
   
■本用紙に記入の上、本書を返信用封筒にてご返信いただきますようお願いいたします。 

記入年月日 平成  年   月   日 （   ） 

届出社名  

届出者住所 

〒  ‐ 

 

届出社氏名  電話番号 ‐  ‐ 

電気工事業者 

又は 

ビル 

メンテナンス会社 

事業者名 〒  ‐ 

住所  

担当者氏名  電話番号 ‐  ‐ 

以下に各事業所・建物毎にご記入をお願い致します。 
（調査管理番号は同封書類『ＰＣＢ使用安定器の保有に関する調査について（お願い）』の裏面、 
「御社（送付主様）が所有、管理されている事業所・建物リスト」をご覧頂き、ご記入をお願い致します。）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査票回答用紙 

例）
調査管理番号 19999　‐　1

事業所名 静岡事業所 A　・　B　・　C　・　D　

静岡市葵区追手町5-1

調査管理番号 ‐

事業所名 A　・　B　・　C　・　D　

調査管理番号 ‐

事業所名 A　・　B　・　C　・　D　

調査管理番号 ‐

事業所名 A　・　B　・　C　・　D　

調査管理番号 ‐

事業所名 A　・　B　・　C　・　D　

調査管理番号 ‐

事業所名 A　・　B　・　C　・　D　

調査管理番号 ‐

事業所名 A　・　B　・　C　・　D　

（以前、電気のメンテナンス際に確認済）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

住所

住所

設問④　交換していない照明器具

住所
なし　・　不明

設問④　交換していない照明器具

あり（約　　　　　個）

住所

住所
屋外　　 あり　・　なし 屋外　　 あり　・　なし なし　・　不明 なし　・　不明

住所

設問④　交換していない照明器具

住所
なし　・　不明

設問③　交換した照明器具

あり（約　15　個） あり（約　　　　　個）

設問④　交換していない照明器具設問①　

建物内　あり　・　なし 建物内　あり　・　なし

設問②　

屋外　　 あり　・　なし 屋外　　 あり　・　なし なし　・　不明 なし　・　不明

設問①　 設問②　 設問③　交換した照明器具 設問④　交換していない照明器具

建物内　あり　・　なし 建物内　あり　・　なし あり（約　　　　　個） あり（約　　　　　個）

設問①　 設問②　 設問③　交換した照明器具 設問④　交換していない照明器具

あり（約　　　　　個）

設問①　 設問②　 設問③　交換した照明器具

屋外　　 あり　・　なし

設問①　 設問②　 設問③　交換した照明器具

建物内　あり　・　なし 建物内　あり　・　なし あり（約　　　　　個） あり（約　　　　　個）

設問④　交換していない照明器具

屋外　　 あり　・　なし なし　・　不明

屋外　　 あり　・　なし 屋外　　 あり　・　なし なし　・　不明

設問③　交換した照明器具

建物内　あり　・　なし 建物内　あり　・　なし あり（約　　　　　個） あり（約　　　　　個）

建物内　あり　・　なし 建物内　あり　・　なし あり（約　　　　　個）

なし　・　不明

屋外　　 あり　・　なし

設問①　 設問②　

建物内　あり　・　なし 建物内　あり　・　なし あり（約　　　　　個）

屋外　　 あり　・　なし なし　・　不明

屋外　　 あり　・　なし 屋外　　 あり　・　なし なし　・　不明

設問①　 設問②　 設問③　交換した照明器具

建物内　あり　・　なし 建物内　あり　・　なし あり（約　　　　　個） あり（約　　　　　個）

なし　・　不明

屋外　　 あり　・　なし なし　・　不明 なし　・　不明屋外　　 あり　・　なし



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入内容について問い合わせさせていただくことがありますので、回答用紙には必ず連絡先（記入

