
 
一 般 競 争 (指 名 競 争)参 加 資 格 
審 査 申 請 書 記 載 事 項  変 更 届 

                                                           

平成  年  月  日 

（あて先） 

 奈良市公営企業管理者 

 

(申請者) 

             住    所 

                                 商号又は名称 

             代表者の氏名                                   実印 

             電  話  番  号  

 

  入札参加資格審査申請書について下記のとおり変更があ
りましたので、お届けします。 

 

記 

 

 変更事項     変  更  前    変  更  後  変更年月日

     

 

 



 

●入札参加資格申請内容の変更について 
「提出先」  

〒６３０－８００１ 
 奈良市法華寺町２６４番地１ 
奈良市企業局経営部経理課入札係 

「提出方法」 
 郵送または持参 

 
 
 

入札参加資格申請内容の変更に係る必要書類一覧 
 

○建設工事等（市内業者） 
※申請内容に変更が生じた場合は、必ず変更届を提出してください。 
①一般競争(指名競争)参加資格審査申請書記載事項変更届・・・一部 
②添付書類・・・（別表）の該当書類 

（別表） 
変更内容 法人 個人 
□名称 □許可官庁に提出した変更届（写し） 

□商業登記履歴事項全部証明書（写し可）

□印鑑証明（原本） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 

□代表者 □許可官庁に提出した変更届（写し） 
□商業登記履歴事項全部証明書（写し可）

□印鑑証明（原本） 
□代理人がいる場合は委任状（原本） 

□許可官庁に提出した変更届または廃業届（写

し） 
□許可官庁に提出した継承届（写し・同意書）

□印鑑証明（原本） 
□代理人がいる場合は委任状（原本） 

□代理人 □委任状（原本） □委任状（原本） 
□本店の所

在地（市内

→市内） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
□商業登記履歴事項全部証明書（写し可）

□印鑑証明（原本） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
 

□本店の所

在地（市内

→市外） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
□商業登記履歴事項全部証明書（写し可）

□印鑑証明（原本） 
□代理人がいる場合は委任状（原本） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
□代理人がいる場合は委任状（原本） 

□代理人の

所在地（市

内→市内） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
□許可官庁に提出した申請書の別表（写

し） 
□委任状（原本） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
□許可官庁に提出した申請書の別表（写し） 
□委任状（原本） 

□代理人の

所在地（市

内→市外） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
□許可官庁に提出した申請書の別表（写

し） 
□委任状（原本） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
□許可官庁に提出した申請書の別表（写し） 
□委任状（原本） 

□印鑑 □実印変更の場合→印鑑証明（原本） □実印変更の場合→印鑑証明（原本） 
□許可更新 □建設業許可通知書又は証明書（写し） □建設業許可通知書又は証明書（写し） 
□経営事項

審査結果の

更新 

□経営規模等評価結果通知書及び総合評

定値結果通知書（写し） 
□経営規模等評価結果通知書及び総合評定値

結果通知書（写し） 

□資本金等 □商業登記履歴事項全部証明書（写し可）  
□業種の追

加 
□建設業許可通知書又は証明書（写し） 
□経営規模等評価結果通知書及び総合評

定値結果通知書（写し） 

□建設業許可通知書又は証明書（写し） 
□経営規模等評価結果通知書及び総合評定値

結果通知書（写し） 
□会社組織 ■法人から個人 ■個人から法人 



□許可官庁に提出した廃業届（写し） 
□許可官庁に提出した継承届（写し） 

□許可官庁に提出した廃業届（写し） 
□許可官庁に提出した継承届（写し） 
□定款 
□商業登記履歴事項全部証明書（写し可） 
□印鑑証明（原本） 

※その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。 
 



 
入札参加資格申請内容の変更に係る必要書類一覧 

 
○建設工事等（市外業者） 
※申請内容に変更が生じた場合は、必ず変更届を提出してください。 
①一般競争(指名競争)参加資格審査申請書記載事項変更届・・・一部 
②添付書類・・・（別表）の該当書類 

