
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（建設関連業務委託） 
 

 

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) 営業又は事業に関し法律上資格が必要とされる場合においては，その資格を有すること。 

(2) 審査基準日(平成 20 年 11 月４日をいう。以下同じ。) 現在において営業又は事業年数が１年以

上であること。 

(3) 審査基準日の直前２年以内の事業（営業）年度において，建設関連業務についての業務履行実績

を有すること。 

(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) 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。 

(6)市税並びに法人税又は所得税，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) 関係法令の規定による営業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖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。 
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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。 

 

Ⅵ 建設関連業務の種類と内容 

 
建設関連業務の種類と内容は，次のとおりです。 

業務の種類 業 務 内 容 

測量 ①測量一般 ②地図の調製 ③航空測量 

建築関係コンサ

ルタント業務 

①建築一般 ②意匠 ③構造 ④暖冷房 ⑤衛生 ⑥電気 ⑦建築積算 

⑧機械設備積算 ⑨電気設備積算 ⑩調査 ⑪工事監理（建築）  

⑫工事監理（電気）⑬工事監理（機械） ⑭耐震診断 ⑮地区計画及び地域計画 

土木関係コンサ

ルタント業務 

①河川・砂防及び海岸・海洋 ②港湾及び空港 ③電力土木 ④道路 ⑤鉄道 

⑥上水道及び工業用水道 ⑦下水道 ⑧農業土木 ⑨森林土木 ⑩水産土木 

⑪廃棄物 ⑫造園 ⑬都市計画及び地方計画 ⑭地質 ⑮土質及び基礎 

⑯鋼構造及びｺﾝｸﾘ-ﾄ ⑰トンネル ⑱施工計画・施工設備及び積算 

⑲建設環境 ⑳機械 ○21電気電子 50 土地区画整理事業 

地質調査業務 ①地質調査 

補償関係コンサ

ルタント業務 

①土地調査 ②土地評価 ③物件 ④機械工作物 ⑤営業補償・特殊補償 

⑥事業損失 ⑦補償関連  

 

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 提出書類について 

 

 Ａ 提出書類一覧 
Ａ
４
フ
ァ
イ
ル
に
と
じ
て
提
出
す
る
も
の

 

 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（建設関連業務委託） ３㌻ 

 ２ 登記事項証明書（写し可） ３㌻ 

 ３ 印鑑証明書（原本に限る。） ３㌻ 

 ４ 委任状  ３㌻ 

 ５ 使用印鑑届  ４㌻ 

 ６ 市税納入状況の調査同意書（様式第 15 号） ４㌻ 

 ７ 納税証明書（未納の税額がないことの証明書（写し可）） ４㌻ 

 ８ 計算書類又はその写し  ５㌻ 

 ９ 営業又は事業に関し法律上必要とされる登録等の証明書又はその写し  ５㌻ 

10 営業所一覧表  ５㌻ 

11 測量等実績調書（様式第６号） ５㌻ 

12 技術者経歴書  ６㌻ 

13 資格者審査結果通知用封筒（長３号，80 円郵便切手を貼
ちょう

付したもの） ６㌻ 

14 資格者登録票（コンサル）・その１  ６㌻ 

15 資格者登録票（コンサル）・その２  ７㌻ 

16  提案企業グループ構成員資格者審査申請書（建設関連業務委託）提出書類チェックリスト ８㌻ 
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 Ｂ 提出書類の作成要領 

提出書類は，審査基準日現在（「12 技術者経歴書」については，提出日現在）の状況で作成し，

前ページの「Ａ 提出書類一覧」の順に，横書き長辺つづりでＡ４判の紙製ファイル（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，「13 資格者審査結果通知用封筒」，「14 資格者登録票（コンサル）・その１」，「15 

資格者登録票（コンサル）・その２」及び「16 提案企業グループ構成員資格者審査申請書（建設

関連業務委託）提出書類チェックリスト」は，ファイルにはとじ込ま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（建設関連業務委託） 

