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１ 審査に必要な資格 
  入札参加資格審査申請をする業種について、法により定められた許可を所有する、又は登 

録をしていること。 
  

２ 入札参加資格審査申請をすることができない者 
  入札参加資格審査の申請日（以下「審査基準日」という。）において、次の各号に該当す

る者は、申請することが出来ません。 

（1）地方自治法施行令（以下「施行令」という。）第 167 条の４第１項（施行令第 167 条

の 11 第１項の規定により準用される場合を含む。）の規定に該当する者 

（2）施行令第 167 条の４第２項（施行令第 167 条の 11 第１項の規定により準用される場

合を含む。）の規定により入札に参加させないこととされている者 

（3）暴力団（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２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者 

（4）自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ

て、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者。 

（5）暴力団員であると認められる者 

（6）暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積

極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者。 

（7）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者。 

（8）法人であって、その役員（その支店又は営業所の代表者を含む。（9）について同じ。）

が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの。 

（9）法人であって、その役員のうちに（5）から（7）までのいずれかに該当する者があ

るもの。 

（10）営業に関し許可又は許可等を必要とする場合において、これらを受けていない者 

（11）営業の実績が１年以上ない者 

（12）諸税を未納している者 

 

３ 申請書の入手方法 
夷隅環境衛生組合入札参加資格審査申請書類（以下「各申請書」という。）、各説明書等 

については、夷隅環境衛生組合（以下「組合」という。）ホームページからのダウンロード

により入手できます。 
  

４ 申請書類及び添付書類 
提出する各申請書及び添付書類（以下「申請書類等」という。）は下記のとおりです。 
書 類 名 適     用 

夷隅環境衛生組合入札参加

業者受付票 
○各業種別（申請書類等を綴ったファイルとは別にする） 
○【建設工事】受付票の「経審評点」及び「総合数値」欄には、経

営事項審査結果通知の「総合評点（Ｐ）」の数値を記入 

入札参加資格審査申請書 
（第１号様式） 

○申請の宛名は「夷隅環境衛生組合 管理者 太田 洋」 
宛名を必要とする他の書類も同様 

○申請事務担当者欄を必ず記載すること 
営業所一覧表（第２号様式） ○本社のみの場合は不要 



 
工事経歴書、測量・コンサ

ル等実績調書、建設資材納

入(製造請負)経歴書  
（第７号様式） 
（自社経歴書、任意様式も可） 

○審査基準日の直前２年間の主な完成業務のもの 
○可能であれば、官公庁分と民間分を分けて記載 
○建設コンサルタント登録規程、地質調査業者登録規程、及び補償

コンサルタント登録規程により登録された者が当該規程による

現況報告書の写しを添付して申請する場合は、測量・コンサル等

実績調書を省略できる。 
主要取引金融機関 
（第４号様式） 

○各業種別 

経営規模等総括表 
（第６号様式） 

○測量・コンサル等業者のみ提出 

経営規模等評価結果通知

書・総合評定値通知書 
（写し） 

○審査基準日の直前に受けた経営事項審査結果通知書の写し 
○直前に受けた経営事項審査の結果通知書が通知されていない場

合は、経営事項審査申請書（申請書の別紙１、別紙２、別紙２の

２、及び別紙３を含む。）の申請者控えで審査機関の受付印のあ

るものの写し及び経営状況分析終了通知書の写し 
各納税証明書（国税） 
（写し可） 

＜法人の場合＞ 
○「法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（その３の

３）」〔税務署発行〕 
＜個人の場合＞ 
○「所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（その３の

２）」〔税務署発行〕 
＊「消費税及び地方消費税」の免税事業者についても「納税証明書

（その３の３）及び（その３の２）」が発行されますので必ず添

付すること。 
各納税証明書（千葉県税） 
（写し可） 

＜千葉県内に事業所等を有する場合＞ 
○「千葉県税の完納証明書（納税証明書その２）」〔県税事務所発行〕

各納税証明書（市町税） 
（写し可） 

＜いすみ市、大多喜町、御宿町内に事業所等を有する場合＞ 
○事業所等の所在市町に関する全ての市町税に係る「納税証明書」

 
登記事項証明書（履歴事項

全部証明書）又は身分証明

書(写し可) 

