
盛岡市火葬場整備等事業に係る提案企業グループ構成員 

資格者審査申請書提出の手引（建設工事） 
 

Ⅰ 提案企業グループ構成員の資格要件 
 
１ 盛岡市火葬場整備等事業（以下「本事業」という。）に係る資格者提案企業グループの構成員となることが

できる者の資格要件は，次のとおりです。 

(1) 建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項の規定による建設業の許可を受けていること。 

(2) 建設業法第７条第２号イ，ロ若しくはハ又は第15条第２号イ若しくはハのいずれかに該当する常勤の

技術者がいること。 

(3) 本事業において，工事現場ごとに主任技術者又は監理技術者を専任で配置できる状況にあること。 

(4) 資格者審査申請書の重要な事項に虚偽の記入や記入漏れをしていないこと。 

(5) 建設業法第27条の23第１項の規定による経営事項審査に基づく総合評定値通知書に総合評定値及び完

成工事高（年平均）の数値があること。 

(6) 盛岡市長が必要と認める施工実績があること。 

(7) 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申立てがある者，民事再生

法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続開始の申立てがある者その他経営状況が著し

く不健全であると認められる者でないこと。 

(8) 市税並びに法人税，所得税，消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

 

２ 次の欠格要件に該当する者は，資格者審査を受けることができません。 

(1) 本事業に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

(2) 建設業法第28条第３項の規定による営業停止の処分を現に受けている者 

 

Ⅱ 資格者審査申請書の受付期間 
 

平成20年11月12日（水）から平成20年11月26日（水）まで（土曜日，日曜日及び祝日を除く。） 

 

Ⅲ 資格者審査申請書の提出方法 
 

資格者審査申請書は，記入内容を説明できる者が持参して提出してください。 

郵送等による申請は受け付けません。 

１ 受付場所：盛岡市役所本庁舎本館１階 市民登録課（盛岡市内丸12番２号） 

 

２ 受付時間：午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 

３ 注意事項 

(1) 受付期間内に資格者審査申請書を提出できなかった場合や，記載内容の不備等により資格者審査申請書

が受理されなかった場合には，受け付けませんので，資格者審査申請書の作成に当たっては，必要事項を

正確に記入するとともに，記入漏れがないように十分注意してください。 

(2) 提出していただく書類は，資格者審査のほか，契約手続等に必要な書類ですから，正確に作成し提出し

てください。また，資格者審査申請書の提出後，申請内容に変更が生じたときは，速やかに変更届を提出

してください。 

 

Ⅳ 資格者審査結果の通知 
 

資格者審査の結果については，平成20年12月下旬に書面により通知します。 

 

Ⅴ 資格の有効期間 
 

資格者として認定を受けた場合の資格の有効期間は，資格者審査の結果通知日から平成21年５月31日まで

です。 
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Ⅵ 提出書類一覧 
 
1 盛岡市火葬場整備等事業提案企業グループ構成員資格者審査申請書（建設工事）（様式第１号） 

   作成要領                                                                               2㌻ 

  2 印鑑証明書（原本に限る。）    3㌻ 

  3 登記事項証明書（写し可）      3㌻ 

  4 営業所一覧表（様式第２号）     3㌻ 

  5 専任技術者証明書の写し（盛岡市内に本店，支店等を有する者のみ）     3㌻ 

  6 工事経歴書（様式第３号）     3㌻ 

  7 技術職員名簿      4㌻ 

  8 納税証明書（未納の税額がないことの証明書（写し可））     4㌻ 

  9 委任状      4㌻ 

 10 使用印鑑届      4㌻ 

11 技術職員の異動を証する書面（盛岡市内に本店を有する者のみ）     5㌻ 

 12 総合評定値通知書の写し     5㌻ 

Ａ
４
フ
ァ
イ
ル
に
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て
提
出
す
る
も
の 

 13 資格者審査結果通知用封筒（長3号，90円郵便切手を貼
ちょう

付したもの）     5㌻ 

 14 資格者登録票（工事）・その１（様式第５号）    5㌻ 

15 資格者登録票（工事）・その２（様式第６号）    5㌻ 

16 技術者登録票（盛岡市内に本店を有する者のみ）（様式第７号）    6㌻ 

 17 提案企業グループ構成員資格者審査申請書（建設工事）提出書類チェックリスト 

  （受付確認票）（様式第８号）     6㌻ 

 

