
平成30･31 ･32年度

参加資格審査申請の手引き

品･役務･業務委託

南渡島消防事務組合



この申請は､平成30 , 3 1 ･ 32年度における南渡島消防事務組合発注の

物品の購入､製造､修繕､売り払い､役務の提供､委託業務の請負等に関する

契約に係る入札咋参加を希望される方について資格の審査をするものです｡

資格審査の結果,有資格者になりますと平成30 〟 3 1 , 32年度の入札参

加資格者名簿に登載されます｡

但し､資格を盾することによって自動的に､又は直ちに発注があるというこ
とではありませんのでご留意願います｡

1　審査基準日

平成30年 1月1日

2　資格要件　一

次のいずれか庫亥当する場合は､資格審査を申請することができません｡

(1)地方自治法施行令(以下｢政令｣という｡)第167条の4第1項に規

定する者;(T記のア､イ)｡

ア)　契約を締結する能力を有しない者

イ)　破産者で復権を得ない者
i

(2)政令第1 67条の4第2項(不正行為等)の規定により競争入札-の参

加を排除されている者

(3)国税､都道府県税､市町村税を滞納している者

(4)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7 7

号)第2条に規定する暴力団､暴力団員及びその利益となる活動を行う者
i

3　必要要件

(1)平成30年1月1日時点で､引き続き1年以上その事業を営み､希望莱

種において売上高があること｡

(2)営業に関する許可､免許又は登録を必要とする場合は.当該許可等を平

成30年1月1日以前に取得していること｡
i

4　資格の有効画間

平成30年4月1日から平成33年3月31日まで

5　申請の受付

(1)受付期間　平成30年1月22日(月)～2月28日(水)

9 : 00-1 2 : 00　1 3 : 00-1 7 : 00

(2)受付場所
I

ア)　消防畢部　総務課総務係

住i所　049-0162　北海道北斗市中央2丁目6番6号

電話番号　0138-73-5130

(3)受付方法　持参及び郵送(郵送の場合は､上記-提出のこと)



6　提出書類-;覧

提出 傚�}駝ﾈ,h+ｶ�,ﾉ��k��必要区分 
法人 侘)�ﾂ�

1入札参加資 丿��(ﾛ��ﾉ����9WIUｸｷ�-��ﾉ����○ ��ｲ�

2営業実績表 忠fｹ6ﾈ�2ﾈ�M�*ﾂﾈ�YI*ﾂﾉ�ﾈｪ�i*���○ 別様式可 ��ｲ�¥ｩvﾈ��"�

平成28 ��ﾈ��?ｨ*�.y[ﾙ�ﾃ#僖��(ﾈ�3�?ｨ-ﾈ,R�

の期間における北斗市､七飯町､鹿部町及び他官公庁に 

対する営業実績をそれぞれ記入することo 

3営業所一覧 組合管内､ 亳��6�8xｬy>�H+ｸ,ﾉ�ﾈ,兒ｨ*�,Hｴﾉ?ﾈ+x.�+�,j��○ ��ｲ�

※1組合管内､ �6�8xｬy>�,兒��H,ﾈ迚5�9�*ｨ*�.ｨ,��9Uﾈ+x.��

ものを記入 唔�ﾈ,ﾘ+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾉy8,亢ﾉ?ﾈ+x.�+�,f��別様式可 兔ｩvﾈ��"�

※2支店等がない場合は各欄に｢無｣と記入し提出｡ 

4印鑑証明書 ��○ 写し可 ��ｲ��+X�"�

法人の場合 �,ﾚId�k�ｼyJﾘﾗ8,ﾈ.�,ﾊHﾌ)�ﾈ,ﾈ�ｨﾘx,ﾘ�8ｾb�

町村の発行のものになり､平成29年10月1日以降に 

交付された事のとする｡ ～ 

5登記事項証 冖顋��○ ����

法務局発行のもので､平成29年10月1日以降に交 

付されたものとする〇 一 i 剋ﾊし可 

6身分証明書 代表者の本籍地の市区町村が発行するもので､平成2 凵~ ��ｲ�

9年10月1 �?ｨ決ﾗ�,佰�WH+8.ｨ+ﾘ.�,ﾈ,h+x.��ｲ�們ｨ+X�"�

7納税証明書 ��○ 写し可 ��ｲ��+X�"�

詳細につい �,H,ﾓ2ﾓI¥X,ﾊ#yEｹ�X�洩顋�,�,(*(,J2�

を参照し､平成29年10月1日以降に交付された国 

税､都道府県 佛ﾉ�X,ﾈ+ｸ.ｨ+ﾈ.ｨ,ﾉEｹ�X�洩顋�/�/��+x.�+��
とo ��ｲ�����
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8許可､登録 唔<ﾘ�9��洩顋��△ 写し可 ��"��+X�"�

営業に関し 囘�}�9�,�.h.飴h�*I6�粳<ﾘ�Ilhｹi9�,ﾂ�

必要なものー �,(*(,JHｺ9��?ﾈ腥������ｦ�/��ﾉ��+x.��ｨﾘr�
は､別表1, �"ォ�ｳRﾃi¥R�/����,ﾈ�8+ｸ.ｨ+ﾈ.ｩTｲ�

要な証書等 們ｨ+X/�5儻H+x.�+�,j�-ﾈ+ﾙ¥ｩUﾈ,儷ﾈ麌,ﾈ,��
いものであ �,H.�H�8ｼh,亊h+Yd�}�9�,�.h.飴h�*I6�鵤�

届出､免許 �,ﾉTｹwh,�.�,ﾈ,�,(*(,I?ﾈ腥������ｦ�/��ﾉ���

する場合は､ と｡ �+ｸ.ｨ+ﾈ.ｩTｹwh,��飲�,ﾈ�+X/�5儻H+x.�+��

9返信用封筒 郵送で申請 �/�+x.��ｨﾘx,ﾈ-ﾓ�(鈴�稲�/�5ﾉWH+ZI�yWB�△ ��"�

先を記入した 用) 兢I�ﾙw�YY9ｸ/�/��+x.�+�,h�ｲ茨9yﾙUｹ�yWB�

10その他管理 ���*ｩTｹwh,iDh-�.傚�}��A ��"�

上記以外の ること○ 傚�}�,Xｬyyﾘ�(*ｩTｹwh,iDh-�.傚�}�/�/��+r�

○印については必ず提出するもの､ △印については該当す

る場合

※2　申請

するものになります｡

記入方法については､別紙｢申請書等の記入例｣を参照して
くださいoi

※3　協同組合等の場合は､定款及び組合員名簿を提出してください｡

7　納税証明書について

添付の必要な納税証明書は､国税及び都道府県税の納税証明書(組合管内
税分は不要)iであり,平成29年1 0月1日以降に発行されたもので､写し

でも可能です｡

(1)国税の納税証明書

ア)　納税証明書の請求窓口は､所管する各税務署です｡

イ)個人の場合必要な証明書は､納税証明書｢その3の2｣です｡

ウ)　法人の場合必要な証明書は､納税証明書｢その3の3｣です｡
)

(2)都道府県税の納税証明書
<北海道内咋本店がある場合>

ア)　納税駈明書の請求窓口

北海道の場合､道税事務所､各総合振興局,振興局税務課

イ)　必要な証明書は､全ての道税に未納のないことの証明書(市町村が

賦課徴収する個人道民税を除く)

<北海道内に本店がない場合>

ア)本店が所在する都道府県民税に未納のないことの証明書
イ)　北海道内に支店､営業所等があり､北海道に納税義務がある場合は

上記<北海道に本店がある場合>と同様､道税の納税証明書
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8　受付票

