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施工体制台帳記載例
平成２９年４月１０日

　施 工 体 制 台 帳　 《下請負人に関する事項》

会 社 名 白鳥産業株式会社 代表者名 白鳥　真一
［会社名］

許可（更新）年月日
土、建、電、管、
鋼、ほ、しゅ

工事業
大臣　特定
知事　一般

第99999号 平成２８年 １ 月１０日

　国交建設株式会社

住　　所
　　　　〒000-0000
 　　　　 ○○県☆☆市△△町１２－３４

［事業所名］ 　○○ビル作業所
工事名称
及　　び
工事内容

　　　　○○ビル新築工事 / コンクリート工、足場等仮設工、鉄筋工、型枠工

建設業の
許　　可

許可業種 許可番号

工事名称
及　　び
工事内容

○○ビル新築工事 / 建築一式（地上６階、地下１階 延床面積 9,600㎡）
とび・土工
鉄筋、大工

工事業
大臣　特定
知事　一般

第123456号

工　　期
自　平成２９年　４月 １０ 日
至　平成３０年  ３月 ２２ 日

契 約 日 平成２９年 ４ 月 ７ 日
電気通信 工事業

大臣　特定
知事　一般

第99999号 平成２８年 １ 月１０日

平成２８年 ２ 月２９日

工事業
大臣　特定
知事　一般

第     号 　　　　年 　 月　　日

建設業の
許　　可

施工に必要な許可業種 許可番号 許可（更新）年月日

契　　約

営 業 所

区　　分 名　　　　　称 住　　　　　所

元請契約

雇用保険

工　　期
自　平成２９年   ４月   ６ 日
至　平成３０年   ３月 ３１ 日

契約日 平成２９年 　４ 月  ５ 日
 加　入　　　未加入

  適用除外
 加　入　　　未加入

  適用除外
 加　入　　　未加入

  適用除外
事業所整理

記号等
営業所の名称

発注者名
及　　び
住　　所

△△商事株式会社
〒123-4567 ○○県○○市○○町１－１

健康保険等
の加入状況

保険加入の
有無

健康保険 厚生年金保険

健康保険 厚生年金保険

本　　　社 ××県××市××町１２３－４ 現 場 代 理 人 名 白鳥　三郎 安全衛生責任者名 松田　四郎

雇用保険
○○営業所 ZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZ-ZZZZZZ-Z

松田　四郎

雇用管理責任者名 島田　五郎
主 任 技 術 者 名

専任
白鳥　五郎非専任

下請契約 ☆　☆　支　店 ○○県☆☆市☆☆１１１
　 権限及び
　 意見申出方法

契約書記載のとおり 安全衛生推進者名

資 格 内 容

事業所整理
記号等

区分 営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険 担当工事内容
元請契約

保険加入の
有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険 専門技術者名
 　資 格 内 容 一級建築施工管理技士 加　入　　　未加入

  適用除外
 加　入　　　未加入

  適用除外

有　　無
　外国人技能実習生の
　従事の状況（有無）

有　　無

本社 XXXX XXXXXXXX

現　　場
代理人名

中国　太郎
権 限 及 び
意見申出方法

契約書記載のとおり

　外国人建設就労者の
　従事の状況（有無）

発注者の
監督員名

注文　一郎
権 限 及 び
意見申出方法

契約書記載のとおり

健康保険等
の加入状況

 加　入　　　未加入
  適用除外

XXXX-XXXXXX-X
下請契約 ○○支店 YYYY YYYYYYYY YYYY-YYYYYY-Y

監督員名 国土　保
権 限 及 び
意見申出方法

契約書記載のとおり

専　　門
技術者名

河道　守
専　　門
技術者名

資格内容 実務経験（１０年・管） 資格内容

主任技術者名
又は

監理技術者名

専任

中国　太郎 資 格 内 容 一級建築施工管理技士
非専任

担　　当
工事内容 冷暖房設備工事、給排水施設工事

担　　当
工事内容

　外国人建設就労者の
　従事の状況（有無）

有　　無
　外国人技能実習生の
　従事の状況（有無）

有　　無
注意

１．　　　部分は建設業法で定められた記載事項です。

２．説明書きの後に(＊)印がある部分は置かない場合もあるので、そ
　　のときは記載不要です。

３．「権限及び意見の申出方法」欄は、建設業法では相手方に対して
　　通知することになっていますので、その通知書や契約書に定めら
　　れている場合は、その旨を記載した上書面を添付してください。
　　これによらない場合は具体的に記載してください。

『建設業法に基づく施工体制について　Q&A』(国土交通省 中国地方整備局、平成29年11月改訂版)より抜粋(一部加工)

１．出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実
習の在類資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事
する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。

２．同法別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定める
もの（以下「外国人建設就労者」という。）が、建設工事に従事する場合は「有」、従事す
る予定がない場合は「無」を○で囲む。

作成建設業者の商号名称

この工事を担当する事業所名

作成建設業者が受けている許可
を全て記入（業種は略称でも
可）

作成建設業者が発注者と締結した
契約書に記載された工事名称とそ
の工事の具体的内容

作成建設業者が発注者と締結した
契約書に記載された工期

発注者と契約を締結した作成建設
業者の営業所

一次下請と契約を締結した作成建
設業者の営業所

一次下請を監督するために作成
建設業者が監督員を置いた場合
その氏名(＊)

作成建設業者が現場代理人を置い
た場合その氏名(＊)

作成建設業者が置いた主任技術
者又は監理技術者について専任
か非専任の該当する方に○印

作成建設業者が専門技術者
を置いた場合その氏名(＊)

下請負人が請負った建
設工事の契約書に記載
された工事名及びその
工事の具体的内容

施工体制台帳を作成
又は変更した日付

下請負人が請負った建設工事の
契約書に記載された工期

下請負人の商号名称

作成建設業者が発注者
と締結した契約書に記
載された契約日

下請負人が請負った
建設工事の契約書に
記載された契約日

下請負人の受けている許
可のうち、請負った建設
工事の施工に必要な業種
に係る許可

下請負人が置いた安全衛生
責任者名(＊)

下請負人が置いた安全衛生
推進者名(＊)

下請負人が置いた雇用管理
責任者名

下請負人が専門技術者を置
いた場合その氏名(＊)

専門技術者が担当する工事
の具体的内容(＊)

下請負人が現場代理人を置い
た場合その氏名(＊)

（主任・専門）技術者の資格を具体的に記入
例)第一種電気工事士

実務経験(指定学科３年・電気通信)

実務経験(１０年・機械器具設置)

発注者が置いた監督員の氏名(＊)

主任技術者又は監理技術者の資格を具体的に
記入
例)一級土木施工管理技士

指導監督的実務経験(電気通信)

専門技術者の資格を具体的に記入(＊)
例)第一種電気工事士

実務経験(指定学科３年・電気通信)
実務経験(１０年・機械器具設置)

作成建設業者が置いた主任技術者
又は監理技術者の氏名

専門技術者が担当する工事の具体
的内容(＊)

事業所整理記号及び事業所
番号（健康保険組合にあっ
ては組合名）を記入
一括適用の承認に係る営業
所の場合は、本店の整理記
号及び事業所番号を記入

上段：元請として発注者との契約
を行う営業所の名称・記号等を記
入
下段：下請との契約を行う元請の
営業所の名称・記号等を記入（元
請契約と同一の営業所の場合は
「同上」と記入）

事業所整理記号及び事業所番号

（健康保険組合にあっては組合

名）を記入
一括適用の承認に係る営業所の場
合は、本店の整理記号及び事業所
番号を記入

事業所整理記号及び事業所
番号を記入
一括適用の承認に係る営業
所の場合は、本店の整理記
号及び事業所番号を記入

各保険の適用を受ける営業所について届出を
行っている場合には「加入」、行っていない場
合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち
一部について行っていない場合を含む）は「未
加入」、従業員規模等により各保険の適用が除
外されている場合は「適用除外」を○で囲む

事業所整理記号及び事業所番号を記入
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店
の整理記号及び事業所番号を記入

労働保険番号を記入
継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、
本店の労働保険番号を記入

請負契約に係る営業所の名
称を記入

労働保険番号を記入
継続事業の一括の認可に係
る営業所の場合は、本店の
労働保険番号を記入

下請負人が置いた主任技術
者の氏名及び専任か非専任
の該当する方に○印

Administrator
テキストボックス
参考




