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5.1.3 提出書類一覧（パターンＣに該当する申請者） 

共通書類                 ※●：必須 ○：該当する場合は添付必要 

No 申請図書の名称 提出書類 

1 
盛岡広域市町建設工事請負契約競争入札参加資格審査申請
書【様式第１号】 

● 

2 印鑑証明書（原本に限る） ● 

3 委任状【様式第２号】 ○ 

4 使用印鑑届【様式第３号】 ○ 

5 
現在事項全部証明書（個人の場合は本籍のある市町が発行
する身分証明書） 

● 

6 総合評定値通知書 ● 

7 専任技術者証明書又は専任技術者一覧表 ● 

8 工事経歴書【様式第４号】 ● 

9 技術職員名簿（盛岡広域市町内に本店を有する方のみ） ○ 

10 
技術職員の異動を確認する書面（盛岡広域市町内に本店を
有する方のみ） 

○ 

11 
舗装施工管理技術者調書【様式第５号】（八幡平市，岩手
町に申請する方のみ） 

○ 

12 
舗装施工管理技術者証の写し（八幡平市，岩手町に申請す
る方のみ） 

○ 

13 
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（又は誓約）【様式第６号】 

○ 

14 
暴力団，暴力団員又は暴力団若しくは暴力団の構成員と密
接な関係に有する者に該当しない旨の誓約【様式第７号】 

● 

15 障がい者の雇用状況を確認できる書類 ○ 

16 新規学卒者の雇用状況を確認できる書類 ○ 

17 環境に配慮した経営状況を確認できる書類 ○ 

18 
保護観察対象者等の雇用に係る就労支援状況を確認できる
書類 

○ 

19 子育て支援状況等を確認できる書類 ○ 

20 コンプライアンスの取組状況を確認できる書類 ○ 

21 未納が無いことの証明書（国税） ● 

22 未納が無いことの証明書（市町税） ○ 

23 
【盛岡市，滝沢市，紫波町に申請する場合】 
結果通知書返信用封筒（長３サイズ，84円切手付き） 
申請先市町数と同じ数（最大３通）を添付する。 

○ 

24 
競争入札参加資格審査申請書提出書類チェックリスト（受
付整理票）【様式第９号】 

● 

25 

建設工事請負契約競争入札参加資格審査調書（基本情報）
【様式第 20号】 

● 

役員一覧表【様式第 21号】 ● 
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資本関係・人的関係に関する届出【様式第 22号】 ● 

建設工事請負契約競争入札参加資格審査調書（技術者情
報）【様式第 23号】 

● 

希望工種一覧表【様式第 24号】 ● 

26 電子申請を利用できないことの理由書【様式第 10号】 ● 

27 受付票返信用封筒（長３サイズ，84円切手付き） ● 

 

 

盛岡市に申請する事業者のうち，盛岡市内に本社又は営業所のある方で土木一式工事，

建築一式工事，電気工事，管工事，水道施設工事の登録を希望する方は，次表のうち該当

する書類を提出してください。 

個別書類（盛岡市）             ※●：必須 ○：該当する場合は添付必要 

No 申請図書の名称 提出書類 

28 道路除排雪業務活動の状況を確認できる書類 ○ 

29 消防団員の常時雇用状況を確認できる書類 ○ 

30 
障がい者就労施設等からの物品等の調達状況を確認できる
書類 

○ 

31 災害対応活動の状況を確認できる書類 ○ 

 

岩手町に申請する事業者のうち，給水装置工事を希望する方は No.32 を，浄化槽工事を

希望する方は No.33を提出してください。 

個別書類（岩手町）             ※●：必須 ○：該当する場合は添付必要 

No 申請図書の名称 提出書類 

32 給水装置工事主任技術者資格者証の写し ○ 

33 浄化槽設備士資格者証の写し ○ 

 

紫波町に申請する事業者のうち，該当する方は次の書類を提出してください。 

個別書類（紫波町）            ※●：必須 ○：該当する場合は添付必要 

No 申請図書の名称 提出書類 

34 委任先代表者に係る住所確認票【様式第８号】 ○ 
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5.2 申請書類の作成 

5.1.1（パターンＡ），5.1.2（パターンＢ），5.1.3（パターンＣ）に記載した提出書類を確

認のうえ，申請に必要な書類を作成してください。 

 電子データ添付が必要な書類は，受付システムにファイルをアップロードしてください。 

※パターンによって提出書類が異なる部分がありますのでご注意ください。 

 

