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【島根県】個別情報登録画面のうち、希望できる工事は以下のとおりです。
画面内の「備考」の内容と、以下に記載する注意事項を確認のうえ、希望のチェックと実績等の入力を行ってください。

プレストレストコン

クリート構造物、

法面処理、鋼橋

上部の各工事を

希望する場合は、

その工事の年間

平均完工高又は

施工実績証明書

（様式第３号）が

必須。

経営事項審査を受けた工種のうち、希望したい

工事種別にチェックをいれて、実績等の欄に､そ

の工事の実績高（千円単位）を必ず入力。実績

高の下限値は０（ゼロ）、上限値は工種毎の実

績高合計が、年間平均完工高を超えない範囲。

法面処理工事を

希望する場合は、

種子吹付機、モ

ルタル吹付機、鉄

筋挿入機械、グラ

ンドアンカー施工

機械を保有してい

ること。要件を満

たさないものは希

望できない。

鋪装工事、鋪装

の維持修繕工事

を希望する場合

は、アスファルト

フィニッシャー保

有等の要件を満

たすこと。要件を

満たさないものは

「特殊ほ装」のみ

希望できる。

0千円

年間平均完工高

が０（ゼロ）の工種

を希望する場合は、

施工実績証明書

（様式第３号）が必

須。

※解体工事の取り扱いについて

１．解体工事を希望する場合は、解体の建設業許可があり、経営事項審査を受

審された場合は、解体の工種に入力してください。

２．まだ、解体工事の許可を得ておらず、とび・土工・コンクリート（経過措置）で経

営事項審査を受審している場合は、希望工事をとび・土工・コンクリートの解体工

事（経過措置）に入力してください。

３． ６月１日以前に、経営事項審査を受審をされた方で、解体工事を希望される

方は、とび・土工・コンクリートの一般土木工事若しくは一般建築工事に入力してく

ださい。なお、実績等欄に「解体工事希望」と記載してください。建設業許可及び

経営事項審査を受審査された場合は、直近の追加申請の際に、「解体工事」へ変

更申請を行ってください。

特別点項目の場合、加点を受けたい項目にチェックを

いれて、実績等の欄に必ず「○マル」又は「該当する数字」を

入力してください。

工事受注実績のみ有りのところは、実績等の欄に

県の発注機関（○○県土等）を入力してください。
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【島根県】個別情報登録画面のうち、入力を求める技術者数の種類は以下のとおりです。

常勤で在席する技術者数を各技術者毎に、延べ人数で入力してください。（１人で複数の資格を有している場合、それぞれに入力）

但し、同種で１級と２級等を有するものは上位の等級に含めてください。（例：土木施工管理技士の一級と二級を保持　→　一級のみ入力）
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【松江市】個別情報登録画面のうち、希望できる工事は以下のとおりです。

画面内の「備考」の内容と、以下に記載する注意事項を確認のうえ、希望のチェックと実績等の入力を行ってください。

経営事項審査を受けた工種のうち、年間平均

完成工事高のある工種のみ希望可能。希望す

る工事種別の実績等の欄に､その工事の実績

高（千円単位）を必ず入力。実績高の下限値は

０（ゼロ）、上限値は工種毎の実績高合計が、

年間平均完工高を超えない範囲。（工種毎の

実績高合計が、その工種の年間平均完工高に

一致しなくても良い。）

年間平均完工高

が０（ゼロ）の工種

は希望できない。

０千円
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【松江市】個別情報登録画面のうち、入力を求める技術者数の種類は以下のとおりです。

常勤で在席する技術者数を各技術者毎に、延べ人数で入力してください。（１人で複数の資格を有している場合、それぞれに入力）

但し、同種で１級と２級等を有するものは上位の等級に含めてください。（例：土木施工管理技士の一級と二級を保持　→　一級のみ入力）
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【浜田市】個別情報登録画面のうち、希望できる工事は以下のとおりです。

画面内の「備考」の内容と、以下に記載する注意事項を確認のうえ、希望のチェックと実績等の入力を行ってください。

年間平均完工高と同額であって

も、希望する工事種別の実績等

の欄に金額を必ず入力。

経営事項審査を受けていない

工種で軽微な工事のみを希望

する場合、実績等の欄に「経営

事項審査なし」を入力

年間平均完工高

が０（ゼロ）の工種

を希望する場合

は、施工実績証明

書が必須。

０千円

「実績等」に入力する内容については、下表を確認すること。

「実績等」に入力する内容 備考

経営事項審査結果通知書
に完成工事高がある

工事種別ごとの完成工事高
（千円単位）

経営事項審査結果通知書
に完成工事高が０（ゼロ）

0

"経営事項審査なし”と入力

希望する工事種別の経営事項審査の
受審状況

受けている

受けていない

「建設工事施工実績
証明書」を提出する
こと。
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【浜田市】個別情報登録画面のうち、入力を求める技術者数の種類は以下のとおりです。

