ
など
（3）建築物の外観、採用する建築プロセス、要求する目標効果
（4）建築物の内部区分、各区域の名称、規模、機能及び用途
（5）建築物の内部装飾、採用するプロセス、要求する目標効果
（6）特殊な建築手段や建築プロセスの有無、要求する目標効果
3.緑化工事
（1）緑化工事の全体レイアウトの特徴、要求する目標効果
（2）植木、花草の種類、名称、数量及び特徴
（3）緑化工事の面積及び緑化率
4.その他
（三）据付工事
1.消防システム
（1）各種消防器材・設備の種類、数量及び配置区域・位置
（2）消防安全システムの名称、機能及びコントロール観察の場所
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（3）上部消防部門の検収年月日及び検収の結果
2、環境保全システム
（1）各種環境保全施設の名称及び所在位置
（2）クリーニング、騒音対策などの環境保全処理プロセスや方法の紹介
（3）上部環境保全部門の検収年月日及び検収の結果
3.空調通風システム
（1）各種空調施設の名称、数量、据付区域、位置
（2）空調通風システム全体の作用範囲、機能、用途
4.防犯監視システム
（1）各種監視機器の名称及び所在位置
（2）防犯監視システムの名称、特徴、作用範囲及びコントロール観察の場所
5.その他
（四）生産設備
1.プロジェクト（製造企業）建設完成後の生産設備の名称、数量、原産地及び用途
2.プロジェクト（製造企業）建設完成後の測定機器の名称、数量、原産地及び用途
3.プロジェクト（製造企業）建設完成後に採用する生産管理施設の名称、機能及び特徴
4.その他
（五）後期状況
1.プロジェクト（製造企業）使用開始後の総人数及び構成状況
2.プロジェクト（製造企業）使用開始後の製品の名称、用途及び受賞状況の紹介
3.プロジェクト（製造企業）使用開始後の製品の生産量、生産能力及び将来の見通し
4.プロジェクト建設完成後、使用開始後、上部指導者見学・視察有無、評価の状況
5.プロジェクト（民生用建築）使用開始後、不動産管理サービスの状況
6.その他
（六）編成要求
1.建設組織は、プロジェクト自身の特徴順で編成し、要約には、建設プロジェクトに関わらない
部分は省略できる。
2.編成内容には、データの真実性や文脈の整合性が要求される。枝葉に拘る表現は避けるこ
と。
第四章 档案ファイリング要求
第五条 建設工事プロジェクト音声・映像档案ファイリングの要求
（一）ファイリング対象となる音声・映像資料は必ず正規版オリジナルで、写真とネガはいっしょに
ファイリングすること。
（二）ファイリング対象となる工事写真は必ず文字説明を添付し、その内容は形成年月日、場
所、内容（背景）、主要人物、撮影者、管理番号とする。
（三）ファイリング対象となる工事写真のサイズは 7 インチ光沢面写真とし、写真の装丁は化工
区管委会の規定に従って統一的に行うこと。
（四）ファイリング対象となる工事ビデオ档案は編集や専門加工が行われたものとし、品質として
は画像が明晰で、画面が美しく完全で、解説が正しく、発音が正しいことが要求される。
（五）工事ビデオ档案の規格はベータカムテープ（Betacam テープ）とする。
（六）工事ビデオ档案テープの再生時間は 15 分ないし 20 分とする。
（七）工事ビデオ档案テープには簡単な説明文があり、その内容は建設組織名、工事プロジェク
ト名、形成年月日、再生時間（分）、撮影者、審査者、承認者が含まれる。
(八)化工区プロジェクト音声・映像档案の品質を保証するため、ビデオ撮影できない組織は、速
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やかに管委会に申し入れること。管委会により専門組織を指定して現場で撮影サービスを行う。

「上海化学工業区基本建設プロジェクト（工事）档案管理暫定規定」の配布についてのお知らせ
滬化管〔2005〕78 号
各区内進出組織 殿
「上海化学工業区基本建設プロジェクト（工事）档案管理暫定規定」を配布します。本組織・本
部門の実際状況に照らし合わせた上で、徹底して実行してください。
二〇〇五年五月十六日

上海化学工業区基本建設プロジェクト(工事)档案管理暫定規定
第一章
総
則
第一条 「科学技術档案業務条例」、「建設工事品質管理条例」、「国家重大建設プロジェ
クト文書ファイリング要求及び档案整理規範」DA/T28-2002 などの国家その他関連規定に基づき、
化工区の具体的な状況に照らし合わせて本暫定規定を制定する。
第二条 建設プロジェクト（工事）档案（以下、工事档案という）とは、建設プロジェクト（工事）
の申入れ、立案、審査・承認、探査設計、施工、竣工、生産開始（試運転）までの全過程において
形成され、保存する価値があり、ファイリング対象となる各種媒体形態の文書資料のことを指す。
第二章
档案業務の責務
第三条 工事文書資料は工事建設の真実な記録であり、工事プロジェクトの建設のみならず
プロジェクト建設完成後の使用、生産、メインテナンス、改築、増設などにも重要な役割を担っている。
工事建設に携わる各関連組織、部門及び人員は、各自の責務を果たして工事文書資料の収集、
整理、ファイリング業務を確実に行わなければならない。
第四条 化工区管委会総合事務所は、化工区工事档案管理業務を主管し、その職務管
理部門は、化工区管委会総合事務所档案管理センターに当たる。
管理センターの任務は以下の通りである：
（1）档案業務担当者のスキル向上のために、区内建設プロジェクト（工事）档案業務に関する
教育訓練を組織する。
（2）区内建設プロジェクト（工事）档案業務の指導責任を持つ。
（3）区内建設プロジェクト（工事）竣工档案検収に関する組織、協調、審査、行政への登録業
務についての責任を持つ。市重点と認定される建設プロジェクト（工事）の検収について、国家及び当
市関連規定に従い、上海市档案局、化工区管委会、プロジェクト主管部門档案機構ならびに規定
に従って当該档案を受け入れる任務を持つ档案館が共同で検収を行う。
（4）区内各建設組織から届け出たプロジェクト（工事）竣工档案を受け入れる責任を持つ。
第五条 建設組織、工事現場指揮機構、工事総請負組織、工事施工組織及び監理組織
は、档案資料業務を管理する責任者 1 名を明確に指名し、工事档案資料業務に適した管理機構
を設立し、档案資料管理担当者を配置し、科学的な管理制度を確立して建設プロジェクト档案資
料の統一的管理を行わなければならない。施工においては档案資料の安全を保証できる倉庫と設備
を保有すること。
第六条 基本建設プロジェクト（工事）档案管理は「3 つの同時」を確実に行うこと。つまり、プロ
ジェクト（工事）任務を指示すると同時に档案業務任務も指示すること、工事品質・進捗の日常点検
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の同時に档案業務の進捗状況も点検すること、プロジェクト（工事）竣工検収の同時に档案検収も行
うことである。
第七条 建設組織は化工区管委会計画管理部門から「建設工事計画許可証」の受領を
申請する際に、「上海化学工業区建設プロジェクト工事档案業務指導監督監査連絡票」を記入す
る（詳細は付属書２を参照する）。
第八条 各組織に工事档案業務の担当者は、共産党及び国家の守秘制度を厳しく実行し、
档案の安全性と機密性を維持しながら、档案の閲覧や利用がしやすいように各種工事档案の秘密・
非秘密の区分をはっきり区別させること。
第三章
档案の管理
第九条 工事文書資料とは、工事プロジェクト建設において発生する各種文字、図面、グラフ、
計算用資料、写真、映像及びテープ、磁気ディスク、光ディスクのことを指し、通常の場合はリサーチ、
意思決定、設計、施工、竣工検収及び試作などの段階に分けられる。各関連組織及び部門は、こ
れらの形成された文書資料を、ファイリング範囲、手順、手続き及び要求に従って档案の収集及び設
立ファイリング業務を確実に行うこと。
第十条 建設組織、工事総請負組織、工事建設現場指揮機構、探査設計組織、工事監
理組織及び施工組織等は、各自の責務範囲で建設プロジェクト文書資料の形成、蓄積、整理、ファ
イリング及び保管業務を確実に行うこと。建設組織ファイリング対象となる档案資料については、各関
連組織は要求される期日までに収集・整理し、建設組織に移転すること。
第十一条 建設プロジェクトの総請負が実施されている場合、各子請負組織は、子請負範囲
内の档案資料の収集・整理を行い、総請負組織に提出し、総請負組織によりまとめて整理する。また、
総請負組織により竣工時に建設組織に完全かつ正確なプロジェクト档案資料を提出する。
実行工事建設現場指揮機構管理が実施されている建設プロジェクトの場合、現場指揮機構
により竣工時に建設組織に完全かつ正確なプロジェクト档案資料を提出する。
第十二条 建設組織が建設プロジェクトをいくつかの組織に子請負させる場合、各請負組織
は、その請負範囲内の工事档案資料の収集・整理を行い、建設組織に提出し、建設組織によりまと
めて整理するか、または建設組織から委託された請負組織によりまとめて整理する。
第十三条 基本建設プロジェクト工事文書資料のファイリングは、完全、正確、系統的という原
則のもとで行わなければならない。ファイリング対象となる文書資料は字が見やすく、はっきりした根拠が
あり、図が明晰で、回覧・審査・承認手続きがあり、規範化要求に適したものとする。色あせがしやす
い用紙を使用して字や絵を書いてはならない。
第十四条 輸入技術や輸入設備のある建設プロジェクトは、図面や文書の収集・整理業務を
確実に行い、設備の開梱はプロジェクト档案担当者の立会いのもとで行うとともに、取扱説明書、イラ
ストなどの付属文書資料の登録業務を確実に行うこと。
各種ルートを通して入手した輸入プロセスや設備に関わる档案資料は、全て整理しファイリングする
こと。外国語で記載される場合はその翻訳文書といっしょにファイリングすること。
第十五条 化工区内地塊に該当する場合は、必ず工事建設前の元地貌、地物及び建設中
及び竣工後の実状況を写真とビデオ撮影で記録し、整理し目次編成してファイリングする。ファイリング
対象となる写真（ネガも含む）は、画像が明晰で、文字説明文が完全で正確で、撮影者の明記が要
求される。ビデオ映像は必ず編集、吹き替え、最終製作をして専門クラスのビデオテープにし、その内容
は建設工事（プロジェクト）活動の全体過程を反映できるものでなければならない。
第十六条 工事档案の実行部門では収集・整理・予備設立を行った後、指定される档案管
理部門または档案管理担当者に提出する。
第十七条 工事建設プロジェクトの技術文書資料は、当該プロジェクト施工終了後に速やかに
ファイリングすること。大規模の工事建設プロジェクトの場合には、契約セクション工事（個別工事、単
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位工事）別で順次ファイリングすることができる。
第十八条 化工区内で建設停止、一時停止となっているプロジェクトの基本建設プロジェクト
（工事）档案は建設組織にて保管責任を持つ。閉業や操業停止となっている組織の基本建設プロジ
ェクト（工事）档案は、当該組織が指名した者によって整理し目次を編成し装丁し、管委会档案管理
部門に移送して保管する。
第四章 档案ファイリングの範囲及び保管期間
第十九条 建設組織は、工事の規模及び工事全過程において発生する文書資料に基づき、
档案ファイリングの範囲及び保管期間の詳細を明確にし、ファイリングされる文書資料の完全性を確保
すること。具体的には「上海化学工業区建設工事文書ファイリング範囲及び届出内容」を参照する。
（詳細は付属書５を参照する）
第二十条 基本建設プロジェクト（工事）档案の保管期間は、永久、長期、短期に分けられる。
なお、長期保管対象となる基本建設プロジェクト档案の実保管期間は建設プロジェクトの実使用寿
命より短くないこと。
第五章 竣工档案の整理、検収及び届出
第二十一条 工事プロジェクト竣工档案の整理は、完全、正確、系統的という原則のもとで
行うこと。竣工文書資料ファイリングの不完全や建設の実際と合わなく、または档案の整理（分類、設
立、編目）が工事档案管理関連基準要求に合わないことを発見したら速やかに是正し補足報告する
こと。
第二十二条 竣工档案の品質を確保するために、工事施工段階において形成され、工事建
設の品質に関わる档案資料、作成された竣工図、及び化工区計画範囲内の建設プロジェクト（工
事）総合配管配線竣工図は、必ず工事監理の審査と署名が必要である。
第二十三条 工事文書資料の順番
（1）工事前期及び竣工検収文書資料は、回答書から申請書まで・本文から決定版まで・本
書から付属書まで・文字資料から添付図までの順で編成する。
（2）工事設計文書資料は、設計手順の手順で編成する。
（3）監理文書資料は、監理手順の順で編成する。
（4）施工技術文書資料は、各個別工事、単位工事または装置・段階・構造・専門の順で編
成する。ただし、そのうち設計変更の根拠となる文書やその他の単位工事別に編成できない文書資料
については、プロジェクトまたは個別工事としてまとめて編成することができる。
第二十四条 竣工図は工事の実際を反映するものであり、工事档案の最も重要な構成部
分でもある。工事依頼・請負契約書または施工協議書には、竣工図の作成に関する国家の要求に
基づいた規定を制定すること。
施工組織は竣工図の作成責任を持ち、監理組織は竣工図の作成組織を監督し、作成組織
に協力し、竣工図作成状況を点検し、問題を見つけた場合は速やかに修正し補足すること。竣工図
は必ず施工プロジェクト責任者及び監理担当者により審査し、署名の上で建設組織に移転すること。
施工組織が合格竣工図を納期通りに提出できなければ施工任務の完了とみなさず、その責任を問わ
れること。
第二十五条 竣工図は、実際の状況と一致し、サイズが統一し、図面が清潔で字が明晰で
あること。ボールペンや鉛筆その他色あせしやすいインクで作成したものは認めない。
竣工図を規範的に作成すること。竣工図の内容は、施工図設計・設計変更・打ち合わせ・資
料変更・施工・品質検査の記録と一致すること。変更通知書の回覧用紙が添付されていない場合は、
関連档案にそのコピーを添付するか、または備考欄にコメントを記入すること。
（1）施工図通りに変更なく施工した場合には、施工図に竣工印を押印し署名するだけでよい。
（2）施工中に図面の変更があった場合には、元の図面（新規青写真でなければならない）で変
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更するとともに、修正根拠を明記し、竣工図印を押印し署名する。
（3）構造、プロセス、平面レイアウト、プロジェクト等の重大な変更及び図面の変更部分が 1/3
を超える場合には、竣工図を作成しなおすこと。
設計の原因で変更が発生した場合には、設計組織の責任で設備資料をを満たすように購買
を行うとともに、非標準設備の製作・施工の必要性に応じて施工図を作成しなおして施工組織に提
出し、施工組織により竣工図を作成する。施工の原因でで変更が発生した場合には、施工組織の責
任で図面を作成しなおし、設計組織により確認の後で竣工図を作成する。その他の原因で変更が発
生した場合には、建設組織自ら図面を作成するか、または設計組織に作成を依頼し、施工組織によ
り新規図面に「竣工図」表示を押印し署名するとともに、関連記録やコメントを添付して竣工図とす
る。
修正されたまたは作成しなおされた竣工図は、関係責任者により審査し署名した上で有効とす
る。
竣工図印の内容は以下の通りである：
単位：mm

技術責任者

作成年月日

60

図

監理者

10

監理組織名

10

10

作成者

工

10

竣

13

7

作成組織

25

25
30
80
図 1 竣工図印
竣工図印のサイズ：50mm×80mm

全ての竣工図は、作成組織により 1 各ページに竣工図印を押印し、決められた者により竣工図
印の欄に明確かつ完全な内容を記入すること。
竣工図印は朱肉を使用してタイトル欄の横の余白に押印すること。
竣工図の装丁はしない。異なったサイズの工事図面は A4 サイズ（297mm×210mm）に折りたた
み、図面を裏にし、タイトル欄を外向きにし、右下部にページを付ける。竣工図は単体工事の順で並
べ、さらに単体工事を専門別に編成すること。
第二十六条 竣工図作成費用は、国家関連規定に従うか、または協議の上で決めること。
第二十七条 化工区プロジェクト工事竣工档案の検収は、以下の方法に従って実施する：
（1）化工区管委会は区内基本建設プロジェクト(工事)竣工档案検収の組織、協調、審査、行
政登録業務の責任を持つ。
（2）上海市重点プロジェクト工事と指定された化工区内基本建設プロジェクト（工事）の档案は、
上海市档案局、化工区管委会、プロジェクト主管部門档案機構ならびに規定に従って当該档案を
受け入れる任務を持つ档案館が共同で検収を行う。国家重点建設プロジェクトと指定されたものにつ
いては、国家档案局関連規定に従い検収を行う。
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（3）基本建設プロジェクト（工事）の工事実体が竣工した後、少なくともプロジェクト検収の 30 日
前に化工区管委会档案管理部門に档案検収の申請を行うとともに、「上海化学工業区建設プロジ
ェクト竣工档案検収申請表」（詳細は付属書６を参照する）を記入し報告し、竣工档案検収について
の手配を行う。
市重点と指定された建設プロジェクト工事の場合は、建設組織により「上海市建設プロジェクト
（工事）档案検収申請表」（詳細は付属書８を参照する）を記入し、管委会により審査の後、市档案
局に建設プロジェクト档案検収の申請を行う。
（4）建設組織は、建設プロジェクト档案検収時の指摘事項を是正し、是正処置を取った上で
建設プロジェクト档案最終検収の申請を行う。最終検収の結果が合格であれば化工区管委会档案
管理部門により「上海化学工業区建設プロジェクト（工事）档案検収証書」（詳細は付属書７を参照
する）を発行する。「上海化学工業区建設プロジェクト（工事）档案検収証書」を受領した建設組織は、
プロジェクト竣工検収後 6 ヶ月内に化工区管委会総合事務所档案管理センターに档案届出の手続
きを行う。
市重点と指定された建設プロジェクト工事の档案検収については、最終検収合格後に上海市
档案局により档案最終検収コメントとともに「上海市建設プロジェクト（工事）档案検収証書」を発行
する。「上海市建設プロジェクト（工事）档案検収証書」を受領した建設組織は、プロジェクト竣工検
収後 6 ヶ月内に化工区管委会総合事務所档案管理センターに档案届出の手続きを行う。
（5） 档案検収の結果が基準に達していない場合、是正期間を決めて工事プロジェクト建設組
織に是正させ問題を解決させるとともに、状況により再検収を行う。
国家関連法規規定によると、档案の検収が行われていないか、または档案の検収結果が不合
格のプロジェクトは、プロジェクト（工事）検収にも通過できず、各種優秀工事の受賞もできない。档案
不合格の原因は施工組織の提出した档案資料（竣工図を含む）にある場合、建設組織は施工組織
に工事未払い金の支払いをしてはならない。
第二十八条 化工区工事プロジェクト竣工档案の帰属と届出
（1）化工区管委会により計画し審査・承認した建設プロジェクト（工事）の場合は、プロジェクト
（工事）検収に合格してから６ヶ月内に化工区管委会総合事務所档案管理センターに竣工档案 1 式
を届け出る。
建設組織は、入札時または探査・設計・施工・監理等の組織と契約を締結する際に、竣工
档案の版・部数・品質要求・作成費用・移転年月日・違約責任等について明確な要求を言及するこ
と。
（2）市档案局や化工区管委会により検収の結果が合格の竣工档案の届出範囲は、「上海化
学工業区建設工事文書ファイリング範囲及び届出内容」（詳細は付属書５を参照する）に従って運用
する。
（3）建設組織がプロジェクト（工事）の検収後６ヶ月内に規定に従って化工区管委会に竣工档
案を届け出ていなかった場合、政府関連部門により「建設工事品質管理条例」第五十九条及び第
七十三条の規定に従い、建設組織と建設組織の直接責任を持つ主管者及びその他の直接責任者
に対して行政処罰を与える。
（4）管委会は、本規定の実施前に既に確立された建設プロジェクトの基本建設プロジェクト工
事档案を募集する権利を持ち、各関連組織は、これらの基本建設プロジェクト工事档案を収集し整
理し、本規定の関連条項に従って届出を行う責任を持つ。
第二十九条 化工区管委会への届出対象工事プロジェクト竣工档案は、設立・箱詰めの規
範化が要求されているとともに、「上海化学工業区建設プロジェクト（工事）竣工档案作成説明（大
要）」（詳細は付属書３を参照する）を参照して「建設プロジェクト工事竣工档案作成説明」と「目次
見出し」を作成しなければならない。
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化工区建設プロジェクト工事档案番号は、プロジェクト記号、ステップ番号、档案通し番号など
から構成される。表示方法は以下の通りである：
J X — X（X） — X／X
プロジェクト全通し番号
ステップ順番号
単位工事記号
ステップ記号
プロジェクト記号
インフラ建設プロジェクト記号

注：プロジェクト記号は建設組織自ら決定し、届出档案は管委会にて統一的に番号を付ける。
第三十条 工事プロジェクト竣工档案作成部数は実際の状況により必要部数を決定すること。
建設組織は国家基本建設プロジェクト档案ファイリング範囲に従って自組織内で少なくとも２部（そのう
ちオリジナル 1 部をファイリングし、もう 1 部コピーは使用組織に引き渡す）を保管し、プロジェクト投資ま
たはプロジェクト建設依頼契約に別途定めがある場合はそれに従って実行することが出来る。また、建
設組織は届出範囲に従って竣工档案 1 式を無償で化工区管委会に届け出なければならない。国家
重点プロジェクトの場合は、竣工档案届出に関する国家規定に従い部数を追加して関連部門に届け
出ること。
第三十一条 化工区管委会への届出档案は、国家規格を満足できる装具を採用し、档案
様式は標準化・規範化の要求に従い、档案表紙と目次は全てパソコンで作成しプリンターで印刷し、
目次フロッピーは档案資料といっしょに移転すること。プロジェクト建設依頼先から建設組織に移転した
档案装具は、建設組織の要求に従うこと。
第三十二条 档案移転の際は、必ず档案の部数を確認し、差出人と受取人は必ず 1 ページ
ずつ、目次または一覧に署名する。化工区管委会案管理部門に档案を移転する場合は、「上海化
学工業区建設プロジェクト工事竣工档案移転受取票」（詳細は付属書４を参照する）を記入の上、
届出組織の社印を押印すること。
第六章
附 則
第三十三条 各組織は、竣工档案業務の円滑な運用のために、本規定に関わる内容を関
連管理制度に取り入れるとともに関係者の職場責任制度を定めること。
第三十四条 各プロジェクト責任者、施工組織の業務上過失により档案収集が完全かつ正
確に行われず、作成された竣工図が現物と合わないことに起因する使用・メインテナンス組織の使用・
メインテナンス中に建築物、構築物、地上地下配管網の破損やその他の事故は、法に基づき調査し
処分する。
第三十五条 化工区に進出する全ての建設開発組織、建設プロジェクト組織及び化工区開
発、建設プロジェクトの設計・探査・監理・施工諸組織は、この文書の要求に従い、建設プロジェクト
（工事）档案の各項業務を確実に行うこと。
第三十六条 本規定は上海化学工業区管理委員会により解釈する。本規定の内容は上部
組織による新規規定と食い違いがある場合は、上部組織による新規規定に従って実行する。
第三十七条 本規定は発布日より実行する。
付属書１、「上海化学工業区建設プロジェクト工事档案管理フローチャート」
付属書２、「上海化学工業区建設プロジェクト工事档案業務指導、監督監査連絡票」
付属書３、「上海化学工業区建設プロジェクト（工事）竣工档案作成説明（要約）」
付属書４、「上海化学工業区建設プロジェクト工事竣工档案移転受取票」
付属書５、「上海化学工業区建設工事文書ファイリング範囲と届出内容」
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付属書６、「上海化学工業区建設プロジェクト竣工档案検収申請表」
付属書７、「上海化学工業区建設プロジェクト（工事）档案検収証書」
付属書８、「上海市建設プロジェクト（工事）档案検収申請表」
付属書１
上海化学工業区建設プロジェクト工事档案管理フローチャート
プロジェクト建設を申請する際は、「上海化学工業区建設工事
竣工档案検収届出登記表》を受領する

建設工事計画許可証を受領する際は、「上海化学工業区
建設工事竣工档案検収届出登记表」を記入し届け出る

担当部門
化工区管委会
計画建設処

担当部門
化工区管委会
計画建設処

建設工事档案の収集、
整理、予備設立
管委会により档案業務訓練、
問合せ、業務交流の手配

竣工档案の作成

建設組織が召集する

検収結果は不合格
担当部門
化工区管委会
档案管理センター

単位工事（個別工事、セクション
工事）竣工档案予備検収

化工区管委会档案管理センターにより
工事プロジェクト档案検収の行う

検収結果は合格
竣工档案の届出・
整理ファイリング
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担当部門
化工区管委会
档案管理センター

付属書２

上海化学工業区建設プロジェクト工事档案業務指導・監督監査連絡票

プロジェクト名
建 設 組織

名

称

住

所

郵便番号
電話

档案連絡係
施 工 組織

名

称

住

所

ファックス

郵便番号
電話

档案連絡係
施工監理

組織

名

称

住

所

連絡先住所

ファックス

連絡先住所

郵便番号
電話

档案連絡係

ファックス

連絡先住所

連絡業務内容及び是正コメント：
付属書３：
上海化学工業区建設プロジェクト（工事）竣工档案作成説明（大要）
一、プロジェクト（工事）概況
(一)プロジェクト（工事）概況（プロジェクト投資者名、プロジェクト名、経営年限、投資監理実行状況、
施工中に重大な品質トラブルの有無などを含む）
（二）プロジェクト設立根拠（当該プロジェクトのプロジェクトフィージビリティスタディ、初歩設計、審査承
認文書の番号と年月日を含む）
（三）工事投資規模
（四）工事現場の住所
（五）工事面積（プロジェクト工事総敷地面積、プロジェクト総延べ面積を含む）
（六）工事設・施工・監理組織の名称
（七）構造の種類
（八）主要設備、プロセス
（九）着工・竣工年月日
（十）施工管理状況
（十一）工事予算（概算）・決算
二、竣工档案整理・設立概況
（一）作成根拠（プロジェクト档案整理の根拠となる文書、プロジェクト分類、順番、区切り、各段階の
主な文書、共有単体工事数及び具体的な名称を含む）
（二）整理・設立（工事竣工档案の全数、そのうち各段階の文書資料の数量、竣工図、写真、フロッ
ピーなどの数量、プロジェクト機密ランク、保管期間を含む）
（三）作成方法（総番号の構成、、各記号の意味を含む）
三、プロジェクト単位工事の部別・項目別の区分一覧表
付属書４

