
NO. 図面タイトル 縮尺 NO. 図面タイトル 縮尺 NO. 図面タイトル 縮尺 NO. 図面タイトル 縮尺

1 地下施設位置図 － 101 350ｍ坑道縦断図　４枚の内　その３ 1/600 201 （参考図）西立坑　２ブームシャフトジャンボ一般図 1/50

2 地下施設一般平面図・測量基準点 1/4000 102 350ｍ坑道縦断図　４枚の内　その４ 1/600 202 （参考図）西立坑　設備基礎伏図 1/200

3 地下施設現況平面図 1/1000 103 ポンプ座・250ｍ坑道支保工割付図 1/1000 203 （参考図）西立坑　坑口外装及びジャンボ搬送装置基礎　詳細図・配筋図 図示

4 地質断面図 1/4000 104 350ｍ坑道支保工割付図 1/1000 204 （参考図）西立坑　巻上機基礎構造図 1/200

5 地下施設工事計画図 図示 105 定規図（D250-1） 図示 205 （参考図）西立坑　巻上機基礎配筋図　３枚の内　その１ 1/120

6 換気立坑　縦断図　２枚の内　その１ 図示 106 定規図（D250-2） 図示 206 （参考図）西立坑　巻上機基礎配筋図　３枚の内　その２ 1/120

7 換気立坑　縦断図　２枚の内　その２ 図示 107 定規図（D250-4） 図示 207 （参考図）西立坑　巻上機基礎配筋図　３枚の内　その３ 1/120

8 換気立坑　一般部　標準断面図・支保パターン図（DⅡ-2，DⅢa-2） 図示 108 定規図（E350-1） 図示 208 （参考図）西立坑　巻上機建屋　一般図 1/200

9 換気立坑　一般部　鋼製支保工図（DⅡ-2） 図示 109 定規図（E350-2） 図示 209 （参考図）西立坑　巻取装置・ロープダクト･水平シーブ基礎構造図 図示

10 換気立坑　一般部　鋼製支保工図（DⅢa-2） 図示 110 定規図（E350-3） 図示 210 （参考図）西立坑　巻取装置基礎配筋図 1/100

11 換気立坑　連接部　構造図（GL-350ｍ） 1/200 111 定規図（E350-4） 図示 211 （参考図）西立坑　ロープダクト・水平シーブ基礎配筋図 1/100

12 換気立坑　連接上部　鋼製支保工図（DⅢa-3IU） 図示 112 定規図（E350-6） 図示 212 （参考図）西立坑　一般部 覆工型枠工図 図示

13 換気立坑　連接部　標準断面図（DⅢa-3I） 1/200 113 定規図（E350-7） 図示 213 （参考図）西立坑　連接部 覆工型枠工図 1/60

14 換気立坑　連接部　支保パターン図（DⅢa-3I） 図示 114 定規図（E350-9） 図示 214 （参考図）西立坑　中継ポンプ座　ポンプ断面図 図示

15 換気立坑　連接部　鋼製支保工図（DⅢa-3I） 図示 115 250m大型試錐座西 1/250 215 （参考図）西立坑　中継ポンプ座　箱抜フォーム 1/40

16 換気立坑　連接部　補強ボルト図・鋼製支保補強工図（GL-250ｍ） 1/200 116 350m駐機場 1/250 216 （参考図）西立坑　坑口部キブル吊り上げクレーン詳細図 1/120

17 換気立坑　連接部　補強ボルト図・鋼製支保補強工図（GL-350ｍ） 1/200 117 350m試験坑道4 1/250 217 （参考図）西立坑　坑口下部掘削用防音蓋一般図 図示

18 換気立坑　中継ポンプ座　断面図・鋼製支保工図 図示 118 250m水平坑道　計測工割付図 － 218 （参考図）火薬類取扱所一般図 図示

19 換気立坑　中継ポンプ座　鋼製支保工補強工図 1/100 119 350m水平坑道　計測工割付図　２枚の内　その１ － 219 （参考図）火工所　一般図 1/40

20 換気立坑　裏面排水工全体立面図 1/600 120 350m水平坑道　計測工割付図　２枚の内　その２ － 220 （参考図）火薬庫　一般図 図示

21 換気立坑　裏面排水工立面詳細図 図示 121 水平坑道　計測工詳細図　３枚の内　その１ 1/100 221 （参考図）爆薬庫 一般図 図示

図 面 目 録

21 換気立坑　裏面排水工立面詳細図 図示 121 水平坑道　計測工詳細図　３枚の内　その１ 1/100 221 （参考図）爆薬庫 般図 図示

22 換気立坑　裏面排水工詳細図 図示 122 水平坑道　計測工詳細図　３枚の内　その２ 1/100 222 （参考図）地上施設工事用仮設備配置計画図 1/1000

