
令和３・４年度一関市営建設工事入札参加資格審査申請書等作成説明書 

提出書類は、次に掲げる日（以下「作成基準日」という。）を基準として作成してくださ

い。 

提出書類の提出日 作成基準日 

令和３年２月１日から令和３年２月26日まで 令和３年１月31日 

令和３年７月１日から令和４年12月28日まで 提出日 

提出書類は、次のとおり整え提出してください。 

① Ａ４判のフラットファイル（赤系の色）に書類を綴ってください。 

書類を綴る順番は、提出書類一覧確認表に記載している順に綴ってください。 

② Ａ４判のフラットファイルの表紙及び背表紙に「一関市営建設工事入札参加資格審

査申請書」及び「商号又は名称」を記入してください。 

提出書類の提出先は、提出方法及び提出日により次のとおりです。 

提出の 

方 法 
提出書類の提出日 提 出 先（受付場所） 

持 参 令和３年２月１日から令和３年２月26日まで 一関市役所本庁会議室棟第１会議室 

※申請書類の受領のみ 

令和３年７月１日から令和４年12月28日まで 一関市総務部総務課契約係 

〒021-8501 一関市竹山町７番２号 

TEL 0191-21-2111 内線8223～8225 

郵 送 提出期間内必着 

◎新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、一関市外の業者は郵送で提出願います。 

◎持参提出する場合は申請書類の受領のみとし、申請書類に不備等があった場合は電話

連絡いたします。 

１ 一関市営建設工事入札参加資格審査申請書（様式第１号） 

 申請者について 

申請者の郵便番号、住所、商号又は名称、代表者職氏名、電話番号及びＦＡＸ番

号を記入し、実印を押印してください。フリガナも必ず記入してください。 

申請者の住所は、登記事項証明書に記載されている所在地を記載してください。 

 「１ 許可を受けている建設業」欄 

建設業の許可番号、許可年月日を記入してください。 

また、作成基準日時点で許可を受けている建設業について、一般建設業の許可は

「１」を、特定建設業の許可は「２」を、次の表の括弧内に示した略号が記載され

た許可業種の下の欄に、記入してください。 
許可年月日等について、複

数ある場合は、適宜余白を

利用して記入してくださ

い。土木工事業（土）
建築工事業（建）
大工工事業（大）
左官工事業（左）
とび・土工工事業（と）

管工事業（管）
タイル・れんが・ブロック工事業（タ）
鋼構造物工事業（鋼）
鉄筋工事業（筋）
舗装工事業（舗）
しゅんせつ工事業（しゅ）
板金工事業（板） 
ガラス工事業（ガ）

塗装工事業（塗）
防水工事業（防）
内装仕上工事業（内）
機械器具設置工事業（機）
熱絶縁工事業（絶） 
電気通信工事業（通） 
造園工事業（園） 
さく井工事業（井）

建具工事業（具） 
水道施設工事業（水）
消防施設工事業（消）
清掃施設工事業（清）
解体工事業（解）
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 「２ 参加を希望する工事の種類」欄 

入札に参加を希望する工事の種類について、 の表の括弧内に示した略号の下の

欄に「○」を記入してください。ただし、有効な経営規模等評価結果通知書及び総

合評定値通知書において総合評定値がある場合に限ります。 

 「３ 契約を締結する能力を有しない者又は破産者若しくは暴力団、暴力団員又

はこれらと密接な関係を有する者のいずれかに該当の有無」欄 

    該当する区分の左側空欄に「○」を記入してください。「有」に該当する場合は、

申請ができません。なお、「無」に該当する場合であっても、申請後に該当すること

が判明した場合には、入札参加資格の取消し又は指名停止となることがあります。 

  「４ 申請時における建設業法違反による資格の取消し又は営業停止処分の有

無」欄 

該当する区分の左側空欄に「○」を記入してください。「有」の場合は、該当理由

を示す書類を添付してください。 

 「５ 申請時における消費税法の規定による課税事業者、免税事業者の別」欄 

該当する区分の左側空欄に「○」を記入してください。 

 申請事務担当者について 

申請書等の内容について照会する場合の担当者の氏名、電話番号を記入してくだ

さい。 

２ （様式第１号（その２）） 

 「６ 受任者」欄 

代表者が支店長や営業所長等、特定の方を継続的に契約の権限を委任している場

合には、必要な事項を記入してください。 

 「７ 建設業従事職員等」欄 

雇用の実態等を把握するため、一関市内に本社又は営業所等を有する方（本社又

は営業所の所在地区分がⅠ種からⅣ種までの方）のみ記入してください。 

この欄には、雇用期間を限定することなく常時雇用している方（法人にあっては

常勤の役員を、個人にあってはその事業主を含む。）の人数を市内本社、市内営業所

及びそれ以外（市外本社及び市外営業所等）に分けて記入してください。 

３ 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し 

 審査基準日が令和元年10月１日以降である最新の経営規模等評価結果通知書及び

総合評定値通知書の写しを提出してください。 

 許可行政庁に対し、経営規模等評価申請書、総合評定値請求書及び工事種類別完

成工事高（以下この項で「申請書等」という。）を提出しているが、一関市への提出

期限までに経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写しを提出できない

方は、許可行政庁の受付印のある申請書等の写しを提出してください。 

ただし、経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書が届き次第直ちにその

写しを提出してください。有効な経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書

の提出がない場合、市営建設工事入札参加資格を認めない場合があります。 

 資格者名簿登載期間内に許可行政庁から新たな「経営規模等評価結果通知書及び

総合評定値通知書」が届いたときは、直ちにその写しを提出してください。 
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４ 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入を確認する書類の写し 

   経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書において、「その他の審査項目（社 

会性等）」のうち、「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保 

険加入の有無」の該当箇所に「有」の表示がある項目についての書類の提出は不要で 

す。 

「除外」又は「無」の場合は、下記の区分に従ってください。 

 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入する義務がある場合は、次のとおり

です。 

雇用保険 ・労働者が１人でも雇用される事業 

健康保険 ・常時５人以上の従業員を使用する個人の事業所 

・法人の事業所 厚生年金保険 

 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書により確認できない申請者のう

ち、加入義務がある場合は、次の書類の写しを提出してください。 

 ア 雇用保険の加入に関する書類 

  ① 労働（雇用）保険の保険料申告書又は労働保険事務組合発行の保険料納入通知

書 

② 直近１回分の領収書 

   イ 健康保険及び厚生年金保険の加入に関する書類 

    ① 日本年金機構の年金事務所発行の保険料の直近１回分の領収書（「口座振替通

知書」等払込状況を確認できる書類でも可） 

      ※健康保険組合に加入している場合（年金事務所から適用除外の承認を受け、

国民健康保険組合（全国土木等）に加入している場合を含む。）は、健康保

険組合の保険料及び厚生年金保険の領収書 

 加入義務がない事業者にあっては、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入

義務がないことの誓約書を提出してください（誓約書様式については、お問い合わ

せください）。 

 ５ 営業所一覧表（様式第２号） 

 名称について 

本社及び東北地方にある営業所等（建設業法第３条第１項に規定する営業所）に

ついて記入してください。また、名称の下に開設年月日を記入してください。 

 許可を受けている建設業について 

許可を受けている建設業のうち、当該本社及び営業所等において営業する建設業

を１ の表の括弧内に示した建設業の略号で記入してください。 

６ 工事経歴書（様式第３号）

 希望する工事の種類ごとに作成してください。なお、経営事項審査における工事

経歴書の写しにより代えることができます。 

 記入する工事実績は、作成基準日の直前２カ年以内に着工した元請工事を中心に

主な工事を記入してください（元請けがない場合は下請けでも可。未完成工事を含

む。）。 

 下請工事は、「注文者」欄に直接注文をした方の商号又は名称を記入してください。 
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 「工事場所のある都道府県」欄には、岩手県内の工事については市町村名を、岩

手県以外の工事については都道府県名又は国名を記入してください。 

 「請負代金の額」欄に、税込又は税抜の別を明記してください。 

 特定共同企業体で施工した工事は、「請負代金の額」欄に全体請負額を、その上段

に持分請負額を括弧書きしてください。 

 工事内容には、構造物等の名称、施工延長、施工規模等を具体的に記入してくだ

さい。 

７ 工事実績調書（様式第４号－１から様式第４号－６まで） 

 以下の工事実績を有する方のみ作成してください。 

ア 土木一式工事（下水道工事） 

対象：市内に本社又は営業所等を有する方 

イ 建築一式工事 

対象：市内に本社又は営業所等を有する方 

ウ 鋼橋上部工事 

対象：市内に本社又は営業所等を有する方 

エ プレストレストコンクリート工事 

対象：市内に本社又は営業所等を有する方 

オ 機械器具設置工事（ポンプ設備） 

対象：岩手・宮城県内に本社又は営業所等を有する方 

カ 電気通信工事 

対象：岩手・宮城県内に本社又は営業所等を有する方 

 工事実績は、平成23年４月１日以降に完成した工事のうち岩手県内での実績を優

先に最近の実績を５件まで記入してください。 

８ 技術者名簿（様式第５号） 

本社又は営業所の所在地区分がⅠ種からⅣ種までの方のみ、作成してください。 

 希望する工事の種類に対応する国家資格や実務経験を有する技術者について、作

成基準日現在の状況で記入してください。 

 市内に営業所等を有する方は、市内の営業所等の技術者の「№」欄の数字を○で

囲んで（例：②）記入してください。 

 申請書類を提出する日までに資格証明書（免状）が交付されていない技術者は対

象になりません。 

 「有資格区分コード」欄には、希望する工事種別に対応する国家資格について、

岩手県の「令和３・４年度県営建設工事競争入札参加資格審査申請の手引き（本番

年 ）別表５ 資格区分コード」の中から、該当する資格のコードを記入してくだ

さい。資格区分コード表にない資格のコードは記入しないでください。 

 「実務経験者担当業種コード」欄は、実務経験年数により技術者として認められ

ている方について、岩手県の「令和３・４年度県営建設工事競争入札参加資格審査

申請の手引き（本番年） 別表４ 建設工事の種類コード」に該当するコードを記

入してください。 

 法第７条第１号に該当する方（経営業務の管理責任者）は「経営業務の管理責任
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者」欄に○を記入してください。 

 法第７条第２号及び第15条第２号に該当する技術者（営業所専任の技術者）は「営

業所の専任技術者」欄に「○」を記入してください。 

 次の資格は、 に掲げる「資格区分コード」に含まれていませんので、次の例に

より「技術者在籍調書（様式第６号）」を提出する方のみ記入してください。 

資格区分コード（市独自） 

資格の区分 

有資格区

分コード

(記載例)

舗装施工管理技術者（１級） ﾎ ｿ 1

舗装施工管理技術者（２級） ﾎ ｿ 2

耐震継手配水管技能者 ﾂ ｷ ﾃ

給水装置工事配管技能者 ﾊ ｲ ｶ

９ 技術者登録連絡票などの写し 

 「技術者名簿（様式第５号）」を提出する方のみ対象となります。 

 申請者と技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを確認するため、次の

いずれかの書類を提出してください。 

① 令和３・４年度岩手県営建設工事競争入札参加資格審査申請において、岩手県

に提出した「技術者登録連絡票」の写し及び記載内容の確認を受けるために岩手

県に提示した書類の写し 

② 技術者の健康保険被保険者証（全国健康保険協会岩手支部、全国土木建築国民

健康保険組合など）の写し 

③ 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書、並び

に雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し 

④ 賃金台帳及び出勤簿（原則として直前２カ月分）の写し 

 一関市に書類を提出した後で内容に変更があったときは、変更内容が分かる書類

を添えて「一関市営建設工事入札参加資格審査申請書変更届（様式第９号）」を提出

してください。 

10 技術者在籍調書（様式第６号） 

 本社又は営業所の所在地区分がⅠ種からⅣ種までの方で、表中の工事の種類に参

加を希望する方のみ、作成してください。Ⅱ種からⅣ種までの方は、希望する１業

種のみに記載してください。 

 次の事項に留意し、希望する等級別区分に資格者数を記入してください。 

ア 舗装工事において、舗装施工管理技術者は土木施工管理技士等との重複可 

イ 水道施設（管布設）工事において、土木施工管理技士等、管工事施工管理技士

等、耐震継手配水管技能者及び給水装置工事配管技能者は、それぞれ重複可 

11 技術者が保有する資格証明書の写し 

「技術者在籍調書（様式第６号）」を提出する方のみ対象となります。 
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資格者数の欄に計上した資格者数に計上した技術者が保有する当該資格に関する資

格証明書の写しをすべて提出してください。なお、実務経験者担当業種コードによる

場合は、「実務経験証明書（建設業許可関係様式第９号）」を提出してください。 

12 登記事項証明書（個人にあっては身分証明書）（写し可） 

申請書類提出日の直前３カ月以内に発行されたものを提出してください。 

 法人の場合 本社の所在地を管轄する法務局が発行する登記事項証明書 

 個人の場合 本籍地の市区町村が発行する身分証明書 

13 印鑑証明書（個人にあっては印鑑登録証明書）（写し可） 

申請書類提出日の直前３カ月以内に発行されたものを提出してください。 

 法人の場合 本社の所在地を管轄する法務局が発行する印鑑証明書 

 個人の場合 住所地の市区町村で発行する印鑑登録証明書 

14 委任状（様式第７号） 

 代表者が支店長、営業所長等の特定の方に継続的に契約権限を委任している場合

には、「委任状（様式第７号）」を提出してください。 

 権限の委任に当たっては、契約に関する一連の事項について、権限を分割するこ

となく、同一の方に委任してください。 

 委任期間は令和５年６月30日までとしてください。 

 契約権限を有する方を特定できる印を使用してください。 

 委任事項を加除しないでください。 

15 使用印鑑届（様式第８号） 

入札（見積）、契約の締結等に使用する印鑑が実印と異なる場合は、「使用印鑑届（様

式第８号）」を提出してください（「委任状（様式第７号）」を提出している方は不要で

す。）。使用印鑑は、契約権限を有する方を特定できる印を使用してください。 

16 納税証明書（市税、法人税又は申告所得税、消費税及び地方消費税）（写し可） 

市税（法人市民税、市民税・県民税（普通徴収又は特別徴収）、固定資産税、軽自動

車税、国民健康保険税）及び国税（法人税、申告所得税、消費税及び地方消費税）を

滞納していない方であるかを確認するためのものです。 

次の区分に従って、申請書類提出日の直前３カ月以内に発行された納税証明書又は

その写しを提出してください。 

 国税については、本社所在地の税務署で発行する「未納の税額がないことの証明

書（納税証明書（その３の２又はその３の３））」を提出してください。 

 市税については、一関市役所本庁市民課又は支所市民課で発行する直近２年度分

の納税証明書を提出してください。直近２年度分とする対象年度は、提出日により

次のとおりとします。なお、市税は、一関市に納付したものが対象となります。 
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申請書類の提出日 直近２年度分とする対象年度 

令和３年２月１日から令和３年２月26日まで 平成31（令和元）年度及び令和

２年度 令和３年７月１日から令和４年３月31日まで 

令和４年４月１日から令和４年12月28日まで 令和２年度及び令和３年度 

ただし、法人市民税について、年度区分に示している年度において申告期限が到

来していないため納税証明書が発行できない場合は、年度区分に示している１カ年

度分のみとします。 

    ※新型コロナウイルス感染症等の影響により税の納税（徴収）猶予を受けている

場合は、下記書類を提出してください。 

     ・国税の場合は、「納税猶予許可通知書」の写し 

     ・市税の場合は、 の納税証明書及び「徴収猶予許可通知書」の写し 

 納税証明書の税目ごとの提出書類等及びその書類の発行先は、次のとおりです。 

区分 税目 課税の有無等 提出書類 発行先

 一関市内

に本社又は

営業所等を

有する法人 

法人市民税 

課税有り 直近２年度分の納税証明書 ① 

市内に営業所等を設立後、課

税が無い場合 

収受印のある法人の設立・変更

等の申告書の写し 
― 

市民税・県民税

（特別徴収） 

一関市から特別徴収義務者に

指定されている場合 
直近２年度分の納税証明書 ① 

固定資産税 
課税有り 直近２年度分の納税証明書 ① 

課税無し 不要 ― 

軽自動車税 
課税有り 直近２年度分の納税証明書 ① 

課税無し 不要 ― 

法人税 ― 納税証明書（その３の３） ② 

消費税及び地方

消費税 

課税有り 納税証明書（その３の３） ② 

免税 不要 ― 

  以外の

法人 

市民税・県民税

（特別徴収） 

一関市から特別徴収義務者に

指定されている場合 
直近２年度分の納税証明書 ① 

固定資産税 
課税有り 直近２年度分の納税証明書 ① 

課税無し 不要 ― 

軽自動車税 
課税有り 直近２年度分の納税証明書 ① 

課税無し 不要 ― 

法人税 ― 納税証明書（その３の３） ② 

消費税及び地方

消費税 

課税有り 納税証明書（その３の３） ② 

免税 不要 ― 

 一関市内

に住所を有

する個人 

市民税・県民税

（普通徴収又は

特別徴収） 

課税有り 

（特別徴収：一関市から特別

徴収義務者に指定されてい

る場合） 

直近２年度分の納税証明書 ① 

課税無し又は免税 不要 ― 
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固定資産税 
課税有り 直近２年度分の納税証明書 ① 

課税無し 不要 ― 

軽自動車税 
課税有り 直近２年度分の納税証明書 ① 

課税無し 不要 ― 

国民健康保険税 
課税有り 直近２年度分の納税証明書 ① 

課税無し 不要 ― 

申告所得税 ― 納税証明書（その３の２） ② 

消費税及び地方

消費税 

課税有り 納税証明書（その３の２） ② 

免税 不要 ― 

 一関市外

に住所を有

する個人 

市民税・県民税

（特別徴収） 

一関市から特別徴収義務者に

指定されている場合 
直近２年度分の納税証明書 ① 

固定資産税 
課税有り 直近２年度分の納税証明書 ① 

課税無し 不要 ― 

軽自動車税 
課税有り 直近２年度分の納税証明書 ① 

課税無し 不要 ― 

申告所得税 ― 納税証明書（その３の２） ② 

消費税及び地方

消費税 

課税有り 納税証明書（その３の２） ② 

免税 不要 ― 

発行先 ①一関市役所本庁市民課又は支所市民課 

      ②本社所在地の税務署 

  ※ 納付の確認には数日程度の時間を要することから、納税証明書の発行時期により

「未納」と表示される場合がありますのでご注意ください。 

17 一関市営建設工事入札参加資格審査申請書変更届（様式第９号） 

今回の申請完了後、申請書の記載事項に変更があった場合は、｢入札参加資格審査申

請書変更届（様式第９号）｣に変更事項を記入し、下記の書類を添付のうえ、速やかに

提出してください。 

変更事項 添付書類 

・商号又は名称 

・所在地（本店） 

・代表者（職・氏名） 

登記事項証明書（３ヶ月以内のもの。写し可)  

委任状（様式第７号。委任がある場合のみ)  

印鑑証明書（３ヶ月以内のもの。写し可） 

※代表者の職名変更の経緯が不明な場合は添付資

料は不要。 

印鑑（代表者の「実印」） 印鑑証明書（３ヶ月以内のもの。写し可） 

印鑑（代表者の「使用印」） 使用印鑑届（様式第８号） 

代理人に関する事項 

（商号又は名称、所在地

職・氏名、使用印） 

委任状（様式第７号) 
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技術者の異動（本社又は営業

所の所在地区分がⅠ種から

Ⅳ種までの方のみ） 

技術者名簿（様式第５号） 

技術者登録連絡票などの写し 

技術者在籍調書（様式第６号） 

技術者が保有する資格証明書の写し 

  ※上記に該当しない変更事項に関する添付書類については、お問い合わせください。 

18 提出書類の確認について 

提出する書類を令和３・４年度一関市営建設工事入札参加資格審査申請取扱要領「別

表１（第３関係）」の表の番号に「○」を記入して、自己チェックした後、提出書類の

一番後ろに綴ってください。 
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資格区分コード（市独自） 

資格の区分 

有資格区

分コード

(記載例)

舗装施工管理技術者（１級） ﾎ ｿ 1

舗装施工管理技術者（２級） ﾎ ｿ 2

耐震継手配水管技能者 ﾂ ｷ ﾃ

給水装置工事配管技能者 ﾊ ｲ ｶ

令和３・４年度一関市営建設工事入札参加資格審査申請書等作成説明書

８　技術者名簿（様式第５号）


