
公益財団法人東京都道路整備保全公社物品買入れ等競争入札参加資格審査申込書(　　　　　　年度）

作　　成　　日

区　　　　　　分

本店（主たる営業所）

〒

フリガナ フリガナ

役職 氏名

登記上の所在地が異なる場合及び契約先が本店でない場合は記入してください

〒

フリガナ フリガナ

役職 氏名

フリガナ フリガナ

所属 氏名

電話

FAX

メールアドレス

設立登記年月日

審査対象営業年度

資　　　本　　　金

自　己　資　本　金

 総    売    上    高

従業員数（総数）

申請業務に従事する従業員数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円

使用印・代理人印　明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令　　　　　年　　　月　　　日 実　　　印

フリガナ

都道府県名　　　　　　　　　　　　　　　区市町村名　　　　　　　　　　　　　　　町名地番　　　　　　　　　　　　　　　ビル・マンション名

登記上の所在地

受付年月日：　　　　　年　　　月　　　日

都道府県名　　　　　　　　　　区市町村名　　　　　　　　　　町名地番　　　　　　　　　　ビル・マンション名　

取　扱　者

　　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

フリガナ　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名

商号又は名称

代表者名
（契約者名）

所在地

入札・契約に
関する連絡先

代表者名又は
代　　理　　人
（契約者名）

新規　・　継続　・　変更（第　　回目）

フリガナ　　

　　　年　　　月　～　　　　　年　　　月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円

－１－



公益財団法人東京都道路整備保全公社物品買入れ等競争入札参加資格審査申込書（　　　　　　　年度）

申請種目・取扱品目

種目番号 営業種目
審査営業年度の

売上高

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

区分

登録番号

区分

種類

登録番号

122 検査業務 ●計量法第107条に基づく計量証明または計量法第121条の2に基づく特定計量

123 都市計画・交通等計画業務 　 証明の登録区分の有無

124 土木・水系関係調査業務 　　音圧

　　振動加速度レベル

　　濃度

125 市場・補償鑑定関係調査業務 ●特定計量証明事業者認定・MLAP関係の有無

126 環境関係業務 大気中のダイオキシン類の濃度

水又は土壌中のダイオキシン類の濃度

　　大気中のクロルデン、DDT及びヘプタクロルの濃度

　　水又は土壌中のクロルデン、DDT及びヘプタクロルの濃度

103 建物清掃 ●下水道法第22条に基づく、下水道処理施設維持管理業者登録の有無

109 浄化槽・貯水槽清掃 水道処理施設維持管理業者登録

111 害虫等駆除 ●建物の衛生的環境の確保に関する法律に基づく登録の有無

130 浄水場・処理場機械運転管理 　　建築物清掃業

　　建築物空気環境測定業

　　建築物飲料水水質検査業

　　建築物飲料水貯水槽清掃業

　　建築物ねずみ・昆虫等防除業

　　建築物空気調和用ダクト清掃業

　　建築物排水管清掃業

　　建築物環境衛生総合管理業

●医療関連サービスマーク認定事業者の有無

　　医療関連サービス認定事業者（院内清掃業務）

　　医療関連サービス認定事業者（その他）

登録区分

取扱品目番号及び区分

ISO取得情報

新規　 ・ 　継続
９０００シリーズ

環境マネジメントシステム
（ISO１４００１等）

−２−

新規　 ・ 　継続

営業種目番号・種目名 内容



公益財団法人東京都道路整備保全公社物品買入れ等競争入札参加資格審査申込書（　　　　　　　年度）

技術者資格免許等

１０５警備・受付等の場合

　　防災センター要員講習かつ自衛消防技術認定資格の保有者（　　　人）

　　自衛消防技術認定資格者（　　　人）

１１９給食関係業務の場合

   栄養士（　　　人）・調理師（　　　人）

１２１情報処理業務の場合

　 SE（A：開発経験年数１０年以上程度）（　　　人）・SE（B：開発経験年数５年～１０年程度）　（　　　人）

　 SE（C：ソフトの維持管理・開発経験年数３年～７年程度）　（　　　人）・オペレーター（　　　人）

１２２検査業務の場合

