
橋強 橋梁床版補強、耐震補強、落橋防止 土･と
橋塗 橋梁塗替塗装 塗

橋付
橋梁付属物の新設、取替
毀損した橋梁排水管、検査路等付属物の取替

と

橋剥
断面修復、剥落防止シートの設置、落下防止ネット等の設置
毀損した壁高欄・縁石の補修

と・左

橋伸 伸縮装置の取替、伸縮装置の部分補修 土・と
橋桁 腐食等による鋼桁の補修 土・と
橋足 橋梁工事に伴う足場設置 と
橋補 上記以外の橋梁補修 土・と
ト補 覆工補修、空洞対策 土

ト付

トンネル付属物の設置
老朽化したトンネル付属物の計画的補修・取替
毀損したトンネル付属物、監視員通路、円形水路、漏水防止施
設の補修・取替

土・と・左

ト剥 断面修復、剥落防止シートの設置、落下防止ネット等の設置 土・と・左
ト他 上記以外のトンネル工事 土・と・左

舗装工事 舗補 ポットホール、小規模打換え、段差修正、切削オーバレイ等 土・舗

土補

のり面保護工（コンクリート枠、ブロック積、コンクリート吹
付等）の新設、補修
コンクリートシール、防草マットの新設・補修

土・と・石

土落 
落石防止網・柵の新設
老朽化した落石防止網・柵の計画的補修・取替

土・と

土用 

用排水構造物の新設
毀損した用排水構造物、改良が必要な用排水構造物の改良・補
修
のり面点検階段の設置
毀損したグレーチング・固定金具（ボルト、チェーン等）の取
替

土・と

土災
災害における緊急作業、応急復旧工事
災害における本復旧工事

土・と・石

土他 上記以外の土工補修工事 土・と・石

遮音壁工事 遮補

遮音壁の設置、嵩上げ等
遮音壁の補修・取替
支柱、遮音板の落下防止ワイヤの設置、笠木の撤去
音漏れ防止板の撤去
外装板の撤去、外装板が撤去出来ない箇所は連結

土・と

交全

老朽化・毀損した交通安全施設等の取替
 ※落下物防止柵、投物防止柵、スノーポール、距離標、車線
分離標、眩光防止施設、視線誘導標等
交通安全施設等の新設・取替
※標識、車線分離標、立入防止（動物侵入防止）柵等設置
緊急を要する交通事故対策

土・と

交標

老朽化（視認不良等）・毀損した標識板、標識柱の取替
標識柱・標識板の新設
標識板の取替、シール貼り
落下対策（緩み止めナット、ワイヤー設置）

土・と

交防

沈下等に伴う防護柵のかさ上げ
防護柵強化型への変更
老朽化・毀損した防護柵の新設・取替
ガードケーブルの再緊張
橋梁、TN部等におけるガードレール端部擦りつけ
コンクリート基礎式仮設防護さくの取替

土・と

交路

切削オーバレイ（前項に該当するもの）と一体的に行うレーン
マーク施工
注意喚起等薄層舗装
上記以外のレーンマーク補修

土・と

橋梁補修工事

土木補修工事

交通安全施設等工事

トンネル工事
C-BOX工事

※トンネルをC-BOX
と読み替える

凡例及び提出資料確認シート（更新用）
【参考】
該当建設業

営業種目 項目 項目の説明 提出資料(データにより提出) 備考

①建設業許可書の写し
②経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し
③欠格事項証明書
④業務経歴書
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凡例及び提出資料確認シート（更新用）
【参考】
該当建設業

