
R2.12.7現在

申請
区分

項　　目 質　　問 回　　答

1 共 担当者 申請書に記入する担当者とは？
今回の申請に対して、岩沼市からの問い合わせ等
に対応できる方を担当者として記入してください。

2 共
②本社（店）情報

メールアドレス

代表のメールアドレスと担当者のメールアドレスとど
ちらを記入すればよいのでしょうか？

次回の入札参加資格審査申請の案内など、事務連
絡用に使用するため、連絡が取りやすいアドレスを
記入してくだい。

3 共

⑤法（個）人
詳細情報

営業年数

営業年数の基準日はいつでしょうか？
申請日の属する事業年度の終了の日までの満の
年数を記入してください。

4 共

⑤法（個）人
詳細情報

設立年月日

営業年数や設立年月日には登記簿の成立年月日
や、建設工事の区分であれば経審の営業年数を記
入するのでしょうか？

原則としては登記簿の年月日としますが、創業年月
日を記入しても構いません。

5 共

⑤法（個）人
詳細情報

職員数

職員の人数の基準日はいつでしょうか？
申請日現在における常勤職員の人数を記入してく
ださい。

6 共

⑤法（個）人
詳細情報

職員数

職員の人数は会社全体の人数でしょうか？
営業所に委任するので、受任機関の職員の人数で
しょうか？

受任機関がある、なしに関わらず、会社全体の人数
を記入してください。

7 共

⑤法（個）人
詳細情報

職員数

一人の職員を総技術員数と総職員数に複数カウン
トしてよいでしょうか？

職員数は延べ人数で記載してください。
したがって、一人の職員を複数カウントして差し支え
ありません。

8 共 代表者印
申請書には代表者印を押印しなくてもよいのでしょ
うか？

申請書の最終ページ（誓約事項や同意事項が記載
されているページ）に代表者印（添付の印鑑証明書
と同一の印鑑）を押印してください。
（代表者印があれば、社印は不要です。あっても
可）

9 共 代表者印
支店に委任する場合、申請書に押印する印は「支
店長印」でもよいのでしょうか？

支店に委任する場合でも、申請書に押印する印は
本社の代表者印（添付の印鑑証明書と同一の印
鑑）です。

10 共
納税証明書
（国税）

納税証明書の写し（国税）は、どこの税務署発行の
ものを提出するのでしょうか？

受任機関がある、なしに関わらず、本社（店）所在地
を管轄する税務署発行のものを提出してください。

11 共 納税証明書 都道府県税の総税証明書の写しは必要ですか？ 不要です。

12 共 納税証明書
市内業者ですが、水道料の未納がないことの証明
は必要ですか？

不要です。

13 共 納税証明書
会社を設立したばかりですが、納税証明書は提出
するのでしょうか？

設立したばかりの法人も、提出してください。また、
納税義務の有無にかかわらず、提出してください。

岩沼市競争入札参加資格審査申請
よくある質問と回答
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14 共 納税証明書

税務署から未納税額のない証明を入手したところ、
付記として支払期限の到達していない税金を除く旨
の記載がありました。この付記のあるもので申請で
きるのでしょうか？

また、申請できたとして、税金納付後に改めて未納
税額のない証明を提出する必要があるのでしょう
か？

申請日から過去3か月以内の証明書であれば、未
納がないことの記載に支払期限の到達していない
税金を除く旨の付記があっても問題ありません。な
お、国税だけでなく、市税においても同様に問題あ
りません。

