
様式-1

低　入　札　価格　調　査資　料

平成29年7月6日に入札した「京都輔鰯境研究所及び京師維環境研究所新築(合築)工幸子

(電気設備工勒」については、下請理由にょり入札書に記載した入札金額において安全で良質な施工が

可能であり、その根拠資料を添えて提出します。

なお、当該資粗の内容については、事実と相違ないことを哲約します。

√　平成29年7月20日

京都府知事山田啓二　　　様

共同企業体の名称

住　　　　所i標

五島・尾形特定建設工事共同企業体
与と三、回く幸司寺宝

代表者　商号又は名称

代　表　署　名1

住.　新帝動軸i旧東頭28

措成員　商号又は名称

代表者名
、

記　・

○当該価格で入札した理由

所及び京都市衛生環境研究斬新この度は 京都府保健環境研究
の競争入札に参加させていただき、誠に有難うございます。

諜輩警護親柱欝認諾諾藷讃諾瀦馨鮨蒲護蒜減を
行えることから当該価樹こて応札させていただきました。

艶諾露讃難読讃箋驚警護議謹書
ご用命下さいます様、お願い申し上げます。



様式- 2

京都府保健環境研究所及び京都市衛生環境研究所新築
内　訳　書

(合築)工事(霹気設備工事)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内訳判〇、

工　事　内　訳 ��I|｢�単位 �%���廁���、金　額 儖X��ﾖﾂ�

1.直接工事費　電気琵備工事 ���式 �� ��

1-1・庁舎煉 ���式 ����

ト1十.橋灯設備 ���式 ����

11-1-a・種灯幹線 �����式 ����

ト1十〇b.霹灯分岐 ���式 ����

1-1-ユーC.コ滝沢分岐 ���ﾂ�式 ����

1-1-1-d`非常照明 ���式. ����

1-1-1」e.頼導灯 ���式 ����

、1-1細1輸f.非常コルト ���式 ����

l-1-2.動力設備 ����式 ����

1」1÷2-a.動力幹線 坪����式 ����

1十2-b・動力分岐 ���式 ����

i手早◆雷保護設備 ���������式 ����

1-1-缶受変電設備 ���式 ����

1-i-5.発雷設備 ���式 ����

1-1-5-え.発藷設備　自家発電設備、 �������ト式 ����

1葛ユニ5-b議電設備太陽光発電用関連設備 ���式 ����

l一朗・構内情報通信網翠備 ���式 ����

ユニ工-6-a・構内情報通信網設備・ ���式 ����

1-1-6「〕.測定機器用通信設備 偵��式 ����

11-7.構内交換設備・ ���式 ����

1十8.情報表示設備　寓気時計 ���式 ����ﾈ�r�

ー1-



様式i-2の「

1十l-a膚灯鍛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見積蝿∴i86717C 

品名■ 分寵盤 �����ｴｸｦ��Mｨ+Rﾓ��数量 �%�犬�単　価 仞���ｧ｢�備　考 

1 几ﾂ�l｢�{ﾂ�l｢�{ﾂ�l｢�l｢� �� 

〃 ��ﾄ�+X�S"�1 � 鳴�星星星王墓 

II �<��+Xｨｳ2�1 � 鳴� 

ll �$板ﾓB�.i � 綿�b�雪こ===曇==重量要害婁±±∃害豊言〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