常勤で在席する技術者数を各技術者毎に、延べ人数で入力してください。（１人で複数の資格を有している場合、それぞれに入力）

但し、同種で１級と２級等を有するものは上位の等級に含めてください。（例：土木施工管理技士の一級と二級を保持　→　一級のみ入力）

（注１）受注者を定める場合は、受任先支店・営業

所等における常勤技術者の人数を入力すること。

（注２）No.84「工事管理者」及びNo.85「列車見張員」

は、（一社）日本鉄道施設協会認定の資格を指す。

（注３）No.86「その他」枠に人数を入力した場合は、

「総括票（建設工事）技術職員人数調書」（様式第２
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【出雲市】個別情報登録画面のうち、希望できる工種、及び評価点項目については以下のとおりです。

下記は、入力画面のイメージです。入力にあたっては、次ページ（8ページ）の申請の条件、入力時の注意点を確認のうえ、
希望のチェックと実績等の入力を行ってください。

個別情報登録画面のイメージです。

入力にあたっては、次ページ（8ページ）の申請の条件、入力

時の注意点を確認のうえ、希望のチェックと実績等の入力を

行ってください。

-7-



【出雲市】　申請の条件、入力時の注意点 （別紙）

（千円）

自治体名 No 工種別
年間平均
完工高

工事種別名称 希望 実績等 申請の条件・入力時の注意点

1 土木一式 500,000
建設業許可を有し、かつ経営事項審査において完成工事
高がある場合に希望できます。

 

2 建築一式 300,000 〃  
3 大工 〃 □
4 左官 〃 □
5 とび・土工・コンクリート 100,000 〃  
6 石 〃 □
7 屋根 〃 □
8 電気 20,000 〃  
9 管 20,000 〃  
10 タイル・れんが・ブロック 〃 □
11 鋼構造物 〃 □
12 鉄筋 〃 □
13 舗装 50,000 〃  
14 しゅんせつ 〃 □
15 板金 〃 □
16 ガラス 〃 □
17 塗装 〃 □
18 防水 〃 □
19 内装仕上 〃 □
20 機械器具設置 〃 □
21 熱絶縁 〃 □
22 電気通信 〃 □
23 造園 〃 □
24 さく井 〃 □
25 建具 〃 □
26 水道施設 80,000 〃  
27 消防施設 〃 □
28 清掃施設 〃 □

29 解体
「解体工事業」の建設業許可を有し、かつ経営事項審査に
おいて完成工事高がある場合に希望できます。

 
・「解体工事」の建設業許可業者であることが必要です。
・1級建築施工管理技士、1級建築士の人数を申請画面の「実績等」欄に数字のみ入力してください。（該
当技術者がいなくても、申請はできます。指名等の選定基準に必要であるため、入力してください。）

30 解体（とび・土工工事業　経過措置）
「とび・土工工事業」の建設業許可を有し、かつ経営事項
審査において完成工事高がある場合に希望できます。

□
・平成28年5月31日までに「とび・土工・コンクリート」工事の建設業許可業者であることが必要です。
・1級建築施工管理技士、1級建築士の人数を申請画面の「実績等」欄に数字のみ入力してください。（該
当技術者がいなくても、申請はできます。指名等の選定基準に必要であるため、入力してください。）

31 解体（県解体工事業登録業者） 市外業者は希望できません。  

・「解体工事」又は「とび・土工・コンクリート」工事のいずれも、建設業許可を有していないこ
と。
・「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第21条に規定する解体工事業登録業者であり、登
録証明書の写しの添付が必要です。
・解体工事の施工実績があること。(様式6-1号「特定専門工事の施工実績等」により提出が必要です。)
・希望に を入れた場合は、実績等に○を入力してください。

32 合併処理浄化槽 市外業者は希望できません。  ◎

・「管工事」の建設業許可業者であること。
・「浄化槽法」第21条に規定する登録工事業者又は同法第33条の届出業者であること。(証明書の写しの
添付が必要です。)
・浄化槽設備士がいること。(全員の資格証明書写しの添付が必要です。)
・合併処理浄化槽の施工実績があること。（様式6-1号「特定専門工事の施工実績等」により提出が必要
です。）
・浄化槽の施工実績について、31人槽以下の実績がある場合は○を、31人槽以上の実績がある場合は
◎を実績等に入力してください。