23 換気立坑　計測工図　３枚の内　その１ 図示 123 水平坑道　計測工詳細図　３枚の内　その３ 1/100 223 （参考図）構内道路横断部　仮設配管布設図　２枚の内　その１ 図示

24 換気立坑　計測工図　３枚の内　その２ 1/200 124 水平坑道　妻部断面図 図示 224 （参考図）構内道路横断部　仮設配管布設図　２枚の内　その２ 図示

25 換気立坑　計測工図　３枚の内　その３ 1/200 125 水平坑道　交差部補強工図　２枚の内　その１ 1/100 225 （参考図）コンクリートプラント　全体図 1/200

26 東立坑　縦断図　２枚の内　その１ 図示 126 水平坑道　交差部補強工図　２枚の内　その２ 1/100 226 （参考図）コンクリートプラント　基礎構造図 図示

27 東立坑　縦断図　２枚の内　その２ 図示 127 350ｍ　ピット構造図 227 （参考図）コンクリートプラント　セメントサイロ基礎構造図 図示

28 東立坑　坑口下部・一般部　標準断面図・支保パターン図（DⅢ-1） 図示 128 グラウト工図(立坑) 1/500 228 （参考図）電気設備　高圧受電時の電気設備配線図 図示

29 東立坑　一般部　標準断面図・支保パターン図（DⅢa-3，DⅢa-4） 図示 129 グラウト工図(350m水平坑道)　１３枚の内　その１ 1/800 229 （参考図）電気設備　特高受電後の電気設備地上配置図 1/1000

30 東立坑　一般部　鋼製支保工図（DⅢ-1） 図示 130 グラウト工図(350m水平坑道)【A-①計画図】　１３枚の内　その２ 1/200 230 （参考図）電気設備　高圧系統図１（地上部）単線結線図　２枚の内　その１ －

31 東立坑　一般部　鋼製支保工図（DⅢa-3～4） 図示 131 グラウト工図(350m水平坑道)【A-②計画図】　１３枚の内　その３ 1/200 231 （参考図）電気設備　高圧系統図１（地上部）単線結線図　２枚の内　その２ －

32 東立坑　連接部　構造図（GL-250ｍ） 1/200 132 グラウト工図(350m水平坑道)【A-③計画図】　１３枚の内　その４ 1/200 232 （参考図）電気設備　高圧系統図２（坑内部）単線結線図 －

33 東立坑　連接部　構造図（GL-350ｍ） 1/200 133 グラウト工図(350m水平坑道)【A-④計画図】　１３枚の内　その５ 1/200 233 （参考図）電気設備　配線系統図１(地上部動力） 1/1000

34 東立坑　連接上部　標準断面図・支保工パターン図（DⅢa-5IU） 図示 134 グラウト工図(350m水平坑道)【A-⑤計画図】　１３枚の内　その６ 1/200 234 （参考図）電気設備　配線系統図２(坑内部動力） －

35 東立坑　連接上部　鋼製支保工図（DⅢa-5IU） 図示 135 グラウト工図(350m水平坑道)【B-①計画図】　１３枚の内　その７ 1/200 235 （参考図）電気設備　配線系統図３(坑内照明） －

36 東立坑　連接部　支保パターン図（DⅢa-5I） 図示 136 グラウト工図(350m水平坑道)【B-②計画図】　１３枚の内　その８ 1/200 236 （参考図）電気設備　特別高圧受変電設備図 1/100

37 東立坑　連接部　鋼製支保工図（DⅢa-5I） 図示 137 グラウト工図(350m水平坑道)【C-①計画図】　１３枚の内　その９ 1/200 237 （参考図）電気設備　高圧受変電設備図(PS-1） 1/100

38 東立坑　連接部　補強ボルト図・鋼製支保工補強工図（GL-250ｍ） 1/200 138 グラウト工図(350m水平坑道)【C-③計画図】　１３枚の内　その１０ 1/200 238 （参考図）電気設備　高圧受変電設備図(PS-2） 1/100

39 東立坑　連接部　補強ボルト図・鋼製支保工補強工図（GL-350ｍ） 1/200 139 グラウト工図(350m水平坑道)【D-①計画図】　１３枚の内　その１１ 1/200 239 （参考図）電気設備　高圧受変電設備図(PS-3，PS-4） 1/100

