
様式－９

業務実施体制表　　　（当初・変更）

現に従事している主要な設計又は監理業務

氏名 年令 業務名（設計・監理）・施設の規模構造・立場

㎡ 　　 年　　月

氏名 ㎡ 　　 年　　月

年令　　　　　　　　　　才 ㎡ 　　 年　　月

年 ㎡ 　　 年　　月

㎡ 　　 年　　月

氏名 ㎡ 　　 年　　月

年令　　　　　　　　　　才 ㎡ 　　 年　　月

年 ㎡ 　　 年　　月

㎡ 　　 年　　月

氏名 ㎡ 　　 年　　月

年令　　　　　　　　　　才 ㎡ 　　 年　　月

年 ㎡ 　　 年　　月

㎡ 　　 年　　月

氏名 ㎡ 　　 年　　月

年令　　　　　　　　　　才 ㎡ 　　 年　　月

年 ㎡ 　　 年　　月

㎡ 　　 年　　月

氏名 ㎡ 　　 年　　月

年令　　　　　　　　　　才 ㎡ 　　 年　　月

年 ㎡ 　　 年　　月

㎡ 　　 年　　月

氏名 ㎡ 　　 年　　月

年令　　　　　　　　　　才 ㎡ 　　 年　　月

年 ㎡ 　　 年　　月

㎡ 　　 年　　月

氏名 ㎡ 　　 年　　月

年令　　　　　　　　　　才 ㎡ 　　 年　　月

年 ㎡ 　　 年　　月

㎡ 　　 年　　月

氏名 ㎡ 　　 年　　月

年令　　　　　　　　　　才 ㎡ 　　 年　　月

年 ㎡ 　　 年　　月

担当技術者の資格（管理技術者、各主任技術者を除く。）

区分 区分 　　資格 人数

人　（うち 人） 一級建築士 人（うち 人） 人（うち 人）

人　（うち 人） 建築設備士・技術士 人（うち 人） 人（うち 人）

人　（うち 人） その他 人（うち 人） 人（うち 人）

人　（うち 人） 人（うち 人） 人（うち 人）

資格

一級建築士

二級建築士

建築積算資格者

協力事務所名

協力事務所名

再委託金額

構造担当主任技術者

・【　　　　　                 　　　】（　　　　　　　 　　）

・【　　　　　                 　　　】（　　　　　　　 　　）

協力事務所名

再委託金額

建築設備士・技術士

※　複数の資格を有する職員については、いずれか一つの資格の保有者として取り扱う。

※　協力事務所の職員数は（　　）内書きで記入する。

※　プロポーザル参加にあたり提出した実績報告書において、協力事務所が業務を担うものとした場合は、協力事務所名欄及び再委託金額欄に記載する。

※　国外の同等の資格を有する者がいる場合には、それぞれの資格欄に人数を計上する。

※　管理技術者は、提出者の組織に所属していない者を配置してはならない。また、管理技術者及び各主任技術者は、その職務に関する関係法令に抵触してはならない。

※　複数の分野を担当する職員については、最も専門とする分野に記入する。　　

その他

その他

機械

一級建築士

電気建築

※　立場とは、その業務における役割分担をいい、管理技術者（総括）、○○担当主任技術者（○○主任）、○○担当技術者（○○担当）の別を記入する。

設備に関する法適合確認

実務経験年数

・設備設計一級建築士（　　　　　　　　　　    　）

・【　　　　　                 　　　】（　　　　　　　 　　）

・【　　　　　                 　　　】（　　　　　　　 　　）

実務経験年数

区分

【資格】（登録番号） 立場

・一級建築士（　　　　　　　　　　    　　　　　　　）

再委託金額

再委託金額

施設完成年月

人数　　資格

・【　　　　　                 　　　】（　　　　　　　 　　）

・【　　　　　                 　　　】（　　　　　　　 　　）

人数

協力事務所名

・【　　　　　                 　　　】（　　　　　　　 　　）

・【　　　　　                 　　　】（　　　　　　　 　　）

再委託金額

・一級建築士（　　　　　　　　　　    　　　　　　　）

再委託金額

・【　　　　　                 　　　】（　　　　　　　 　　）

再委託金額

・【　　　　　                 　　　】（　　　　　　　 　　）

協力事務所名

協力事務所名

・【　　　　　                 　　　】（　　　　　　　 　　）

・【　　　　　                 　　　】（　　　　　　　 　　）

・【　　　　　                 　　　】（　　　　　　　 　　）

管理技術者・主任技術者等

・一級建築士（　　　　　　　　　　    　　　　　　　）

・一級建築士（　　　　　　　　　　    　　　　　　　）

・【　　　　　                 　　　】（　　　　　　　 　　）

・【　　　　　                 　　　】（　　　　　　　 　　）

・【　　　　　                 　　　】（　　　　　　　 　　）

・一級建築士（　　　　　　　　　　    　　　　　　　）

業務実績

施設名称 構造・規模

協力事務所名

・【　　　　　                 　　　】（　　　　　　　 　　）

電気設備担当主任技術者

機械設備担当主任技術者

意匠担当主任技術者

実務経験年数 ・【　　　　　                 　　　】（　　　　　　　 　　）

実務経験年数

構造に関する法適合確認

・【　　　　　                 　　　】（　　　　　　　 　　）

分担

・【　　　　　                 　　　】（　　　　　　　 　　）

・【　　　　　                 　　　】（　　　　　　　 　　）

管理技術者

実務経験年数

実務経験年数

実務経験年数

・構造設計一級建築士（　　　    　　　　　　　　）

建築積算担当主任技術者

実務経験年数

・一級建築士（　　　　　　　　　　    　　　　　　　）

・【　　　　　                 　　　】（　　　　　　　 　　）

・【　　　　　                 　　　】（　　　　　　　 　　）

・【　　　　　                 　　　】（　　　　　　　 　　）


