
別表１ 申請書類一覧（兼チェック表）

番号 様式番号 建設工事請負 設計・調査・測量 物品・その他 チェック欄

1 様式第１号 ○ ○ ○

2 様式第２号 ○

3 様式第３号 ○

4 様式第４号 ○

5 様式第５号 ○

6 様式第６号 ○

7 様式第７号 △ △ △

8 様式第８号 △ △ △

9 ○ ○

10 ○

11 ○

12 ○

13 △ △ △

14 △ △ △

15 ○

16 ○

17 ○

18 様式第９号 ○

19 様式第１０号 ○ ○

20 様式第１１号 △ △ △

21 官公需適格組合証明書の写し △

22 経営事項審査の総合評定値通知書の写し △

23 官公需適格組合資格審査数値計算表 様式第１２号 △

24 ○ ○ ○

25 △ △ △

26 様式第１３号 △ △ △

27 様式第１４号 △

28 △

29 △

30 △ △ △

31 様式第１５号 △ △ △

32 ○ ○ ○

〇添付書類（必須）　　△添付書類（該当するもの）　　

経営事項審査の総合評定値通知書の写し

名　　称

競争入札参加資格審査申請書（基本共通情報）

建設工事請負共通情報

建設工事請負個別情報

設計・調査・測量共通情報

設計・調査・測量個別情報

物品・その他個別情報

委任状

使用印鑑届

財務諸表の写し

法人税、所得税、消費税及び地方消費税の納税証明書
（法人はその３の３、個人はその３の２。写し可）

建設業許可通知書又は許可証明書（写し可）

建設業許可申請書（表紙）及び別表（別紙二）の写し

身分（元）証明書、後見登記等ファイルに成年被後見人、被
保佐人又は被補助人とする記録がないことの証明書（被補
助人にあっては、後見登記等ファイルに記録されている事項
の証明書）（個人に限る。）