上海化学工業区建設プロジェクト工事竣工档案移転受取票
番号：

プロジェクト名
档案全部数
（文書

部、図面

部
部、音声・映像
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部）

建設工事計画許可証番号
入館档案番号
インフラ建設プロジェクト档案番号
添付 移転档案の目次、各档案の目次
移転組織（印）
移転人：
移転年月日： 年

月

受取組織（印）
受取人：
日 受取年月日：

年

月

日

（本票は 2 部を作成し、移転組織と受取組織は各 1 部を保有する）
上海化学工業区建設工事文書ファイリング範囲と届出内容

付属書五

種

順

別

番

建設組
ファイリング内容

織にて保
管

化工区管委
会に届出

プロジェクト設立文書
1

プロジェクト提案書に対する回答（設立申請報告書に対する回答）

*

2

プロジェクト提案書（設立申請報告書）

*

3

フィージビリティスタディに対する回答

*

4

フィージビリティスタディ

*

5

プロジェクト評価論証文書

*

6

環境予測調査報告書、環境影響報告書に対する回答

*

7

計画任務書に対する回答

*

8

計画任務書に対する回答

*

場所選定文書

一、初期文書

1

プロジェクト場所選定所見通知

2

建設プロジェクト場所選定回答書

*

3

建設プロジェクト場所選定要望または報告

*

マスタープラン文書
1

詳細な管理計画に対する回答

2

詳細な計画説明書

3

建設工事計画審査票

用地文書
1

建設用地計画許可証の通知

2

建設用地計画許可証及び赤線図、座標図

3

建設用地申請

4

工事用土地徴用通知

5

土地徴用要望

6

土地徴用明細表

7

土地探査報告書

*

8

国有土地使用証

*

9

土地賃貸契約

*

10

土地賃貸申請

11

土地徴用・建築物撤去文書
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*

プロジェクト申請、回答文書
1

建設工事計画許可書の認可・発行の通知

2

施工許可証

3

建設工事計画許可証及び承認された建筑工事位置地形

*

図及び総平面図
4

種別

環境、消防、労働安全、防空、衛生三同時等の審査

順

ファイリング内容

番

*

建設組

化工区

織にて保

管委会に届

管

出

所見書
5

水、湯、電気、ガス、通信、排水等関連合意文書

6

原料、材料、燃料供給元等との合意文書

入札・応札文書

一、初期文書

1

市入札事務室授権管理通知

2

入札プロジェクト登記表（入札組への申請資料を含む）

3

入札代理委託合意書

4

見積書審査・承認文書

5

入札文書及びその改訂、補足事項及び質疑応答文書

6

応札文書、資格書類、契約履行保証、授権委託書及び
応札事項、修正文書

7

募集中の文書（募集方法、評価記録、評価
者サイン表）

二、設計文書

8

落札通知書

9

未落札通知書

1

全体計画設計

2

設計案

3

初歩設計及びその回答

4

技術設計

5

技術秘密書類、特許文書

6

工事構造設計計算書（又は計算書保管代理証明）

*

及び説明書

三、監理文書

7

設計評価、鑑定及び承認

8

工事概算

9

施工図設計

10

水文、地質探査報告書及び地質図

11

設計契約及び契約変更、補足文書

1

監理大要（工事プロジェクト監理計画書）

2

監理契約

3

工事プロジェクト監理機構及び責任者一覧表

4

監理計画、細則及び回答

5

施工組織計画申告表

6

工事起工報告

*

*
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7

施工メジャーリング検査依頼票

8

会議議事録（協調会、定例会、設計説明会、図面稟議
等）

9

技術審査依頼表

10

業務連絡票（建設組織、請負組織、設計組織との連絡
文書）

種別

建設組

順

ファイリング内容

番

織にて保
管

化工区管
委会に届出

三、監理文書

11

監理覚書

12

監理通知票

13

施工覚書

14

監理立会い検査記録

15

プロジェクト月次支払い申告票

16

工事変更費用申請票

17

工事予算･決算審査記録及び支払い承認記録

18

クレーム審査票

19

納期遅延審査票

20

下請負者資格審査依頼表

21

工事施工進捗スケジュール（計画調整）審査依頼表

22

最終製品、仕掛品供給組織資格審査依頼表

23

建築材審査依頼表

24

主な工事設備選定審査依頼表

25

設備購入、監査書類

26

工事停止通知票

27

工事品質問題（事故）報告票

*

28

工事品質事故処理審査依頼票

*

29

是正フォローアップ審査依頼表

30

再開申請表

31

テーマ別の報告書

32

工事検収依頼票

33

実測プロジェクト検査記録表

34

外観プロジェクト得点表

35

品質保証資料検査記録表

36

支項目工事初回検収報告書

37

支部（子支部）工事品質検収記録

38

単位（子単位）工事品質検収記録

39

単位（子単位）工事品質管理書類審査記録

40

工事初回検収報告書

41

検査ロット品質検収記録

42

監理日報

43

監理月報

*
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44

監理業務まとめ

土建部一（杭打ち）

種別

1

施工契約及び予算まとめ表

2

杭打ち部工事品質検収証明書

*

3

起工･竣工報告書

*

順

ファイリング内容

番

建設組

化工区

織にて保

管委会に届

管

出

四、施工技術文書

4

図面稟議、引渡しの要旨

*

5

技術承認票，業務連絡票

*

6

杭打ち位置決めの記録

*

7

杭打ち記録表

*

8

隠蔽工事検収記録

9

工事品質一般事故報告表

*

10

重大品質事故報告表

*

11

ジョイント杭の連続曲線測定報告

12

コンクリート崩落度報告

13

コンクリート非破壊測定強度報告

14

コンクリート試料耐圧試験報告

15

コンクリート強度非統計評価

16

鉄筋仮溶接実物抜き取り試験報告

17

鋼材試験報告

18

鋼材化学分析試験報告

19

粗骨料試験報告

20

細骨料試験報告

21

セメント検査報告

22

セメント品質証明票

23

鋼材品質証明票

24

粗骨料品質証明票

25

細骨料品質証明票

26

杭の静荷重、動荷重等測定報告

27

施工設計案

28

施工管理（施工まとめ）

29

品質評価書類

30

その他

31

竣工図

*

*

*

土建部二（基礎主体）
1

上海市建設工事品質届出表

*

2

施工契約及び予算まとめ表

3

工事概況

4

基础支項目支部工事品質検収証明書

*

5

主体支項目支部工事品質検収验收証明書

*
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種別

6

構造吊り上げ工事品質検収証明書

*

7

起工･竣工報告

*

8

図面稟議、引渡しの要旨

*

9

技術承認票、業務連絡票

*

順

ファイリング内容

番

建设組

化工区

織

管委会に

にて保管

届出

四、施工技术文件

10

建（構）築物測定再審査票

*

11

建（構）築物沈下観測成果

*

12

垂直測定成果表

13

基礎検収記録

14

隠蔽工事検収記録

15

工事品質一般事故報告表

*

16

重大品質事故報告表

*

17

モルタル試料耐圧強度試験報告

18

モルタル試料検収評価

19

コンクリート崩落度測定報告

20

コンクリート非破壊測定報告（一）（二）

21

コンクリート耐浸透試験報告

22

コンクリート試料耐圧試験報告

23

コンクリート強度非統計評価

24

主な構造セメント強度の統計的評価

25

鋼材試験報告

26

鋼材化学分析試験報告

27

粗骨料試験報告

28

細骨料試験報告

29

瀝青試験報告

30

特殊材料試験報告

31

セメント検査報告

32

予備応力引っ張り強さ記録表

33

鉄筋仮溶接実物抜き取り試験報告

34

鉄筋突合せ溶接、隅肉溶接実物抜き取り試験報告

35

砂層スイベルナイフ測定報告

36

埋め戻し土密度測定強度報告

37

レンガ試験報告

38

鋼材品質証明票

39

セメント品質証明票

40

粗骨料品質証明票

41

細骨料品質証明票

42

レンガ品質証明票

43

コンクリート部材合格証

44

スチール製窓、ドア合格証

*
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種別

45

金属製部材合格証

46

木製品合格証

47

施工設計案

順

ファイリング内容

番
48

施工管理 （施工まとめ）

49

品質評価書類

50

その他

51

竣工図

建設組

化工区

織にて保

管委会に

管

届出

*

*

スチール構造部

四、施工技術文書

1

上海市建設工事品質届出表

*

2

施工契約及び予算まとめ表

3

工事概况

4

基礎支項目支部工事品質検収証明書

*

5

主体支項目支部工事品質検収証明書

*

6

構造吊り上げ工事品質検収証明票

*

7

建築起工・竣工通知票

*

8

設計図面会議説明の要旨

*

9

技術承認票，業務連絡票

*

10

建（構）築物測定再審査票

*

11

建（構）築物沈下観測成果

*

12

垂直測定成果表

13

基礎検収記録

14

隠蔽工事検収記録

15

工事品質一般事故報告表

*

16

重大品質事故報告表

*

17

モルタル試料耐圧強度試験報告

18

モルタル強度検収評価

19

コンクリート崩落度測定報告

20

コンクリート非破壊測定報告（一）、（二）

21

コンクリート耐浸透試験報告

22

コンクリート試料試験報告

23

コンクリート強度非統計的評価

24

主な構造コンクリート強度の統計的評価

25

鋼材試験報告

26

鋼材化学分析試験報告

27

粗骨料試験報告

28

細骨料試験報告

29

瀝青試験報告

30

特殊材料試験報告

31

セメント検査報告

*
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種別

32

予備応力引っ張り強さ記録表

33

鉄筋仮溶接実物抜き取り試験報告

建設組

順

ファイリング内容

番

織
にて保管

化工区管
委会に届出

四、施工技術文書

34

鉄筋突合せ溶接、埋立鉄部材溶接実物抜き取り報告

35

モルタル層スイペルナイフ測定報告

36

埋め戻し土測定強度報告

37

レンガ試験報告

38

輸入鋼材品質保証書

39

金属圧型板品質保証書

40

ペンキ品質証明書

41

溶接ワイヤー品質証明書

42

フラックス入りワイヤー品質証明書

43

型材品質証明書

44

高強度ボルト品質証明書

45

鉄骨構造部材合格証書

46

鉄骨構造部材測定報告

47

引っ張り強さセンサー検定証書

48

トルクレンチ検定証書

49

高強度ボルト試験報告

50

高強度ボルト摩擦面滑り止め試験報告

51

溶接工程評価報告

52

リベット溶接工程パラメーター試験報告

53

溶接つなぎ部超音波探傷報告

54

施工設計案

55

施工管理（施工まとめ）、施工組織自己評価

56

品質評価資料

*

57

支部工事品質評価表

*

58

高層鉄骨構造据付支項目工事品質検査評価表

*

59

鉄構造高強度ボルト摩擦面処理品質検査記録表

60

鉄骨構造据付強度ボルト摩擦面処理品質検査記録表

61

鉄骨構造ボルト据付品質検査評価表

62

鉄骨柱校正自検記録表

63

鉄骨構造据付溶接施工自検記録表

64

階高

65

圧型金属板据付支項目工事品質検査評価表

*

66

リベット溶接支項目工事品質検査評価表

*

67

鉄骨構造製作据付工事外観品質評価表

*

68

鉄骨構造製作据付工事組織工事品質評価表

*

69

鉄骨構造製作工事支部支項目工事品質評価表

*

70

鉄骨構造製作外観品質評価表

*
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*

71

種

順

別

番

鉄骨構造製作プロジェクト品質総合評価表

ファイリング内容

72

その他

73

竣工図

*

建設組

化工区

織にて保

管委会に届

管

出

*

暖房・ガス部
1

施工契約

2

施工予算

3

起工・竣工報告

*

4

会議説明の記録

*

5

技術承認票、業務連絡票

*

6

室外配管配線測定記録

*

7

機能試験記録及び品質評価

*

(1)上水水圧、下水通水、衛生器具通水、消防
配管圧力試験記録
(2)暖房システム水圧配管、ガス配管圧力試験記録

五、設備、据付（配管配線）施工技術文書

8

隠蔽工事検収記録

9

材料、設備明細表及び検査記録
(1)材料、設備明細表、合格証
(2)設備開梱抜き取り検査、試運転、据付記録

10

配管配線調達報告票,配管配線設備パッキングリスト

11

暖房衛生ガス支部工事品質評価表

12

その他

13

竣工図

*

電力部
1

施工契約

2

施工予算

3

起工・竣工報告

*

4

会議説明の記録

*

5

技術承認票、業務連絡票

*

6

室外埋設ケーブル測定記録

*

7

電力検査、調整記録及品質
(1)避雷針（ネット）及び回路、絶縁、接地電気抵抗測定記録
(2)自動制御、消防、テレビ、防犯システム検査、試験記録

8

隠蔽工事検収記録

9

材料、設備明細表及び検査記録

10

配管配線調達報告票、配管配線設備パッキングリスト

11

電気支部工事品質評価表

12

その他

13

竣工図

*

*

通風と空調部
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1

種

順

別

番

施工契約

ファイリング内容

建設組織
にて保管

化工区
管委会に
届出

2

施工予算

3

起工・竣工報告

*

4

会議説明の記録

*

5

技術承認票、業務連絡票

*

6

調整、試験記録及び品質評価

7

隠蔽工事検収記録

8

システム調整報告

9

材料、設備明細表及び検査記録

10

通風と空調支部工事品質評価表

11

その他

12

竣工図

*

*

エレベーター部

五、設備、据付（配管配線）施工技術文書

1

エレベーター支項目支部工事品質検収証明書

2

主なエレベーター設備の明細表

3

図纸稟議、設計変更、技術承認票

4

絶縁電気抵抗接地電気抵抗測定記録

5

無荷重、最大荷重、超荷重運転記録

6

調整試験報告

7

製品合格証

8

設備開梱検査記録

9

エレベーター設備据付説明書

10

据付自検、互検記録

11

エレベーター据付支部工事品質評価表

12

その他

13

竣工図

*

*

*

*

地上、地下配管部
1

施工契約

2

施工予算

3

起工・竣工報告

*

4

図面稟議、説明会議の記録

*

5

設計変更，技術承認票

*

6

配管配線測定記録

*

7

隠蔽工事検収記録

8

配管配線調達報告票

9

配管配線取付検査記録

10

配管配線接点測定記録

*

11

配管配線標高、位置、勾配測定記録

*

12

配管配線取付試験記録
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種別

順

ファイリング内容

番

建設組

化工区

織にて保

管委会に

管

届出

13

配管配線取り付け溶接試験記録

14

配管配線取り付け組織工事品質評価表

*

15

配管配線支項目支部工事品質評価表

*

16

その他

17

竣工図（建設用地範囲内地上、地下総合配管配線図

*

つなぎ目の位置を含む）
その他の設備据付、配管配線取付
施工契約、予算

2

支項目支部工事品質検収証明票

*

3

起工報告

*

3

竣工報告

*

4

技術引渡し、図面稟議の要旨

*

5

技術承認票、業務連絡票

*

6

設備注文・購入の入札及び処置

7

設備出荷合格証

8

設備パッキングリスト、開梱記録

9

設備図及び図面説明

10

設備検査、検収記録

11

輸入設備商検書類、税関申告書類

12

設備据付、調整記録

13

設備技術性能安定性書類

14

配管配線据付記録

15

配管配線接点測定記録

*

16

配管配線、位置、勾配測定記録

*

17

システム調整、試験記録

18

設備、配管配線据付工事組織工事品質評価表

*

19

設備、配管配線支部支項目工事品質評価表

*

20

その他

21

竣工図

*

施工技術文書

1

カーテンウォール支項目支部工事品質検収証明書

*

2

施工契約、予算

3

起工・竣工通知

*

4

図面稟議、引渡しの要旨

*

六、ビル、カーテ

5

設計変更通知票、技術承認票

*

6

測定報告

*

7

隠蔽工事検収記録

8

カーテンウォール出荷証明書、合格証

9

輸入カーテンウォール、型材税関検査証明

五、設備、据付（配管配線）施工技術文書

1

ンウォール

種別

順
番

ファイリング内容
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建設組

化工区管

織にて保

委会に届

管

出

六、ビル、カーテンウォール施工術術文書
七、装飾部施工術術文書

10

カーテンウォール抗風圧強度試験報告書

11

カーテンウォール隔音、保温性能測定報告書

12

カーテンウォール空气漏れ試験報告書

13

カーテンウォールガラス膜品質保証書

14

カーテンウォール避雷測定報告書

15

雨漏り試験報告書

16

型材合格証

17

型材試験報告書

18

アルミ合金型材酸化膜品質保証書

19

構造接着剤、シール接着剤合格証

20

構造接着剤、シール接着剤共存性と接着力試験報告書

21

壁釘品質証明及び性能証書

22

ボルト品質保証書及び物理性能測定報告書

23

アンカーボルト引っ張り強さ（張力）測定報告書

24

充填材品質保証書及び性能証書

25

成形部品出荷品質保証書

26

施工設計

27

施工管理（施工まとめ）

28

品質評価資料

29

その他

30

竣工図

1

装飾部工事品質検収証明書

2

施工契約、予算

3

起工･竣工報告書

*

4

設計図面稟議、引渡しの要旨

*

5

設計変更票、業務連絡票

*

6

隠蔽工事検収記録

7

引渡し検収記録

8

担当部自己評価記録

9

施工まとめ

10

構造部

*

*

（1）鋼材出荷合格証
（2）セメント出荷合格証
（3）コンクリート、モルタル試験報告書
（4）屋上防水材合格証、試験報告書
（5）レンガ出荷合格証、検査報告書
（6）部材合格証
11

種別

順
番

装飾部

建設組
ファイリング内容

織にて保
管
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化工区管
委会に届出

（1）スチール製ドア・窓合格証明
（2）アルミ合金材料、アルミ合金ドア・窓合格証
（3）壁紙布合格証
（4）建材板（板、石膏板、ベニヤ板）
（5）装飾板（大理石、花こう岩、床タイル、装飾板）
七、装飾部施工技術文書

（6）ガラス壁合格証
12

電器
（1）主な電器設備と材料合格証
（2）絶縁、接地用電気抵抗測定記録

13

温水、通風、空調
（1）配管部材、部品材料設備合格証
（2）衛生用品合格証
（3）圧力試験記録
（4）システム記録
（5）受水、散水、通水試験記録
（6）空調調整記録
（7）その他

八、緑地施工技術文書

1

緑地部工事品質検収証明書

2

施工契約、予算書

3

工事概況

4

起工報告書

*

5

竣工報告書

*

6

設計図稟議、引渡しの要旨

*

7

業務連絡票、任務通知票

*

8

是正通知票

*

9

工事照合内容

10

工事現場決定票

11

植木一覧表

12

施工まとめ

13

施工設計

14

施工日報

15

その他

16

竣工図

*

1

工事竣工検収届出文書

*

（1）建設工事竣工検収届出表
（2）建設工事竣工検収報告書
（3）探査組織工事品質検査報告書（合格証書）
（4）設計組織工事品質検査報告書（合格証明）

種

順

別

番

建設組
ファイリング内容

織にて保
管
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化工区管
委会に届出

（5）施工組織工事品質竣工報告書（合格証明書）
及び工事修理保証書
（6）監理組織工事品質評価報告書（合格証書）
（7）上海市建設工事档案審査所見書及びまとめ
（8）上海市建設工事竣工検収届出品質終身責任
九、竣工検収文書資料

者登記文書
2

工事決算、見積り審査報告書（まとめ表）

*

3

上海化学工業区建設プロジェクト（工事）档案検収証明書

*

4

上海市建設工事竣工計画検収合格証明書（竣

*

工計画検収測定成果を含む）
5

上海市不動産権利証（不動産土地測定技術報告書を含む）

*

6

その他各専門竣工検収鑑定証書（消防、環境保護、

*

、衛生防疫、環境衛生、エレベーター、労働保護等の専門を含む）
7

その他のプロジェクト竣工検収文書

*

8

音声･映像（写真）資料

*

（1）工事現場元地物、地貌と建設完成後后（建）構物
の写真、ビデオ
（2）重大工事建設全過程の写真とビデオ

十、生産技術試運転準備用文書

1

試運転準備計画

2

試運転管理技術責任制

3

起動停止計画書

4

製品各項技術パラメーター、性能、図面

5

工程規定（承認書を含む）

6

工程管理の条件

7

職場作業規定、技術訓練資料

8

安全作業規定、事故分析報告書

9

分析規定（原料・最終製品検査方法承認書を含む）

10

設備試運転、検収、運転、メインテナンス記録

11

試運転製品品質鑑定報告書

12

工業衛生・労働保護資料

13

試運転の結果まとめ

添付６

上海化学工業区建設プロジェクト竣工档案検収申請表

プロジェクト名
名 称

検収

住 所

申請
組織

プロジェクト住所

郵便番号
電 話

档案業務連絡係り

ファックス

検収申請年月日
工事
概況

プロジェクト竣工検収年月日
起工年月日

竣工年月日

建築面積

用地計画許可証

総投資額

工事計画許可証

検収申請

建設組織法定代表人：
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組織の所見

建設組織押印
年 月 日
押印
年 月 日

档案検収
管理機関の所見

押印
年 月 日

注: 1.この様式は１式２部とし、化工区管委会と検収申請組織は各 1 部を保有する。
2.主な審査用提出資料
（1）上海化学工業区建設プロジェクト工事竣工档案編成の説明
（2）竣工図編成状況の報告
（3）検収申請組織による档案品質に関する自己審査の所見
添付７

上海化学工業区建設プロジェクト（工事）档案検収証書
番号
（ ）検字
号
本建設プロジェクト（工事）は、「建設工事品質管理条例」、「基本建設プロジェクト档案資料管理
暫定規定」、「上海市都市計画条例」、「上海市档案条例」、「上海化学工業区基本建設プロジェクト
（工事）档案管理暫定規定」（試行）に定められた検収基準に適合します。
プロジェクト名

建設組織

プロジェクト住所

総投資

認可組織

認可番号

建設工事計画許可証
建築面積

敷地面積

設計組織

施工組織

監理組織

竣工年月日

档案数

文書（部）
音声・映像档案（はこ、册）

図面（部）
プロジェクト档案記号

プロジェクト档案検収コメント
検収実施組織：
検収責任者 ：
検収年月日 ：

添付８

上海市建設プロジェクト（工事）档案検収申請表
プロジェクト名
検収申請組織

検収申請年月日

プロジェクト竣工検収年月日

連絡係り

電話番号

検収申請

（組織印）

組織のコメント

年

上部主管

月

日

（組織印）

機関の審査コメント

年

月

日

（組織印）

検収実施組織のコメント

年
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月

日

「竣工図印」様式を統一させることに関する通知
滬化管事務所 2006[2]号
区内各建設組織 殿
竣工図は工事建設の真実をあらわすものであり、プロジェクト档案検収の主な内容の一つでもあ
る。現在、それぞれの「竣工図印」様式が存在していることに対し、区内建設組織、施工組織の要望
に基づいて「竣工図印」様式を統一させることになった。詳細な内容は添付を参照する。
本通知を受け取った区内各建設組織は、関連標準を直ち施工組織に伝え。実施すること。
添付 竣工図印
２００６年３月１５日
添付

工

図
審査者

技術責任者

作成年月日

7

作成者

7

施工組織

7

監理組織
監理総責任
者
20

50

竣

7 15

単位：mm

20

20

7

现场監理
20

80

上海化学工業区管理委員会情報業務よりいっそうの強化に関する所見（試行）
滬化管〔2004〕84 号
機関各処室、区内各組織 殿
上海化学工業区は、わが国初めての石油化学工業をメインとする専門開発区であり、上海の重
要な専業基地の一つでもある。何年間の開発建設を通じて、現在は、ある程度の規模になっており、
イメージが向上している。今年は、上海化工区開発建設の「イメージ年間」であり、化工区内のいくつ
かの重大プロジェクトが、2005 年に運営開始され、利益が出る予想されている。上海化工区建設の
加速にともない、情報業務の重要性がますます高まっている中、上海化工区ではいっそう宣伝を広げ、
市委、市政府及び関係部、委、事務所、局との連携コミュニケーションを強化し、各組織の業務進捗
状況及び化工区の開発建設成果を全面的に反映し、化工区の発展を推し進めるために、次の所見
を述べる。
一、上海化工区管委会への情報届出を高く重視する
上海化工区管委会は市政府派出機構として、区内の日常行政事務管理を担当している。機
関各処室、区内各投資企業、管理組織、政府事務機構は、化工区管委会への情報届出業務を
十分に重視し、担当者を明確にし、処置をとること。
各組織及び各機関は、化工区の開発建設を推進し、「世界一流」化工区を実現させるために
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情報業務をよりいっそう強化することの大切さを認識し、情報業務の指導および管理をよりいっそう強
化し、情報届出を大切な業務として確実にし、情報業務の責任部門、各責任者及び連絡担当者を
明確にし、責任制を確立すること。
二、重要な情報を、タイムリーかつ正しく届け出ること
各組織は、各段階の実際業務の内容及び生産建設の状況に基づき、重要な情報を、次の事
項を含めて、タイムリーかつ正しく届け出ること。
1、各組織の年度業務計画及び各段階の業務手配。
2、重要制度の策定、重要活動の実行、工事建設起工と竣工、プロジェクト引き合いと契約等
の状況。
3、プロジェクト建設状況。プロジェクト申告の進捗状況、認可を取得済みプロジェクトの起工準
備と建設状況、生産中プロジェクトの生産運営状況など。
4、安全生産及び管理の状況。業務を明確にし安定化させるための各項処置、現場管理を強
化するための方法と効果、施工安全・生産安全の実施状況、緊急対応・緊急救助・災害救助の方
策、各組織と機関とのコミュニケーションの状況など。
5、組織内部管理を革新し、人材陣・従業員陣の育成を強化するための方法及び経験。
6、発見され、発生している問題。集団事故や重大な突発事故の発生、または各組織の建設・
生産運営・業務上の困難、問題、所見及び提案など。
7、その他届出対象となる情報。
各組織、各機関は、情報届出の時効性と正確性の向上を図るために、本組織または機関の実
際状況に基づき、情報届出の頻度を自ら決めることができる。通常の場合は、週に 1 回、少なくとも 1
通の情報を届け出なければならない。各段階の業務状況はその都度、届出ること。重大なことは 1 通
ずつ届け出ること。突発事故は３０分以内に化工区管委会に報告するとともに、継続報を確実にする
こと。ただし、緊急な場合はまず口頭で報告し、その後、書面にて報告することが出来る。
三、指導強化し、責任を確実にし、上海化工区管委会情報ネットワークを構築する
上海化工区管委会情報ネットワークは、管委会機関各処室、区内各組織情報業務担当指導
者、情報業務連絡担当者によって構成される。管委会総合事務室は、化工区管委会情報ネットワ
ークの具体的な構築と管理を実施し、四半期に 1 回の情報担当者ネットワーク会議を開催し、情報
交換を行う。さらに、情報業務連絡担当者に対して業務上の教育訓練を行い、しかるべき賞罰メカニ
ズムを打ち立てる。管委会総合事務室は、各組織と機関から届けられた情報の品質と数量に基づき、
化工区年度信情報業務先進組織、先進個人、「トップ上位 10 位」情報を選び出して表彰と奨励を
行う。なお、重要な情報を隠蔽して報告せず、偽って報告する場合には「通報批評」の処分を与えす
る。さらに、重大な結果を引き起こした場合には関係者の責任を厳しく追及する。
２００４年６月２２日

化工区防雷工事設計審査、検収、測定管理に関する通知
滬化管[2002]145 号
区内各関連組織 殿
「上海市雷電保護管理方法」（滬府発［2000］8 号）、「上海市建（構）築物防雷工事設計審
査、検収実施方法」（滬気発［2001］30 号）の公文の旨を徹底するために、化工区の実際に照らし合
わせ、次のように通知する。
一、上海化工区は、石油・化工の生産・貯蔵・運送に従事する専門開発区として、燃焼性・爆
発性物品、重要電力、通信等における防雷重点区域と位置づけられている。各組織は、防雷が化
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工区建設安全における重要性を充分に認識し、上海市人民政府「上海市雷電保護管理方法」
（以下、管理方法という）及び市気象局、市建委「上海市建（構）築物防雷工事設計審査、検収実
施方法」（以下、実施方法という）公文を徹底し、真剣に実行し、建設工事防雷管理を強化するこ
と。
二、「実施方法」により定められた第一、二、三種防雷建（構）築物、石油化工生産または保存
場所、重要な電力施設、通信、情報工事施設は防雷設計審査の主要な内容である。また、区内プ
ロジェクト初歩設計審査の重要内容として、プロジェクト防雷施設の設計を審査すること。防雷工事
初歩設計の要求標準は、現在の防雷工事説明及び防雷装置規格数量の明記という慣習から、「実
施方法」に要求される図面の明確さまで、逐次に移行し、化工区管委会により統一的に、初歩設計
審査の結果を初歩設計回答書に記載すること。防雷施設施工図面の審査は、指定された図面審
査公司で審査を受けるので、単独審査のために届出はしない。また、防雷センターは防雷設計審査
業務に参画するが特に費用が要らない。
三、防雷施設の測定は防雷センターにより実施し、化工区安全品質監督ステーションにより手配
を行う。防雷センター測定担当者は、化工区防雷工事の特徴を考慮のうえ、測定基準を厳守し、測
定品質の保証して工事のスムーズな進捗を図ること。防雷業務の竣工検収は、防雷工事単独プロジ
ェクト検収方法に従い、防雷センターにより発行された単独プロジェクト検収報告書に従って具体的に
実施すること。なお、この検収は、プロジェクト竣工検収・行政登録ための必須条件である。
四、防雷業務竣工後の年度測定業務は、市防雷センター測定ステーションにより実施し、防雷
センターにより各組織と測定契約書を行う。測定業務は、国家規範の要求に従って実施し、測定合
格後に測定検収報告書を発行すること。測定費用は、財政局、物価局の公文に従うこと。企業検査
費用等の不合理な負担を強いることができない。
五、化工区管委会は、化工区防雷工事の審査、測定、検収、管理業務の規範化を図るため
に、化工区の実際の状況に基づき、防雷工事設計規定を化工区管委会統一設計規定に盛り込め
て、化工区内で実行する。
２００２年１２月２４日
添付 1、上海市人民政府「上海市雷電保護管理方法」の発布に関する通知（滬府発［2000］8
号）
2、上海市気象局、市建委「上海市建（構）築物防雷工事設計審査、検収実施方法」の配
布に関する通知（滬気発［2001］30 号）

上海市雷電保護管理方法
滬府発［2000］8 号
第一条
（目的）
雷電保護管理を強化し、雷電による災害を防御し軽減するために、「中華人民共和国気象
法」の規定に基づき、本市の実際状況に照らし合わせ、本方法を制定する。
第二条
（適用範囲）
本方法は、本市行政区域内で従事する防雷工事の設計、施工、検収及び防雷装置の測定
等の雷電保護活動及び関連管理活動に適用する。
第三条
（主管及び協力部門）
上海市気象局（以下、市気象局という）は、本市の気象主管機構として、本市の雷電保護管
理業務を行う。区、県気象主管機構は、責任分担に従って本管轄区内の雷電保護管理を行う。本
市公安消防、技術監督、都市計画、都市建設、建物土地等の行政管理部門は、各自の責任で
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気象主管機構に協力して本方法を実施すること。
第四条 （防雷装置の取付の対象範囲）
以下の場所または施設では、防雷装置を取り付けること。
（一）建築物防雷設計規範に定められた第一、二、三種防雷建（構）築物。
（二）石油、化工生産または保存場所。
（三）電力生産施設及び送配電システム。
（四）郵便電信、交通運送、放送テレビ、医療衛生、金融証券、コンピューター情報等の社会
公共サービスシステムの主要施設。
（五）法律、法規、規制及び関連技術規範に基づき、防雷装置を取り付けるべきその他の場
所及び施設。
第五条 （防雷工事設計及び施工資格管理）
本市で建（構）築物の防雷工事設計と施工に従事する組織は、建設行政管理部門により発
行された建設工事設計と施工資格証書を保有すること。また、前項以外の専門防雷工事設計と施
工組織は、国家気象主管機構の関連規定に従って資格等級認定手続きを行うこと。
第六条 （防雷工事設計要求）
防雷工事設計組織は、当地の雷電が発生する規律及び地理、地質、土壤、環境等の外部
条件に基づき、雷電保護対象の保護範囲と目的に配慮し、国家及び本市が規定する防雷設計規
範を厳守して設計すること。
第七条 （防雷工事の審査）
公安消防機構は、防火審査の際に、防雷工事に関わる内容の審査及び技術的な立証につ
いて、市気象局に協力を求めること。市気象局により審査所見または立証所見の書面を提供すること。
また、建設組織は、本方法第四条第（四）項に定められた防雷工事について、その設計計画書、図
面及び関連資料を市気象局に直接提出し、審査を受けること。また、防雷工事設計の変更の必要
性がある場合、建設組織は、元の審査手順に従って提出し、承認を受けること。
第八条 （審査手順）
公安消防機構は、防火審査の際に、防雷工事に関わる内容を、法律、法規に定められた審
査手順及び期限に従って審査すること。市気象局により直接、防雷工事を審査する場合、市気象局
は、申請資料を受け取った日から 20 日以内に審査決定を行い、設計要求に適合すると判断したら、
設計審査文書を発行すること。設計要求に適合しないと判断したら、設計審査決定を行わない。また、
書面にて申請者に通知する。
第九条 （防雷工事の施工）
防雷工事の施工組織は、審査・承認された設計文書に従って施工するとともに、市気象局か
らの技術指導を受けること。
第十条 （防雷工事の検収）
公安消防機構は、防火検収の際に、防雷工事の検収について、市気象局に協力を求め、市
気象局により防雷工事の検収報告書を発行すること。市気象局により防雷工事の審査を受ける必
要がある場合、建設組織は、防雷工事の検収を市気象局に申請すること。防雷工事の検収に合格
するまでは使用しないこと。
第十一条 （防雷装置測定機構）
防雷装置測定機構は、市気象局と公安消防機構による共同審査・合意を受けた上で設立し、
技術監督部門による計量認証で承認された測定項目及び範囲に基づいて測定業務を行うこと。防
雷装置測定機構は、防雷工事建設、設計及び施工組織からの依頼を受け、防雷工事に関する技
術サービスを提供する。
第十二条 （防雷装置の測定）
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防雷装置を使用する組織は、本方法第四条に従って取り付けられた防雷装置の日常メインテ
ナンスを確実にし、防雷装置測定機構による年度測定を受けること。防雷工事のうち、年内に竣工し
防雷工事の場合は、使用の前に防雷装置測定を申請すること。不動産管理サービス企業は、居住
物の防雷装置の日常メインテナンスを確実にすること。19 階及びそれ以上の高層住宅の場合は、防
雷装置測定機構による年度測定を受けること。また、18 層及びそれ以下の住宅の場合は、不動産管
理サービス企業により必要に応じて防雷装置測定機構に測定を申請することが出来る。
第十三条 （測定結果の処理）
防雷装置測定機構は、測定業務が終了した後に、依頼元に測定報告書を提出すること。技
術規範の要求に適合しない防雷装置がある場合、依頼元は速やかに是正処置を取ること。
第十四条 （測定規範）
防雷装置測定機構は、法律、法規、規制及び技術規範の関連規定に従って測定業務を行
うこと。防雷装置測定機構は、公正性や正確性のある測定データを発行するとともに、相応する責任
を負担すること。
第十五条 （雷電保護製品の品質管理）
雷電保護製品は、国家および本市の規定品質要求に適合し、技術監督部門またはその授権
機構による検査に合格しなければならない。不合格品または使用禁止対象品の販売と使用を禁止す
る。
第十六条 （雷電保護の監視測定、予知及び科学研究）
本市各階層の気象主管機構は、雷電の監視測定及び予知を強化し、雷電保護に関する科
学研究及び防雷技術の的普及と応用を図ること。
第十七条 （雷電事故の調査及び特定）
本市街道、郷（鎮）及び各組織は、関連規定に従って、本地区、本組織で落雷による人の死
傷及び財産損失を速やかにその上部機構及び市気象局または所在地気象主管機構に報告すること。
本市各階層の気象主管機構は、関連部門に協力して落雷事故を調査し評価するとともに、事故の
原因を特定すること。
第十八条 （違法行為の処理）
本方法第四条、第五条の第二項、第七条の第二項、第十条の第二項及び第十二条に違
反した組織に対して、市気象局または関連する区、県気象主管機構は、是正を命じるとともに「通報
批評」という処分を与えること。本方法に違反する行為に対して、法律、法規、規制に従って処罰を与
える必要がある場合は、関連規定に従って処理すること。
第十九条 （行政責任及び民事責任）
本方法に違反することによって、落雷火災、爆発、人の死傷及び重大な財産損失が発生した
場合には、法に基づいて責任組織及び責任者の行政責任を追及するとともに、法に基づいて関連組
織及び責任者に民事責任を負わせること。
第二十条 （電力施設の雷電保護）
発電施設、高圧回路及び電力ネット変電所等の防雷工事の設計、施工、検収は、電力管
理部門の責任で行い、市気象局の監督及び指導を受けること。
第二十一条 （関連用語の意味）
本方法に、次の用語の意味を説明する。
（一）防雷工事：雷電保護という建設プロジェクトである。性能別に分けると、直落雷保護工
事：受雷部（避雷針、接地極、導線、接地ネットを含む）、接地線、接地装置及びその他の接続導
体から構成され、直落雷から防御する性能を持つシステム装置建設プロジェクト、及び雷電電磁パル
ス保護工事：電磁遮蔽、等電位接続、共用接地ネット、超過電圧保護器及びその他の接続導線か
ら構成され、雷電電磁パルス（雷電感応及び雷電波侵入を含む）から防御する性能を持つシステム装
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置建設プロジェクトがある。
（二）防雷装置：直落雷、雷電感応及び雷電波侵入から防御する性能を持つ受雷部、接地
線、接地装置、超過電圧保護器及びその他の接地導体の総称である。
第二十二条 （応用解釈部門）
市気象局は、本方法に関する具体的な応用問題について解釈を行うことができる。
第二十三条 （施行年月日）
本方法は、２０００年５月１日より施行する。
２０００年２月２５日

上海市建(構)築物防雷工事設計審査、検収実施方法
滬気発［2001］30 号
第一条 防雷工事設計審査と検収業務を強化し、建設プロジェクトの雷電災害防御能力の
向上を図るために、「気象法」、「建設工事品質管理条例」、「防雷減災管理方法」、「上海市雷電
保護管理方法」等の関連法律、法規、規制に従って本方法を制定する。
第二条 本方法は、本市行政区域内で行われる建(構)築物雷電防御活動に適用する。
第三条 上海市気象局雷電保護管理事務室（以下、市気象局防雷室という）は、本市の
雷電保護に関する具体的な日常管理業務を担当する。上海市防雷センター（以下、市防雷センタ
ーという）は、本市の防雷工事の設計審査、測定検収等の専門技術業務を担当するとともに、防雷
工事設計審査と測定に従事するその他の機構に対して業務指導を与える。
第四条 建設プロジェクト防雷工事は、主体工事と同時に設計し、同時に施工し、同時に使
用開始のこと。
第五条 次に掲げる建設プロジェクト防雷工事の設計は、審査を受けなければならない。
（一）建築物防雷設計規範に定められた第一、二、三種防雷建(構)築物。
（二）石油、化工生産または保存場所。
（三）電力生産施設及び送配電システム。
（四）郵便電信、交通運送、放送テレビ、医療衛生、金融証券、コンピューター情報等の社会
公共サービスシステムの主要施設。
（五）法律、法規、規制及び関連技術規範に基づき、防雷装置を取り付けすべきその他の場
所及び施設。
第六条 防雷工事設計組織は、当地の雷電が発生する規律及び地理、地質、土壤、環境
等の外部条件に基づき、雷電保護対象の保護範囲と目的に配慮し、国家及び本市が規定する防
雷設計規範を厳守して設計すること。
第七条 防雷工事設計には、次の内容が含まれること
（一）初歩設計
1、設計説明（設計根拠、防雷分類等を含む）。
2、防雷システム略図。
3、使用予定の防雷装置の規格及び型式。
4、特殊状況用関連図面及び説明。
（二）施工設計
1、設計説明（設計根拠、防雷分類等を含む）。
2、接地装置、接地線、受雷部、電気設備及び情報システム防雷接地設計図。
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3、等電位接続用予備部品、均圧器、等電位接続及び遮蔽設計図。
4、電気設備及び情報システムサージング保護器設置設計図。
5、特殊状況用関連図面及び説明。
第八条 本方法第五条に定められた建設プロジェクトの建設組織は、建設行政主管部門に
初歩設計審査及び承認を申請する際に、防雷工事初歩設計及び関連資料を同時に届け出ること。
また、建設行政主管部門により審査の結果及び承認文書を、市気象局防雷室に転送し、行政登
録を行う。
建設行政主管部門は、本方法第五条に定められた建設プロジェクトの防雷工事初歩設計の
審査結果が、要求事項に適合しないと判断した場合、建設プロジェクトの初歩設計を承認しない。
第九条 本方法第五条に定められた建設プロジェクトの建設組織は、防雷工事施工設計図
面を建設行政主管部門及び市気象局が委託する図面審査機構を送付し、審査を受けること。また、
図面審査機構により審査文書を市気象局防雷室に提出し、行政登録を行う。
第十条 図面審査機構は、防雷工事施工設計図面を受けた後、定められた期間内に審査
し、防雷設計規範の要求に適合した防雷工事施工設計図面に対して設計審査文書を発行し、防
雷設計規範の要求に適合しない図面を却下すること。
市気象局防雷室は、図面審査機構の防雷工事設計審査業務に対して監督監査を実施す
る。
第十一条 建設組織は、本方法第五条に定められた建設プロジェクトが起工される前に、市
防雷センターで防雷工事測定登記手続きを行うこと。
市防雷センターは、建設プロジェクトの特徴により、決められた期間内に防雷工事測定計画書
を制定するとともに、建設組織に通知する。
第十二条 市防雷センターは、建設プロジェクトが起工開始の後、防雷工事測定計画書に
確定された内容に基づいて防雷工事測定を実施すること。測定の実施において施工品質が要求に適
合しないことを発見した場合は。速やかに建設組織を通知し、是正指示を行うこと。
第十三条 建設組織は、本方法第五条に定められた建設プロジェクトが竣工した後に、速や
かに市防雷センターに防雷工事竣工測定検収の申請を行うこと。また、市防雷センターは、10 作業日
以内に防雷工事竣工測定検収を手配すること。
第十四条 防雷工事竣工検収に合格した後、市防雷センターにより「上海市防雷工事検収
報告書」を発行する。
市防雷センターは、竣工検収において発見された問題に対して、速やかに是正指示書を発行
し、迅速に対応するように建設組織に要求し、さらに、その結果をフォローアップすること。
測定検収を受けていない、または測定検収の結果が要求に適合しない建設プロジェクト防雷
工事を使用してはならない。
第十五条 本方法への違反がある場合には、「気象法」、「建設工事品質管理条例」、「防
雷減災管理方法」、「上海市雷電保護管理方法」に従って処罰を与える。
第十六条 本方法に関する具体的な応用問題は、市気象局により解釈する。
第十七条 本方法は 2001 年 8 月 1 日より施行する。
上海市気象局
上海市建設と管理委員会
２００１年６月２２日

上海化学工業区道路施工（道路を掘削すること、道路を邪魔すること）を管理することに関する通知
滬化管[2003]088 号
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区内各建設組織、施工組織 殿
化工区内の道路交通安全を確保し、道路及びその付属施設の正常な使用を保証するために、
化工区管委会及び化工区公安分局は、区内道路施工（道路を掘削すること、道路を邪魔すること）
に対して、次の管理を行う。
一、化工区管委会及び化工区公安分局は、区内の道路交通安全及び道路の正常な使用を
確保するために、道路計画と交通管理の関連規定に従って、区内道路施工（道路を掘削すること、
道路を邪魔すること）の統一計画管理を行う。
二、化工区管委会計画建設処は、道路施工（道路を掘削すること、道路を邪魔すること）の計
画管理を行う。道路施工の前は、「上海化学工業区道路施工（道路を掘削すること、道路を邪魔す
ること）申請登記表」（添付を参照）に記入し、化工区発展公司工事部及び化工区不動産管理サー
ビス公司の合意を得たうえで、化工区管委会計画建設処に届け出て計画の審査・承認を受けなけれ
ばならない。
三、化工区公安分局は、道路施工（道路を掘削すること、道路を邪魔すること）の施工許可審
査と交通指示管理を行う。また、建設組織は、承認された「上海化学工業区道路施工（道路を掘削
すること、道路を邪魔すること）申請登記表」、施工要綱、施工平面図及び施工期間中の交通安全
施設配置図を、化工区公安分局に持参して「道路施工許可証」または「道路臨時占用許可証」を
受領したうえで施工を開始すること。
四、施工組織は、道路の施工において、「施工しながら車両を通行させる」という要求に従い、交
通安全に注意を払い、見やすい道路警告表示を設置し、施工の安全のためにロープを張ること。また、
夜間や霧の天気では工事中を表示するための警告灯を設置し、施工の終了後に工事残の後片付け
を行うとともに道路交通を早期に再開すること。
五、化工区城管監察隊は、監督管理の専門部門として区内の道路施工（道路を掘削すること、
道路を邪魔すること）の監督・監査を行い、次の違反行為を発見したら直ちに止めるとともに、化工区
管委会及び化工区公安分局に報告して処理を行う。
（1）審査・承認がなく、無断で道路施工を行うこと（道路を掘削すること、道路を邪魔すること）。
（2）審査・承認の内容に違反して道路施工を行うこと（道路を掘削すること、道路を邪魔するこ
と）。
（3）ルールに違反して施工し、道路及びその付属施設の重大な破損または道路交通の妨害にな
ったこと。
六、本通知は２００３年７月１日より施行する。
まずはご通知まで。この通知に従って実行してください。
２００３年６月２５日

