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平成２９・３０年度 

弘前市指名競争（一般競争）入札参加資格審査申請の手引き 

（建設工事） 

 

市外業者用（随時の審査用） 

 

１ 有資格者になるための主な条件 

 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項に該当しない者であること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる者

で、その事実があった後３年以内で市長が定める期間を経過しない者に該当しない

者であること。 

（３）申請に際し、申請書及び添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者でないこと。 

（４）申請日時点において 2 年間以上の営業実績があり、かつ、建設業許可を受けてから

1 年間以上経過していること。 

（５）申請日時点において法人税（申告所得税）、消費税及び地方消費税に未納がないこ 

と。 

（６）登録を希望する業種について、建設業法第２７条の２３第１項による経営事項審査

を受けていること。 

（７）社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していること（当該保

険の適用を受けない事業所の場合を除く。） 

 

２ 申請書の提出方法、受付期間 

 

 （１）提出方法 

   ①フラットファイル（Ａ４Ｓ型・ピンク色）の表紙と背表紙に、商号又は名称を記入

してください。 

②「５ 提出書類」の順番に並べて、左とじに綴ってください。 

（綴らない書類もありますので、６ページの提出書類一覧表で確認してください。） 

③郵送、宅配便により提出してください（配達記録が手元に残る場合に限ります）。 

 （２）受付期間 

    平成２９年４月３日（月）から平成３０年２月１３日（火）まで（必着） 

※原則として申請書受理後４０日以内に審査のうえ、資格決定の通知があった日か 

ら有資格者として名簿に登録します。ただし、申請書類に不備がある場合は、登録 

が４０日経過以降になる場合があります。 

 

３ 入札参加資格の有効期間 
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  随時の審査の結果による入札参加資格の有効期間は、資格決定の通知があった日から 

平成３１年 3 月 31 日まで 

 

４ 申請書の提出先及び問い合わせ先 

 

  〒036-8551 

  青森県弘前市大字上白銀町１－１ 

  弘前市経営戦略部法務契約課契約係 

  電話 0172-35-1137（ダイヤルイン） 

 

５ 提出書類 

 

提出する書類は次のとおりです。 

※様式は、市ホームページよりダウンロードしてください。 

（http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/keiyaku/sinsei/zuiji.html） 

原則、窓口では配布いたしません。なお、中央公契連統一様式での提出も可とします。 

  ※申請書類の基準日は、申請日現在とします。 

 

（１）指名競争（一般競争）入札参加資格審査申請書（建設工事）（市様式） 

 「６ 申請書記載要領」に従って記載してください。 

（２）工事経歴書（市様式） 

直前２事業年度分について提出してください。 

（３）登記簿謄本等の写し（申請日前 3 か月以内に発行されたもの）…法人の場合のみ 

登記簿謄本又は履歴（現在）事項全部証明書（各法務局で交付します） 

（４）納税証明書の写し（申請日前 3 か月以内に発行されたもの） 

  国税の未納のない証明（各税務署で交付します） 

①法人の場合…法人税と消費税及び地方消費税（様式その３の３） 

  ②個人の場合…申告所得税と消費税及び地方消費税（様式その３の２） 

※納税証明書の交付請求をする際には、事前に最寄りの税務署に必要書類（納税証

明書交付請求書、委任状等）を確認するようにしてください。 

   詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。 

(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shomei/01.htm) 

なお代理人が請求する場合は委任状が必要です。 

※e-Tax（国税電子申告・納税システム）を利用しているかたはオンラインで納税

証明書の交付請求ができます。 

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/keiyaku/sinsei/zuiji.html
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shomei/01.htm
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 （５）社会保険等の加入を確認できる書類の写し又は社会保険等の適用を受けないこと

の申立書（市様式） 

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書において、社会保険等（健康保険、厚

生年金保険及び雇用保険）における加入の有無欄が１つでも「無」と記載されている

場合で、社会保険等に加入している事業所は、加入状況を確認できる書類を、社会保

険等の適用を受けない事業所は、申立書に必要事項を記入し、押印のうえ提出してく

ださい。 

なお、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書において、社会保険等の加入

が「有」または「除外」と記載されている場合は、提出の必要はありません。 

 

「社会保険等の加入を確認できる書類」 

…直近の保険料の領収証、適用通知書（健康保険・厚生年金保険）、雇用保険適用事業

所設置届事業主控、直近の標準報酬決定通知書等 

 

（６）経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 

申請日時点で有効な通知書を提出してください。 

（７）技術職員名簿 

  直近の経営事項審査時における技術職員名簿（20005 帳票）の写しを提出してくだ

さい。 

（８）委任状（市様式：支社・支店・営業所・出張所等用） 

支社・支店・営業所・出張所等に委任する場合に提出してください。 

（９）指名競争（一般競争）入札参加資格審査申請受付票（市様式） 

（１０）業者カード（市様式） 

「７ 業者カード記載要領」に従って記載してください。 

（1１）営業所一覧表の写し 

直近の建設業許可申請時に許可行政庁へ提出した建設業許可申請書別紙二（１）又は

（２）の営業所一覧表の写しを提出してください。 

（1２）受付票返信用封筒（82 円切手貼付） 

   

６ 申請書記載要領 

 

申請書は、本店（本社）で作成してください。したがって、申請者は本店（本社）の代

表者となりますので、印鑑は実印を押印してください。 

（１）「01 建設業許可番号」欄 

許可を受けている建設業の許可番号を経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書

から転記してください。 
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（２）「02 適格組合証明」欄 