1〃 �+Rﾓ3"ﾓ��、l � �?����R� 

II. �6s3��1 � 白�宝===重こ曇∃重要≡≡岳要害±±⊇皇星葵〇〇〇〇〇〇〇〇 

II �6s#b�.1 � ���� 

’〃 ��c#rﾖﾅ��工 冤｢�� ��王=雪=王墓≡重量±≡重言豊葵 

lI �?�#rﾓ"�1 冤｢� ��こ==星≡≡≡要害∃重言葵 

lI �?樋2�1音 冤｢� �� 

II ��d��l ��瑛｢� �� 

〃 ��cS��l 冤ｨ��� �� 

トO2 し-04 ト32-2 〃 �1, 冤｢� �� 

〃 冤∴ ��X尸l｢� ����� 

II 凵A1 冤｢�自l｢� ��ｫ��看 

lI �+Rﾘ��3h���1 � ����� 

II・ �6s#��S"�1∴ 冤｢� ��ｫ��ここここここ副書 

II/ �+Rﾓ3X���1 冤｢� ��こ=ここ王こここ田“““音 

II　　　　　　　J 　　　　　　　　) �+Rﾓ#ふ"�ユ 冤｢� �白�霊曇==霊=墓国書 

・　〃　　　　　　　　　　　I �+Rﾓ3B�1i 冤｢� ���こ=蘭書 

、II　　　　　　　　　　　　さ �+Rﾖﾂ�,1 冤ｨ�b� �� 

I 綿+X5ｲ���[、 :●: 冤 侭l｢� �� 



共　通仮設費(率分)内　訳書

様式-2の4

費　目 俘���������������m｢�金額、 佝��,ﾉ���i梔Eﾈ,h,�.凉ﾙu"�

準備費 �� 

仮設建物費 � 

工事施設費 � 

環境安全費 � 

動力用水光熱費 � 

屋外整理清掃費 � 

機械器具費 � 

その他 � 

イメージアップ経費 � 

ー ��

計 �� ��



様式一之の5

現場管理費　内訳車

重臣 俘���������������m｢�金額 佝��,ﾉ���*ｨ�)Eﾈ,h,�.凉ﾙu"�

労務管理費 �� 

租税公課 � 

保険料・ � 

従業貝給与手当 � 

施工図等作成費 � 

法定額利賀 � 

福利厚生費 � 

事務用品費 � 

通信交通費 � 

畢償費 � 

その他 � 

計∴∴ �� ��



様式-2の音6

一　舷　管理　費　等’内　訳書

費　目 俘��������������ym｢�金額 佝��,ﾉ���*ｨ�)Eﾈ,h,�.凉ﾙu"�

法定福利費 �� 

福利厚生費 � 

修繕維持費 � 

事務用品質 � 

通信交通費 � 

動力用水輩熱賛 � 

交醒 � 

地代家賃 � 

減価償却費 � 

租税公課 � 

保健料 � 

契約保証金 � 

雑費 � 

計 �� ��



様式鵜2の5

現場　管理費　内　訳書

費　目 俘���������������m｢�金額 �ｸﾊｸ,ﾉ���*ｨ�)Eﾈ,h,�.凉ﾙu"�

計 �� ��



様式-2の6

一　般　管理費等　内　訳書

費　目 俘���������������m｢�金額 佝��,ﾉ���*ｨ�){H,h,�.凉ﾙu"�

計 �� ��



様式-9

工’種 ・種別 ���V冖ﾂ��hｴｸｦ��単位 ��H��|｢�購　　　入　　　先　　書名 

業’署　名　i　所　在　地　I入札者との関係 

電気 凉ﾙ}��Xﾘ(�8ｴ�ｮﾙ}��式 ��� ��b�ﾂ�

電気 傲ik隶ﾘｾ���式 ���

電気 儖�xｹ�ｨｴ�ｮﾒ�式 定�R�

電気 俾�iJﾙ6Hｴ�ｮﾒ�式 ���

電気. �6I�(�Y&ﾉ_�ｴ�ｮﾒ�式 ���

電気 �6Hｴ8鳧ﾇhｴ�ｮﾒ�式 ���

電気 �i�ﾈ�X尨ｻ��Y_ｩ�xｴ�ｮﾒ�式 �����

電気 �48985��ｸ*��XﾌH�ｴ�ｮﾒ�式 偖ﾂ�

電気 �6X8ﾈ7(ｴ�ｮﾒ�式 ���

電気 豫H雕4ｨ8�8亢�ｮﾒ�式 偖ﾂ�

電気 ��X曁�ｬyyﾗB�(h匣ｬH雹�xﾎHｴ�ｮﾒ�式 ���

電気 俾�:陷鞏�_�&ﾘｴ�ｮﾒ�式、 ���

電気・ �6I�ﾈｬy}��式: ���

;電気 �5��ｸ8ｸ�Y6I�ﾉ}��.式∴ ���

電気 �7ｨvH4�5厭��式 ���

電気 �5��ｸ6�8�69�x��R�一　式 �����

電気 僭ｩ�ﾈｮﾘｾ��X､ｩ¥(ｮﾙ}��式 ��r�

電気 �(顗ｾ����ﾈ-�}��式 定����

電気 冉�霎h枴�ｩ�2�式 偖ﾂ�

電気’ ��ｩ&靫磯hﾝ��式“ ��rﾒ�

電気 �6�986�7ｨ�ｸ8ｸ�R�5(98昤鳥(ﾉ}��式 謄����2�
ー　∴ �� 

題題題 



様式一「3

過去に施工した同種の公共工事名及び発注者

発　注　者 儘���馼��kﾂ�上　期 仞���餝�備　考 

<五島電気建設株式会社> 

京都府山城北土木事務所長 價ｩJh48985��ｹ�ﾉ&饑ｹ;刋委�WHｾ�ﾔ�.��ﾂ�平成28年1〇月26白- �3Rﾃs#bﾃC���評定点:76.9点 2件 兌ﾙ�ﾃ#僖綛ﾈ�3�?｢�

京都府山城南土木事務所長 俛�;���8ﾘi&饑ｹ;刋委�WHｾ�ﾏ����(ﾔ磯b�平成乞8年5月19日へ ��S�bﾃs��ﾃsc��評定点雄.1点 
他1件 兌ﾙ�ﾃ#僖�8ﾈ�3�?ｨ�����R�

京都府乙訓土木事務所長 豫y>�耳冷��ﾈｹ靼),驂�&笙;刋或亶ﾘ���2�平成2了年2月9日- ���ﾃc�rﾃイ��評定宙74.8点 確保小規模改良(繍箆物〉工手他3件 兌ﾙ�ﾃ#yD���ｨﾈ��i?｢�

<株式会社尾形電気工事> 

京都府知萌　山田　啓二 俛��#�c8ﾘb映ｹ�X憙ﾋIfﾙy�8ﾂ�&饑ｹ;刋��平成27年9月8日一 都Bﾃcィﾃ�c��評定点:68.8点 交付金工事 兌ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ�3�?｢�

国立大学善人串郭工芸総維大学 仍�78ﾔ杏ﾉ��沙�Xｧr胤ﾈ5��(ｧx�辷�邊�平成27年明17日- �#"ﾃ##c�C���評定点再7、0点 
長　古山正毅 ��ﾘ��淙�9=Hｴ9�ﾙOXﾔ厭｢�平成27年12月25日 

京都府教育委貝会 儻ｹzxｹ�78+x,ﾘ.俘)9�%�L)�駢ｨﾏYJﾘ伉�平成26年7月8日→ �){津��2緜���評定点;70,8点 
赦管長小串坦勉 ��ﾙOY9��餔Xﾔ磯b�平成26年11月28日 

国立大学法人東都教育大学 理率日向野隆司 仍�78ｻ8孜�XｧyXﾙ�靼)9乂xﾕｩ�ﾈ支ｭ弌ﾂ�平成25年之月13目〆 ��Rﾃ33�ﾃ����評定点;了5点 
修　電気設備その他工事 兌ﾙ�ﾃ#YD緝ﾈ繦?ｨ���

八幡市長椙口丈昭 �&ｨ�(�9(hｧxｧ(夐>�暮:陝ｹ�Xｴｹlﾘ淤�"�平成25年6月14日~ �#(�c��2ﾃ����評定点;72.8点 工串　　脂気投燐工事) 兌ﾙ�ﾃ#YD���Xﾈ�#�?｢��

国立大学法人京都工芸接維大学 仍�78ﾔ杏ﾉ��沙�Xｧr挨�4俾�iJﾘ樂�ﾒ�平成25年10即日で �#��RﾃSsrﾃS���評定点;69.6点 
長　　　古山正睦 倅�����ﾆ浦靫����平成26年2月28日 