上海化学工業区内工事残土、砂利運送の総合管理に関する通知
滬化管[2003]108 号
区内各建設組織、施工組織 殿
化工区内工事残土、砂利の運送管理を強化し、化工区の清潔な環境を維持し、区内の道路
交通安全を保障するために、化工区管委会及び化工区公安分局は、「上海市市容環境衛生管理
条例」、交通や環境保全諸法律法規及び滬容環発[2002]12 号公文に従って、化工区内工事残土、
砂利運送に対して総合管理を行う。具体的な内容は次の通りである。
1．滬容環発[2002]12 号「本市工事残土、砂利運送用車両の密閉化運送の通告」の要求に
従い、区内にある工事残土、砂利運送用車両に密閉機械装置を取付けて使用すること。また、区内

- 42 -

各建設組織及び施工組織は、密閉機械装置を取り付けていない車両を、工事残土、砂利の運送に
使用しないことを約束しなければならない。
2．工事残土、砂利運送用車両の過剰積載、制限速度違反を厳禁する。審査･承認を受けな
い限り、化工区道路と緑地に工事残土・砂利を捨てたり一時的に放置したりしてはならない。
3．全ての工事残土、砂利運送車両は、天華路を経由して化工区に出入りすること。化工区発
展公司は、奉賢区南竹港石料供給埠頭から東船着場に沿って化工区に入る臨時道路（計画中の
普工路の位置）を閉鎖する。公安分局は、保安に指示して目華路門楼で管理を強化し、工事残土、
砂利運送車両が目華路を経由して化工区に出入りすることを禁止する。
4．化工区公安分局は、工事残土、砂利運送車両の出入り検査及び過剰積載、制限速度違
反に対する管理を強化する。化工区城管隊は、密閉機械装置を取り付けていない運送車両に対す
る監察を強化し、違反を発見したら、施工建設現場を究明し、化工区管委会に報告して処理を行
う。
5．本通知はその発布日より施行する。
まずはご通知まで。この通知に従って実行してください。
２００３年７月１５日

上海化学工業区内施工汚水、廃水の管理を強化することに関する通知
滬化管[2003]120 号
区内各建設組織、施工組織 殿
化工区開発建設の整備にともない、区内建設施工は、新しいピークを迎えようとしている。そのた
めに、現在の化工区内の工事施工中に起きている臨時生活汚水及び施工廃水の無処理・無断排
出問題について、化工区管委会は区内施工汚水・廃水の管理を強化しようとしている。具体的な内
容は次の通りである。
一、臨時生活汚水について
施工区域内で大型臨時施設を建設する場合、その生活汚水は、近辺の化工区生活汚水配
管に入り、化工区汚水処理工場で、排出基準に適合するように処理されてから排出される。大型臨
時施設を建設しない場合は、施工区域内で合理的な数量のトイレを設置し、その汚水の排出処理
を確実にするように、化工区中法水務公司汚水処理工場に連絡する。
二、施工廃水について
施工区域内で沈殿槽を建設すること。雨水、車両及び道路洗浄後の廃水など、比較的に清浄
な施工廃水は、いったん、沈殿槽で沈殿処理されてから、近辺の化工区市政雨水配管に入る。また、
各施工区域で油が含有する施工廃水の統一収集を行い、化工区中法水務公司汚水処理工場と
連絡して処理する。
三、各建設、施工組織は、施工区域内で大型臨時施設の建設を申請する際に、臨時生活汚
水及び施工廃水の処理、排出処置を同時に提出すること。管委会規建処は、施工企業大型臨時
施設の建設の審査・承認を行う際に、臨時生活汚水及び施工廃水の処理、排出処置を確実に徹
底するように、建設、施工組織に督促すること。
四、化工区管委会環境保全室は、臨時生活汚水及び施工廃水に対する処理及び排出管理
を強化し、各施工区域内における実行状況を促進し監査する。もし、本通知の要求に従わず、汚水
や廃水の処理もせずに無断で排出する行為を発見した場合は、化工区管委会に報告して処理する。
規定に従わずに排水することにより、市政雨水配管の詰まりでその排水機能に影響した場合には、化
工区洪水防御室により、化工区発展公司と共同で処理を行う。
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五、化工区中法水務公司は、臨時施工用水を建設、施工企業に提供する際に、化工区管委
会環境保全室に協力して企業の汚水・廃水の排出及び処理について管理を行う。
まずはご通知まで。この通知に従って実行してください。
２００３年８月４日

「上海化学工業区道路施工期間中の文明施工及び安全施設の設置規則」の実施に関する通知
滬化管[2003]178 号
区内各建設組織、施工組織 殿
化工区道路施工期間中の文明施工及び安全施設の設置を規則正しくし、道路交通の秩序を
維持するために、上海化学工業区公安分局は、国家関連法律法規並びに滬建建（98）第 929 号公
文に基づき、化工区の実際に照らし合わせ、「上海化学工業区道路施工期間中の文明施工及び安
全施設の設置規則」を制定した。なお、この通知を配布するので必ず実行してください。
添付 「上海化学工業区道路施工期間中の文明施工及び安全施設の設置規則」
２００３年１２月２日
上海化学工業区道路施工中の文明施工と安全施設設置規則
化工区道路施工中の文明施工と安全施設の設置を規則正しくするために、「上海城市道路、
地下配管配線工事文明施工管理の強化に関する通知」に基づき、本規則を制定する。
一、 施工前
施工組織は、施工範囲内及び周辺環境の状況を分析し、施工アウトライン、施工交通方策及
び安全施設配置図等を作成するとともに、規定に従って「配管配線計画許可証」、「道路掘削許可
証」、「道路施工許可証」申請手続きを行う。
二、 施工中
（一） 施工区域の周辺では、連続の施工囲いを整然と設置しなければならない（詳細は付
属書１「道路施工安全表示」による）。また、組織の車両または歩行者が出入りする通路では、渡り
橋を設置し安全通行を確保すること。
（二） 施工現場では施工エリアと非施工アリアを明確に分けること。施工材料、器具、設備
は規定に従って、指定場所で整然と保管するとともに囲いで保護すること。
（三） 溝やピットを掘削する場合、その周辺及び両側で連続の囲いを整然と設置し、そのうち
片側の囲いは溝やピットと 1.2ｍまたはそれ以上の距離を保持して残土を置く。残土の高さは 0.7ｍを
超えてはならない。また、残土と溝やピットの距離は 0.6ｍ以上を保持すること。その他の周辺囲いと溝
やピットの距離は現場の状況によって決定すること。
（四） 現場で機械、電力を使用して溝やピットを掘削する場合は安全規則を守らなければな
らない。交通バス、消防、公安車両が通行する重要な道路の入り口では、鉄板を設置するとともに臨
時の安全保護を確実にし、車両の安全通行を保証すること。横断歩道には各種工具、材料、残土
の放置を禁止する。施工範囲に横断歩道が入っている場合には、安全柵で囲まれた頑丈な通行路
を整然と設置し、歩行者の通行を保障すること。
（五） 施工範囲内の両側では、公安交通機関の規定に従って各種明りょうな交通安全警
告表示、車両ガイド表示、夜光交通表示線（詳細は添付２「道路施工安全施設設置例」参照）を
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設置しなければならない。交通が混雑する道路では当番指揮者を設置しなければならない。当番者
は腕章を着用しなければならない。さらに、夜間には夜光服を着用すること。
（六） 施工現場または置き場では、夜間用警告灯と照明灯を設置する。また、必要な場合
には当番者を設置する。
（七） 施工範囲の両側に施工銘板を設置しなければならない。施工銘板には、工事名、施
工範囲、作業時間、起工・竣工年月日、建設組織名、設計組織名、監理組織名、施工組織名、
工事プロジェクト責任者名、苦情電話番号、安全または配管配線保護責任者名と電話番号を明記
すること。
銘板は頑丈な硬質材料で製作し、各項工事銘板の寸法は長さ 0.9ｍ、幅 0.6ｍにし、総合
工事と架空道路銘板の寸法は長さ 2ｍ、幅 1ｍにし、銘板の標準色は白背景と赤字にし、固定内容
文字のフォントは 36 平方センチ以上のゴジックとし、記入文字は 25 平方センチ以上にすること。施工
銘板の設置高さはその下部が地面まで 1.3ｍの距離を保持すること。
（八） 現場施工者、管理者は必ず資格を保有すること。
（九） 地下配管配線の安全を確保するために、施工技術作業規定及び関連する規制を確
実に守ること。
（十） モルタルが下水配管を詰まらせることを防止し、スムーズな排水システムを確保するため
の有効な処置を策定し、都市の外観、緑地、環境への影響を減らすこと。
（十一） 施工主管機関は、囲い、防護柵の取付・撤去審査制度を確立し健全にすること。許
可がなく囲いや防護柵の取付・撤去を禁止する。囲いや防護柵を一時的に撤去する場合は復旧期
限を明確にすること。
（十二） 各道路面が整然と修復されるまでは、現場で設置された防護柵を撤去してはならない。
施工者が予定より早く防護柵を撤去する事由により人の死傷や車両損傷事故を起こした場合は、施
工者の責任で賠償するものとする。
（十三） 施工現場プロジェクト部は、総合管理、工事品質、安全管理、環境衛生、衛生防疫、
防火管理、宣伝教育の７大シリーズの書類及び現場施工管理日報を確立し健全にすること。
三、 施工後
道路配管配線工事の竣工検収後は、定められた期限内に掘削土や掘削物を撤去し、道路を
平らにするとともに、規定に従って配管配線工事竣工図を作成しなければならない。施工組織は、規
定に従って道路掘削修復引渡し手続きを行い、工事の各段階で施工しながら整理すること。修復組
織は、関連の合意書に従って速やかに修復し、理由のない遅延は許されない。全体工事の竣工後は、
工事が完了した時点で工事残の片付けを終了させるとともに、定められた期限内に関係機関で竣工
手続きを行うこと。

化工区内でアシ・雑草を燃やすことによる火災の防止についての通知
滬化管〔2004〕51 号
区内各組織 殿
最近、化工区内では、枯れアシや雑草を燃やすことによる火災が何回も起きており、化工区の消
防安全に大きな影響を与えています。また、数回発生している火災は、区内の高圧電線、通信ケーブ
ル、天然ガス配管等の安全に重大な脅威を与え、化工区の全体的なイメージを損なっています。春季
の火災多発時期を迎えるに当たって、化工区の全体的な消防安全を確保するために、化工区管委
会は、同様な事故の発生を防止するために区内防火安全管理を強化しようとしています。具体的な
要求は次の通りです。
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一、各ブロック内の枯れアシや雑草は、土地権属組織の責任で処置を取り、2004 年 5 月 8 日ま
でに完全に除去すること。除去物は区外に搬出するものとし、海や近辺の河道内に捨ててはならな
い。
二、第１期 10 km2 ブロック内での焼却は厳禁とし、既存の枯れアシや雑草は机械方式を採用し
て除去すること。第２期ブロック内で焼却方式を採用してアシや雑草を除去することがどうしても必要な
場合は、施工組織により周密な施工管理計画書を制定し、化工区公安分局に報告して審査･承認
を受けること。
三、化工区公安分局は化工区の防火監督管理を強化し、無計画的な焼却を厳禁すること。
焼却管理を行う際は、化工区消防拠点・化工区城管監察隊を召集して現場の監視・管理を行い、
安全を確保すること。
四、化工区緊急対応センターは、関連事故に対する緊急対応策を制定すること。アシや雑草を
燃やすことによって火災が発生した場合に、化工区緊急対応センターは化工区公安分局・化工区消
防拠点を召集し協調し、災害救助を行うこと。消防車や消防施設が到達できない区域では、処置を
取り現場監視・管理を行い、火災を抑えること。
五、化工区城管監察隊は、現場のパトロール管理を強化し、無計画的な焼却や放火やその他
原因不明な発火を発見した場合に速やかに化工区公安分局及び化工区緊急対応センターに報告
して処置を行うこと。
まずはご通知まで。この通知に従って実行してください。
二〇〇四年四月十六日

上海化学工業区内の放射源管理をさらに強化することについての通知
滬化管〔2004〕95 号
区内各建設組織・施工組織 殿
現在、化工区内では多くの組織は放射源を使用して設備測定施工を行っています。そのうち一
部の建設・施工組織内では管理制度がよく出来ていなく、放射源の使用・運送・保存等において多く
の不安全要因が存在しており、放射源汚染事故の発生の恐れがありますので、社会公共安全と公
衆健康に重大な脅威を与えています。
放射源汚染と放射事故の発生を予防し軽減し、不安全要因を除去し、放射源の安全利用を
促進し、社会公共安全と公衆健康を確実に維持するために、国家及び上海市の「放射源を徹底的
に調べ、住民に安心を与える」行動の展開に関する要求に従い、化工区管委会では、区内放射源の
管理を強化するための処置を検討し計画しています。具体的な要求は次の通りです。
一、化工区内全ての建設組織は、本通知の発布日より、直ちにその建設ブロック内で放射源の
徹底的な調査行動を展開し、本組織の自有放射源及び放射源施工組織の状況を把握するととも
に、調査の結果を 1 週間内に化工区管委会安全生産監督処（環境保全事務所）まで報告するこ
と。
調査業務は指名された責任者により行うとともに、適時に調査結果を更新すること。調査報告
書には、組織名、責任者名、放射源の種類・数量・受入先・活量、保存場所、放射源申告登録コ
ード、放射業務安全許可証番号、適切な管理規制制度や安全保護処置の有無を含むこと。
放射源の生産・経営・運送・保存・使用に従事していない組織に対しては、「ゼロ報告制度」を
実行する。
二、化工区内で放射作業に従事する施工組織は、国家及び上海市の関連管理規定に従って
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環境保全部門に放射源申告登録と放射業務安全許可証の受領申請を行うこと。
放射源申告登録を行っていない、または放射業務安全許可証を保有していない施工組織・建
設組織は、放射源を使用することができない。
三、放射源施工組織は、放射源の安全管理制度を確立し健全にし、全過程における安全保
護処置を徹底し、安全管理の担当責任者を明確にすること。
四、化工区管委会安全生産監督処（環境保全事務所）は、化工区内で放射源を保有する組
織・施工組織の情報登録及び統括管理を行うとともに、関連情報を速やかに化工区公安分局・化
工区建設工事安全品質監督ステーション・化工区緊急対応センター・化工区医療センターに通報す
る。
五、化工区建設工事安全品質監督ステーションは、区内放射源施工組織の安全監督管理を
強化し、現場を定期的に監査して不安全要因に対する指摘事項と是正期限を要求すること。また、
施工組織の安全管理制度と安全保護処置を重点的に監査し、放射源の発生源、申告登録状況
及び安全許可証を審査すること。
放射源の発生源が合わなく、申告登録や安全許可証がなく、安全管理制度や安全保護処置
がなく、規定の期限内に不安全要因の是正をしていない施工組織に対しては、直ちに施工停止を命
じるとともに、無資格組織として処理する。
六、化工区内で放射源の紛失や盗難が発生した場合、放射源を保有する組織は直ちに化工
区公安分局に通報すること。区内で放射性職業病の症例や放射性症状者が出た場合には、即ち化
工区医療センターに報告すること。
七、関連管理部門との連絡方法は付属書による。
まずはご通知まで。この通知に従って実行してください。
二〇〇四年七月十二日
付属書：
上海化学工業区放射源管理組織との連絡方法
1．上海化学工業区管理委員会安全生産監督処（環境保全事務所）
連絡先の住所：目華路 201 号，化工区ビル 1511 室
連絡係り：呉 斌
連絡電話：67126666-6626
ファックス：67120626
Email： wubin@scip.com.cn
2．上海市公安局化学工業区分局
連絡先の住所：北河路 88 号
連絡係り：陳天宝
連絡電話：67120707-61934
ファックス：67120008
3．上海化学工業区建設工事安全品質監督ステーション
連絡先の住所：目華路 185 号
連絡係り：朱国星
連絡電話：67120005
ファックス：67120771
4．上海化学工業区緊急対応センター
連絡先の住所：目華路 201 号３階
連絡係り：陳 備
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連絡電話：67120880
ファックス：67120882
5．上海化学工業区医療センター
連絡係り：寿永明
連絡電話：67120720

「化工区食品安全管理を強化し、各組織の食品安全責任を確実に徹底する」ことについての通知
滬化管〔2004〕113 号
区内各組織 殿
上海では、最近から猛暑が続き、食品の安全問題が注目されています。食品の安全は企業の
存続に関係していますので、食中毒やその他の食源病の発生を有効に抑制し、全従業員の身体健
康と生命安全を確保するため、食品衛生安全管理業務をさらに強化することについて次の通り通知し
ます。
一、各組織は食品衛生安全管理業務を最重要視しなければならない。また、社会安定の維持
と全従業員身体健康の保障の観点から、食品衛生安全管理業務を確実にする意義を十分に認識
し、「中華人民共和国食品衛生法」、「上海市食堂管理方法」等の関連法律法規制の勉強を行い、
関連部門及び食堂従業員に対して教育訓練を行うこと。さらに、衛生管理と食品品質管理面に存
在する問題を真剣に検討し、各項規則制度を制定し完全にすること。
二、各建設組織及びその施工組織は、職場責任制度と責任追及制度を確立し健全にし、階
層別の責任を個人までに徹底し、各項規則制度を実務に落とし込むこと。また、各企業食中毒及び
疫病状況などの突発事態に対する緊急対応策業務制度を確立し健全にすること。さらに、各建設組
織は本組織工事を担当する施工組織と責任書（詳細な様式は文末に添付する）を締結するとともに、
当委安全生産監督処に責任書を届け出て行政登録を行うこと。なお、職務を怠り、管理を疎かにす
ることにより、従業員食中毒やその他の食源病をまねかした学校責任者や、事実を隠蔽する組織また
は責任者に対しては、関連規定に従って「通報批評」処分を与え、特に重大な場合は刑事責任を追
及する。
まずはご通知まで。
二〇〇四年七月三十日

「上海化学工業区設計段階統一規定」（01 版）の改訂についての通知
滬化管〔2005〕19 号
区内各建設組織 殿
「上海化学工業区設計段階統一規定」（01 版、以下、「設計統一規定」という）は、2002 年 1
月に化工区管委会に承認され発布されて以来、プロジェクト設計において重要な指導役割を果たし
てきています。
化工区の開発建設の絶え間ない進行につれ、「設計統一規定」に一部の内容または準拠は既
に変化していますので、「設計統一規定」の有效性を保証するため、化工区管委会は、関連文書、
基準及び化工区の開発建設の実際に基づいて、「設計統一規定」の部分改訂を行いました。そして
発布し施行します。（詳細は付属書を参照する）。
まずはご通知まで。プロジェクト設計業務において徹底し実行してください。
- 48 -

付属書「上海化学工業区設計段階統一規定」（01 版）の改訂内容。
二〇〇五年二月十六日
付属書
「上海化学工業区設計段階統一規定」の改訂内容
一、「2.3 降水」
……
全年平均雷暴日数
49.9 日
過去年最多雷暴日数
53.0 日
過去年最少雷暴日数
18.0 日
“2.4.2 風速、風圧”
……
高さ別の最大風速、風圧（50 年に 1 回）
基本風圧（kN/m2）

風 速（m/s）

高さ（m）

30 年に 1 回

50 年に 1 回

10 年に 1 回

50 年に 1 回

27.9

29.8

0.4

0.55

10

風の荷重計算の詳細は「建築構造荷重規範」（GB50009-2001）による。
「2.5 雪深さ・雪圧」
再現期間
最大積雪深さ（cm）

10 年

50 年

11.6

13.4

10

20

2

最大雪圧（kg/m ）

「2.10 地震」
マグニチュード：7；
設計基準の詳細は「建築耐地震設計規程」（GB50011-2001）による。
二、「4 堤防基準」
4.2 西側新囲地堤防
化工区西側新囲地堤防は 2005 年 1 月に竣工。堤防全長 5740m，堤防の頂上高さ 9.4m、幅
9.5m、レベルⅠ堤防工事を基準に設計し、設計基準は 200 年に 1 回の高潮位（6.40m）+風力階級
12（32.8m/s）である。
三、「5.1.4 工業給水と消防水」
化工区工業用水と消防水は同一の供給システムを採用し、供給組織は上海化学工業区中法
水務発展有限公司工業水工場である。同水工場第１期工事（生産能力 20 万トン/日）は既に完
成し運営している。
「6.2.2 生活給水」
……
②水質：衛生部が 2001 年に発布した「生活飲用水衛生規範」に対応。水源は深井戸地下水
とする。
……
四、「6.3 排水」
性状の異なった化工区内汚水は分別収集・分別輸送のこと。
……
6.3.3 生産汚水
（1）
生産排水・装置地面洗浄水・初期雨水・消防事故水
生産排水・装置地面洗浄水・初期雨水・消防事故水は、各企業の設置した配管を通じて化
工区排水処理工場へ排水し、「上海市汚水総合排出基準」（DB31/199-1997）レベル 2 基準に合
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格するまで処理を行った後、化工区汚水排海総管により深海に排出する。
注 1：初期雨水の特定方法
初期雨水は以下の 2 種の方法からいずれか 1 つを採用して特定する。①上海地区標準雨量計
算式に従い、地面集水時間を 20 分とする。②雨水総放流口にオンライン測定器を設置し、「地表水
環境品質基準」（GB3838-2002）IV 類の水体基準に適合すれば河道または雨水配管に排出できる
が、それまでの雨水を初期雨水として特定する。
注 2：消防事故水の特定方法
消防事故水收集設施の総放流口にオンライン測定器を設置し、「地表水環境品質基準」
（GB3838-2002）IV 類の水体基準に適合すれば河道または雨水配管に排出できるが、それまでの雨
水を消防事故水と特定し、汚水処理工場に排水して処理する必要がある。
（2）
塩基含有無機排水と清浄下水（循環水システムから排出される汚水を含む）
塩基含有量が 10 g/l 未満の塩基含有無機排水と清浄下水と合流し化工区無機排水・清浄
下水配管に収納する。塩基含有無機排水と清浄下水の収納配管は「上海市汚水総合排水基準」
（DB31/199-1997）レベル 2 の基準に適合すること。
企業で清潔生産・節水を促進するために、先端的な循環冷却水処理技術を使用して濃縮倍
数と水リサイクル率を向上させることを企業に奨励する。化工区は、循環冷却水の濃縮倍数を 5 前後
に管理することを推奨する。
五、「6.7.1 スチーム供給」
①スチーム圧力：熱・電供給プロジェクトのスチーム配管はダブルメイン配管と高・中圧レイアウトを
採用する。低圧スチームユーザはユーザ先で減圧弁を設置する。……
六、“6.9 環境保全”
6.9.2 生産汚水の排水基準
化工区中法水務公司汚水処理工場は、バイオケミカル生化処理技術を採用して汚水処理を
行い、承認された処理能力は 5 万トン/日である。同汚水処理工場は、2003 年初に 7000 トン/日の
処理能力を持つ規模となり、さらに 2005 年 3 月に処理能力が 1.25 万トン/日に達してきている。
化工区中法水務公司汚水処理工場は、各装置からの生活汚水及び受入基準に適合した工業
汚水（初期雨水、生産装置洗浄水、消防事故水などを含む）を受け入れて最終処理を行う。
……
6.9.4 固体廃棄物と廃液の処理
分別收集・分別処理を原則として行う。
（1）焼却に適しない危険廃棄物、または焼却後に発生した廃棄物は、上海市危険廃棄物埋立
センターにて統一処理を行う。
各企業は、上海市環境保護局に危険廃棄物処理センターに、埋立処分対象の固体廃棄物の
種類・数量・成分物性を直接申告し、それぞれの特性により分別收集、分別包装・運送を行い、混
合收集、包装及び運送を禁止する。特に禁止すべき危険廃棄物を非危険廃棄物に混入して保存
することを禁止する。
固体廃棄物の移動は必ず安全な包装材と包装方式を選定すること。固体廃棄物運送依頼者、
運送者、積卸者は、国家及び本市の危険貨物と化学危険薬品運送に関する管理規定に従い、運
送においては流出や破損を防止するための処置を取ること。また、市環境保護局の要求に従って廃棄
物運送伝票を運用し、廃棄物上海市危険廃棄物埋立センターまで安全に運送すること。
上海市危険廃棄物埋立センターは本市嘉定朱家橋鎮雨化村に所在し、第１期工事は規模と
しては年間に固体廃棄物 2.5 万トンを受け入れ、47.6 年間運用可能である。現在は既に竣工され運
用されている。
SCIP は既に上海市危険廃棄物埋立センター固体廃棄物受入の許可を取得している。
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（2）可燃廃液・固体廃棄物
2006 年 8 月までに投産されたプロジェクトにより発生する可燃廃液・固体廃棄物は、原則として
企業により化工区太古昇達廃料処理公司に委託して有資格の危廃処理組織により統一的に收
集・処理を行う。
2006 年 8 月以降に投産されたプロジェクトにより発生する可燃廃液・固体廃棄物は、化工区危
険廃棄物に集中的に移動して焼却処理装置で焼却処理を行う。この焼却装置の所在場所は D2 ブ
ロックと選定され、化工区太古昇達廃料処理公司により投資され建設される予定である。
（3）生活ゴミ
化工区不動産管理サービス公司に委託して統一的に收集・処理を行う。
七、補足部分
1．設計規格に「ホスゲン及びホスゲン化製品生産安全規程」（GB19041 -2003）を補足する。
この規格の統括組織である中国化工学会化工安全専門委員会の化安函[2005]01 号文書
『「人員が相対的に密集する区域」との定義に関する回答書』によると、規程の「3.2 安全保護距離」
の「人員が相対的に密集する区域」とは、企業及び企業従業員ではなく、居民区、商業区などの人
員が相対的に密集する区域を指す。
2．緊急時対応について
上海化学工業区では、消防・環境保全・公共安全・交通管理・化学救援・防災減災・医療救
急・市政救助などの機能が統合されている総合的な区域緊急対応センターが既に設立されている。
区内化工生産企業は、各企業ごとの応急サブセンターを設立して突発事故を統一的に協調し
処理すること。また、各企業応急サブセンターや中央制御室には、化工区緊急対応センターとの通信
及びデータ伝送用ポートを確保するとともに、化工区緊急対応センターへのホットライン直通通報電話
を設置すること。

上海化学工業区建設プロジェクト計画管理業務の完全化についての通知
滬化管〔2005〕56 号
区内各建設組織 殿
新しく改訂された「上海市都市計画条例」（2003 年 11 月）によりますと、上海市都市計画管理
局は、計画管理業務の科学化・規範化・システム化をよりいっそう強化するために、「上海市建設工
事計画管理市区分担実施所見」、「本市計画管理監督監査業務をよりいっそう強化することに関す
る通知」、「上海市都市計画管理違法建設取締り暫定規定」などの公文を相次ぎ発行するとともに、
2005 年より計画管理情報プラットホームを利用して全市計画管理部門で統一的に電子報告システ
ムを実行する要求がありました。当委員会は上海化学工業区計画管理業務の統括組織として、上
海化学工業区計画建設のスムーズな進行を保証するために、化工区計画管理業務の内容、手順
及び要求を次の通りに通知します。
一、主な内容
上海化学工業区計画管理業務の主な内容には、立地場所選定計画管理、用地計画管理、
建設工事計画管理、計画監督検査管理を含み、つまり、プロジェクトの実施において、「建設プロジェ
クト立地場所選定所見書」、「建設プロジェクト計画用地許可証」、「建設工事計画許可証」との「一
書二証」申告及び起工グレイライン照合ならびに計画竣工検収など諸管理手順の申請を行う。
二、立地場所選定計画管理
立地場所選定計画管理は、計画管理部門により承認された計画及び法律・法規に基づき、
建設プロジェクト住所を確認しまたは選定し、計画要求を提出するとともに「建設プロジェクト立地場所
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選定所見書」審査・発行の行政管理業務を行う。
1．申請範囲
関連規定によると、国有土地使用権対象ブロックの譲渡・再譲渡以外の新規建設・移転建設
の目的で土地を使用する場合や、既存住所で増設の目的で本組織以外の土地を使用する場合や、
本組織土地の使用性質の変更になる建設プロジェクトは、「建設プロジェクト立地場所選定所見書」
の申請を行わなければならない。
2．申請資料
⑴ 建設プロジェクト用地計画許可証申請表（印刷物と電子圧縮ファイル各１部）、
⑵ 建設プロジェクト提案書またはその他の承認文書、
⑶ 建設プロジェクト用地範囲図及び電子ファイル各１部（届出要求は付属書による）、
⑷ 地形図３式（作成要求は付属書による）、
⑸ 大型建設プロジェクトや、区域レイアウトにとって重大な影響を与える建設プロジェクトまたは
環境面において特に要求がある建設プロジェクトについては、有資格の計画設計組織により作成され
た「立地場所選定立証報告書」を提出すること。
⑹ 会議議事録やプロジェクト説明や図面など、必要な関連資料は建設組織により提出する
こと。
三、用地計画管理
用地計画許可とは、計画管理部門が承認された計画及び法律・法規に基づいて、建設プロジ
ェクトの用地面積と範囲を確定し、土地使用計画の要求を提出し確認するとともに、「建設用地計画
許可証」の審査・発行の行政管理業務を行うことを指す。
1．申請範囲
新規建設プロジェクトの目的で土地を使用する場合や、既存住所で増設の目的で本組織以
外の土地を使用する場合や、建設の目的で一時的に土地を使用する場合や、「国有土地使用権譲
渡・再譲渡契約」が調印済みまたは計画要求を変更する場合は、「建設用地計画許可証」の申請を
行うこと。
2．申請資料
⑴ 建設プロジェクト用地計画許可証申請表（印刷物と電子圧縮ファイル各１部）、
⑵ 建設プロジェクトのフィージビリティスタディまたはその他計画に関する承認文書、
⑶ 建設プロジェクト計画立地場所選定所見書（通知、所見書、添付図）または国有土地使
用権譲渡・再譲渡契約書、土地の徴用または施工のために土地の一時的な借用の場合は、用地
提供協議書を提出すること。
⑷ 建設プロジェクト設計計画書１部、
⑸ 建設プロジェクト用地範囲図と電子ファイル各１部（届出要求は付属書による）、
⑹ 地形図６式（作成要求は付属書による）、
⑺ 建設プロジェクトの特殊性により必要な関連提出資料。
四、建設工事計画管理
工事計画管理部門は、承認された計画、法律・法規、技術規範に基づき、建設プロジェクト
工事設計文書を審査し、各職能部門の審査所見を総合し判断して、建設活動に対して必要な管
理指導を行うとともに、「建設工事計画許可証」の審査・発行の行政管理業務を行う。建設工事計
画許可証（臨時を含む）の性質から分類すると、建築工事、市政配管・配線、市政交通等との 3 種
類に分けられる。
1．建築・構築工事
● 申請範囲
新築・改築・増築の建築物・構築物、主体支持構築の変更が必要とする大修理工事、主要
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道路または広場に沿って設置された都市雕塑または小型建築。
● 申請資料
⑴ 建築工事計画許可証申請表（印刷物と電子圧縮ファイル各１部）、
⑵ 建設プロジェクト立地場所選定所見書、用地計画許可証（通知、許可証、添付図）のコピ
ー、
⑶ 建設プロジェクト用地権証書または建設用地承認書、
⑷ 建設プロジェクト初歩設計承認文書、
⑸ 建設プロジェクト初歩設計概算書（または総概算表）、
⑹消防・環境保全・衛生・安全監督・防雷交通などの部門による建設プロジェクト施工図に対
する審査所見、
⑺ 建設プロジェクト施工図設計（総平面図４部、建築平面、縦面、断面及び基礎平面図、
杭打図２式、電子ファイル１部）、
⑻ 地形図４部、電子ファイル１部（電子ファイル届出要求は付属書による）、
⑼ 建設プロジェクト工事竣工档案行政届出登録承諾書及び档案編成連絡票、
2． 市政配管・配線工事
● 申請範囲
雨水、汚水、給水、ガス等の市政ユーティリティ配管・配線、電力・電信・街灯等の配管または
架空ケーブル、熱力・ガス・化学工業原料等の特殊配管、配管・配線埋設用トンネル・ピット等の地
下工事。
● 申請資料の要求
⑴ 建設工事計画許可証（配管・配線）申請表（印刷物と電子圧縮ファイル各１部）、
⑵ 建設プロジェクト立地場所選定所見書、用地計画許可証（通知、許可証、添付図）、
⑶ 建設プロジェクト用地権証書または協議文書、
⑷ 建設プロジェクト初歩設計承認文書、
⑸ 建設プロジェクト初歩設計概算書（または総概算表）、
⑹ 消防・環境保全・衛生・安全監督等の部門による施工図段階審査所見、
⑺ 配管・配線施工委託計画書 1 部、
⑻ 建設プロジェクト工事竣工档案行政届出登録承諾書及び档案編成連絡票、
⑼ 建設プロジェクト施工設計図（総平面図、断面設計図等４式、トンネル・高圧鉄塔・ラック
等はさらに構造基礎図２式添付、電子ファイル 1 部）、
3． 市政交通工事
● 申請範囲
化工区内の新築・改築の市政道路・鉄道・橋梁工事及びその関連工事、市政道路の大修理
工事。
● 申請資料の要求
⑴ 建設工事計画許可証（市政交通）申請表（印刷物と電子圧縮ファイル各１部）、
⑵ 建設プロジェクト立地場所選定所見書、用地計画許可証（通知、許可証、添付図）のコ
ピー、
⑶ 建設プロジェクト用地承認書または権証文書、
⑷ 建設プロジェクト初歩設計承認文書、
⑸ 建設プロジェクト初歩設計概算書（または総概算表）；
⑹ 消防・環境保全・衛生・安全監督等の部門による建設プロジェクト施工図段階審査所
見、
⑺ 建設プロジェクト施工設計図（平面、断面設計図等３式、電子ファイル１部）、
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⑻建設プロジェクト工事竣工档案行政届出登録承諾書及び档案編成連絡票、
五、計画管理監督監査
計画管理監督監査とは、計画管理主管部門が計画法律・法規・承認された計画及び計画
許可に基づき、化工区内の土地使用及びプロジェクト建設の実際状況に対して行政監査を行い、違
法建設を調査し取り締まる業務を指す。具体的な業務は、起工グレーライン照合、竣工計画検収及
び違法建設取締りなどを含む。
1．起工グレーライン照合
● 申請条件
すでに「建設工事計画許可証」及び「建設プロジェクト施工許可証」を取得し、現場罫書き及
び施工位置決めの照合が完成した建設プロジェクトとする。
● 申請資料
⑴ 建築工事グレーライン照合申請表（印刷物と電子圧縮ファイル各１部）、
⑵ 建設工事施工位置決め照合票（建設組織、施工組織、監理組織の署名と押印があるも
の）、市政道路近辺の建設プロジェクトの場合は地図作成部門による用地境界線技術報告書の提
出は必須。ただし、道路工事の場合は地図作成部門による中心杭技術報告書を提出のこと。
⑶ 施工許可証
2、計画竣工検収
計画管理部門がプロジェクトの審査・承認において提言した計画設計の要求及び承認された
建設プロジェクト関連施工図に従って項目別に検収を行い、合格の場合は「建設プロジェクト竣工計
画検収合格証」を発行し、不合格の場合はその重要度により処理所見を提言する。
● 申請条件
建設組織は、建設工事計画許可証及び添付図の要求に従って各項建設及び環境建設を全
面的に完成させた後に、計画管理部門に建設工事竣工計画検収を申請することができる。
● 申請資料の要求
※ 建築工事
⑴ 建築工事計画竣工検収許可証申請表（印刷物と電子圧縮ファイル各１部）、
⑵ 建設プロジェクト立地場所選定所見書、用地計画許可証（通知、許可証、添付図）、建
設工事計画許可証（許可証、項目表）
⑶ 建設プロジェクト竣工計測技術報告書（報告書、地形図、電子ファイル各１部）
⑷ 竣工档案検収合格証明または審査所見書、消防等専門検収合格証明書、
⑸ 建設プロジェクト総平面図、緑地配置竣工図各１部。
※ 市政配管・配線工事
⑴ 建設工事（配管・配線）計画竣工検収許可証申請表（印刷物と電子圧縮ファイル各１
部）、
⑵ 建設プロジェクト立地場所選定所見書、用地計画許可証（通知、許可証、添付図）、建
設工事計画許可証、
⑶ 市政配管・配線プロジェクト施工計測技術報告（報告書、地形図、電子ファイル各１部）、
⑷ 竣工档案検収合格証明または審査所見書、
⑸ 建設プロジェクト配管・配線工事平面レイアウト竣工図１部、
※ 市政交通工事
⑴ 建設工事（交通）計画竣工検収許可証申請表（印刷物と電子圧縮ファイル各１部）；
⑵ 建設プロジェクト立地場所選定所見書、用地計画許可証（通知、許可証、添付図）；建
設工事計画許可証、
⑶ 竣工計測技術報告（報告書、地形図、電子ファイル各１部）、
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⑷ 竣工档案検収合格証明または審査所見書、
⑸ 建設プロジェクト総平面、断面設計竣工図１部
3、違法建設の取り締まり
計画管理部門は「中華人民共和国計画法」及び「上海市都市計画条例」に基づき、法定権
限と手順に従って計画や法律規範や計画許可には違反するがまだ犯罪を犯していない建設組織に
対して、行政処罰または行政強制処置を行う。取り締まりの重点は計画許可されていない建設用
地・建設工事、及び建設プロジェクト計画許可証の適法性や実行状況、及び法規規定に基づき取
締りすべきその他の内容とする。
当通知に記載のない場合は上海化学工業区管理委員会計画建設処により解釈される。
まずはご通知まで。この通知に従って実行してください。
付属書「建設プロジェクト計画届出文書の技術的な要求」
二〇〇五年四月八日