※申請書様式は，申請する市町のホームページから最新の様式をダウンロードしてください。 

 ※申請書様式（Excel）は，様式第１号に入力した内容（商号や代表者職氏名，申請日など）

を，各様式に複写します。入力誤りにお気をつけください。  

 

 

№１ 盛岡広域市町建設工事請負契約競争入札参加資格審査申請書【様式第１号】（必須） 

【記載例：74頁】 

記載内容に誤りがないことを確認し，実印を押印のうえ日付を記載し提出してください。な

お，営業している住所と現在事項全部証明書の住所が異なるときは，システムには主たる営業所

の住所を入力し，申請書には，主たる営業所及び登記住所を併記してください。 

行政書士に委任する場合は，任意様式の委任状（申請者実印と，行政書士の使用印を明らかに

した委任状）を別途提出してください。 

 

№２ 印鑑証明書（原本に限る）（必須）                         

申請書提出日の直前３か月以内に発行された印鑑証明書（原本）を提出してください。 

(1) 法人の場合 本店の所在地を管轄する法務局が発行 

(2) 個人の場合 住所地の市区町村が発行 

 

№３ 委任状【様式第２号】                     【記載例：75頁】 

(1) 代表者が，営業所長，支店長等，特定の方に継続的に契約権限を委任する場合に，様式第

２号により委任状を作成し提出してください。 

(2) 委任に当たっては，復代理人の選任から請負代金の請求並びに受領等，契約に関する一連

の事項が分割されることなく，同一の方に委任してください。 

(3) 委任状は，契約締結権限を有する営業所（部署）ごとに必要です。一例として，盛岡市との

契約では本社から盛岡営業所に委任し，矢巾町・紫波町との契約では本社から矢巾営業所に委

任する場合は，２通の委任状を作成・添付する必要があります。 

(4) 社印（社判・角印）等の契約権限を有する方を特定できない印は使用できません。受任者

の個人印（名字のみ等）は使用することができます。 

(5) 人事異動等により，申請後に受任者の変更があった場合は，速やかに委任状を作成のうえ

提出してください。 

(6) 同一人間での契約権限の委任は認めません（認められない例：取締役 盛岡 太郎 ⇒取

締役盛岡営業所長 盛岡 太郎）。 
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№４ 使用印鑑届【様式第３号】                    【記載例：76頁】 

代表者が，入札，契約等の権限を第三者に委任しない場合で，実印と異なる印鑑を使用印鑑

とする場合のみ提出してください。委任状（様式第２号）を提出する場合は，使用印鑑届は不

要です。 

社印（社判・角印）等の契約権限を有する方を特定できない印は使用できません。 

 

№５ 現在事項全部証明書（個人の場合は身分証明書）（写し可）（必須） 

申請書提出日の直前３か月以内に発行された現在事項全部証明書又は身分証明書の写しを提

出してください。 

(1) 法人の場合 本店の所在地を管轄する法務局が発行する現在事項全部証明書（履歴事項全

部証明書でも可） 

(2) 個人の場合 本籍地の市区町村発行の身分証明書 

 

№６ 総合評定値通知書（必須） 

建設業法第 27 条の 27 第１項の規定により，許可行政庁（国土交通大臣又は都道府県知事）

が通知したもので，経営事項審査の審査基準日が令和２年６月１日以降で最新のものの写しを

提出してください。 

ただし，許可行政庁に対し，総合評定値請求済であるが資格審査申請書の提出期限までに総

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「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」の写しを提出してください。な

お，総合評定値通知書を受け付け次第，直ちにその写しを盛岡市へ提出してください。総合評

定値通知書の提出がない場合，競争入札参加資格者名簿に登載できないことがあります。 

 

№７ 専任技術者証明書又は専任技術者一覧表 

申請する本社，委任先営業所又は盛岡広域市内営業所の専任技術者に関する専任技術者証明

書又は専任技術者一覧表（建設業法に基づく建設業許可申請に添付したもの）の写しを提出して

ください。 

 

