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令和３・４年度 岩沼市競争入札参加資格審査申請要領 

 

１ 申請受付期間及び方法 

（１）受付期間 

 令和２年１２月１日（火）から令和２年１２月２４日（木）まで 

※令和２年１２月２４日消印有効。宅配便等は令和２年１２月２４日必着。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送のみの受付です。 

（２）郵送先 

〒９８９－２４８０ 宮城県岩沼市桜一丁目６－２０ 岩沼市総務課総務係 あて 

（３）有効期間 

令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの２年間 

（４）申請方法 

   提出書類を番号順に、申請区分ごとに指定された色のＡ４版紙ファイル（フラットファイル） 

に綴り込み、商号又は名称をファイルの表紙及び背表紙に明記して１部を郵送してください。 

  （送付する封筒に「入札参加資格審査申請書在中」と朱書きしてください。） 

 

２ 申請区分 

区 分 業種例 ファイルの色 

建設工事 工事請負全般、修繕 黄 色 

測量・建設コンサルタント等 
測量、建築設計、建設コンサルタント、 

地質調査、補償関係コンサルタント 
ピンク 

物品購入・役務等 
物品売買、賃貸借、製造請負、役務提供、

サービス業 
青 色 

 

３ 申請者の資格 

申請者は、次に掲げる事項に該当すること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号の規定に該当する者

（契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第１項各号に掲げる者）でないこと。 

（２）市税を滞納していないこと。 

（３）消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

（４）岩沼市入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年告示第８３号）別表に掲げる措置要件に該当す

る者でないこと。 

（５）建設工事区分に申請する者は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可を受けているこ

と。 

（６）建設工事区分に申請する者で、「健康保険、厚生年金保険及び雇用保険（以下「社会保険等」

という。）」に加入義務がある建設業者については、社会保険等に加入していること。 
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（７）測量・建設コンサルタント等区分に申請する者は、申請業種に関する関係法令に基づく許可・

登録を受けていること。 

（８）物品購入・役務等区分に申請する者で、営業に関し許可・登録等を必要とする業種について申

請する者は、申請業種に関する関係法令に基づく許可・登録を受けていること。 

※（２）及び（３）について、新型コロナウイルス感染症に伴う徴収猶予制度又は国税の納税猶予

制度が適用となった場合は申請が可能です。 

 

４ 提出書類 

（１）申請区分ごとの「提出書類一覧表」を確認してください。※都道府県税の納税証明書は不要 

（２）登記事項証明書又は身元証明書、印鑑証明書、各納税証明書については、申請日から３か月以    

  内に発行されたものに限ります。 

（３）申請書の年月日欄は、特に指定があるものを除き、和暦で記入してください。 

（４）申請区分ごとに提出書類を作成し、該当の色の紙ファイルに綴じて申請してください。（左側 

穴あけ可） 

（５）提出前に申請区分ごとの「チェックリスト」で添付書類に漏れがないことを確認してください。 

 

５ 審査結果 

（１）審査の結果、登録が認められた場合は、参加資格承認書を令和３年３月下旬に発送します。ま 

た、競争入札参加資格承認簿を作成し登録業者名等を公表します。 

（２）申請書類に不備があった場合は補正の上、再度提出してください。 

（３）審査の結果、申請書類に補正ができない不備又は虚偽の記載があった場合、その他競争入札参

加資格を有しないと認められた場合は、理由を付して書面により申請者に通知します。また、資

格を取り消すことがあります。 

 

６ 申請内容の変更 

  競争入札参加資格審査申請書及び添付書類の記載事項について申請以降に変更があった場合は、

代表者名で遅滞なく届け出ください。変更届の様式は、ホームページからダウンロードすることが

できます。なお、建設工事区分において、承認前に経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書

が更新された場合は、交付した受付票の写しと申請書の３ページ（及び４ページ）に必要事項を記

入の上、更新後の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しを添付して提出してくださ

い。承認後に更新された場合は、経審差替時用シート（ホームページからダウンロード）に必要事

項を記入の上、更新後の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しを添付して提出して

ください。 

 

７ 問い合わせ先 

岩沼市総務部総務課総務係 

電話番号  ０２２３－２２－１１１１ 内線５１４ 

ＦＡＸ番号  ０２２３－２４－０８９７ 
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提出書類一覧表【建設工事】 
NO 書 類 備 考 