（別表） 
変更内容 法人 個人 
□名称 □許可官庁に提出した変更届（写し） 

□商業登記履歴事項全部証明書（写し可）

□印鑑証明（原本） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 

□代表者 □許可官庁に提出した変更届（写し） 
□商業登記履歴事項全部証明書（写し可）

□印鑑証明（原本） 
□代理人がいる場合は委任状（原本） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
□印鑑証明（原本） 
□代理人がいる場合は委任状（原本） 

□代理人 □委任状（原本） □委任状（原本） 
□本店の所

在地（市外

→市外） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
□商業登記履歴事項全部証明書（写し可）

□印鑑証明（原本） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
 

□本店の所

在地（市外

→市内） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
□商業登記履歴事項全部証明書（写し可）

□印鑑証明（原本） 
□市民税課へ提出した法人設立・事務所等

開設申告書（写し） 
□代理人がいる場合は委任状（原本） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
□税務署に提出した個人事業の開廃業届出書

（写し） 
□代理人がいる場合は委任状（原本） 

□代理人の

所在地（市

外→市外） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
□許可官庁に提出した申請書の別表（写

し） 
□代理人がいる場合は委任状（原本） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
□許可官庁に提出した申請書の別表（写し） 
□委任状（原本） 
□代理人がいる場合は委任状（原本） 

□代理人の

所在地（市

外→市内） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
□許可官庁に提出した申請書の別表（写

し） 
□市民税課へ提出した法人設立・事務所等

開設申告書（写し） 
□委任状（原本） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
□許可官庁に提出した申請書の別表（写し） 
□税務署に提出した個人事業の開廃業届出書

（写し） 
□委任状（原本） 

□印鑑 □実印変更の場合→印鑑証明（原本） □実印変更の場合→印鑑証明（原本） 
□許可更新 □建設業許可通知書又は証明書（写し） □建設業許可通知書又は証明書（写し） 
□経営事項

審査結果の

更新 

□経営規模等評価結果通知書及び総合評

定値結果通知書（写し） 
□経営規模等評価結果通知書及び総合評定値

結果通知書（写し） 

□資本金等 □商業登記履歴事項全部証明書（写し可）  
□業種の追

加 
□建設業許可通知書又は証明書（写し） 
□経営規模等評価結果通知書及び総合評

定値結果通知書（写し） 

□建設業許可通知書又は証明書（写し） 
□経営規模等評価結果通知書及び総合評定値

結果通知書（写し） 
□会社組織 ■法人から個人 

□許可官庁に提出した廃業届（写し） 
□許可官庁に提出した継承届（写し） 

■個人から法人 
□許可官庁に提出した廃業届（写し） 
□許可官庁に提出した継承届（写し） 
□定款 
□商業登記履歴事項全部証明書（写し可） 
□印鑑証明（原本） 

※その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。 



入札参加資格申請内容の変更に係る必要書類一覧 
 
○測量コンサルタント（市内業者） 
※申請内容に変更が生じた場合は、必ず変更届を提出してください。 
①一般競争(指名競争)参加資格審査申請書記載事項変更届・・・一部 
②添付書類・・・（別表）の該当書類 

（別表） 
変更内容 法人 個人 
□名称 □変更後の許可証明書（写し） 

 ※コンサル・地質・補償業者→現況報告

書、別表（写し） 
 ※建築設計業者→都道府県発行の建築

設計事務所登録証明書（写し） 
□商業登記履歴事項全部証明書（写し可）

□印鑑証明（原本） 

□変更後の許可証明書（写し） 
 ※コンサル・地質・補償業者→現況報告書、

別表（写し） 
 ※建築設計業者→都道府県発行の建築設計

事務所登録証明書（写し） 
 

□代表者 □許可官庁に提出した変更届（写し） 
□商業登記履歴事項全部証明書（写し可）

□印鑑証明（原本） 
□代理人がいる場合は委任状（原本） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
□印鑑証明（原本） 
□代理人がいる場合は委任状（原本） 