№８ 工事経歴書【様式第４号】（必須）                【記載例：77 頁】 

令和元年 10 月１日から令和３年９月 30 日までに完成した工事について，登録を希望する建

設工事の種類ごとに作成してください。法に基づく経営事項審査申請等に添付した工事経歴書

の写しを提出しても構いません。その場合は，商号を必ず明記してください。 

※この書類の記載に当たっては，法に基づく経営事項審査申請等の記載方法に準じてくださ

い。 

(1)工事種別 

登録を希望する建設工事の種類の名称を記載してください。 

(2)注文者 

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

または名称を記載してください。 

※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載してください。 
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(3)元請または下請の別 

発注者から直接請け負った工事については「元請」，元請負人から下請した工事につい

ては「下請」と記載してください。 

(4)工事名 

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下請工事の名称を記載して

ください。 

(5)工事場所のある都道府県名 

工事の施工場所のある都道府県名を記載してください。 

(6)請負代金の額（千円） 

請負代金の額について，消費税抜きの金額を記載してください。 

(7)着工年月，完成（予定）年月 

着工年月及び工事完成（予定）年月を記載してください。 

(8)工事内容 

請け負った工事の内容がわかるように，工事種別，施工延長，施工面積，構造等につい

て簡略に記載してください。 

（例）〔土木：道路，橋梁，河川，下水道（開削・推進）等〕 

〔建築：Ｓ造，ＲＣ造，木造，解体等〕 

 

№９ 経営事項審査に添付した技術職員名簿 

※盛岡広域市町内に本店（主たる営業所）を有する方のみ提出してください。 

経営事項審査に添付した最新の技術職員名簿の写しを提出してください。 

  

№10 技術職員の異動を証する書面  

※盛岡広域市町内に本店（主たる営業所）を有する方のみ提出してください。 

総合評定値通知書の審査基準日以降，令和３年９月 30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号又は第15条第２号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 

 

№11，№12 舗装施工管理技術者調書【様式第５号】及び舗装施工管理技術者に関する資格者証

の写し                          【記載例：78 頁】 

八幡平市又は岩手町で舗装工事を希望する場合は，必ず提出してください。また，記載した技

術者の舗装施工管理技術者証の写しを添付してください。なお，「級種」欄は，１級舗装施工管

理技術者は「１級」，２級舗装施工管理技術者は「２級」と記入してください。 

※八幡平市及び岩手町では，当該書類が提出されない場合，舗装工事の登録はできません。 
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№13 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（又は誓約【様式第６号】） 

【記載例：79頁】 

(1) 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。 

  ア 雇用保険  労働者が１人でも雇用される事業所 

  イ 健康保険及び厚生年金保険  常時５人以上の従業員を使用する個人の事業所又は法人

の事業所 

 (2) 経営事項審査の総合評定値通知書「その他の審査項目」の該当箇所に「有」の表示がある場

合は，次に該当する書類の提出は不要です。総合評定値通知書により確認できない（「適用除

外」又は「無」）方は，次の書類を提出してください。 

ア 雇用保険の加入に関する書類 

   (ｱ) 加入義務がある場合 

     労働（雇用）保険の保険料申告書の写し（令和３年度に発行したもの） 

※労働保険に関する事務処理を労働保険事務組合に委託している場合は，事務組合発

行の保険料納入通知書の写し（直近のもの）を提出してください。 

   (ｲ) 加入義務がない場合  

     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（様式第６号） 

     ※該当部分をチェックした後，提出してください。 

  イ 健康保険及び厚生年金保険の加入に関する書類 

(ｱ) 加入義務がある場合 

年金事務所等発行の保険料の領収書の写し 

※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，組合国保

（中建国保等）に加入している場合を含む。）は，健康保険組合の保険料の領収書の

写し及び厚生年金保険の領収書の写しを提出してください。 

領収書の写しは，申請書提出日の直前３か月以内のものを１枚提出してください。 

(ｲ) 加入義務がない場合  

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（様式第６号） 

※該当する部分をチェックした後，提出してください。 

(3) 最近になって初めて雇用保険，健康保険及び厚生年金保険に加入した場合，次の書類を提

出してください。 

   ア 雇用保険  雇用保険適用事業所設置届の事業主控えの写し 

   イ 健康保険及び厚生年金保険  健康保険・厚生年金保険新規適用届の事業主控えの写     

    し 

 