 (1) 国土交通省様式「一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（測量・建設コンサルタント等業務)」

様式①－1，様式①－2，様式①－3を準用し，使用することとし，次のとおり記入してください。 

① 様式①－1中，表題「一般競争入札（指名競争）参加資格審査申請書（測量・建設コンサルタン

ト等業務」を「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（測量・建設

コンサルタント等業務）」と記入してください。 

② 様式①－1中，申請文言「平成 年度において，貴 で行われる測量・建設コンサルタント等業 

務に係る競争に参加する資格の審査を申請します。」を「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名簿登録手続要領第３に示す期間において，盛岡市火葬場整備等事業で

行われる測量・建設コンサルタント等業務に係る提案企業グループに参加する資格の審査を申請

します。」と記入してください。 

 (2) 名あて人は，「盛岡市長」としてください。 

 (3) 記入要領 

①「郵便番号」～「メールアドレス」欄  記入欄に従い，主たる営業所（本店又は本社）の郵便番

号，住所，商号又は名称，代表者氏名，担当者氏名，電話番号及びＦＡＸ番号を記入してくださ

い。 

 なお，印鑑については代表者を表す印鑑とし，実印とします。 

②「登録を受けている事業」欄  資格者審査を希望する業務で，法律上資格等を有するものについ

ては，その該当欄に資格等の登録番号及び登録年月日を記入してください。 

③ その他の記入項目については，「国土交通省測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格

審査申請書作成の手引き」により記入してください（以下の国土交通省様式についても同じ｡）｡ 

 
＊行政書士等が作成し代理申請する場合は，「申請代理人」欄にその職名及び氏名を記入の上押印し

てください。代表者実印の押印は不要です（行政書士等が申請代理人になっている場合は，代理

申請に係る委任状を添付してください。） 

 

２ 登記事項証明書（写し可） 

資格審査申請書提出日の直前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若しくは商業登記簿謄本 

 

３ 印鑑証明書（原本に限る。） 

資格審査申請書提出日の直前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。 

 

４ 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（Ａ４判）により作成し提出してください。 
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(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，同一の方に委任してください。 

 

５ 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（Ａ４判）により使用印

鑑届を作成してください。ただし「４ 委任状」を提出している方は不要です。 

(2) 名あて人は，「盛岡市長」としてください。 

 

６ 市税納入状況の調査同意書（盛岡市内に本店及び営業所等を有しない法人を除く。） 

この提出の手引きに添付している様式第 15 号により作成してください。 

 

７ 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 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 ― 
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  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 

 

８ 計算書類又はその写し 

資格審査基準日の直前２年の各事業年度の書類とします。 

(1) 貸借対照表，損益計算書，株主資本等変動計算書及び個別注記表 

(2) (1)に示すいずれの書類も同内容の記載があれば，建設コンサルタント登録規程，地質調査業者登

録規程又は補償コンサルタント登録規程の規定による現況報告書（国土交通大臣に提出し，その確

認印を受けたもの）の写しでも可とします。 

 

９ 営業又は事業に関し法律上必要とされる登録等の証明書又はその写し 

(1) 次の登録を受けている方は，有効期間内の登録証明等その登録を明らかにする書類を提出してく

ださい。 

① 測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 55 条 の規定に基づく登録 

② 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条 の規定に基づく登録 

③ 不動産の鑑定評価に関する法律（昭和 38 年法律第 152 号）第 22 条 の規定に基づく登録 

④ 土地家屋調査士法（昭和 25 年法律第 228 号）第６条 の規定に基づく登録 

⑤ 司法書士法（昭和 25 年法律第 197 号）第６条 の規定に基づく登録 

⑥ 計量法（平成４年法律第 51 号）第 107 条 の規定に基づく登録 

(2) 次の登録は，提案企業グループ構成員資格者選定の参考とすることがありますので，有効期間内

の登録証明等その登録内容を明らかにする書類を提出してください。 

① 建設コンサルタント登録規程第２条の規定に基づく登録（登録部門が分かるもの） 

② 地質調査業者登録規程第２条の規定に基づく登録 

③ 補償コンサルタント登録規程第２条の規定に基づく登録（登録部門が分かるもの） 

 

