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④営業芙績表 ��○ ��ｲ�不備なし ∴∴ ����
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申請者情報

住所又は所在地

商号又は名称

代表者の職氏名

:辛:: ��成 道{�� ��:午 �� 偖ﾂ�≡三一二月詰2-2詰宙 �� 

の物品の製造､購入､修繕.借受､売り払
の審査を受けたく､下記のとおり関係書類を

2噴く地方自治法施行令第167条の1 1第1

､並びにこの申請書及び添付書類の全ての

千 儁ｲ�沼 ��剴ｷ$ﾃ｢ﾈ耳爾�帝mb粐ﾂ�･iiー招＼翻‡ ∴ 9TQ- ���c(�Cｦ�� ���� 
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:, ��

株葺会社〇二 坊帽耳�｣ｪI4ﾒ�着���� 

縛衰取締役 ����ｨ�ｨ�｣ｨ�ｩ?｣���ﾒﾂ� 劍�2� 縛衰取締役 ����ｨ�ｨ�｣ｨ�ｩ?｣���ﾒﾂ� 刪� 

～ 記載事畢 i 刹L載欄 劔劔劔劔劔備考 

申請区分 �� 劔 劔劔� 剪�� れ坤-丸印) ｢.I:-_- 劔 

商号又は名称 �� ���� 剪� ���� 剪��� �� �� ��侏釥r�窒� :鷲.三三 剪�箪 尼���dS � ���� �� ��兔��,�+R�

フリガナi 凵�_イヒョウト瑳 劔劔 �8H4����ｵ��劔� ����ｸ��� �� �� ����
∴マ 劔劔� �� �-�5ﾒ� ��し �� �� 

代表者職氏名! ～ 亦���� �� 劔�� ��� �� �� �� ��劒Xｷ�棈�b�� 強酸繍蟻艶麗∴' 劔iL 剪�劔 �� �� �� �� 

∴∴ 剪�
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郵便番号 �� 劔剪���� � 剪� �� ��剪�� 

ヽ一一一 

所在地 �� 剪�ヽ ヽ �俘ﾂ���蜜 ������ ����iニーにi 辻� �� �� 剪�� 
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一∴ ��劔参事i � 

電話番号 �� � 劔����劔劔 �� ��劔 �� 

臆鵜漢書臆臆獲臆賀賀臆獲"臆SSSS鵜 劔劔劔剪�凵R●言 

FAX番号 �� �� ��剪� ����劔� � � ��� � 
"--- 剪� �� � �� �� ����剪�

i 公式ウェブサイト等のアドレス � ��劔�� ������剪� � � 

識臨薗 劔 � 剋蛻熙: � 剪� ���� �� � ���� 憑 ��iノへ､ー1 

直前1年(基準決算期) 僣H�8ﾘ"� 劔剪���� � 劔 � 劔月:1 倅�?ｦ���� 
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使　用　印　鑑　届

下記のとおり､使用印鑑を届け出ます｡ 語　朱　鯛

社印(角印) � 劔�9Uﾈ�(�2渥ｸ�2��[r�

※南渡島消防事務組合と実 剄ﾛに取引する時(入札書､ 劒Hﾅ�����������,俶yw�+x.�8ｭ8/�咥�8+x.�+�,f��+x.��ｨﾘx,ﾒ�

代理人に権限を委4 

代理人の印鑑を押印してくださいo 

南渡島消防事務組合
管理者

樵

住所又は所在地〒

商号又は名称

代表者の職氏名

式

_ヽ′i∴ ����" �� �� �� 

:-ヾ- �� �� �� � 

輿

※法人の場合は､代表者印は実印を押印すること｡ただし.権限を委任
された代理人(支社等)で実印登録がない場合は実印でなくても構いま



委　任　状

私は.下記の者を代理人と定め､資格の登録期間内において次の権限を委任します｡

委任事項　　　　…
｡入札､見積及び開村に関する件
｡契約に関する件;
･契約代金の請求及び受領に関する件
･入札､見積及び開札に関する復代理人の専任の件
･その他契約に関する一切の件

南渡島消防事務組合
管理者

-,平成30毎1月i22日-

委任者

受任者

配　架　鯛

住　　　　所

商号又は名称

代表者職氏名

郵　便　番　号

住　　　　所

商号又は名称

代表者職氏名

電　話　番　号

ファックス番号

支



入　札　参　加　希　望　項　目

大分類 �(iZｩ}��詩聖 傅ﾉZｩ}竏+ｸ,ﾉ�ﾈ/�����+X+ﾙvr�劍,X*ｸ.�+�*���ﾈｷ(+�ｴﾉ?ﾈ+x.�+�,b��

物品 亢�､"� 亦ﾕ��颱�iw�ｴ�､&�"譏ﾔ萎ﾈｴ�､$8�栄ｸ987dB�7ﾈ42�����

∴巨.その他(- ��劔 ����

建設資材 ��A鉄銅製品.BT非鉄金属製品ciコンクI �8ｨ�ｸ6r�-Di｢木材 僞採石1°" 巴(ﾛｹyぶr�冰ｩ��ﾝﾊ(ｩ�靄{�(i�Y;�8�(5簫�∴〇mは●J',∴ ら 

