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書類確認表

		・排水設備指定工事店指定・更新申請提出書類確認表

		№		確認				提　出　書　類						排水設備指定工事店規則第４条

				申請者 シンセイシャ		市 シ		法　　　人 ホウ				個　　　人 コ

		1				／		排水設備指定工事店指定申請書（第１号様式）						第１項

		2				／		代表者の住民票抄本の写し				住民票抄本の写し		第２項		第１号

												外国人：外国人登録済証明書の写し

		3				／		代表者の経歴書				経歴書

		4				／		代表者及び役員が，第３条第４号アからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類（第１号の２様式） ダイヒョウシャ オヨ ヤクイン ダイ ジョウ ダイ ゴウ ガイトウ モノ セイヤク ショルイ ダイ ゴウ ヨウシキ				第３条第４号アからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類（第１号の２様式）

		5				／		商業登記事項証明書の写し ジコウ ショウメイショ								第２号

		6				／		定款の写し

		7				／		営業所及び設備器材置場の平面図及び付近見取り図（第２号様式） オヨ セツビ キザイ オ バ								第３号

		8				／		営業所及び設備器材置場の外部，内部の写真
（※台紙等に貼付してください） セツビ キザイ オ バ ガイブ ナイブ ダイシ トウ チョウフ

		9				／		専属責任技術者名簿（第３号様式）								第４号

		10				／		専属責任技術者との雇用関係を証する書類で次の書類のうち一つ ツギ ショルイ ヒト

								・組合健康保険又は政府管掌健康保険被保険者証(ただし国民健康保険証
　は除く。)の写し

								・雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び保険料領収書の写し

								・従業員全員の賃金台帳又は源泉徴収簿及び所得税納付額領収書の写し

		11				／		専属責任技術者の排水設備工事責任技術者証の写し
＜日本下水道協会鹿児島県支部発行のもの＞								第５号

		12				／		設備器材調書（第４号様式）								第６号

		13				／		設備器材調書に記載したものの写真（形，種別の判別がつくもの）
（※台紙等に貼付してください） セツビ キザイ チョウショ カタチ シュベツ ハンベツ

		※　申請者確認欄は，提出書類の確認にお使いください。 シンセイシャ カクニン ラン テイシュツ ショルイ カクニン ツカ



		市町村名 シチョウソン メイ								指定登録番号 シテイ トウロク バンゴウ		指定の有効期間 シテイ ユウコウ キカン

												年 　月 　日～　　　　　　年　 月 　日 ネン ツキ ヒ ネン ツキ ヒ

												年 　月 　日～　　　　　　年　 月 　日 ネン ツキ ヒ ネン ツキ ヒ

												年 　月 　日～　　　　　　年　 月 　日 ネン ツキ ヒ ネン ツキ ヒ

												年 　月 　日～　　　　　　年　 月 　日 ネン ツキ ヒ ネン ツキ ヒ

												年 　月 　日～　　　　　　年　 月 　日 ネン ツキ ヒ ネン ツキ ヒ



		備考 ビコウ

		※　他市町村の排水設備指定工事店指定の実績欄は，直近５件までを記入してください。 タ シチョウソン ハイスイ セツビ シテイ コウジ テン シテイ ジッセキ ラン チョッキン ケン キニュウ

		※　指定の有効期間が終了している場合は，その理由を備考欄に簡潔に記入してください。 シテイ ユウコウ キカン シュウリョウ バアイ リユウ ビコウ ラン カンケツ キニュウ









①申請書

		第１号様式（第４条，第８条関係）



		平成　　年　　月　　日





		排 水 設 備 指 定 工 事 店 指 定 申 請 書

		（　新　規　・　継　続　）





		　指宿市公共下水道事業市長　殿 イブスキシ コウキョウ ゲスイドウ ジギョウ シチョウ トノ





		　指宿市排水設備指定工事店の指定を受けたいので，指宿市排水設備指定工事店規則第４条（第８条）の規定により，次のとおり申請します。 イブスキシ ハイスイセツビ シテイ コウジ テン キソク ダイ ダイ ジョウ