1 チェックリスト ※ファイルの先頭に綴り提出してください。 

2 競争入札参加資格審査申請書 【建設工事】Ｐ１～Ｐ５ 

3 
建設業法による許可証明書の 

写し 
有効期間内であること。許可通知書の写し可 

4 
経営規模等評価結果通知書・ 

総合評定値通知書の写し 

※経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の有効期限は、審査基準日から 

1 年７か月です。更新された場合は、再度提出願います。 

5 社会保険等の加入状況申告書 

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の「雇用保険」「健康保険」「厚生

年金保険」のいずれかの加入の有無欄が「無」となっている者が、審査基準日から

資格審査申請日までの間に保険に加入又は適用除外になり、資格審査申請を行うと

きのみ提出。 

6 社会保険等領収書の写し 
「社会保険等の加入状況申告書」を提出する場合のみ、加入状況を確認するため、

領収証書、納入証明書等の写しを併せて提出してください。 

7 
登記事項証明書の写し又は 

身元証明書の写し 

法人：「履歴事項全部証明書」又は「現在事項全部証明書」 

個人：市区町村長発行の「身元（身分）証明書」 

8 印鑑証明書の写し 
法人：法務局発行の証明書（代表者印） 

個人：市区町村長発行の証明書 

9 
納税証明書の写し（消費税及び

地方消費税） 

税務署発行の未納税額のない証明 

法人：その３の３(「法人税」及び「消費税及地方消費税」) 

個人：その３の２(「申告所得税及復興特別所得税」及び「消費税及地方消費税」) 

※本店所在地を管轄する税務署で発行 

※新型コロナウイルス感染症に伴う納税猶予制度が適用となった場合は、上記の 

証明書の代わりに「納税の猶予許可通知書」の写しを提出してください。 

10 納税証明書の写し（市税） 

岩沼市内に本店又は委任先を置く事業者のみ提出。 

・完納証明 

※岩沼市総務部税務課で発行 

※新型コロナウイルス感染症に伴う徴収猶予の特例制度が適用となった場合は、 

上記の証明書の代わりに「徴収猶予許可通知書」の写しを提出してください。 

11 委任状 本社又は本店の代表者から支社、支店又は営業所に委任する場合のみ提出。 

12 

使用印鑑届 

※本社・受任機関の両方を登録

し、両方とも右記に該当すると

きはそれぞれの届が必要です。 

岩沼市との入札・契約に関して、次に該当する場合のみ提出。 

①本社又は本店を登録する場合で、申請書に押印した代表者印（実印）とは異なる

印鑑を使用する場合 

②受任機関（支店・営業所等）を登録する場合で、委任状に押印した受任者の印と

は異なる印鑑を使用する場合 ※委任状と同一の印を使用する場合は不要  

13 
平成 31・32 年度競争入札参加 

資格承認書の写し 
継続して登録をしようとする事業者のみ提出。 

14 返信用封筒 
長形３号に８４円切手貼付、会社名・住所記入、のりしろに両面テープ貼付。 

２枚（受付票送付用・承認書送付用）※ファイルには綴らず提出してください。 

15 製本ファイル Ａ４版 黄色（商号又は名称を表紙及び背表紙に明記） 

※NO.5、6、10～13 は該当する場合のみ提出してください。 

※NO.1、2、5、11、12 は市ＨＰからダウンロードしてください。 
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提出書類一覧表【測量・建設コンサルタント等】 

NO 書 類 備 考 

1 チェックリスト ※ファイルの先頭に綴り提出してください。 

2 競争入札参加資格審査申請書 【測量・建設コンサルタント等】Ｐ１～Ｐ４ 

3 登録証明書の写し 
申請種目に必要な事業の許可証明書、登録証明書 

※許可・登録等がない場合は申請できません 

4 業務経歴書 直近２年間の主な実績 

5 
登記事項証明書の写し又は 

身元証明書の写し 

法人：「履歴事項全部証明書」又は「現在事項全部証明書」 

個人：市区町村長発行の「身元（身分）証明書」 

6 印鑑証明書の写し 
法人：法務局発行の証明書（代表者印） 

個人：市区町村長発行の証明書 

7 財務諸表の写し 

最新１か年分の財務諸表 

法人：貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表 

個人：法人に準じた書類（収支計算書等） 

8 
納税証明書の写し（消費税及び

地方消費税） 

税務署発行の未納税額のない証明 

法人：その３の３(「法人税」及び「消費税及地方消費税」) 

個人：その３の２(「申告所得税及復興特別所得税」及び「消費税及地方消費税」) 