40 東立坑　中継ポンプ座　断面図 図示 140 グラウト工図(350m水平坑道)【E-①計画図】　１３枚の内　その１２ 1/200 240 （参考図）電気設備　高圧受変電設備図(PS-6，PS-7） 1/100

41 東立坑　中継ポンプ座　鋼製支保工図 図示 141 グラウト工図(350m水平坑道)【E-④計画図】　１３枚の内　その１３ 1/200 241 （参考図）電気設備　高圧受変電設備図(PS-5，PS-8） 1/100

42 東立坑　中継ポンプ座　鋼製支保工補強工図 1/100 142 （参考図）換気立坑 立坑櫓設備全体図 1/400 242 （参考図）電気設備　電気設備監視システム概要図 －

43 東立坑　裏面排水工全体立面図 1/600 143 （参考図）換気立坑 坑口全体配置図 1/250 243 （参考図）非常用発電設備　詳細図 図示

44 東立坑　裏面排水工立面詳細図 図示 144 （参考図）換気立坑 櫓本体組立図 1/60 244 （参考図）電気設備・非常用発電設備基礎構造図・配筋図 1/100

45 東立坑　裏面排水工詳細図 図示 145 （参考図）換気立坑 キブル転覆装置組立図 1/60 245 （参考図）排水設備　地上設備標準図 1/1000

46 東立坑　計測工図　４枚の内　その１ 図示 146 （参考図）換気立坑 坑口座張組立図 1/80 246 （参考図）排水設備　坑内排水設備標準図 図示

47 東立坑 計測工図 ４枚の内 その２ 1/200 147 （参考図）換気立坑 坑口人員乗降設備組立図 1/50 247 （参考図）排水設備 排水システム標準図 図示47 東立坑　計測工図　４枚の内　その２ 1/200 147 （参考図）換気立坑 坑口人員乗降設備組立図 1/50 247 （参考図）排水設備 排水システム標準図 図示

48 東立坑　計測工図　４枚の内　その３ 1/200 148 （参考図）換気立坑 坑口下部構造図 1/120 248 （参考図）排水設備　70m，210ｍポンプ座（換気立坑）詳細図 1/100

49 東立坑　計測工図　４枚の内　その４ 1/200 149 （参考図）換気立坑 気密室ドア詳細図 図示 249 （参考図）排水設備　140mポンプ座（換気立坑）詳細図 1/100

50 西立坑　縦断図　２枚の内　その１ 図示 150 （参考図）換気立坑 スカフォード組立図 1/120 250 （参考図）排水設備　350ｍポンプ座（換気立坑）詳細図 1/100

51 西立坑　縦断図　２枚の内　その２ 図示 151 （参考図）換気立坑 ズリキブル・ライダ詳細図 図示 251 （参考図）排水設備　250mｍポンプ座詳細図 1/100

52 西立坑　坑口上部　構造図 1/200 152 （参考図）換気立坑　コンクリートキブル・人キブル詳細図 図示 252 （参考図）排水設備　350ｍポンプ座詳細図 1/100

53 西立坑　坑口上部　配筋図　８枚の内　その１ 図示 153 （参考図）換気立坑　自由断面掘削機一般図 1/80 253 （参考図）給水設備　地上部給水設備標準図 図示

54 西立坑　坑口上部　配筋図　８枚の内　その２ 1/100 154 （参考図）換気立坑　設備基礎伏図 1/200 254 （参考図）給水設備　坑内給水設備標準図 図示

55 西立坑　坑口上部　配筋図　８枚の内　その３ 1/100 155 （参考図）換気立坑　巻上機基礎構造図 1/100 255 （参考図）給気設備　地上設備及び避難所標準図 図示

56 西立坑　坑口上部　配筋図　８枚の内　その４ 1/100 156 （参考図）換気立坑　巻上機基礎断面図　３枚の内　その１ 1/100 256 （参考図）給気設備　坑内給気設備標準図 図示

57 西立坑　坑口上部　配筋図　８枚の内　その５ 1/100 157 （参考図）換気立坑　巻上機基礎断面図　３枚の内　その２ 1/100 257 （参考図）給気・給水設備　基礎構造図・配筋図 1/100

58 西立坑　坑口上部　配筋図　８枚の内　その６ 1/100 158 （参考図）換気立坑　巻上機基礎断面図　３枚の内　その３ 1/100 258 （参考図）換気設備　換気ステップ図　５枚の内　その１ 図示

59 西立坑　坑口上部　配筋図　８枚の内　その７ - 159 （参考図）換気立坑　スカフォード・キブル巻上機基礎構造図 1/100 259 （参考図）換気設備　換気ステップ図　５枚の内　その２ 図示

60 西立坑　坑口上部　配筋図　８枚の内　その８ - 160 （参考図）換気立坑　人キブル巻上機基礎構造図 1/100 260 （参考図）換気設備　換気ステップ図　５枚の内　その３ 図示

61 西立坑　坑口下部　標準断面図・支保パターン図（DⅠ-1，DⅠ-2） 図示 161 （参考図）換気立坑　巻上機建屋　一般図 図示 261 （参考図）換気設備　換気ステップ図　５枚の内　その４ 図示

62 西立坑　坑口下部　標準断面図・支保パターン図（DⅠ-3） 図示 162 （参考図）換気立坑　一般部　覆工型枠工図 図示 262 （参考図）換気設備　換気ステップ図　５枚の内　その５ 図示

63 西立坑　坑口下部・一般部　標準断面図・支保工パターン図（DⅡ-1，DⅢ-1） 図示 163 （参考図）換気立坑　連接部　覆工型枠工図 1/60 263 （参考図）換気設備　風門構造図 図示

64 西立坑　坑口下部　鋼製支保工図（DⅠ-1） 図示 164 （参考図）換気立坑　扇風機横坑　連接部覆工型枠工図 図示 264 （参考図）坑口暖房設備　機器表 －

65 西立坑　坑口下部　鋼製支保工図（DⅠ-2･3） 図示 165 （参考図）換気立坑　坑口部キブル吊り上げクレーン詳細図 1/200 265 （参考図）坑口暖房設備　設備フロー図 －

66 西立坑　坑口下部・一般部　鋼製支保工図（DⅡ-1） 図示 166 （参考図）東立坑　立坑櫓設備全体図 1/400 266 （参考図）坑口暖房設備　屋外蒸気配管図 図示

67 西立坑　一般部　標準断面図・支保工パターン図（DⅢ-2，DⅢa-2） 図示 167 （参考図）東立坑　坑口全体配置図 1/200 267 （参考図）坑口暖房設備　ボイラー室詳細図 図示

68 西立坑　一般部　標準断面図・支保工パターン図（DⅡ-2，DⅢa-3） 図示 168 （参考図）東立坑　櫓本体組立図 1/160 268 （参考図）坑口暖房設備　暖房設備室詳細図 1/100

69 西立坑　一般部　標準断面図・支保工パターン図（DⅢa-4） 図示 169 （参考図）東立坑　キブル転覆装置組立図 1/80 269 （参考図）坑口暖房設備　自動制御計装図・動力盤結線図 －

70 西立坑　一般部　鋼製支保工図（DⅡ-2） 図示 170 （参考図）東立坑　坑口座張組立図 1/40 270 （参考図）坑口暖房設備　西立坑部基礎構造配筋図 1/100

71 西立坑　一般部　鋼製支保工図（DⅢ-1･2） 図示 171 （参考図）東立坑　坑口人員乗降設備組立図 1/80 271 （参考図）濁水処理設備　処理フロー図 －

72 西立坑　一般部　鋼製支保工図（DⅢa-2） 図示 172 （参考図）東立坑　スカフォード組立図 1/100 272 （参考図）濁水処理設備　配置図 1/100西立坑 般部 鋼製支保 図（ ） 図示 （参考図）東立坑 スカフォ ド組立図 / （参考図）濁水処理設備 配置図 /

73 西立坑　一般部　鋼製支保工図（DⅢa-3） 図示 173 （参考図）東立坑　ズリキブル・ライダ詳細図 1/40 273 （参考図）濁水処理設備　基礎構造図・配筋図 1/120

74 西立坑　一般部　鋼製支保工図（DⅢa-4） 図示 174 （参考図）東立坑　コンクリートキブル・人キブル詳細図 1/40 274 （参考図）脱ホウ素処理設備（１号機）　処理フロー図 －

75 西立坑　連接部　構造図（GL-140ｍ） 1/200 175 （参考図）東立坑　５ブームシャフトジャンボ一般図 1/50 275 （参考図）脱ホウ素処理設備（１号機）　機器配置図 1/200

76 西立坑　連接部　構造図（GL-250ｍ） 1/200 176 （参考図）東立坑　設備基礎伏図 1/200 276 （参考図）脱窒素処理設備　平面図 1/500

77 西立坑　連接部　構造図（GL-350ｍ） 1/200 177 （参考図）東立坑　巻上機基礎構造図 1/100 277 （参考図）脱窒素処理設備（１号機）　地下水槽構造図 1/100