№14 暴力団，暴力団員又は暴力団若しくは暴力団の構成員と密接な関係を有する者に該当しな

い旨の誓約【様式第７号】（必須）                 【記載例：80頁】 

(1) 誓約の内容をご確認のうえ，申請者の住所（所在地），商号又は名称，代表者の職・氏名を

記入してください。（本誓約への押印は不要です） 

(2) 申請者の欠格要件に該当しないことを確認するため，暴力団，暴力団員又はこれらの者と

密接な関係を有する者に該当しない旨，誓約していただきます。 

(3) 本誓約の提出がない場合は，申請を受け付けません。 
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(4) 該当の有無を確認するため，追加資料の提出を求める場合があります。 

(5) 該当の有無を確認するため，本誓約及び競争入札参加資格審査申請書その他提出された書

類の全部又は一部（書類の記載内容の抜粋を含む。）を岩手県警察本部に提供する場合があ

るので，了解のうえ申請してください。 

(6) 岩手県警察本部への照会の結果，該当することが判明した場合は，競争入札参加資格者名

簿に登載しません。 

 

№15 障害者雇用状況報告書の写し 

(1) ｢障害者の雇用の促進等に関する法律｣に基づく，障がい者雇用状況報告の義務がある（常

用雇用者数43.5人以上）場合は，公共職業安定所に提出した令和３年６月１日現在の障害者

雇用状況報告書（厚生労働省告示様式第６号）の写しを提出してください。 

(2) (1)に該当しない場合で障がい者を雇用している場合は，障がい者を常時雇用しているこ

とを証する書類（身体障害者手帳等，障がいを証明できる書類及び保険証の写し等，雇用を

確認できる書類）の写しを提出してください。 

 

№16 新規学卒者の雇用状況を確認できる書類 

次に掲げる者を，令和２年２月１日～令和３年９月 30日までの間に採用し，令和３年９月 30

日まで継続して常時雇用している場合は，卒業（修了）証書又は卒業（修了）証明書の写し及び

雇用状況を証明する書類（健康保険被保険者証の写し等）を提出してください。該当する者が３

名を超える場合は，３名分のみ提出してください。 

 (1) 中学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校中学部若しくは高等部，大学，大学院，短

期大学，高等専門学校又は専修学校を卒業後３年以内の者 

 (2) 職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練又は同法

に規定する認定職業訓練（在学者訓練を除く。）の過程を修了後３年以内の者 

 

№17 環境に配慮した経営状況を確認できる書類 

  令和３年９月 30日現在において，岩手県が定めた「いわて地球環境にやさしい事業所」の認

定で，認定基準３星（★★★）又は４星（★★★★）を受けている場合は，いわて地球環境にや

さしい事業所認定書の写しを提出してください。ただし，ISO14001 を認証取得し，総合評定値

通知書の該当箇所が「有」の表示である場合は提出不要です。 

 

№18 保護観察対象者等の雇用に協力雇用主としての登録を確認する書類 

令和３年９月 30日現在において，保護観察対象者等の協力雇用主として保護観察所に登録し

ている場合は，保護観察所が発行する証明書の写し（最新のもの）を提出してください。 

 

№19 子育て支援状況等を確認する書類 

令和３年９月30日現在において，次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）又は

女性活躍推進法（平成27年法律第64号）による一般事業主行動計画を策定している場合は，一

般事業主行動計画・変更届の写し（都道府県労働局の受付印のあるもの）を提出してくださ

い。 
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№20 コンプライアンスの取組状況を確認できる書類 

次の(1)，(2)に該当する場合，それぞれ関係書類を提出してください。 

(1) 令和３年９月 30日現在において，コンプライアンスに関する次に掲げる事項を満たすマニ

ュアルを作成している場合，コンプライアンス・マニュアルの写しを提出してください。 

＜確認事項＞ 

項目 確認事項 

マニュアル作成 ア 経営者による基本方針の表明 イ 企業行動指針（倫理方針） 

ウ 社内組織の設置       エ 相談窓口の設置 

オ 内部通報窓口の設置     カ 役職員の具体的な行動基準 

キ 違反者に対する措置 

※イは，コンプライアンス・マニュアルと別に定めている場合も可。 

担当部署・担当者

の設置 

代表者（社長）を長とするコンプライアンス委員会などの責任ある組織又

は担当する責任者を整備していること。 

通報窓口の設置 ア 役職員が，日々の業務の中で，コンプライアンスに抵触する問題であ

るか否かを判断に迷う事項については，円滑に相談できる窓口を設置し

ていること。 

イ 企業内で違反行為が行われていることを役職員が把握した場合，不利

益な扱いを受けずに通報できる内部通報窓口を整備していること。 

(2) コンプライアンスに関する研修会・講習会等を実施した場合 

令和２年度又は令和３年度において，コンプライアンスに関する研修会若しくは講演会等

を実施したことがある場合，実施したことを確認できる書類（次第，使用資料，参加者名簿）

を提出してください。 

※使用資料は，研修会のおおよその趣旨が確認できる程度の抜粋（表紙，目次，冒頭頁等）で

構いません。 

 