※本店所在地を管轄する税務署で発行 

※新型コロナウイルス感染症に伴う納税猶予制度が適用となった場合は、上記の 

証明書の代わりに「納税の猶予許可通知書」の写しを提出してください。 

9 納税証明書の写し（市税） 

岩沼市内に本店又は委任先を置く事業者のみ提出。 

・完納証明 

※岩沼市総務部税務課で発行 

※新型コロナウイルス感染症に伴う徴収猶予の特例制度が適用となった場合は、 

上記の証明書の代わりに「徴収猶予許可通知書」の写しを提出してください。 

10 委任状 本社又は本店の代表者から支社、支店又は営業所に委任する場合のみ提出。 

11 使用印鑑届 

岩沼市との入札・契約に関して、次のいずれかに該当する場合のみ提出。 

①本社又は本店を登録する場合で、申請書に押印した代表者印（実印）とは異なる

印鑑を使用する場合 

②受任機関（支店・営業所等）を登録する場合で、委任状に押印した受任者の印と

は異なる印鑑を使用する場合 ※委任状と同一の印を使用する場合は不要 

12 
平成 31・32 年度競争入札 

参加資格承認書の写し 
継続して登録をしようとする事業者のみ提出。 

13 返信用封筒 
長形３号に８４円切手貼付、会社名・住所記入、のりしろに両面テープ貼付。 

２枚（受付票送付用・承認書送付用） ※ファイルには綴らず提出してください。 

14 製本ファイル Ａ４版 ピンク（商号又は名称を表紙及び背表紙に明記） 

※NO.9～12 は該当する場合のみ提出してください。 

※NO.1、2、4、10、11 は市ＨＰからダウンロードしてください。 
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提出書類一覧表【物品購入・役務等】 

NO 書 類 備 考 

1 チェックリスト ※ファイルの先頭に綴り提出してください。 

2 競争入札参加資格審査申請書 【物品購入・役務等】Ｐ１～Ｐ４ 

3 許可（登録）証明書の写し 申請する業種の営業に関し、許可・登録が必要な場合は必ず提出。 

4 業務経歴書 直近２年間の主な実績 

5 
登記事項証明書の写し又は 

身元証明書の写し 

法人：「履歴事項全部証明書」又は「現在事項全部証明書」 

個人：市区町村長発行の「身元（身分）証明書」 

6 印鑑証明書の写し 
法人：法務局発行の証明書（代表者印） 

個人：市区町村長発行の証明書 

7 財務諸表の写し 

最新１か年分の財務諸表 

法人：貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表 

個人：法人に準じた書類（収支計算書等） 

8 
納税証明書の写し（消費税及び地

方消費税） 

税務署発行の未納税額のない証明 

法人：その３の３(「法人税」及び「消費税及地方消費税」) 

個人：その３の２(「申告所得税及復興特別所得税」及び「消費税及地方消費税」) 

※本店所在地を管轄する税務署で発行 

※新型コロナウイルス感染症に伴う納税猶予制度が適用となった場合は、上記の 

証明書の代わりに「納税の猶予許可通知書」の写しを提出してください。 

9 納税証明書の写し（市税） 

岩沼市内に本店又は委任先を置く事業者のみ提出。 

・完納証明 

※岩沼市総務部税務課で発行 

※新型コロナウイルス感染症に伴う徴収猶予の特例制度が適用となった場合は、 

上記の証明書の代わりに「徴収猶予許可通知書」の写しを提出してください。 

10 委任状 本社又は本店の代表者から支社、支店又は営業所に委任する場合のみ提出。 

11 使用印鑑届 

岩沼市との入札・契約に関して、次のいずれかに該当する場合のみ提出。 

①本社又は本店を登録する場合で、申請書に押印した代表者印（実印）とは異なる印

鑑を使用する場合 

②受任機関（支店・営業所等）を登録する場合で、委任状に押印した受任者の印とは

異なる印鑑を使用する場合 ※委任状と同一の印を使用する場合は不要 

12 
平成 31・32 年度競争入札 

参加資格承認書の写し 
継続して登録をしようとする事業者のみ提出。 

13 返信用封筒 
長形３号に８４円切手貼付、会社名・住所記入、のりしろに両面テープ貼付。 

２枚（受付票送付用・承認書送付用） ※ファイルには綴らず提出してください。 

14 製本ファイル Ａ４版 青色（商号又は名称を表紙及び背表紙に明記） 

※NO.3、9～12 は該当する場合のみ提出してください。 

※NO.1、2、4、10、11 は市ＨＰからダウンロードしてください。 

 