Ⅶ 資格者審査申請に関する問い合わせ先 
 

盛岡市市民部市民登録課管理係 盛岡市内丸12番２号  ℡019-651-4111（内線2127，2140） 

 

Ⅷ 提出書類の作成要領 
 

提出書類は，資格者審査基準日（平成20年11月4日をいう。以下同じ。）現在の状況で記入してください。 

次に示す要領により作成し，「Ⅵ提出書類一覧」の順に，横書き，長辺つづりで，Ａ４判の紙ファイル（色

の指定はありません。）にとじ，表紙及び背表紙には，商号又は名称を記入してください。ただし，「17提案企

業グループ構成員資格者審査申請書（建設工事）提出書類チェックリスト（受付確認票）」（様式第８号）及び，

同様式に示す「12 総合評定値通知書の写し」，「13 資格審査結果通知用封筒」,「14 資格者登録票（工事）・そ

の１」，「15 資格者登録票（工事）・その２」，「16 技術者登録票」は，ファイルにはとじずに提出してください。 

 

１ 盛岡市火葬場整備等事業提案企業グループ構成員資格者審査申請書（建設工事）（様式第1号） 

下記のとおり記入し，その他の事項については，それぞれ該当する項目に○を付けてください。 

(1) 「申請者」の欄 

本店の住所，商号又は名称及び代表者の職氏名を記入し，実印を押印してください。 

なお，営業している住所と登記事項証明書の住所が異なるときは，両方を記入し，登記事項証明書の住

所に（登）と記入してください。 

なお，行政書士等が代理申請する場合は，「申請事務担当者」欄に，その職名及び氏名を記入し，押印し

てください。その場合は，代表者実印の押印は，不要ですが，代理人の使用印を明らかにした委任状を添

付してください。 

(2) 「許可を受けている建設業」の欄 

許可番号，許可年月日を明記してください。 

(3) 「審査を希望する工事の種類」の欄 

総合評定値通知書において完成工事高があり，工事現場ごとに主任技術者又は監理技術者を専任で配置

できる状況にある（経営業務の管理責任者（建設業法第７条第１号）及び営業所専任の技術者（同条第２

号）以外の技術者を有する。）業種について，業種の略号を「○」で囲んでください。 

(4) 「申請事務担当者」欄 

資格者申請書等の内容について照会する場合の，担当者の氏名及び電話番号等を記入してください。 
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２ 印鑑証明書（原本に限る。） 

資格者審査申請書の提出日の直前３箇月以内に発行されたものを提出してください。本店の所在地を管轄

する法務局で発行されます。 

 

３ 登記事項証明書（写し可） 

資格者審査申請書の提出日の直前３箇月以内に発行されたものを提出してください。 

本店の所在地を管轄する法務局が発行する履歴事項全部証明書等又は商業登記簿謄本 

 

４ 営業所一覧表（様式第2号） 

(1) 様式第２号により作成してください。 

(2) 盛岡市内に本店（主たる営業所）を有する者は，すべての営業所について記入してください。 

盛岡市外に本店を有する者は，｢支店等(その他の営業所)｣の欄は，本事業の工事を担当する営業所及び

県内の営業所のみを記入し，その他の営業所の記入を省略することができます。 

(3) 盛岡市内に所在する営業所の下には，朱線を引いてください。 

(4) 「建設工事の種類」の欄は，建設業法第７条第２号又は第 15 条第２号に規定する専任の技術者（以下

「営業所専任技術者」という。）ごとに略号で記入してください。 

(5) 「資格等」の欄は「専任の技術者の氏名」の欄に記入された専任の技術者が当該許可業種に関して取得

している資格等（建設業法第７条第２号又は第15条第２号に規定する資格及び実務経験に限る。）を記入

してください。 

(6) この書類の記入に当たっては，建設業法に基づく建設業の許可又は許可の更新の申請書の別表の記入方

法に準じてください。なお，建設業法に基づく建設業許可申請に添付した書類の写し等をＡ４判に調製し，

提出してもかまいませんが，その際には，担当する建設工事ごとの営業所専任技術者の氏名及び当該許可

業種に関して取得している資格等を必ず記入（任意の様式による別紙の添付でも可）してください。 

 

５ 専任技術者証明書の写し（盛岡市内に本店・支店等を有する者のみ） 

盛岡市内に本店を有する者はすべての営業所専任技術者について，盛岡市内に支店等のみを有する者は盛

岡市内の営業所専任技術者について，営業所専任技術者に係る建設業法施行規則（昭和24 年建設省令第14

号）様式第八号の専任技術者証明書（建設業法に基づく建設業許可申請に添付したもの）の写しをＡ４判に

調製し，提出してください。 

 

６ 工事経歴書（様式第3号） 

(1) 最近の主な完成工事及び着手した主な未完成工事について，様式第３号で作成してください。 

(2) (1)の工事の期間は，「17 総合評定値通知の写し」の内容と対応させてください。経営事項審査申請等

に添付した工事経歴書の写しをＡ４判に調製してそのまま提出いただいてもかまいません。 

(3) 記入要領 

①「（建設工事の種類）」の欄 

工事の種類の名称を記入してください。 

②「注文者」の欄 

元請工事については発注者の名称を，下請工事については直接注文した元請負人の商号又は名称を記入

してください（入札保証金の免除要件認定のため，官公庁発注工事は必ず記入してください。）。 

③「元請又は下請の区分」欄 

「元請」，「下請」の別を記入してください。 

④「工事名」の欄 

元請工事についてはその工事の名称を，下請工事についてはその下請工事の名称を記入してください。 

⑤「工事場所のある都道府県名」の欄 

工事の施行場所のある都道府県名を記入してください。 

⑥「請負代金の額」の欄 

消費税額及び地方消費税額を含んだ金額を記入してください（消費税等抜きの金額を記入する場合には，

右側上段余白に「税抜き」と表示してください。）。 

⑦「着工年月完成又は完成予定年月」の欄 

着工年月及び工事が完成している場合は完成年月を，未完成の場合は完成予定年月を記入してください。 

⑧ 工事内容 

主な工事内容，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。 
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⑨ その他 

他の事項の記入に当たっては，建設業法に基づく経営事項審査申請等の記入方法に準じてください。 

 

７ 技術職員名簿 

経営事項審査に添付した最新の技術職員名簿の写しをＡ４判に調製し，提出してください。 

盛岡市内に本店がなく営業所のみがある者については，当該営業所の専任技術者について欄外末尾に朱書

きで「盛岡専任」と記入してください。 

 

８ 納税証明書（未納の税額がないことの証明書（写し可）） 

盛岡市の市税並びに法人税，所得税，消費税及び地方消費税を滞納していないことを確認するものです。 

次の区分に従って，資格者審査申請書提出日の直前３箇月以内に発行された直近２年分又は２事業

年度分の納税証明書又はその写しを提出してください。ただし，市民税に係る特別徴収の納税証明書は，

申請書を提出する年度の前年度分とします。 

国税については，税務署で発行する納税証明書で，「未納の税額がないこと」の証明書を提出してくださ

い。 

 

 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 提出書類等 発行先

課税あり 平成18年度及び19年度納税証明書 ① 
収受印のある法人の設立・変更等の申告書の写し ② 法人市民税 市内に営業所等を設立後，課

税がない 法人税に係る納税証明書（その３の３又はその３） ③ 

課税あり 平成18年度及び19年度納税証明書 ① 固定資産税・ 

都市計画税 課税なし 不要 ― 

課税あり 平成18年度及び19年度納税証明書 ① 
軽自動車税 

課税なし 不要 ― 
市民税に係

る特別徴収 

盛岡市から特別徴収義務者に

指定されている事業所の場合
平成19度納税証明書 ① 

課税あり 納税証明書（その３の３又はその３） ③ 

盛岡市内

に本店又

は営業所

等を有する

法人 

消費税及び 

地方消費税 課税なし又は免税 不要 ― 

法人税  納税証明書（その３の３又はその３） ③ 

課税あり 平成18年度及び19年度納税証明書 ① 固定資産税・ 

都市計画税 課税なし 不要 ― 

課税あり 平成18年度及び19年度納税証明書 ① 
軽自動車税 

課税なし 不要 ― 

市民税に係

る特別徴収 

盛岡市から特別徴収義務者に

指定されている事業所の場合
平成19年度納税証明書 ① 

課税あり 納税証明書（その３の３又はその３） ③ 

盛岡市内

に本店及

び営業所

等を有しな

い法人 
消費税及び 

地方消費税 課税なし又は免税 不要 ― 

発行先 ① 盛岡市役所市民税課（市庁舎本館２階）と玉山総合事務所税務住民課及び各支所等 

② 盛岡市役所市民税課（市庁舎本館２階） 

③ 本店所在地の税務署 

 

９ 委任状 

(1) 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，任意の様式によ

り委任状を作成し提出してください。 

(2) 名あて人は「盛岡市長」とし，委任事項，委任期間及び受任者の使用印について明記してください。 

(3) 権限の委任に当たっては，復代理人の選任から請負代金の受領等，契約に関する一連の事項が権限を分

割することなく，同一の者に委任してください。 

 

10 使用印鑑届 

(1) 提案・契約の締結等に使用する印鑑が実印と異なる場合は，任意の様式により使用印鑑届を作成してく

ださい。ただし，受任者の使用印を明記した「９ 委任状」を提出している方は，提出は不要です。 

(2) 名あて人は「盛岡市長」としてください。 
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11 技術職員の異動を証する書面（盛岡市に本店を有する者のみ） 

総合評定値通知書の審査基準日以降，平成20年11月4日までに新たに技術職員を雇用した場合又は技術

職員が別の資格を取得した場合は，その技術職員について，次のいずれかの書類を提出してください。 

(1) 建設業法施行規則第４条第１項第２号に規定する「国家資格者・監理技術者一覧表」の写し（国土交通

大臣又は都道府県知事の受付印があるものに限る。） 

(2) 建設業法第７条第２号イ，ロ若しくはハ又は第 15 条第２号イ若しくはハのいずれかに該当することを

証する免状等の写し及び「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」，「雇用保険被保

険者資格取得確認通知書」又は「市区町村が作成する住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書の写し」

等雇用期間を特に限定することなく常時雇用されていることを証する書面の写し 

 

 

12 総合評定値通知書の写し 

建設業法第27条の27第１項の規定により，国土交通大臣又は都道府県知事が通知したものの写しです。

経営事項審査の審査基準日が平成19年5月１日以降で最新のものをＡ４判に調製し，提出してください。 

なお，平成 20 年４月１日から経営事項審査制度が改正されたことに伴い，改正後の基準による経営事項

審査の総合評定値通知書の写しとなります。 

 

13 資格者審査結果通知用封筒 

長３号（12.0㎝×23.5㎝）のものを使用し，受領先の住所及び名称を記入の上，90円郵便切手を貼
ちょう

付し

たものを１通提出してください。 

 

14 資格者登録票（工事）・その１（様式第5号） 

(1) ファイルにとじ込まずに提出してください。 

(2) 「申請者（本人）」の各欄は，申請者全員を記入してください。 

(3) 「盛岡市内営業所」の各欄は，盛岡市内営業所が「申請者（本人）」及び「代理人（契約権限を有する

支店等）」の記入内容と異なる場合に記入してください。 

(4) 「代理人（契約権限を有する支店等）」の各欄は，「９ 委任状」の提出がある場合に記入してください。 

(5) 「連絡先」の各欄は，入札（見積）通知等の連絡先を記入してください。 

 

15 資格者登録票（工事）・その２（様式第6号） 

(1) ファイルにとじ込まずに提出してください。 

(2) 記入事項は，すべて「17 総合評定値通知書の写し」と一致させてください。ただし，「障がい者雇用

状況」，「ＩＳＯ等の取得状況」，「新卒者の雇用数」及び「道路の除排雪業務活動」については，下記の(3)

から(6)までにより記入してください。 

(3) 「 障がい者雇用状況」の欄は，次により記入してください。 

ア 障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する障害者雇用状況の報告義務がある事業者（常用労働者