付属書

建設プロジェクト計画届出文書の技術要求

計画管理電子公務の実施を推進するために、上海市都市計画管理局関連規定及び「本市
建設プロジェクト計画管理の電子文書届出に関する通知」[滬規信（2004）1190 号]の要求に基づき、
「１書２証」及び計画検地、竣工検収等諸計画許可手続きの申請に必要な提出申請資料の届出
についての要求を、次のように明確にする。
一、本要求は、上海化学工業区内建設プロジェクト計画管理事項の審査届出業務に適用す
る。
二、建設組織は、計画申請用紙を全面的かつ正確に記入すること。計画指標の計算は基準
通りに正しく行うこと。添付資料は真実かつ有効で、建設プロジェクトの実際状況に合致すること。状
況隠匿や虚偽資料の提出に対しては申請組織の法的責任が問われること。
三、建設プロジェクト計画許可申請資料については原本とそのコピーで提出し、計画部門担当
者により確認のうえ、原本を返却する。コピーのみで提出の場合は由建設組織により確認印を押印し
なければならない。
四、建設工事計画許可証を申請する際、建設組織は、プロジェクト初歩設計概算書を届け
出るとともに建設投資金の源（国家・地方政府支出金に該当するかどうか）や、総投資金のうち土建と
水電気プロジェクト工事の予算見積もりを申請表に明確に記入すること。
五、審査対象施工設計図は、国家及び本市の施工図作成基準規定に適合するとともに、設
計組織作成専用印・設計責任者印・登録工程師印を押印すること。総平面設計図には地形図と
同一の設計要素を含むとともに、建設用地や建設規模・密度等の設計指標を正確に算出し、中国
語で表記すること。
六、設計組織は、各申請段階における用地範囲やその他の計画要素を審査対象地形図の
中で区別表記し押印すること。
⑴ 立地場所選定所見書の段階においては、赤色鉛筆で立地場所選定意向用地範囲を表
記するとともに、用地組織及び用地面積を明記すること。市政配管・配線や交通工事の場合は、終
始点及び中間点の位置や道路・配管・配線の流れ方向・範囲を明記すること。
⑵ 用地計画許可証の段階においては、地形図の中で赤色実線で用地境界線を区別表記
し、用地が市政道路に隣接している場合は黑線で道路位置を表記し、用地範囲が既に確定されて
いる場合は境界線の座標を表記すること。
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⑶ 建築工事計画許可証段階においては、用地範囲線（赤色実線）、周辺地形（現状及び
建設計画、黑線）、計画管理線、建築物位置、位置決め寸法、名称、階数などの要素及び建設地
内道路、緑地レイアウトなどの内容を表記すること。
七、建設プロジェクト計画管理事項の全段階において、規定された紙文書と電子ファイルを同
時に届け出なければならない。電子届出ソフトウェアは「上海計画」ウェブサイト
（http://www.shghj.gov.cn）からダウンロードできる。電子届出ソフトウェアを利用して上記資料を CD
に保存し、1 枚または複数の CD で届け出る。
八、電子地形図の CD カバーには市測絵院印を押印すること。設計図形ファイル CD カバーに
は設計院印を押印すること。
九、届出電子図ファイルの作成要求
1．図形ファイルのファイル名の規定
● 建設地内個々の建築・構築物には 1#，2#，3#……の順番を付けること。
● ファイル名：
届出段階

文書内容

文書名称

立地場所選定、用地、工事

資料目次表

目次.xls

立地場所選定

立地場所選定範囲図

立地場所選定.dwg

用地

用地範囲図

用地.dwg

**プロジェクト総平面図

***プロジェクト総平面.dwg

***階 平面図

******階平面.dwg

***階 縦面図

******階縦面.dwg

***階 断面図

******階断面.dwg

工事

2．図形ファイル作成要求
● 図形ファイルは AUTOCAD R14 またはそれ以上のバージョンの DWG 形式ファイルとする。ただ
し、ファイルのアップグレードが出た場合は別途で規定する。
● 図形ファイルは必ず上海市座標系を使用して作成し、作図長さの単位はメートル制を使用
すること。
● 図形ファイルの全ての内容は届け出る紙図面と一致すること。建設地用地境界線の各角
点の座標をメートル制で表記し（図形縮尺 1：1）、小数は第２位以下切り捨てること。
● 以下内容は図形ファイルの中でレイヤー別に単独で作図すること。
立地場所選定範囲図：立地場所選定範囲、文字表記。
用地範囲図：用地範囲、文字表記。
建築総平面図：用地範囲、建築地上部分、建築地下部分、集中緑地、各種計画管理線、
建築間隔表記、文字表記など。
● レイヤー名はレイヤー内容に対応する中中国語名を使用すること。レイヤー名は市測絵院
の地形図レイヤー名と重複してはならない。
● 建設地内各種建築の色選択は以下の通りである。
「既建設／建設中」とは、既に計画許可証を取得しており、建設進行中または既に建設完了
建設状態

線幅

線種類

色

既建設／建設中

1

Continue

7（黑／白）

建設計画中

2

Continue

1（赤）

建設待ち

1

Dashed

7（黑／白）

している建設プロジェクトを指す。
「建設計画中」とは、計画許可証をまだ取得していない建設プロジェクトを指す。
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「建設待ち」とは、既に計画許可証を取得しているがまだ起工していない建設プロジェクトを指
す。
用地範囲や建築外形の実体種類は線分または接点の重ねや交差のない密閉したポリラインと
する。
● 立地場所選定範囲図、用地範囲図、建築総平面図、計画総平面図、個々の建築平
面図、個々の建築の縦面図、個々の建築の断面図は、それぞれの単独の図形ファイルに保存するこ
と。
3．精度要求
データ精度要求 面積単位：m 整数、その他のデータは小数第２位以下切り捨てる。
十、受理部門及び連絡方法
部門：上海化学工業区管理委員会計画建設処
住所：上海化学工業区目華路 201 号化工区ビル 1506 室
連絡係り：施軍明、張叶峰
電話：67126666-6625 67120626（ファックス）
メールアドレス：shijunming@scip.gov.cn
zhangyefeng@scip.gov.cn
上海化学工業区管理委員会
２００５年４月

『「上海駐在建築施工企業外来従業員総合保険業務をよりいっそう強化することに関するいくつかの
規定」の配布に関する通知』の転送に関する通知
滬化管〔2005〕120 号
区内各建設組織 殿
本市建築施工外来従業員の合法権益を保障し、施工企業の採用行為の規範化を図り、建
築マーケットの秩序を維持するために、『「上海駐在建築施工企業外来従業員総合保険業務をより
いっそう強化することに関するいくつかの規定」の配布に関する通知』（滬建建［2004］349 号）を転送し
ます。「通知」は、上海駐在建築施工企業外来従業員総合保険業務に関する具体的な取り扱い事
項を明確にしたものです。各組織の実際に照らし合わせた上で徹底し実行してください。
まずはご通知まで。
付属書１『「上海駐在建築施工企業外来従業員総合保険業務をよりいっそう強化することに関
するいくつかの規定」の配布に関する通知』（滬建建［2004］349 号）
付属書２「外来従業員総合保険業務をよりいっそう確実にするためのご協力に関する通知」（滬
建招（2005）015 号）
２００５年７月８日

『「上海駐在建築施工企業外来従業員総合保険業務をよりいっそう強化することに関するいくつかの
規定」の配布に関する通知』
滬建建[2004]349 号
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各関係組織 殿
「上海駐在建築施工企業外来従業員総合保険業務をよりいっそう強化することに関するいくつ
かの規定」を配布しますので、これに従って実行してください。なお、実行において問題があれば、ご連
絡ください。
上海市建設と管理委員会
上海市労働と社会保障局
２００４年６月１０日

「上海駐在建築施工企業外来従業員総合保険業務をよりいっそう強化することに関するいくつかの
規定」
本市建築施工外来従業員の合法権益を保障し、施工企業の採用行為の規範化を図り、建
築マーケットの秩序を維持するために、「上海市外来従業員総合保険暫定方法」(上海市人民政府
令第 123 号)(「方法」と略称します)、「〈上海市外来従業員総合保険暫定方法〉の徹底に関する実
施細則」(滬労保就発 (2002)38 号)等の関連規定に従い、上海駐在建築施工企業外来従業員総
合保険業務に関する具体的な取り扱い事項を以下の通りに規定する。
まずはご通知まで。
一、適用範囲
本市行政区域内建設現場の全ての上海駐在建築施工企業外来従業員は「方法」の規定に従
って総合保険金を支払うこと。
二、管理部門
上海市労働と社会保障局(市労働保障局と略称する)は本市総合保険の行政主管部門である。
また、上海市建設と管理委員会(市建委と略称する)は上海駐在建築施工企業従業員総合保険の
実施管理を行う責任を持つ。
上海市建設工事資質と資格管理事務所(市資質資格所と略称する )及び上海市外地労働
力就労管理センターは具体的に実施する責任を持つ。
各区(県)建設行政管理部門は、本区域建設現場内の建築施工外来従業員総合保険業務
を具体的に管理する。また、各区(県)建設工事労務請負取引マーケットは具体的な実施実務を行
う。
外省市(中央企業を含む)の上海駐在建設管理処は、市及び区(県)建設行政管理部門に協
力して本地区(部門)の上海駐在施工企業の総合保険業務を確実に行う。
三、与えられる待遇
上海駐在建築施工企業総合保険に加入している外来従業員は、労災、入院医療との２項目
の保険待遇が与えられる。
四、取り扱い手順
(一)「総合保険金前払い通知票」を受領する。
入札に成功した組織(工事総請負組織)は、入札成功通知書または直接委託手続きの取り扱
いの際に、各階層の入札・応札管理部門から「総合保険金前払い通知票」を受領する。
(二)ペイカード受領申請
総請負組織は、「総合保険金前払い通知票」を持参して工事所在地建設工事労務請負取
引マーケットで総合保険登録手続きを行う。建設工事労務請負取引マーケットは、届出資料を照合
し問題がなければ、組織に指導して総合保険ペイカード申請書を記入するとともに、「ペイカード受領
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通知書」を起票する 。総請負組織は、通知書を持参してプロジェクト所在区(県)の社会保険事業管
理センターでペイカードを受領する。
(三) 前払い総合保険金
l 、本市建設工事プロジェクトの入札募集者または入札募集代理者は、入札募集の実質的な
要求として、各応札組織が応札文書の中で工事見込み使用工数を単独で記載することを、入札募
集文書で明確にすること。また、建設組織は、落札組織が決定された後、工事見込み総合保険金
(見込み総合保険金 = 応札組織見込み使用工数×前年度全市職工月平均賃金× 60% ×
5.5% ×工事期間月)を応札組織に一括で引き落とすこと。
2 、本市建設工事の直接委託プロジェクトの場合は、建設組織により直接委託手続きを行う際
に当該工事の見込み総合保険金(見込み総合保険金 = 総請負組織見込み使用工数×前年度
全市職工月平均賃金× 60% × 5.5% ×工期月)を総請負組織に一括で引き落とすこと。
3 、総請負組織は、当該工事見込み総合保険金を総合保険ペイカードに振り込み、中国建
設銀行上海分行「社会保険ペイカード」受領書(支払い受領書と略称する)を入手する。
4 、建設組織は、工事検査の申請や施工許可証手続きを行う際に、関係管理部門に支払い
受領書を提出すること。
(四)人員申告
総請負組織は、工事が起工する前に、工事所在地建設工事労務請負取引マーケットに行って
「上海市外来従業員総合保険申告ソフトウェア」(ソフトウェアと略称する)を受領し、要求に従って実
際に採用している外来従業員の個人情報をソフトウェアに入力するとともに、「外地労働力個人情報
採集表」(１人につき１表)を印刷し、表に個人写真や身分証のコピー各１部を貼り付け、要求に従って
写真の下部に名前、身分証番号を明記する。総請負組織は「外地労働力個人情報採集表」及び
そのフロッピーを工事所在地建設工事労務請負取引マーケットに届け出る。
工事所在地建設工事労務請負取引マーケットは、情報を速やかに情報管理システムに入力す
ること。
(五)上海市外来従業員就労証の受領
「上海市外来従業員就労登記手册」(「就労登記手册」と略称する)は、建築施工企業外来従
業員が本市で就労する証拠として、建築施工企業外来従業員の上海駐在就労状況の記録であ
る。
市外地労働力就労管理センターは、労務請負取引マーケットからの情報を受け、「就労登記手
册」を印刷するとともに、各工事所在地労務請負取引マーケットに送付する。総請負組織は「就労登
記手册」を受領し外来従業員に渡して本人に保管させる。「就労登記手册」を保有している外来従
業員は、プロジェクトの間で異動することができる。また、労務請負取引マーケットは、人員異動の状況
を適時に「就労登記手册」に記載すること。
(六)人員変更
工事施工において実際に採用している人員に変更が発生した場合に、総請負組織は、要求に
従って変更の状況をフロッピーに入力し、「外来従業員変更名簿」を作成して工事所在地建設工事
労務請負取引マーケットに届け出る。
1 、組織が従業員の退職手続きを行う際は、組織印が押印された「外来従業員変更名簿」を
持参して工事所在地建設工事労務請負取引マーケットで人員の取り消し手続きを行う。
2 、新入社員の申告は、申告手続きに従って届出資料に組織印が押印された「外来従業員変
更名簿」1 部を追加し、通知に従って新規建築施工外来従業員「就労登記手册」を受領する。
(七)総合保険金の支払い
総合保険金支払い対象人数は当月 25 日までの実際人数とし、その翌月に計上される。支払い
周期は 1 ヶ月とし、レートは前年度全市職工月平均賃金 60% の 15%とする 。市社会保険事業管
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理センターは、毎月 5 日(祝祭日の場合はその翌日)に、総請負組織総合保険ペイカードから総合保
険金を引き落とすとともに、支払い記録を作成する。また、市社会保険事業管理センターは、毎月 5
日の引き落としに成功しない組織,に対して、毎月 12 日(祝祭日の場合はその翌日)に再度引き落とし
処理を行う。総合保険金は１人当たり 1 ヶ月に 1 回のみ引き落とされる。
(八)引き落とし催促
引き落としが出来ない場合には、市社会保険事業管理センターにより引き落としができない情報
を各区県建設工事労務請負取引マーケットに通知し、各区県建設工事労務請負取引マーケットに
より「総合保険金支払い催促通知票」を印刷し総請負組織に通知する。
(九)前払い総合保険金の追加
総合保険ペイカードに前払い総合保険金がある金額より少ない場合は、工事所在地建設工事
労務請負取引マーケットにより「前払い総合保険金残高案内状」を印刷し総請負組織に通知する。
(十)ペイカードの取り消し
総請負組織は、工事が竣工した後、竣工検収行政登録手続きを行った証明物を持参して工
事所在地建設工事労務請負取引マーケットで総合保険の口座取り消し申請手続きを行うとともに、
総合保険ペイカード口座解約通知書を記入し、市資質資格処により審査された後、市労働保障部
門で口座解約手続きを行う。総合保険金の支払いが取り消された後、ペイカードにある資金と利子は
総請負組織の指定した口座に振り込まれる。
五、労災認定と損害支払い
(一)建築施工外来従業員が労災事故に遭い、または職業病にかかった場合には、規定に従って
発生地区(県)労働保障局所属労災認定機構、工事受理安全監督ステーション、商業保険公司に
報告すること。建築施工外来従業員労災または職業病の認定は、事故発生地区(県)労働保障局
所属労災認定機構により認定・鑑定すること。
(二)建築施工外来従業員労災と職業病の認定・鑑定方法及び各項総合保険待遇の受領申
請方法は、市政府及び市労働と社会保障局の関連規定に従って実行する。
六、監督管理
(一)各階層の建設行政管理部門は、建築施工外来従業員総合保険の納金状況について監
督管理を行うこと。
1 、各階層の入札・応札管理部門は、入札・応札において監督管理を強化すること。また、施
工許可証手続きを行う際に総合保険金前払い領収書を審査すること。
2 、各階層の安全・品質監督管理部門は、検査申告受理手続きを行う際に総合保険金前払
い領収書を審査すること。また、日常的な現場監督管理において、建築施工外来従業員の「就労登
記手册」の保有状況の検査を強化すること。
3 、市資質資格所は、各区県建設工事労務請負取引マーケットから報告された関連情報を審
査し確認すること。
4 、各区(県)建設工事労務請負取引マーケットは、本区域内の総合保険の登記、人員情報
処理、上海駐在建築施工企業外来従業員就労証発行などの業務を確実に行うこと。
(二)労働保障行政管理部門所属労働査察機構は、施工現場建築施工外来従業員総合保
険支払い状況の労働査察を強化すること。
七、その他
本通知は発布日により実施する。
「外来施工企業従業員総合保険業務の展開に関する通知」(滬建建 [2002]893 号)、『上海
で「建設工事施工人員人身意外傷害事故保険」テスト業務の実施拡大に関する通知」(滬建建管
(97) 第 329 号)は同時に廃止する。
２００４年１２月２２日
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上海市建設工事入札応札管理事務所（
）
滬建招（2005）015 号
外来従業員総合保険業務をよりいっそう確実にするための協力事項に関する通知
各区県入札・応札事務所、委託管理組織、事務所内各課・室 殿
本事務所から昨年、滬建招（2004）第 014 号「外来従業員総合保険業務をよりいっそう確実に
するための協力事項に関する通知」が発布されて以来、この業務はすでに請負監督管理及び施工許
可審査の一部となってきている。この規定は、大半の組織で実行されているが、わずかながらまだ一部
の組織では重要視されていない状況なので、外来従業員総合保険業務をよりいっそう推進すべく、次
の事項を各組織に徹底する。
一、施工入札文書には次の事項を明記すること。応札者は、「採用計画表」を提出し、外来従
業員を採用するの工数を単独で見込むこと。
二、公開入札か、指名入札か、直接請負依頼か継続入札かにかかわらず、施工落札（取引成
立）通知書の手続きを行う際に、通知書の備考欄に「外来従業員見込み採用工数」を記入しなけれ
ばならない。外来従業員見込み採用工数は、プロジェクトの実際状況にマッチしなければならない。外
来従業員を採用しない、または採用工数が少ない場合、請負者は、書面にてその理由を記載の上、
プロジェクト所在区県の建管所に報告しなければならない。
三、施工許可審査の際は、中国建設銀行上海分行から発行された「社会保険支払いカード」
の回答書を審査しなければならない。
四、各組織の監督管理担当者は、真剣な思いで、応札組織が作成した外来従業員採用工数
を審査し、この数量が基本的に正しいであることを確保すること。
上海市建設工事入札応札管理事務室
２００５年６月２０日
転送先 市建管事務所、市資質資格事務所

「上海化学工業区道路配管･配線施工管理方法」の実施に関する通知
滬化管〔2006〕31 号
化工区発展公司、化工区公安分局、化工区不動産管理サービス公司、化工区城管大隊、区内
各建設組織 殿
上海化学工業区（以下「化工区」と略す）の道路配管･配線の正常な運営を確保し、施工現場
の管理を強化するために、化工区道路配管･配線の実際状況に照らし合わせ、「上海化学工業区道
路配管･配線施工管理方法」を制定しますので、これに従って実行してください。
まずはご通知まで。
付属書
1、「上海化学工業区道路配管･配線施工管理方法」
2、「上海化学工業区道路（掘削、配管･配線施工）申請表」
3、「上海化学工業区道路配管･配線施工申請受理案内書」
4、「化工区道路地下配管･配線施工主管組織及び配管･配線保有組織連絡表」
２００６年２月２８日
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付属書一
上海化学工業区道路配管･配線施工管理方法
「上海市配管･配線工事計画管理方法」、「上海市都市道路及び地下配管･配線施工管理
暫定方法」及び「上海市道路地下配管･配線保護に関するいくつかの規定」等の法規、規定に基づ
き、上海化学工業区（以下「化工区」と略す）道路配管･配線の正常な運用を確保し、施工現場も
管理を強化するために、化工区道路配管･配線の実際状況に照らし合わせ、本方法を制定する。
一、適用範囲
本方法は、化工区内道路赤線範囲内の道路配管･配線施工、及び道路赤線範囲外の、道
路配管･配線に影響がある建筑施工に適用する。
二、管理機関及び責務
上海化学工業区管理委員会計画建設処（以下「規建処」と略す）は、化工区道路配管･配線
施工申請の届出管理と監督管理を担当する。化工区公安分局（以下「公安分局」と略す）は、道路
配管･配線施工における交通管理及び道路施工許可書の発行業務を担当する。化工区緊急対応
センター（以下「応急センター」と略す）は、道路配管･配線事故の応急処理を担当する。化工区城管
大隊（以下「城管隊」と略す）は、化工区道路配管･配線施工の日常パトロール管理を担当する。
三、建設組織の責務
1、申請を行う前に規建処でプロジェクト工事計画許可証と施工許可証手続きを行う。ただし、
修理工事など工事計画許可証と施工許可証手続きを行うことができない場合は臨時施工に関連す
る承認手続きを行う。
2、施工組織が作成した道路施工設計計画書を審査し、各配管･配線保有組織及び施工組
織を召集して当該プロジェクト道路施工配管･配線保護に関する専門会議を開催し、「会議議事録」
及び関係図面・資料の仕様を、各配管･配線保有組織に説明または提供する。
3、「上海化学工業区道路（掘削、配管･配線施工）申請表」（詳細は付属書一による）を記入
し、道路配管･配線施工申請を行う。
4、申請の際は、「上海化学工業区建設工事道路配管･配線安全保護誓約書」（詳細は付属
書二による）を同時に記入する。
四、施工組織の責務
1、施工設計計画書を作成し、提供された仕様書を再審査する。資料の明細票を受け取り、規
建処で届出手続きを行った後、化工区公安分局から「道路施工許可証」を受領し施工し始める。
2、無断施工により配管･配線を損傷させた場合は、賠償責任を負担するとともに、処罰を受け
なければならない。
3、既存の道路地下配管･配線の各 1 メートル範囲内の機械掘削を禁止する。
4、施工範囲内の配管･配線の保護を確実にする。
五、配管･配線保有組織の責務
1、化工区内各種配管･配線を保有する組織は、道路配管･配線施工に関する仕様書を作成
し、上海化工区発展有限公司（以下「発展公司」と略す）は、化工区配管･配線建設組織の一員と
して、施工中に配管･配線保有権の移譲が行われていない配管･配線の仕様書を提供する。
2、配管･配線保有組織は、現場道路配管･配線に関する仕様書を提出するとともに、必要に応
じて現場で仕様書の説明または指導作業を行う。
3、配管･配線保有組織は、道路配管･配線のパトロール検査で発見された配管･配線に有害な
違反作業に対して、書面いて是正指示を行うとともに、保護処置をとるように施工組織に指導を与え
る。事故が発生した場合は速やかに修理するとともに、規建処及び応急センターに報告する。
六、その他の処置
1、応急センターは、化工区内配管･配線表面損傷事故に対する応急処理を担当する。
2、城管隊は、道路配管･配線日常施工のパトロール検査及びルール違反の処理を担当する。
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処理できない場合は、書面にて直ちに規建処及び公安分局に報告し処理する。
3、損失が大きく、重大な結果（重大な死傷事故、莫大な財産損失）になった道路配管･配線
表面損傷事故に対し、規建処は、直ちに処分するとともに、しかるべき処罰を与えるように、関係管理
機関に提案することが出来る。
4、化工区内道路占用の申請は、従来の「上海化学工業区道路施工（掘削、占用）の管理に
関する通知」の関連規定に基づいて実行する。
七、施行年月日。
本方法は、発行日より施行する。なお、本方法の解釈は規建処が担当する。
付属書二（1）

上海化学工業区道路（掘削、配管･配線施工）申請表
滬化規路
【200

申請組織（印）

住

所

担当者

】第

号

郵便番号

連絡電話

施工組織（印）

住

所

担当者

郵便番号

連絡電話

工事（または設施）名

配管･配線径または容量（寸法）

道路面種類

施 工 場 所（平面図添付）

道路面掘削寸法
長さ

メートル 幅

メート

ル
施工年月日

年

月

日起工から

月

日完成

掘削場所略図（大型工事については、申請組織は 1/500 配管･配線平面図を同時に提出する）
内
天然ガス配管

水道水配
管

配管･配線
仕様書の

容

高圧電力ケーブル

スチーム

通信ケーブ

情報ケーブ

ル

ル

汚水

街灯ケーブ

作成状況

ル
中・低圧電力ケーブル

初期証明書の取り扱い
不動産管理サービス公司審査

雨水

その他

工事計画許可証

施工許可証

道路修復計画

緑地保護計画

上海化学工業区管理委員会計画建設処の所見：
（押印）：
年

月

日

（この表は１式２部とし、1 部は申請者が化工区公安分局に提出し道路施工許可証手続きを行い、
もう 1 部は規建処に届け出る）
付属書二（2）
上海化学工業区建設工事道路配管･配線安全保護誓約書
_________________________工事（プロジェクト）
本建設工事（プロジェクト）の申請を行う際に、すでに「上海化学工業区道路配管･配線施工申
請案内書」を受け取っているが、建設工事（プロジェクト）施工中の道路配管･配線安全保護及び市
政インフラ施設の正常な運用を確保するために、次のことを誓約する。
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一、建設工事（プロジェクト）施工の全過程において、上海市市政工事管理局「上海市道路地
下配管･配線保護に関するいくつかの規定」及び「上海化学工業区道路配管･配線施工管理方法」
の配管･配線保護関連各項規定を厳守する。
二、建設工事（プロジェクト）に関して、次の文書資料をすでに申告し取得している。
1、上海市建設工事計画許可証
2、上海市建設工事施工許可証
三、本建設工事（プロジェクト）に関して、次の事項はすでに完了している。
1、関係組織を召集し、配管･配線測定及び保護協議会を開催し、「会議議事録」を作成し
た。
2、根据会議議事録に従って、「上海市道路配管･配線監護仕様書」を、各配管･配線保有組
織に提出する。
四、本建設工事（プロジェクト）起工の前に、次の事項を確実にする。
1、配管･配線の安全に有害な影響を与える可能性があるエリアを探査する。
2、配管･配線保護に関する技術処置を、「施工設計」の中で明確にする。
3、関係組織に依頼し、「基礎工事支保構造設計計画書」を作成する。
4、基礎ピット支保構造設計計画書は、「上海市基礎ピット工事管理暫定規定」第 10 条の規
定に従う。
五、本建設工事（プロジェクト）施工現場の配管･配線の安全を確保するために、次の事項を誓
約する。
1、地下配管･配線が不明の場合は、絶対に起工しない。
2、配管の位置が判断しにくい場合は、それを究明するまでは起工しない。
3、配管の位置が間違っており、地下配管･配線及び配管･配線の修理に有害な影響を与える
可能性がある場合は、直ちに施工を止める。
4、地下配管･配線が定められた保護区範囲内にある場合は、機械掘削を行わない。
上記誓約の内容は真実性と信頼性があり、確実に履行することを誓約する。なお、違反があれ
ば自ら責任を負担し、しかるべき処理を受ける。
誓約組織（社印）
法人代表（署名）
組織住所
連絡電話
連絡係り
年
月 日
（本誓約書は１式２部とし、1 部は誓約組織が保管し、もう 1 部は上海化学工業区管理委員会計画
建設処に届け出る）
付属書三
上海化学工業区道路掘削配管･配線施工申請案内書
一、申請資料
1、工事計画許可証
2、施工許可証
3、施工図
4、施工設計；
5、プロジェクトの特殊性により、その他必要な提出用工事関連図面資料
二、申請流れ
1、建設組織は、掘削配管･配線施工を申請する前に、必要な資料の申請を確実に行う。
2、建設組織は、各配管･配線保有機関または組織に施工設計計画書を提出する（工事配
管･配線説明会を開催し、会議議事録の要旨に基づき計画書を提出、または、そのまま、各配管･配
線保有組織に計画書を提出する）。
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3、計画書またはその他の書面認可を受けた申請組織は、「上海化学工業区道路（掘削、配
管･配線施工）申請表」を記入するとともに、「上海化学工業区建設工事道路配管･配線安全保護
誓約書」を記入し、上海化学工業区管理委員会計画建設処に届け出る。
4、資料が揃っており、申請内容が法的手順及び要求に適合すれば上海化学工業区管理委員
会計画建設処で届出手続きを行う。
5、化工区公安分局は、届けられた申請表及び施工交通計画書を審査し、審査の結果によっ
て道路施工許可証（掘削許可証）を発行するかしないかを決定する。
三、連絡先（詳細は付属書二による）。
付属書一：「上海化学工業区道路（掘削、配管･配線施工）申請表」
付属書二：「掘削、配管･配線施工主管組織及び配管･配線保有組織連絡表」
付属書四
順
番

掘削、配管･配線施工主管組織及び配管･配線保有組織連絡表
組織名

連絡

住所

係り

連絡電話

ファックス

緊急修理

備

電話

考

主管組織
1

2

上海化学工業区管理委員

化工区目華路 201

会計画建設処

号 1506 室

上海化学工業区緊急対応

化工区目華路 201

センター

号

3

上海市公安局化工区分局

4

上海化学工業区城管大隊

化工区北河路 88
号
化工区総合ビル 2
階

張叶峰

67126666*6
625

67120626

67120911

徐偉雄

張頴

67120707*6
1947
67120041

配管･配線保有組織

1

上海化学工業区発展有限

化工区目華路 201

公司

号 17 楼

67120026
陸林軍

1370167191
6

上海化学工業区不動産管
2

理サービス有限公司（雨水

化工区総合ビル 2

配管、街灯ケーブル、低圧

階

王毓明

67120002

天然ガス、スチーム）

3

上海天然ガス配管有限公

黄偉華

司

1390166078
9

50420699
58916808

*801
（夜間、

上海市電力公司ケーブル
4

送配電公司（高圧ケーブ

共和新路 2501 号

沈余斌

28618771

56652282

ル）

5

6

7

許氷

東への中低圧ケーブル）

西への中低圧ケーブル）
上海化工区中法水務有限
公司

土日
56655634
）

市東ケーブル（聯合路から

市南ケーブル（聯合路から

58916688

顧戴路 1050 号

王啓聖

郭長華
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1300317862
0
1370183622
8
67120099*8
321

58391049

54881391

順
番

8

9

10

11

連絡

組織名

住所

上海市電信公司金山分公

金山朱経鎮臨倉

司（聯合路から西へ）

街 450 号

上海市電信公司奉賢分公

奉賢南橋解放東

司（聯合路から東へ）

路 169 号情報ビル

上海市電信公司大手顧客
部
上海化学工業区公共管廊
有限公司

係り

連絡電話

ファックス

緊急修理

備

電話

考

57318095；
陸真勇

1380181808

57318096

0
宗正茂

朱月增

石逸民

67180710；
27565454
52128017
1338152872
5

67180709

52128124

67250986

注：事故にあった場合は速やかに 67120110 番を回して化工区緊急対応センターに通報するか、各配管･配線保
有組織の緊急修理電話や連絡電話を回してください。

上海化学工業区管理委員が、市統計局「上海化学工業区統計管理業務に関する所見」を転送することに関
する通知
滬化管[2003]075 号
区内各企業、社会組織 殿
上海化学工業区統計業務の管理・監督を強化し、区内企業、社会組織の統計業務を規則
正しくするために、市統計局は近日、「上海化学工業区統計管理業務に関する所見」を発行しまし
た。
な お 、 こ の 「 所 見 」 を配布 し ま す の で 、 「 上 海 化学工 業 区 統 計管 理 試 行 方法 」 （ 滬 化 管
[2002]144 号文書）に照らし合わせて実行してください。
２００３年５月２８日

上海化学工業区統計管理業務に関する所見
滬統字{2003}27 号
上海化学工業区管理委員会 殿
「中華人民共和国統計法」、「上海市統計管理条例」及び「上海市人民政府弁公庁が、本市
の「在地統計テスト業務に関する市統計局実施策を転送する通知」（滬府弁発[2002]29 号）の関連
規定に基づき、上海化学工業区（以下、「化工区」と略す）の統計管理業務について、次の所見を付
する。
上海化学工業区管理委員会（以下、「化工区管委会」と略す）は、統計に関する法律、法規の
関連規定に基づき、統計機構を設立するか、あるいは関係機構に統計担当者を配置し、統計責任
者を指名して、化工区統計管理業務を確実にすること。
上海市統計局は、本市で在地統計テスト業務を実施している間に、化工区管委会の統計業
務に対して指導を行い、化工区管委会に権限を与えて化工区内の統計業務の管理・協調・監督・
点検を実施すること。
化工区管委会は、化工区内各各種組織からの統計報告書の収集、まとめ、審査を担当すると
ともに、規定に従って直接、市統計局に届け出る。
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化工区各種中央属・市属組織は、その主管機関に統計報告書を届け出るとともに、化工区管
委会に転送しなければならない。
化工区管委会は、「中華人民共和国統計法」第十五条第二項の「統計機構、統計担当者は、
統計調査において入手した統計調査対象組織のビジネス秘密情報に対し、守秘義務を負う」ことに
関する規定に従い、化工区内各種組織から届けられた統計資料に対して守秘義務を負う。
２００３年５月１４日

「上海化学工業区管理委員会による区内企業電力料金補助金詳細方法（試行）」の配布に関す
る通知
滬化管〔2004〕39 号
区内各企業 殿
「上海化学工業区管理委員会による区内企業電力料金補助金詳細方法（試行）」を配布しま
すので、これに従って実行して下さい。
まずはご通知まで。
２００４年３月２９日