また、税金納付後に改めて未納税額のない証明を
提出する必要はありません。ただし、個別に確認す
る必要がある場合は最新の証明書の提出をお願い
することがあります。

15 共
委任状

代表者印

委任状の委任者欄に押印する印は、社印と代表者
印両方でしょうか？

代表者印（添付の印鑑証明書と同一の印鑑）のみ
で差し支えありません。

16 共
前回の承認書の

写し
平成31・32年度競争入札参加資格承認書を紛失し
てしまったのですが、どうすればよいでしょうか？

チェックリストの欄に紛失と記入してください。

17 共
前回の承認書の

写し

平成29・30年度は登録していたのですが、平成31・
32年度は登録していませんでした。その場合は平
成29・30年度の承認書の写しを添付すればよいで
すか？

平成29・30年度の承認書の写し、または承認番号
がわかるのであれば、承認番号を申請書に記入し
てください。

18 共 返信用封筒

「建設工事」と「物品購入・役務等」の２区分を申請
するのですが、ひとつの封筒で申請してよいでょう
か？また、その場合は返信用封筒は２枚でよいの
でしょうか？

申請はひとつの封筒で構いませんが、返信用封筒
についてはそれぞれの申請区分ごとに、２枚ずつ添
付してください。２区分を申請する場合ですと、返信
用封筒は４枚必要です。

19 共 指名停止
現在岩沼市から指名停止を受けているのですが、
今回の入札参加資格審査申請はできるのでしょう
か？

指名停止中でも申請の受付・（要件が整っていれ
ば）登録承認を行いますが、指名停止期間中の入
札参加はできません。

20 共 様式
会社で作成している様式を使用してよいでしょう
か？

業務経歴書については、本市の様式に別紙のとお
りとして、独自様式を添付して構いません。また、委
任状や使用印鑑届については、本市様式の項目内
容が満たされていれば独自様式でも構いません。

21 共 事業協同組合等
事業協同組合で登記簿や財務諸表等がない場合
は何を提出すればよいですか？

定款や総会資料、役員・組合員名簿等を提出してく
ださい。

22 共 使用印鑑届
使用印鑑届はどのような場合に提出が必要です
か？

本社（本店）が登録の場合→申請書に押印した実
印とは違う印を、入札・契約時に使用する場合。

受任機関が登録の場合→委任状に押印した受任
者印とは違う印を、入札・契約時に使用する場合。
委任状に押印した受任者印を使用する場合は、使
用印鑑届の提出は不要です。

23 共 使用印鑑届

使用印鑑届に「入札、契約の締結及びその他契約
事務一切に関し、下記印鑑を使用」となっています
が、届出したい印鑑も社外持出禁止のもので、入札
時に持参することはできません。入札の文字を削除
していいですか？

入札の時は、入札に関する委任の制度がありま
す。入札用委任状に、委任者として使用印鑑届の
印を押印し、受任された者として入札に参加する社
員等を指定し、その方の私印を届出することができ
ます。よって使用印鑑届の文章は原則として変更し
ないでください。
（入札の文字を消すと入札用委任状は、本社の代
表者の実印又は登録時委任状の印の押印が必要
となります。）
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24 共 使用印鑑届

委任状で押印した受任機関の長の印とは異なる印
鑑を契約・入札で使用する場合でも使用印鑑届の
様式には「実印」とあるので、代表者が実印を押印
しなければならないのですか？

委任状で委任する際に入札・契約で使用する印鑑
で押印されることが大多数であると判断して、使用
印鑑届の様式には「実印」と記載しましたが、委任
状が作成されている時点で、受任機関に係る入札・
契約に関する権限は代表者から受任者へ移譲され
ていますので、受任機関の代表者名で書類を作成
いただき、「実印」を「委任状の受任者の印」と読み
替えて当該印を押印してください。

25 建 使用印鑑届

本社と受任機関のそれぞれで登録する場合で、本
社の実印を申請書に押印していますが、本社での
契約・入札で使う場合の印は別の印鑑です。受任
機関の支店長印は委任状に押印したものを入札・
契約で使います。その場合、どのように使用印鑑届
を作成すればよいのでしょうか？

本社で使用する印鑑の使用印鑑届を提出してくださ
い。

なお、
・　本社は実印、受任機関は委任状に押印した印と
は異なる印鑑を契約・入札で使用する場合は、受任
機関で使用する印鑑の使用印鑑届を提出してくださ
い。
・　本社と受任機関が、申請書及び委任状で押印し
た印と異なる印鑑を契約・入札で使う場合は、それ
ぞれの使用印鑑届を提出してください。

