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は じ め に
この手引は、建設業の許可を受けようとする方及び変更届を提出する方のた
めに、建設業法に基づく許可の基準や申請の手続などを簡明にまとめたもので
す。法律の趣旨を十分ご理解のうえ、この手引を参考に手続を行ってください。
なお、申請用紙の記入漏れや添付書類の不備があった場合、提出書類を受付
できないことがあります。受付した場合でも取下げや却下処分を行わなくては
ならないことがあります。（登録免許税を除き、手数料は返却できません。）
提出書類や添付書類に虚偽や不正があった場合は、法律により処罰されます
ので注意してください。（６月以下の懲役又は１００万円以下の罰金）
また、不正な申請により許可を受けた場合には、その許可が取り消されます。
なお、国土交通大臣許可については、富山県は形式審査（申請書類等が整ってい
るかどうかのチェック）のみを行い、審査は国土交通省北陸地方整備局が行うこと
になります。
申請手続の代理については、法律で行政書士及び弁護士に限られています。
上記以外の方が、業としてこれを行うことはできませんのでご注意ください。
この手引きは、「国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について」
及び「建設業許可事務ガイドラインについて」（平成27 年1 月30 日国土交通省通知）
をもとにまとめました。
（http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000192.html）
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