数56人以上）の者は，平成20年６月１日現在における状況において，「ア 障害者雇用状況報告義務あ

り」の欄の「達成・未達成」のいずれかを「○」で囲んでください。 

イ 障害者雇用状況報告の義務のない事業者（常用労働者数55人以下）の場合は，「イ 障害者雇用状況

報告の義務なし」の欄の「雇用障がい者数（人）」の欄に，平成20年11月４日現在に雇用している障が

い者の人数（障がい者を雇用していない場合は「０」）を記入してください。 

(4) 「ＩＳＯ等の取得状況」の欄は，国際標準化機構の規格 ISO9000 シリーズ若しくはISO14001 を認証取

得又はいわて地球環境にやさしい事業所の認定で認定基準３つ星又は４つ星を受けている場合，それぞ

れその該当する事項を「○」で囲んでください。 

(5) 「新卒者の雇用数」の欄は，「建設業関連学科の新規学卒者調書」に該当する人数を記入してください。 

(6) 「道路の除排雪業務活動」の欄は，「道路の除排雪業務活動の実施申告書」に該当する事項を「○」で

囲んでください。 
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(7) 「６．希望登録業種一覧」の「建設業許可区分」の欄は，次により数字を記入してください。 

欄 区 分 記入内容

盛岡市の区域内に所在する本店又は営業所が建設業の許可を有している １ 
市内営業所の有無 

上記以外 ０ 

建設業の許可が一般建設業 １ 
特定・一般の別 

建設業の許可が特定建設業 ２ 

  

(8) 「６．希望登録業種一覧」の次の欄については，下記のとおり記入してください。 

欄 総合評定値通知書（参照先） 

総合評定値（Ｐ） 総合評定値（Ｐ） 

完成工事高 完成工事高の年平均（２年又は３年） 

技術者数 技術職員数合計（一級，二級及びその他の合計値） 

 

 

 

(9) 「６．希望登録業種一覧」の「左欄の内一級」の欄は，盛岡市内に本店を有する者のみ次により記入し

てください。 

ア 土木一式工事，建築一式工事，電気工事，管工事及び水道施設工事については，「技術者数」の欄の数

のうち「一級」の技術者数を記入してください。 

イ「一級」は，１級建設機械施工技士，各業種の１級施工管理技士，１級建築士，各業種の技術士及び監

理技術者資格者証の交付を受けている技術者とします。 

 

16 技術者登録票（盛岡市内に本店を有する者のみ）（様式第7号） 

(1) ファイルにはとじ込まずに提出してください。 

(2) 平成20年11月４日現在で次のとおり記入してください。11月５日以降の異動分については，この申請

書とは別に「盛岡市火葬場整備等事業提案企業グループ構成員資格者審査申請書（建設工事）変更届」の

提出をお願いします。様式については，任意の様式で提出することができます。 

① 「有資格区分コード」の欄には，左から「有資格区分コード（３桁）」，「営業所専任技術者の別（１桁）」

及び「監理技術者資格者証の有無（１桁）の５桁の数字を下記により記入してください。 

ア 営業所専任技術者の別   当該業種における営業所専任技術者＝１ 

当該業種における営業所専任技術者以外＝０ 

イ 監理技術者資格者証の有無 当該業種において管理技術者資格者証を有する者＝１ 

  当該業種において管理技術者資格者証を有しない者＝０ 

② 保有する資格の数が７つ以上の場合は，１人の技術職員について複数の行を使用してください。この

場合，フリガナ及び生年月日も複数行に記入するとともに，「フリガナ」の欄は，名前に続けて行数を

表わす数字も記入してください。 

 

17 提案企業グループ構成員資格者審査申請書（建設工事）提出書類チェックリスト（受付確認票） 

（様式第8号） 

(1) ファイルにはとじ込まずに提出してください。 

(2) すべての提出書類を準備した後，提出前にもう一度，このチェックリストにより提出書類ごとの作成内

容を確認してみてください。 

(3) チェックリストは，資格者審査申請書の受付時に確認票としても使用しますので，作成内容の確認後，

他の提出書類と同様に必ず提出するようお願いします。 
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