□代理人 □委任状（原本） □委任状（原本） 
□本店の所

在地（市内

→市内） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
 ※コンサル・地質・補償業者→現況報告

書、別表（写し） 
 ※建築設計業者→都道府県発行の建築

設計事務所登録証明書（写し） 
□商業登記履歴事項全部証明書（写し可）

□印鑑証明（原本） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
 ※コンサル・地質・補償業者→現況報告書、

別表（写し） 
 ※建築設計業者→都道府県発行の建築設計

事務所登録証明書（写し） 
 

□本店の所

在地（市内

→市外） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
 ※コンサル・地質・補償業者→現況報告

書、別表（写し） 
 ※建築設計業者→都道府県発行の建築

設計事務所登録証明書（写し） 
□商業登記履歴事項全部証明書（写し可）

□印鑑証明（原本） 
□代理人がいる場合は委任状（原本） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
 ※コンサル・地質・補償業者→現況報告書、

別表（写し） 
 ※建築設計業者→都道府県発行の建築設計

事務所登録証明書（写し） 
□代理人がいる場合は委任状（原本） 

□代理人の

所在地（市

内→市内） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
 ※コンサル・地質・補償業者→現況報告

書、別表（写し） 
 ※建築設計業者→都道府県発行の建築

設計事務所登録証明書（写し） 
□委任状（原本） 
 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
 ※コンサル・地質・補償業者→現況報告書、

別表（写し） 
 ※建築設計業者→都道府県発行の建築設計

事務所登録証明書（写し） 
□委任状（原本） 

□代理人の

所在地（市

内→市外） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
※コンサル・地質・補償業者→現況報告

書、別表（写し） 
 ※建築設計業者→都道府県発行の建築

設計事務所登録証明書（写し） 
□委任状（原本） 
 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
 ※コンサル・地質・補償業者→現況報告書、

別表（写し） 
 ※建築設計業者→都道府県発行の建築設計

事務所登録証明書（写し） 
□委任状（原本） 

□印鑑 □実印変更の場合→印鑑証明（原本） □実印変更の場合→印鑑証明（原本） 
□許可更新 □建設業許可通知書又は証明書（写し） □建設業許可通知書又は証明書（写し） 
□資本金等 □商業登記履歴事項全部証明書（写し可）  
□業種の追

加 
□許可証明書（写し） 
※コンサル・地質・補償業者→現況報告

書、別表（写し） 

□許可証明書（写し） 
※コンサル・地質・補償業者→現況報告書、

別表（写し） 



 ※建築設計業者→都道府県発行の建築

設計事務所登録証明書（写し） 
 ※建築設計業者→都道府県発行の建築設計

事務所登録証明書（写し） 
□会社組織 ■法人から個人 

□許可官庁に提出した廃業届（写し） 
□許可官庁に提出した継承届（写し） 

■個人から法人 
□許可官庁に提出した廃業届（写し） 
□許可官庁に提出した継承届（写し） 
□定款 
□商業登記履歴事項全部証明書（写し可） 
□印鑑証明（原本） 

※その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。 

 



 
入札参加資格申請内容の変更に係る必要書類一覧 

 
○測量コンサルタント（市外業者） 
※申請内容に変更が生じた場合は、必ず変更届を提出してください。 
①一般競争(指名競争)参加資格審査申請書記載事項変更届・・・一部 
②添付書類・・・（別表）の該当書類 