33 道路標識設置 市外業者は希望できません。 □
・「とび・土工・コンクリート」工事の許可業者であること。
・道路標識の施工実績があること。(様式6-2号「特定専門工事の施工実績等」により提出が必要です。)
・希望に を入れた場合は、実績等に○を入力してください。

34 区画線 市外業者は希望できません。 □

・「塗装」工事の建設業許可業者であること。
・区画線工事の施工実績があること。(様式6-2号「特定専門工事の施工実績等」により提出が必要で
す。)
・希望に を入れた場合は、実績等に○を入力してください。

35 法面 市外業者は希望できません。  ○

・「とび・土工・コンクリート」工事の許可業者であること。
・経営事項審査で法面処理の総合評定値が550点以上で、平均完成工事高が1,000万円以上であること。
また、常時稼動可能な吹付け機を保有していること。
・法面工事の施工実績があること。(様式6-3号「特定専門工事の施工実績等」により提出が必要です。)
・希望に を入れた場合は、実績等に○を入力してください。

36 アスファルト舗装 市外業者は希望できません。  ○

・「舗装」工事の許可業者であること。
・経営事項審査で舗装の総合評定値が600点以上で、平均完成工事高が2,000万円以上(アスファルト舗
装に限る)であること。また、常時稼動可能なアスファルトフィニッシャーを保有していることが必要です。
・アスファルト舗装工事の施工実績があること。(様式6-4号「特定専門工事の施工実績等」により提出が
必要です。)
・希望に を入れた場合は、実績等に○を入力してください。

37 インターロッキング舗装 市外業者は希望できません。 □

・「舗装」工事の許可業者であること。
・経営事項審査で舗装の総合評定値が600点以上であること。
・インターロッキング舗装工事の施工実績があること。(様式6-5号「特定専門工事の施工実績等」により
提出が必要です。)
・希望に を入れた場合は、実績等に○を入力してください。

38 漁港漁場整備 島根県内に本店がある業者は申請できます。 □

・「土木一式」工事の許可業者であり、経営事項審査の総合評定値が900点以上であること。
・島根県内に本店を有し、平成16年度以降に完成した島根県内の港湾・漁港漁場関係工事で作業船を使
用した海上作業の施工実績があること。（様式6-6号「特定専門工事の施工実績等」により提出が必要で
す。また、当該工事実績の確認書類として、契約書の写し又は工事カルテ受領書の写しが必要です。)
・希望に を入れた場合は、実績等に○を入力してください。

39 下水道用マンホールポンプ 市外業者は希望できません。 □

・「管」又は「機械器具設置」の許可業者であること。
・「機械器具設置」工事の許可業者においては、管の許可を併せ持っている場合でも、下水道用マンホー
ルポンプ設置工事の施工実績を、様式6-7号「特定専門工事の施工実績等」に記入して提出してくださ
い。（実績が無い場合はその旨を記入して提出してください。）
・希望に を入れた場合は、実績等に○を入力してください。

・建設業許可、経営事項審査を受けていて、完成工事高がある業種のみ希望でき

ます。

・№１～№28 については、「実績等」の欄への入力は不要です。
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40 下水道管渠更生 市外業者は希望できません。  ○

・「土木一式」工事の許可業者であること。
・(公財)下水道新技術推進機構の技術審査証明を受けた工法の協会等に加入しており、かつ協会等が
実施する研修・講習を受けた常時雇用の技術者を配置できること。（様式6-8号「特定専門工事の施工実
績等」により提出が必要。協会等への加入がわかる資料と、技術者の常時雇用がわかる資料の添付が
必要です。）
・希望に を入れた場合は、実績等に○を入力してください。

41 マンホール更生 市外業者は希望できません。 □

・「土木一式」工事の許可業者であること。
・(公財)下水道新技術推進機構の技術審査証明を受けた工法の協会等に加入しており、かつ協会等が
実施する研修・講習を受けた常時雇用の技術者を配置できること。または、下水道コンクリート構造物の
腐食抑制技術及び防食技術マニュアルの防食基準を満たした工法で、その協会等に加入しており、それ
を証明できる資料を提出し、かつ協会等が実施する研修・講習を受けた常時雇用の技術者を配置できる
こと。（様式6-9号「特定専門工事の施工実績等」により提出が必要。協会等への加入がわかる資料と、
技術者の常時雇用がわかる資料の添付が必要です。）
・希望に を入れた場合は、実績等に○を入力してください。

42 マンホール蓋取替 市外業者は希望できません。  ○

・「土木一式」工事の許可業者であること。
・円形カッター工法用の、円形カッターを保有していること。（様式第6-10号「特定専門工事の施工実績
等」により提出が必要。自社保有が証明できる書類（写真、点検記録、リース契約書等）の添付が必要で
す。
・希望に を入れた場合は、実績等に○を入力してください。