78 西立坑　連接上部　鋼製支保工図（DⅡa-2IU，DⅢa-5IU） 図示 178 （参考図）東立坑　巻上機基礎断面図　３枚の内　その１ 1/100 278 （参考図）脱窒素処理設備（１号機）　機器配置図 1/100

79 西立坑　連接上部　標準断面図・支保工パターン図（DⅡa-2IU，DⅢa-5IU） 図示 179 （参考図）東立坑　巻上機基礎断面図　３枚の内　その２ 1/100 279 （参考図）脱ホウ素処理設備（２号機）　処理フロー図 －

80 西立坑　連接部　標準断面図(ＤⅡa-2Ｉ,ＤⅢa-1Ｉ,ＤⅢa-5Ｉ) 1/200 180 （参考図）東立坑　巻上機基礎断面図　３枚の内　その３ 1/100 280 （参考図）脱ホウ素処理設備（２号機）　機器配置図 1/200

81 西立坑　連接部　支保工パターン図（DⅢa-1I，DⅡa-2I） 図示 181 （参考図）東立坑　スカフォード・キブル巻上機基礎構造図 1/200 281 （参考図）脱窒素処理設備（２号機）　水槽構造図 1/100

82 西立坑　連接部　支保工パターン図（DⅢa-5I） 図示 182 （参考図）東立坑　人キブル巻上機基礎構造図 1/100 282 （参考図）脱窒素処理設備（２号機）　機器配置図 1/150

83 西立坑　連接部　鋼製支保工図（DⅢa-1I） 図示 183 （参考図）東立坑　巻上機建屋　一般図 1/200 283 （参考図）安全対策設備　ＩＴＶカメラ系統図 －

84 西立坑　連接部　鋼製支保工図（DⅡa-2I，DⅢa-5I） 図示 184 （参考図）東立坑　一般部　覆工型枠工図 図示 284 （参考図）安全対策設備　立坑周り落下防止設備 図示

85 西立坑　連接部　補強ボルト図・鋼製支保工補強工図（GL-140ｍ） 1/200 185 （参考図）東立坑　連接部　覆工型枠工図 1/60 285 （参考図）安全対策設備　通路及び踏切渡り計画図 図示

86 西立坑　連接部　補強ボルト図・鋼製支保工補強工図（GL-250ｍ） 1/200 186 （参考図）東立坑　坑口部キブル吊り上げクレーン詳細図 1/200 286 （参考図）安全対策設備　機関車信号及び警報系統図 －

87 西立坑　連接部　補強ボルト図・鋼製支保工補強工図（GL-350ｍ） 1/200 187 （参考図）東立坑　坑口下部掘削用防音蓋　一般図 1/100 287 （参考図）安全対策設備　通信連絡システム系統図 図示

88 西立坑　中継ポンプ座　断面図 図示 188 （参考図）中継ポンプ座　ポンプ配置図 図示 288 （参考図）安全対策設備　坑内環境監視システム系統図 図示

89 西立坑　中継ポンプ座　鋼製支保工図 図示 189 （参考図）中継ポンプ座　箱抜きフォーム 1/40 289 （参考図）防災対策設備　一時避難所および具備設備 図示

90 西立坑　中継ポンプ座　鋼製支保工補強工図　３枚の内　その１ 1/100 190 （参考図）西立坑　止水壁 平面・断面図 1/200 290 （参考図）防災対策設備　坑内異常検知システム系統図 図示

91 西立坑　中継ポンプ座　鋼製支保工補強工図　３枚の内　その２ 1/100 191 （参考図）西立坑　立坑櫓設備全体図 1/400 291 （参考図）防災対策設備　通気制御システム系統図 図示

92 西立坑　中継ポンプ座　鋼製支保工補強工図　３枚の内　その３ 1/100 192 （参考図）西立坑　坑口全体配置図 図示 292 （参考図）防災対策設備　坑内電源遮断システム系統図 －

93 西立坑　裏面排水工全体立面図 1/600 193 （参考図）西立坑　櫓本体組立図 1/200 293 （参考図）防災対策設備　坑内消火・冷却システム系統図 図示

94 西立坑　裏面排水工立面詳細図 図示 194 （参考図）西立坑　キブル転覆装置組立図 1/120 294 （参考図）計測用基幹線敷設図 1/500

95 西立坑　裏面排水工詳細図 図示 195 （参考図）西立坑　坑口座張組立図 1/80 295 （参考図）研究管理棟２F通信配線図 1/100

96 水平坑道断面図（GL‐140m・250m） 図示 196 （参考図）西立坑　櫓本体基礎構造図 1/100 296 （参考図）掘削土（ズリ）置場平面図・断面図 図示