上海化学工業区管理委員会による区内企業電力料金補助金詳細方法
（試行）
上海市発展計画委員会「上海化工区内ユーザー電力料金に関する通知」（滬計価公［2003］
005 号）に基づき、化工区専用発展資金を用いて条件に適合する区内企業の生産用電力に対し適
切な補助金を与えることになったので、次の方法を制定する。
一、補助金が与えられる対象
化工区内一般工業ユーザーの生産用電力。
二、補助金の基準及び期限
化工区専用発展資金を用いて区内一般工業ユーザー生産用電力料金に対して補助金を与
える基準としては、上海市電力公司からキロワット時あたりの電力料金が同種の販売電力料金より
0.035 元／キロワット時の低減が与えられると同時に、化工区専用発展資金から 0.015 元／キロワット
時の補助金が与えられる。補助金が与えられる期限は 2005 年 12 月末(暫定)までとする。
上記の電力料金補助政策は、エネルギー高消費業種電力料金サービスが与えられているユーザ
ーに適用しないものとする。
三、上海化工区専用発展資金補助手続き
１、資格確認。区内一般工業ユーザーは、，電力料金サービス及び補助の申請の際に「上海
化学工業区企業生産用電力料金サービス申請確認表」を１式４部で記入し、化工区管委会経貿
処及び関係機関に提出し、審査・押印を受ける。
２、行政登録届出。補助範囲内と確認されたユーザーは、補助金の受け取り開始の当月に、
「上海化学工業区専用発展資金申請表」を記入し、附資格確認用関係書類を添付して化工区管
委会計画財務処に届け出る。
３、補助金申請。補助範囲内と確認されたユーザーは、補助金を受け取った翌月に、「上海化
学工業区専用発展資金支出票」を記入し、毎月の電力料金支払い領収書の原本及びコピーを添
付して化工区管委会計画財務処に提出する。
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4、補助金の支出。化工区管委会計画財務処が審査した後、委指導者に届け出て認可を受
ける。届出種類手続きが揃っていれば、通常の場合は申請書類を受け取った日より５稼動日以内に
補助金を支出する。
四、本方法の解釈権は上海化学工業区管理委員会に属する。
添付： １、「上海化学工業区企業生産用電力料金サービス申請確認表」
２、「上海化学工業区専用発展資金申請表」
３、「上海化学工業区専用発展資金支出票」
添付 1

上海化工区工業企業生産用電力料金サービス申請確認表

申請組織名

電力使用地の住所

連絡係り

連絡電話

郵便番号

企業の電力使用状況
電源の番号

電力供給電圧（KV）

受電変圧器の容量（KVA）

1
2

トータル

／

電力使用開始予定年月日（注 1）

申請年月日

申請理由、申請組織法人代表者署名、組織印

法人代表者署名：
組織印：

年月日：

上海化工区管理委員会経済貿易処所見、押印

年月日：

上海市電力公司営業部及び財務部所見、押印

営業部：

財務部：

年月日：

年月日：

上海市財政局予算処所見、押印

年月日：

上海市物価局公共製品価格処所見、押印

年月日：

注一：企業生産用電力料金サービスの開始年月日は、この表に掲げる第一回路生産用電力の送
電年月日である。

この表は１式４部とし、上海市電力公司が 2 部、上海化工区管理委員会が 2 部、申請企業が 1 部
を保有する
上海化学工業区専用発展資金申請表

添付２

記入年月日：

組織名（押印）

年

月

日

連絡係り

上海化学工業区管理委員会総

住所

合事務室

電話番号
プロジェクト名

プロジェクト番号

プロジェクト概況
初歩設計承認機関、年月日、文書番号
プロジェクト概算承認機関、年月日、文書番号
概算金額

人民元

億

発展資金申請総額
資金使用のス

使用年月日

千

人民元
使用金額

百

拾

万

千

百

億 千 百 拾 万 千 百 拾 元
使用の理由
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拾

元

ケジュール（別
紙添付可）
業務処（室）の所見：

計画財務処初回審査所見：

署名（押印）
年

月

分管指導者審査の所見：

署名（押印）

日

年

署名（押印）

月

日

年

月

日

開発指導チーム審査の所見：
注：1、各プロジェクト組織は、プロジェクトの開始時にこの申請表を１式２部（化工区開発指導チームと管委会各
1 部）で記入してください。
2、この表にプロジェクト概算及びその回答書を添付して届け出てください。

上海化学工業区専用発展資金支出票

添付 3

記入年月日

年

月

日

組織名（押印）
組織（プロジェクト）責任者

連絡用電話番号

財務責任者

連絡用電話番号

口座番号
口座開設銀行名
プロジェクト名

プロジェクト番号

申請原因
申請金額（大文字）

億

千

百

拾

万

千

百

拾

元

角

分

累計払い込み金額

億

千

百

拾

万

千

百

拾

元

角

分

担当者所見
業務処・室の所見：

計画財務処の所見：

署名（押印）

署名（押印）

備考：
注：1、この支出票は１式２部とします（化工区開発指導チームと管委会が１部を保有します）。
2、プロジェクト業務量完成状況決済表、オリジナル領収書等を添付してください。

「上海市電力ネットで石炭・電力価格連動制の実施に関する問題についての通知」の転送に関する
通知
滬化管[2005]93 号
区内各関係組織 殿
上海市物価局が、中央からの関連文書に従い、石炭・電力の価格連動制を実施し、超過発電
力価格をキャンセルし、ネットイン電力価格の適切な調整及び電力販売価格の適切な引き上げを行
うとともに、夏時のピーク・オフピーク時間帯の電力価格差をさらに拡大させるということで、最近、「上海
市電力ネットで石炭・電力価格連動制の実施に関する問題についての通知」（滬価公[2005]010 号）
を発行しました。
この文書を転送しますので、これに従って実施してください。なお、疑問がある方は、当経貿処に
問い合わせてください。当経貿処により状況をまとめて市物価局に提出します。
２００５年６月２日
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上海市電力ネットで石炭・電力価格連動制の実施に関する問題についての通知
滬価公[2005]010 号
上海市電力公司、各関係組織 殿
国家発展改革委が、国務院の認可に従い、石炭・電力価格連動制を実施し、不合理な電力
価格の改正を図り、ネットイン電力価格及び電力販売価格の適切な調整を行うということで、この前、
「華東電力ネットで石炭・電力価格連動制の実施に関する問題についての通知」(発改価格
[2005]665 号)を発行しました。なお、本市での周知徹底に関する事項について、次のように通知しま
す。
一、石炭・電力の価格連動制を実施し、超過発電力価格をキャンセルし、ネットイン電力価格の
適切な調整を行います。
（一）2004 年 6 月以来の、石炭価格の引き上げ及び超過発電のキャンセルによる電力価格への
影響を解決するために、発電企業のネットイン電力価格の適切な引き上げを行います。上海市電力
ネットへの石炭発電ユニット（熱・電力一体型ユニットを含む）ネットイン電力価格（税込み、以下同
様）は、統一的に、１キロワット時当たり 0.0209 元を引き上げ、また、一部の価格の面で著しい差があ
る発電工場のネットイン電力価格の適切な調整を行うこととなり、調整後のネットイン電力価格水準は、
「上海市発電企業ネットイン電力価格表」（添付 1）を参照してください。また、水力発電ユニットのネッ
トイン電力価格は、１キロワット時当たり 0.0096 元を引き上げることとなります。
超過発電力価格をキャンセルし、発電工場が、本市内で販売しているすべてのネットイン電力は、
政府により確定されたネットイン電力価格に従います。
（二）三峡電量から、上海市までの電力価格は、1 キロワット時当たり 0.3747 元に調整され、決
算用ネットイン電力価格は 1 キロワット時当たり 0.2616 元に調整されました。ただし、三峡電量の電力
輸送価格及び電力輸送における許容ロスは、従来の国家発展改革委[2003]1028 号文書の規定に
従います。
（三）華東電力ネット有限公司連絡線の、計画内統一販売用電力量の電力価格は、1 キロワッ
ト時当たり 0.307 元に調整される予定です。
（四）各発電企業においては、管理を強化し、エネルギーのロスの低減を図り、石炭価格の引き
上げによるコストアップの要因を消化するように努力し、電力の生産と供給を確実にしてください。特に、
電力ピークを迎えるに当たり、今から確実に準備してください。
二、電力販売価格の適切な引き上げを行います。上海市電力ネット電力販売価格の平均引き
上げ基準は 1 キロワット時当たり 0.028 元ですが、そのうち夏時（7、8、9 月）の電力価格の引き上げは
1 キロワット時当たり 0.035 元で、その他の季節は 0.025 元を引き上げます。各種ユーザへの価格調整
の詳細は次の通りです。
（一）居民生活及び農業生産、中小化学肥料生産用電力価格は、当面、調整しません。
（二）国家産業政策奨励類プロジェクトのうち、イオン膜法を採用するクロロアルカリ生産工程用
電力価格は、夏時は 1 キロワット時当たり 0.024 元を引き上げ、その他の季節は 1 キロワット時当たり
0.015 元を引き上げます。
（三）その他各種ユーザ用電力価格は、夏時は平均 1 キロワット時当たり 0.041 元を吹き上げ、そ
の他の季節は平均 1 キロワット時当たり 0.03 元を引き上げます。
（四）夏時電力価格の構造を次のように調整します。ピークとオフピークの比率を 4.5:1 に調整し、
13 時から 15 までのピーク時は、ピーク電力価格を実施します。また、両部制ユーザ最大需要量が契約
限度の 90%との規定を同時に取り消し、中断可能なユーザに対してピーク回避補償電力価格を実施
し続けます。補償電力価格の金額は、夏時夏季価格引き上げ電力量から相殺します。
電力価格調整後の各種ユーザ用電力価格は、「上海市電力ネット電力販売価格表」（添付 2）
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及び「上海市電力ネット夏時電力販売価格表」（添付 3）を参照してください。
三、新規建設の電力工場の定格ネットイン電力価格を引き上げます。上海市電力ネット範囲内
で統一的に配置されている新規建設石炭発電ユニット（熱・電力ユニットを含む）のネットイン電力価
格は、脱硫装置が取り付けられていないものは 1 キロワット時当たり 0.396 元で、脱硫装置が取り付け
られているものはその上にさらに 1 キロワット時当たり 0.015 元を引き上げます。新規建設ユニットの販売
運営開始後は、すべて上記の電力価格を実施します。
四、電解アルミ、鉄合金、カーバイド、苛性ソーダー、セメント、鋼鉄などエネルギー高消費 6 部門
に対し、従来通りに、国家発展改革委関連文書の規定に従って、差別電力価格政策及び企業自
家発電工場価格、料金政策を実施します。
五、上記電力価格の調整は、2005 年 5 月 1 日により、検針の際に実行します。なお、夏時電力
価格の実行期間は、7 月 1 日から 9 月 30 日までとします。
電力企業及び各関係組織においては、本通知に定められた各項処置が速やかに徹底されるよう
に、国家発展改革委の要求に従って綿密に手配し、周知・解釈を確実にしてください。各関係機関に
おいては、物価の安定、社会と経済秩序の安定を維持するように協力し合ってください。なお、実行に
おいて問題があれば当局に報告してください。
添付 1、「上海市発電企業ネットイン電力料金表」
2、「上海市電力ネット電力販売料金表」（時間帯別電力料金制未実施対象ユーザ、両部
制時間帯別電力料金制対象ユーザ、単一制時間帯別電力料金制対象ユーザ）
3、上海市電力ネット夏時電力料金表（時間帯別電力料金制未実施対象ユーザ、両部制
時間帯別電力料金制対象ユーザ、単一制時間帯別電力料金制対象ユーザ）
上海市物価局
２００５年４月２８日

添付 1

上海市発電企業ネットイン電力料金表

電力工場名

上海外高橋第二発電有限責任公司

発電容量

税込みネットイン電力料金

備考

万キロワット

人民元/千キロワット時

人民元/千キロワット時

180

396

新規脱硫装置の場合
はさらに 15 人民元/千
キロワット時引き上げ

華能上海石洞口第一電力工場

124

358

華能上海石洞口第二電力工場

120

358

上海外高橋発電有限責任公司

120

398

上海呉経発電有限責任公司

60

409

上海呉経第二発電有限責任公司

120

418

上海電力股分有限公司閔行電力工場

81.5

404

上海電力股分有限公司呉経熱電力工場

35

404

上海電力股分有限公司南市電力工場

14.5

404

上海電力股分有限公司楊樹浦電力工場

13.5

404

上海電力股分有限公司楊樹浦新機

22.4

404

上海星火熱電有限公司

2.4

639

上海青浦工業園区熱電有限公司

1.2

520

上海長興島第二発電工場

2.4

978
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添付 2

上海市電力ネット電力料金表（時間帯別電力料金制未実施対象ユーザ）
単位：人民元/千キロワット時

分類

400 ボルト以下

10 千ボルト

35 千ボルト

110 千ボ ルト
及びその以上

単

居民生活

0.61

0.605

一

中小学校用照明

0.709

0.694

制

一般用照明

0.844

0.829

非通常用エネルギー

0.736

0.721

0.706

下水用エネルギー

0.536

0.521

0.506

農産業

0.606

0.591

0.576

農用エネルギー

0.299

0.297

0.294

灌漑用エネルギー

0.244

0.242

0.239

両

使

一般工業

0.614

0.599

0.584

0.569

部

用

鉄合金、カーバイド、苛性ソ

0.444

0.429

0.414

制

電

ーダー

力

苛性ソーダー（イオン膜）

0.429

0.414

0.399

料

合成アンモニア

0.258

0.243

0.228

金

石油ガス

0.584

0.569

0.554

0.779

0.764

照明

0.794

基本電力料金

20 人民元/千ボルト・アンペア*月（変圧器の容量で計算する）
30 人民元/キロワット*月（最大需要量で計算する）

上海市電力ネット電力料金表（両部制時間帯別電力料金制対象ユーザ）
単位：人民元/キロワット時
分類

400 ボルト以下

10 千ボルト

35 千ボルト

110 千ボルト以
上

ピ ー ク 時 （ 8-11

工業

0.988

0.976

0.961

0.946

時、18-21 時）

非工経営

1.014

1.002

0.987

0.972

用

農業生産（試

0.721

0.721

電

行）

使

力

平時（6-8 時、

工業

0.614

0.599

0.584

0.569

料

11-18

非工経営

0.691

0.676

0.661

0.646

金

21-22 時）

農業生産（試

0.446

0.446

時 、

行）
オフピーク時（22

工業

0.299

0.294

0.289

0.284

時-翌日 6 時）

非工経営

0.302

0.297

0.292

0.287

農業生産（試

0.240

0.240

行）
基本電力料金

20 人民元/千ボルト・アンペア*月（変圧器の容量で計算する）
30 人民元/キロワット*月（最大需要量で計算する）

上海市電力ネット電力料金表（単一制時間帯別電力料金制対象ユーザ）
単位：人民元/キロワット時
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分類

400 ボルト以下

10 千ボルト

35 千ボルト

工業

0.895

0.880

0.865

非工経営

0.942

0.927

0.912

農業生産（試行）

0.610

居民

0.610

オフピーク時（22 時

工業

0.423

0.408

0.393

-翌日 6 時）

非工経営

0.423

0.408

0.393

農業生産（試行）

0.330

居民

0.330

ピーク時（6-22 時）

添付 3

上海市電力ネット夏時電力料金表（時間帯別電力料金制未実施対象ユーザ）
単位：人民元/キロワット時

分類

400 ボ ル ト

30 千

35 千ボル

110 千ボルト及びそ

以下

ボルト

ト

の以上

単

居民生活

0.610

0.605

一

中小学校用照明

0.727

0.712

制

一般用照明

0.862

0.847

非通常用エネルギー

0.754

0.739

0.724

下水用エネルギー

0.554

0.539

0.524

農業生産

0.606

0.591

0.576

農用エネルギー

0.299

0.297

0.294

灌漑用エネルギー

0.244

0.242

0.239

0.632

0.617

0.602

0.587

両

使

一般工業

部

用

苛性ソーダー

0.462

0.447

0.432

制

電

苛性ソーダー（イオン膜）

0.438

0.423

0.408

力

合成アンモニア

0.276

0.261

0.246

料

石油ガス

0.602

0.587

0.572

金

照明

0.797

0.782

基本電力料金

0.812

20 人民元/千ボルト・アンペア*月（変圧器の容量で計算
する）
30 人民元/キロワット*月（最大需要量で計算する）

注：鉄合金、カーバイド生産用電力料金は、工業両部制時間帯別電力料金を実施する
上海市電力ネット夏時電力料金表（両部制時間帯別電力料金制対象ユーザ）
単位：人民元/キロワット時
分類

400 ボルト以下

10 千ボル

35 千ボルト

ト

110 千ボル
ト以上

ピーク時（8-11

工業

1.000

0.988

0.973

0.958

時 、 13-15

非工経営

1.014

1.002

0.987

0.972

使

時、18-21 時）

農業生産（試行）

0.721

0.721

用

平時（6-8 時、

工業

0.632

0.617

0.602

0.587

電

11-13

時 、

非工経営

0.697

0.682

0.667

0.652

力

15-18

時 、

農業生産（試行）

0.446

0.446
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料

21-22 時）

金

オフピーク時

工業

0.229

0.224

0.219

0.214

（22 時-翌日 6

非工経営

0.232

0.227

0.222

0.217

時）

農業生産（試行）

0.240

0.240

基本電力料金

20 人民元/千ボルト・アンペア*月（変圧器の容量で計算する）
30 人民元/キロワット*月（最大需要量で計算する）

上海市電力ネット夏時電力料金表（単一制時間帯別電力料金制対象ユーザ）
単位：人民元/キロワット時
分類

400 ボルト以下

10 千ボルト

35 千ボルト

ピ ー ク 時

工業

0.915

0.900

0.885

（6-22 時）

非工経営

0.962

0.947

0.932

農業生産（試行）

0.610

居民

0.610

オフピーク時

工業

0.433

0.418

0.403

（22 時-翌

非工経営

0.433

0.418

0.403

日 6 時）

農業生産（試行）

0.330

居民

0.300

上海市安全生産監督局「建設工事プロジェクト安全施設三同時業務を確実に行うことに関する通
知」の転送に関する通知
滬化管〔2004〕140 号
区内各組織 殿
上海市安全生産監督局の滬安監管監二［2004］109 号公文「建設工事プロジェクト安全施設
三同時業務を確実に行うことに関する通知」を転送します。これに従って実行してください。
各組織においては、「中華人民共和国安全生産法」の規定に従い、「安全第一、予防を主とす
る」方針を堅持し、新築・改築・増築工事プロジェクトの安全施設と主体工事を同時に設計し、同時
に施工し、同時に生産し使用するとの「三同時」業務に対する管理を強化し、新築プロジェクトの危険
危害要因をなくして安全施設の有効性と完全性を確保してください。
まずはご通知まで。
２００４年９月２０日

建設工事プロジェクト安全施設三同時業務を確実に行うことに関する通知
滬安監管監二〔2004〕109 号
各区、県安監管（察）局、各局・株式公司・グループ本公司 殿
「行政許可法」の規定によると、2004 年 7 月 1 日より、本市建設工事プロジェクト安全施設
「三同時」業務の審査範囲及び審査手順について、調整した部分があるので、関連事項について
次のように通知する。
一、「三同時」審査について、次のように調整した。鉱山建設プロジェクト及び危険物の生産・
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貯蔵に従事する建設プロジェクトの安全施設に対して設計審査及び竣工検収を行い、また、規定
に従って安全条件の立証及び安全評価を行う。
非鉱山建設プロジェクト及び非危険物の生産・貯蔵に従事する建設プロジェクトのの安全施
設の「三同時」業務に対しては、安全生産監督管理部門は、行政審査手続きを行わない。
二、危険化学薬品の生産・貯蔵建設プロジェクトの場合は、初歩設計の前に設立批准書の
取り扱いを申告する。申告資料には、安全条件立証報告書、フィージビリティスタディ及び安全評
価報告書等の資料が含まれる。また、市安全生産監督管理局によりこれらの申告資料の審査・
承認を行う。
危険化学薬品を生産する企業は、建設プロジェクトの竣工検収に合格してから 10 作業日以
内に、安全生産許可証の発行申請を市安全生産監督管理局に申請し、生産が開始する前に
安全生産許可証を取得すること。
三、生産経営組織は、「安全第一、予防を主とする」という方針を堅持し、新規建設プロジェ
クトにおける危険危害要因を抑制し、新築・改築・増築工事プロジェクトの安全施設を、「中華人
民共和国安全生産法」の規定に従って、主体工事と同時に設計し、同時に施工し、同時に生産
及び使用することを徹底し、安全施設の有効性及び完全性を確保し、生産経営組織の本質的
な安全度の向上を図らなければならない。
生産経営組織の安全生産管理部門は、本組織建設工事プロジェクトのフィージビリティスタデ
ィ及び設計審査に参画し、専門家を集め、または専門技術サービス機構に依頼して安全施設の
技術立証を行い、設計と施工組織に督促して安全処置を徹底させること。生産と使用の前は、設
計要求、立証所見及び国家や業界規格に従って検収する。検収に合格した後で生産や使用す
ることができる。
生産経営組織は、建設プロジェクト安全施設の設計、審査、検収の各段階における档案管
理制度を確立するとともに、業界管理部門、安全生産監督管理部門及び労働組合からの監督
監査を受けること。
四、各業界管理部門は、所属する生産経営組織の建設プロジェクト「三同時」業務の監督
管理を強化し、本業界の「三同時」業務制度を制定し、審査行為を規範化し、確実な指導サー
ビスを提供し、建設工事プロジェクトの検収を召集し、問題点を未然に防止するとともに、新規プロ
ジェクトにおける不安全要因を除去し、確実な監督管理を行い、安全生産を確保すること。
五、各階層の安全生産監督管理部門は、法に基づき生産経営組織建設工事プロジェクト
の安全施設状況に対して監督管理に大いに力を入れ、建設工事プロジェクトの安全施設の実施
状況を監査し、是正指示や保護処置に関するアドバイスを提言するとともに、建設プロジェクト安
全施設の「三同時」業務を、法に基づいた日常監督管理業務の重要な内容と認識し、安全生産
に違反する行為に対して行政処罰を行使する。
六、もと市安監局により制定された「上海市建設プロジェクト安全施設審査・承認業務手
順」（滬安監管監一〔2003〕12 号）及び「上海市建設プロジェクト（工事）安全予備評価報告書の
レビュー・行政登録業務手順」（滬安監管監一〔2003〕45 号）は同時に廃止する。
２００４年８月３０日

上海化学工業区生産異常状況届出規定
滬化管〔2005〕206 号
区内各企業 殿
化工区安全生産監督管理をよりいっそう強化し、各種生産異常状況届出手順の規範化を図
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るために、国家「生産安全事故集計報告表制度」（安監管処字[2004]6 号）及び「上海市生産安全
事故速達管理規定」に基づき、化工区の特徴に照らし合わせ、本規定を制定する。
一、届出の責任主体
化工区区域内で施工建設や生産運営に従事する企業とする。
二、届出の管理主体
化工区管委会安監処は、化工区区域内安全生産の総合管理部門として、区内企業の生産
異常状況を集計し、集計報告制度を確立し、区内企業に督促し指導して情報集計業務を確実にし、
定められた時間内に集計報告の要求に従って集計し、四半期に 1 回の生産異常状況をまとめて通報
し、さらに、特殊状況の場合はその都度通報すること。
三、届出の原則
生産異常状況の届出は、縦横を主とし、縦と横を結合し、ブロック別で集計するという原則を実
行する。
四、届出の範囲
企業の施工建設、生産運営において発生した各種生産異常状況とする。
五、届出の種別
国家の関連規定に従い、化工区の実際状況に照らし合わせた上、生産異常状況を次の 4 種類
に分ける。
1．有毒有害物質の排出類。有毒有害ガス、液体及び固体の排出、黒煙、黄煙の排出など、
化工区の大気、水、土壌等の環境汚染の恐れがある場合を指す。
2．騒音類。敷地境界線の工業騒音が、65 デシベル以上、持続時間が 1 時間を越える場合を
指す。
3．停止点検・修理類。意外な状況が発生し、緊急停止などの処置を取ったことによって、本企
業の大規模停止となり、停止時間が 1 日を超えた場合、またはその他の企業の正常な生産運営に影
響がある場合を指す。計画に基づいた大規模停止点検・修理の場合でも、停止点検・修理及び再
開の前に安監処に知らせること。
4．その他の種類。その他の企業の正常な生産に影響がある場合、または人に違和感や企業外
の人に恐慌感を与える恐れがある場合。
六、届出の時限
1．有毒有害物質排出類及びその他の種類については、異常状況の発生時に速やかに安監処
（緊急対応センター）に報告しなければならない。
2．騒音類については、騒音持続時間が 1 時間を超えると予測された場合は、事先に安監処（緊
急対応センター）に報告しなければならない。
3．停止点検・修理類については、，点検・修理及び再開の 2 日前に安監処に報告しなければな
らない。緊急に停止した後 1 時間以内に安監処（緊急対応センター）に報告しなければならない。
以上の生産異常状況については、異常の発生後 1 作業日以内に状況に関する略報（付表を参
照）を作成し安監処に届け出なければならない。
異常発生の前、または発生している時に速やかに報告することが出来ていない場合は、異常発
生後 6 時間以内に安監処に報告し、異常発生後 12 時間以内に状況に関する略報を作成して安監
処に届け出なければならない。
七、届出の内容
生産異常状況の届出には、次の内容が含まれること。
（一）異常状況発生日時、場所、組織名。
（二）異常状況の種別、現在の状況、異常発生の簡単な経緯。
（三）取っている主な保護処置。
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（四）異常発生の原因についての初歩的な分析。
八、届出の要求
（一）各種生産異常状況は、管委会安監処まで報告しなければならない。
（二）1 件ずつ報告すること。緊急時の場合は即報告して、その後、書面にて通報すること。
（三）届出状況は、客観的かつ真実なものでなければならない。
（四）生産異常状況略報は、企業の生産、安全等の部門責任者により承認したうえで発行し、
ファックス（67120883）または電子メール（anjianchu@scip.gov.cn）の形で管委会安監処まで届け出るこ
と。
（五）企業に生産異常状況が発生した時に報告もせず、その後でも要求に従って管委会安監処
に状況を通報しない場合は、区内で「通報批評」の処分を与えるとともに、決められた期限内で是正
処置を要求する。また、すでに望ましくない結果が発生した場合は、法に基づいて厳しく処分するととも
に、関係者の責任を追及する。
九、本規定は、化工区管委会安監処により解釈される。
十、本規定は、2006 年 1 月 1 日より実行する。
添付 上海化工区生産異常状況届出表
２００５年１２月２６日

添付

上海化工区生産異常状況届出表
事故発生組織名：

届出日時：

事故発生日時：

事故発生場所：

種別：
簡単な経緯：
現在の状況：
保護処置：
原因分析：

発行者（署名）：

上海化学工業区安全事故届出規定
滬化管〔2005〕207 号
区内各組織 殿
化工区安全生産監督管理をよりいっそう強化し、各種安全事故届出手順の規範化を図るため
に、国家「生産安全事故集計報告表制度」（安監管処字[2004]6 号）及び「上海市生産安全事故
速達管理規定」に基づき、化工区の特徴に照らし合わせ、本規定を制定する。
一、届出の責任主体
化工区区域内で施工建設や生産運営に従事する企業、及び管理サービスに従事する組織とす
る。
二、届出の管理主体
化工区管委会安監処は、化工区区域内安全生産の総合管理部門として、区内企業及び組
織の安全事故を集計し、集計報告制度を確立し、区内企業に督促し指導して情報集計業務を確
実にし、定められた時間内に集計報告の要求に従って集計し、四半期に 1 回の安全事故状況をまと
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めて通報し、さらに、特殊状況の場合はその都度通報すること。
三、届出の原則
安全事故の届出は、縦横を主とし、縦と横を結合し、ブロック別で集計するという原則を実行す
る。
四、届出の範囲
施工建設、生産運営において発生した各種生産安全事故、及び管理サービス業務において発
生した各種安全事故とする。
五、届出の種別
1．死亡事故
2．負傷、中毒事故
3. 複数の人に中毒の疑似症が生じた事故
4．その他企業に影響を与えた事故
六、届出レベル
国家関連規定に基づき、安全事故の危害度及び影響範囲に従い、化工区の実際状況に照ら
し合わせたうえで、一般的には、化工区重特大と一般安全事故との２レベルに分けられる。
（一） 安全事故による危害の結果に、以下のいずれかに該当する場合は、化工区重特大安全
事故と判定される。
1. 死亡 1 人（1 人を含む）以上の場合。
2. 重傷（永久的な労働能力全部喪失）3 人（3 人を含む）以上、または軽傷（一時的な労働能
力全部喪失）5 人（5 人を含む）以上の場合。
3. 急性中毒 3 人（3 人を含む）以上、または有毒有害化学ガス吸入中毒 5 人以上の場合。
4.区内その他の企業（2 社及びその以上）の正常生産運営に影響を与え、装置停止や企業差う
行停止等の重大な結果になった場合。
（二） 安全事故による危害の結果に、以下のいずれかに該当する場合は、化工区一般安全事
故と特定される。
1. 重傷 2 人（2 人を含む）以下、または軽傷 2 人（2 人を含む）以上の場合。
2. 急性中毒 2 人（2 人を含む）以下、または有毒有害化学ガス吸入中毒 2 人（2 人を含む）以
上の場合。
3. 中毒の疑似症（入院観察、有毒有害化学物質吸収、吸入、刺激性反応）による身体の不
調が 5 人以上、または避難者 30 人以上の場合。
七、届出の時限
重特大事故については、事故の発生後 30 分以内に管委会安監処（緊急対応センター）に報告
するとともに、事故の処置後 6 時間以内に事故略報（付表を参照）を作成して安監処に届け出なけ
ればならない。さらに、事故処理の「四つのことを逃がさない」原則に従って 2 週間以内に事故報告書
を作成しなければならない。
一般事故については、事故の発生後 30 分以内に管委会安監処（緊急対応センター）に報告す
るとともに、事故の処置後 12 時間以内に事故略報を作成して安監処に届け出なければならない。さ
らに、事故処理の「四つのことを逃がさない」原則に従って 2 週間以内に事故報告書を作成しなければ
ならない。
八、届出の内容
事故報告書には、次の内容が含まれること。
（一）事故発生日時、場所、組織名。
（二）事故種別、レベル。
（三）簡単な経緯、事故抑制の現状。
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（四）事故発生の原因についての初歩的な判断、直接経済損失についての初歩的な見込み。
（五）事故の発生後に取っている主な処置及び保護処置。
九、届出の要求
（一）各種安全事故は、管委会安監処まで報告しなければならない。
（二）1 件ずつ報告すること。緊急時の場合は即報告して、その後、書面にて通報すること。
（三）届出状況は、客観的かつ真実なものでなければならない。
（四）事故略報は、所在企業、組織の責任者により承認したうえで発行し、または、企業、組織
責任者により権限が与えられた関連部門責任者により承認したうえで発行し、ファックス（67120883）ま
たは電子メール（anjianchu@scip.gov.cn）の形で管委会安監処まで届け出ること。
（五）企業及び組織は、発生した安全事故を隠蔽して報告せず、偽って報告するか或いは期日
を延ばして報告しない場合は、国家「企業職工死傷事故報告及び処理規定」に基づき、法に従って
企業、組織責任者及び関係者の責任を追及する。
十、本規定は、化工区管委会安監処により解釈される。
十一、本規定は、2006 年 1 月 1 日より実行する。
添付 上海化工区安全事故届出表
２００５年１２月２６日

添付

上海化工区安全事故届出表
事故組織名：

届出日時：

事故発生日時：

事故発生場所：

事故種別：

事故レベル：

簡単な経緯：
事故抑制の現状：
取っている主な処置、保護処置：
人員状況（死傷、中毒等）：
直接経済損失（初歩的な見込む）：
事故発生の原因（初歩的な判断）：

発行者（署名）：

「化工企業に督促して、いくつかの安全環境重点業務項目を確実にすることに関する緊急通知」の転
送に関する通知
滬化管〔2006〕49 号
区内各組織 殿
最近、全国では、危険化学薬品事故による環境汚染事故が何件も発生しており、2005 年 11
月 13 日の松花江重大水環境汚染事故が発生してから 3 ヶ月の内に、遼寧、広西、湖南などで環境
汚染事故が相次ぎ、公衆の安全健康や社会の安定や経済の発展に大きな影響があり、社会で広く
注目されている。
環境や安全リスクを有効に抑制し、環境安全事故の要因を最大限に除去し低減し、危険化学
薬品事故に対する予防及び事故状態における環境汚染事故を防止する能力を確実に向上させ、安
全生産及び環境保護業務をよりいっそう強化するために、国家安監総局と国家環境保全総局が共
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同で発行した「化工企業に督促して、いくつかの安全環境重点業務項目を確実にすることに関する緊
急通知」を転送するとともに、次のことを要求する。
一、環境影響リスク評価を全面的に実施し、事故状態における環境汚染事故防止処置を完全
にしよう。
区内各生産、貯蔵企業は、環境影響リスク評価を実施し、本組織の潜在的な重大環境影響
リスクの対象場所、対象施設及び対象化学薬品を特定し、環境汚染事故の原因となる対象設備の
故障及び人的ミスなどの非定常状況を分析したうえで、それに対応するための事故予防処置及び事
故による影響の軽減処置を策定し、徹底すること。また、既存の安全保護処置の有効性について評
価を行い、常に改善に努めること。評価業務は 2006 年 4 月 30 日までに完成し、評価報告書は化工
区管委会安監処及び環境保全事務室に届け出ること。
二、排水システムを改造し、各種下水の河川への直接放流をなくそう。
事故状態において有害化学薬品が下水システムを通じて河川や海への流入による環境汚染事
故を防止するために、「清浄下水」システムの改造を行い、収集・処置施設及び処置を増やさなけれ
ばならない。万が一非定常状況が発生した場合に、「清浄下水」は緊急に閉まり、排水処理システム
の事故用水槽または「清浄下水」専用収集水槽に切り換え、処理に合格してから排水することができ
る。各企業は、「清浄下水」システム改造作業を、9 月 30 日までに完成させること。
三、化工生産装置、危険化学薬品倉庫及び貯蔵タンク区域の流出・流失防止処置を完全に
しよう。
化工生産装置、危険化学薬品倉庫及び貯蔵タンク区域では、事故状態における液体化学薬
品の流失防止用の収集水槽またはほとりや防火堤を設置すること。各種化工生産企業は、全面的
な点検を実施し、流失防止用施設の不完全なところを直ちに是正するように手配すること。既存のほ
とりや防火堤の容量、強度、耐腐蝕性等は「常用化学危険品貯蔵通則」、「貯蔵タンク区域防火堤
設計規範」の規定要求事項に適合しなければならない。ほとり、防火堤内部から外部までの排水配
管に開閉制御可能な排水バルブを設置し、責任者を決めて点検を強化すること。バルブの状態は、
管理される状態のもとで排水する以外に、常時閉にすること。
四、危険化学薬品事故緊急救援対応策を改訂し、完全にし、訓練及び演習を強化し、化学
事故応急処置能力の向上を図ろう。
区内企業は、「危険化学薬品事故緊急救援対応策編成ガイドライン」（組織版）の規定要求
事項に従い、企業自身の生産実際に照らし合わせて危険化学薬品事故緊急救援対応策をよりいっ
そう改訂し、完全にし、緊急対応策の対応性、科学性及び運用可能性を確実にする。危険化学薬
品事故緊急対応策には、環境汚染事故を防止するための応急処置及び対応策が含まれること。各
組織は、事故緊急対応策を化工区管委会安監処、化工区緊急対応センターに届け出て行政登録
を行うとともに、環境保全事務室にも転送すること。また、従業者に対する教育訓練を強化し、緊急
対応策の定期演を手配して、応急処置の方法処置を従業員に熟知させ把握させ、突発事故に対す
る対応や防止能力を向上させる。
五、監督管理を強化し、責任を明確にし、各項安全生産及び環境保護処置を徹底しよう。
化工区管委会安監処及び化工区緊急対応センターは、危険化学薬品事故緊急救援対応策
（事故状態においての環境汚染事故を防止するための応急処置や対応策を含む）を速やかに改訂し、
完全にし、従業員安全作業スキル訓練をさらに強化し、特に、従業員の応急処置能力訓練を強化
するように、各企業に督促すること。さらに、現場の管理を強化し、各種ルール違反行為を速やかに指
摘し、従業員の安全生産行為を規範化し、安全生産を確実にするように、各企業に督促する。
環境保全事務室は、環境影響リスク評価を速やかに完成させ、適切な保護処置の徹底を図る
ように、企業に督促し、指導を与えること。また、『清浄下水』システムの改造を完成させ、突発環境汚
染事故に対する応急処置を徹底し、完全にするように、企業に督促するとともに査察を行う。
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安全生産と環境保護は、大衆の生命と健康及び会の安定に関わっており、調和社会を構築するため
の重要な保障でもあるので、化工区各管理組織、各企業とも、高度な認識を持ち、責任感、使命感
及び緊迫感を覚え、確実かつ有効な処置をとって松花江水汚染のような事故発生の防止に努めなけ
ればならない。
なお、4 月から、化工区管委会安監処、環境保全事務室は、共同で関連業務の徹底状況を
重点的に査察することになっている。
２００６年４月１０日