10 営業所一覧表 

国土交通省様式③「営業所一覧表」とします。 

 

11 測量等実績調書 

(1) この提出の手引きに添付している様式第６号とします。 

(2) 審査を希望する建設関連業務ごとに，直前２年間の完成業務及び直前２年間に着手した主な未完

成業務について作成してください。 

(3) 記入要領 

①「登録業種区分」の欄  

建設関連業務の種類の名称を記入してください。 

②「注文者」の欄  

元請の業務については発注者の名称を，下請の業務についてはその業務の元請業者の名称を記入

してください。 

③「元請又は下請の別」の欄  

「元請」，「下請」の別を記入してください。 

④「件名」の欄   

その業務の名称（下請の場合は下請件名）を記入してください。 
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⑤「測量等対象の規模等」の欄  

測量の面積・精度等，設計の階数・構造・延べ面積等，その業務の主たる内容について記入して

ください。 

⑥「業務履行場所のある都道府県名」の欄  

その業務を履行した都道府県の名称を記入してください。 

⑦「請負代金の額」の欄   

消費税額及び地方消費税額を含めた金額を記入してください。 

⑧「着工年月／完成（予定）年月」の欄  

着工年月及び業務が完成している場合は完成年月，未完成の場合は完成予定年月を記入してくだ

さい。 

 

12 技術者経歴書 

(1) 国土交通省様式④「技術者経歴書」とします。 

(2) 提案企業グループ構成員に参加を希望する建設関連業務ごとに提出日現在で，建設関連業務に専

ら従事する常勤の役員及び職員について作成してください。 

(3) 記入要領 

①「氏名」の欄  

営業所（本店又は支店等）ごとにまとめて記入し，その直前の氏名欄に ( )書きで当該営業所名

を記入してください。 

②「最終学歴」の欄  

「学校の種類」欄には，大学，高等専門学校等の別を，「専攻学科」欄には，その技術職員の所

属した学科名等を記入してください。 

③「法令による免許等」の欄  

建設関連業務に関し法律又は命令による免許又は技術若しくは技能の認定を受けたものについ

て，名称及び取得年月日を記入してください。当該技術職員が数種類の免許等を有している場合，

その全てのもの（同一の資格については上位の資格のみ）について記入してください。 

④「実務経歴」の欄  

当該技術職員が実際に従事した建設関連業務の中で，最新かつ代表的なものについて，その業務

における職種及び地位（役職）を記入してください。 

 

13 資格者審査結果通知用封筒 

(1) ファイルにはとじずに提出してください。 

(2) 封筒は，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，80 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（コンサル）・その１ 

(1) ファイルにはとじ込まずに提出してください。 

(2) 記入要領 

①「１.申請者（本人）」の欄 

申請者全員が記入してください。 

②「２.盛岡市内営業所」の欄 

盛岡市内営業所が「１.申請者（本人）」及び「３．代理人（契約権限を有する支店等）」の記入内

容と異なる場合は必ず記入してください。 
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③「３．代理人（契約権限を有する支店等）」の欄 

代表者が支店長，営業所長等特定の者に継続的に契約権限を委任している場合に限り記入してく

ださい。 

④「４．連絡先」の欄 

資格者審査結果通知等の連絡先を記入してください。 

 