八拒市長椙口　文昭 倡Y�Xﾏij�Y�X椋ｯｸ淤�(ﾔ磯b�%ｨｴ8ﾔ��饕��平成25年9月「色目二 ���ﾃンr纉S��評定点弓3点 平成26年3月20日 

国立大学法人京都大学 学長山庭番- 仍�79�Xｧr�>ﾉYB�8ｧyYInX����h丨+ｲ�平成27年7月7日- ��ﾃ�bﾃ�#BﾃC���評定点;76点 
の低　唱気設備工亭 兌ﾙ�ﾃ#yD纔ﾈ�3�?｢�

l �� ��

各室星星上 ��題易題 



掠式一3

施　工　体　制　台　帳

【会社名】五島・尾形特定建設工事共同企業体

平成　29年7月19　日

【事業所名】京都府保健環境研究所及び京都市衛生環境研究所新築(合築)工事(電気設備工事)

建設業 の許可 仍h�(ｼh霻�許可番号( 仍h�"易��b僖霾��i?｢�

庵気・土木・ほ装一道図工事 　　　業 (五色電気建設㈱) 舒ﾘ��杏��c�3S�8ﾘb�平成　28年7月「5日 

電気工事業 ��Y�$8�(ﾜ��#3#�ﾘb�平成27年7月　之0日 

工事名称 及-び 工事内容 仍�79Wｹ]ｸﾉ(ｬ(ｺｸﾊHｸh�ｷ�-�ｹ�78�8���hｬ(ｺｸﾊHｸh��i'｢��8�儘磯b�6Hｴ8ｦｹOXﾔ磯b��

電気設備工事一式 

発注署名 仍�79Wｸﾉ(ﾔ餾�9YHﾉ(ﾔ餾�9�ﾙk�擺�
及　び 住　所 仍�78�8�8ｹ霎h岔zyHI,ｩ�i*ﾉ�ﾉ�Xﾍｸ6ﾙ>�*ﾂ�

工　　期 俾兌ﾙ�ﾈ/�僖���ﾈ���齟��[ﾙ�ﾃ3�D繹ﾈ�3�?｢�契　約　日 兌ﾙ�ﾈ��D���ﾈ���?｢�

契,約 営i業師 仞h��Z｢�名:　称 偖ｨ������
元請契約 ��l　　　　　　　　　- 

下請契約 ��岩室星雪害冒顕 

監督貴名 凵[ 剏｠限及び 意見申出方法 � 

現　場 代理人名 � 亦��権限及び 意見申出方法 剳ｶ章による。 

・監　理 技術者名 �.ぐ垂_歩∴ 非専任 ��資格　内　容 �1’級電気工事施工管理技士 

専　門 技術者名 ����ｨ��nR�襍ｨ���)kﾂ���

資格内容 ����資格内容 ��

担　当 工事内容 ��剪S　当 工事内容 ��



【下請負人に関する事項】

会社名 ��∴　代表吉名 ��

住　所 電話番号 ��

工事名称 及-び 工事内.容 仍�������������ﾊHｸh�ｷ�-�ｹ�78�����iVｸｺｸ��､X��i|�厭�B儘磯i6Hｴ9�ﾙOXﾔ磯b��
電気設備工事×1式’ �� 