履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書
（法人に限る。写し可）

資格情報を証明する書類の写し

登録情報を証明する書類の写し

営業に必要な許可証・免許等の写し

工事経歴書

業務経歴書

組合員名簿及び役員名簿

官公需適格組
合の算出方法
の特定を希望
する場合

支店・営業所の写真・案内図

別表１　申請書類一覧（兼チェック表）

法人町民税又は個人町民税の納税証明書の写し
（毛呂山町、鳩山町及び越生町の法人・個人に限る。）

障害者雇用状況報告書の写し又は障害者雇用の証明書

監理技術者の証明書

建設業労働災害防止協会加入証明書の写し

代理店証明書（証明を受けている場合のみ）

ＩＳＯ認証取得登録証の写し（ISO9001,9002,14001）



別表２ 建設工事業種表

業種名 略　称 工事分類名 略　称

０１ 土木工事業 土　木 土木一式工事 土　一

農業土木工事 農　業

コンクリート構造物工事 コンクリ

大口径管工事 大口径

地すべり防止対策工事 地すべ

管渠推進工事 推　進

トンネル工事 トンネル

ニューマチックケーソン工事 ＮＭＣ

シールド工事 シールド

ＰＣ橋梁工事 ＰＣ橋

ダム工事 ダ　ム

森林土木工事 森　林

０２ 建築工事業 建　築 建築一式工事 建　一

木造工事 木　造

軽量鉄骨工事 軽　鉄

プレハブ工事 プレハブ

コンクリートプレハブ工事 コンプレ

０３ 大工工事業 大　工 大工工事 大　工

０４ 左官工事業 左　官 左官工事 左　官

０５ とび・土工工事業 と　び 鉄骨等組立架設工業 組　立

ひき工事 ひき

くい工事 く　い

場所打ちぐい工事 場所打

土工事 土

コンクリート工事 コンクリ

地盤改良工事 地　盤

吹付け工事 吹　付

道路付属物設置工事 道付属

外構工事 外　構

その他工事 その他

０６ 石工事業 石 石工事 石

０７ 屋根工事業 屋　根 屋根工事 屋　根

０８ 電気工事業 電　気 総合電気設備工事※ 総　合

発電変電設備工事※ 発　電

送配電設備工事 送　電

電気設備工事※ 電　気

信号設備工事※ 信　号

上下水道施設
電気設備工事

水　道

その他工事 その他

０９ 管工事業 管 給排水設備工事 給排水

冷暖房空調設備工事 空　調

浄化槽工事※ 浄化槽

ガス管配管工事 ガス管

その他工事 その他

１０ タイル・れんが・ブロック工事業 タイル タイル・れんが・ブロック工事 タイル

１１ 鋼構造物工事業 鋼構造 鉄骨工事 鉄　骨

鋼橋梁工事 鋼　橋

鉄塔工事 鉄　塔

門扉工事 門　扉

プール工事 プール

鋼製タンク工事 タンク

その他工事 その他

１２ 鉄筋工事業 鉄　筋 鉄筋工事 鉄　筋

受注希望工事分類業種
業種
番号



別表２ 建設工事業種表

業種 受注希望工事分類

業種名 略　称 工事分類名 略　称

１３ 舗装工事業 舗　装 舗装工事 舗　装

１４ しゅんせつ工事業 しゅん しゅんせつ工事 しゅん

１５ 板金工事業 板　金 板金工事 板　金

１６ ガラス工事業 ガラス ガラス工事 ガラス

１７ 塗装工事業 塗　装 塗装工事 塗　装

路面標示工事 路　面

屋内床面標示工事 屋内床

その他工事 その他

１８ 防水工事業 防　水 防水工事 防　水

１９ 内装仕上工事業 内　装 内装仕上工事 内　装

床仕上工事 床

たたみ工事 たたみ

ふすま工事 ふすま

その他工事 その他

２０ 機械器具設置工事業 機　械 運搬機器設置工事 運　搬

プラント設備工事 プラント

水処理設備工事 水処理

汚泥脱水設備工事 脱　水

汚泥焼却設備工事 焼　却

給排気機器設置工事 給排気

揚排水機器設置工事 揚排水

ダム用仮設備工事 ダム仮

その他工事 その他

２１ 熱絶縁工事業 熱絶縁 冷暖房熱絶縁工事 冷暖房

動力設備熱絶縁工事 動　力

その他工事 その他

２２ 電気通信工事業 通　信 有線電気通信工事※ 有　線

無線電気通信工事 無　線

データ通信設備工事※ データ

情報制御設備工事 情　報

その他工事 その他

２３ 造園工事業 造　園 庭園工事 庭　園

公園設備工事 公　園

広場工事 広　場

その他工事 その他

２４ さく井工事業 さく井 さく井工事 さく井

揚水設備工事 揚　水

その他工事 その他

２５ 建具工事業 建　具 サッシ工事 サッシ

カーテンウォール工事 カーテン

シャッター工事 シャッタ

自動ドアー工事 ドアー

その他工事 その他
２６ 水道施設工事業 水　道 取水施設工事 取　水

浄水施設工事 浄　水
配水施設工事 配　水
下水処理設備工事 下　水
その他工事 その他

２７ 消防施設工事業 消　防 水消火設備工事※ 水消火
泡消火設備工事※ 泡消火
不燃性ガス消火設備工事※ ガ　ス
粉末消火設備工事※ 粉　末
火災報知設備工事※ 報　知
避難設備工事※ 避　難
排煙設備工事※ 排　煙
その他工事 その他