15 資格者登録票（コンサル）・その２ 

(1) ファイルにはとじ込まずに提出してください。 

(2) 記入要領 

①「５．障がい者雇用・ＩＳＯ取得状況」 

ア 障がい者雇用状況の欄については，障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第

123 号）に基づく，平成 20 年６月１日現在における状況を次により記入してください。 

(ｱ) 障害者雇用状況報告の義務がある事業者（常用労働者数 56 人以上）の場合は，法定雇用率

の達成状況について該当する区分に○印を記入してください（障害者雇用状況報告書の写し

が必要になります。）。 

(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，「雇用障が

い者数(人)」の欄に雇用している障がい者の人数を記入してください（障がい者を雇用して

いない場合は記入不要です。）。 

イ ＩＳＯの取得状況の欄については，国際標準化機構の規格ＩＳＯ9000 シリーズ又はＩＳＯ

14001 を認証取得している事業者の場合，それぞれ取得した資格ごとに○印をしてください（登

録証などの認証取得証明書の写しが必要になります。）。 

②「６．希望登録業種一覧（総括）」の各欄 

登録を希望する業種ごとに記入してください。 

欄 区     分 記入内容 （記入位置） 

測量業者登録を受けている方 １（測量の欄） 

一級建築士事務所登録を受けている方 １（建築関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄの欄） 資格等 

国土交通省地質調査業者登録を受けている方 １（地質調査の欄） 

＊「技術者Ａ」及び「技術者Ｂ」の欄については，業種ごとに該当する技術者の総数及び盛岡市

内営業所常勤数を，次の区分により総数欄及び（市内）欄にそれぞれ記入してください。「地質

調査」に係る技術士及びＲＣＣＭ（シビル・コンサルティング・マネージャ）は，専門とする

部門を「土質及び基礎」又は｢地質｣とする方に限ります。 

業  種 技術者Ａ 技  術  者  Ｂ 

測量 測 量 士 測量士補 

建築関係コンサルタ

ント 
一級建築士 二級建築士 

土木関係コンサルタ

ント 

(記入しないでく

ださい) 
一級土木施工管理技士 

地質調査 技術士＊ 
地質調査技士，ＲＣＣＭ＊， 

現場管理者(建設省地質調査業者登録規程による) 

補償関係コンサルタ

ント 

(記入しないでく

ださい) 
不動産鑑定士,  司法書士,  土地家屋調査士 
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③「７.測量希望業務」及び「８.建築関係コンサルタント希望業務」の希望の欄は，各業務ごと，

当該業務への参加を希望するものについて，次により記入してください。 

区     分 記入内容 

当該業務についての実績はないが，参加を希望する方 １ 

当該業務についての実績があり，参加を希望する方 ２ 

 

④「９.土木関係コンサルタント希望業務」及び「10.補償関係コンサルタント希望業務」の希望等

の欄は，各業務ごとに当該業務への参加を希望するものについて，次により記入してください。 

欄 区     分 記入内容(記入位置) 

登 録 
建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ登録規程及び補償コンサルタント登録規

程による登録を受けている方 
１(当該登録部門ごと) 

当該業務についての実績はないが参加を希望する方 １ 
希 望 

当該業務についての実績があり，参加を希望する方 ２ 

 

＊「技術者Ａ」及び「技術者Ｂ」の欄については，各業種ごとに該当する技術者の総数及び盛岡

市内営業所常勤数を，次の区分により総数欄及び（市内）欄にそれぞれ記入してください。 

業  種 技術者Ａ 技  術  者  Ｂ 

土木関係コン

サルタント 

技術士 

(各部門ごと) 

 ＲＣＣＭ（各部門ごと） 

※1.建設環境部門においては環境計量士(濃度関係)及び環境

計量士(騒音･振動関係) を含む。 

※2.電気･電子部門においては，第一種電気主任技術者，第一

種伝送交換主任技術者及び路線主任技術者を含む。 

※3.土地区画整理事業においては，土地区画整理士とする。

補償関係コン

サルタント 

(記入しないで

ください) 
補償業務管理士（各部門ごと） 

 

 

16 提案企業グループ構成員資格者審査申請書（建設関連業務委託）提出書類チェックリスト 

  （受付確認票） 

(1) ファイルにはとじ込まずに提出してください 

(2) 全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各提出書類ごとの

作成内容を確認してください。 

(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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