43 水道施設機械器具設置 市外業者も希望できます。  ○

・「機械器具設置」工事の許可業者であること。
・浄水施設における機械器具設置工事（以下「浄水施設工事」という。）については、同様工事の施工実
績を指名選定基準の一つとしますので、浄水施設工事の施工実績がある場合は、様式6-11号「特定専
門工事の施工実績等」に記入して提出すること。（当該工事実績の確認書類として、工事請負契約書の
写し又は工事カルテを添付すること。なお、浄水施設工事の施工実績がない場合は、本様式に「実績な
し」と記入して提出すること。）
・浄水施設工事以外の施工実績は、提出する必要はありません。
・希望に を入れた場合は、実績等に○を入力してください。

44 選挙ポスター掲示場作製・撤去業務 市内業者のみ希望できます。  ○
・「建築一式」工事の建設業許可業者であること。
・希望に を入れた場合は、実績等に○を入力してください。

45 草刈業務 市内業者のみ希望できます。 □
・草刈業務を希望する者。（建設業許可は要しない）
・希望に を入れた場合は、実績等に○を入力してください。

46 樹木剪定業務 市内業者のみ希望できます。 □
・「造園」工事の許可業者であること。
・希望に を入れた場合は、実績等に○を入力してください。

47
下水道管路施設調査（TVカメラ調
査）

市内業者のみ希望できます。  ○

・下水道管路施設調査（テレビカメラ調査）業務を希望する者。（建設業の許可は要しない。）
・ 登録に必要な要件として、①産業廃棄物（汚泥）収集運搬業務②酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技
術者③下水道管路管理専門技士（公益社団法人日本下水道管路管理協会）の「清掃」「調査」「修繕・改
築」の３部門の資格を有している者を雇用している事業者または下水道管理技術認定（地方共同法人日
本下水道事業団）の資格を有した者を雇用している事業者。
・希望に を入れた場合は、実績等に○を入力してください。

48
評価点項目「ＣＰＤＳ」（土木一式、水
道施設）

ＣＰＤＳ取得単位100ユニット以上あり  ○
・土木一式工事又は水道施設工事の希望者で、該当する方のみ入力してください。
・希望に を入れた場合は、実績等に○を入力してください。

49 評価点項目「ＣＰＤ」（建築一式）
建築士ＣＰＤ取得単位50ユニット以上あり、または建築施
工監理ＣＰＤ取得単位１０ユニット以上あり

 ○
・建築一式工事の希望者で、該当する方のみ入力してください。
・希望に を入れた場合は、実績等に○を入力してください。

50 評価点項目「しまハツ」（土木一式） 「しまね・ハツ・建設ブランド」の登録あり □
・土木一式工事の希望者で、該当する方のみ入力してください。
・希望に を入れた場合は、実績等に○を入力してください。

評価点項目「障がい者雇用」（土木
一式、建築一式、水道施設）

障がい者雇用（法定義務者が法定雇用率を未達成） □

評価点項目「障がい者雇用」（土木
一式、建築一式、水道施設）

障がい者雇用（法定義務者が法定雇用率を達成） □

評価点項目「障がい者雇用」（土木
一式、建築一式、水道施設）

障がい者雇用（法定義務者が法定雇用率の2倍を達成）  ○

評価点項目「障がい者雇用」（土木
一式、建築一式、水道施設）

障がい者雇用（法定義務のない者が障がい者を1名以上
雇用）

□

評価点項目「子育て支援」（土木一
式、建築一式、水道施設）

次世代支援一般事業主行動計画策定義務のある者が未
策定である

□

評価点項目「子育て支援」（土木一
式、建築一式、水道施設）

次世代支援一般事業主行動計画策定義務のある者が計
画を策定し、「こっころカンパニー認定」がある

 ○

評価点項目「子育て支援」（土木一
式、建築一式、水道施設）

次世代支援一般事業主行動計画策定義務のない者が計
画を策定している

□

評価点項目「子育て支援」（土木一
式、建築一式、水道施設）

次世代支援一般事業主行動計画策定義務のない者が計
画を策定し、かつ「こっころカンパニー認定」がある

□

53
評価点項目「建災防加入」（土木一
式、建築一式）

建設業労働災害防止協会に加入  ○
・土木一式工事又は建築一式工事の希望者で、該当する方のみ入力してください。
・希望に を入れた場合は、実績等に○を入力してください。