者（届出者）氏名、電話番号）を記入してください。 

また、ご相談された電気工事業者の方にも問い合わせをさせていただくことがありますので、電気

工事業者の方の事業者名、住所、担当者氏名、電話番号も記入してください。 

調査票は、必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒（切手不要）にて、平成 30年 8月 31日ま

でに投函してください。平成 30年 12月 31日以降に投函された場合、事務局に到着せず、回答が

無効となる恐れがあります。 

調査にご協力いただきありがとうございました。 

調査管理番号 ‐

事業所名 A　・　B　・　C　・　D　

調査管理番号 ‐

事業所名 A　・　B　・　C　・　D　

調査管理番号 ‐

事業所名 A　・　B　・　C　・　D　

調査管理番号 ‐

事業所名 A　・　B　・　C　・　D　

調査管理番号 ‐

事業所名 A　・　B　・　C　・　D　

調査管理番号 ‐

事業所名 A　・　B　・　C　・　D　

調査管理番号 ‐

事業所名 A　・　B　・　C　・　D　

調査管理番号 ‐

事業所名 A　・　B　・　C　・　D　

調査管理番号 ‐

事業所名 A　・　B　・　C　・　D　

住所 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

住所

設問④　交換していない照明器具

住所
なし　・　不明

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

住所

住所

設問④　交換していない照明器具

住所
なし　・　不明

設問④　交換していない照明器具

あり（約　　　　　個）

住所

住所

設問④　交換していない照明器具

住所
なし　・　不明

屋外　　 あり　・　なし 屋外　　 あり　・　なし なし　・　不明 なし　・　不明

設問①　 設問②　 設問③　交換した照明器具 設問④　交換していない照明器具

建物内　あり　・　なし 建物内　あり　・　なし あり（約　　　　　個） あり（約　　　　　個）

設問①　 設問②　 設問③　交換した照明器具 設問④　交換していない照明器具

あり（約　　　　　個）

設問①　 設問②　 設問③　交換した照明器具

屋外　　 あり　・　なし

設問①　 設問②　 設問③　交換した照明器具

建物内　あり　・　なし 建物内　あり　・　なし あり（約　　　　　個） あり（約　　　　　個）

設問④　交換していない照明器具

屋外　　 あり　・　なし

設問①　 設問②　 設問③　交換した照明器具

建物内　あり　・　なし 建物内　あり　・　なし あり（約　　　　　個） あり（約　　　　　個）

設問①　 設問②　 設問③　交換した照明器具 設問④　交換していない照明器具

あり（約　　　　　個）

屋外　　 あり　・　なし なし　・　不明

屋外　　 あり　・　なし 屋外　　 あり　・　なし なし　・　不明

設問③　交換した照明器具

建物内　あり　・　なし 建物内　あり　・　なし あり（約　　　　　個） あり（約　　　　　個）

建物内　あり　・　なし 建物内　あり　・　なし あり（約　　　　　個）

なし　・　不明

屋外　　 あり　・　なし

設問①　 設問②　

建物内　あり　・　なし 建物内　あり　・　なし あり（約　　　　　個）

屋外　　 あり　・　なし なし　・　不明

屋外　　 あり　・　なし 屋外　　 あり　・　なし なし　・　不明

設問①　 設問②　 設問③　交換した照明器具

建物内　あり　・　なし 建物内　あり　・　なし あり（約　　　　　個） あり（約　　　　　個）

なし　・　不明

屋外　　 あり　・　なし なし　・　不明

屋外　　 あり　・　なし なし　・　不明

設問①　 設問②　 設問③　交換した照明器具 設問④　交換していない照明器具

建物内　あり　・　なし 建物内　あり　・　なし あり（約　　　　　個） あり（約　　　　　個）

なし　・　不明屋外　　 あり　・　なし

なし　・　不明屋外　　 あり　・　なし

屋外　　 あり　・　なし なし　・　不明

屋外　　 あり　・　なし 屋外　　 あり　・　なし なし　・　不明

建物内　あり　・　なし 建物内　あり　・　なし あり（約　　　　　個）

なし　・　不明