26 建
経営規模等評価
結果通知書・総合
評定値通知書

「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」
は更新の申請中なのですが、現在手元にある通知
書の写しを提出すればよいのでしょうか？

「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」
の有効期間は１年７か月です。入札参加資格審査
申請の時点で有効であれば、現在お手元にある通
知書の写しを提出してください。その際は、経営事
項審査申請書の控えの写し等を添付してください。
なお、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防
止のための措置の影響を受けて、経営事項審査の
受審が遅れた場合はご相談ください。

27 建
経営規模等評価
結果通知書・総合
評定値通知書

入札参加資格審査申請後、承認前に更新後の「経
営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が
届いたのですが、再度提出するのでしょうか？

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、再度提出してください。
再提出の際は、申請書の「⑦登録希望営業所　経
営規模等評価結果・総合評定値」の内容を書き替
えたうえ、受付票の写しと併せて再提出してくださ
い。
（承認書送付後の手続きはホームページに記載の
とおりです。）

28 建

⑤法（個）人
詳細情報

建設業法の許可

建設業法の許可を複数受けているのですが、申請
書にはどのように記入すればよいのでしょうか？

許可年月日が最も古いものを記入してください。

※許可年月日は許可証明書（許可通知書）の通知
日ではなく、許可の有効期間の始期の日付です。

29 建
⑤社会保険等
加入状況

「社会保険等の加入状況申告書」及び「領収書等」
を提出する必要があるのは、どのような場合です
か？

「無」の項目があるが、現在は加入している場合に、
申告書及び領収書等を提出し、申請してください。

全ての項目が「有」または「除外」の項目がある場合
は、申告書及び領収書等の提出は不要です。

「無」の項目があり、現在も未加入の場合は、申請
できません。

30
ｺﾝｻﾙ
物 業務経歴書

業務経歴書には県内の業務のみを記入するので
しょうか？また、自治体発注の業務のみを記入する
のでしょうか？

県内の自治体の業務を優先して記入し、ない場合
は県外の自治体や民間業者発注の業務を記入して
ください。

31
ｺﾝｻﾙ
物 財務諸表

財務諸表で注記表を作成していないのですが、どう
すればよいですか？

注記表以外の財務諸表を提出してください。

32 ｺﾝｻﾙ
⑥有資格者数

（人）
一人の職員を各項目に複数カウントしてよいでしょ
うか？

職員数は延べ人数で記載してください。
したがって、一人の職員を複数カウントして差し支え
ありません。
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33 ｺﾝｻﾙ

⑦登録を受けて
いる業種

⑩登録希望業種

本社、又は別の営業所は建築士事務所登録をして
いますが、委任する受任機関が建築士事務所登録
をしていない場合は建築設計関係として申請できる
のでしょうか？

申請できません。建築設計関係として登録したい場
合は、建築士事務所登録をしている本社又は別の
営業所を受任機関として申請してください。

34 物

⑤法（個）人
詳細情報

年間売上高

「建設工事」と「物品購入・役務等」の２区分を申請
するのですが、年間売上高は「物品購入・役務等」
にかかる部分の決算額でしょうか？
それとも、建設工事の決算額も含めてよいのでしょ
うか？

物品購入・役務等の決算額のみ記載してください。

物品購入・役務等にかかるものであれば、登録希
望営業品目以外の項目分が含まれていても差し支
えありません。

35 共 申請方法
郵送のみの受付となっていますが、レターパックや
宅配便による申請はよいのでしょうか。

レターパックや宅配便等による申請も可能です。持
参による対面での受付は行わないということです。

申請区分：共通事項⇒（共）　　　建設工事⇒（建）　　　測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等⇒（ｺﾝｻﾙ）　　　物品購入・役務等⇒（物）
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