
（　様　式　１　）

商号・名称

般

特

許可業種

（

加入　・　未加入　・　適用除外 加入　・　未加入　・　適用除外

厚生年金保険(3) 雇用保険(4)

）

１．発注者から請け負った建設工事に関する事項

資 格 専任性 有　・　無

資 格

～ 〇○年〇月〇日

工事場所

２．下請契約の概要

資 格 専任性 有　・　無

資 格

般

特

許可業種

厚生年金保険 雇用保険

加入　・　未加入　・　適用除外 加入　・　未加入　・　適用除外

厚生年金保険(3) 雇用保険(4)

××-〇〇×××× ××××-××××

～ 〇○年〇月〇日

Ａ．   500万円未満 Ｂ． 　500万円以上1,500万円未満

Ｃ． 　1,500万円以上3,000万円未満 Ｄ．   3,000万円以上

　　　締切日 現金 ％

　　　支払日 手形 ％ 〇〇 日）

１．発注者と締結した請負契約に係る契約書
２．下請負人と締結した下請契約に係る契約書
３．主任（監理）技術者及び専門技術者が資格を有することを証する書面、及び、その者が雇用期間を特に限定することなく雇用され
　　ている者であることを証する書面（雇用契約、健康保険証等）
４．再下請負通知書（下請け人と締結した下請契約に係る契約書（公共工事以外の建設工事について締結される請負契約の
　　請負代金の額に係る部分を除く）の写しを添付する。）

＜健康保険等の加入状況に係る注意事項＞
(1)各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、
　そのうち一部について行っていない場合も含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」
　を○で囲む。
(2)事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の
　整理記号及び事業所番号を記載。
(3)事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。
(4)労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働者番号を記載。

＜1号特定技能外国人、外国人建設就労者及び外国人技能実習生の従事の状況に係る注意事項＞
(5)出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能
　の項の下欄第一号に係るものに限る。)を決定された者が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は
　「無」を○で囲む。
(6)同法別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者が当該建設工事に従事する場合は「有」、　従事する予定
　がない場合は「無」を○で囲む。
(7)同法別表第一の五の表の特定活動の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるものが、建設工事に従事する
　場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。

有　・　無

（土）、（建）、（と）、（舗）、（塗）、（水）

健康保険等の
加入状況

1号特定技能外国人の
従事の状況（有無） (5)

有　・　無 有　・　無
外国人建設就労者の
従事の状況（有無） (6)

有　・　無
外国人技能実習生の
従事の状況（有無） (7)

1号特定技能外国人の
従事の状況（有無） (5)

有　・　無

作
成
建
設
業
者

健康保険

契
約
内
容

元
請
負
人

契約締結営業所名 本店 同左営業所住所

〇〇工事

厚生年金保険 雇用保険

作成　：　　　〇〇年〇月〇〇日

〇〇工業株式会社

許可番号
国土交通大臣　

〇〇都道府県　知事
（－〇〇）　第 ×××××× 号

施　　　　工　　　　体　　　　制　　　　台　　　　帳

元
請
負
人

〇〇-××〇〇〇〇 〇〇-××〇〇〇〇 〇〇〇〇-〇〇〇〇

　　〇〇　〇〇

〇○年〇月〇日

保険加入の有無(1)
加入　・　未加入　・　適用除外

〇〇〇〇工事

外国人建設就労者の
従事の状況（有無） (6)

現場代理人に関する通知事項

専門技術者名

現場代理人名

主任（監理）技術者名

牛久市長　〇〇　〇〇

茨城県牛久市〇〇‐〇

牛久市

工事名称

有　・　無

事業所整理記号等
健康保険(2)

別添（下請負契約書）による

健康保険

文書による、別添（請負契約書）のとおり　等

※該当する場合、記載する。

　〇〇　〇〇

牛久市中央3－15－1

代表者名

事業所整理記号等
健康保険(2)

××-〇〇××××

国土交通大臣　

有　・　無

有　・　無

有　・　無

下請工事部分以
外の建設業許可 健康保険等の

加入状況

保険加入の有無(1)