　　環境計量士（濃度関係）（　　　人）・環境計量士（騒音・振動関係）（　　　人）

１２３～１２６調査業務の場合

　　測量士（　　　　人）・一級建築士（　　　人）・土地区画整理士（　　　人）・不動産鑑定士（　　　人）・土地家屋調査士（　　人）

１０３建物清掃、１０４電気・暖冷房等設備保守、１０８ボイラー清掃の場合

　　冷凍１種（　　　人）・冷凍２種（　　　人）・冷凍３種（　　　人）

　　ボイラー特級（　　　人）・ボイラー１級（　　　人）・ボイラー２級（　　　人）・ボイラー整備士（　　　人）

　　電気主任技術者１種（　　　人）・電気主任技術者２種（　　　人）・電気主任技術者３種（　　　人）

　　電気工事士１種（　　　人）・電気工事士２種（　　　人）・認定電気工事従事者（　　　人）・特殊電気工事資格者（　　　人）

　　建築物環境衛生管理技術者（　　　人）・危険物取扱者（　　　人）・消防設備点検資格者（　　　人）

印刷機保有状況等

台数

社会保険の加入等

雇用保険の加入 　　加入
健康保険の加入 　　加入
厚生年金保険の加入 　　加入 　　未加入　　　適用除外

性能【色数、速度（ｐｐｍ）等】機種名

単　　　色

　　未加入　　　適用除外
　　未加入　　　適用除外

製本部門（　有　・　無　）、　製版部門（　有　・　無　）、　出張校正室（　有　・　無　）

４色以上

２・３色以上

−３−

印刷機保有台数計



(記入例)
公益財団法人東京都道路整備保全公社物品買入れ等競争入札参加資格審査申込書(平成31、32年度）

作　　成　　日

区　　　　　　分

本店（主たる営業所）

〒123－4567

フリガナ フリガナ

役職 氏名

登記上の所在地が異なる場合及び契約先が本店でない場合は記入してください

〒012-3456

フリガナ フリガナ

役職 氏名

フリガナ フリガナ

所属 氏名

電話

FAX

メールアドレス

設立登記年月日

審査対象営業年度

資　　　本　　　金

自　己　資　本　金

 総    売    上    高

従業員数（総数）

申請業務に従事する従業員数

受付年月日：　　　　　年　　　月　　　日

取　扱　者

　　　　　　　　　○○年　　　○○月　　　○○日

新規　・　継続　・　変更（第　　回目）

商号又は名称

フリガナ　　マルマルカブシキガイシャ

　　　　○○株式会社

登記上の所在地

フリガナ　　トウキョウト　シンジュクク　ニシシンジュク　　　　　　　　マルマルビル

都道府県名　　　　　　　　　　区市町村名　　　　　　　　　　町名地番　　　　　　　　　　ビル・マンション名　

　　東京都新宿区西新宿一丁目１番１号　○○ビル　○階

代表者名
（契約者名）

ダイヒョウトリシマリヤク コウシャ　イチロウ

代表取締役 　公社　一郎

　　　　　　　　　　　　　　○○,○○○千円

所在地

フリガナ　　トウキョウト　チュウオウク　キョウバシ

都道府県名　　　　　　　　　　　　　　　区市町村名　　　　　　　　　　　　　　　町名地番　　　　　　　　　　　　　　　ビル・マンション名

東京都中央区京橋一丁目１番１号

代表者名又は
代　　理　　人
（契約者名）

トウキョウシテン　シテンチョウ ホゼン　イチロウ

東京支店　支店長 保全　一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○,○○○千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○,○○○千円

入札・契約に
関する連絡先

トウキョウシテン　エイギョウブ ドウロ　ハナコ

東京支店　営業部 道路　花子

　　０３－○○○○ー○○○○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○名

　　０３－○○○○ー○○○○

　　○○○○＠○○

　明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令　　　○○年　○○月○○日 実　　　印 使用印・代理人印

　○○年○月　～　○○年　○月

実印 代理人印

－１－



公益財団法人東京都道路整備保全公社物品買入れ等競争入札参加資格審査申込書（平成31、32年度）

申請種目・取扱品目

種目番号 営業種目
審査営業年度の

売上高

121 情報処理業務 ０１ ０２ ９８ ○,○○○千円

123 都市計画・交通関係調査業務 ０４ ０５ ０７ ９８ ○,○○○千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