２８ 清掃施設工事業 清　掃 ごみ処理施設工事 ご　み
し尿処理施設工事 し　尿
その他工事 その他

２９ 解体工事業 解　体 解体工事 解　体

業種
番号



別表３ 設計・調査・測量業務表

業務名 業種コード 業務名 業種コード

3000

3010 河川 7000

3020 砂防 7001

ダム 7002

居住施設 4000 7010

学校施設 4001 7020

医療及び社会福祉施設 4002

事務所及び庁舎 4003 交通及び路線 7030

スポーツ施設 4004 道路 7031

劇場及びホール 4005 道路管理施設 7032

美術館・博物館・記念館 4006 7040

集会場・コミュニティセンター 4007

厚生施設（宿泊施設等） 4008 水道施設 7050

その他 4009 送配水管渠 7051

4010

4020 下水処理施設 7060

4030 下水管渠 7061

4040 7070

4050 7080

4060 7090

4070

4080 土地利用計画 7100

地質調査 5000 都市施設 7101

6000 開発事業 7102

6001 地域計画 7103

6002 環境保全 7104

6003 7110

6004 7120

6005

6006 鋼橋上部工 7130

6007 コンクリート橋上部工 7131

橋梁下部工・基礎構造 7132

新交通・モノレール 7133

特殊構造 7134

維持・補修、その他 7135

7140

7150

7160

環境調査・計画 7170

環境整備 7171

その他の建設コンサルタント 7900

8000

8001

トンネル

施工計画、施工設備及び積算

建設機械

資料整備

その他

建設環境

農業土木

森林土木

造園

地質

土質及び基礎

鋼構造及びコンクリート

業　務　内　容

河川、砂防及び海岸

道路

上水道及び工業用水道

下水道

都市計画及び地方計画

港湾及び空港

電力土木

鉄道

業　務　内　容

地図の調製

航空測量

建築意匠

建物調査

機械積算

電気積算

建築構造

空調設備

給排水設備

電気設備

建築積算

その他

土地評価

物件及び機械工作物

その他

測量一般

土地調査

建
築
関
連
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

地質調査

測
量

建

設

コ

ン

サ

ル

タ

ン

ト

営業及び特殊補償

事業損失

補償関連

事業認定



別表４ 物品・その他業務表

業種 希望業種分類 略　称 業種 　  　希望業種分類 略　称

 活版、ｵﾌｾｯﾄ、軽印刷製本、封筒  一般印刷  洗濯機、冷蔵庫、電池、蛍光灯 家庭電気器具

 電算処理用印刷  ﾌｫｰﾑ印刷  発電設備、変圧器、モーター 電気機械器具

 地図印刷  地図印刷  無線機、電話機、ファクシミリ 通信用機器

 ステッカー、シール、ラベル  特殊印刷  乗用車、貨物車、バス  自動車

 青写真、マイクロ  青写真･ﾏｲｸﾛ  特殊車両(含架装)  特殊車両

 書籍、雑誌、市販地図  図書  自動車部品、バッテリー 自動車部品

 和洋紙、感光紙  用紙類  バイク、自転車(含部品)  二輪車

 一般文具、絵画材料、印章  文具  自動車用タイヤ、チューブ  タイヤ

 複写機、ﾊﾟｿｺﾝ、ﾜｰﾌﾟﾛ、印刷機等  事務機器  旋盤、ボール盤、圧延機 工作加工機械

 電算用消耗品、磁器テープ  電算用品  ブルドーザ、ショベルローダー 建設土木機械

 ワープロ、ﾃﾞｰﾀﾍﾞ-ｽ等既成ソフト  ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｿﾌﾄ  フォークリフト、コンベヤー  運搬機械

 机、いす、書庫、ロッカー  鋼製什器  空調機、浴槽、門扉、物置 空調住宅設備

 書棚、食器棚、家具  木製什器  調理台、流し台、食器洗浄機  厨房機器

 保育教材、遊具、玩具、うば車  保育用品  芝刈機、内燃機関、ポンプ 一般産業機器

 鉄棒、卓球台、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｳｪｱ  体育用品  工具一般、大工道具、建築金物  工具