（別表） 
変更内容 法人 個人 
□名称 □変更後の許可証明書（写し） 

 ※コンサル・地質・補償業者→現況報告

書、別表（写し） 
 ※建築設計業者→都道府県発行の建築

設計事務所登録証明書（写し） 
□商業登記履歴事項全部証明書（写し可）

□印鑑証明（原本） 

□変更後の許可証明書（写し） 
 ※コンサル・地質・補償業者→現況報告書、

別表（写し） 
 ※建築設計業者→都道府県発行の建築設計

事務所登録証明書（写し） 
 

□代表者 □許可官庁に提出した変更届（写し） 
□商業登記履歴事項全部証明書（写し可）

□印鑑証明（原本） 
□代理人がいる場合は委任状（原本） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
□印鑑証明（原本） 
□代理人がいる場合は委任状（原本） 

□代理人 □委任状（原本） □委任状（原本） 
□本店の所

在地（市外

→市外） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
 ※コンサル・地質・補償業者→現況報告

書、別表（写し） 
 ※建築設計業者→都道府県発行の建築

設計事務所登録証明書（写し） 
□商業登記履歴事項全部証明書（写し可）

□印鑑証明（原本） 
□代理人がいる場合は委任状（原本） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
 ※コンサル・地質・補償業者→現況報告書、

別表（写し） 
 ※建築設計業者→都道府県発行の建築設計

事務所登録証明書（写し） 
□代理人がいる場合は委任状（原本） 

□本店の所

在地（市外

→市内） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
 ※コンサル・地質・補償業者→現況報告

書、別表（写し） 
 ※建築設計業者→都道府県発行の建築

設計事務所登録証明書（写し） 
□市民税課へ提出した法人設立・事務所等

開設申告書（写し） 
□商業登記履歴事項全部証明書（写し可）

□印鑑証明（原本） 
□代理人がいる場合は委任状（原本） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
 ※コンサル・地質・補償業者→現況報告書、

別表（写し） 
 ※建築設計業者→都道府県発行の建築設計

事務所登録証明書（写し） 
□税務署に提出した個人事業の開廃業届出書

（写し） 
□代理人がいる場合は委任状（原本） 

□代理人の

所在地（市

外→市外） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
 ※コンサル・地質・補償業者→現況報告

書、別表（写し） 
 ※建築設計業者→都道府県発行の建築

設計事務所登録証明書（写し） 
□委任状（原本） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
 ※コンサル・地質・補償業者→現況報告書、

別表（写し） 
 ※建築設計業者→都道府県発行の建築設計

事務所登録証明書（写し） 
□委任状（原本） 

□代理人の

所在地（市

外→市内） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
※コンサル・地質・補償業者→現況報告

書、別表（写し） 
 ※建築設計業者→都道府県発行の建築

設計事務所登録証明書（写し） 
□市民税課へ提出した法人設立・事務所等

開設申告書（写し） 
□委任状（原本） 

□許可官庁に提出した変更届（写し） 
 ※コンサル・地質・補償業者→現況報告書、

別表（写し） 
 ※建築設計業者→都道府県発行の建築設計

事務所登録証明書（写し） 
□税務署に提出した個人事業の開廃業届出書

（写し） 
□委任状（原本） 

□印鑑 □実印変更の場合→印鑑証明（原本） □実印変更の場合→印鑑証明（原本） 
□許可更新 □建設業許可通知書又は証明書（写し） □建設業許可通知書又は証明書（写し） 



□資本金等 □商業登記履歴事項全部証明書（写し可）  
□業種の追

加 
□許可証明書（写し） 
※コンサル・地質・補償業者→現況報告

書、別表（写し） 
 ※建築設計業者→都道府県発行の建築

設計事務所登録証明書（写し） 

□許可証明書（写し） 
※コンサル・地質・補償業者→現況報告書、

別表（写し） 
 ※建築設計業者→都道府県発行の建築設計

事務所登録証明書（写し） 
□会社組織 ■法人から個人 

□許可官庁に提出した廃業届（写し） 
□許可官庁に提出した継承届（写し） 

■個人から法人 
□許可官庁に提出した廃業届（写し） 
□許可官庁に提出した継承届（写し） 
□定款 
□商業登記履歴事項全部証明書（写し可） 
□印鑑証明（原本） 

※その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。 

 
 

 