工　期

加入　・　未加入　・　適用除外

　　〇〇　〇〇 二級土木施工管理技士や〇年以上の実務経験等

専門技術者名 ※該当する場合、記載する。

経営事項審査
受審の有無

〇〇市〇－〇－〇

下請工事部分に
係る建設業許可

許可番号 （－〇〇）　第 〇〇〇〇〇〇 号

現場代理人名

主任技術者名

〇〇都道府県知事

（と）、（土）

工 事 名 称

工 事 内 容

〇〇〇〇工事に伴う××工事

××工事他

契約締結日

毎月〇日

下請負人選定理由

特　記　事　項

施工能力が優れているため。　　施工実績が豊富なため。等

〇○年〇月〇日

〇〇

〇〇翌月〇日

　　〇〇　〇〇 現場代理人に関する通知事項

＜添付書類＞
（写し）

工事代金支払
方　　　　　　法 （手形期間

契
約
内
容

契 約 金 額

〇○年〇月〇日

下
請
負
人

契約締結日 〇○年〇月〇日

工　期

商号・名称

商号・名称 〇〇建設(株) 代表者名 〇〇　〇〇

住　　　　所

住　　　　所

別添（請負契約書）のとおり

工事内容

　　〇〇　〇〇 一級土木施工管理技士、〇年以上の実務経験等

発
注
者

監督員に関する通知事項

牛久市〇〇町〇丁目地内

監督員名

外国人技能実習生の
従事の状況（有無） (7)

例：舗装工事例：舗装工事例：舗装工事例：舗装工事
を請負った業を請負った業を請負った業を請負った業
者が水道施設者が水道施設者が水道施設者が水道施設
工事を持って工事を持って工事を持って工事を持って
いる場合等いる場合等いる場合等いる場合等

※※※※具体的な選具体的な選具体的な選具体的な選

定理由を記入定理由を記入定理由を記入定理由を記入

※※※※施工体制台帳は下請との契約締結後～現場入場施工体制台帳は下請との契約締結後～現場入場施工体制台帳は下請との契約締結後～現場入場施工体制台帳は下請との契約締結後～現場入場

前までに提出をする。（概ね契約締結後前までに提出をする。（概ね契約締結後前までに提出をする。（概ね契約締結後前までに提出をする。（概ね契約締結後10101010日以日以日以日以

内）内）内）内）

※※※※原則、空欄のないように記入し提出すること。原則、空欄のないように記入し提出すること。原則、空欄のないように記入し提出すること。原則、空欄のないように記入し提出すること。

※※※※施工体制台帳を作成または変更した日施工体制台帳を作成または変更した日施工体制台帳を作成または変更した日施工体制台帳を作成または変更した日

元請負人が受けている許可をすべて記載元請負人が受けている許可をすべて記載元請負人が受けている許可をすべて記載元請負人が受けている許可をすべて記載

牛久市と元請負人牛久市と元請負人牛久市と元請負人牛久市と元請負人

との契約日及び契との契約日及び契との契約日及び契との契約日及び契

約工期を記載。約工期を記載。約工期を記載。約工期を記載。

元請負人と下請負人との契約日及び契約工元請負人と下請負人との契約日及び契約工元請負人と下請負人との契約日及び契約工元請負人と下請負人との契約日及び契約工
期を記載。期を記載。期を記載。期を記載。

※※※※発注者と元請負人との契約工期とは異な発注者と元請負人との契約工期とは異な発注者と元請負人との契約工期とは異な発注者と元請負人との契約工期とは異な

る。る。る。る。

下請負人の現下請負人の現下請負人の現下請負人の現
場代理人につ場代理人につ場代理人につ場代理人につ
いては必須でいては必須でいては必須でいては必須で
はないが、選はないが、選はないが、選はないが、選
任することが任することが任することが任することが
望ましい。望ましい。望ましい。望ましい。

