
令和５・６年度 西条市建設工事等に係る 

競争入札(見積)参加資格審査申請書提出要領 

 

 

１ 申請要件  申請者は、次の全ての要件を満たしていることが必要です。 

  (1) 法人税(個人の場合は申告所得税及び復興特別所得税)、消費税及び地方消費税並びに西条市税

を滞納していないこと（ただし、新型コロナウイルス感染症の影響等により納税の猶予制度の適

用を受けた場合を除く。）。 

  (2) 法令上、許可等を必要とする工事(業務)については、当該許可等を受けていること。 

  (3) 西条市暴力団排除条例（平成２３年西条市条例第２０号）第２条第１号から第３号までの規定

に該当する者でないこと。 

  

２ 受付期間  令和４年１２月１日(木) ～ 令和５年１月１６日(月) (執務時間中) 

 

３ 受付場所  西条市役所 財務部 契約課 工事契約係 

 

４ 提出方法  郵送又は持参 ※接触を避けるため、なるべく郵送をご利用ください。 

 

５ 提出書類  提出部数： 各１部 

        各表中、左端の番号１から順に並べて提出 

 

 (1)【市内】建設工事 

   ファイル綴じ不要（ホッチキスやクリップ等で留めてください。） 

提出書類 備考 

1 建設工事競争入札参加資格審査申請書 原本 

2 建設業許可通知書 
写し 

3 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 

4 法人登記簿謄本(現在事項全部証明書可) (個人の場合は身分証明書) 

原本又は写し 

ただし発行後 

３か月以内 

5 印鑑登録証明書 

6 納税証明書 

(1) 法人税(個人の場合は申告所得税及び復興特別所得税)、消費税及び

地方消費税【未納がない証明】 

(2) 納期到来分までの西条市税全般【滞納がない証明】 

7 技術職員の有する各種合格証又は免許状(証) 

写し 

8 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入に関する書類 

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書において、該当箇所が「無」

になっており、申請時に加入又は適用除外となった場合は、下記の書類を

添付 

※該当箇所が「有」又は「除外」の場合は提出する必要はありません。 

(1) 雇用保険の加入に関する書類 
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ア 雇用保険料納入証明書 

イ 直近の労働保険概算・確定保険料申告書の控え及び保険料領収

済通知書 

ウ 雇用保険適用事業所設置届の事業主控え 

※労働保険に関する事務処理を労働保険事務組合に委託している

場合は、事務組合発行の保険料納入通知書。 

(2) 健康保険及び厚生年金保険の加入に関する書類 

ア 社会保険料納入証明書 

イ 保険料納付領収証書（直前３か月以内のもの） 

ウ 健康保険・厚生年金保険新規適用届の事業主控え 

※健康保険組合に加入している場合は、加入証明書又は健康保険の

適用除外承認書など加入を証明する書類を添付 

9 その他(該当する場合) 

表彰受賞歴を証するもの(申請書項目番号２７) … 表彰状 

組合であって証明を受けている者 … 適格組合証明書 

直近５年分 

令和４年９月２日以降に西条市と災害時の応急復旧活動に関する協定を

締結している団体への加入をした場合…加入していることがわかる証明

書又は協定書等 

※令和４年９月１日以前に加入した場合は提出する必要はありません。 

原本 

(協定書は写

し) 

 

 (2)【市外】建設工事  

   Ａ列４判ファイルに綴じて提出      

（表紙及び背表紙に商号を明記してください。） 

提出書類 様式 備考 

1 競争入札(見積)参加資格審査申請書(建設工事) 様式第１号 原本 

2 建設業許可通知書  
写し 

3 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書  

4 法人登記簿謄本(現在事項全部証明書可)         

 (個人の場合は身分証明書)  

 

原本又は写し 

ただし発行後 

３か月以内 

5 印鑑登録証明書  

6 納税証明書 

(1)法人税(個人の場合は申告所得税及び復興特別所得

税)、消費税及び地方消費税【未納がない証明】 

(2)納期到来分までの西条市税全般【滞納がない証明】 

 

7 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入に関する書類 

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書において、

該当箇所が「無」になっており、申請時に加入又は適用除外

となった場合は、下記の書類を添付 

※該当箇所が「有」又は「除外」の場合は提出する必要は

ありません。 

 

写し 

ファイルの色 

 本社が【県内】グレー、【県外】ブルー 
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(1) 雇用保険の加入に関する書類 

ア 雇用保険料納入証明書 

イ 直近の労働保険概算・確定保険料申告書の控え及

び保険料領収済通知書 

ウ 雇用保険適用事業所設置届の事業主控え 

※労働保険に関する事務処理を労働保険事務組合に

委託している場合は、事務組合発行の保険料納入通

知書 

(2) 健康保険及び厚生年金保険の加入に関する書類 

ア 社会保険料納入証明書 

イ 保険料納付領収証書（直前３か月以内のもの） 

ウ 健康保険・厚生年金保険新規適用届の事業主控え 

※健康保険組合に加入している場合は、加入証明書

又は健康保険の適用除外承認書など加入を証明する

書類を添付 

8 工事経歴書(申請直前３年間分) 様式第２号  

9 営業所等一覧表 様式第３号  

10 系列会社一覧表 様式第４号  

11 その他(該当する場合) 

（1）組合であって証明を受けている者… 適格組合証明書 

 

 
写し 

（2）実印と使用印が異なる場合…… 使用印鑑届 

※会社印のみの使用はできません。個人を特定できる

印鑑 （代表者印、営業所長印、個人の認印等）が必要

です。 

（3）支店等に業務を委任する場合… 年間委任状 

共通様式第

１号 

共通様式第

２号 

原本 

※ 8～11は必要事項が記載された自社様式の使用可 

 