97 水平坑道断面図（GL‐350ｍ） 図示 197 （参考図）西立坑　坑口人員乗降設備組立図 1/80 297

98 250ｍ坑道縦断図 1/600 198 （参考図）西立坑 スカフォ ド組立図 図示 29898 250ｍ坑道縦断図 1/600 198 （参考図）西立坑　スカフォード組立図 図示 298

99 350ｍ坑道縦断図　４枚の内　その１ 1/600 199 （参考図）西立坑　ズリキブル・ライダ　詳細図 1/40 299

100 350ｍ坑道縦断図　４枚の内　その２ 1/600 200 （参考図）西立坑　コンクリートキブル・人キブル　詳細図 1/40 300
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	152 （参）換気立坑　コンクリートキブル・人キブル 詳細図 竣工(A3) (1)
	153 （参）換気立坑　自由断面掘削機一般図 竣工(A3) (1)
	154 （参）換気立坑　設備基礎伏図 竣工(A3) (1)
	155 （参）換気立坑　巻上機基礎構造図 竣工(A3) (1)
	156 （参）換気立坑　巻上機基礎構造図　3枚の内　その1 竣工(A3) (1)
	157 （参）換気立坑　巻上機基礎構造図　3枚の内　その2 竣工(A3) (1)
	158 （参）換気立坑　巻上機基礎構造図　3枚の内　その3 竣工(A3) (1)
	159 （参）換気立坑　スカフォード・キブル巻上機基礎構造図 竣工(A3) (1)
	160 （参）換気立坑　人キブル巻上機基礎構造図 竣工(A3) (1)
	161 （参）換気立坑　巻上機建屋　一般図 竣工(A3) (1)
	162 （参）換気立坑　一般部　覆工型枠工図 竣工(A3) (1)
	163 （参）換気立坑　連接部　覆工型枠工図 竣工(A3) (1)
	164 （参）換気立坑　扇風機横坑　連接部覆工型枠工図 竣工(A3) (1)
	165 （参）換気立坑　坑口部キブル吊り上げクレーン詳細図 竣工(A3) (1)
	166 （参）東立坑　立坑櫓設備全体図 竣工(A3) (1)
	167 （参）東立坑　坑口全体配置図 竣工(A3) (1)
	168 （参）東立坑　櫓本体組立図 竣工(A3) (1)
	169 （参）東立坑　キブル転覆装置組立図 竣工(A3) (1)
	170 （参）東立坑　坑口座張組立図 竣工(A3) (1)
	171 （参）東立坑　坑口人員乗降設備組立図 竣工(A3) (1)
	172 （参）東立坑　スカフォード組立図 竣工(A3) (1)
	173 （参）東立坑　ズリキブル・ライダ 詳細図 竣工(A3) (1)
	174 （参）東立坑　コンクリートキブル・人キブル 詳細図 竣工(A3) (1)
	175 （参）東立坑　5ブームシャフトジャンボ一般図 竣工(A3) (1)
	176 （参）東立坑　設備基礎伏図 竣工(A3) (1)
	177 （参）東立坑　巻上機基礎構造図 竣工(A3) (1)
	178 （参）東立坑　巻上機基礎断面図　3枚の内　その1 竣工(A3) (1)
	179 （参）東立坑　巻上機基礎断面図　3枚の内　その2 竣工(A3) (1)
	180 （参）東立坑　巻上機基礎断面図　3枚の内　その3 竣工(A3) (1)
	181 （参）東立坑　スカフォード・キブル巻上機基礎構造図 竣工(A3) (1)
	182 （参）東立坑　人キブル巻上機基礎構造図 竣工(A3) (1)
	183 （参）東立坑　巻上機建屋　一般図 竣工(A3) (1)
	184 （参）東立坑　一般部　覆工型枠工図 竣工(A3) (1)
	185 （参）東立坑　連接部　覆工型枠工図 竣工(A3) (1)
	186 （参）東立坑　坑口部キブル吊り上げクレーン詳細図 竣工(A3) (1)
	187 （参）東立坑　坑口下部掘削用防音蓋　一般図 竣工(A3) (1)
	188 （参）中継ポンプ座　ポンプ配置図 竣工(A3) (1)
	189 （参）中継ポンプ座　箱抜きフォーム 竣工(A3) (1)
	190 （参）西立坑　止水壁　平面・断面図 A3 (1)
	191 （参）西立坑　立坑櫓設備全体図 A3 (1)
	192 （参）西立坑　坑口全体配置図 A3 (1)