医療器具.薬品 ��-iiA.医療器具.医療用計ら.i医薬品i`C.=誠薬品'∴D高富拙関連用品i∴ 劔� 定.r�記入例 
･iEその他( � 

教材 傴ｶ��.くミニ婆聖徳TqBd-=P.楽雪空子平誓 言i_『.その他(- 剞ﾂ馬教材≡巨卓韓∴ ∴誓 劔ニ∴-i軸言｢ 

事務用品 �(�ｲ�-A-i-車機器(パソコン及び関連法藷捜喜成∴B一一＼オプス家具c-.事務用 劔� 読流熱､.-i慈雨撚龍襲韮軸欝嘱鰹榔｢ i＼)i 

早.その( � 剪� 

盟気機器 ��A.家庭月割軸品一号.拡自推轟-__C.通信 冖�9����嘉醸,,仁一/＼/ 剪� 剪�
:Dそめ低く- ��翠-:黙 劍����� 剪頷(ｶh菱ｬ��ﾈ曷I�ﾉ%ﾘﾇｸﾎﾙ�ｹ$ﾆ����

印刷製本 ��言A.一三般印刷日∴その他(∴時事 ��∴∴∴ 剏�..`率甑-a.yi軸軸説∴≡ii 

産室選種888国璽 

車両 ��-∴A.四輪自動車B.トラック-C.バスD当寺殊車 iH.その他( 凵��ｩ一十 

燃料.油脂 ��A.燃料油一日.__LPG一字その他仁革製鞄野寧 ��� 剌ｬ分類への丸印については.挿入タブの図形を∴ 使用すると印刷時にずれることがありますので 

繊維,皮革,ゴム ��iA..織縫製品B.単数品ic.ゴム製品D.テン � 一戸.iその他( ��刪��ｵた用紺こ直接書き込むようにしてください｡ 

保安消脇等機材 ��辛消舶機材.装備日.安全保軸忠 一iE.その他(∴ 佰�,ｨ���2馭)Lb�

金物.厨房 ��日田 
フ暮ei p.その他( � 剪ﾒ� 剪��

暖房用品 ��ｲ�⑮dilj.iTdwI(∴違S:. 亰ﾒ�i.,栄-.'一 子∴ リ ｢そ で 刺 ..1.- 31_1.- �5�6r��-��*ｸ.���x���こない項 他｣を選 だけ諾 料を添 冦ｨ/�ｯ2���+R�+ｲ�+X*ﾘｴﾈﾝ｢�WH+X,H*ﾒ�册ﾘ+x.��ｨﾘr�����價9��ｭI�ｨﾋ��,ﾒ�(iZｩ}�,ﾃ｢耡苒筧ｶr�

その他 ��A∴その他(繋蒜壷晶-幾重軍事轟 ��

の項目につ してください ださいo 凾｢て括弧内に; o必要であれば.;&..; ∴ミ後陣き ∴ 

役務.業務 委託 �8ｨ�ｸ5り8ﾈ985�8ｲ� ��

∴ーA.車両B.慢殻機械iC∴事務用機器D._ 迄,ﾉ�ﾂ�

不用品回収.古物買受 ��≡∴Å.鏑∴?.守雄C.輌D.軸-王.辛 弔x甁�

広告代理,イベント企画 ��∴∴A.i広告代理/iB一イベント企画-C.その他 ��

運送(旅客) ��iA太一中型小型そ他( ��轟蟻恕遊離洩 劔嘉 刋冤Y�Xﾝ凛c｢��9{�辻ﾔ椿傲8�(茯�X爾�･型iB._C｢D.め �� 劔言､+ 剪�

運送(貨物) ��:A.大型二B.中型iC.小型D:その他(申 ���� 剪� 薄雪1: 調���剔@聯-ii幸二_運畢誓言 

クリーニング ��壷_/醜録縛鋭 �� 兮,,蕊 迄ﾞﾓｨ��=xｵ����

警備 �� �� � A.機械B.常駐Cこ交通0.その他(i ��

自家用穏気工作物 �� �� 鞠'-韻醸醸 �� 吭｣ 几齏(��OHｴXⅹｴ��):ﾎ来ｭ�n�ｵ"�

機械設備 ��{ �� �**-_--* 劔����やﾖ�����
二∴Ai-保寸点授iB守の低く言-i �� 劔劒R竰簫�&悠Tﾈ�ｵｹ�ｸ�b粤ｲ�

消肪設備保守点検 �� ��ｸ����� 劔�� 尊℃軸 劔 � 

建物清掃 �� �� 野 ��� 剪� 

ボイラー �� 劔 ��劔O�^9/ｩ.ｲx爾�∴A.運転B∴保守点検∴轡瞬畢翠. � 剋｠轡 ��

地下油タンク清掃.点検 末����� � 劔剽�,b��馭��Hｺﾘｬｸ�����
一g.熱雲謡_. 剿|1..i 剞� 劔雑錐ー諺撚 

飲料水水質検査 �� � 

環境測定 ��≡:A.嬢擢気鰯艦B.:ダイオキシン分析一書 :F∴その他(- 剽ﾊと 劔� 

貯水描清掃 �� �� 劔��

浄化槽 ��A-.清掃B.保守点検_溜暁蒔i董 �� 劔��

設備保守 ��iii設備の絶類(綾戴冠 �� 凵�+. �� 華強請諦誇÷_)響子 

施設維持管理 �� 劔� 
-の � 

ねずみ昆虫等防除 �� � � 劔��
i∴韻離騒.普 剩ｬ拶獄/i. � 劔丶9����冨��ｭIlﾈｼ盈｢ﾒ�

プール保守点検 ��i鷲箪遠軽綺 � 劔剪yTｨｵｸｷH�(癖���

廃棄物処理.逗粧 �� �� 劔�� A.二股二早.産業C.その他(-中軸聖殿寧 �� 劔�� 

コンピュータ二他理 �� �� 劔白齎耳�ｸ褪� ��Κ棈��｢�-A-.ンス丁ム譜iB.リブ千ア発.C.そのi_∴牽韓轡謡撃 劔� 

調査.分析(建設関連除く) �� 劔��剪� -ら(.I.i.誓,... 劔��劒Rﾒ�ｨｵ��96I;�ｭ�?ｨ���

その他 ��I.吉iI,:: � 劔剪�

希望する項目について.取引を希望するものに○印をつけること｡
帝望する業務を営業する上で法令上必要な請可･登録･届出がある掲合はそれを証する書類(写し可)を併せて提出すること｡



営　業　実　績　表

審査基準日(平成30年1月1日)より前3年間(平成27年1月1日から平成29年12月31日まで)の組合管内｡他官公
庁における営業実績を次のとおり報告します｡

希望項目 劔劔劔発注者 劔劔契約件名 劔劔劔劔佛��ｾ�ｧ｢��x冷��劔剏_約年月日 契約期間 劔劔丼Iwb�

庁 � �� � ���� �� � �� �� �� ��別o亭 �� �� �� ������ � 剪� ��

∴撃早 剪�� � �� �� 剪�LEBP 劔剪�隻 ��卑Ff要一墨暖房.㍗ 劔劔剪� � ���� �� ��･I-l営 劔 �� �� �?�4u����ﾂ�迄ﾈ(ﾈ"褸ﾏｲ�劔i 剪���

口_i �� �� 陶�r��� �� �� �� �� �� ���ｨ耳6ﾓﾒ����� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� ��i∴i � ��1 ����ｲ�錬 � � 

-:-?. ��妻肇 俛Xｧb�剪�劔 刪､三. 剪�� 剪� 倩r�們ｨｦﾈ���剩諜｢謦�∴ � 剪�500 剪�� 剳ｽ成29年 度ﾈ������?｢��� 剪�-_i三庁舎局複 � ��ﾒ����,ﾂ�ﾒ箚�劔 

苗由 刄^ンク ����車 � ��(�"�∴∵ �� �� ��蕪 �� �� ��∴71-( 倆B� ���3ﾕ�剃洞��僮h薰�一意 ��"�薫 俘ﾂ�翠 �� �� 呈�����を∴: �� ������ �� 舒ﾉ�ﾈｷ�銈�H娵�8饕�蕀�ﾃ#吋���ﾈ�#�?ｨ-ﾂ�凵R∴､ �.r� ��車藁 �15施設の∴ヰ 剿迚ｺ∴油∴ 業務委 刳� 田 �5r���1､ I � 倆B� 

､目しー 劔���� � � 

回田暮夏国回書回書回書 

_ーゝ 劔� � �� �� �� � �� 劔 �� � 劔劔劔劔劔��

∴他官公庁における実績についても∴∴ できる限り具体的な記載をお願いいたします- 劔劔劔劔剪���

記入例 劔劔劔劔劔剪� 劔��劔劔 
÷/∴､ �� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� � �� ���� �� �� �� ����

== 劔 ����/ 梯� �� ��･〈',～_く 兩日.∴ 劔 �� �� �� �� �� � �� �� � �� �� �� �� 剪� ��剪� ����


