
本シートの黄色の部分のみ入力をお願いします。
【入力手順】 ①申請者関係入力項目（●本店登録入力項目）の入力：必須

②申請者関係入力項目（●支店・営業所登録入力項目）の入力：該当業者のみ
③申請者関係入力項目（●提出者入力項目）の入力：必須
④申請希望業種入力項目（１）の入力：必須
⑤申請希望業種入力項目（２）の入力：必須
以上で電子入力に関しては終了です。

申請者関係入力項目

●本店登録入力項目

役職
氏名
氏名フリガナ

E-mail

●支店・営業所登録入力項目
（注：県内、県外又は離島業
　者で、西原町内に支店又は 支店長等 役職
　営業所を設置している業者 氏名
　のみ登録して下さい） 氏名フリガナ

●提出者入力項目
※【行政書士を含む】

令和３・４年度(追加受付）西原町測量及び建設コンサルタント等業務入札参加資格審査申請書必要事項入力シート

住所
商号
商号フリガナ

代表者の西原町在住の有無

西原町での営業年数（西原町内での本店の営業年数）

電話番号
ＦＡＸ番号

郵便番号
資本金（単位：千円）
自己資本（単位：千円）
営業年数

本店所在市町村名
本店所在地（番号を入力）

ボランティア活動への参加の有無

代表者名

支店・営業所名
支店・営業所フリガナ

電話番号

西原町在住の従業員数

担当者氏名

西原町での営業年数（西原町内での支店・営業所の営業年数）

電話番号

ＦＡＸ番号
E-mail
郵便番号
支店・営業所住所

部署名等



申請希望業種入力項目（１）

申請希望業種を左の表へ入力して下さい。

●申請条件等（要領参照） 測量一般

①測量業務を希望する場合は、測量法第５５条の５ F A L S E 地図の調整

　の規定による登録を受けていること。 航空測量

②建築関係コンサルタント業務中、建築一般を希望 建築一般 電気
　する場合は、建築士法第２３条の規定による登録 意匠 建築積算
　を受けていること。 F A L S E 構造 機械設備積算
③補償関係コンサルタント業務中、不動産鑑定を希 冷暖房 電気設備積算
　望する場合は、不動産鑑定評価に関する法律第２ 衛生 調査
　４条の登録を受けていること。 土質及び基礎 鉄道

鉄構造及びコンクリート 上水道及び工業用水道
河川砂防及び海岸 下水道

●入力方法 電力土木 農業土木
①左の表に希望する業種の□にレを入力（クリック） 道路 森林土木
　して下さい。 F A L S E トンネル 都市計画及び地方計画
②左の表に希望する業種細目の□にレを入力（クリ 施設計画施工設備及び積算 港湾及び空港
　ック）して下さい。 機械 建設環境

地質 水産土木
廃棄物 電気電子
造園

4 F A L S E 地質調査 地質調査
土地調査 事業損失
土地評価 補償関連

F A L S E 物件 不動産鑑定
機械工作物 登記手続等
営業・特殊補償
磁気探査

F A L S E 環境関係
その他

3

1

2

業種（希望する
業種の□にレを

入力）
希望業務細目（希望する業務の□にレを入力）

5

6

測量

建築関係
コンサル
タント

土木関係
コンサル
タント

補償関係
コンサル
タント

調査



申請希望業種入力項目（２）

技術職員有資格者の人数を左の表へ入力して下さい。

●申請条件（要領参照） 1 １級建築士

①社員又は常勤役員が有する資格数を入力 2 ２級建築士

（注：重複可） 3 技術士（建設部門）

②資格証書も添付となります。 4 技術士（上下水道部門）
5 技術士（衛生工学部門）
6 技術士（環境部門）

●入力方法 7 技術士（その他）

　有資格者がいない場合　→　空欄 8 ＲＣＣＭ（道路部門）

　有資格者がいる場合　→　資格者数を入力 9 ＲＣＣＭ（下水道部門）
10 ＲＣＣＭ（造園部門）
11 ＲＣＣＭ（都市計画及び地方計画部門）
12 ＲＣＣＭ（建設環境部門）
13 ＲＣＣＭ（上水道及び工業用水道部門）
14 ＲＣＣＭ（その他）
15 測量士
16 土地区画整理士
17 １級土木施工管理技士
18 ２級土木施工管理技士
19 不動産鑑定士
20 土地家屋調査士
21 公用地取得実務経験者
22 補償業務管理士
23 電気系資格者
24 機械系資格者