※※※※下請代金支払遅延等防下請代金支払遅延等防下請代金支払遅延等防下請代金支払遅延等防

止法において止法において止法において止法において120120120120日以内。日以内。日以内。日以内。

※※※※下記参照下記参照下記参照下記参照

下請工種に係る許可を記載。下請工種に係る許可を記載。下請工種に係る許可を記載。下請工種に係る許可を記載。



様式第九号（第三条関係）参考-9

（用紙A4）

    　　年　　月　　日

   証　　 明　 　者

   被証明者との関係

生年月日

記載要領

　1.この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被証明者1人について、証明者別に作成すること。

　2.「職名」の欄は、被証明者が所属していた部課名等を記載すること。

　3.「実務経験の内容」の欄は、従事した主な工事名等を具体的に記載すること。

　4.「合計　満　年　月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。

実　務　経　験　証　明　書

印

記

技 術 者 の 氏 名

使用者の商号又は名称

〇〇　〇〇 年　月　日

〇〇建設(株)

使用された
期　　　間

　　　年　　月から

　　　年　　月まで

職　　　　　　　　名 実　務　経　験　の　内　容 実　務　経　験　年　数

主任技術者 〇〇工事他○件 　　〇年４月から　×年　３月まで

〃 〇〇工事他○件 　　×年４月から　△年　３月まで

〃 〇〇工事他○件 　　△年４月から　□年　３月まで

〃 〇〇工事他○件 　　□年４月から〇〇年　３月まで

現場代理人 〇〇工事他○件 　〇〇年４月から〇×年　３月まで

〃 〇〇工事他○件 　〇×年４月から〇△年　３月まで

〃 〇〇工事他○件 　〇△年４月から〇□年　３月まで

〃 〇〇工事他○件 　〇□年４月から×〇年　３月まで

〃 〇〇工事他○件 　×〇年４月から××年　３月まで

〃 〇〇工事他○件 　××年４月から×△年　３月まで

〃 〇〇工事他○件 　×△年４月から×□年　３月まで

〃 〇〇工事他○件 　×□年４月から△○年　３月まで

　　年　　月から　　年　　月まで

使用者の証明を得ること
ができない場合はその理

由
合計　　　満　〇〇年　〇〇月

下記の者は、　　　　工事に関し、下記のとおり実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

　　年　　月から　　年　　月まで

　　年　　月から　　年　　月まで

許可を受けようとする工許可を受けようとする工許可を受けようとする工許可を受けようとする工

事の具体的な業種や工事の具体的な業種や工事の具体的な業種や工事の具体的な業種や工

事名を記入事名を記入事名を記入事名を記入するするするする。。。。
建設工事の実務経験をし建設工事の実務経験をし建設工事の実務経験をし建設工事の実務経験をし

た時のた時のた時のた時の使用使用使用使用者の商号又者の商号又者の商号又者の商号又

は名称を記入は名称を記入は名称を記入は名称を記入するするするする。。。。

証明者は、証明しようと証明者は、証明しようと証明者は、証明しようと証明者は、証明しようと

する期間内に被証明者する期間内に被証明者する期間内に被証明者する期間内に被証明者

が在籍していた法人又はが在籍していた法人又はが在籍していた法人又はが在籍していた法人又は

個人事業主を記入する。個人事業主を記入する。個人事業主を記入する。個人事業主を記入する。

証明者の立証明者の立証明者の立証明者の立
場からみた被場からみた被場からみた被場からみた被
証明者（技術証明者（技術証明者（技術証明者（技術
者）との関係者）との関係者）との関係者）との関係
を記入します。を記入します。を記入します。を記入します。

実際に雇用さ実際に雇用さ実際に雇用さ実際に雇用さ

れていた期間れていた期間れていた期間れていた期間

を記入します。を記入します。を記入します。を記入します。

実務経験年実務経験年実務経験年実務経験年
数の期間に数の期間に数の期間に数の期間に
ついては当ついては当ついては当ついては当
初または終初または終初または終初または終
わりの１月をわりの１月をわりの１月をわりの１月を
切り捨てて計切り捨てて計切り捨てて計切り捨てて計
算する。（記算する。（記算する。（記算する。（記
載の場合、１載の場合、１載の場合、１載の場合、１
１月で計算。）１月で計算。）１月で計算。）１月で計算。）
※※※※１２月で証１２月で証１２月で証１２月で証
明したい場合明したい場合明したい場合明したい場合
は、工事経歴は、工事経歴は、工事経歴は、工事経歴
書や各工事書や各工事書や各工事書や各工事
の契約書等、の契約書等、の契約書等、の契約書等、
通年にわたっ通年にわたっ通年にわたっ通年にわたっ
て工事を施工て工事を施工て工事を施工て工事を施工
していたことしていたことしていたことしていたこと
を確認できるを確認できるを確認できるを確認できる
資料の添付資料の添付資料の添付資料の添付
が必要。が必要。が必要。が必要。