54
評価点項目「安全衛生教育研修」
（土木一式、建築一式）

指定する「安全衛生教育研修」の受講人数　（実績等の欄
へ数字のみ入力してください）

 ○
・土木一式工事又は建築一式工事の希望者で、該当する方のみ入力してください。
・研修を受講した人数を実績等へ「１～５」の数字で入力してください。5人以上の受講は「５」と入力してく
ださい。

55
評価点項目「福利向上」（土木一
式、建築一式、水道施設）

建設業退職共済制度、退職一時金制度、企業年金制度、
法定外労働災害補償制度のすべてを導入

□
・土木一式工事、建築一式工事、又は水道施設工事の希望者で、該当する方のみ入力してください。
・希望に を入れた場合は、実績等に○を入力してください。

評価点項目「雇用の確保」（土木一
式、建築一式、水道施設）

29歳以下の者を採用し、継続雇用している人数　（実績等
の欄へ数字のみ入力してください）

 5

出雲市

51
・土木一式工事、建築一式工事、又は水道施設工事の希望者のみ入力してください。
・該当する項目について、希望欄に を入力してください。  を入れた項目の実績等に○を入力してくださ
い。

52
・土木一式工事、建築一式工事、又は水道施設工事の希望者で、該当する方のみ入力してください。
・該当する項目の希望に を入力し、実績等へ○を入力してください。
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評価点項目「雇用の確保」（土木一
式、建築一式、水道施設）

2年以上常勤として継続雇用している人数　（実績等の欄
へ数字のみ入力してください）

 5

57 評価点項目「除雪対応」（土木一式）
除雪業務実績（契約実績が２年ある場合は「２」を、1年あ
る場合は「１」を実績等の欄へ入力してください）

□
・土木一式工事の希望者で、該当する方のみ入力してください。
・除雪業務実績について、契約実績が２年ある場合は「２」を、1年ある場合は「１」を実績等へ入力してくだ
さい。

評価点項目「災害対応」（土木一
式、建築一式）

災害協定を締結している団体に加盟している □

評価点項目「災害対応」（水道施設） 出雲市管工事事業協同組合に加盟している  ○

評価点項目「災害対応」（土木一
式、建築一式、水道施設）

災害協定を締結している団体に加盟していないが、災害
対応実績がある

□

59
評価点項目「学校支援活動実績」
（土木一式、建築一式、水道施設）

学校支援企業として島根県に登録し、活動実績がある □
・土木一式工事、建築一式工事又は水道施設工事の希望者で、該当する方のみ入力してください。
・該当する項目の希望に を入力し、実績等へ○を入力してください。

・土木一式工事、建築一式工事、又は水道施設工事の希望者で、該当する方のみ入力してください。
・実績等へ、該当する人数を入力してください。
・29歳以下の雇用については、「１～５」の数字で入力してください。5人以上の雇用は「５」と入力してくださ
い。
・2年以上の継続雇用については、「１～５」の数字で入力してください。5人以上の雇用は「５」と入力してく
ださい。

58
・土木一式工事、建築一式工事、又は水道施設工事の希望者で、該当する方のみ入力してください。
・該当する項目の希望に を入力し、実績等へ○を入力してください。

56

・工事種別欄については、申請にあたっての説明欄としてご確認ください。

・№31～№43までは、市が定める特定の専門工事です。基本的に、市内業者、準市内業者のみ申請できます。市外業者で申

請ができる工種は「漁港漁場整備工事」「水道施設機械器具設置工事」です。詳しくは、申請の手引きでご確認ください。

・№44～№47までは、建設工事関連の業務です。市内業者のみ希望できます。詳しくは申請の手引きでご確認ください。

・№48～№59までは、ランク分けする際の評価点項目です。土木一式、建築一式、水道施設を希望する市内業者、準市内業

者は、該当する項目に入力してください。詳しくは、申請の手引きでご確認ください。

・№31～№59「市が定める特定の専門工事」「その他業務委託」「評価点項目」については、実績や加入資料などの提出を求め
ています。
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【出雲市】個別情報登録画面のうち、入力を求める技術者数の種類は以下のとおりです。

常勤で在席する技術者数を各技術者毎に、延べ人数で入力してください。（１人で複数の資格を有している場合、それぞれに入力）

但し、同種で１級と２級等を有するものは上位の等級に含めてください。（例：土木施工管理技士の一級と二級を保持　→　一級のみ入力）

No.48 合計（ 延人数）、及び、No.49 実人数は、必ず入力してくだ

さい。
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【益田市】個別情報登録画面のうち、希望できる工事は以下のとおりです。
画面内の「備考」の内容と、以下に記載する注意事項を確認のうえ、希望のチェックと実績等の入力を行ってください。