№21 国税の納税証明書（写し可）（必須） 

次の内容書類について，申請書提出日の直前３か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。 

法人：納税証明書その３の３（「法人税」及び「消費税及び地方消費税」に未納の税額がな

いこと。） 

個人：納税証明書その３の２（「申告所得税」及び「消費税及び地方消費税」に未納の税額が

ないこと。） 

※新型コロナウイルス感染症等の影響により納税を猶予されている場合は，上記証明書に代え

て納税の猶予許可通知書の写し又は，納税証明書その１を提出してください。 

 

№22 申請する市町が発行する納税証明書（写し可） 

   申請する市町に納税義務がある場合，申請先市町で発行する納税証明書（未納がないこと

の証明書）又はその写しを提出してください。納税証明書は申請書提出日の直前３か月以内に

発行されたものに限ります。なお，納税証明書の取得方法等については，各市町市町税担当窓

口にお問い合わせください。 
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※盛岡市又は紫波町に申請する場合，この２市町の納税証明書の提出は不要です。 

※複数の申請先市町に納税義務がある場合は，複数の市町分の納税証明書又はその写しを提

出してください。尚，システムへのアップロードについては複数の市町分を１つのファイルに

まとめて登録してください。 

 

№23 結果通知書返信用封筒（盛岡市，滝沢市又は紫波町に申請する場合） 

盛岡市，滝沢市又は紫波町に申請する場合，申請する市町分（各１通）が必要です。長形３号

を使用し，受領先の住所及び宛名を記入の上，84 円郵便切手を貼付したものを提出してくださ

い。封筒は，フラットファイルに綴らずに提出してください。 

※「料金受取人払」の封筒を提出される方は，令和４年４月末まで有効な封筒の提出をお願い

します。 

 

№24 競争入札参加資格審査申請書提出書類チェックリスト（受付整理票）【様式第９号】（必須） 

【記載例：82頁】 

受付整理票の項番順に提出書類を準備，作成を実施し，日付，必要事項の記入や押印，システ

ムへのアップロード（電子データ添付）などをこのチェックリストで確認してください。 

なお，最後の項番において，チェック漏れがないことを確認した方のサインを記入してくださ

い。チェックリストは，資格審査申請書の受付時に整理票としても使用しますので，作成内容の

確認後，他の提出書類と併せて必ず提出してください。（太枠内の申請者欄に，チェック✔をし

てください。） 

※受付整理票（様式第９号）は，パターン毎に異なっていますのでご注意ください。 

 

№25 ＜パターンＡ，パターンＢに該当する申請者＞ システム入力済の画面印刷（必須） 

受付システムから印刷した書類（両面印刷可）の記載内容に誤りがないことを確認し，提出

してください。 

 

＜パターンＣに該当する申請者＞ 

建設工事請負契約競争入札参加資格審査調書（基本情報）【様式第 20号】 

役員一覧表【様式第21号】 

資本関係・人的関係に関する届出【様式第22号】 

建設工事請負契約競争入札参加資格審査調書（技術者情報）【様式第 23号】 

希望工種一覧表【様式第 24号】 

 

パターンＣに該当する申請者は，申請しようとする盛岡広域市町の契約担当課の窓口でこ

れらの申請様式等を受領し，作成してください。 

 

№26 電子申請を利用できないことの理由書【様式第 10号】 

※パターンＢ又はＣに該当する場合のみ必須           【記載例：86頁】 

申請の特例（パターンＢ又はＣ）を利用する方は，理由書に記載のうえ提出してください。 
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№27 受付票返信用封筒 ※パターンＣに該当する場合のみ必須 

長形３号を使用し，受領先の住所及び宛名を記入の上，84 円郵便切手を貼付したものを１通

提出してください。フラットファイルに綴らずに提出してください。 

 

＜盛岡広域８市町のうち個別市町で必要となる提出書類＞ 

 

盛岡市 

盛岡市に申請する方のうち，盛岡市内に本社又は営業所のある方で土木一式工事，建築一式工事，

電気工事，管工事，水道施設工事の登録を希望する場合は，次の 28～31のうち該当する書類を提

出してください。 

 

№28 道路除排雪業務活動の状況を確認できる書類 

  令和元年度又は令和２年度において，次に掲げる活動を行った場合は，関係書類を提出して

ください。 

 (1) 国・県・市町村道等の除排雪業務（融雪剤散布を含む。）の受注 

   盛岡市内に本店を有する方は，国・県・市町村から業務委託を受注している場合に，また，

盛岡市内に本店を有しない方は，盛岡市の区域内に係る国・県・市町村からの業務委託を受注

している場合に該当となります。該当する方は，受注したことが確認できる書類（国・県・市

町村との契約書の写し）を提出してください。 

 (2) 市道の除排雪業務（融雪剤散布を含む。）の奉仕活動 

   盛岡市内の市道，農道，林道の除排雪業務の奉仕活動を自主的に行った場合は，実施したこ

とが確認できる書類（写真等）を提出してください。    

（例）下太田地内の道路の除排雪作業を行った。 

  

№29 消防団員の常時雇用状況を確認できる書類 

(1)令和３年９月 30 日現在において，盛岡市消防団の団員に任命されている者を雇用している

場合は，雇用状況を証明する書類（健康保険被保険者証等の写し）を提出してください。 

なお，該当する者が４名を超える場合は，４名分のみ記載してください。 

 (2) 対象者には，当該企業の経営者，役員等を含みます。 

 (3) 消防団員には，団長，副団長，分団長等を含みます。 

 

№30 障がい者就労施設等からの物品等の調達状況を確認できる書類 

  令和元年度又は令和２年度において，盛岡市内の障がい者就労施設等から直接５万円以上物

品又は役務の調達を行った場合，領収書等の写しを提出してください。 

 

№31 災害対応活動の状況を確認できる書類・緊急修繕業務の実績を確認できる書類 

次の(1)，(2)に該当する場合は，それぞれ関係書類を提出してください。 

(1) 災害協定を締結している場合 

令和３年９月 30 日現在において，盛岡市と「災害時における応急対策業務に関する協定」

又は盛岡市上下水道局と「災害応急復旧工事等に関する協定」を締結している場合は，協定を

締結している各組合理事長が発行する証明書又はその写しを添えて提出してください。 
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(2) 令和元年度又は令和２年度において，盛岡市又は盛岡市上下水道局が発注した次のいずれ

かの受注実績（下請を含む。）がある場合は，受注したことが確認できる書類（契約書の写し，

仕様書等）を提出してください。 

  ア 災害復旧関係の工事等 

  イ 公共土木施設又は建築物に係る緊急修繕業務 

 

  ●緊急修繕の定義 

  【定義】 

    緊急修繕業務とは，早急に対応しなければ市民や職員等の生活や安全に支障をきたす恐

れがある作業のうち，管理者から修繕の依頼を受けて速やかに着手する必要があるもの（た

だし災害に該当しないもの）を対象とします。 

  【留意事項】 

   ・緊急的に行われた点検や定期的に行われている補償業務は対象になりません。 

   ・元請の実績については，業務期間及び業務内容がわかる契約書や実績報告書等の写し 

   ・下請の実績については，管理者が発注した業務の下請契約であることが具体的に挙証で

きる資料 

  【対象となる例】 

   ・落石による道路損害の修繕作業 

   ・老朽化による水道管破裂事故への対処・修繕 

   ・事故による停電復旧作業への従事 

 

岩手町 

岩手町に申請する方で該当する場合は次の書類を提出してください。 

№32 給水装置工事主任技術者資格者証の写し 

給水装置工事を希望する方は提出してください。 

 

№33 浄化槽設備士資格者証の写し 

浄化槽工事を希望する方は提出してください。 

 

紫波町 

紫波町に申請する方で該当する場合は次の書類を提出してください。 

№34 委任先代表者に係る住所確認票【様式第８号】 

（紫波町に申請する方で委任状を提出する場合）           【記載例：81頁】 

  紫波町に申請する方で，委任状を提出する場合は，必ず提出してください。 

※紫波町町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置に関する条例及びその規則に基づ

き，法人及び代表者の町税等の納付状況の確認を行うため提出していただくものです。 

※代表者住所については，同姓同名の方がいる場合，個人を特定するために記載していただく

ものです。 
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5.3 様式記載例 

・様式第１号 盛岡広域市町建設工事請負契約競争入札参加資格審査申請書 

※全ての申請者で必須となる書類です。

 

提出日（投函日）を記入してください。

但し,令和３年 10 月１日～令和３年 11

月１日の期間内であること。 

申請する市町に「〇（マル）」を記入してください。 

※複数の市町に申請する場合であっても，こちらの申請書

の必要数は１通です。 

※システムの申請先市町と一致するよう記入してください。 

住所（所在地），商号又は名称，代表者氏名は登記簿と完全一致するように記入して

ください。 

※住所ではハイフン‘－’を使用しないこと。 

※略称（株）（有）（財）等は使用しないこと。 

※職名は登記簿と一致していなくてかまいません。システムの職名と一致するよう記

入してください。 

 登記簿：代表取締役  申請書（受付システム）：代表取締役社長 

※実際に営業している住所（主たる営業所）と現在事項全部証明書の住所が異なる

ときは，システムには主たる営業所の住所を入力し，申請書には，主たる営業所及

び登記住所を併記してください。 

  例：（登）岩手県盛岡市内丸１番１号 

岩手県盛岡市内丸１２番２号 

 代
表
取 

締
役
印 

印鑑証明書に押印

あるものと同じ印鑑

を押印してくださ

い。 

システムに登録する申請担当者情報

と一致するよう記入してください。 

建設工事の申請書であること。 
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・様式第２号 委任状 ※代表者が継続的に契約権限を委任する場合，提出してください。 

※作成・押印後は，受付システムの「添付ファイル」欄にアップロードしてください。 

 

 

 

 

 

 

文字や線が印に重ならないようにしっかりと押印してください。 

委任する市町に「〇（マル）」を記入してください。 

※同一者に委任する場合，複数の市町に申請す

る場合であっても委任状の必要数は１通です。 

※申請する市町により委任先を変更する場合は，

委任状はそれぞれの委任先の分が必要です。 

提出日（投函日）を記入してください。

但し,令和３年 10 月１日～令和３年 11

月１日の期間内であること。 

工事は様式第２号であること。 

建設工事であること。 

委任者の所在地，商号又は名称，代表者氏名は様式第１号と

完全一致するように記入してください。 

※現在事項証明書の所在地が，主たる営業所と異なる場合，

所在地欄に「主たる営業所」を記入してください。 

印鑑証明書に押印あるも

のと同じ印鑑を押印してく

ださい。 

 

受任者の所在地，職氏名は受付システムの入力内容と一致するように記入し
てください。 

 

会社印ではなく，契約時に

使用する受任者代表者印

を押印してください。 
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・様式第３号 使用印鑑届 

※代表者が，入札，契約等の権限を第三者に委任しない場合で，実印と異なる印鑑を使用印鑑と

する場合のみ提出してください。 

※委任状（様式第２号）を提出する場合，使用印鑑届は提出不要です。  

※作成・押印後は，受付システムの「添付ファイル」欄にアップロードしてください 

 

 

  

 
社
長 

の
印 

契約時に使用する印鑑を押印

してください。 

会社印（例：●●会社の印）で

はなく，代表者印（例：●●会

社社長の印）であることが分

かる印鑑で押印してくださ

い。 

 代
表
取 

締
役
印 

印鑑証明書に押印あるものと

同じ印鑑を押印してください。 

工事は様式第３号であること。 

提出日（投函日）を記入してください。但し,

令和３年 10月１日～令和３年 11月１日

の期間内であること。 

 

住所（所在地），商号又は名称，代表者職氏名は様式 

第１号と完全一致するように記入してください。 

※現在事項証明書の所在地が，主たる営業所と異なる場合，所

在地欄に「主たる営業所」を記入してください。 
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・様式第４号 工事経歴書   

※全ての申請者で必須となる書類です。 

※作成後は，PDFに変換し，受付システムの「添付ファイル」欄にアップロードしてくださ

い。 

 