いくつかの安全環境重点業務項目を確実にするように、化工企業に督促することに関する緊急通知
安監総危化[2006]10 号
各省、自治区、直轄市及び新疆生産建設兵団安全生産監督管理局、環境保全局、関連中央企
業 殿
最近は危険化学薬品事故による環境汚染事故が多発しており、社会で広い注目と党党中央・
国務院指導者からの高度な重視を受けている。2005 年 11 月 13 日、中石油吉林石化分公司のジ
ベンゾイル工場アニリン第二工場では、作業者の作業ルール違反による爆発事故が発生し、8 人の死
亡者が出た。事故発生の後、生産安全事故による環境汚染事故に対する認識が非常に甘く、事故
状態において大量のベンゼン、ニトロベンゼンなどの物質が含まれいてる「清浄下水」を、松花江に流
出することを防止できるような施設も要求もなく、環境保護緊急対応策に汚染防止に関する規定も
厳守していないことにより、事故現場地面水が「清浄下水」排水システムに混入し、松花江へ流入し、
松花江水体を著しく汚染させることになってしまった。そして 2006 年 1 月 6 日、浙江省紹興市上虞市
長征化工有限公司ヘキサクロロ工場では、反応釜爆発事故が発生し、2 人の死亡者が出た。事故
発生の後、公司では、既存の雨水回収システムと排水予備処理水槽を使用して、事故汚水を収集
し、予備処理をした後に汚水処理工場へ排水したので、環境の二次的汚染にならなかった。この 2 件
の事故とも人の死傷と経済的損失をもたらしたが、結果としてこの２社で発生した環境影響が異なって
いることから、必要な汚染防止施設及び処置が、危険化学薬品事故による環境汚染事故への保護
には極めて重要であることがわかる。
各階層安全監督管理、環境保全部門および各化工生産企業は、化工生産企業の事故状態
において「清浄下水」を収集し、処置することの重要性と緊迫性を充分に認識し、事故からの教訓を
真剣に汲み取り、工程の設計、施設設備、応急管理、教育訓練などの面に存在している問題や欠
点を全面的に洗い出し、企業の実際に合った的確性のある処置を速やかに策定し、徹底し、事故予
防及び事故状態における環境汚染事故の防止能力を向上させ、生産安全と環境保全を確実にする
こと。現在は、次の３つの面で業務を確実にすること。
一、事故状態における環境汚染の防止処置を直ちに完全にしよう。
各化工生産企業は、専門者を手配し、本企業の発生可能な危険化学薬品事故による環境
汚染に対する防止処置について打診すること。この「打診」には、次の内容が含まれること。
（一）事故緊急対応策及び環境緊急対応策は、科学的で合理的なものであるかどうか、的確
性と作業可能性があるかどうか。作業者持ち作業スキル訓練チェック、非定常状況処置手順、緊急
対応策演習管理業務がルール化され、規範化され手いるかどうか、実際の効果はどうか。
（二）キーとなる生産装置、危険化学薬品貯蔵区域及び倉庫では、事故状態において汚染事
故防止用のほとり、防火堤などの施設が配置されているかどうか、そのメインテナンス状況はどうなってい
るか。
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（三）事故状態において「清浄下水」による環境汚染を防止するための施設及び処置があるかど
うか。事故状態に備えるための「清浄下水」収集・処置用施設や処置がある場合は、これらのものが
科学的で有効なものであるかどうか、緊急時に対応できるかどうかを評価すること。
各化工生産企業は、2006 年 2 月 28 日までに本企業の「打診」業務を完成させ、「打診」の後に
具体的な是正処置を指示し、徹底すること。なお、中央企業は 6 月 30 日までにそれを完成させ、その
他の企業は 9 月 30 日までにそれを完成させること。
二、建設中及び新規建設プロジェクトの環境保全処置を審査しよう
化工プロジェクトに対しては、その設計計画の中の安全及び環境保全処置を再審査すること。審
査の１つのポイントは、プロジェクト設計計画に事故用水槽または緩衝水槽等の事故状態における
「清浄下水」の収集・処置があるかどうかを審査すること、収集・処置がない場合は、設計計画に追加
し完全にし、工事主体施設のいっしょに建設し検収すること。
まだ起工していない化工建設プロジェクトの場合は、設計計画に事故状態における「清浄下水」
の収集・処置のことを充分に配慮し、処理に合格するまでは排出しないこと。すでに安全評価と環境
影響評価審査に通過した場合は、評価機構により当該プロジェクトの事故状態における「清浄下水」
の収集・処置について安全補足評価と環境影響リスク補足評価を行い、審査機構により評価報告書
を再審査し、評価報告書に具体的な処置が明確になっていることを確実にする。
三、安全監督管理及び環境保全部門は監督監査を強化しよう
安全監督管理部門は、習慣的なルール違反行為をなくすための活動を自主的に展開し、従業
員の安全生産行為を規範化するように、企業に督促すること。また、全員に対する安全技術訓練を
行い、従業員の非定常状況に対する処理能力を高めるように、企業に監督し、指導を与えること。さ
らに、夜間や祝祭日の指導者当番、きーとなる装置及び持ち場のパトロールを強化し、非定常状況の
報告制度と確認制度を規範化し徹底するように、企業に督促すること。
環境保全部門は、環境安全監査を手配し実施すること。また、環境影響リスク評価を直ちに実
施するように、化工生産企業、特に江河湖海の近辺にある化工生産企業に督促すること。さらに、実
際の必要性に適合した環境応急処置を策定し徹底するように、企業に督促し、指導を与える。
各階層の安全監督管理及び環境保全部門は、危険要因を洗い出し、それを是正し、重大な
危険要因の洗い出し及び是正記録を確立し、監督管理の責任を明確にするように、管轄区内の各
化工企業に督促し、監査を実施し、確実かつ効果的な是正処置を促進すること。安全監督管理総
局、環境保全総局は、第２四半期から、各地での徹底状況を監査することになっている。
２００６年１月２４日

「上海化学工業区閉鎖式管理方法」の配布に関する通知
滬公発(2003)242 号
市公安局関係組織、奉賢、金山公安分局：
「上海化学工業区閉鎖式管理方法」を配布しますので、これに従って実行してください。なお、実
行において問題があれば上海市公安局上海化学工業区公安分局と連絡してください。
上海市公安局
上海化学工業区管理委員会
２００４年６月３０日
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上海化学工業区閉鎖式管理方法

第一条 (目的及び根拠)
上海化学工業区(以下、「化工区」と略す)化学危険物の安全監督管理を強化し、国家・組
織・個人の財産及び一般大衆の安全を確保し、生産、業務及び生活の秩序を維持すべく、「国家重
点建設プロジェクト治安守衛業務暫定規定」、「上海市化学工業区管理方法」などの法律、法規、
規制及びその他関連規定に基づき、化工区の実際状況に照らし合わせ、本方法を制定する。
第二条 (適用範囲)
化工区計画範囲内閉鎖式管理実行エリアに適用するものである。
第三条 (管理の原則)
閉鎖式管理は、「一歩一歩実施し、段取りよく進み、合理的に分担し、各自の職務を遂行し、
安全かつ効率よく、規則正しく管理する」原則に基づいて遂行される。
第四条 (主管機関)
化工区閉鎖式管理は、管委会の統一的指導をもととする責任分担制を実行する。上海市公
安局上海化学工業区公安分局(以下、「公安分局」と略す)は、化工区計画範囲内閉鎖式管理実
行エリアの治安管理を担当する。また、保安公司及び不動産管理サービス公司は、公安分局に協力
して閉鎖式管理を実施する。
第五条 (人員の出入り管理)
化工区で閉鎖式管理が実行されているエリアに出入りする人員は、次の規定を遵守すること。
(一)区内各組織の従業員は、公安分局で行政登録されている本人の工作証または「一本通」
を所持して化工区に出入りすること。
(二)区内施工組織の人員は、公安分局監督の上で作成された出入証を持って化工区に出入
りすること。
(三)外来の人員は、有効な身分証明書を持って化工区閉鎖式管理実行エリアに出入りするこ
と。夜間の出入りは、出入口で登録手続きを受けること。
第六条 (自動車両出入り管理)
化工区閉鎖式管理実行エリアに出入りする自動車両は、次の規定を守ること。
(一)自動車両(検査が免除される車両を除く)は、公安分局により統一的に発行された自動車
両出入証または「１カード通」を持って化工区に出入りする。
(二) 出動中の警備車、消防車、救助工作車、救急車に対する検査は免除されるものとす
る。
第七条 (貨物出門管理)
公安分局は、「貨物出門証」（荷物持ち出し証明）の作成監督及び総合管理を担当する。各
組織は、「貨物出門証」の管理及び発行を具体的に実施する。
第八条 (税関監督管理)
区内税関監督管理対象貨物は、税関により管理される。
第九条 (証明書の有効期間)
自動車両出入り証は、その有効期間別に、1 年有効と半年有効等の 2 種類がある。
貨物出門証は、1 回限り有効とする。
第十条 (法的責任)
本方法の規定に違反し、治安管理の違反を構成した場合には、公安分局により「中華人民
共和国治安管理処罰条例」の規定に基づき処罰を与える。なお、犯罪を構成した場合には、法に基
づき刑事責任を追及する。
第十一条 (解釈部門)
- 83 -

公安分局は、本方法に関して具体的な応用問題を解釈する。
第十二条 (実施年月日)
本方法は、2003 年 7 月 1 日より正式に実施する。

「上海化学工業区閉鎖式管理実施細則」の転送に関する通知
滬化管〔2004〕201 号
機関各処・室、区内各組織 殿
安全保護をよりいっそう強化し、化工区の良好な生産、仕事、生活の秩序を維持するために、上
海市公安局上海化学工業区分局「上海化学工業区閉鎖式管理実施細則」を転送しますので、こ
れに従って実行してください。なお、実行において問題があれば上海市公安局上海化学工業区分局
と連絡してください。
２００４年１２月１５日

上海化学工業区閉鎖式管理実施細則

「企業事業組織内部治安守衛条例」（中華人民共和国国務院令第 421 号）及び上海市
公安局、上海化学工業区管理委員会が共同で発行した「〈上海化学工業区閉鎖式管理方法〉の
発行に関する通知」[滬公発（2003）242 号]等の関連規定に従い、化工区の実際に照らし合わせ、
本実施細則を制定する。
一、閉鎖式管理範囲
（一）南銀河路から南へ、西河路から東へ、海湾大道から北へ、東河路から西へ（上記道路
を含む）10 平方キロメートル範囲の公共部では 24 時間全閉鎖管理を実施する。また、南銀河路から
北へ（13.4 平方キロメートル）の公共部では時間帯閉鎖管理（20:00-8:00）を実施する。
自動車両は通行証を持って（出動中の警備車、消防車、救助工作車、救急車、交通バスを除く）
出入りする。個人は各企業の有效な証明書（識別カード）または臨時識別カードを持って出入りする。
（二）南銀河路聯合路、楚華路大門を閉鎖する。ただし、施工の関係で開放する必要がある
場合には、使用者の責任で管理すること。
（三）企業内部治安守衛業務（閉鎖管理）は、「企業事業組織内部治安守衛条例」（中華
人民共和国国務院令第 421 号）の規定に従い、各組織の責任で行うこと。
（四）化工区には、無関係自動車両（オートバイ）、三輪車、トレーラー、人力車、個人の立ち
入りを禁止する。
二、自動車両通行証使用管理
（一）自動車両通行証の種類及び有効期限。
1、年度通行証。全区通行とエリア通行（13.4 平方キロメートル）との 2 種類に分けられ、当該
年度有効とする。
2、臨時通行証。全区通行とエリア通行（13.4 平方キロメートル）との 2 種類の分けわれ、その
有効期限は、承認された年月日とする。
（二）通行証の適用。
1、年度通行証は、区内組織が登録し長期にわたって生産・生活に使用される自動車両（区
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内企業で使用する時間が 1 年以上の自動車両を含む）に適用する。
2、臨時通行証は、区内で施工用または組織に一時的なサービスの提供用、見学訪問、業
務上の連絡用自動車両に適用する。
（三）自動車両通行証の受領申請及び使用。
1、年度通行証。
区内組織の担当責任者は、本組織の登録済みの、長期にわたって生産・生活に使用される
自動車両（区内企業で使用する時間が 1 年以上の自動車両を含む）の運転士免許（外省市運転
士暫住証）、自動車両運転証、自動車両第三者責任強制保険票などをコピーし、「上海化学工業
区自動車両通行証受領申請表」（添付 1 参照）を記入し、組織印を押印し、上海市公安局上海化
学工業区分局（以下、「公安分局」と略す）交通警察大隊に提出し、審査を受ける。要件を満たした
方には、５稼動日以内に通行証を発行する。
2、臨時通行証。
（1）区内組織の担当責任者は、施行または区内組織に一時的なサービスを提供する施工組
織の営業許可書副本、自動車両運転士免許（外省市運転士暫住証）、自動車両運転証、自動
車両第三者責任強制保険票などを審査し、コピーし、「上海化学工業区自動車両通行証受領申
請表」を記入し、組織印を押印し、公安分局交通警察大隊に提出し、審査を受ける。要件を満たし
た方には、５稼動日以内に通行証を発行する。
（2）区内組織へ一時的な荷物運送及び業務上の連絡のための自動車両の立ち入り認可。
貨物運送担当者または来訪者、連絡者は、有効な証明書を提示し、「来訪（運送）登記票」
（添付 2 参照）を記入し、臨時通行証を受領して化工区に入る。また、出る時は訪問された組織の組
織印が押印された「来訪（運送）登記票」及び臨時通行証を、見張り所の守衛に返却して化工区を
出ること。
訪問された組織は、「貨物運送車両、来訪者許可票」（添付 3 参照）に押印し、目華路また
は天華路見張り所にファックスする。見張り所の守衛は、区内組織からのファックスを確認し、臨時通行
証を発行して通行させる。来訪者は、出る時に臨時通行証を見張り所の守衛に返却して化工区を出
ること。
（四）通行証使用要求。
1、取り換え。区内組織の担当責任者は、通行証の有効期間が満了する 1 週間前に、古いも
のを持参して公安分局交通警察大隊で取り換え手続きを行う。
2、再発行。通行証を紛失した場合、区内組織は、書面にて公安分局交通警察大隊に報告
し、再発行申請手続きを行う。
3、通行証は「一車一証」であり、あらゆる組織または個人はそれを偽造し、偽って受領し、改ざ
んし、貸し借りしてはならない。区内組織が申請した臨時通行証を使用した後、区内組織の担当責
任者によりそれを回収し、公安分局交通警察大隊に返却する。
三、人の出入り管理
（一）識別カードの製作及び配布。区内組織により、従業員及び施工組織人員用識別カード
または臨時識別カードを製作し、配布する。
（二）識別カードの使用管理。区内組織は、識別カードの使用管理を強化すること。人が見張
り所に出入りする時に識別カードを胸につけなければならない。従業員が企業から異動された場合、ま
たは連絡者が現場を立去った場合には、識別カードまたは臨時識別カードを回収しなければならな
い。
（三）車両に乗る人の指定は、車両使用組織の責任で管理する。公安当番警察員または見
張り所の守衛は抜き打ち検査をする。
（四）区内組織は、識別カード及び臨時識別カードの見本を公安分局に届け出ること（各 8
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式）。
（五）業務上の関係で一時的に企業組織を訪問する人は、有効な証明書を提示し、「来訪
（貨物運送）登記表」を記入すること。また、出る時に訪問された組織の組織印が押印された「来訪
（貨物運送）登記表」を見張り所の守衛に提示して化工区を出ること。
四、物流管理
（一）「貨物出門証」は、事業主によりその様式を作成し、印刷する。
（二）「貨物出門証」は、事業主により発行し、運送貨物との照合管理を行う。
（三）「貨物出門証」は「一車一証」であり、貨物運送の年月日等を明記し（塗りつぶし修正は
無効とする）、事業主の担当責任者により押印のうえで発効する。
（四）運転士が運送貨物を見張り所から持ち出す時に、事業主により発効された有効な「貨物
出門証」を提示し、確認を受けた上で化工区を出ること。
五、その他
（一）公安分局は本実施細則を実施する。
（二）区内各事業主は、複数の担当責任者を指名し、または組織と直接契約する請負者に
依頼して複数の担当責任者を指名し、本組織の通行証の受領申請、使用及び「貨物出門証」の発
行管理を行うとともに、企業従業員、建設施工、運送及び来訪などの関係者に対して宣伝教育を強
化し、見張り所の守衛検査に協力すること。
（三）事業主は、担当責任者の氏名、所属、職務、電話番号、携帯電話番号、及び押印さ
れた「来訪（貨物運送）登記票」、「貨物運送車両、来訪者許可票」、「貨物出門証」の見本を、公
安分局に届け出ること。
（四）本細則の規定に違反した場合は、管委会及び事業主に転送し処理するとともに、全区
で「通報批評」との処分を行う。また、通行証の貸し借りに対しては、通行証を回収する。さらに、治安
管理の違反に対しては、公安分局により「中華人民共和国治安管理処罰条例」の規定に基づき処
罰を行い、犯罪を構成した場合は刑事責任を追及する。
（五）本実施細則は 2005 年 1 月 1 日により実施する。また、「上海化学工業区閉鎖式管理
工作方案」[滬化管（2003）098 号]公文は同時に廃止する。
添付 1、上海化学工業区自動車両通行証受領申請表
2、来訪（貨物運送）登記票
3、貨物運送車両、来訪者認可票
添付 1

上海化学工業区自動車両通行証申請表

事業主名
事業主連絡係り

連絡電話

施工組織名
施工組織連絡係り

連絡電話

連絡係り住所
申請部数

施工期間

事業主押印：

年

月

日から

年

月

日

施工組織押印：
署名：

署名：
年

月

日

ご注意：
一、 通行証申請の際は、次の書類を用意してください。
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年

月

日

1、事業主組織は次の書類を提出する。運転証、運転免許、自動車両第三者責任強制保険
票（証）、外省運転士暫住証等のコピー
2、施工組織は次の書類を提出する。公司営業許可証副本、運転証、運転免許、自動車両
第三者責任強制保険票（証）、外省運転士暫住証等のコピー
二、 取り扱い手続き：「上海化学工業区閉鎖式管理実施細則」をご参照ください。
三、 取り扱い日時：毎週火、木 午前 9 時 30 分から 11 時 30 分（祝祭日を除く）
四、 取り扱い場所：北河路 88 号ロビーの取り扱い窓口
五、 担当民警：徐偉雄
六、 連絡電話：021-67120707*61967 または 61947、27572767
七、 有効期限までに公安分局交通警察大隊で更新または審査手続きを行ってください
添付 2

来訪（運送）登記票

運送、来訪組織名
来訪者名

連絡電話

来訪者の人数

ご用事

車両プレートナンバー

車種

受取先、訪問先組織名
運送運転士の氏名

連絡電話

同行者の人数

物品名、数量

車両プレートナンバー
入り日時：

車種

年 月 日

時

分

離れ日時：

年

月

日

時

分

訪問された（受取）組織：

年
添付３

署名：
押印：
月
日

車両運送物、訪問者許可票

来訪者のお名前

訪問先組織

来訪者の人数

車両プレートナンバー

運送運転士のお名前

運送先組織

同行人数

物品名、数量：

車両プレートナンバー
訪問先組織のコメント：
署名：
押印：
年

月

日

注：この様式は事業主が作成する。

「上海化学工業区公共突発事態総合緊急対応策」（試行版）の正式配布についてのお知らせ
滬化管〔2006〕18 号
区内各組織 殿
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「上海化学工業区公共突発事態総合緊急対応策」（試行版）は、全国緊急対応管理業務会
議の徹底に関する市政府会議の要旨及び「国家公共突発事態総合緊急対応策の実施に関する国
務院の決定」（国発[2005]11 号）の関連要求に基づき、応急連携組織により討議・修正を重ね、化
工区専門家コンサルティング委員会により討議し通過し、市応急事務所に報告し承認してきていま
す。
「上海化学工業区公共突発事態総合緊急対応策」（試行版）は、上海化学工業区緊急対応
策システムの指針として重要な意義を持ちます。各組織においては指導を強化し、統一的に計画し、
確実に徹底し、公共突発事態に予防・対応するために緊急対応策の重要な役割を充分に果たすとと
もに、緊急対応策を運用しながら内容の補足・改善を継続的に実施してください。
「上海化学工業区公共突発事態総合緊急対応策」（試行版）を正式配布し、２００６年２月１
日より正式施行する。
まずはご通知申し上げます。
２００６年１月２５日
上海化学工業区公共突発事態総合緊急対応策
1、総則
1.1、作成の目的
化工区範囲内で発生する公共突発事態に適切に対応し、化工区管委会の公共安全保障と
公共突発事態処置の能力を向上させ、公共突発事態及びそれによる損害を最大限に予防し軽減し、
公衆の生命や財産の安全を保障し、生産運営の安全と社会の安定を維持し、化工区開発建設の
全面的・バランスの取れた持続的発展を促進することを目的とする。
上海市応急管理委員会の要求に基づき、化工区内組織、資源及び情報を統合し、統一的・
規範的・効率的な応急処置指揮システムを確立し、責任分担が明確で常に弛まない応急処置保障
システムを確立し、情報が共有されメカニズムが最適化され事故が未然に防止できる応急処置防備
システムを確立し、化工区応急処置の一体化指導・知能的な指揮、科学化的な意思決定、統一
的な保障、システム的な防備を確実に行い、応急処置能力と総合管理能力の更なる向上を目指し
て努力する。
1.2、作成の原則
1.2.1、人を本とする原則
人民大衆の生命の安全と和身体の健康を応急処置業務の出発点と立脚点とし、人員の死傷
と危険を最小限にする。
1.2.2、予防を主とする原則
緊急対応センターを管理の職能機構と指揮プラットホームとして、業務メカニズムを完全にし、
「測・報・防・抗・救・援」の６接点を緊密につなぎ合わせ、予防と応急を結合し、定常状態と非常状
態常を結合して公共突発事態に対応するための各項準備業務を確実にすること。
1.2.3、統一的指導の原則
化工区管委会の統一的指導のもと、上海市応急事務所と市応急連携センターの具体的指導
のもとで、分類管理・階層別責任管理・縦横結合・属地管理を主とする応急管理体制をを確立し健
全にする。
1.2.4、階層別責任の原則
化工区応急処置業務の分類管理と階層別責任管理を実行すること。突発自然災害事故につ
いては主に台風・洪水防御部門が対応し、関連部門が協力すること。突発事故災難事故については
主に消防部門と所在企業が対応し、関連部門が協力すること。突発公共衛生事態については主に

- 88 -

医療部門が対応し、関連部門が協力すること。突発社会事件については主に公安部門が対応し、
関連部門が協力すること。
1.2.5、規範的・高効率的原則
専門家コンサルティング委員会の役割を条文に果たし、先端的な予測・早期警告・予報・予防
及び応急処置技術を採用して対応策の技術的な性格を高めること。各応急機構の職務上の責務を
明確にし、規範的かつ段取りよく、効率的な処置を重点にして対応策の規範性、科学性、前向き性
を確保すること。
1.3、作成の根拠
1.3.1、国家法律・法規
「中華人民共和国安全生産法」
「中華人民共和国消防法」
「中華人民共和国環境保護法」
「中華人民共和国防震減災法」
「中華人民共和国洪水防御法」
「中華人民共和国防空法」
「危険化学薬品管理条例」
1.3.2、地方法規、規制
「上海市消防条例」
「上海市安全生産条例」
「上海市環境保護条例」
「上海市洪水防御条例」
「上海市化学事故応急救援条例」
「上海市城市総合計画(1999-2020)」
1.3.3、指導・参考文書資料
国務院「公共突発事態緊急対応策枠組ガイドライン」
「国家公共突発事態総合緊急対応策」
「上海市公共突発事態応急処置対応策通則」
「上海市公共突発事態総合緊急対応策」
「上海市災害事故緊急処置総合対応策」
「上海市危険化学薬品事故緊急対応策」
「米国連邦緊急対応計画」
「欧盟通用緊急対応計画」
1.4、作成の要求
1.4.1、実戦性
対応策は実戦要求にふさわしく、的確性が強く、運用しやすいことが求められる。
1.4.2、整合性
化工区応急センターは上海市応急連携センター17 社応急連携組織の一員である。よってその
対応策としては上海市応急管理委員会の要求に適合し、上海市総合対応策の子対応策として区
内各企業応急業務上のニーズにマッチし、各企業緊急対応策との整合性が求められる。
1.4.3、統一性
対応策には 3 段階応急組織指揮システムを強調すること。上海市応急事務所及び市応急連
携センターによる具体的指導のもと、化工区応急処置指導チーム及びその下部組織である応急処置
指揮部をレベル 1、化工区応急センター及び区内各応急力量をレベル 2、区内各企業応急サブセン
ターをレベル 3 とした完全な構造・全機能・統一指揮・高感度情報・迅速な反応・効率的な処置能
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力を有する組織指揮システムを形成する。
1.4.4、階層性
対応策は公共突発事態の規模・大きさ・危害度・波及区域別に４レベルに区分けして階層別の
応急処置を行うこと。
1.4.5、高効率性
対応策は、迅速な反応と高効率な処置を方針として、職責と任務と目標を明確にし、公共突
発事態による望ましくない結果及び影響を極力抑えることが求められる。
1.5、公共突発事態の分類
国家が公共突発事態に対する定義および分類によると、公共突発事態とは、突発的に発生し、
人の死傷・財的損失・生態系環境の破壊・重大社会危害・公共安全危害をもたらすまたはもたらす
可能性がある緊急事態をいう。公共突発事態の性質、、転化過程及び発生メカニズムから、国家分
類方法に従い、公共突発事態を以下の 4 種類に大別する。
自然災害。主には台風台風・潮汐、地震災害、気象災害、地質災害、海洋災害及び生物災
害などを含む。
事故災難。主には各種安全事故、交通運送事故、公共施設や設備事故、核放射線事故、
環境汚染、生態系破壊事態などを含む。
主には伝染病感染状況、群体性原因不明疾病，食品安全と職業危害、動物感染状況及び
その他公衆健康と生命安全に重大な影響をもたらす事故。
主にはテロ事件、民族宗教事件、経済安全事件、渉外突発事件や群体的な事件を含む。
上記各種公共突発事態は多くの場合、相互に交差し関連しあう。ある種類の公共突発事態は
その他種類の事態と同時に発生し、またはその他の派生事態のもとになる可能性があるので、内容別
に分析し、統一的に対応する必要がある。
1.6、緊急対応策システム
化工区緊急対応策システムには、化工区公共突発事態総合緊急対応策、項目別緊急対応
策、企業緊急対応策及び企業項目別緊急対応策を含む。
1.6.1、化工区公共突発事態総合緊急対応策
総合緊急対応策は、化工区管委会が公共突発事態に対応し処置を行うための規範的な文書
で、管委会により制定し公布して実施する。
1.6.2、化工区公共突発事態項目別緊急対応策
項目別の緊急対応策は総合緊急対応策の補足と具体化したもので、区内各緊急対応職能
部門により制定し管委会に報告し、承認を受けた後に実施する。
1.6.3、化工区内企業緊急対応策
企業は、関連法律法規の要求に従い、本企業の実際状況に照らし合わせて緊急対応策を制
定し、化工区応急センターに報告し、審査を受けた後に実施する。
1.6.4、化工区内企業項目別緊急対応策
企業緊急対応策をもとにし、化工区項目別対応策の要求に従ってそれぞれ項目別の対応策を
制定し、化工区応急センターに報告して行政登録を行う。
1.7、適用範囲
本対応策は全化工区 29.4 平方キロメートル区域内に適用する（管轄範囲によって関連部門が
異なる）。
2、上海化学工業区の概況
2.1、区域範囲
上海化学工業区は石油化学を主とする専門開発区である。第一期の開発における総投資額
は 1500 億元に達し、石油・天然ガス化学工業プロジェクト及び合成新材料・精密化学工業などの石
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油精製加工を発展の重点に置く。
上海化学工業区は、その南にある杭州湾、北にある滬杭道路、東にある奉賢南竹港、西にある
龍泉港出海口に隣接し、計画総面積が 29.4 平方キロメートルとされている。
2.2、自然環境
2.2.1、気候
化工区は北亜熱帯モンスーン気候区に位置する。気候の特徴は、四季が明瞭で、夏に降雨量
が多く、日照が多く、無霜期間が比較的に長い温暖湿潤気候である。寒暖空気の共同影響によって、
台風、旋風、水害、洪水期間などの災害性天気も時には出ている。
2.2.2、風況
全区は主に東南の季節風の影響を受けて、年間風向は東東南が最も多く、風向は
ESE-SE-SSE の 3 方位での頻度が 27%である。その次は東東北で、NNE-NE-ENE の 3 方位での頻
度が 23%で、西西南風の頻度が最も少なく、SSW-SW-WSW の 3 方位での頻度がわずかの 6%である。
各季節風の変化特徴は、4～8 月は夏の季節風が多く、3 方位で東東南の頻度が 40%以上で、
その中で 7 月は 47%に達する。11 月から翌年 2 月にかけては寒い高気圧にさらされ、西北の風が多く、
西西北の風向頻度が 29～38%で、その中 12 月と 1 月は 36～38%に達する。3 月と 9 月、10 月は季
節風の遷り変わる季節であり、東東北が最も多い。最も少い風向は 6～7 月は西西北で、そのほか各
月は皆西西南で、その頻度はわずかの 3～7%である。
本地区は年間に平均として 2～4 回の熱帯気旋または台風の影響を受け、出現頻度としては年
内 7、8、9 月には多い。
2.2.3、潮汐
潮差は大きく、満潮と干潮はつりあいがとれず、風波エネルギーの作用は比較的に強い。
当海域の潮波は顕著な定常波特性がある。つまり、潮流の入れ変わりはよく憩潮の前後で現れ、
最大最大干潮の潮流はよく中水位の付近にあるが、満潮と干潮の時間はそれぞれ異なっている（満潮
5h52min～6h42min、干潮 5h17min～6h26min）。
潮位の特徴値は、累年最高潮位は 5.93m で、累年最低潮位は-1.78m である。平均高潮位は
3.68m で、平均低潮位は-0.19m である。累年最大潮差は 6.57m で、累年最小潮差は 0.65m で、平
均潮差は 3.80m である。
2.2.4、地震
全区は地震マグニチュード 6 の区域に属する。
2.3、区内企業概况
2.3.1、化工類を主体とする企業
2.3.1.1、投産中企業
2.3.1.1.1、上海 Secco 石油化工有限責任公司
プロジェクト名：90 万 t/a エチレンプロジェクト
建設場所：上海化学工業区 A1-A3、B1 ブロック
投資組織：中国石油化工集団公司
中国石化上海石化股分有限公司
英国 BP 公司
敷地面積：204.14 ヘクトグラム
総経理：Gordon Souter
安全部門マネージャー：範〓（〓は草かんむりに凡）
危険化学薬品作業者数：65 名
従業員数：1080 名
2.3.1.1.2、高橋石化漕経 20 万トンフェノールアセトン装置
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プロジェクト名：20 万 t/a フェノールアセトンプロジェクト
建設場所：上海化学工業区 B3 ブロック
投資組織：中国石化高橋石化公司
敷地面積：7.36 ヘクトグラム
総経理：周建明（高化公司事業部経理）
安全部門マネージャー：高偉
危険化学薬品作業者数：67 名
従業員数：100 名
2.3.1.1.3、Lucite International（中国）化工有限公司
プロジェクト名：9 万 t/aMMA プロジェクト
建設場所：上海化学工業区 A1 ブロック
投資組織：英国 Ineos Acry Lics 公司
敷地面積：4.12 ヘクトグラム
総経理：顧建平
安全部門マネージャー：許梁
危険化学薬品作業者数：35 名
従業員数：75 名
2.3.1.1.4、BAYER 塗料システム上海有限公司
プロジェクト名：BAYER 塗料システム上海有限公司ポリイソシアナートプロジェクト
建設場所：上海化学工業区 F3 ブロック
投資組織：BAYER（中国）有限公司
敷地面積：2.76 ヘクトグラム
総経理：雅格
安全部門マネージャー：楊文林
危険化学薬品作業者数：42 名
従業員数：58 名
2.3.1.1.5、上海天原集団天原化工厂
プロジェクト名：上海天原（集団）公司天原化工工場移転プロジェクト
建設場所：上海化学工業区 B3 ブロック
投資組織：上海クロルアルカリ化工股分有限公司
敷地面積：21.15 ヘクトグラム
工場長：王承天
安全部門マネージャー：黄敢林
危険化学薬品作業者数：100 名
従業員数：302 名
2.3.1.1.6、BASF 化工有限公司
プロジェクト名：BASF 中間体-ポリテトラヒドロフランプロジェクト
建設場所：上海化学工業区 E1 ブロック
投資組織：BASF 化工有限公司
敷地面積：12.9 ヘクトグラム
総経理：傅黎德
安全部門マネージャー：吴〓輝（〓はかねへんに堅）
危険化学薬品作業者数：14 名
従業員数：132 名
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2.3.1.2、建設中企業
2.3.1.2.1、上海天原（集団）華勝化工有限公司
プロジェクト名：25 万 t/a 苛性ソーダ、30 万 t/a 塩化ビニール及び 30 万 t/a ポリ塩化ビニールプ
ロジェクト
建設場所：上海化学工業区 C2 ブロック
投資組織：上海天原（集団）有限公司
敷地面積：34 ヘクトグラム
2.3.1.2.2、BAYER（上海）重合体有限公司
プロジェクト名：20 万 t/a ポリカーボネートプロジェクト
建設場所：上海化学工業区 F3 ブロック
投資組織：BAYER（中国）有限公司
上海クロルアリカリ化工股分有限公司
敷地面積：17.72 ヘクトグラム
2.3.1.2.3、上海聯恒イソシアネート有限公司（SLIC）
上海 Huntsman 有限公司（HPS）
上海 BASF ポリウレタン有限公司（SBPC）
プロジェクト名：中外合資上海聯合イソシアネートプロジェクト
建設場所：上海化学工業区 D1 ブロック
投資組織：外国側：Huntsman 有限公司
BASF 有限公司
中国側：上海天原（集団）有限公司
中国石油化工集団公司
中国石化上海高橋石化公司
上海華誼（集団）公司
敷地面積：45 ヘクトグラム
2.3.1.2.4、BAYER（上海）ポリウレタン有限公司
プロジェクト名：イソシアネート及びポリエーテル－MMDI 精留装置
建設場所：上海化学工業区 F2 ブロック C400，D400 及 F3 ブロック D300 部分
投資組織：BAYER（中国）有限公司
敷地面積：42 ヘクトグラム
2.3.1.2.5、TCI（上海）化成工業発展有限公司
2.3.1.2.6、Lamberti ケミカル（上海）有限公司
2.3.1.2.7、Degussa ケミカル（上海）有限公司
2.3.2、ユーティリティ類企業
2.3.2.1、投産中企業
2.3.2.1.1、上海化学工業区工業ガス有限公司
プロジェクト名：空気分離装置と HYCO 装置
建設場所：上海化学工業区 C2 ブロック
投資組織：シンガポール SINOPAL 公司
敷地面積：2.3 ヘクトグラム
総経理：Jean-Maro.Belot
安全部門マネージャー：蒋敏海
危険化学薬品作業者数：16 名
従業員数：54 名
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2.3.2.1.2、上海化学工業区中仏水務発展有限公司
プロジェクト名：水工場と排水処理工場
建設場所：上海化学工業区 E4、E7 ブロック
投資組織： 上海化学工業区発展有限公司
上海化学工業区投資実業有限公司
香港中仏（上海化学工業区）汚水有限公司
敷地面積：2.2 ヘクトグラム
総経理：高德輝
安全部門マネージャー：李明
危険化学薬品作業者数：25 名
従業員数：100 人
2.3.2.1.3、上海 VOPAK 港務有限公司
プロジェクト名：貯槽区と液体埠頭
建設場所：上海化学工業区 C1 ブロック及びその液体埠頭区海域
投資組織：上海化学工業区発展有限公司
オランダ VOPAK アジア太平洋有限公司（PTAP）
上海化学工業区投資実業有限公司
敷地面積：30 ヘクトグラム
総経理：Eric S.Arnold
安全部門マネージャー：戴梦琪
危険化学薬品作業者数：60 名
従業員数：150 名
2.3.2.1.4、上海化学工業区熱電有限責任公司
プロジェクト名：熱・電気供給装置
建設場所：上海化学工業区 C2 ブロック
投資組織：上海化学工業区発展有限公司
上海電力股分有限公司
申能股分有限公司
新加坡勝科公用事業私人有限公司
敷地面積：8.6 ヘクトグラム
総経理：季亦平
安全部門マネージャー：諸葛傑
危険化学薬品作業者数：12 名
従業員数：41 名
2.3.2.1.5、上海化学工業区公共管廊有限公司
投資組織：上海化工区発展有限公司、上海化工区投資実業公司
総経理：朱明亮
安全部門マネージャー：潘海栄
2.3.2.1.6、中信物流有限公司化学工業区分公司
合作組織：上海化学工業区儲運有限公司
総経理：李偉民
安全部門マネージャー：張河海
2.3.2.1.7、上海化学工業区発展有限公司
2.3.2.1.8、BAYER 技術服務（上海）有限公司
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2.3.2.1.9、上海化学工業区ガソリンスタンド有限公司
2.3.2.2、建設中企業
2.3.2.2.1、上海化学工業区太古昇達有害廃料処理有限公司
2.3.2.2.2、SCHUETZ 容器（上海）有限公司
2.3.2.2.3、上海華林工業ガス有限公司
2.3.3、管理・サービス類企業
2.3.3.1、AICM 企業管理（上海）有限公司
2.3.3.2、上海化学工業区実業有限公司
2.3.3.3、上海化学工業区物流公司
2.3.3.4、上海化学工業区輸出入公司
2.3.3.5、上海化学工業区物業管理有限公司
2.3.3.6、上海化学工業区建設工事品質測定有限公司
2.3.3.7、上海化学工業区技術コンサルティング有限公司
2.3.3.8、上海化学工業区置業有限公司
2.3.3.9、上海化学工業区報検有限公司
2.3.3.10、上海化学工業区儲運有限公司
2.3.3.11、BAYER 技術服務（上海）有限公司
2.3.3.12、上海化学工業区総合服務有限公司
2.3.3.13、上海化工品取引市場
2.3.3.14、上海保安服務化学工業区有限公司
2.3.3.15、上海化工区德友設計エンジニアリング有限公司
2.3.3.16、上海化学工業区投資実業公司
2.3.3.17、上海化学工業区職工技術協会
2.3.3.18、Fluor Daniel 工程顧問深セン有限公司上海分公司
2.3.3.19、上海九鵬化工有限公司
2.3.3.20、上海皓陽商貿有限公司
2.3.3.21、上海承超化工有限公司
2.3.3.22、上海化学工業区理成貿易有限公司
2.3.3.23、上海奥宏国際貿易有限公司
2.3.3.24、上海化学工業区国貿化工有限公司
2.3.3.25、上海豊錦自動車修理有限公司
2.3.3.26、上海蘇斉化工有限公司
2.3.3.27、上海鴻盛金森輸出入有限公司
2.3.3.28、上海博傲工貿有限公司
2.3.3.29、上海晨欣化工有限公司
2.3.3.30、上海傑強機電科技有限公司
2.3.3.31、上海創任貿易有限公司
2.3.3.32、上海聚科貿易有限公司
2.3.3.33、上海潤虹化工供銷有限公司
2.3.3.34、上海金巣国際貿易有限公司
2.4、危険物質
現在、化工区内の主な危険化学薬品は約 50 種類ある。
2.5、危険装置
化工区生産装置の詳細分布状況。