法面処理を希望

する場合は、法

面処理の年間平

均完工高又は施

工実績証明書

（様式第４号）が

必須。

経営事項審査を受けた工種のうち、希望したい

工事種別にチェックをいれて、実績等の欄に､そ

の工事の実績高（千円単位）を必ず入力。実績

高の下限値は０（ゼロ）、上限値は工種毎の実績

高合計が、年間平均完工高を超えない範囲。

アスファルト舗装

を希望する場合

は、アスファルト

フィニッシャー保

有等の要件を満

たすこと。

年間平均完工高

が０（ゼロ）の工種

を希望する場合

は、施工実績証明

書（様式第４号）

が必須。

0千円

特別点項目の場合、加点を受けたい項目にチェックを

いれて、実績等の欄に必ず「○」又は「該当する数字」

を入力してください。

解体を希望する場合は、

・「解体工事」又はＨ28.6.1時点で「とび・土工工事業の許可を受けたものであること。

・経営事項審査の「とび・土工・コンクリート」又は「とび・土工・コンクリート・解体（経過措

置）」において年間平均工事高があること。
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【益田市】個別情報登録画面のうち、入力を求める技術者数の種類は以下のとおりです。

常勤で在席する技術者数を各技術者毎に、延べ人数で入力してください。（１人で複数の資格を有している場合、それぞれに入力）

但し、同種で１級と２級等を有するものは上位の等級に含めてください。（例：土木施工管理技士の一級と二級を保持　→　一級のみ入力）

53 その他（※別紙（任意様式）で提出必要）
その他の資格者がいる場合は、人数を入力し、別紙（任

意様式）に資格名・人数を記入の上提出してください。
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【大田市】個別情報登録画面のうち、希望できる工事は以下のとおりです。
画面内の「備考」の内容と、以下に記載する注意事項を確認のうえ、希望のチェックと実績等の入力を行ってください。

希望したい工種にチェックをいれてください。

建設業許可を有し、かつ経営事項審査において完成

工事高がある場合に希望できます。

工種ごとに委任先を変えることはできません。

年間平均完工高が０（ゼロ）の工種は

希望できない。（※認定しません）

0千円

「営業所情報」については、本社・営業所の所在地に

該当するものについて、

委任の有無に関わらず、いずれか１ヶ所をチェックし、

実績等の欄に「○」を入力してください。

「主観的事項」について

大田市内に本社を有する事業者で

「土木一式工事」「建築一式工事」を希望する場合のみ

入力してください。

【入力方法】

該当する項目をチェックし、数字入力の指示がない場

合は、実績等の欄に必ず「○」を入力してください。

「実績等」の欄について

「とび・土工・コンクリート」

６月１日以前に経営事項審査を受審された事業者

で、「解体工事」を希望される場合は、「とび・土工・

コンクリート」の実績等欄に「解体工事希望」と入力

してください。

「法面処理」及び「解体工事（経過措置）」を希望す

る場合のみ

それぞれの実績等欄に経営事項審査の年間平均

完工高（千円）を入力してください。

※「解体工事（経過措置）」は「とび・土工・コンク

リート（経過措置）」の数値を入力してください。

※その他の工種を希望する場合は入力不要です。

-14-



【大田市】個別情報登録画面のうち、入力を求める技術者数の種類は以下のとおりです。
常勤で在席する技術者数を各技術者毎に、延べ人数で入力してください。（１人で複数の資格を有している場合、それぞれに入力）
但し、同種で１級と２級等を有するものは上位の等級に含めてください。（例：土木施工管理技士の一級と二級を保持　→　一級のみ入力）
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【安来市】個別情報登録画面のうち、希望できる工事は以下のとおりです。

画面内の「備考」の内容と、以下に記載する注意事項を確認のうえ、希望のチェックと実績等の入力を行ってください。

経営事項審査を受けた工種のうち、希望したい

工事種別にチェックをいれて、実績等の欄に､そ

の工事の実績高（千円単位）を必ず入力。実績

高の下限値は０（ゼロ）、上限値は工種毎の実績

高合計が、年間平均完工高を超えない範囲。

特別点項目の場合、加点を受けたい項目にチェックを

いれて、実績等の欄に必ず「○マル」又は「該当する数字」を

入力してください。
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【安来市】個別情報登録画面のうち、入力を求める技術者数の種類は以下のとおりです。

常勤で在席する技術者数を各技術者毎に、延べ人数で入力してください。（１人で複数の資格を有している場合、それぞれに入力）

但し、同種で１級と２級等を有するものは上位の等級に含めてください。（例：土木施工管理技士の一級と二級を保持　→　一級のみ入力）
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【雲南市】個別情報登録画面のうち、希望できる工事は以下のとおりです。
画面内の「備考」の内容と、以下に記載する注意事項を確認のうえ、希望のチェックと実績等の入力を行ってください。