	193 （参）西立坑　櫓本体組立図 A3 (1)
	194 （参）西立坑　キブル転覆装置組立図 A3 (1)
	195 （参）西立坑　坑口座張組立図 A3 (1)
	196 （参）西立坑　櫓本体基礎構造図 A3 (1)
	197 （参）西立坑　坑口人員乗降設備組立図 A3 (1)
	198 （参）西立坑　スカフォード組立図 A1 (1)
	199 （参）西立坑　ズリキブル・ライダ 詳細図 A3 (1)
	200 （参）西立坑　コンクリートキブル・人キブル 詳細図 A3 (1)
	201 （参）西立坑　２ブームシャフトジャンボ一般図 A3 (1)
	202 （参）西立坑　設備基礎伏図 A3 (1)
	203 （参）西立坑　坑口外装及びジャンボ搬送装置基礎 詳細図・配筋図 A3 (1)
	204 （参）西立坑　巻上機基礎構造図 A3 (1)
	205 （参）西立坑　巻上機基礎配筋図　3枚の内　その1 A3 (1)
	206 （参）西立坑　巻上機基礎配筋図　3枚の内　その2 A3 (1)
	207 （参）西立坑　巻上機基礎配筋図　3枚の内　その3 A3 (1)
	208 （参）西立坑　巻上機建屋 一般図 A3 (1)
	209 （参）西立坑　巻取装置基礎・ロープダクト他構造図 A3 (1)
	210 （参）西立坑　巻取装置基礎配筋図 A3 (1)
	211 （参）西立坑　ロープダクト・水平シーブ基礎配筋図 A3 (1)
	212 （参）西立坑　一般部覆工型枠工図 A3 (1)
	213 （参）西立坑　連接部覆工型枠工図 A3 (1)
	214 （参）西立坑　中継ポンプ座 断面図 A3 (1)
	215 （参）西立坑　中継ポンプ座 箱抜フォーム A3 (1)
	216 （参）西立坑　坑口部キブル吊り上げクレーン詳細図 A3 (1)
	217 （参）西立坑　坑口下部掘削用防音蓋 一般図 A3 (1)
	218 （参）火薬類取扱所　一般図 竣工(A3) (1)
	219 （参）火工所　一般図 竣工(A3) (1)
	220 （参）火工品庫　一般図 竣工(A3) (1)
	221 （参）爆薬庫　一般図 竣工(A3) (1)
	222 （参）地上施設工事用仮設備配置計画図 竣工(A3) (1)
	223 （参）構内道路横断部　仮設配管布設図　2枚の内　その1 竣工(A3) (1)
	224 （参）構内道路横断部　仮設配管布設図　2枚の内　その2 竣工(A3) (1)
	225 （参）コンクリートプラント 全体図 竣工(A3) (1)
	226 （参）コンクリートプラント 基礎構造図 竣工(A3) (1)
	227 （参）コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ セメントサイロ基礎構造図 竣工(A3) (1)
	228 （参）電気設備　高圧受電時の電気設備配線図 A3 (1)
	229 （参）電気設備　特高受電後の電気設備地上図配置 竣工(A3) (1)
	230 （参）電気設備　高圧系統図１（地上部）単線結線図　2枚の内　その1 竣工(A3) (1)
	231 （参）電気設備　高圧系統図１（地上部）単線結線図　2枚の内　その2 竣工(A3) (1)
	232 （参）電気設備　高圧系統図２（坑内部）単線結線図 竣工(A3) (1)
	233 （参）電気設備　配線系統図１（地上部動力） 竣工(A3) (1)
	234 （参）電気設備　配線系統図２（坑内部動力） A3 (1)
	235 （参）電気設備　配線系統図３（坑内照明） A3 (1)
	236 （参）電気設備　特別高圧受変電設備図 竣工(A3) (1)
	237 （参）電気設備　高圧受変電設備図(PS-1) 竣工(A3) (1)
	238 （参）電気設備　高圧受変電設備図(PS-2) 竣工(A3) (1)
	239 （参）電気設備　高圧受変電設備図(PS-3,PS-4) 竣工(A3) (1)
	240 （参）電気設備　高圧受変電設備図(PS-6,PS-7) 竣工(A3) (1)
	241 （参）電気設備　高圧受変電設備図(PS-5,PS-8) A3 (1)
	242 （参）電気設備　電気設備監視システム概要図 A3 (1)
	243 （参）電気設備　非常用発電設備　詳細図 A3 (1)