資格 資格者数



本シートの黄色の部分のみ入力をお願いします。
【入力手順】 ①申請者関係入力項目（●本店登録入力項目）の入力：必須

②申請者関係入力項目（●支店・営業所登録入力項目）の入力：該当業者のみ
③申請者関係入力項目（●提出者入力項目）の入力：必須
④申請希望業種入力項目（１）の入力：必須
⑤申請希望業種入力項目（２）の入力：必須
以上で電子入力に関しては終了です。

申請者関係入力項目

●本店登録入力項目 西原町字与那城１４０番地１
㈱西原設計事務所
ニシハラセッケイジムショ

役職 代表取締役
氏名 西原　太郎
氏名フリガナ ニシハラタロウ

098-945-4415
098-945-4580

E-mail doboku@town.nishihara.okinawa.jp
903-0220
10,000千円
20,000千円
30年
30年
西原町
1
○
10
○

●支店・営業所登録入力項目
（注：県内、県外又は離島業
　者で、西原町内に支店又は 支店長等 役職
　営業所を設置している業者 氏名
　のみ登録して下さい） 氏名フリガナ

●提出者入力項目 土木課
※【行政書士を含む】 西原　花子

098-945-4415

支店・営業所住所
西原町での営業年数（西原町内での支店・営業所の営業年数）

部署名等
担当者氏名
電話番号

支店・営業所名

電話番号
ＦＡＸ番号
E-mail
郵便番号

支店・営業所フリガナ

自己資本（単位：千円）
営業年数
西原町での営業年数（西原町内での本店の営業年数）

本店所在市町村名

資本金（単位：千円）

本店所在地（番号を入力）
代表者の西原町在住の有無
西原町在住の従業員数
ボランティア活動への参加の有無

商号
商号フリガナ

代表者名

電話番号
ＦＡＸ番号

郵便番号

令和３・４年度(追加受）付西原町測量及び建設コンサルタント等業務入札参加資格審査申請書必要事項入力シート

住所



申請希望業種入力項目（１）

申請希望業種を左の表へ入力して下さい。

●申請条件等（要領参照） 測量一般

①測量業務を希望する場合は、測量法第５５条の５ TRUE 地図の調整

　の規定による登録を受けていること。 航空測量

②建築関係コンサルタント業務中、建築一般を希望 建築一般 電気
　する場合は、建築士法第２３条の規定による登録 意匠 建築積算
　を受けていること。 TRUE 構造 機械設備積算
③補償関係コンサルタント業務中、不動産鑑定を希 冷暖房 電気設備積算
　望する場合は、不動産鑑定評価に関する法律第２ 衛生 調査
　４条の登録を受けていること。 土質及び基礎 鉄道

鉄構造及びコンクリート 上水道及び工業用水道
河川砂防及び海岸 下水道

●入力方法 電力土木 農業土木
①左の表に希望する業種の□にレを入力（クリック） 道路 森林土木
　して下さい。 TRUE トンネル 都市計画及び地方計画
②左の表に希望する業種細目の□にレを入力（クリ 施設計画施工設備及び積算 港湾及び空港
　ック）して下さい。 機械 建設環境

地質 水産土木
廃棄物 電気電子
造園

4 TRUE 地質調査 地質調査
土地調査 事業損失
土地評価 補償関連

F A L S E 物件 不動産鑑定
機械工作物 登記手続等
営業・特殊補償
磁気探査

F A L S E 環境関係
その他

5
補償関係
コンサル
タント

6 調査

土木関係
コンサル
タント

3

1 測量

2
建築関係
コンサル
タント

業種（希望する
業種の□にレを

入力）
希望業務細目（希望する業務の□にレを入力）



申請希望業種入力項目（２）

技術職員有資格者の人数を左の表へ入力して下さい。

●申請条件（要領参照） 1 １級建築士 1

①社員又は常勤役員が有する資格数を入力 2 ２級建築士 2

（注：重複可） 3 技術士（建設部門） 2

②資格証書も添付となります。 4 技術士（上下水道部門） 1
5 技術士（衛生工学部門）
6 技術士（環境部門）

●入力方法 7 技術士（その他）

　有資格者がいない場合　→　空欄 8 ＲＣＣＭ（道路部門） 2

　有資格者がいる場合　→　資格者数を入力 9 ＲＣＣＭ（下水道部門） 1
10 ＲＣＣＭ（造園部門）
11 ＲＣＣＭ（都市計画及び地方計画部門）
12 ＲＣＣＭ（建設環境部門）
13 ＲＣＣＭ（上水道及び工業用水道部門） 1
14 ＲＣＣＭ（その他）
15 測量士 3
16 土地区画整理士
17 １級土木施工管理技士
18 ２級土木施工管理技士
19 不動産鑑定士
20 土地家屋調査士
21 公用地取得実務経験者
22 補償業務管理士
23 電気系資格者
24 機械系資格者