プレストレストコン

クリート、法面処

理、鋼橋上部の

各工事を希望す

る場合は、その工

事の年間平均完

工高、又は、、申

請月前月末まで

の施工実績を証

明することが必須。

経営事項審査を受けた工種のうち、希望したい

工事種別にチェックをいれて、実績等の欄に､そ

の工事の実績高（千円単位）を必ず入力。実績

高の下限値は０（ゼロ）、上限値は工種毎の実績

高合計が、年間平均完工高を超えない範囲。

年間平均完工高

が０（ゼロ）の工種

を希望する場合

は、申請月前月末

までの施工実績を

証明することが必

0千円

加点を申請する特別点加点項目の希望欄にチェックを

いれて、実績等の欄に「○マル」を必ず入力してください。
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【雲南市】個別情報登録画面のうち、入力を求める技術者数の種類は以下のとおりです。

常勤で在席する技術者数を各技術者毎に、延べ人数で入力してください。（１人で複数の資格を有している場合、それぞれに入力）

但し、同種で１級と２級等を有するものは上位の等級に含めてください。（例：土木施工管理技士の一級と二級を保持　→　一級のみ入力）
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【奥出雲町】個別情報登録画面のうち、希望できる工事は以下のとおりです。
画面内の「備考」の内容と、以下に記載する注意事項を確認のうえ、希望のチェックと実績等の入力を行ってください。

経営事項審査を受けた工種のうち、希望したい

工事種別にチェックをいれて、実績等の欄に､そ

の工事の実績高（千円単位）を必ず入力。実績

高の下限値は０（ゼロ）、上限値は工種毎の実績

高合計が、年間平均完工高を超えない範囲。

プレストレストコン

クリート構造物、

法面処理、鋼橋

上部の各工事を

希望する場合は、

その工事の年間

平均完工高又は

施工実績証明書

が必須。

年間平均完工高

が０（ゼロ）の工種

を希望する場合

は、施工実績証明

書が必須。

0千円
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【奥出雲町】個別情報登録画面のうち、入力を求める技術者数の種類は以下のとおりです。

常勤で在席する技術者数を各技術者毎に、延べ人数で入力してください。（１人で複数の資格を有している場合、それぞれに入力）

但し、同種で１級と２級等を有するものは上位の等級に含めてください。（例：土木施工管理技士の一級と二級を保持　→　一級のみ入力）
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【邑南町】個別情報登録画面のうち、希望できる工事は以下のとおりです。
画面内の「備考」の内容と、以下に記載する注意事項を確認のうえ、希望のチェックと実績等の入力を行ってください。

プレストレストコン

クリート、法面処

理、鋼橋上部の

各工事を希望す

る場合は、その工

事の年間平均完

工高又は施工実

績証明書（様式

第４号）が必須。

経営事項審査を受けた工種のうち、希望したい

工事種別にチェックをいれて、実績等の欄に､そ

の工事の実績高（千円単位）を必ず入力。実績

高の下限値は０（ゼロ）、上限値は工種毎の実績

高合計が、年間平均完工高を超えない範囲。

鋪装工事、鋪装

の維持修繕工事

を希望する場合

は、アスファルト

フィニッシャー保

有等の要件を満

たすこと。要件を

満たさないものは

「特殊舗装」のみ

希望できる。
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【邑南町】個別情報登録画面のうち、入力を求める技術者数の種類は以下のとおりです。
常勤で在席する技術者数を各技術者毎に、延べ人数で入力してください。（１人で複数の資格を有している場合、それぞれに入力）
但し、同種で１級と２級等を有するものは上位の等級に含めてください。（例：土木施工管理技士の一級と二級を保持　→　一級のみ入力）
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【美郷町】個別情報登録画面のうち、希望できる工事は以下のとおりです。