○法人（支配人登記をしている個人含む）の場合は登記事項証明書

（履歴事項全部証明書） 
○個人の場合は本籍地のある市町村長の発行する身分証明書及び

法務局発行の登記事項証明書 
財務諸表(写し可) ○審査基準日の直前２年間分 

○測量等業者、資材業者のみ提出 
印鑑証明書（原本）  

○法人の場合は法務局に登録した代表者の印 
○個人の場合は市町村に登録した事業主の印 

建設業労働災害防止協会加

入証明書(写し) 
○建設業労働災害防止協会において発行された加入証明書 
○加入している者のみ添付 

許可証明書又は許可通知書

及び各登録証明書等 
(写し) 

○事業を行うに際し、許可又は登録を必要とする業種を希望する場

合のみ添付 
 

委任状（第 9 号様式）及び 
誓約書（第 10 号様式） 
（原本） 

＜委任状＞ 
○代理人に期間を定めて入札等の権限を委任する場合に提出 
○提出は原本２部、うち１部をファイルへ綴る 

＜誓約書＞ 
○１部提出（ファイルへ綴る） 



技術者経歴書（第８号様式）

又は技術職員名簿 
 

○自社技術職員名簿も可 

ＩＳＯ登録証（写し） ○ＩＳＯ９０００シリーズ及びＩＳＯ１４００１の認定を確認で

きる登録証の写し（外国語で記載されている場合、訳文を添付）

○取得している者のみ添付 
使用印鑑届（第 12 号様式） 
（原本） 

○登録していない印鑑（法人にあっては、登記していない印鑑）を、

組合との入札及び契約等において専ら使用することを希望する

者のみ提出 
暴力団等の排除に関する誓

約書兼同意書（別紙） 
○１部提出（ファイルへ綴る） 

注１）業種ごとに添付書類が違いますのでチェック表で確認してください。 
注２）各納税証明書はいずれも、審査基準日直前年度・直前々年度の２か年度の納税状況が把握で

きる書類とします。 
注３）各証明書又は証明書の写しは、審査基準日以前３ヶ月以内に発行されたもの又は発行さ

れたものの写しとします（有効期限のあるものを除く）。 
 

５ 申請書類等の提出 

（1）説明書に基づき申請書類等を作成し、ファイル（色の指定あり）へチェック表の順番

に従い綴じ込んだ上で提出してください。 

（2）使用するファイルは、業種別に指定する色（下の表参照）のＡ４－Ｓサイズ２穴式フ

ァイルを用いてください。 

建設工事 測量・コンサル等 建設資材・製造 

赤 色 黄 色 水 色 

（3）ファイルに綴じる申請書類等に開ける２穴の位置は申請書類等の左側長辺部とし、２

穴の中心は申請書類等の左側長辺部中心と一致させてください。 

（4）ファイルの表紙上部に令和４・５年度入札参加資格審査申請書」、下部に「申請者名」

を記載し、背表紙上部には「入札参加資格審査申請書」、下部に「申請者名」を記載し

てください。 

 （5）ファイルに綴じ込まない提出書類 

   ① 夷隅環境衛生組合入札参加者受付票（Ａ４） 

   ② 委任状 1部（１部は申請書に綴込み、もう１部は受付票と一緒に提出） 
     
    ＊ファイル綴じイメージ 
     
        
        
 
                                   
  

入札参加資格審査申請書    

   

      
 
 
 
 

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書 

 
 

 

㈱
○
○
○
○ 



６ 申請書類等の受付け 
  申請書類等の受付けは次のとおり行います。尚、電子メール、ファクシミリでの申請は受

付けません。 
 （1）持参の場合 

その場で入札参加資格審査を行い、入札参加業者受付票を発行し受領となります。 
① 受付期間   

定例受付  令和４年１月 17 日から令和４年２月 18 日 

随時受付  令和４年４月４日から令和６年３月 15 日 
ただし、次に掲げる日は除きます。 
・日曜日及び土曜日 
・国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日 

②受付時間  午前９時から午後５時まで 

③受付場所  夷隅環境衛生組合 事務所棟２階  
 
（2）郵送の場合  
  申請書類等到着順に入札参加資格審査を行い、入札参加資格を有すると認められた者

に入札参加業者受付票を発行（郵送）し受領となります。 
① 受付期間  

定例受付  令和４年１月 17 日から令和４年２月 18 日 

随時受付  令和４年４月４日から令和６年３月 15 日 
＊ただし、次に掲げる日は郵便物の受取りをいたしませんので、入札参加資格審査

は直近の開庁日に行います。 
・日曜日及び土曜日 
・国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日 