平成30葛

社名)､連絡ラ

9　変更届

資格審査申

資格関係事項
し､届出をす

く変更の届出

①会社(本社
②使用印鑑

③振込先口座

3 1 , 3 2年度入札参加資格審査申請書受付票は.申請著名(本

己､提出書類確認票の申請者確認欄を記入して提出すること｡

請書の記載事項に変更があった場合には､速やかに｢入札参加

変更届(物品等)｣に変更事項を記入の上､変更関係書類を添付
ること｡

を行う事項)
･受任者)の名称､所在､代表者の職,氏名及び電話番号

目内容
※添付書類‥塵記事項証明

I

IO　その他

(1)申請書等の提出書類は､フラットファイル等には綴じないこと｡なお､

提出の際甲ま､提出書類一式をクリアファイル等の劉犬のものに入れて提

出すること｡

(2)特に郵送で提出する場合は､添付書類等に不備がないよう十分注意する
こと｡　-

(3)申請書等の記入方法については､別紙｢申請書等記入例｣を参照の上､

記載内容に不備がないよう記入すること｡
i

別表1

許可｡登録｡届出等一覧(物品)

略称 亦�ｹh�"ﾉ6�篷<ﾘ�9�,ﾉkﾈ��俑ｨｹ)d�}��

採石 俐ﾉ���業者登録通知書 俐ﾉ�馘��c3(���

砂利 俚ｹy��採取業者登録通知書 俚ｹy緯ﾈ靖d��c8���

肥料 儂ﾉ{�ｩHHｼik�､ｨ跌<ﾒﾈﾜ����儂ﾉ{�i/yd��c#8���

農薬 僞�"�販売業届,済証 僞�(靖/yd��c����

火薬 �駮"�類販売営業許可書 �駮)}韶i/yd��cX���

毒物 �<YZ以�Z�)<�.鰻冦ｪ9LﾉHHｼi6�餠ｲ��<YZ姐�-�ﾈ�Z稲i/yd��cH���II �)E�iw�V冦ｪ4白�II 

II �(自Lｪ6ﾆﾂ�II 
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薬局 冩(ｼr�開設許可証 冩(駟d��cH���c�ﾘ��

医製 �9o"�品等製造販売業許可書 冩(駟d��c�(���c�ﾘ��

部外製 �9o"�部外品製造業許可書 粕��

節 �9o"�品販売業許可書(卸売販売業) 冩(駟d��c#H���c�ﾘ��

薬店舗 ��Il(店舗販売業) 粕��

配置 ��ll(配置販売業) 粕��

麻薬 冑9o"�卸小売業者免許証 冑9o(ｷ�-�ﾏﾉ����(靖/yd��c2����

計量 �<�.��計量器販売事業局 佗i|ｩd��cS����

認証 俾�:��車分解整備事業認証書 �;刋���x鋹{ﾉd��cs����

認定 冲I|r�自動車整備事業者認定書 �;刋���x鋹{ﾉd��c滴���

指定 倡y.��自動車整備事業指定書 �;刋���x鋹{ﾉd��c滴��,ﾃ"�

検査 佶���業者登録証 刋ｩ:ﾘ���8���id��cSH��,ﾃ2��c�ﾘ��

石油 ��駮ｲ�販売業届出書 ��駮ｸ,ﾉOY'�,ﾈｦﾙ]ｹ9�,亊h+x.��d�zY�c#H���

揮発油 弍iJﾒ�油販売業登録通知書 弍iJﾙoｹ9�,ﾉV俯�,ﾈｦﾙ]ｹ9�,亊b�+x.囘�zY�c8���

ガス 俘(�2�ガス販売事業届出書 俘(�84ｸ5云ｸ��d��c#���,ﾃB�

食品 ��鰻��販売業登録票 ��鰻�,ﾉ�ｹ�)LﾉHHﾗ8ⅹ9���h���~��cH���
飲食 業許 �5蟹�鰻��ｹ�*I�鰻儉ﾉHI9�,ﾈ�2��"�食品衛生法第52条 