ェ　　　期 俾���[ﾙ�ﾃ#僖���ﾈ����?｢�契.約●　日 兌ﾙ�ﾈ��D���ﾈ���?ｦ��

至　平成31年8月　30,日 

臆建設業 の許可 倡ｸﾔ�,儺ｹwh,飴h�(ｼh霻�許　可　番号 仍h�(��ﾕ��b僖霾�?･�?��電気・土木工事業 �� 

工事薫 儼i9��h��ﾘb�平成’年　　月　　日 

現場代理人名 � 

権限及び 剌走ﾊによる。 
意見申出方法 

主任技術著名 � 

資格　内　容 ��ｸ�6Hｴ8ﾔ磯h邵ﾔ握yyﾘ醴�

安全衛生責任者名 � 

安全衛生推進者名 

雇用管理責任者名 

専門技術署名 � 

資格　内　容 ��

担当工事内容 ��



【下請負人に関する事項】

会社名 ��ｲ�代表者名 ��

住　所 電話番号 ��

臆臆臆±===こ=百 

工事名称 及　び 工事内容_ 仍�79Wｹ]ｸﾉ(ｬ(ｺｸﾊHｸh�ｷ�-�ｹ�78�8･��笹塚甥研究所新築(含葉)工手(電気設備工軍) 
電気設備工事名1式 

工　　　期 俾���[ﾙ�ﾃ#���D�����ﾈ�����?｢�契　約　日 兌ﾙ�ﾈ��D���ﾈ���?｢�

室′　平成31年8　月つ0　白 

建設業 の許可 倡ｸﾔ�,儺ｹwh,飴h�(ｼh霻�許　可　番号 仍h�"易��b僖霾�?｢�電気工事業 �� 

エ事業 �ﾙ��h��ﾘb�平成’年　　月 �?｢�

現場代理人名 

権限及　び 刹{西による。 
意見申出方法 

主任技術者名 � 

資格　内　容 ��c�顥6Hｴ8ﾔ磯h贅�

安全衛生責任者名 剌¥ 

安全衛生推進者名 

雇用管理責任署名 

専門技術者名 ��

資格　内　容 ��

担当工事内容 ��



【下請負人に関する事項】

会社名 ��代表者名 ��

住　所 電話番号 ��ﾘ��ﾘ+�唏ﾙ�ｫ���

臆園田 
工事名称 及　び 工事内容 仍�79Wｹ]ｸﾉ(ｬ(ｺｸﾊHｸh�ｷ�-�ｹ�78�8���i%ｹnﾈﾊHｸh��i'｢渥ﾉx著ﾔ磯b�)雍9�ﾙOXﾔ磯b��

防災施設工事、×1式 

ェ　　　期 僮(��[ﾙ�ﾈ��#���D�����ﾈ�����?｢�契、約　日 兌ﾙ�ﾈ��D���ﾈ���?｢�

至　平成31年8月　30　日 

建設業 の許可 倡ｸﾔ�,儺ｹwh,飴h�(ｼh霻�許　可　番号 仍h�(��ﾕ��b僖霾�?ｨ���消防施設工事業 �� 

工事薫 亳ﾈﾎﾉ�h��ﾘb�平成　年∴旦∴早 

現場代理人名 � 

権限及び 剌走ﾊによる。 
毒見申出方法 

主任技術者名 � 

.資格内　容 傲�f��ﾙOX齎��ﾖ(顥�cI}��

・安全衛生責任者名 � 

安全衛生推進者名 言・ヽ 

雇用管理責任著名 

’前号技術者名 � 

資格　内　容 ��

担当工事内容 ��



【下請負人に関する事項】

会社名 ��9Uﾈ�)kﾂ�

住　所 電話番号 ��

鵜臆音容二=ここ 

工事名称 及　び 工事∴内容 仍�79Wｹ]ｸﾉ(ｬ(ｺｸﾊHｸh�ｷ�-�ｹ�78�8･��hｬ(ｺｸﾊHｸh��io"渥ﾉwB儘磯h��*ﾙ6Hｴ9�ﾙOXﾔ磯b��b�
弱電工事×1式　‾ 

工　　　期・ 俾���[ﾙ�ﾃ#���D�)｣���ﾈ�����ｨ��?｢�契’約　日 兌ﾙ�ﾈ��D���ﾈ���?｢�

至　平成　31年8　月　30　日 

建設業 の許可 倡ｸﾔ�,儺ｹwh,飴h�(ｼh霻�許可番号 仍h�"易��b僖霾飆(�b�電気通信工事葉 ��ﾈ���������ﾈ將� 

エ事業 儼h���ｹ�h��ﾘb�平成　年.月　　日 

現場代理人名 � 

‾　権　限　及び 剌走ﾊによる。 

意見申出方法 

主任技術者名 � 

資格内　容 ���D闌��8,ﾈ��k�ﾆ���

安全衛生責任者名 � 

安全衛生推進者名 

雇用管理責任者名 

専門技術者名 � 

資格内容 ��

担当工睾内容 ��



【下請負人に関する事項】

会社名 ��代表者名 ��

住　所 電話番号 �?�?�+�+��ｨ�ｨ�ｨ粂��ｮﾒ�

■音量星重量∃∃百百 
工事名称 及　び 工事内容 做�����.�������ｸhﾜH��-�8ﾈ����>ﾂ�生　観　菊見　　　合　工事語気鵜　エ ノiヽ 弱電工事X「式 

工　　　期 俾���[ﾙ�ﾈ��#僖�����ﾈ�����?｢�契・約　日 兌ﾙ�ﾈ��D���ﾈ���?｢�

至　平成31年　8　月　30　日 

建設,業・ の許可“ 倡ｸﾔ�,儺ｹwh,飴h�(ｼh霻�許　可番号・ 仍hﾌ8*ﾘﾕ��b僖霾�?｢�電気通信工事業 �� 

工事業 ��井����?�蓼��ﾔｸ耳蔗�平成　　年　　月　　日 

.現場代理人名、 � 

権限及び 剌走ﾊによる。し 
意見申出方法 

主任技術者名・ � 

資格内・賓 ���D闌��8,ﾈ��k�ﾆ���

安全衛生責任者名 � 

安全奮生推進者名 

雇用管理責任者名 

専門技術音名 ��

資格　内　容‾ ��

担当工事内容 ��



様式獲4

施工体系図

発注者名 工事名称 仍�79Wｸﾉ(ﾔ餾�9YHﾉ(ﾔ餾�9�ﾙk�擺�京都府保険環抗研究所及び京都市衛生環境 
研究所新築(合築)工事(電気設備工事) 

工　期 忠I(��[ﾙ�ﾃ#僖���ﾈ���I"�
至’平成31年8月 �3�ﾈ��

元　　請　　名 剏ﾜ烏・虐形特定返誠工群共同企菜体 ��劔電 気 工 事 ��������kﾂ���

監　督　貴　名 � ��劔���8���i�9D8�"�

監理技術者名 劔劔偃YD8ｧh���"�

専門技術者名 � 劔劔�ｩnXｵｨ���"������ﾂ�

l担当工事内容 � 劔劍鋹9hﾔ壱)vR����ﾂ�

専門技術音名 � 劔刄F期平成2昨10月1〇日 劍�ｹ[ﾙ�ﾃ3�D繹ﾈ粨銈�?｢�

i担当工事内容 � ��侏9_ｸ���8���hｬyyﾘ�"� ��

会社名 .安全衛生責任青 票主任補者 

l会長 ��ﾘｨx���8���i�9D8�"�����

書　・　　　　記 �� ��9�ｩnXｵｨ���"�凵@　¥ 

漢囲 剪�枕H事内容 

割　会‾長 ���� ���4hｯｦ兌ﾘｷ)$������劍自[ﾙ�ﾃ3�D繹ﾈ�3�?｢�

会社∴∴名∴ 安全衛生責任者 ェ主任技術者 劔 

軍事堅締着　　¥ 

i担当工軸容 劔　　¥ 

ェ 刳伃平蝉10月的昌一平網目ふ日 

工 刮� 安 主 倆�kﾂ��8���i�9D8�(���D8ｵｩ/y(R�

事「守門技術者　　¥ 

陸工事内容　　¥ 
工期l平脚年10月10昌一軸年8月30日 



電 気 工 ������������kﾂ���
安全衛生責任者 

主任技術者 

事 ��ｩnXｵｨ���"���

担当工事内容 ���ﾂ�

工　期 剞¥年10月10昌一平成31年8月30 

工 事 ������������kﾂ���

安全衛生責任者 � 

主任技術者 � 

専門技術者 � 

担当工事内容 ��

工　期 剩N　月　日一　年　月　日 

工 事 ������������kﾂ���

安全衛生責任者 � 

主任技術者 � 

専門技術者 � 

担当工事内容 ��

工　期 剩N　月　日一　年　月　日 

工 事 ������������kﾂ���

安全衛生責任者 � 

主任技術者 � 

専門技術者 � 

担当工事内容 ��

工　期 剩N　月　日一　年　月　日 

工 事 ������������kﾂ���

安全衛生責任者 � 

主任技術者 � 

専門技術者 � 

担当工事内容 ��

工　期 剩N　月　日一　年　月　日 

工 事 ������������kﾂ���

安全衛生責任者 � 

主任技術者 � 

専門技術者 � 

担当工事内容 ��

工　期 剩N　月　日一　年　月　日 

工 事 ������������kﾂ���

安全衛生責任者 � 

音主任技術者 � 

専門技術者 � 

担当工事内容 ��

工　期 剩N月　日一　年　月　日 

工 事 ������������kﾂ���

安全衛生責任者 � 

主任技術者 � 

専門技術者 � 

担当工事内容 ��

工　期 剩N　月　日一　年　月　日 

工 ��������kﾂ���

安全衛生責任者 � 

主任技術者 � 

事 ��ｩnXｵｨ���"���

担当工事内容 ��

工期 剩N　月　日一　年　月　日 

工 ������������kﾂ���

安全衛生責任者 � 

主任技術者 � 

章 ��ｩnXｵｨ���"���

担当工事内容 ��

工　期 剩N月　日一　年月　日 

工 ����������kﾂ���

安全衛生責任者 � 

主任技術者 � 

事 ��ｩnXｵｨ���"���

担当工事内容 ��

工　期 剩N月　日一　年月　日 

工 ������������kﾂ���

安全衛生責任者 � 

主任技術者 � 

事 ��ｩnXｵｨ���"���

坦当工事内容 ��

工　期 剩N　月　日一　年　月　日 



様式-1「

労務l者のi・確保計画

区　分 �4x����ｨｸ��霻�職　　　種 刋ｩk��(柯ⅴ儺阨ﾙ{����刪�@数 �ｩ��h�(,h,ﾈｭhﾅr�岔��h�)kﾉ9��備考 

電気設備エ(五島) �6Hﾔ�� ��劍ﾋ9���

電気設備工(五島) �7儘��劔侏9���

電気設備工(尾形) �6Hﾔ��劔侏9���

電気設備エ �6Hﾔ���劔�ｩ���

電気毀備エ �6Hﾔ��劔鎚岔���

防災設備エ 偃96H4x�b�劔�ｩ���

弱電設備エ 偃96H4r�劔�ｩ���

弱電轟備エ �ﾙ6Hﾔ��劔�ｩ���

I �� �� 



接式-12

工種別労務者配置計画

工種 偃ﾙ¥｢�配　置　予　定　人　数 劔��2�
世話役 儿�,ｨﾞﾈｼh蹴��<�鈺ｭﾈ-竰�配　管工 �6H����ﾔ��オ大’レーク 

電灯設備・ �6I9I�ﾙOR� ���� ��

動力喪騰 �:驂ﾙ�ﾙOR��

雷保護設備 凅ｹ]ｸﾎﾉ�ﾙOSｨ�R�

受変電設備 假9¥�6I�ﾙOR�

発電設備∴ 價ﾙ6I�ﾙOR�

構内情報通信網設備 凩i>��饑�,ｩ�ﾙmI�ﾙOR�

描内交換設備 俔ﾉ>�ﾏ�ｫy�ﾙOR�

情報表示設備 ��饑�Uﾈ麒�ﾙOR�

映像・音響設備 �i�ﾈ�X尨ｻ��ﾙOR�

拡声設備; 丿y�ｩ�ﾙOR�

誘導支援設備 冰Y;�辷��ﾙOR�

呼出設備 侘H��ﾙOR�

テレビ共同受信設備 �6X8ﾈ7(ｺI:�9�ﾙ�ﾙOR�

監視カメラ設備 豫H雕4ｨ8�8��ﾙOR�

防犯・入退室管理設備 冉鵜h�Y?ﾉ�齏ｨｬyyﾙ�ﾙOR�

防災設備　‾ 冉胃��ﾙOR�

中央監視制御設備 �(h匣ｬH雹�xﾎI�ﾙOR�

構内配電線路 俔ﾉ>�Gｩ6I�ﾉр�

構内通信線路 俔ﾉ>�,ｩ�ﾙ�ﾉр�


