
令和４年度与謝野町一般競争（指名競争） 

入札参加資格審査申請の追加受付手引 

受付区分：建設工事  ※町内業者のみ 

 

与謝野町が発注する建設工事の一般競争（指名競争）入札参加資格審査申請の追加受付について、令和３・４年度与謝

野町一般競争（指名競争）入札参加資格審査申請を行われていない町内業者を対象に次のとおり実施します。 

なお、本手引及び申請書類における町内業者とは、次のアからオまでの要件のすべてを満たしている者を指し、これに

該当しない場合は町外業者となります。町外業者については、追加受付の対象外とします。 

また、入札参加資格審査申請後において、次のアからオまでの要件のいずれか１つでも満たさなくなった場合は、その

時点で町内業者とは見なしませんので御注意ください。 

ア 町内に本社・本店を置く者であり、かつ、法人にあっては商業登記をしている本店を与謝野町内に置く者であ

ること。 

イ 町内に建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条に規定する建設業の許可を有している主たる営業所を置 

く者であること。 

  ウ 当該本社・本店が入札及び見積に関する権限、契約の締結及び契約の履行に関する権限、入札保証金及び契約 

保証金の納付並びに受領に関する権限、代金の請求及び受領に関する権限並びに複代理人選定に関する権限を 

有していること。 

  エ 当該本社・本店の実態があること。（看板、什器等） 

  オ 当該本社・本店に常勤職員が配置されていること。 

 

１ 受付期間及び受付場所 

 提出方法 受付期間及び受付場所 受付時間 

建 設 工 事 の 請 負

（土木工事、建築

及び設備その他工

事） 

窓口申請 

（注１） 

令和４年２月１日（火）から 

同年２月２８日（月）まで 

（注２） 

 

〒629-2292 

京都府与謝郡与謝野町字岩滝１７９８番地１ 

与謝野町役場 総務課 

電話：０７７２－４３－９０１０ 

受付期間中（土、日曜日及び祝

日を除く。）の午前９時００分か

ら午後４時３０分まで 

（注１） 郵送による受付は行いません。申請していただく際には、書類に不備がないかを確認し、与謝野町役場総務課

まで直接持参の上、申請してください。野田川庁舎及び加悦庁舎では受付いたしません。 

（注２） 受付期間の後半は混雑が予想されます。申請書類に不備があれば、再度来庁していただく必要がありますので、

余裕をもってできるだけ早めに申請してください。 



２ 申請の要件（資格審査申請時に次の要件をすべて満たしている必要があります。） 

（１） 

審査基準日及び結果通知日の両方が、令和２年７月１日から令和４年１月３１日までにある経営事項審査

（総合評定値 P のあるもので、令和４年１月３１日時点で最新のもの）を受けていること。 

※ 上記要件で申請された後、令和４年３月３１日までに最新の「経営規模等評価結果通知書及び総合評定

値通知書」を取得されたときは、令和４年３月３１日を最終期日として、総務課へ「追加資料」として

提出してください。その場合、最新の「経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書」の内容で、

令和３・４年度の名簿登録を行います。（令和４年３月３１日を過ぎてから総務課へ提出があった場合、

名簿登録の内容を更新しませんので、くれぐれも御注意ください）。 

（２） 建設業法第３条の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けていること。 

（３） 
成年被後見人、被補佐人及び被補助人（契約の締結に関し、同意権付与の審判を受けている者）並びに破産

者でないこと。（注１） 

（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７７号）第３２条第１項各号に該当する

者でないこと。 

（５） 町税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。（注２） 

（６） 町が発注した建設工事に関する債務を履行していること（受注したことがある場合に限ります）。 

（７） 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険（以下「社会保険等」という。）に加入していること。（注３） 

（８） 資格審査申請書及びその添付書類に虚偽の事実を記載していないこと。 

（注１）破産者であっても、復権を得ている者は除きます。 

（注２）町税納税証明書、消費税及び地方消費税納税証明書を提出してください。 

町税納税証明書（基準日：令和３年１２月３１日現在）については、令和４年１月１１日（火）以降に指定様

式を税務課へ持参し、証明を受けるようにしてください。なお、証明書発行手数料として３００円が必要にな

ります。 

（注３）経営規模等評価結果通知書及び総合評定通知書における社会保険等の加入状況が「有」又は「除外」と記載さ

れている者であること。 

 



３ 提出書類 

   ※証明書類は、特に指定がある場合を除き、令和３年１１月１日以降に発行されたものに限る。 

織込順 提出書類 様式等 説明 

① 建設工事競争入札参加資格審査申請書 Ａ４サイズ、町様式 

町様式とし、他の様式での申請はお受けしません。なお、法人の場合の使用押印

は、次のいずれかの印としてください。※押印していただく印は実印に限ります。 

・社名が入っている代表者印（丸印） 

・社名が入っていない代表者印及び社印（角印） 

・社名が入っていない代表者印及び印鑑証明書（写しでも可）を添付。※社印が

ない場合に限る 

個人の場合は印鑑証明書（写しでも可）を添付してください。 

② 年間委任状 Ａ４サイズ、様式不問 

契約の締結等の権限を入札参加資格審査申請者から支店長等に委任したい場合の

み提出してください。委任期間は、令和４年 4 月 1 日から令和５年３月３１日ま

でです。なお、②年間委任状の受任者の印鑑と⑲使用印鑑届の使用印鑑欄は同じ

印鑑を押印してください。 

③ 建設業許可通知書又は建設業許可証明書の写し Ａ４サイズ、コピー 

保有している建設許可業種すべてについて、入札参加資格審査申請時における最

新のものを提出してください。 

※①入札参加資格審査申請書で「電気工事」を申請する場合は、「電気工事業を開

始した旨の届出受理書の写し」を提出してください（「電気工事業を開始した旨

の届出受理書の写し」の添付が無くても、等級区分基準を満たしている場合は、

令和４年度の格付けを行います）。なお、発注する電気工事の内容によっては、

入札の参加条件若しくは指名条件に「電気工事業を開始した旨の届出受理書の

写し」を求めることがありますので御注意ください。 

 

④ 営業所一覧表 Ａ４サイズ、町様式 本店、支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所を記入してください。 



織込順 提出書類 様式等 説明 

⑤ 商業登記簿謄本 写し可 
法人のみ、入札参加資格審査申請時における最新のものを提出してください。な

お、個人の場合の身分証明書は不要です。 

⑥ 
町税納税証明書 

※町内業者のみ 
Ａ４サイズ、町様式 

与謝野町役場税務課（加悦庁舎）で町税納税証明を受けてください。なお、証明

書発行手数料として３００円が必要になります。（※町外業者は不要です。） 

※納税証明書の基準日は令和３年１２月３１日とします。 

⑦ 消費税及び地方消費税納税証明書 写し可 

法人及び個人とも次のいずれかの書式（税務署指定）の証明書を提出してくださ

い。これ以外の書式は認められませんので御注意ください。なお、免税業者の方

も次の書式の納税証明書は発行されますので提出してください。消費税及び地方

消費税の納税証明書の交付は、建設工事入札参加資格審査申請者が申告している

税務署で受けてください。なお、詳細については、所管の税務署でお尋ねくださ

い。 

①書式その３（請求税目単位の証明） 

②書式その３の２（申告所得税と消費税及び地方消費税の証明） 

③書式その３の３（法人税と消費税及び地方消費税の証明） 

⑧ 技術職員名簿 Ａ４サイズ 最新の経営事項審査申請時に添付のものの写しを原則とします。 

⑨ 
技術職員名簿変更報告書 

※町内業者のみ 
Ａ４サイズ、町様式 

町内業者のうち、最新の経営事項審査申請時に添付している技術職員名簿から変

更があった場合は、資格者証明（免状）等の写し及び雇用関係を証明する資料と

併せて提出してください。 

⑩ 

技術職員のうち、国家資格を有する者全員のすべての当該

資格者証明（免状）等の写し 

※町内業者のみ 

Ａ４サイズ、コピー 

町内業者のうち、⑧技術職員名簿及び⑨技術職員名簿変更報告書で記載のあった

者の中から、国家資格を有する者全員のすべての当該資格者証明（免状）等 

の写しを提出してください。なお、監理技術者資格者証も含みます。 

⑪ 工事経歴書 Ａ４サイズ 
最新の建設業許可申請書又は経営事項審査申請書の添付書類である工事経歴書 

の写しを原則とします。 



織込順 提出書類 様式等 説明 

⑫ 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し Ａ４サイズ、コピー 

 

審査基準日及び結果通知日の両方が、令和２年７月１日から令和４年１月３１日

までのもので、かつ、令和４年１月３１日時点で最新のものを提出してください。 

※上記要件で申請された後、令和４年３月３１日までに最新の「経営規模等評価

結果通知書及び総合評定値通知書」を取得されたときは、令和４年３月３１日

を最終期日として、総務課へ「追加資料」として提出してください。その場合、

最新の「経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書」の内容で、令和３・

４年度の名簿登録を行います。（令和４年３月３１日を過ぎてから総務課へ提出

があった場合、名簿登録の内容を更新しませんので、くれぐれも御注意くださ

い）。 

 

⑬ 雇用保険に加入したことが確認できる書類の写し コピー 

 

「⑫経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し」において、雇用保

険の加入状況が「無」となっている方で、その後に加入した場合は、次のいずれ

かの書類の写しを提出してください。 

①「労働保険概算・確定保険料申告書」及び申告した保険料の納入に係る「領収

済通知書」 

②雇用保険被保険者資格取得等通知書（事業主通知用） 

③提出先の受付印が押印された「雇用保険適用事業所設置届（事業主控）」 

 

 

 

 

 



織込順 提出書類 様式等 説明 

⑭ 
健康保険及び厚生年金保険に加入したことが確認できる

書類の写し 
コピー 

「⑫経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し」において、健康保

険及び厚生年金保険の加入状況が「無」となっている方で、その後に加入した場

合は、次のいずれかの書類の写しを提出してください。 

①保険料納付に係る「領収証書」 

②保険料納付に係る「社会保険料納入証明書」 

③保険料納付に係る「社会保険納入確認書」 

④健康保険・厚生年金保険取得確認及び標準報酬決定通知書 

⑤提出先の受付印が押印された加入手続き直後の「健康保険・厚生年金保険被保

険者資格取得届」 

⑮ 
ＩＳＯ登録証及び付属書の写し 

※町内業者のみ 
Ａ４サイズ、コピー 

町内業者のうち、取得している者のみ提出してください。なお、日本語以外の言

語で記載されている登録証及び付属書については、和訳の上、提出してください。 

⑯ 
町道等除雪協力申出書 

※町内業者のみ 
Ａ４サイズ、町様式 

町内業者として、土木一式工事の入札参加資格審査を申請する者のみ提出してく

ださい。協力をしていただけない場合は、土木一式工事の等級区分の格付けをす

ることができません。 

⑰ 
建設業許可申請書の添付書類（専任技術者証明書）の写し 

※町内業者のみ 
Ａ４サイズ、コピー 入札参加資格審査申請時で最新のものを提出してください。 

⑱ 使用印鑑届 Ａ４サイズ、町様式 

入札、見積、契約の締結、変更及び解除並びに代金の請求及び受領その他契約の

履行に関する書類に使用する印鑑を押印してください。なお、②年間委任状を添

付して申請される場合は、②年間委任状の受任者の印鑑と⑲使用印鑑届の使用印

鑑欄は同じ印鑑を押印してください。 

別 受付受領書 町様式 商号又は氏名・代表者名を記入してください。（注１） 

（注１） 受付受領書は、フラットファイルに綴じないでください。（申請の際に、総務課担当者へお渡しください。）



４ 提出書類の編さん方法及び注意事項 

（１） 

Ａ４縦サイズの紙製フラットファイル（色指定なし）に「３ 提出書類」の織込順に綴じてください。「３ 

提出書類」以外は織り込まないでください。申請時には、表紙及び背表紙に「令和４年度建設工事入札参加

資格審査申請書（追加受付）」と商号又は名称を見やすいサイズのフォントで明記してください。提出書類

に不備があった場合、お受けすることはできません。 

（２） 

建設工事入札参加資格審査申請書及び使用印鑑届に押印された印で、与謝野町との契約締結、代金の請求及

び受領その他の一切の商取引を行うこととなります。ただし、それらの権限を入札参加資格審査申請者から

支店長等に委任したい場合は、その委任状に押印された印を使用してください。 

（３） 
成年被後見人、被補佐人及び被補助人並びに破産者でないことの証明書の提出は不要ですが、これらに関し

て虚偽の申請があった場合は、競争入札に参加することはできません。 

（４） 証明書類の写しを提出される場合は、文字及び印影が鮮明なものを提出してください。 

（５） 
提出書類の記載内容について、お尋ねすることがありますので、記載内容を熟知している方が直接持参の上、

提出してください。郵送による受付は行っていません。 

（６） 建設工事入札参加資格の有効期間は、令和５年３月末日までです。 

（７） 

建設工事入札参加資格の有効期間中において、次の事項に変更があった場合は速やかに与謝野町役場総務課

へ建設工事入札参加資格審査申請書記載事項変更届を提出してください。 

・商号又は名称、営業所の所在地、法人の資本金額、出資総額 

・代表者 

・建設業許可番号、許可年月日、許可業種 

・受任者 

・営業所専任技術者（町内業者に限る） 

必要な添付書類については、総務課行政係の入札担当（ＴＥＬ：０７７２－４３－９０１０）まで直接お問

い合わせください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



５ 提出書類チェックリスト 

有・無 順番 提出書類 

 ① 
建設工事競争入札参加資格審査申請書 

※個人の場合は印鑑証明書（写し可）も必要 

 ② 年間委任状 ※該当者のみ 

 ③ 建設業許可通知書又は建設業許可証明書の写し 

 ④ 営業所一覧表 

 ⑤ 商業登記簿謄本（写し可） ※法人のみ 

 ⑥ 町税納税証明書 ※該当者のみ 

 ⑦ 消費税及び地方消費税納税証明書（写し可） 

 ⑧ 技術職員名簿 

 ⑨ 技術職員名簿変更報告書 ※該当者のみ 

 ⑩ 

技術職員のうち、国家資格を有する者全員の全ての当該資格者証明（免状）等の写し 

※該当者のみ 

※監理技術者資格者証を含む 

 ⑪ 工事経歴書 

 ⑫ 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し 

 ⑬ 雇用保険に加入したことが確認できる書類の写し ※該当者のみ 

 ⑭ 健康保険及び厚生年金保険に加入したことが確認できる書類の写し ※該当者のみ 

 ⑮ ＩＳＯ登録証及び付属書の写し ※該当者のみ 

 ⑯ 町道等除雪協力申出書 ※該当者のみ 

 ⑰ 建設業許可申請書の添付書類（専任技術者証明書）の写し ※該当者のみ 

 ⑱ 使用印鑑届 

 別 受付受領書 

申請する前に、提出書類がすべてそろっているかどうかをこのチェックリストにより再度確認してください。提出書類 

に不備があれば、補正をしていただく必要がありますので、提出時期は余裕をもってできるだけ早めにお願いします。 
 