資格 資格者数



様式１号

西原町長　　殿

㊞

　今般、西原町にて行われる測量及び建設コンサルタント等業務に係る競争入札に参加したいので、当該必要書類を添えて
入札参加資格の審査を申請します。
　なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

申請事務担当者氏名記入欄【行政書士を含む】

部署名等 担当者氏名 電話番号

受付印

R３・４測量及び建設コンサルタント等業務入札参加資格審査申請書

ＦＡＸ番号

電 話 番 号

代 表 者 名

商 号 名 称

所 在 地

令和　　年　　月　　日



様式２

本店登録

本店所在地
（　１：本社が西原町　　２：支店・営業所が西原町で本社は県内　　３：支店・営業所が西原町で本社は県外　　４：その他　）

商号

商号フリガナ
（　法人形態は省略する。例「（株）西原設計事務所」だと、「ニシハラセッケイジムショ」と記載する。）

代表者 役職 氏名 代表者フリガナ

郵便番号 ＴＥＬ ＦＡＸ E-mail

所在地
（　沖縄県内は市町村名から、県外は都道府県名から記入。）

支店・営業所登録

支店・営業所名

支店・営業所フリガナ
（　法人形態は省略する。例「（株）日本設計事務所沖縄営業所」だと、「オキナワエイギョウショ」と記載する。）

支店長等 役職 氏名 支店長等フリガナ

郵便番号 ＴＥＬ ＦＡＸ E-mail

所在地

西原町測量及び建設コンサルタント等業務入札参加資格審査電算入力票（Ａ）



様式３

西原町測量及び建設コンサルタント等業務入札参加資格審査電算入力票（Ｂ）

商号 ※技術資格数登録内容（社員又は常勤役員が有する
　資格数を記入）（重複可）

申請業種 ※資格証書添付

 測量一般 1 １級建築士

 地図の調整 2 ２級建築士
 航空測量 3 技術士（建設部門）
 建築一般  電気 4 技術士（上下水道部門）
 意匠  建築積算 5 技術士（衛生工学部門）
 構造  機械設備積算 6 技術士(環境部門）
 冷暖房  電気設備積算 7 技術士（その他）
 衛生  調査 8 ＲＣＣＭ（道路部門）
 土質及び基礎  鉄道 9 ＲＣＣＭ（下水道部門）
 鉄構造及びコンクリート  上水道及び工業用水道 10 ＲＣＣＭ（造園部門）
 河川砂防及び海岸  下水道 11 ＲＣＣＭ（都市計画及び地方計画部門）

 電力土木  農業土木 12 ＲＣＣＭ（建設環境部門）
 道路  森林土木 13 ＲＣＣＭ（上水道及び工業用水道部門）

 トンネル  都市計画及び地方計画 14 ＲＣＣＭ（その他）
 施設計画施工設備及び積算  港湾及び空港 15 測量士
 機械  建設環境 16 土地区画整理士
 地質  水産土木 17 １級土木施工管理技士
 廃棄物  電気電子 18 ２級土木施工管理技士
 造園 19 不動産鑑定士

4  地質調査  地質調査 20 土地家屋調査士
 土地調査  事業損失 21 公用地取得実務経験者
 土地評価  補償関連 22 補償業務管理士
 物件  不動産鑑定 23 電気系資格者
 機械工作物  登記手続等 24 機械系資格者
 営業・特殊補償
 磁気探査 資本金 0千円 自己資本 0千円
 環境関係
 その他 営業年数 0年

①測量業務を希望する場合、測量法第５５条の５の規定による登録を受けていること。
②建築関係コンサルタント業務中、建築一般を希望する場合は、建築士法第２３条の規定による 西原町での営業年数 0年
　登録を受けていること。 （西原町内で本店が現在営業している年数）
③補償関係コンサルタント業務中、不動産鑑定を希望する場合は、不動産鑑定評価に関する法律 支店・営業所の営業年数 0年
　第２２条又は第２４条の登録を受けていること。 （西原町内で支店・営業所が現在営業している年数）

西原町在住従業員数 0名

資格者数希望業務内容（希望する業務に○を入力）
業種（希望する
業種に○を入

力）
資格

1

2

3

5

6

測量

建築関係
コンサル
タント

土木関係
コンサル
タント

補償関係
コンサル
タント

調査
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