- 95 -

そのうち関わる危険装置の種類は、儲槽類・圧力容器類（反応器を含む）、塔類、倉庫などがあ
る。
2.6、周辺区域
2.6.1、上海化学工業区奉賢分区
上海化学工業区奉賢分区は計画総面積 12 平方キロメートルで、傘下には管理小区 3 つ、行
政村 2 つ、居委会 1 つを管轄している。現在では総人口が 2 万余人に昇り、企業 103 軒が分区所
在地にある。
2.6.2、上海化学工業区金山分区
上海化学工業区金山分区は総面積 45.11 平方キロメートルで、傘下には 12 个行政村を管轄
している。総人口が 3.5 万余人で、分区所在地には中学校１校、小学校１校、幼稚園１園、上海金
山区中心医院漕経分院などの医療衛生施設、派出所１所、企業 70 余社がある。
3、組織機構
3.1、指導機構
化工区応急処置指導チームのチーム長は化工区管委会実務指導者が担当し、副チーム長とし
て１人は指名された公司副総経理とし、もう１人は公安分局局長が担当する。
3.2、指揮機構
化工区応急処置指揮部は化工区応急処置指導チームからの指導を受け、公共突発事態に
対する応急処置業務の全般責任を持つとともに、状況により事故現場で指揮部を設立する。指揮長
は応急センター主任が担当する。副指揮長は応急センター副主任が担当して指揮長に協力して処
置業務を行う。指揮部メンバーは応急センター・公安・消防・医療・環境保全・安全監督・安全品質
監督・洪水防御・不動産管理サービス公司の関連指導者により結成される。
3.3、業務機構
化工区応急センターは化工区応急処置の業務機構であり、化工区応急処置指導チームから
手配された関連業務を具体的に実行するとともに、市応急連携センターからの業務指導を受ける。
3.4、専門家機構
化工区の特徴から、市及び化工区内関連専門家を募集して化工区専門家コンサルティング委
員会を結成する。その日常業務としては化工区管委会に応急管理の意思決定問い合わせや業務提
案を行うが、公共突発事態が発生した場合、または必要な場合には応急処置業務に参画する。
3.5、化工区応急センター
化工区応急センターは管委会により設立した応急処置職能機構と指揮プラットホームである。当セ
ンターには通報電話 67120911 を設置し、24 時間の当番準備メカニズムを確立している。当センターは、
上部機構である市応急連携センターからの業務指導を受けながら、区内各企業応急サブセンター（制
御センター）に対して業務指導を行うとともに、区内公安・消防・医療・環境・安全監督・洪水防御・
不動産管理サービスなどの部門との応急連携業務の協調責任を持つ。
3.5.1、組織機構
応急センターには主任１名、副主任２名を設置する。主任は通常として公安分局指導者 1 名が
兼任して応急センターの業務を主管する。常務副主任は管委会により指名された者が担当し、もう 1
名の副主任は消防支隊支隊長が兼任する。応急センターでは当番長制度を実施し（現在、当番長
は公安分局により派遣される）、一般公共突発事態の全般責任、比較的大公共突発事態の協調
責任、重大・特大公共突発事態の初期処置を行う責任を持つ。
3.5.2、主な職責
化工区応急センターの主な職責は、理化工区区域内公共突発事態の通報及び市応急連携
センターへの通報中継、一般・比較的大公共突発事態の協調・処置、化工区応急処置指揮部及
び市応急連携センターに協力して重大・特大公共突発事態の応急処置、化工区区域内各企業応
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急サブセンターに対する業務指導である。
3.6、区内応急連携組織
3.6.1、公安分局
上海化学工業区公安分局は上海市公安局の駐在機構である。化工区応急センター内に設
置されている 110 通報受付センターは、化工区区域内の公共安全の全般責任を持つ。住所：北河
路 88 号。電話（代表）：67120707。
その主な職責は、道路交通安全管理、社会治安管理、出入国管理、外来人口管理、内保
業務管理を含めて、化工区区域内の公共安全の全般責任を持つ。
公共突発事態が発生した場合には、警察員を派遣して現場に向かい、警戒エリアを設置し、交
通制限を行い、応急処置車両の渋滞がないことを確保し、事故現場を保護する。危険化学薬品の
流出拡散が発生した場合には、警察員を派遣して避難区域を確定して緊急危険の回避を行う。重
大な死傷及び財産損失が発生した事故の責任者を自由に行動させない。
3.6.2、公共消防力量
化工区消防計画によると、29.4 平方キロメートルの区域に１つの消防支隊と 5 つの公共消防拠
点を設置して全化工区区域内の消防安全責任を負担する。現在は既に公共消防拠点 2 箇所が出
来上がっており、残り 3 箇所は 2007-2008 年に完成する見込みである。
3.6.2.1、消防支隊
全名は武警上海市消防総隊化工区支隊。連隊クラス組織である。傘下には 5 消防中隊を管
轄している。支隊部は化一消防中隊 3 階に設置されている。電話（代表）番号は 67120119 である。
その主な職責は、各種災害事故の応急処置を行い、第一線へ出て火災救急及び危険化学薬
品事故の処置を行う。
3.6.2.2、化一消防中隊
化一消防中隊は上海市消防総隊化工区支隊の直属中隊であり、対隊クラウス組織である。編
成人数は 55 名、編成消防車 8 台を所有する。住所：北河路 118 号。電話（代表）：67120119。
3.5.2.3、化二消防中隊
全名は武警上海市消防総隊化工区支隊化二消防水陸両用中隊。編成人数は 60 名、編成
消防車 6 台を所有する。。住所 電話（代表）：67250952。
3.6.3、企業消防力量
大型化工企業消防安全に関する国家要求によると、大型化工企業では、本企業で発生する
各種事故に対して迅速かつ有効に処置を行うための企業消防隊を設立しなければならない。計画通
りに既に企業消防站 4 箇所が出来上がっており、建設中は 2 箇所がある。
化工区区域内で発生する重大・特大事故災難が発生した場合、企業消防隊は化工区応急
センターの統一指図に従うとともに、化工区消防支隊の統一指揮に従わなければならない。
3.6.3.1、Secco 消防拠点
Secco 消防拠点は準公安消防隊と位置づけられ、Secco 公司により出資され管理される。その
うち幹部と運転士は市消防総隊により派遣され、消防員は消安公司により派遣される。現在は、人
員 31 名、車両 4 台を保有しており、管轄区域は Secco 公司の所在区域であり、消防安全と応急処
置を行う責任を持つ。ブロック：A3 ブロック Secco 公司区域内。電話：67250425。
3.6.3.2、BASF 消防拠点
BASF 消防拠点は準公安消防隊と位置づけられ、BASF 公司により出資され管理される。そのう
ち幹部と運転士は市消防総隊により派遣され、消防員は消安公司により派遣される。現在は、人員
16 名、車両 3 台を保有しており、管轄区域は BASF 公司の所在区域であり、消防安全と応急処置
を行う責任を持つ。ブロック：E2 ブロック BASF 公司区域内。電話：67120270-6190。
3.6.3.3、天原消防拠点
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天原消防站は企業消防隊であり、管轄区域は天原公司の所在区域である。隊員は公司従業
員 20 名が担当し、車両 2 台を保有している。消防安全と応急処置を行う責任を持つ。ブロック：B3 ブ
ロック天原公司区域内。電話：67250246。
3.6.3.4、高化消防拠点
高化消防站は企業消防隊であり、管轄区域は高化公司フェノールアセトン装置の所在区域で
ある。隊員は公司従業員 8 名が担当し、車両 1 台を保有している。消防安全と応急処置を行う責任
を持つ。ブロック：B3 ブロック高化公司フェノールアセトン装置区域内。電話：67250819。
3.6.4、医療センター
上海化学工業区医療センターは上海市衛生局により承認され、化工区管委会により設置し指
導している非営業的な医療機構であり、复旦大学と复旦大学附属金山医院から業務支援を受けて
いる。120 通報センターは化工区応急センターに設置されている。医療センターは暂定として各レベルの
医者・看護婦 20 名、管理・医学技師などその他専門者 10 名、合わせて 30 名と国内で先端的な救
急介護型マルチ救急車 2 台を保有している。2 台のうち 1 台は BENZ 純正高級救急車である。ブロッ
ク：E7。電話：67120120。
一体化された化工区医療救急・化学救急・労働衛生・職業病予防・一般病予防治療などの
医療保障を提供するほかに、公共衛生・医療衛生・検査検疫協力など一部の行政管理職能も行
使している。同医療センターは化工区内公共突発事態及び化学救助を行うただ一つの医療急救力
量である。さらに、上部機構部門に協力して医療救急指揮権も行使している。
3.6.5、管委会計画建設処（環境保全事務所）
化工区管委会環境保全事務所は、計画建設処に設置されており、現在は兼務者 2 名がいる。
その責任は市環境保全局に協力して化工区区域内で環境保護管理業務を展開することである。住
所：目華路 201 号 15 階、電話：67126666-6626。
その主な職責は、化工区応急センターに協力して事故発生組織の汚染原因、汚染現状及び
汚染物の性質と危害度を調査し、事故影響度の迅速な特定を行って応急処置に意思決定支援と
技術支援を提供する。化工区応急センターに協力して環境汚染事故応急処理専門家チームを結成
する。
3.6.6、安監処
化工区管委会安監処は、化工区区域内各企業の安全生産管理と監督、並びに安全事故の
調査・処分を行う責任を持つ。住所：目華路 201 号 3 階、電話：67120882。
その主な職責は、化工区安全生産業務の総合管理を行い、安全の宣伝・教育訓練業務を行
い、区内企業重大危険源データベースを確立し、危険化学薬品の生産・使用・保存・輸送・廃棄物
処理の専門的な管理を行う責任を持つ。安全事故が発生した場合には、応急処置業務の協力を行
うとともに事故調査処理業務を確実にする。
3.6.7、洪水防御事務所
化工区洪水・台風防御指導チームは、化工区区域内洪水・台風防御安全について最高責任
を持つとともに上海市洪水防御事務所からの業務指導を受け、金山・奉賢両区の洪水防御事務所
との業務連携を行う。洪水防御事務所は化工区不動産管理サービス公司内に設置されているが、
洪水防御期間中は応急センターに駐在し、24 時間当番管理を実施する。住所：化工区目華路 185
号総合ビル 202 室。電話：67120023。
その主な職責は、台風早期警告警報発報時に担当者を応急センターに駐在させて 24 時間当
番管理を実施するとともに、上海市洪水防御ネットワークに接続して化工区区域内に影響を与えるま
たは与える可能性がある台風のリアル監視測定を確実に行い、風・嵐・潮の状況により速やかに警報
を発報し、担当者を決めて堤防の巡視点検と当番管理を実施し、応急力量と連携して応急物資を
用意し、防潮堤の安全を確保する。
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3.6.8、不動産管理サービス公司
不動産管理サービス公司は主に化工区区域内公共施設の管理並びに公司及区内施主から
依頼される不動産管理サービス事項を発展させる責任を持つ。地址：化工区目華路 185 号，電話：
67120068。
応急処置面における職責は、堤防の日常メインテナンス安全管理を行い、台風防御施設の保
守メインテナンスを行うとともに、特に区内河道水域排水を管理する責任を持つ。
3.7、企業応急サブセンター
企業応急サブセンターは各企業の安全生産指揮指図センターであり、各企業各種事故の対応
処置総合部門でもある。
その主な職責は、本企業の緊急対応策を制定し、本企業で発生した各種事故の対応指図・指
揮を行うとともに、化工区応急センターに警報を発報し、化工区応急センターと連携して各種事故を
処置し、事故処置後の具体的な状況を化工区応急センターに報告する責任を持つ。
4、早期警告メカニズム
上海化学工業区の特徴に従い、危険化学薬品の高度な集約性に焦点を当て、早期に発見・
早期に報告・早期に処置を原則にして早期警告メカニズムを確立し健全にする。
4.1、監視・測定ネックワークの確立
化工区応急センターは、各種公共突発事態に対する監視・測定業務を確実に行い、区域内道
路・高空眺望・公共配管系・防潮堤・埠頭の監視をいっそう強化し、有毒有害ガスの監視・測定ネッ
トワークを確立し、化工区大気監視・測定システムを健全にすること。区内各企業としても重大危険
源の特徴に基づいて監視・測定ネットワークを健全にすること。
4.2、予報メカニズムの健全化
化工区応急センターは、各種公共突発事態情報の総合集成、分析処理を確実に行い、予報
メカニズムを確立して健全にすること。上海市洪水防御ネットとネットワークを構築することにより、市気
象ネット・市地震ネット・市安全生産ネットとのネットワークを構築し、関連情報を速やかに収集する。ま
た、携帯電話のグループ配信、ファックスのグループ配信などの手段を利用して速やかに予報して早期
警告通知を発布する。
4.3、情報通報の強化
化工区応急センターは、各種動的情報の収集・判別業務を確実に行い、公共突発事態情報
交流と報告のルート、時限、範囲、手順などの要求を明確にすること。区内各企業は生産運営中に
発生した異常状況と停止点検・修理・再スタートの情報を化工区関連部門に通報し、リンク化・共有
化された応急情報システムを確立し完全にする。
4.4、早期警告レベル区分
公共突発事態が与えうる危害度、緊急度及び傾向性により、国家及び上海市の統一規定に
従って早期警告レベルを、一般（Ⅳレベル）・比較的重大（Ⅲレベル）・厳重（Ⅱレベル）・特別厳重（Ⅰ
レベル）との４レベルに区分する。それぞれの表示色は青、黄、オレンジ、赤で表示する。
4.5、早期警告処置の実施
化工区応急センターにより管委会指導者に指示を仰ぎ、同意を得た上で状況により以下の早
期警告処置を取る。（一）それぞれの緊急対応策を直ちに開始する。（二）公共突発事態危害を受け
る可能性がある旨の早期警告警報を区内各企業に発布する。（三）状況により人員または重要財産
の移転・退去・避難を行う。（四）応急連携組織、応急力量、専門者を手配して緊急時に備える。
（五）必要な物資設備の調達を行う。
5、応急処置
5.1、突発事態レベル区分
国家関連規定に基づき、各種公共突発事態を抑制可能性、重大さ、影響範囲により一般、
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比較的大、重大和特大との 4 レベルに区分する。
「国家総合緊急対応策」には、特別重大・重大公共突発事態のレベル区分基準（試行）が明
確に規定されているほか、国務院主管部門により比較的大と一般公共突発事態のレベル区分基準
を別途制定して公共突発事態情報報告とレベル区分処置の基準とすると規定されている。上海公共
突発事態の都市化地区特徴から、1 回で 3 人以上の死亡となった場合は中央に報告して応急処置
を開始すべき重大事項とすると規定する。化工区としては化工企業の高度な集約性と高危険性業
界の特徴から、1 回で 1 人以上の死亡または 3 人以上の重傷となった場合は市政府に報告して応急
処置を開始すべき重大事項とすると規定する。また、外交に関わるものや敏感なものや事態悪化にな
る恐れがある重大事項については有効な予防対応を充分に考慮し、特殊公共突発事態ととらえて対
応レベルを押し上げるとともに状況の報告を強化すること。
5.2、事故災難の対応
化工区進出企業はほとんど危険化学薬品企業であり、燃焼性・爆発性・高温・高圧・有毒・有
害が特徴なので、化工区でよく見られる突発事態は各種事故と事故による災難である。よって、迅速
かつ高効率的な事故災難対応は、化工区応急処置の重点のうちの重点と位置づけられている。
5.3、事故災難の分類
化工区区域における事故災難は、生産安全事故、危険化学薬品流出事故、交通運送事故、
火災事故、環境汚染事故、地下配管事故に分けられる。
5.4、事故災難レベル区分
国家関連規定により、事故の危害度・発生区域・抑制緩和能力・なりうる結果などの要因及び
化工区の実際状況を考慮した上で、事故災難レベルを一般・比較的大・重大・特大の 4 レベルに区
分する。
5.4.1、一般事故
一般事故とは、化工区企業内ある装置または産品工場範囲内おにける生産安全と人的安全
に比較的小さい危害または脅威を与え、企業が自主的に処置する事故をいう。一般災害事故が発
生した場合は企業の自主决定で D レベル警報を発報する。
5.4.1.1、指揮指図の手順
一般事故が発生した場合に、企業は対応策に基づいて直ちに処置を行うとともに、化工区応急
センターに通報して行政登録を行わなければならない。通報を受けた化工区応急センターは、区内関
連応急力量に指示して現場に向かう。
5.4.1.2、情報報告の手順
企業は、応急処置を行ている状況を、応急センターに継続的に報告するとともに、処置が終了し
た後 24 時間内に状況をまとめて化工区応急センターに報告しなければならない。応急センターにより
情報をまとめた上で報管委会指導者に報告する。
5.4.1.3、処置の流れ
一般事故が発生した場合の応急処置は、原則として企業が自ら処置を行い、応急センターが状
況により関連応急力量に指示して現場に向かう。
5.4.2、比較的大事故
比較的大事故とは、化工区企業内生産安全と人的安全に比較的大きな危害または脅威を与
え、人の死傷または財産の損失になる可能性があり、化工区区域内関連応急力量に指図して企業
に協力して応急処置を行う必要がある事故をいう。比較的大事故が発生した場合は企業の自主决
定で C レベル警報を発報するとともに、応急センターに報告して行政登録を行う。
5.4.2.1、指揮指図の手順
比較的大が発生した場合に、企業は対応策に基づいて直ちに処置を行うとともに、直ちに化工
区応急センターに通報しなければならない。通報を受けた化工区応急センターは、状況により応急力
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量に指示して現場に向かうとともに、近隣企業に早期警告を通報し、管委会と市応急連携センターに
報告する。
5.4.2.2、情報報告の手順
企業及び区内応急力量は、現場で応急処置を行ている状況を速やかに応急センターに報告し、
状況により継続報も行う。また、処置が終了した後 12 時間内に状況を化工区応急センターに報告す
る。応急センターにより各種情報をまとめた上で管委会指導者及び市応急連携センターに報告する。
5.4.2.3、処置の流れ
比較的大事故が発生した場合の応急処置は、企業応急力量により初期処置を行い、応急セ
ンターが現場に到着したら企業に協力して事故処置を行う。
5.4.3、重大事故
重大事故とは、化工区区域内企業の生産安全と人的安全に重大な危害または脅威を与え、
近隣企業の生産安全と人的安全に著しい影響を与え、既に人の死傷または財産の損失が発生して
おり、区内及び周辺地域の力量・資源を利用して企業に協力して応急処置を行う必要がある事故を
いう。重大事故が発生した場合は B レベル警報を発報するとともに、応急センターにより管委会指導
者に報告して指示を仰ぐ。
5.4.3.1、指揮指図の手順
重大事故が発生した場合に、企業は対応策に基づいて直ちに処置を行うとともに、直ちに化工
区応急センターに通報し、関係者を集めて積極的に緊急処置を行わなければならない。通報を受け
た化工区応急センターは、速やかに応急力量に指示して現場に向かうとともに、緊急時安全保護業
務を確実に行う旨を化工区区域にある全ての企業に通告する。また、化工区応急処置指導チームの
メンバーに連絡し、応急センター会議を開催し、応急処置指揮部を設立する。さらに、市応急連携セ
ンターに報告し、市応急事務所により区外周辺地区の力量・資源の調達を行う。
5.4.3.2、情報報告の手順
現場に到着した各専門応急処置力量は、それぞれの把握状況を本部門指導者及び応急セン
ターに速やかに報告するとともに、処置状況を継続的に報告すること。現場で指揮部が設立されている
場合は、各専門応急力量の処置状況を全て現場指揮部及び指揮長に報告し、現場指揮部により
総合情報を応急センターに報告し、応急センターによりそれらの情報を速やかに市応急連携センターに
報告する。企業及び各専門応急力量はまた、処置が終了した後 6 時間内に状況を応急センターに
報告し、応急センターにより各種総合情報をまとめた上で管委会指導者及び市応急連携センター、
市応急事務所に報告する。
5.4.3.3、処置の流れ
重大事故が発生した場合は、企業応急力量により初期処置を行い、応急センターが現場に到
着したら企業と連携して事故処置を行うとともに、速やかに現場指揮部を設立する。各応急力量は現
場指揮部の統一指揮を受けること。現場指揮部は化工区応急処置指揮部の指導を受け、応急処
置指揮部は応急センターに設立され、重大な意思決定は化工区応急処置指導チームにより決定さ
れる。
5.4.4、特大事故
特大事故とは、化工区区域内企業の生産安全と人の安全に重大な危害または脅威を与え、
化工区区域内外にも影響を波及し、既に人の死傷と財産の損失が発生しており、統一的に組織し、
全市関連公共資源と力量を利用して応急連携処置を行う必要がある災害事故をいう。特大災害事
故が発生した場合は、A レベル警報を発報し、応急センターにより管委会指導者に報告して指示を仰
ぐとともに、市応急連携センターにも報告する。
5.4.4.1、指揮指図の手順
特大事故が発生した場合に、企業は対応策に従って処置を行い、直ちに応急センターに報告す
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るとともに、関係者を集めて積極的に緊急処置を行わなければならない。通報を受けた応急センターは、
速やかに区内全ての応急力量に指図して現場に向かうとともに、緊急時安全保護業務を確実に行う
旨を化工区区域内全ての企業及び周辺地区政府部門に通告する。また、応急センターに集まるよう
に、化工区応急処置指導チームのメンバー及び専門コンサルティング委員会に連絡し、応急処置指
揮部を設立する。さらに、市応急連携センターに報告し、市応急事務所により全市関連公共資源及
び力量の調達を行う。
5.4.4.2、情報報告の手順
現場に到着した各専門応急処置力量は、それぞれの把握状況を化工区応急センターに速やか
に報告するとともに、処置状況を継続的に報告すること。現場で指揮部が設立されている場合は、各
専門応急力量の処置状況を全て現場指揮部に報告し、現場指揮部により総合情報を応急センター
に報告する。全市関連応急処置力量が現場に到着したら総指揮部を設立し、化工区応急センター
により各種情報を速やかに管委会指導者及び市応急連携センターに報告し、指導者の意思決定に
技術的な支援を提供する。区内各専門応急力量はまた、処置が終了した後 3 時間内に状況をまと
めて応急センターに報告し、応急センターにより管委会指導者及び市応急連携センター、市応急事
務所に報告する。
5.4.4.3、処置の流れ
特大事故が発生した場合は、企業応急力量により初期処置を行い、応急センターが現場に到
着したら企業と連携して事故処置を行うとともに、速やかに現場指揮部を設立する。各応急力量は現
場指揮部の統一指揮を受けること。全市各応急力量が現場に到着したら応急センターで総指揮部
を設立する。総指揮部は市関連指導者、管委会指導者により構成され、重大な意思決定は総指
揮部により決定され、技術的な支援は市関連専門家及び化工区専門家コンサルティング委員会によ
り提供される。
5.5、初期処置
化工区応急センターは、管委会から指導を受けながら、区内各方面の資源と力量の組織・指
揮・指図・協調を行い、必要な処置を取って化工区範囲内公共突発事態の初期処置を行い、速や
かに危険状態を抑制し解消する。初期処置業務は応急センター当番長の責任で行う。
5.6、現場指揮部
重大・特大事故が発生した場合に、応急センターは現場処置業務の必要性により速やかに現
場指揮部を設立し、現場処置を行う区内各応急力量を統一的に指揮する。
5.6.1、主な職責
現場指揮部は、災害状況、関連対応策及び指導者からの指示に従って現場の組織・指揮・協
調・指図を行い、災害事故チェーンを速やかに抑制し、または切断し、事故の拡大またはそれに起因す
るほかの災害事故の発生を防止し、損失を最小限にすること。また、重要な状況を把握し報告し、現
場応急処置と現場外応急指図を有機的に結合すること。
5.6.2、設立場所
状況をいち早く把握し、情報通信がスムーズに行われるように、現場指揮部は事故現場周辺の
安全な場所に設立するとともに、見やすい識別表示を付けること。区内各企業は現場指揮部に必要
な場所及び現場指揮部の必要な勤務支援を提供しなければならない。
5.6.3、現場指揮長
現場指揮長の人選について、通常の場合は緊急対応策に規定されている主な職能組織の指
導者により担当するが、応急センターが現場の状況により現場指揮長を選定し任命してもよい。
5.7、危険区域の迅速特定
危険化学薬品の流出燃焼及び爆発を初めとする在化工区事故に対して、災害状況の大きさ・
拡散度・波及範囲により速やかに危険区域を特定するとともに、扉と窓を閉め、出掛けを禁止し、緊
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急避難を行うなどの緊急時対応処置を行うように、関連組織及び化工区周辺地区に連絡する。
5.7.1、迅速特定の条件
危険区域の迅速特定は 2 つの基本的な条件を考慮しなければならない。外部的な条件としては
主に風速、風向、気温などの気象条件がある。内部的な条件としては主に流出された危険化学薬
品の理化性質、危険度及び流出面積の大きさ、拡散範囲、保存数量、温度圧力状況がある。
5.7.2、応急処置
重大・特大事故が発生した場合には、危険区域を速やかに特定し、緊急時対応処置を行わな
ければならない。１）災害状況が影響する可能性のある波及範囲により、A または B レベル警報を発報
する。２）消防部門に現場救援を求め、ウォーターカーテン・ホース及び放水銃を設置して有毒ガスを希
釈し、延焼を防止する。３）風向を判断し、緊急時対応を行うように近隣企業及び周辺地区に連絡
する。４）即ちに上海市環境測定センターに連絡し、現場測定を実施するように要請する。
5.8、災害事故状況の発布
化工区区域内で発生した重大・特大事故災難の状況の発布は、化工区応急センターにより統
一的にまとめ、管委会指導者に報告し、審査・承認のうえ、市応急事務所により市政府ニュース事務
所に提出して統一的に社会に発布する。各応急処置連携組織んまたは企業は、勝手に承認されて
いない関連情報を社会またはマスコミに発布してはならない。比較的大事故の情報発布は、化工区
応急センターによりまとめた後、管委会指導者に報告し承認を得た上で日を改めて区内企業に通報
を行う。
5.9、災害状況警報の解除
比較的大事故の緊急処置業務が完成したら、化工区応急センターにより災害状況解除を宣言
する。重大事故の緊急処置業務が完成したら、化工区応急センターにより管委会指導者に報告し承
認を受けてから災害状況解除を宣言する。特大事故の緊急処置業務が完成したら、化工区応急セ
ンターにより管委会指導者に報告し承認を受けるとともに、市応急連携センターに報告し、市応急連
携センターにより災害状況を解除し、緊急状態を終了し、定常業務に復旧することを、区内及び周辺
地区に宣言する。
6、応急保障システム
6.1、情報保障
6.1.1、応急処置情報総合プラットホームの確立
化工区 LAN システムをベースにし、区内で敷設している応急センターの光ファイバーを充分に生か
し、区内企業が化工区緊急対応共有情報プラットホームに接続して通信媒体を利用できるための応
急処置情報総合プラットホームを確立する。プラットホームの主な機能は、企業から応急センターに更
新された関連データ及び非秘密関連情報の提供用、並びに応急センターから企業に大気測定データ
や早期警告情報及び関連安全生産監督部門の文書・規定の提供用である。
6.1.2、区内危険化学薬品データベースの確立
化工区の特徴により区内企業危険化学薬品データベースを確立する。区内各企業（企業は化
工区応急センターに応急処置に必要な関連資料を提出する責任と義務を持ち、化工区応急センタ
ーは守秘を厳守する責任を持つ）は、毎月に 1 回、化工区応急センターに危険化学薬品の使用状況
及び保存状況を届け出て、特に重要情報と変更された情報は直ちに届け出なければならない。化工
区応急センターは区内各企業の緊急対応サブセンター情報総合管理システムを生かし、各種情報を
速やかに収集し把握するとともに、総合集成・分析処理を加えて、応急処置指揮・意思決定に必要
な文字や音声・映像などの形の基礎となる資料やデータを正確かつ迅速かつ全面的に提供すること。
6.2、通信保障
部門を跨った、複数手段、複数ルートの、有線と無線が結びついた迅速反応・柔軟性・安定性
のある応急通信システムを確立する。
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6.2.1、有線通信システム
化工区応急センターは、その上部機構である市応急事務所や市応急連携センター、及びその下
部機構である各企業応急サブセンターと連絡すること。各企業は、応急サブセンターにホットライン電話
を設置し、化工区応急センターとの迅速な連絡を図らなければならない。
6.2.2、无線通信システム
UNICOM GUOMAI の 800M デジタルトランク通信システムを統一的に使用して化工区緊急対応
通信システムを構築する。以下のように、応急処置組織及び車両をその機能別にそれぞれのグループ
に編成する。統一的な指揮がしやすいように、公安・消防・医療・環境保全・洪水防御・市政救援及
び区内各企業、携帯放送受信機と車載放送受信機にそれぞれのチャンネルを割り付ける。ただし、公
安・消防署内部同士の連絡は、従来と同じように専用の 800M、350M デジタルトランク無線通信シス
テムを使用する。
6.3、技術保障
技術力を向上させ、科学的な指揮・意思決定支援システムを確立し健全にすること。化工区応
急センターは、化工区指揮・意思決定支援システムを統合し、地理情報システム（GIS）の開発、研究、
配備にいっそうの努力を重ね、指揮・意思決定支援システム用ソフト･ハードウェア技術を絶えずに開
発し更新し、情報総合集成・分析処理・災害評価を行うことによって知能化・データ化を実現し、科
学的な意思決定を確保する責任を持つ。
6.4、チームワーク保障
化工区応急センターは、各連携組織に対して組織・協調・指導を強化し、応急連携業務の有
効な運用を保証すること。公安・消防・医療チームは化工区の災害事故対応処置の基本的な緊急
救援チームであり、各関連職能部門はチームを結成し管理する責任を持つ。消防などの専門チームを
メインとする応急処置チームネットワークをさらに強化し、消防などの中堅チークの建設にいっそうの努力
を重ね、公共消防力量の役割を充分に発揮させながら、企業消防力量を結成し大いに発展させ、装
備レベルを向上させ、実戦力をアップさせること。
6.5、交通保障
応急交通保障を強化し、災害事故の対応処置に迅速かつ高効率かつスムーズな道路施設及
び運用秩序を提供すること。災害事故が発生した場合には、化工区公安部門により現場に対する道
路交通制限を行い、応急処置用「グリーンチャンネル」を開設する。道路施設が破損した場合は関連
部門を迅速に組織して良好な状態に復旧するように緊急修理を行うこと。化工区海域で事故災難が
発生した場合、応急センターは海事・入国検査などの部門に協力し連携して処置すること。
6.6、医療保障
「入院の前に救急手当てする」を原則とし、現場の救急・入院前の救急・専門科病院治療の段
階において実施医療救援を実施する。化工区医療センターは主に現場救急と入院の前救急手当業
務を行う責任を持つ。災害事故が発生した場合、医療救援チームは速やかに事故現場に立ち入り、
負傷者を安全な場所に運び、圧迫包帯で止血や固定や心肺蘇生などの初期救急処置を施し、負
傷の状況を確認し分類処置を行った後、医療センターまたは関連病院に移動してさらに治療を施す。
化学事故や放射線汚染事故負傷者は専門科病院に移動し治療すること。災害事故ぼ特性により、
上海衛生行政部門と連携して疾病制御及び衛生防疫業務を確実に行うこと。
医療救援業務は「生命を助け、傷者を救急し、人を本にする」原則を守らなければならない。専
門チームによる救急治療は大衆的な衛生介護と結びつき、医療センターは区内企業従業員に対して
医療救急の実務訓練を強化しなければならない。さらに、公共衛生システムの建設を強化し、疾病予
防、職業病防止、公共衛生などあらゆる面でシステムを確立し、検査検疫部門に協力して出入国衛
生防病業務を確実に行い、化工区公共衛生管理と応急処置能力を全面的に向上させること。
6.7、インフラ建設保障
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化工区インフラ施設の建設を強化し、地上公共配管・ラック及び地下水・電気・スチーム・天然ガ
ス用配管の非定常状態における運用及び応急保守メカニズムを実施すること。危険化学薬品輸送
用配管には必ず明確な表示があり、地下配管の場合は必ず正式の配管流れ図が保管されていなけ
ればならない。化工区発展公司工程部、中法水務公司、公共管廊公司、熱・電気供給公司、天
然ガス公司及び関連職能部門は、「主管するところが責任を持つ」を原則に、それぞれの緊急対応策
を制定し、技術者を組織して応急処置を実施すること。
6.8、治安保障
災害事故が発生した場合、化工区公安部門は救災現場の治安守衛と警戒を速やかに組織し、
現場周囲で警戒エリアを設置して秩序を維持する。必要な場合は人を疎開させ、重要場所・目標及
び施設の防犯保護を強化すること。
6.9、物資保障
化工及区内企業救災物資保存システムを確立し、救災用物資器材の応急供給を確保する。
化工区医療センターは救急薬の保存及び供給を行う責任を持つ。化工区洪水防御事務所は利子
補給方法を暫定的に使用し、金山区洪水防御指揮部に依頼して洪水防御物資を保存する。区内
各企業としてもある程度の救災用物資及び化学救護装備を保存しなければならない。
6.10、制度保障
今後に向けた上海化工区の建設と発展や、グローバリゼーションの必要性から、災害事故に対す
る応急処置業務の規範化を図らなければならない。「上海市公共突発事態応急連携処置暫定办
法」をもとに、応急処置業務関連規制や制度の制定を推進し、応急処置業務の「従うことのできる法
があり、法に必ず従わなければならず、違法行為は必ず追求されなければならない」原則を順次実現
させること。
7、宣伝、訓練及び演習
化工区の安全を確保するために、「予防をメインとし、防犯を先立ちにする」方針を守らなければ
ならない。予防業務において、宣伝、訓練及び演習はキーとなる一環である。
7.1、宣伝
応急法律・法規及び予防・危険の回避・自救・互救・減災などの常識を広く宣伝し、公共突発
事態緊急対応策関連の略本、全市通報電話、区内通報電話等を周知し、区内各企業及び従業
員向けの応急宣伝資料及び応急防災パンフレットを作成すること。
7.2、訓練
突発事故の対応準備業務を確実にするために、区内各企業の法的代表者、安全業務に従事
する各階層の指導者、HSE 部門管理者及び危険化学薬品を取り扱う作業者に対してシステム訓練
を行い、安全保護意識や災害事故の対応処置能力の向上を図らなければならない。
7.2.1、就職前の訓練
危険化学薬品を取り扱う従業員に対しては就職前の訓練を行い、試験により資格認定を行わ
なければならない。就職前の訓練を受けていない者または資格認定書を取得していない者は該当業
務に従事してはならない。
7.2.2、通常訓練
危険化学薬品を取り扱う従業員はまた、就職中の通常訓練を受けなければならない。通常訓練は
年に 1 回とし、主な内容は、通報電話の熟知、応急処置、避難場所、自救及び互救の基本的な方
法などである。
7.3、演習
化工区応急処置対応策を熟知し、対応速度と処置能力を向上させるために対応策に従って少
なくとも年に 1 回の定期演習を行わなければならない。
7.3.1、個別演習
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個別演習は通常として、企業が生産の接点及び試運転の状況况により、自ら個別（通常は消
防関係）演習を組織する。演習計画書は 1 週間前もって化工区応急センターに報告し行政登録を
行わなければならない。
7.3.2、総合演習
総合演習は通常として、化工区応急センターにより主催し、関連企業が共同で行い、区内応急
力量が参加する。総合演習は通常として年に 1 回実施し、市関連部門指導者及び区内各企業関
連責任者が演習に立ち会う。演習計画書は各関連部門が共同で作成し確認した後、化工区管委
会に報告し承認を受けるとともに、市応急連携センターに届け出て行政登録を行う。
7.3.3、実戦演習
実戦演習は通常として化工区応急センターまたは消防部門により主催し、各応急連携単位が
演習に立ち会う。演習の目的は各応急力量の迅速対応能力を検証し、企業の義勇消防隊と消防
署の参加を組織し、実戦救急能力の向上を図ること。
7.3.4、模擬演習
模擬演習は卓上演習ともいう。演習は応急センターにより主催し、各専門応急力量と関連企業
が参加し、1 種の事故発生状況を想定して、区内各専門応急力量の現場位置、対応処置及び応
急センターが対応策の使用、指揮指図の能力を検証する。
8、対応策ぼ評価と承認
8.1、対応策管理
化工区総合緊急対応策は化工区応急センターにより制定・改訂・管理を行う責任を持つ。化
工区区域内各専門応急力量は、責任範囲内の応急処置任務に従い、化工区総合緊急対応策の
構成部分となる個別対応策を制定する。化工区進出企業は化工区総合緊急対応策の要求に基づ
き、自身の特徴から、それぞれの対応策を制定するとともに、化工区総合緊急対応策との整合性を図
らなければならない。
8.2、対応策の評価
化工区総合緊急対応策は、国務院弁公庁「公共突発事態緊急対応策の制定・改訂に関す
る枠組ガイドライン」に基づき、「上海市公共突発事態総合緊急対応策」及び「上海市危険化学薬
品事故緊急対応策」の要求に従い、化工区の実際に照らし合わせて、内容の充実化や修正、改善
を図ること。化工区専門家コンサルティング委員会により化工区総合緊急対応策の見直し評価を行
い、演習や処置を通じて本対応策に対して適時に改訂を行う。原則としては年に 1 回改訂すること。
化工区内各専門応急力量の個別対応策及び区内各企業の緊急対応策は、化工区応急センター
により見直し評価を行うとともに整合性を図る。改訂は原則として年に 1 回行うこと。
8.3、対応策の承認
化工区総合緊急対応策は、区内各専門応急力量及び区内各企業により検討され確認された
後、化工区専門家コンサルティング委員会により審査され、化工区管委会により審査・承認され、管
委会主任により承認の後に正式施行とし、市応急管理委員会及び市安全生産委員会にて行政登
録される。化工区内各専門応急力量の応急子対応策は、その上部機構部門により審査・承認され
た後、応急センターにて行政登録される。化工区内各企業の緊急対応策は、応急センターにより審
査・承認される。
8.4、対応策の説明
化工区総合緊急対応策は化工区応急センターが実行、管理及び解釈責任を持ち、その承認
日により正式施行する。