 教材、教育機器、実験器具  学校用品  ガソリン、軽油 ｶﾞｿﾘﾝ・軽油

 映写機、スクリーン、スライド  視聴覚機器  重油  重油

 家庭金物、洗剤、生地、裁縫材  日用雑貨  白灯油  白灯油

 ペンキ、ニス、ラッカー、刷毛  塗料用品  プロパン、酸素、木炭 固体気体燃料

 茶碗、コップ、花瓶、皿  陶磁器・漆器  潤滑油、グリース、機械油  潤滑油

 靴、かばん、ゴム長、履物  靴･かばん  飼料各種  飼料

 全品目  百貨店  生花各種  生花

 布団、毛布、シーツ、ベッド  寝具  種子、苗、黒土、ﾌﾟﾗﾝﾀｰ、肥料 園芸・造園材

 制服、作業服、白衣、雨衣等  被服  動物各種  動物

 天幕、シート、テント、腕章  天幕･ｼｰﾄ  食料品(除茶)  食料品

 医薬品、ワクチン、脱脂綿  医薬材料  茶  茶

 苛性ソーダ、塩素、消石灰等  工業薬品  消火器、消防ホース、消防被服  消防用品

 殺虫剤、殺鼠剤、除草剤、農薬  防疫剤  ヘルメット、安全靴、防塵ﾏｽｸ 安全保護具

 医療機器(含訓練用)、車椅子 医療福祉機材  簡易ﾄｲﾚ、カンパン、救助用具  災害対策

 看板、黒板、掲示板  看板  一般ガラス  ガラス

 室内標示板、道路標識、保安灯 表示板・標識  ゴムホース  ゴム

 ﾌﾟﾚｰﾄ.ﾄﾛﾌｨｰ.ｶｯﾌﾟ.楯、旗、記章  記章･旗  木材、竹、合板、物置 木材・建材

 絨毯、カーテン、緞帳、暗幕 室内装飾品  サッシ、ドア、畳  建具・建物

 記載台、旗、投票箱  選挙用品  一般鋼材、一般鋳鉄、非鉄金属  鉄類

 葬祭用具  葬祭用具  砂、砂利、砕石、山ズリ  砂類

 舞台用具(含照明機器)  舞台用具  セメント  セメント

 絵画、彫刻  美術品  ｺﾝｸﾘｰﾄ製品、ｱｽﾌｧﾙﾄ製品 ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類

 カメラ、フィルム、焼付、引伸  写真材料  その他の資材 その他資材

 楽器、ＣＤ(ソフト)、楽譜  楽器･楽譜 環境  生ゴミ処理機、簡易焼却炉  環境保護

 時計、眼鏡  時計･眼鏡  自動車修理 自動車修理

 ミシン、編機 ﾐｼﾝ・編機  二輪車修理 二輪車修理

 理化学分析装置、実験用器具 理化学機器  クリーニング  ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

