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【建設業許可申請に係る個人情報の利用目的等】 

 千葉県知事が、建設業法第 3 条の規定に基づき提出される建設業の許可の申請書

（同法第６条に基づく許可申請書の添付書類及び第 11 条（第 17 条で準用するものを

含む。）に基づく届出書を含む。以下「許可申請書等」をいう。）により取得する個人

情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。 
 
１．許可申請の審査事務（千葉県知事、国土交通大臣及び他都道府県知事が行う許可

審査事務において相互に利用する場合を含みます。） 
２．建設業の許可を受けた者に対する指導監督等の事務 
３．許可申請書類の閲覧 
４．国、地方公共団体及び建設業法施行令第 27 条の 2 に規定する法人が行う建設工

事の発注業務について必要となる情報の提供（公共工事発注支援データベース シ
ステムにより提供するものを含みます。） 

５．他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の

定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき 
６．その他提供することについて特別の理由のあるとき 
 
 
【建設業許可申請等の相談について】 

この手引きに記載されていない事項などについて、行政書士の方などが、直接職員

に相談をする場合は、建設・不動産業課建設業班又は各土木事務所（連絡先は本手引

の最終ページ参照）にご連絡ください。ただし、相談は事前審査ではありませんので、

相談を受けた後の申請であっても、審査の結果、補正指示、拒否処分、取り下げ等と

なる場合があります。 

 

 
○ 申請書類に虚偽や不正があった場合は、法律により罰せられます。 
○ 行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、「官公署へ提出  

する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成」を業とすることが  
できません。
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令和２年１０月版 主な改正点 

 

・建設業法改正に伴う法定様式、許可要件（経営業務の管理責任者等、社会保険等）及び 

建設業者として守るべき主な事項の見直し。 

 

・申請書、変更届等、管轄の土木事務所への郵送での受付けを恒久的な取り扱いとした。 

 

・医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律により、

常勤性の確認資料等として健康保険被保険者証を使用する際には、当該写しの被保険者等記号・

番号を復元できない程度にマスキングを施す必要がある旨の追記（手引 P55 参照）。 

 

 
※その他、表現の訂正や記載ページの訂正あり。 

 
 

◎申請様式について今後の取り扱い 

 

１０月１日以降の提出分について、旧様式での提出があった場合 

⇒受理をした後、法定様式については差し替え等補正を求めます。 

⇒千葉県様式については令和３年１月３１日まで経過措置期間とし、 

旧様式のままでも差し支えないものとします。 