 ②注意事項  
1）封筒の表に「入札参加資格審査申請書類在中」と朱書きし、申請書類等の送達

の確認が必要な方については、配達証明郵便等を利用し郵送してください。 

   2）受付票等を返信しますので、返信用封筒（返信先記載、切手貼付したもの）を

必ず同封してください。 

3）書類不備なものは受付をいたしません（ファイル綴じしていない物も含む）。 

4）上記受付期間（定例、随時）の最終日については、最終日当日に組合へ到着し

た物のみを有効とします。 

③郵送先 
 夷隅環境衛生組合 入札参加資格審査担当 宛  

 

７ 資格の有効期間  

 （1）定例受付分：令和４年４月１日から令和６年３月 31 日 

 （2）随時受付分：受領の日から令和６年３月 31 日 

 

８ 入札参加資格の変更申請 
（1）入札参加資格審査申請後、申請書類等に記載した事項に変更が生じた場合には、「入札

参加資格審査申請書記載事項変更届（第 17 号様式）」（以下「変更届」という。）を提出

してください。添付書類につきましては、夷隅環境衛生組合建設工事等一般競争（指名

競争）入札参加資格審査申請書提出要綱（以下「提出要綱」という。）のとおりです。 

（2） 組合受付印が押印された書類を必要とされる申請者においては、その旨の書類を用意

し、変更届と同時に提出してください。  



（3）変更届の提出は郵送により行うことが出来ます。尚、提出を郵送で希望される業者

においては、変更届（受領後の写し）等の返送時に使用する返信用封筒（返信先を記

載・切手を貼付）も同封してください。 

 

９ 入札参加資格の取消申請 
  （1）入札参加資格審査申請後、営業を廃止するなどした場合で入札参加資格の取消を希望

するときは、「入札参加資格取消申請書（第 18 号様式）」（以下「取消申請書」という。） 

に取消業種等を記入して提出してください。 

（2）組合受付印が押印された書類を必要とされる申請者においては、その旨の書類を用意

し、取消申請書と同時に提出してください。 

（3）取消申請書の提出は郵送により行うことが出来ます。尚、提出を郵送で希望される業

者においては、申請書（受領後の写し）等の返送時に使用する返信用封筒（返信先を記

載・切手を貼付）も 同封してください。 

 

10 入札参加資格の承継申請 

 （1）提出要綱第 10 条に該当し入札参加資格を承継しようとする者は、「入札参加資格承継 

審査申請書（第 19 号様式）」（以下「承継審査申請書」という。）に、提出要綱に掲げる 

書類を添付して申請してください。 

（2）組合受付印が押印された書類を必要とされる申請者においては、その旨の書類を用意 

し、承継審査申請書と同時に提出してください。  

（3）承継審査申請書の提出は郵送により行うことが出来ます。尚、提出を郵送で希望され 

る業者においては、申請書（受領後の写し）等の返送時に使用する返信用封筒（返信先

を記載・切手を貼付）も同封してください。 

 

11 その他 

（1）各申請書類等の作成にあたり、記載事項等を修正する場合は、修正箇所を実線で消し

訂正印又は捨印を押印して修正してください。 
（2）添付書類等で記載言語が外国語であるものについては、日本語の訳文を付記又は添付 

してください。 
（3）この申請は夷隅環境衛生組合でのみ有効となります。他の地方公共団体等への申請希

望をされる方は、それぞれの地方公共団体等で資格審査の内容、方法、受付時期等を確

認してください。 

（4）令和６年度以降も資格の更新を希望する者は、一般競争入札及び指名競争入札に参加

する者に必要な資格、資格審査の申請時期及び申請方法等について、令和６年１月頃に

公告を行う予定なので、当該公告に基づき申請書を提出してください。ただし、市町村

合併及び市町村共同の入札参加資格審査等により実施する場合は、この限りでないので

お問い合わせください。 

 

12 提出先（担当部署） 

夷隅環境衛生組合 庶務係 入札参加資格申請担当 

  〒298-0111 千葉県いすみ市万木５番地 

   ＴＥＬ   ０４７０－８６－２１５５  

ＦＡＸ   ０４７０－８６－４５９７ 

ＵＲＬ    http://www2.bii.ne.jp/~isumikan/ 

E－mail   isumikan@mail2.bii.ne.jp  