				申請業者				ふりがな

								住所 ジュウショ

								ふりがな								印 イン

								商号 ショウゴウ

								電話番号 デンワ バンゴウ

								ふりがな

								代表者氏名 ダイヒョウシャ シメイ

								ふりがな

								営業所所在地 エイギョウショ ショザイチ

								電話番号 デンワ バンゴウ



		［添付書類］

		１　申請者（法人の場合は代表者）の住民票抄本の写し及び経歴書

		２　申請者（法人の場合は代表者及び役員）が指宿市排水設備指定工事店規規程第３条第４号アからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類 オヨ ヤクイン イブスキシ ハイスイ セツビ シテイ コウジ テン ノリ キテイ ダイ ジョウ ダイ ゴウ ガイトウ モノ セイヤク ショルイ

		３　法人の場合は，商業登記事項証明書及び定款の写し ジコウ ショウメイショ

		４　営業所の平面図及び写真並びに付近見取図（第２号様式）

		５　専属責任技術者名簿（第３号様式）

		６　工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類（第４号様式）







①-2経歴書

				経　歴　書 キョウ レキ ショ

						（　　　　年　　月　　日現在） ネン ツキ ヒ ゲンザイ

						氏名　　　　　　　　　　　　　　印　 シメイ イン

		年 ネン		月 ツキ		勤務地・職種・所属部署・役職・業務内容・その他 キンムチ ショクシュ ショゾク ブショ ヤクショク ギョウム ナイヨウ タ

























































②営業所の平面図・付近見取図

		第２号様式（第４条関係） ダイ ゴウ ヨウシキ ダイ ジョウ カンケイ

		営業所の平面図及び付近見取図 エイギョウショ ヘイメンズ オヨ フキン ミトリズ

		平面図 ヘイメンズ

















































		面積　　　　㎡ メンセキ

		付近見取図 フキン ミトリズ

















































		（注）１　平面図は，間口及び奥行の寸法，机の配置状況等を記入すること。

		　　　２　付近見取図は，主な目標を入れて分かりやすく記入すること。

		　　　３　営業所の外部及び内部の状態が分かる写真数枚を添付すること。 テンプ





③専属責任技術者名簿

		第３号様式（第４条関係）



		平成　　年　　月　　日





		専 属 責 任 技 術 者 名 簿 アツム ゾク セキ ニン ワザ ジュツ モノ ナ ボ



		　指宿市公共下水道事業市長　様 イブスキシ コウキョウ ゲスイドウ ジギョウ シチョウ サマ

										指定(登録)番号 シテイ トウロク バンゴウ		第　　　　　号 ダイ ゴウ

										排水設備工事店名
（商号） ハイスイ セツビ コウジ テンメイ ショウゴウ

										営業所所在地 エイギョウショ ショザイチ

										電　　話 デン ハナシ		（　　　）

										代表者氏名 ダイヒョウシャ シメイ						印 イン





						ふりがな				住所 ジュウショ				登録番号 トウロク バンゴウ		摘要 テキヨウ

						専属者氏名 センゾク シャ シメイ



														第　　　　号 ダイ ゴウ



														第　　　　号 ダイ ゴウ



														第　　　　号 ダイ ゴウ



		［添付書類］

		１　責任技術者証の写し セキニン ギジュツシャ ショウ ウツ

		２　専属を確認できるものとして，次のうちいずれか一つ。 センゾク カクニン ツギ ヒト

				①　組合健康保険，政府管掌健康保険被保険者証（雇用関係を証明できない国民健康保
　険証は除く。）の写し クミアイ ケンコウ ホケン セイフ カンショウ ケンコウ ホケン ヒホケンシャ ショウ コヨウ カンケイ ショウメイ コクミン ケンコウ タモツ ケン ショウ ノゾ ウツ