区分

登録番号

区分

種類

登録番号

122 検査業務 ●計量法第107条に基づく計量証明または計量法第121条の2に基づく特定計量

123 都市計画・交通等計画業務 　 証明の登録区分の有無

124 土木・水系関係調査業務 ☑音圧

　　振動加速度レベル

　　濃度

125 市場・補償鑑定関係調査業務 ●特定計量証明事業者認定・MLAP関係の有無

126 環境関係業務 大気中のダイオキシン類の濃度

水又は土壌中のダイオキシン類の濃度

　　大気中のクロルデン、DDT及びヘプタクロルの濃度

　　水又は土壌中のクロルデン、DDT及びヘプタクロルの濃度

103 建物清掃 ●下水道法第22条に基づく、下水道処理施設維持管理業者登録の有無

109 浄化槽・貯水槽清掃 水道処理施設維持管理業者登録

111 害虫等駆除 ●建物の衛生的環境の確保に関する法律に基づく登録の有無

130 浄水場・処理場機械運転管理 　　建築物清掃業

　　建築物空気環境測定業

　　建築物飲料水水質検査業

　　建築物飲料水貯水槽清掃業

　　建築物ねずみ・昆虫等防除業

　　建築物空気調和用ダクト清掃業

　　建築物排水管清掃業

　　建築物環境衛生総合管理業

●医療関連サービスマーク認定事業者の有無

　　医療関連サービス認定事業者（院内清掃業務）

　　医療関連サービス認定事業者（その他）

取扱品目番号及び区分

ISO取得情報

９０００シリーズ
新規　 ・ 　継続

○○○○○

環境マネジメントシステム
（ISO１４００１等）

新規　 ・ 　継続

ISO１４００１

○○○○○

登録区分

営業種目番号・種目名 内容

−２−



公益財団法人東京都道路整備保全公社物品買入れ等競争入札参加資格審査申込書（平成31、32年度）

技術者資格免許等

１０５警備・受付等の場合

　　防災センター要員講習かつ自衛消防技術認定資格の保有者（　　　人）

　　自衛消防技術認定資格者（　　　人）

１１９給食関係業務の場合

   栄養士（　　　人）・調理師（　　　人）

１２１情報処理業務の場合

　 SE（A：開発経験年数１０年以上程度）（　２　人）・SE（B：開発経験年数５年～１０年程度）　（　２　人）

　 SE（C：ソフトの維持管理・開発経験年数３年～７年程度）　（　４　人）・オペレーター（　３　人）

１２２検査業務の場合

　　環境計量士（濃度関係）（　　　人）・環境計量士（騒音・振動関係）（　　　人）

１２３～１２６調査業務の場合

　　測量士（　　　　人）・一級建築士（　　　人）・土地区画整理士（　１　人）・不動産鑑定士（　　　人）・土地家屋調査士（　　人）

１０３建物清掃、１０４電気・暖冷房等設備保守、１０８ボイラー清掃の場合

　　冷凍１種（　　　人）・冷凍２種（　　　人）・冷凍３種（　　　人）

　　ボイラー特級（　　　人）・ボイラー１級（　　　人）・ボイラー２級（　　　人）・ボイラー整備士（　　　人）

　　電気主任技術者１種（　　　人）・電気主任技術者２種（　　　人）・電気主任技術者３種（　　　人）

　　電気工事士１種（　　　人）・電気工事士２種（　　　人）・認定電気工事従事者（　　　人）・特殊電気工事資格者（　　　人）

　　建築物環境衛生管理技術者（　　　人）・危険物取扱者（　　　人）・消防設備点検資格者（　　　人）

印刷機保有状況等

台数

社会保険の加入等

雇用保険の加入 ☑加入
健康保険の加入 ☑加入
厚生年金保険の加入 ☑加入

機種名 性能【色数、速度（ｐｐｍ）等】

　　未加入　　　適用除外
　　未加入　　　適用除外

−３−

印刷機保有台数計

４色以上

２・３色以上

単　　　色

製本部門（　有　・　無　）、　製版部門（　有　・　無　）、　出張校正室（　有　・　無　）

　　未加入　　　適用除外