「上海化学工業区建設工事優良品質構造(土建、据付)管理方法（暫定）」等の文書に配布に関する通
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知
滬化管〔2005〕41 号
区内各建設、監理、施工組織 殿
「上海化学工業区建設工事優良品質構造(土建、据付)管理方法(暫定)」、「上海化学工業
区建設工事文明建設現場管理方法（暫定）」、「上海化学工業区建設工事安全標準化管理合
格建設現場管理方法（暫定）」を配布しますので、これに従って実行してください。なお、もと滬化管
［2003］090 号『「上海化学工業区建設工事優良品質構造選考方法（試行）」等の文書の配布に関
する通知』は同時に廃止されます。
添付 1、「上海化学工業区建設工事優良品質構造(土建、据付)管理方法(暫定)」
2、「上海化学工業区建設工事安全標準化管理合格建設現場管理方法（暫定）」
3、「上海化学工業区建設工事文明建設現場管理方法（暫定）」
２００５年３月２５日

上海化学工業区建設工事優良品質構造(土建、据付)管理方法（暫定）
上海化学工業区（以下「化工区」と略す）の建設工事優良品質構造業務をよりいっそう推進し、
建設工事の「百年大計、品質第一」方針を徹底し、施工企業の管理強化を奨励し、主体構造工事
の品質及び構造施工中の据付品質を向上させ、化工区建設工事の品質水準を向上させるために、
本方法を制定する。
化工区建設工事優良品質構造賞は、区内建設工事主体構造品質の最高賞である。受賞工
事の構造は区内一流水準に達しなければならない。これは、市クラス優良品質構造を選考するための
先決条件である。
一、申し込み対象
建設工事落札組織または総請負者が合意した下請負組織（以下「施工組織」と略す）は、化
工区建設工事優良品質構造賞の選考条件に適した単独または群工事を挙げ、監理者、建設者の
合意を得て、申し込み表を記入する。
二、選考条件
1、建築面積が 3000 平米以上の建築工事。
2、建築・据付の作業量が 600 万元以上の据付工事または構築物工事。
3、起工から主体構造の完成までの工事建設の間に、品質事故及び業務上死傷事故がないこ
と。
三、選考内容
1、現場の安全、品質保証条件
2、実測データ
3、目視品質
4、水電気埋設関係品質
5、品質保証資料
6、文明施工状況
7、工事品質特色
四、選考基準
「上海化学工業区建設工事優良品質構造選考基準表」に基づき、工事選考内容を項目ごと
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に点数を付けて評価する。総合評価点数は 85 点以上でなければならない。
五、選考の手順
1、施工組織は、工事の起工後 2 週間以内に、優良品質構造目標管理処置を、化工区安全
品質監督ステーションに提出し、予備登記を行うこと。
2、建設（監理）組織は、土建構造の屋根工事、主要構造の 75%以上が完了し、または据付構
造工事実物量の 80%以上が完了し、装置設備がほぼ完了した時点で、施工組織、設計組織と協同
して自評を行い、品質レベルが優良（「上海市建設工事優良品質構造選考基準」による）で、高水
準と特色ある工事については、施工組織により優良品質構造申し込み表を記入するとともに、工事の
全体像をあらわす映像資料を用意し、化工区建設工事安全品質監督ステーションに提出し、優良
品質構造工事の選考を申し込む。
3、申し込みを受けた化工区建設工事安全品質監督ステーションは、直ちに関係者を集めて申
し込み工事の再審査を行うとともに、文字または映像の形で記録し保管する。土建工事は、現場再
審査を受ける前に装飾を行ってはならない。また、据付工事は、現場再審査を受ける前に塗装、保温、
防腐等をを行ってはならない。進捗の原因で事前に装飾、塗装、保温、防腐等の作業を行う必要が
ある場合は、化工区建設工事安全品質監督ステーションの合意を得て実施し、選考の時に映像資
料を代替として使用することができる。
4、専門家チームを結成して申し込み工事の選考を行い、無記名投票で優良品質構造工事を
選出すること。
六、選考機構
1、化工区建設工事優良品質構造選考活動の主管部門は化工区管理委員会である。
2、化工区優良品質構造の選考は、化工区建設工事安全品質監督ステーションにより具体的
に実施する。
3、選考チームは、化工区優良品質構造（土建、据付）工事選考専門家データベースから無作
為抽出された 3-5 名の専門家により構成される。
4、選考に合格した優良品質構造に対し、化工区安全品質監督ステーションにより選考所見表
を記入し、化工区管理委員会に提出し承認を受ける。
七、表彰
1、化工区管理委員会は、化工区建設工事優良品質構造工事の資格を取得した施工組織
及び監理組織に対し、メダルを授与するとともに、表彰を与え区内で公開する。
2、化工区建設工事安全品質監督ステーションは、優良品質構造を取得した施工組織の名簿
を上海市建設工事安全品質監督総ステーションに届け出る。

上海化学工業区文明建設現場管理方法（暫定）
上海化学工業区（以下「化工区」と略す）の建設工事の文明施工をよりいっそう推進し、各組
織で文明建設現場を目指す活動を促進するために、「上海市文明建設現場（拠点）管理規定」に
基づき、本方法を制定する。
一、申し込み基本条件
1、工事の契約価格が 600 万元以上であること（600 万元を含む）。
2、工事施工期間が 5 ヶ月以上であること。
3、化工区建設工事安全標準化管理合格建設現場の再審査に合格したこと。
4、レベル４（レベル４を含む）以上の工事（製品）安全または品質事故がないこと。
5、悪性病疫または 10 人以上の食中毒事故がないこと。
6、火災や治安、経済事件がないこと。
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7、配管・配線などの重大な事故がないこと。
8、化工区及び市関係部門による各種の点検で悪い評価を付けられていないこと。
9、施工中にクレームされ、マスコミで不正が報道されることがないこと。
10、賃金遅配等の原因により社会に重大な影響を与えることがないこと。
二、申し込み手順
1、建設現場の起工後 30 日以内、会計年度を跨る工事建設現場の当年度 1 月末までに申し
込みを行う。
2、化工区文明建設現場申し込み表は、工事落札組織（総請負組織）または総請負組織の
同意を得た下請負組織により記入し、建設組織及び監理組織が合意し、押印の上で化工区建設
工事安全品質監督ステーションに申し込みを行うとともに、文明建設現場施工管理計画書を提出す
る。
3、上海市文明建設現場選考に参加する建設現場は、市の関連規定にも従うこと。
三、検査・選考
1、化工区安全品質監督ステーションは、化工区文明建設現場選考の申し込み対象工事に対
し、日常の検査を不定期的に実施する。
2、選考は、関連資料、日常の検査の結果及び上記基本条件の第 4-10 項に定められた事項
を根拠とする。
3、選考関連資料には、総合管理、安全施設、品質管理、環境保護、宣伝教育、衛生防疫、
資料管理、現場環境管理パトロール検査の状況などが含まれる。詳細は化工区文明建設現場検
査得点基準表による。
4、申し込み組織は、プロジェクト建設現場が、化工区建設工事安全標準化管理合格建設現
場再審査に合格した後 60 日以内に、化工区文明建設現場検査得点基準表の要求に基づいて自
評し、点数を付け、その結果を建設、監理組織の推薦書類とともに化工区建設工事安全品質監督
ステーションに提出し、化工区文明建設現場の選考を受ける。
5、建設工事が完了後、化工区安全品質監督ステーションにより選考を行い、選考に合格した
建設現場に対し、化工区安全品質監督ステーションにより選考所見表を記入し、化工区管理委員
会に提出し、承認を受ける。
四、選考機構
化工区文明建設現場選考活動は、化工区管理委員会により統一的に指導し、化工区建設
工事安全品質監督ステーションにより具体的に実施する。
五、表彰
化工区管理委員会は、を取得した施工組織及び監理組織に対し、からメダルを授与するととも
に、表彰を与え区内で公開する。それをもとにして市文明建設現場選考への参加を推薦する。

上海化学工業区建設工事安全標準化管理合格建設現場管理方法（暫定）
上海化学工業区(以下「化工区」と略す)建設工事施工現場の安全管理をよりいっそう促進し、
施工企業が安全標準化管理合格建設現場を作る意識を確実に高め、化工区施工建設現場安全
標準化建設現場の再審査を規則正しく実施すべく、本方法を制定する。
一、申し込み基本条件
１、工事契約価格が 600 万元以上（600 万元を含む）であること。
２、工事施工期間が３ヶ月以上（契約期間）であること。
３、施工現場の安全生産保証システムが、「上海市施工現場安全生産保証システム」［DGJ
08-903-2003］規格に適合し、システム認証に合格すること。
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４、申し込み組織は、施工現場安全標準化管理検査得点まとめ表を記入する。各項目の得
点は 80 分以上でなければならない。
二、適用規格
１、上海市建築業管理事務室滬建建管（1997）第 242 号「上海市建設工事施工現場安全
標準化管理標準」
２、上海市建設工事安全品質監督総ステーション、滬建安監（1997）第 061 号「上海市建設
工事施工現場安全標準化管理検査得点基準」
３、建設部 JGJ59-99「建築施工安全検査標準」。
三、工事進捗申し込み条件
工事施工が、工事全体作業量の 50%~70%に達した場合、申し込み組織により申し込みを行う。
四、申し込み对象
工事落札組織（総請負組織）または総請負組織の合意を受けた下請負組織は、「上海化学
工業区建設工事安全標準化管理合格建設現場初回検査報告書」を記入し、「上海化学工業区
建設工事安全標準化管理検査得点まとめ表」を添付して、化工区安全品質監督ステーションに提
出し、再審査の申し込みを行う。
五、再審査
１、化工区安全品質監督ステーションは、合格建設現場初回検査報告書を受けた後 10 稼動
日以内に再審査を完成させる。
２、再審査に合格し、化工区安全標準化管理建設現場の資格を取得した施工組織に対して、
表彰を与え区内で公開する。また、上海市安全標準化管理建設現場条件に達した建設現場に対
して、化工区安全品質監督ステーションは、上海市安全標準化建設現場再審査への参加を推薦す
る。

化工区建設工事総請負、下請負管理の強化に関する通知
滬化管〔2005〕151 号
区内各組織 殿
化工区の一部の建設中工事プロジェクトに、二次、三次請負の現象を発見している。一部の建
設組織、施工総請負（管理）組織は、下請負組織に対する管理を疎かにし、一部の下請負工事は、
納期が短く、契約金額が少ないので、正式の契約がのないのに施工している。もっとひどいのになると一
部の労務下請負企業は、資格もなく経済的実力もなく、施工者との労働契約も行っていない。上記
の状況では一部の施工者の合法的な権益が保障されず、それによって各種の紛争や騒動が起きてい
る。従って、化工区建設工事プロジェクトの有効な管理を強化し、このような紛争を未然に防ぐために、
国家及び関係機関の関連法規や政策に基づき、次の事項を要求する。
一、「中華人民共和国建築法」の「総請負契約に定められた下請負い以外の下請負いは、建
設組織の認可を受けなければならない」という規定に従い、建設組織または建設組織が依頼する総
請負管理組織は、工事プロジェクトの施工に関するすべての下請負組織の資格を確認し認可するとと
もに、総請負、下請負組織の情報を速やかに化工区安全品質監督ステーションに知らせること。
二、「中華人民共和国建築法」第二十八条「請負組織は、請け負っている全ての建築工事を
分解し、下請負の名義で他人に請け負わせることを禁止する」及び最近の滬建建管（２００５）第１０
９号文書「上海市建設工事専門下請負、労務下請負契約届出管理関連事項に関する通知」の規
定に基づき、施工（総請負）組織は、専門下請負または労務下請負を行う際に、専門下請負や労
務下請負の資格を有する施工企業と専門下請負または労務下請負契約を締結し、専門下請負ま
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たは労務下請負企業は、労務作業者と採用契約を締結するとともに、定められた期間内にプロジェク
ト所在地の専門下請負・労務市場に契約を届け出なければならない。
三、国務院令第２７９号「建設工事品質管理条例」第三十六条及び国務院令第３９３号「建
設工事安全生産管理条例」第十四条の規定に基づき、監理組織は、建設工事施工品質及び安
全生産監理の責任を負い、施工現場の動的管理を強化し、施工現場に進出する下請負組織の資
格証明文書を審査し、施工（総請負）組織に督促して労務作業者の安全教育訓練を行い、特殊作
業者の資格を点検し、発見した問題に対して是正処置を指示しても受けないまたは、是正処置をとら
ない場合は、速やかに化工区安質監ステーションまたは管委会規建処に報告すること。
四、化工区安質監ステーションは、上記要求に対して各関係組織の実施状況を、今後の企業
信用査定の内容に盛り込める。よくできていない組織に対しては悪い評価を付けて区内で通報する。
添付 「上海市建設工事専門下請負、労務下請負契約届出管理関連事項の強化に関する通知」
２００５年９月１６日

上海市建設工事専門下請負、労務下請負契約届出管理関連事項に関する通知
滬建建管（2005）第 109 号
各区、県建委（建設局）、各関係組織 殿
「上海市建築市場管理条例」及び建設部「建屋建築及び市政インフラ工事施工下請負管理
方法」、「建築業企業資格管理規定」等の規定をよりいっそう徹底し、，建築市場秩序を正しくし、建
設工事品質と安全を確保し、建設工事専門下請負、労務下請負の契約管理を強化するために、
契約届出管理関連事項について次のように通知する。
一、下請負管理を強化し、契約届出を確実にする
1、施工総請負企業は、専門下請負または労務下請負を行う際に、専門下請負、労務下請
負資格を有する施工企業と、専門下請負または労務下請負の契約を締結しなければならない。
2、施工総請負企業は、落札通知書を受けた後 3 日以内に、施工に要する労務作業者の見
込み工数を決定し、落札通知書及び請負契約を持参し、プロジェクト所在地の下請負・労務市場で
総合保険手続きを行わなければならない。
3、施工総請負企業は、総合保険手続きを行う際に、建設部 87 号令及び 124 号令の規定に
従って下請負契約を締結する旨の誓約書を提出しなければならない。さらに、プロジェクト所在地の下
請負・労務市場に下請負契約を届け出るように、専門下請負企業または労務下請負企業に催促し
なければならない。
4、専門下請負企業、労務下請負企業は、下請負契約の締結後 7 日以内に、契約の原本と
「誠信手册」を持参し、プロジェクト所在地の専門下請負・労務市場に契約を届け出なければならな
い。
5、専門下請負契約、労務下請負契約には、両組織の契約専用印を押印しなければならな
い。
6、専門下請負契約、労務下請負契約は、「建設工事専門下請負、労務下請負契約」（添
付一）を統一的に使用すること。
7、専門下請負企業、労務下請負企業は、労務作業者採用契約の締結後 7 日以内に、プロ
ジェクト所在地の下請負・労務市場で採用契約の届出及び総合保険の手続きを行わなければなら
ない。
8、労務作業者採用契約は、「建築労務作業者労動契約」（添付二）を統一的に使用するこ
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と。
二、専門下請負・労務市場の任務
各専門下請負・労務市場は、その責務に従って工事専門下請負・労務下請負契約の届出
管理を確実にすること。契約届出管理の主な内容は次の通りである。
1、労務供給者・需要者の労務採用契約の締結に立会い、労務採用契約の届出管理を行
う。
2、従業員給料専用口座の銀行口座番号（この口座の残金は労務契約総価格の 10%とする
こと）を開設し、提供するよに、全ての企業に督促するとともに、銀行口座番号の届出管理を行う。
3、企業に督促して労務員給料通帳を開設する。工給料通帳は実行制とし、企業は給料通
帳を通じて労務員が全額給料を支払うこと。
4、労務採用契約に登録されいてる外来従業員に対し、法律法規知識と専門知識関係の訓
練を行い、試験に合格した者に就職前訓練証書を発行する。就職前訓練証書の有効期間は暫定
的に 1 年とする。
5、企業が総合保険金の支払いがしやすいように、総合保険金支払いカード番号を設立する。
6、規定に従って企業から総合保険金を受け取るとともに、関係データの採取、処理、保存管
理を行う。
7、情報オンラインを実行し、全市の採用状況を速やかに把握し、下請負市場の供給需要情
報を提供し、企業情報を受理し掲載する。
8、施工企業に対して経常的な経営行為評価と採用規範評価を実施し、評価状況を企業
「誠実信用手册」に記載する。
三、責任分担を明確にし、相互協力を強化する
1、上海市建築業管理事務室は、本市建設工事専門下請負と労務下請負市場の管理機
関である。
2、本市建設工事建築業企業管理機関は、本市建設工事専門下請負と労務下請負市場
に対する具体的な協調管理業務を担当する。
3、本市建設工事入札応札管理機関は、落札工事通知書に記載された見込み採用工数を
審査し、落札工事概况等の基本情報を伝達する。
4、本市建設工事安全品質監督ステーションは、工事竣工検収届出登録に関する契約審査
を担当する。
5、各区、県建設管理機関は、本エリア内工事専門下請負と労務下請負市場の管理業務を
担当する。
6、各区、県建設工事専門下請負・労務市場は、建設工事専門下請負、労務下請負の契
約届出登録手続きの実施及び施工労務作業者総合保険金の徴収を担当する。
7、各階層の建設行政機関は、協力業務を積極的に行い、違反行為に対して厳しく処分す
る。
本通知は 2005 年 9 月 1 日より実施する。なお、実施においては各関係管理機関の緊密な連
携を期する。
添付： 一、「建設工事専門下請負、労務下請負契約」
二、「建築労務作業者労動契約」
上海市建築業管理事務室
２００５年８月１２日
添付一

建設工事専門下請負、労務下請負契約（参考用見本）
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甲（請負依頼組織）：
乙（請負組織）：
「中華人民共和国契約法」、「中華人民共和国建築法」及びその他の関連法律、法規に基づ
き、平等自発、公平、誠実信用の原則に従い、双方は、建設工事労務作業合作事項について合意
し、本労務作業下請負契約を締結する。
一、工事名：
二、工事場所：
三、工事内容、性質及び数量：
四、工事納期：
五、工事品質要求：
六、工事費：
七、工事請負方式及び支払い基準：
八、工事費の支払い及び決算方式：
九、甲は、本工事の施工進捗計画に従って工事材料を供給し、その規格、型式等を検査し後
に乙に納入される。そのうち、
十、評価検収：甲は、乙に対して次の４つことを評価した後、決算を行う。
1、安全生産：乙は、安全教育を強化し、安全技術規範を徹底し、安全制度を確実に守り、安
全処置をとり、施工の安全を確保すること。
2、工事品質：工事の品質基準を守り、設計図面、施工検収規範、施工設計、施工技術計画
書などの要求事項に従って施工することに心がけ、，工事の品質が契約要求を満たすことを確保する
こと。
3、工事納期：

4、文明施工：施工現場管理を強化し、建設主管機関、環境、消防、衛生などの関連機関の
施工現場管理規定を守り、文明施工すること。
十一、甲の責任：
1、乙の施工作業者に安全、品質、文明施工、総合管理等の教育を実施するための教育担当
者を指名し、教育を手配するとともに、日常の監督管理を確実にする。
2、乙の施工作業者に、施工技術、処置などの要旨を理解させる。
3、乙の施工作業者安全、工事品質、文明施工等の指導、監視管理を行うとともに、規定に従
って検収を行うこと。
4、乙の施工作業者の宿泊、食事などを手配するとともに、衛生面などの指導、監督管理を行
う。
5、契約に従って、乙にしかるべき工事費を支払う。
十二、乙の責任：
1、甲の各要求事項に従い、国家操作規範及び施工検収規範を守って施工することに心がけ
る。
2、甲の希望納期に基づき、施工作業計画書を作成し、甲の月次納期計画を確実に完成させ
る。
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3、契約に従ってしかるべき賃金を労務作業者に支払う。
4、安全合意書の規定を守り、施工現場の安全生産処置をとり、各項基本作業を確実にする。
5、国家及び上海市の関連規定に従い、建設開始前の従業員採用手続きを確実に行う。
（1）乙は、「企業法人营業許可証」、「企業資格等級証書」等の有効な証明書を甲に提示する
こと。
（2）乙の生産作業者は、甲の施工エリアに入るにあたって、作業者の身分証明、特殊作業資格
証明書等の有効な証明書を提示すること。
6、乙は、労務作業者の管理を強化し、各項管理規定を自発的に守ること。
十三、合意された工事費は次の通りである。
評価・検収の結果、基準を満たしている場合は

部別・プロジ
ェクト別の
工事名

組織名

基準人件費
（元）

基準人件費に追加するが、基準を満たしていな
い場合は基準人件費から差し引くこと。
品質

納期

備考

文明施工

十四、甲と乙は、本契約を締結するときに、次の契約付属書を同時に締結すること。次の付属
書は、本契約と同等の法的効力を有する。
1、安全生産合意書
2、治安、守衛、防火などの合意書
十五、材料、設備、工具物品、工程プロセス等の事項は、別途で定めることができる。
十六、違反責任
1、次のいずれかに該当する場合には、甲の違反責任を問うこと。
（1）甲が合意事項に従って乙の工事量の審査をしない、または合意事項に従って労務作業工事
金の支払いをしない、または合意事項に従って労務作業工事金の未払い金の支払いをしない場合に
は、乙がその期間に銀行から貸付金を借り入れる金利で、乙に労務作業工事金滞納金利を支払うと
ともに、滞納金額量に基づいて乙に１日
‰の違約金を支払うものとする。
（2）甲が義務事項の履行をしない、または契約に基づいて履行をしない場合には、，乙に違約金
元を支払うとともに、甲の違反による乙に与えられた経済損失を賠償し、乙がこうむった作業時間の遅
れを取り戻さなければならない。
2、次のいずれかに該当する場合には、乙の違反責任を問うこと。
（1）乙の原因により納期が遅れた場合には、1 日の遅れにつき甲に違約金 元を支払うものとす
る。
（2）乙の施工工事品質が契約に定められた品質要求事項に適合しないが、国家が規定した最
低基準が適合している場合、乙は、甲に対して違約金
元を支払うものとする。
（3）乙が義務事項の履行をしない、または契約に基づいて履行をしない場合には、，甲に違約金
元を支払うとともに、乙の違反による甲に与えられた経済損失を賠償しなければならない。なお、乙がこ
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うむった作業時間の遅れは取り戻されないものとする。
3、いずれかの契約者が契約を違反し、相手が違反者に契約を履行し続けることを要求している
場合、違反者は、上記違反責任を負担した上で契約を履行し続けなければならない。
十七、本工事に関して、甲は
氏を現場責任者として任命し、乙は
氏を現場責任者として任命して本契約の各事項を共同で履行する。
十八、紛争
甲と乙が本契約の履行において生じた紛争は協調解決とする。協調できない場合は工事所在地
裁判所に訴訟することができる。
十九、本契約は締結日より発効し、全ての工事作業竣工検収、工事金決済が終了した時点
で失効となる。
二十、本契約に定められていない事項に関して、甲と乙は別途で合意書を定めることが出来る。
本契約正本は１式３部とし、甲と乙が各 1 部保有し、もう 1 部は工事所在地建設工事取引センター
労務作業サブセンターに届出登録用とする。本契約副本は
部とし、甲が
部、乙が
部保
有する。
甲（契約印）：
乙（契約印）：
法定代表人：
法定代表人：
委託代理人：
委託代理人：
住所：
住所：
電話番号：
電話番号：
口座開設銀行：
口座開設銀行：
口座番号：
口座番号：：
年
月
日
年
月
日
添付二
建築労務作業者労動契約（参考見本）
甲：
登録住所：
資格種別：
事業所在地：
連絡用電話（または携帯電話番号）：
郵便番号：
乙の名前：
性別：
身分証番号：
戸籍所在地：
甲と乙は、建築労務市場の需要状況により、関連する法律、法規に基づき、平等、自発、公平、
誠実信用を原則にして、この労動契約を締結し、実施することに合意する。
一、業務内容：
1、工事名：
2、乙は、甲の業務上の必要により、職場作業に従事することに合意する。
二、契約期限：
1、契約期限の選択方式（次の 2 種からいずれか１つを選択し、チェックを入れる）：
（1）（ ）本契約期限は
ヶ月とする。
年
月
日から発効し、
年
月 日まで終了する。
その必要性が認められた場合、双方は、本契約の期間満了の 1 ヶ月前に再契約について相談
することができる。
（2）（ ）本契約の期限は、合意された職場作業が完成するまでとする。
三、労動報酬：
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1、甲が乙に支払う労動報酬の基準は
元/工日とし、毎月 日前に現金にて支払うこと。春
節がある場合には、春節の 15 日前に乙にしかるべき給料を給付する。
2、甲と乙が、労動報酬に関するその他の合意事項：
四、甲と乙の権利及び義務：
1、甲の権利及び義務：
（1）甲は、生産（業務）上の必要性により、本組織の規則制度及び本契約各条項に従って、乙
を管理する。
（2）甲は、生産（業務）上の必要性及び乙の勤務ぶりや能力により、乙の職場作業を適切に調
整することができる。
（3）甲は、乙の合法権益を保護し、契約合意事項に従って乙に労動報酬を給付すること。
（4）甲は、乙に対し職場に就く前の安全教育訓練を実施するとともに、安全、衛生基準に適合
した作業条件を提供する。
（5）甲は、乙に対し労務作業者「就業登記手册」と社会総合保険等の関連手続きを実施、ま
たは代理人に委託して実施する。
2、乙の権利及び義務：
（1）乙が業務に従事している間の各項行為は、上海市関係機関の各項規定を守らなければな
らない。
（2）乙は、甲の各項規則制度に従って建築労務職場の職責をまっとうすること。
（3）乙の施工品質は、関連する規格及び技術標準を満たすこと。
（4）乙は、施工現場に入る前に、職場に就く前の訓練を自発的に受け、訓練合格証書を取得
すること。
（5）乙は、本契約の合意事項に従って労動報酬を、定められた期間内に全額で受け取る権利を
有する。
（6）乙は、業務に従事する期間内に上海市社会総合保険を受ける権利を有する。保険には、
労災と入院医療の 2 種が含まれている。
五、契約の変更：
本契約関連内容の変更は、双方の合意があれば行うことができる。変更後の契約または契約付
属書は、双方が署名のうえで有効とする。本契約に変更に関するさだめがあればその定めに従う。
六、契約の終止及び解除：
1、本契約は、次のいずれかのことが発生すると終止する。
（1）本契約の期間が満了した場合、（2）双方が合意した終止条件がでる場合、（3）甲が倒産し、
解散し、または撤去された場合、（4）乙が死亡した場合。
2、乙に次のいずれかのことがあれば、甲は契約を解除することができる。
（1）労動規律または甲の規則制度に対して重大な違反場あった場合、（2）重大な業務過失や
汚職行為があり、甲の利益に重大な損害を与えた場合、（3）法に基づき刑事責任が追及された場合、
（4）仕事に不適任であり、訓練を受けても、または職場を異動しても仕事に不適任と認められた場合、
（5）労動契約の成立時に準拠した客観的な状況に重大な変化があり、本契約を履行することができ
なくなり、当事者が協議しても労動契約の変更について合意できない場合、（6）法律、法規に規定さ
れたその他の状況。
3、甲に次のいずれかのことがあれば、乙は契約を解除することができる。
（1）甲が暴力、脅威または人身自由不法制限の手段で強制的に労動させた場合、（2）甲が契
約合意事項に従って労動報酬の給付をしない場合、（3）甲が提供した業務条件と衛生条件が悪く、
乙の身体健康に重大な危害がある場合、（4）甲は「就業登記手册」と総合保険等の手続きを行わな
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い場合。
4、乙は、本契約が終止または解除された 1 週間以内に、その業務を甲に引継ぐこと。
七、契約違反責任：
1、いずれかの契約者が本労動契約合意事項に従って義務履行をしない場合、しかるべき法的
責任を負担することとする。
2、本契約の違反に対する処理方法：
八、紛争解決の方法：
甲と乙が本契約の履行において発生した紛争は、協議の上で解決することが出来る。協議して
も解決できない場合は工事所在地政府労動紛争仲裁機関に仲裁を申し立て、または直接、工事
所在地裁判所に訴訟を訴えることができる。
九、その他：
1、甲と乙が合意するその他の事項：

2、本契約は１式２部とし、甲と乙が各１部保有し、もう 1 部は工事所在地建設工事取引センタ
ー労務作業サブセンターに届出登録用とする。
3、本契約に定められていない事項に関して、甲と乙は別途で合意書を定めることができる。
4、本契約条項と法律、法規に異なった場合は、法律、法規に準ずる。
甲（契約印）：
乙方（署名）：
法定代表人：
組織住所：
住所：
組織電話：
電話（または携帯電話番号）：
年
月
日
年
月
日
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