実務経験年実務経験年実務経験年実務経験年

数の合計を記数の合計を記数の合計を記数の合計を記

入します。入します。入します。入します。
（記入例）（記入例）（記入例）（記入例）

・〇年〇月事業主死亡のため。・〇年〇月事業主死亡のため。・〇年〇月事業主死亡のため。・〇年〇月事業主死亡のため。

・〇年〇月会社解散のため。・〇年〇月会社解散のため。・〇年〇月会社解散のため。・〇年〇月会社解散のため。 等等等等

従事した具体従事した具体従事した具体従事した具体
的な工事名を的な工事名を的な工事名を的な工事名を
記入してくだ記入してくだ記入してくだ記入してくだ
さい。さい。さい。さい。
なお、通年になお、通年になお、通年になお、通年に
わたって工事わたって工事わたって工事わたって工事
が継続するが継続するが継続するが継続する
場合には、そ場合には、そ場合には、そ場合には、そ
の年度の代の年度の代の年度の代の年度の代
表的な工事表的な工事表的な工事表的な工事
件名を記入し、件名を記入し、件名を記入し、件名を記入し、
その他の工その他の工その他の工その他の工
事は「他○事は「他○事は「他○事は「他○
件」として、１件」として、１件」として、１件」として、１
年分を１行に年分を１行に年分を１行に年分を１行に
まとめて記入まとめて記入まとめて記入まとめて記入
することがですることがですることがですることがで
きます。きます。きます。きます。

建設工事の建設工事の建設工事の建設工事の

実務経験をし実務経験をし実務経験をし実務経験をし

た時の職名をた時の職名をた時の職名をた時の職名を

記入します。記入します。記入します。記入します。

補足補足補足補足

「証明者」とは、この証明書の実務経験期間に使用者であった者をいいます。「証明者」の欄には、所在地・商号「証明者」とは、この証明書の実務経験期間に使用者であった者をいいます。「証明者」の欄には、所在地・商号「証明者」とは、この証明書の実務経験期間に使用者であった者をいいます。「証明者」の欄には、所在地・商号「証明者」とは、この証明書の実務経験期間に使用者であった者をいいます。「証明者」の欄には、所在地・商号

又は名称・代表者の氏名を記入し、会社の代表者印を押印します。使用者の証明を得ることができない正当な理又は名称・代表者の氏名を記入し、会社の代表者印を押印します。使用者の証明を得ることができない正当な理又は名称・代表者の氏名を記入し、会社の代表者印を押印します。使用者の証明を得ることができない正当な理又は名称・代表者の氏名を記入し、会社の代表者印を押印します。使用者の証明を得ることができない正当な理

由がある場合は、その事実を証明できる他の者の証明を得て、さらに「使用者の証明を得ることができない場合由がある場合は、その事実を証明できる他の者の証明を得て、さらに「使用者の証明を得ることができない場合由がある場合は、その事実を証明できる他の者の証明を得て、さらに「使用者の証明を得ることができない場合由がある場合は、その事実を証明できる他の者の証明を得て、さらに「使用者の証明を得ることができない場合

はその理由」欄にその理由を記入します。はその理由」欄にその理由を記入します。はその理由」欄にその理由を記入します。はその理由」欄にその理由を記入します。

※※※※その事実を証明できる他の者とは・・・当時の取締役本人等。実印をもって証明し、当時の閉鎖登記簿謄本やその事実を証明できる他の者とは・・・当時の取締役本人等。実印をもって証明し、当時の閉鎖登記簿謄本やその事実を証明できる他の者とは・・・当時の取締役本人等。実印をもって証明し、当時の閉鎖登記簿謄本やその事実を証明できる他の者とは・・・当時の取締役本人等。実印をもって証明し、当時の閉鎖登記簿謄本や

印鑑証明書が必要。印鑑証明書が必要。印鑑証明書が必要。印鑑証明書が必要。