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律（昭和 41 年法律第 97 号）

第２条第１項第４号に該当する組合について、経済産業局長又は沖縄総合事務局長が発

行する官公需適格組合証明書の取得年月日及び番号を記載してください。 

（３）「03 本社（店）郵便番号」から「1４ 社会保険等の加入状況」までの各欄 

①フリガナの欄はカタカナで記載してください。なお、「04 本社（店）住所」欄の

都道府県及び「05 商号又は名称」欄の株式会社等法人の種類を表す文字について

はフリガナは不要です。 

  ②「04 本社（店）住所」欄には、「丁目」及び「番地」の文字は「－（ハイフン）」

により省略して記載してください。また、建設業許可上の本店の住所を記載してく

ださい。 

③「05 商号又は名称」欄には、株式会社等法人の種類を表す文字は下記の略号を用

いて、建設業許可上の本店を記載してください。なお、文字が欄の中に収まらない

場合には、適宜欄を追加してください。 

種類 
株式 

会社 

有限 

会社 

合資 

会社 

合名 

会社 

協同 

組合 

協業 

組合 

企業 

組合 

合同 

会社 

一般財団 

法人 

一般社団 

法人 

公益財団 

法人 

公益社団 

法人 

略号 （株） （ 有） （ 資） （ 名） （ 同） （ 業） （ 企） （合） （一財） （一社） （公財） （公社） 

④「06 代表者氏名」欄での氏名（フリガナを含む）については、姓と名前との間は

１文字分あけて記載してください。なお、代表者の役職については、フリガナは不

要です。 

   ⑤「07 担当者氏名」欄には、申請事務の担当者名を記載してください。 

   ⑥「08 本社（店）電話番号」、「09 担当者電話番号」及び「10 本社（店）ＦＡ

Ｘ番号」欄には、市外局番、市内局番及び番号それぞれ「－（ハイフン）」で区切り、

（ ）は用いないでください。 

   ⑦「12 営業年数」欄には、競争への参加を希望する工事の種類に係る建設業の許可

又は登録を受けて事業を開始した日（２業種以上の時は最も早い開始日）から基準

日までの期間から、当該事業を中断した期間を控除した期間（１年未満切捨て）を

右詰めで記載してください。 

      また、組織変更、家業相続等が行われ、かつ現企業と前企業が同一性を保持して

いると認められる場合は、前企業の創業時をとることができます。また、企業の合

併がおこなわれたときは、合併前の各企業のうち古いものの創業時をとることがで

きます。 

⑧「1４ 社会保険等の加入状況」欄には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険のそ

れぞれについて、加入している事業所の場合は「加入」、保険の適用を受けない事業

所の場合は「適用除外」に○印を記載してください。 

   



 5 / 6 

 

７ 業者カード記載要領 

 

（１）申請人欄 

法人の場合は本社又は本店の内容を記載し、個人の場合は本人の内容を記載してくだ

さい。（※必ず会社名及び屋号のフリガナを記載してください。なお、法人の種類を表す

文字は略号を用い、フリガナは記載しないでください。） 

（２）当市との契約を委任された支社・支店・営業所欄 

支社・支店・営業所・出張所等の内容を記載してください。ただし、本社・本店（単

独店）の場合は不要です。 

（３）経営規模欄 

   ①営業年数、総職員数、健康保険、厚生年金保険、雇用保険 

   「指名競争（一般競争）入札参加資格審査申請書（建設工事）」から転記してください。 

   ②許可番号、審査基準日、資本金、自己資本額、１級・２級・その他の技術者 

   「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」から転記してください。 

   ③監理技術者 

   「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の技術職員数（講習受講）欄から

転記してください。 

（４）許可業種 

   登録を希望する業種についてのみ記載してください。 

①許可区分 

登録を希望する業種が、一般建設業の許可の場合は「１」、特定建設業の許可の場合

は「２」を記載してください。 

②総合評定値（Ｐ）、種類別年間平均完工高 

    「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」から転記してください。 

③１級・２級・その他の技術職員数・監理技術者数 

    業種毎に「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」から転記してください。 

 

9 申請書等の記載内容変更 

 

申請書・添付書類等の記載内容について変更があったときは、市の様式「登録申請内容

変更通知書」により、その都度必ず届出してください。 

※市の様式は、下記アドレスからダウンロードできます。 

（ http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/keiyaku/youshiki/sankashinsei_

youshiki.html） 

  ※希望業種の追加については、登録申請内容変更通知書で受付しますので、必要書類に

ついてその都度お問い合わせください。 

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/keiyaku/youshiki/sankashinsei_youshiki.html
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/keiyaku/youshiki/sankashinsei_youshiki.html
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【提出書類一覧表】 

※○は必須、△は任意の提出書類 

 

 提出書類及び添付書類 市外 

① 指名競争（一般競争）入札参加資格審査申請書（建設工事） ○ 

② 工事経歴書（直前 2 事業年度分） ○ 

③ 登記簿謄本又は履歴（現在）事項全部証明書の写し（法人の場合のみ） ○ 

④ 納税証明書の写し 国税の未納のない証明 ○ 

⑤ 

社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）の加入を確認

できる書類 

又は社会保険等の適用を受けないことの申立書 

（下記⑥の通知書で社会保険等加入の有無欄が「無」の場合のみ） 

○ 

⑥ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し ○ 

⑦ 技術職員名簿（20005 帳票） ○ 

⑧ 委任状 △ 

⑨ 指名競争（一般競争）入札参加資格審査申請書受付票 ○綴らない 

⑩ 業者カード ○綴らない 

⑪ 建設業許可申請書別紙二「営業所一覧表」の写し ○綴らない 

⑫ 受付票返信用封筒（82 円切手貼付） ○綴らない 


