水色：閲覧の対象となる書類
オレンジ色：閲覧の対象外となる書類

建設業許可申請書等の提出方法について

第２０号の４ 主要取引金融機関名

納税証明書

第２０号の３ 健康保険等の加入状況

履歴事項全部証明書

納税証明書

第１４号 株主（出資者）調書

第２０号の２ 所属建設業者団体

正本については、右図のとおり
順番に揃え、ダブルクリップ等
で綴じるか、書類左側に２穴を
空けてひも綴じした上で提出
してください。
（ホチキス止めはしないでくだ
さい。）

第１３号 令３条使用人の住所、
生年月日等

第２０号 営業の沿革
第１２号役員等の住所、生年月日等

履歴事項全部証明書

第１１号の２国監一覧表

第１７号の３ 附属明細表

合格証明書・実務経験証明書（第９号、
第１０号）・監理技術者資格者証等

第１７号の２ 注記表

第８号 専任技術者証明書

別紙 経管者の略歴書

第１７号 株主資本等変動計算書
第１６号 損益・工事原価報告書※３

第７号 経管者証明書

第１５号 貸借対照表 ※２

身分証明書
登記されていないことの証明書

第１４号 株主（出資者）調書
定款

第２０号の４ 主要取引金融機関名

第１３号 令３条使用人の住所、
生年月日等
第１２号 役員等の住所、生年月日等

第２０号の２ 所属建設業者団体

第１１号の２ 国監一覧表

閲覧対象外書類のみを左の順番に揃え、
ダブルクリップ等で綴じるか、書類左側
に２穴を空けてひも綴じしてください。
（ホチキス止めはしないでください。）

第２０号 営業の沿革

第１１号 令３条使用人一覧

第１７号の３ 附属明細表

合格証明書・実務経験証明書（第９号、
第１０号）・監理技術者資格者証等

第１７号の２ 注記表
第１７号 株主資本等変動計算書

第８号 専任技術者証明書

第１６号 損益・工事原価報告書※３

別紙 経管者の略歴書

第１５号 貸借対照表※２

第７号 経管者証明書
定款

身分証明書

第１１号 令３条使用人一覧

登記されていないことの証明書

第６号 誓約書

第６号 誓約書

第４号 使用人数

第４号 使用人数

第３号 直前３年工事施工金額

第３号 直前３年工事施工金額

副本については、①と②を重ねて
（別綴りにして）提出してください。

第２号 工事経歴書

第２号 工事経歴書

別紙四 専任技術者一覧表

別紙四 専任技術者一覧表

別紙二（１） 営業所一覧表※１

別紙二（１）営業所一覧表※１
別紙一 役員等の一覧表

第１号 建設業許可申請書

※１：更新時は別紙二（２）営業所一覧表（更新）
を用いる。
※２：個人事業主の場合は
第１８号 貸借対照表
※３：個人事業主の場合は
第１９号 損益計算書

①
閲覧対象書類のみを左の順番に揃え、
ダブルクリップ等で綴じるか、書類左側
に２穴を空けてひも綴じしてください。
（ホチキス止めはしないでください。）

別紙一 役員等の一覧表

第１号 建設業許可申請書

【正本】

②

第２０号の３ 健康保険等の加入状況

【副本】

・提出部数は正副各１部です。
いずれもサイズをＡ４で統一し、片面印刷としてください。
・確認資料については、許可申請書等とは別綴りとしてください。

※一部様式の名称を簡略化しています。
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変更の届出に必要な書類の提出方法について

第２０号の３ 健康保険等の加入状況

第１１号の２ 国監一覧表

定款

納税証明書

第１１号の２ 国監一覧表

第１７号の３ 事業報告書

第４号 使用人数

水色：閲覧の対象となる書類
オレンジ色：閲覧の対象外となる書類

第２２号の４ 廃業届

第１１号 建設業法施行令第３条に
規定する使用人の一覧表

第２２号の３ 届出書

納税証明書

履歴事項全部証明書

第１７号の３ 事業報告書

第１４号 株主（出資者）調書

第１７号の３ 附属明細表

※右図では、届出に係るすべての書類を一覧で
掲載しています。
実際の届出の際には、その時の届出内容に必要な
書類のみを右図の中から選択して、順番に並べて
いただくことになります。

第１３号 令３条使用人の住
所、生年月日等

第１７号の２ 注記表

第１２号 役員等の住所、生年月日

第１７号 株主資本等変動計算書
合格証明書・実務経験証明書（第9号、
第１０号）・監理技術者資格者証等

第１６号 損益、工事原価報告書※
２

第８号 専任技術者証明書

第１５号 貸借対照表※１

別紙 経営業務の管理責任者の略歴書

第３号 直前３年の各事業年度における
工事施工金額

例）経営業務の管理責任者の変更の場合

第７号 経営業務の管理責任者証明書

第２号 工事経歴書

身分証明書

許可事務ガイドライン別紙８ 変更届出書

当該届出に必要な書類は、
・様式第７号
・様式第７号別紙
・様式第２２号の２第１面
の３種類なので、
この３種類のみを選択し、

第２０号の３ 健康保険等の加入状況

第２２号の３ 届出書

定款

第１１号 建設業法施行令第３条
に規定する使用人の一覧表

第１４号 株主（出資者）調書
第１３号 令３条使用人の住
所、生年月日等

※２：個人事業主の場合は
第１９号 損益計算書

※１：個人事業主の場合は 第１７号 株主資本等変動計算書
第１８号 貸借対照表

第８号 専任技術者証明書

第１６号 損益、工事原価報告書
※２

別紙 経営業務の管理責任者の略歴書

第１５号 貸借対照表※１
第３号 直前３年の各事業年度におけ
る工事施工金額

第７号 経営業務の管理責任者証明書

第２号 工事経歴書

身分証明書
登記されていないことの証明書

第６号 誓約書

別紙一 役員等の一覧表
第２２号の２第２面 変更届出書
第２２号の２第１面 変更届出書

閲覧対象外書類のみを左の順番に揃え、
ダブルクリップ等で綴じるか、書類左側
に２穴を空けてひも綴じしてください。
（ホチキス止めはしないでください。）

第１７号の３ 附属明細表

第１７号の２ 注記表

第１２号 役員等の住所、生年月日等
合格証明書・実務経験証明書（第9号、第
１０号）・監理技術者資格者証等

②

第４号 使用人数

履歴事項全部証明書

様式第２２号の２第１面
↓
様式第７号
↓
様式第７号別紙
の順に並べて提出する。

登記されていないことの証明書

第２２号の４ 廃業届

許可事務ガイドライン別紙８ 変更届出
書

第６号 誓約書

別紙一 役員等の一覧表
第２２号の２第２面 変更届出書

副本については、①と②を重ねて
（別綴りにして）提出してください。

第２２号の２第１面 変更届出書

①

【正本】

正本については、上の順番に揃え、
ダブルクリップ等で綴じるか、
書類左側に２穴を空けてひも綴じ
した上で提出してください。
（ホチキス止めはしないでください。）

閲覧対象書類のみを左の順番に揃え、
ダブルクリップ等で綴じるか、書類左側に
２穴を空けてひも綴じしてください。
（ホチキス止めはしないでください。）

【副本】

・提出部数は正副各１部です。
いずれもサイズをＡ４で統一し、片面印刷としてください。
・確認資料については、許可申請書等とは別綴りとしてください。
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