  (3)【市内・市外共通】測量・建設コンサルタント等 

   ピンクのＡ列４版ファイルに綴じて提出（表紙及び背表紙に商号を明記してください。） 

提出書類 様式 備考 

1 競争入札(見積)参加資格審査申請書(測量・建設コンサル

タント等) 

様式第１号 

その（1）～

（3） 

原本 

2 業態調書 様式第２号  

3 営業所一覧表  様式第３号  

4 技術者経歴書 様式第４号  

5 測量等実績調書(申請直前２年間分) 様式第５号  

6 系列会社一覧表 様式第６号  

7 登録証明書又は現況報告書（登録証明書は発行日から３

か月以内、現況報告書は確認印の押印されたもの） 

 写し 
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8 法人登記簿謄本(現在事項全部証明書可)       

 (個人の場合は身分証明書) 

 

原本又は写し 

ただし発行後 

3か月以内 

9 印鑑登録証明書  

10 納税証明書 

(1) 法人税(個人の場合は申告所得税及び復興特別所

得税)、消費税及び地方消費税【未納がない証明】 

(2) 納期到来分までの西条市税全般【滞納がない証明】 

 

11 その他(該当する場合) 

(1) 実印と使用印が異なる場合…… 使用印鑑届 

※会社印のみの使用はできません。個人を特定でき

る印鑑 （代表者印、営業所長印、個人の認印等）が

必要です。 

(2) 支店等に業務を委任する場合… 年間委任状 

 

共通様式第１

号 

共通様式第２

号 

原本 

※ 3～6、11は必要事項が記載された自社様式の使用可 

 

６ 留意事項 

(1) 今回の申請は２か年度有効です。 

(2) 提出書類等に不備があるものは、受理しない場合があります。 

 (3) 受付期間外及び受付時間外には書類の受理を行いません。郵送の場合は、最終日の消印がある 

  ものに限り受理します。 

(4) 提出用のファイルは、紙製フラットファイルで、とじ具が金属製でないものを使用してください。 

(5) 受領票が必要な場合は、切手を貼付したハガキ又は封筒に郵便番号、住所、会社名等宛名を必ず

記入し、申請書にクリップ留めしてください。受領票の様式は問いません。 

 (6) 官公署の発行した証明書類は、原寸大かつ鮮明な複写に限り、写しでも差し支えありません。 

 (7) 納税証明書は、下記を参照の上、該当するものを添付してください。 

  提出書類 申請場所 

市

内

業

者 

(1) 法人税(個人の場合は申告所得税及び復興特別所得

税)、消費税及び地方消費税 

【未納がない証明】 

住所地(納税地)を所轄する税務署 

(2) 納期到来分までの市税全般【滞納がない証明】 

 【法人】法人市民税・固定資産税・軽自動車税・   

市県民税（特別徴収分） 

 【個人】市県民税・固定資産税・軽自動車税・ 

  国民健康保険税 

西条市役所 本庁徴収課 又は 

西部支所総務管理課税務係、丹原、

小松サービスセンター総務管理係 

市

外

業

者 

(1) 法人税(個人の場合は申告所得税及び復興特別所

得税)、消費税及び地方消費税 

【未納がない証明】 

住所地(納税地)を所轄する税務署 

(2) 上記の西条市税の納税義務者は該当する市税 

【滞納がない証明】 

※西条市税の納税義務が無い場合は提出不要 

西条市役所 本庁徴収課 又は 

西部支所総務管理課税務係、丹原、

小松サービスセンター総務管理係 
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※ 税務署の発行する納税証明書(未納の税額がないことの証明)について 

  【法人】 様式その３の３(「法人税」と「消費税及び地方消費税」)  

【個人】 様式その３の２(「申告所得税及び復興特別所得税」と「消費税及び地方消費税」) 

・免税事業者、新規事業者も交付されます。 

・詳細は、国税庁ホームページ(申告・納税手続)等で確認してください。 

 (8) 審査結果の通知は、資格を有しないと決定した者に対して行います。 

  (9) 申請書提出後、内容に異動があった場合は、変更届に必要な書類等を添付し、速やかに届出  

  してください。 

（10) 建設工事の申請書を提出される方 

  ア 建設業許可通知書について 

    申請日時点で建設業の許可期限が満了している業者で、新型コロナウイルス感染症及びそのま

ん延防止のための措置の影響を受けたため、許可更新の申請に必要な書類の一部が不足してお

り、誓約書を提出することなどにより当該申請が受領されている場合は、許可申請前の建設業許

可通知書に併せて、許可権者の受付印が押印された建設業許可申請書及び誓約書などの写しを添

付してください。 

イ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 

   (ｱ) 提出書類３の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」は、申請日前１年７か月以 

内の決算日を審査基準日として受審した、提出期限内に提出できる直近のものです。 

   (ｲ) 有効期限切れにより「経営規模等評価結果書・総合評定値通知書」の写しを提出できない場 

    合は「経営規模等評価申請書
．．．

」の写しを提出してください。その後、同通知書が交付された時 

    点で、速やかに同通知書の写しを提出してください。 

     なお、同通知書の写しが提出されるまで入札に参加できません。 

  ウ 申請書提出後の留意事項 

    今回の申請書提出後、更新により新しい「建設業許可通知書」、「経営規模等評価結果通知書・ 

   総合評定値通知書」を取得した場合は、速やかに各通知書の写しを提出してください（この提 

   出に係る変更届は作成不要）。 

    提出のない場合や有効期限が切れている場合は、入札に参加できませんので注意してください。 

 

                   【 問合せ先 及び 提出先 】 

 〒793-8601 愛媛県西条市明屋敷164番地 

 西条市役所 財務部 契約課 工事契約係 

  TEL 0897-52-1235（直通） 