	244 （参）電気設備　非常用発電設備基礎構造
	245 （参）電気設備　地上設備標準図 竣工(A3) (1)
	246 （参）排水設備　坑内排水設備標準図 A3 (1)
	247 （参）排水設備　排水システム標準図 A3 (1)
	248 （参）排水設備　70m、210mポンプ座詳細図 竣工(A3) (1)
	249 （参）排水設備　140mポンプ座(換気立坑)詳細図 (A3)140ポンプ座 (1)
	250 （参）排水設備　350mポンプ座（換気立坑）詳細図 A3 (1)
	251 （参）排水設備　250mポンプ座詳細図 A3 (1)
	252 （参）排水設備　350mポンプ座詳細図 A3 (1)
	253 （参）給水設備　地上部給水設備標準図 竣工(A3) (1)
	254 （参）給水設備　坑内給水設備標準図 A3 (1)
	255 （参）給気設備　地上設備及び避難所標準図 竣工(A3) (1)
	256 （参）給気設備　坑内給気設備標準図 A3 (1)
	257 （参）給気・給水設備　基礎構造図・配筋図 竣工(A3) (1)
	258 （参）換気設備　換気ステップ図　5枚の内　その1 A3 (1)
	259 （参）換気設備　換気ステップ図　5枚の内　その2 A3 (1)
	260 （参）換気設備　換気ステップ図　5枚の内　その3 A3 (1)
	261 （参）換気設備　換気ステップ図　5枚の内　その4 A3 (1)
	262 （参）換気設備　換気ステップ図　5枚の内　その5 A3 (1)
	263 （参）換気設備　風門構造図 A3 (1)
	264 （参）坑口暖房　機器表 A3 (1)
	265 （参）坑口暖房　設備フロー Ａ3 (1)
	266 （参）坑口暖房　屋外蒸気配管図 A3 (1)
	267 （参）坑口暖房　ボイラ室詳細図 A3 (1)
	268 （参）坑口暖房　暖房設備室詳細図 A3 (1)
	269 （参）坑口暖房　自動制御計装図・動力盤結線図 A3 (1)
	270 （参）坑口暖房　西立坑部基礎構造配筋図 A3 (1)
	271 （参）濁水処理設備　処理フロー図 竣工(A3) (1)
	272 （参）濁水処理設備　配置図 竣工(A3) (1)
	273 （参）濁水処理設備　基礎構造図・配筋図 竣工(A3) (1)
	274 （参）脱ホウ素処理設備（1号機）　処理フロー図 竣工(A3) (1)
	275 （参）脱ホウ素処理設備（1号機）　機器配置図 竣工(A3) (1)
	276 （参）脱窒素処理設備　平面図 竣工(A3) (1)
	277 （参）脱窒素処理設備（1号機）　地下水槽構造図 竣工(A3) (1)
	278 （参）脱窒素処理設備（1号機）　機器配置図 竣工(A3) (1)
	279 （参）脱ホウ素処理設備（2号機）　処理フロー図 竣工(A3) (1)
	280 （参）脱ホウ素処理設備（2号機）　機器配置図 竣工(A3) (1)
	281 （参）脱窒素処理設備（2号機）　水槽構造図 竣工(A3) (1)
	282 （参）脱窒素処理設備（2号機）　機器配置図 竣工(A3) (1)
	283 （参）安全対策設備　TVカメラ系統図 A3 (1)
	284 （参）安全対策設備　立坑回り落下防止設備 A3 (1)
	285 （参）安全対策設備　通路及び踏切渡り計画図 A3 (1)
	286 （参）安全対策設備　機関車信号及び警報系統図 A3 (1)
	287 （参）防災対策設備　通信連絡システム系統図 A3 (1)
	288 （参）防災対策設備　坑内環境監視システム系統図 A3 (1)
	289 （参）防災対策設備　一時避難所および具備設備 A3 (1)
	290 （参）防災対策設備　坑内異常検知システム系統図 A3 (1)
	291 （参）防災対策設備　通気制御システム系統図 A3 (1)
	292 （参）防災対策設備　坑内電源遮断システム系統図 竣工(A3) (1)
	293 （参）防災対策設備　坑内消火・冷却システム系統図 A3 (1)
	294 （参）計測用基幹線敷設図 竣工(A3) (1)
	295 （参）研究管理棟2F通信配線図 A3用 (1)
	296 （参）掘削土（ズリ）置場平面図・断面図 A3 (1)