営業種目 項目 項目の説明 提出資料(データにより提出) 備考

清掃 清掃作業、環境浄化微生物資材製造 土・と

植栽
植栽作業、苦情草刈、樹林管理、強雑草対策、立木伐採処理、
堆肥プラント

土・と

雪氷 雪氷対策作業 土・と

規制 作業・工事等の交通規制

①業務経歴書
②警備業許可書の写し

③労働局又は労働保険事務組合発行の労働（雇用）保険料の領収書の写し
④厚生年金保険料及び健康保険料の納入告知書兼領収書の写し

➄欠格事項証明証

※警備業

※③④について
■調査日の直近の1回分
「適用除外」の場合
雇用保険、健康保険及び
厚生年金保険の加入義務
がないことの届出書の写
し

産運 産業廃棄物運搬 ※産廃許可

産処 産業廃棄物処分 ※産廃許可

特別・運搬 特別管理産業廃棄物の運搬 ※産廃許可

特別・処分 特別管理産業廃棄物の処分 ※産廃許可

ㇾ車 車両トラックのレンタル・リース ー

ㇾ機 機械のレンタル・リース ー

ㇾ材 仮設材（足場材、仮設Gr等）のレンタル・リース ー

レ標 LED標識盤のレンタル・リース ー

ㇾ清機 清掃機械のレンタル・リース ー

資清 清掃作業に係る資機材 ー

資ペ トイレットペーパー ー

資植 植栽作業に係る資機材、農薬 ー

資雪 雪氷作業に係る資機材(除雪用ウレタンは除く） ー

資橋 橋梁工事に係る資機材 ー

資ト トンネル工事に係る資機材 ー

資舗 舗装工事に係る資機材 ー

資B C-BOX工事に係る資機材 ー

資土 土木補修工事に係る資機材 ー

資遮 遮音壁補修工事に係る資機材 ー

資交

交通安全施設工事に係る資機材（※標識、防護柵、落下物防止
柵、投物防止柵、スノーポール、距離標、車線分離標、眩光防
止施設、視線誘導標等）

ー

資防 防災に係る資機材 ー
資ウ 除雪作業に係るウレタン資材 ー
資規 交通規制に係る資機材 ー
資そ 上記以外 ー

調査・設計
維持修繕業務・土木工事等の調査、設計業務、その他調査・検
査

ー

施工管理 維持修繕業務、土木工事等の施工管理業務 ー

機器 ソフトウェア、通信機器の販売 ー

開発・製造 機械、システム、ソフトウェア、資材等の開発・製造 ー

建設機械 建設機械・車両の販売・修理 ー

建築工事
事業所、詰所等の建築物改修工事等の設計業務、施工(解体工事
含む)

建・解

電気工事 電気設備工事、配線工事等 電

その他 トイレ診断、ISO、書類整理、文書電子化など ー

産業廃棄物処理

レンタル・リー
ス

資機材販売

その他

維持修繕作業

①業務経歴書
②欠格事項証明証

①業務経歴書
②労働局又は労働保険事務組合発行の労働（雇用）保険料の領収書の写し

③厚生年金保険料及び健康保険料の納入告知書兼領収書の写し
④欠格事項証明証

※②③について
■調査日の直近の1回分
「適用除外」の場合
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届出書の
写し

①業務経歴書
②欠格事項証明証

①業務経歴書
②以下、該当する許可書のみ

 産業廃棄物収集運搬業許可書の写し
 産業廃棄物処分業許可書の写し

 特別管理産業廃棄物処分業許可書の写し
 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可書の写し

③労働局又は労働保険事務組合発行の労働（雇用）保険料の領収書の写し

④厚生年金保険料及び健康保険料の納入告知書兼領収書の写し

➄欠格事項証明証

①業務経歴書
②労働局又は労働保険事務組合発行の労働（雇用）保険料の領収書の写し

③厚生年金保険料及び健康保険料の納入告知書兼領収書の写し
④欠格事項証明証

※②③について
■調査日の直近の1回分
「適用除外」の場合
雇用保険、健康保険及び
厚生年金保険の加入義務
がないことの届出書の写
し

※③④について
■調査日の直近の1回
分
「適用除外」の場合
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
の届出書の写し
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