				②　雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び保険料領収書の写し コヨウ ホケン ヒホケンシャ シカク シュトク カクニン ツウチ ショ オヨ ホケンリョウ リョウシュウショ ウツ

				③　従業員全員の賃金台帳（又は源泉徴収簿）及び所得税納付額領収書の写し ジュウギョウイン ゼンイン チンギン ダイチョウ マタ ゲンセン チョウシュウ ボ オヨ ショトクゼイ ノウフ ガク リョウシュウショ ウツ







④設備器材調書

		第４号様式（第４条関係） ダイ ゴウ ヨウシキ ダイ ジョウ カンケイ

		設　備　器　材　調　書 セツ ソナエ ウツワ ザイ チョウ ショ

		平成　　年　　月　　日現在　 ヘイセイ ゲンザイ

		種別 シュベツ		名称 メイショウ		型式・性能 カタシキ セイノウ		数量 スウリョウ		備考 ビコウ













































		(備考)　①　工事の施工に必要な設備及び器材とは，「配管用の設備・器材」，「掘削用の設備
　　　　　・器材」，「せん孔用の設備・器材」及び「測量用の設備・器材」をいう。
　　　　②　種別・形状の判別がつく写真を添付すること。 ビコウ コウジ セコウ ヒツヨウ セツビ オヨ キザイ ハイカンヨウ セツビ キザイ クッサクヨウ セツビ キザイ アナ ヨウ セツビ キザイ オヨ ソクリョウヨウ セツビ キザイ シュベツ ケイジョウ ハンベツ シャシン テンプ





④-2設備・工具

				排水設備工事用器材・工具 ハイスイ セツビ コウジヨウ キザイ コウグ

														平成　　年　　月　　日　　 ヘイセイ ネン ツキ ニチ

				品　　　　　目 シナ メ				数量 スウリョウ		適　用 テキ ヨウ				品　　　　　目 シナ メ				数量 スウリョウ		適　用 テキ ヨウ

				ベンドベン										柄付タガネ エ ツキ

				タンピン										ポータブルカッタ

				鉛管用タガネ エンカン ヨウ										タイルタガネ

				鉛管用ノコ エンカン ヨウ										ツルハシ

				鉛管用ヤスリ エンカン ヨウ										剣先スコップ ケンサキ

				甲丸ヤスリ コウ マル										角型スコップ カクガタ

				平ヤスリ ヒラ										練スコップ ネ

				キサケ										バール

				丸スクレッパ マル										金テコ カネ

				鉄ブラシ テツ										石ノミ イシ

				丸ブラシ マル										ランマー

				鉛管削 エンカン ケズ										木製タコ モクセイ

				木槌 キヅチ										掛矢 カ ヤ

				カシメハンマー										平ノミ ヒラ

				ハンマー										排水ポンプ ハイスイ

				片手ハンマー カタテ										両刃ノコ モロハ

				大ハンマー ダイ										引廻ノコ ヒキマワ

				トーチランプ										ｸﾘｯﾌﾟﾎﾟｰﾙ又は電気ﾄﾞﾘﾙ マタ デンキ

				プライヤー										巻尺 マキジャク

				木ネジ廻し モク マワ										下げ振り サ フ

				金切ノコ カナ キリ										水平器 スイヘイ キ

				モンキースパナ										コンクリートカッター

				パイプレンチ										レベル一式 イッシキ

				イギリススパナ										一輪車 イチリン クルマ

				両口スパナ リョウ ク										モルタル練箱 ネリ ハコ

				ラチェットスパナ										モルタル練 ネリ

				片手ダイヤ カタテ										モルタル塗りコテ ヌ

				軽トラック　以上 ケイ イジョウ
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経　歴　書

（　　　　年　　月　　日現在）

氏名　　　　　　　　　　　　　　印　

年月勤務地・職種・所属部署・役職・業務内容・その他
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経　歴　書

（　　　　年　　月　　日現在）

氏名　　　　　　　　　　　　　　印　

年

月

勤務地・職種・所属部署・役職・業務内容・その他