 令和元年 10月１日から令和３年９月 30日までに完成した工事について，登録を希望する建設

工事の種類ごとに作成してください。法に基づく経営事項審査申請等に添付した工事経歴書の写

しを提出する場合には，商号を必ず明記してください。 

※この書類の記載に当たっては，法に基づく経営事項審査申請等の記載方法に準じてください。 

 

 

 

  

登録を希望する建設工事の種類ごとに作

成をしてください。 

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

人の商号または名称を記載してください。 

請け負った工事の内容がわかるように，

工事種別，施工延長，施工面積，構造等

について簡略に記載してください。 

（例） 

〔土木：道路，橋梁，河川，下水道（開削・

推進）等〕 

〔建築：Ｓ造，ＲＣ造，木造，解体等〕 

商号又は名称は，登記簿の商号と同じ

記載であること。 

（略称：（株），（財）等は使用しないこと） 
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・様式第５号 舗装施工管理技術者調書   

八幡平市又は岩手町に「舗装工事」を希望する場合は必ず提出してください。八幡平市及び岩

手町では，当該書類が提出されない場合，「舗装工事」の登録はできません。 

 

 

 

 

  

級種欄には， 

1級舗装施工管理技術者は「１級」， 

２級舗装施工管理技術者は「２級」 

と記載してください。 

商号又は名称は，登記簿の商号と同じ

記載であること。 

（略称：（株），（財）等は使用しないこと） 
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・様式第６号 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 

 ※加入義務がない方のみ，該当する部分をチェックし，提出してください。 

※作成後は，PDFに変換し，受付システムの「添付ファイル」欄にアップロードしてくださ

い。 

 

 

 
  

該当する部分をチェックしてください。 

提出日（投函日）を記入してください。但し,

令和３年 10月１日～令和３年 11月１日

の期間内であること。 

 

住所（所在地），商号又は名称，代表者職氏名は様式 

第１号と完全一致するように記入してください。 

※現在事項証明書の所在地が，主たる営業所と異なる場

合，所在地欄に「主たる営業所」を記入してください。 
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・様式第７号 暴力団，暴力団員又は暴力団若しくは暴力団の構成員と密接な関係を有する者に

該当しない旨の誓約 ※全ての申請者で必須となる書類です。 

 

  

工事は様式第７号であること。 

提出日（投函日）を記入してください。但し,

令和３年 10月１日～令和３年 11月１日

の期間内であること。 

 

こちらの書類への押印は不要です。 

住所（所在地），商号又は名称，代表者職氏名は様式第１号と完

全一致するように記入してください。 

※現在事項証明書の所在地が，主たる営業所と異なる場合，所

在地欄に「主たる営業所」を記入してください。 
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・様式第８号 委任先代表者に係る住所確認票 

※紫波町に申請する場合において，委任状を提出する場合のみ提出してください。 

 

  

委任先代表者の住所（例であれば内丸一

郎氏個人の住所）を記入してください。 

工事は様式第８号であること。 提出日（投函日）を記入してください。但し,

令和３年 10月１日～令和３年 11月１日

の期間内であること。 

 

受任者の情報を記入してください。 
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・様式第９号 競争入札参加資格審査申請書提出書類チェックリスト（受付整理票） １枚目 

 ※全ての申請者で必須となる書類です。パターン別に異なりますのでご注意ください。 

 

 

 

 

提出書類を確認いただき，レ点で

チェックをお願いします。 

パターンの確認。パターンＡの記載例を掲載しています。 

Ｂ・Ｃについても，この例に準じてＢ・Ｃの様式でチェックを行ってください。 
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・競争入札参加資格審査申請書提出書類チェックリスト（受付整理票）２枚目 

 

 

 

 

 

提出書類を確認いただき，レ点

でチェックをお願いします。 
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・競争入札参加資格審査申請書提出書類チェックリスト（受付整理票）３枚目 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出書類を確認いただき，レ点で

チェックをお願いします。 
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・競争入札参加資格審査申請書提出書類チェックリスト（受付整理票）４枚目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出書類を確認いただき，レ点で

チェックをお願いします。 

確認完了後，確認者のサインをお

願いします。 
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・様式第 10号 競争入札参加資格申請受付システムを利用できない理由書 

※申請方法の特例により申請されるパターンＢ，パターンＣの方は必ず提出してください。 

 

 

 

今後の状況について記入

してください。 

該当する番号に〇印をつ

けてください。 

商号又は会社名を記入し

てください。 


