
第４号様式（第 12 条関係） 
（その１） 

は し ご 車 ３ 箇 月 点 検 表 

 

     点検者 実施年月日 
      

年  月  日 

車両番号  

 区 分 ＮＯ 点検箇所 点検内容 点検方法 チェック 
１ アウトリガ作動 操作  
２ 

アウトリガ作動状況 
異音 聴診  

３ ジャッキ作動状況 異音 聴診  
４ 傾斜矯正テーブル作動状況 作動内容 目視  
５ ジャッキでの補正状況 ジャッキシリンダ作動 目視  
６ 傾斜矯正状況 水平状況 目視  

アウトリガ

自動操作 

７ バスケット自動展開 展開状況 目視  
８ 異音 聴診  
９ 

起伏作動状況 
ハンチング 目視  起伏操作 

10 バスケット平衡 平行状況 目視  
11 異音 聴診  
12 

伸縮作動状況 
ハンチング 目視  伸縮操作 

13 安全掛金作動状況 目視 目視  
14 異音 聴診  

旋回操作 
15 

旋回作動状況 
ハンチング 目視  

16 起伏、伸縮、旋回作動状況 作動状況 目視  
17 バスケット平衡 作動状況 目視  

バスケット

内操作 
18 緊急停止 作動状況 目視  
19 昇降作動状況 作動状況 目視  
20 リフタ減速機、ドラム 異音 聴診  リフタ操作 
21 第１、２限界停止 作動状況 操作  
22 作業半径自動停止 作動状況 操作  
23 最終軟停止 作動状況 操作  
24 キャブ保護 作動状況 操作  
25 はしご・ジャッキインタロック 作動状況 操作  
26 先端障害自動停止 作動状況 操作  

安全装置 

27 緊急停止 作動状況 操作  
28 アウトリガ箱張出状態 内箱の形状 目視  
29 油漏れ 目視  
30 

ジャッキシリンダ 
損傷 目視  

31 車体持ち上げ量 タイヤ接地状態 目視  
32 パイロットチェック弁 合わせ面よりの油漏れ 目視  

下部固定部

点検 

33 スプリングロック フックとピンの掛かり状況 目視  
34 油漏れ 目視  
35 

起伏シリンダ 
取付ピン状況 目視  

起伏装置点

検 
36 パイロットチェック弁 合わせ面よりの油漏れ 目視  

 
 



 
（その２） 
 区 分 ＮＯ 点検箇所 点検内容 点検方法 チェック 

37 油漏れ 目視  
38 

伸縮シリンダ 
取付け状況 目視  

伸縮装置点

検 
39 伸縮ワイヤロープ 錆状況 目視  
40 油漏れ 目視  
41 

旋回減速機、オイルモータ 
異音 聴診  

旋回装置点

検 
42 旋回接手 油漏れ 目視  
43 油漏れ 目視  
44 

リフタ減速機、オイルモータ 
異音 聴診  

リフタ装置

点検 
45 吊り上げワイヤロープ 錆状況 目視  
46 損傷 目視  
47 

はしご本体 
異音 聴診  

48 安全掛金 収納時の爪の出具合 目視  
はしご装置

点検 
49 梯体配線 損傷、ねじれ 目視  
50 バスケット本体 損傷 目視  
51 油漏れ 目視  
52 

平衡シリンダ 
取付ピン状況 目視  

バスケット

装置点検 
53 手動バイパスコック 作動 操作  
54 リフタ本体 損傷 目視  リフタ装置

点検 55 転落防止ベルト、入り口パイプ 損傷 目視  
56 操作レバー、スイッチ 操作感覚、がた 操作  
57 各種表示灯 計器類の作動、損傷 目視  

操作装置点

検 
58 アウトリガ張り出し表示 計器類の作動、損傷 目視  
59 異音 聴診  
60 

油圧ポンプ 
油漏れ 目視  

61 異音 聴診  
62 

油圧調整バルブ 
油漏れ 目視  

63 作動油タンク 油漏れ 目視  
64 各部配管、ゴムホース 油漏れ 目視  
65 ゴムホース 損傷 目視  

油圧装置 

66 作動油 油量、油漏れ 目視  
67 リフタ・バスケット 給油脂状況 目視  
68 梯体関係 給油脂状況 目視  
69 起伏関係 給油脂状況 目視  
70 旋回関係 給油脂状況 目視  

給油脂状況 

71 ジャッキ・アウトリガ 給油脂状況 目視  
備考  注：車両に関する点検は、消防車両の点検表によること。 
 
 

※該当する点検項目がないものは、チェック不要。 
 