米穀 兔Hﾙ"�出荷又は販売の事業届 偃Ywi�榎h,ﾈ�ｸｸｷ�-�廁ｦ�,ﾈ���.�,亊h+x.囘�zY�cCx���
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別表2

登録寒届出等一覧(役務｡業務委託等)

略称 ��許可,登録,届出等の名称 俑ｨｹ)d�}��

古物 侘9Z��商許可証 侘9Z�8ｼid��c8���

金属くず 仞����くず商許可証 仞���*ﾘ+亜��ｼh,亊h+x.���~���c8���

運送 �ｩL｢�旅客自動車運送事業許可証 �;刋���yd��cH���
貨物 俾�:竟H暮�x馼ｼhｹh�(���貨物自動車運送事業法第3条､ 36条 

ゲ)一二ング �4�8｢�一二ング所開設届出書 �4�8ｨ�ｸ6ｨ984�id��cX���

警備 佗碓R��(���業認定証及び各指導教育責任 佗碓Xｼid��cH���

消防設備 傲�f��設備士免状 傲�f嬰��c�x��,ﾃr�
消防 ��ﾙOY5���ｦ倆)lh�2�消防法施行規則第31条の6 第5項 

建物清掃 佶ｩ'｢�物清掃業登録証明書 佶ｩ'ｩZ�,�*�*�.���i4豫(ｺｸ,ﾂ�ｦﾙ]ｸ,亊h+x.囘�zY�c�(��,ﾂ�"�

建物総合 佶ｩkb�k顋��物環境衛生総合管理業登録証 粕��

空気 佶ｩ'｢�物空気環境測定業登録証明書 粕��建 録証 兒袷8ｴ9+)��w�5�4�6y�I�ﾈｼi6��k顋��II 

昆虫 佶｢ﾒ�k顋��物ねずみ昆虫等防除業登録証 粕��

水質 佶ｩ'｢���H�����物飲料水水質検査薬登録証明 粕��

排水 佶ｩ'｢�物排水管清掃業登録証明書 粕��

貯水槽 佶ｩkb��k顋��物飲料水貯水槽清掃業登録証 粕��

ガスくん蒸 �<�.��化学物質等作業主任者技能講 �<�.�ｸｧyZ壱�9���･�uﾉf斡ｹ�R�
習修 几����第27条 

ボイラー �7ﾈ42�ラー技士(描,1,2級)免許 �7ｸ488��ｸｷ�-��9|ﾙvXｮﾘ���8ｴｲ��Y�c度���

ポイ �8��ｹ�餔X贓lhｹh���ボイラー及び圧力容器安全規 則第113条 
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浄化槽 ��(峇�槽清掃業許可証 ��(峪�Yd��c3X���
浄化 ��Y]ｸ菇5��h�)6�鞋�,ｩ&ﾘ���浄化槽保守点検業者の登録に 関する条例第2条 

廃棄物 �ｩL｢�廃棄物処理業許可証 僭�ｯﾉZ�,ﾈ�yﾘｷ�-��I�ﾈ,亊h+r�.囘�zY�cx���

産業 僭�ｯﾉZ茨ｸ�暮L�ﾈ�Zｨｼhｹh�(���lI第14条 

労派遣 �ｩL｢�労働者派遣事業許可証 刋ｩ:ﾘ�)F位ﾘ馼ｼh,ﾉ4ｹ�8,�阮2�,ﾈｦﾙ]ｸｷ�-�F位ﾙ┼:ﾘ�(,ﾈ��ｼb���ﾈ�,ﾉ�餔Y9�,亊h+x.囘�zY�b�X���ﾘ��

特定 刋ｩ:ﾘ�)F位ﾘ馼ｼi<ﾘ����II第16条1項 

※上記以外で

いて入札参

ず添付する

あっても､営業に許可､登録､免許等が営業に必要なものにつ

加資格の審査を受ける場合､それぞれ必要な証書等の写しを必
こと｡

7