画面内の「備考」の内容と、以下に記載する注意事項を確認のうえ、希望のチェックと実績等の入力を行ってください。

プレストレストコン

クリート構造物、

法面処理、鋼橋

上部の各工事を

希望する場合は、

その工事の年間

平均完工高又は

施工実績証明書

（様式第３号）が

必須。

経営事項審査を受けた工種のうち、希望したい

工事種別にチェックをいれて、実績等の欄に､そ

の工事の実績高（千円単位）を必ず入力。実績

高の下限値は０（ゼロ）、上限値は工種毎の実績

高合計が、年間平均完工高を超えない範囲。

鋪装工事、鋪装

の維持修繕工事

を希望する場合

は、アスファルト

フィニッシャー保

有等の要件を満

たすこと。要件を

満たさないものは

「特殊ほ装」のみ

希望できる。

0千円

年間平均完工高

が０（ゼロ）の工種

を希望する場合

は、施工実績証明

書（様式第３号）

が必須。

特別点項目の場合、加点を受けたい項目にチェックを

いれて、実績等の欄に必ず「○マル」又は「該当する数字」を

入力してください。

※解体工事の取り扱いについて

１．解体工事を希望する場合は、解体の建設業許可があり、経営事項審査を受審された場

合は、解体の工種に入力してください。

２．まだ、解体工事の許可を得ておらず、とび・土工・コンクリート（経過措置）で経営事項審査

を受審している場合は、希望工事をとび・土工・コンクリートの解体工事（経過措置）に入力し

てください。

３． ６月１日以前に、経営事項審査を受審をされた方で、解体工事を希望される方は、とび・

土工・コンクリートの一般土木工事若しくは一般建築工事に入力してください。なお、備考欄

に「解体工事希望」と記載してください。建設業許可及び経営事項審査を受審査された場合
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【美郷町】個別情報登録画面のうち、入力を求める技術者数の種類は以下のとおりです。

常勤で在席する技術者数を各技術者毎に、延べ人数で入力してください。（１人で複数の資格を有している場合、それぞれに入力）

但し、同種で１級と２級等を有するものは上位の等級に含めてください。（例：土木施工管理技士の一級と二級を保持　→　一級のみ入力）
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【津和野町】個別情報登録画面のうち、希望できる工事は以下のとおりです。
画面内の「備考」の内容と、以下に記載する注意事項を確認のうえ、希望のチェックと実績等の入力を行ってください。

経営事項審査を受けた工種のうち、希望したい工

事種別にチェックをいれて、実績等の欄に､その工

事の実績高（千円単位）を必ず入力。実績高の下

限値は０（ゼロ）、上限値は工種毎の実績高合計

が、年間平均完工高を超えない範囲。

プレストレストコン

クリート構造物、

法面処理、鋼橋

上部の各工事を

希望する場合は、

その工事の年間

平均完工高又は

施工実績証明書

（様式第３号）が

必須。

鋪装工事、鋪装の

維持修繕工事を

希望する場合は、

アスファルトフィ

ニッシャー保有等

の要件を満たすこ

と。要件を満たさ

ないものは「特殊

ほ装」のみ希望で

きる。

年間平均完工高

が０（ゼロ）の工

種を希望する場

合は、施工実績

証明書（様式第３

０千円

希望する工事種別の欄にチェックをし、実績等の欄に実績高（千円単位）を必ず入力してください。実績高の下限値は０（ゼロ）、上限値は工種毎の実績高合

計が、年間

-26-



【津和野町】個別情報登録画面のうち、入力を求める技術者数の種類は以下のとおりです。
常勤で在席する技術者数を各技術者毎に、延べ人数で入力してください。（１人で複数の資格を有している場合、それぞれに入力）
但し、同種で１級と２級等を有するものは上位の等級に含めてください。（例：土木施工管理技士の一級と二級を保持　→　一級のみ入力）
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【吉賀町】個別情報登録画面のうち、希望できる工事は以下のとおりです。
画面内の「備考」の内容と、以下に記載する注意事項を確認のうえ、希望のチェックと実績等の入力を行ってください。

経営事項審査を受けた工種のうち、希望したい

工事種別にチェックをいれて、実績等の欄に､そ

の工事の実績高（千円単位）を必ず入力。実績

高の下限値は０（ゼロ）、上限値は工種毎の実績

高合計が、年間平均完工高を超えない範囲。

プレストレストコン

クリート構造物、

法面処理、鋼橋

上部の各工事を

希望する場合は、

その工事の年間

平均完工高又は

施工実績証明書

（様式第３号）が

必須。

鋪装工事、鋪装

の維持修繕工事

を希望する場合

は、アスファルト

フィニッシャー保

有等の要件を満

たすこと。要件を

満たさないものは

「特殊ほ装」のみ

希望できる。

年間平均完工高

が０（ゼロ）の工種

を希望する場合

は、施工実績証

明書（様式第３

号）が必須。

０千円
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【吉賀町】個別情報登録画面のうち、入力を求める技術者数の種類は以下のとおりです。
常勤で在席する技術者数を各技術者毎に、延べ人数で入力してください。（１人で複数の資格を有している場合、それぞれに入力）
但し、同種で１級と２級等を有するものは上位の等級に含めてください。（例：土木施工管理技士の一級と二級を保持　→　一級のみ入力）
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