 測量機器、計量機器、巻尺  計測機器  くず鉄、中古自動車、屑紙 不用品買取

 分析機器、測定機器 公害測定機器 その他  上記以外の物品  その他

精密機器

輸送機器

一般機械器具

燃料・油脂

農林・水産

消防安全災害

建設資材・一般資材

サービス

印刷・図書

事務器具什器

学校用品

日用品

繊維品

広告・装飾

電気機器

医療・衛生



別表４ 物品・その他業種表

業種 希望業種分類 略　称 業種 希望業種分類 略　称

 受変電､非常電源､負荷運転 受変電等運転  学校給食 学校給食

 通信設備運転 通信設備運転  学校等給食 学校等給食

 空調機械運転 空調機械運転  給食宅配 給食宅配

 ボイラー運転 ボイラー運転  非破壊検査 非破壊検査

 冷凍機運転 冷凍機運転  地下タンク等機密検査 タンク機密検査

 給排水衛生設備運転 衛生設備運転  受付業務 受付業務　　

 電話交換 電話交換　　  ＯＡ機器インストラクター派遣 ＯＡイントラ  

 建物清掃・用務・撤去 清掃用務撤去  スポーツインストラクター派遣 スポーツイントラ

 機械警備 機械警備  通訳等派遣 通訳等派遣

 人間警備 人間警備  速記反訳、テープ起こし等 速記反訳  

 環境測定 環境測定  世論調査、アンケート調査等 世論調査  

 殺虫、消毒 殺虫消毒  電算、データ入力 データ入力

 駐車場管理 駐車場管理  電算、システム、プログラム開発 システム開発

 受変電、非常電源、負荷点検 受変電等点検  一般廃棄物処理 一般廃棄処理

 通信設備点検 通信設備点検  産業廃棄物処理 産業廃棄処理

 空調機械点検 空調機械点検  市報等配送､配布 市報等配布

 ボイラー点検 ボイラー点検  在宅入浴介護サービス 入浴介護  

 冷凍機点検 冷凍機点検  福祉サービス 福祉サービス 

 給排水衛生設備点検 衛生設備点検  不動産の鑑定、評価 不動産鑑定

 上水層清掃 上水層清掃  文書管理 文書管理  

 浄化槽清掃 浄化槽清掃  マイクロフィルム作成・管理 マイクロ作成管理

 排煙設備清掃 排煙設備清掃  複写業務 複写業務  

 ガス設備点検 ガス設備点検  郵便物発送代行 郵便発送代行

 搬送運搬設備点検 運搬設備点検  郵便物等の封入、封緘 郵便封入封緘

 自動ドア点検 自動ドア点検  文書保管 文書保管  

 電動シャッター点検 シャッター点検  翻訳業務、英文和訳、和文英訳 翻訳業務  

 防災設備点検 防災設備点検  旅行斡旋等 旅行斡旋  

 イベント企画、運営 イベント企画  総合物品レンタル、リース 総合レンタル  

 イベント会場設営 イベント設営  福祉機器レンタル、リース 福祉レンタル

 イベント音響 イベント音響  医療機器レンタル、リース 医療レンタル  

 イベント展示 イベント展示  ＯＡ機器レンタル、リース ＯＡレンタル  

 保健医療、診察 保健医療診察  清掃用具レンタル、リース 清掃レンタル  

 臨床検査 臨床検査  建設機器レンタル、リース 建設レンタル  

 貨物運送・回収 貨物運送回収  自動車レンタル、リース 自動車レンタル 

 美術品運送 美術品運送  仮設建物レンタル、リース 建物レンタル  

 学校給食運送 学校給食運送  寝具レンタル、リース 寝具レンタル  

 観光バス運行 観光バス運行  その他の調査・分析・計画、文化財発掘 その他調査等

 送迎バス運行 送迎バス運行  その他の保守・点検・管理 その他保守等

 スポーツ施設管理、運営 スポーツ管理  経営コンサルタント 経営コンサル　　

 劇場舞台運転管理 舞台運転管理  土木施設維持管理－道路 道路維持管理

 ごみ処理施設運転管理 ごみ処理管理  土木施設維持管理－河川 河川維持管理

 映画､ビデオ企画制作 映画企画制作  土木施設維持管理－苑地 苑地維持管理

 パンフレット等企画制作 パンフ企画制作  土木施設維持管理－下水道 下水維持管理

 広告企画制作 広告企画制作  土木施設維持管理 土木維持管理

 看板等制作 看板制作  その他の委託業務 その他業務委託

 気象観測、予報、解析、調査等 気象観測予報            

その他委託 その他委託



別表５ 大臣・都道府県知事コード

コード 名　称 コード 名　称 コード 名　称

００ 国土交通省 １６ 富山県知事 ３２ 島根県知事

０１ 北海道知事 １７ 石川県知事 ３３ 岡山県知事

０２ 青森県知事 １８ 福井県知事 ３４ 広島県知事

０３ 秋田県知事 １９ 山梨県知事 ３５ 山口県知事

０４ 宮城県知事 ２０ 長野県知事 ３６ 徳島県知事

０５ 秋田県知事 ２１ 岐阜県知事 ３７ 香川県知事

０６ 山形県知事 ２２ 静岡県知事 ３８ 愛媛県知事

０７ 福島県知事 ２３ 愛知県知事 ３９ 高知県知事

０８ 茨城県知事 ２４ 三重県知事 ４０ 福岡県知事

０９ 栃木県知事 ２５ 滋賀県知事 ４１ 佐賀県知事

１０ 群馬県知事 ２６ 京都府知事 ４２ 長崎県知事

１１ 埼玉県知事 ２７ 大阪府知事 ４３ 熊本県知事

１２ 千葉県知事 ２８ 兵庫県知事 ４４ 大分県知事

１３ 東京都知事 ２９ 奈良県知事 ４５ 宮崎県知事

１４ 神奈川県知事 ３０ 和歌山県知事 ４６ 鹿児島県知事

１５ 新潟県知事 ３１ 鳥取県知事 ４７ 沖縄県知事


