
 

 

 

 

 

 南箕輪村が発注する建設工事や建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務（以下「建設コ

ンサルタント等の業務」という。）についての競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格を得る必

要があります。 

 この度、令和元-３年度の入札参加資格の審査及び受付を行いますので、希望される方は次のとおり入

札参加資格申請書を提出してください。 

 なお、建設工事及び建設コンサルタント等の業務の申請をする方で、長野県に登録済、あるいは申請

済の方は、提出書類の一部を省略することができます。詳しくは下記の「提出書類」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

◆建設工事 

１ 建設業法(昭和24年法律第100号)の定める29業種とし、次に掲げるすべての要件を満たしていること 

 が必要です。 

（１）建設業法第３条第１項の規定による建設業の許可を受けていること。 

（２）資格審査基準日(10月１日)の直前１年間の事業年度の終了する日を審査基準日とする建設業法第 

27条の23第１項の規定による経営事項審査を申請していること。 

   なお、資格審査基準日以降、入札参加資格審査申請日までの間に営業譲渡、合併、会社分割、及 

  び会社更生法又は民事再生法の適用により当該事由による経営事項審査を申請している場合は、当 

  該経営事項審査の申請をもってこれとみなします。 

（３）経営事項審査の審査基準日の直前２年間の各事業年度において、完成工事高があること。 

（４）｢市区町村税・都道府県税｣及び｢消費税・地方消費税｣について未納額がないこと。 

（５）南箕輪村暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者でないこと。 

 

２ 提出書類 

提出書類 様式 備考 

長野県に登録

済（申請済）

の方 

南箕輪村のみ

に提出の方 

競争入札参加資格審査

申請書 

様式１  必要 必要 

建設工事入札参加資格

希望業種 

別紙１  必要 必要 

委任状 任意様式 支店または営業所等において入

札参加申請をする場合 

該当者の場合

必要 

該当者の場合

必要 

経営事項審査結果通知 写し 資格審査基準日の直前１年間の 必要 必要 

 
【令和元-３年度】 

建設工事・建設コンサルタント等の業務 
に係る入札参加資格審査申請について 

 

 
受付期間  随時受付 



書 事業年度の終了する日を審査基

準日とする 

建設業許可証明書 写し 写し 省略可能 必要 

現在事項全部証明書

【法人事業者のみ】ま

たは住民票【個人事業

者のみ】 

写し 申請日より３か月以内に発行さ

れたもの 

省略可能 必要 

印鑑証明書 写し 申請日より３か月以内に発行さ

れたもの 

省略可能 必要 

工事経歴書 任意様式 直前２年分 省略可能 必要 

技術者経歴書 任意様式  省略可能 必要 

暴力団等の排除に関す

る誓約書 

様式２  必要 必要 

村税に未納がない証明

書 

写し 南箕輪村に納税義務がある場合 

申請日より３か月以内に発行さ

れたもの 

【南箕輪村長発行のもの】 

必要 必要 

消費税及び地方消費税

の納税証明書 

写し 申請日より３か月以内に発行さ

れたもの 

法人事業者：その３の３ 

個人事業者：その３の２ 

【税務署発行のもの】 

省略可能 必要 

営業所一覧 任意様式 営業所がある場合 省略可能 該当者の場合

必要 

使用印鑑届 任意様式  必要 必要 

建設業退職金共済組合

加入履行証明書 

写し 加入者のみ 該当者の場合

必要 

該当者の場合

必要 

 

◆建設コンサルタント等の業務 

１ 測量、建築コンサルタント、建設コンサルタント、地質調査、補償コンサルタントの５業務とし、 

 次に掲げるすべての要件を満たしていることが必要です。 

（１） 建設コンサルタント等の業務に係る事業年数が資格審査基準日(10月１日)の前日まで引き続き 

１年以上経過していること。 

（２）入札参加資格を希望する建設コンサルタント等の業務の業種について、資格審査基準日の直前１ 

  年間の事業年度において業務実績があること。 

（３）入札参加資格を希望する業種において、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第１項の規定による 

  登録、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第１項の規定による建築士事務所についての登録、建 

  設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第５条による登録、地質調査登録規程(昭 

  和52年建設省告示第718号)第５条による登録又は補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示 

  第1341号)第５条による登録を受けていること。ただし、建設コンサルタント、地質調査、補償コン 

  サルタントの各登録規程に登録がない場合は、次に掲げる技術者を有していること。 

  ア 建設コンサルタントにあっては、建設コンサルタント登録規程別表に掲げる登録部門のいずれか 

  の部門に該当する技術士、シビルコンサルティングマネージャー(以下｢ＲＣＣＭ｣という。)、技術 



  認定管理者又は当該部門に係る実務経験が20年以上ある技術者を有すること。 

  イ 地質調査にあっては、建設コンサルタント登録規程別表に掲げる登録部門のうち、地質部門又は 

  土質及び基礎部門に該当する技術士、ＲＣＣＭ又は当該部門に係る実務経験が20年以上ある技術者 

  を有すること。 

  ウ 補償コンサルタント登録規程別表に掲げる登録部門の該当部門における実務経験が７年以上ある 

  技術者を有していること。 

  エ ｢市区町村税・都道府県税｣及び｢消費税・地方消費税｣について未納額がないこと。 

（４）南箕輪村暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者でないこと。 

 

２ 提出書類 

提出書類 様式 備考 

長野県に登録

済（申請済）

の方 

南箕輪村のみ

に提出の方 

競争入札参加資格審査

申請書 

様式１  必要 必要 

別紙１ 別紙１  必要 必要 

業態調書 別紙２  必要 必要 

委任状 任意様式 支店または営業所等において入

札参加申請をする場合 

該当者の場合

必要 

該当者の場合

必要 

登録証明書または登録

通知書 

写し 写し 省略可能 必要 

現在事項全部証明書

【法人事業者のみ】ま

たは住民票【個人事業

者のみ】 

写し 申請日より３か月以内に発行さ

れたもの 

省略可能 必要 

印鑑証明書 写し 申請日より３か月以内に発行さ

れたもの 

省略可能 必要 

経営規模等総括表 任意様式  省略可能 必要 

業務経歴書 任意様式 資格審査基準日直前２年分 省略可能 必要 

財務諸表 任意様式 直前営業年度２年分 省略可能 必要 

技術者一覧及び経歴書 任意様式  省略可能 必要 

暴力団等の排除に関す

る誓約書 

様式２  必要 必要 

村税に未納がない証明

書 

写し 南箕輪村に納税義務がある場合 

申請日より３か月以内に発行さ

れたもの 

【南箕輪村長発行のもの】 

必要 必要 

消費税及び地方消費税

の納税証明書 

写し 申請日より３か月以内に発行さ

れたもの 

法人事業者：その３の３ 

個人事業者：その３の２ 

【税務署発行のもの】 

省略可能 必要 

営業所一覧 任意様式 営業所がある場合 省略可能 該当者の場合



必要 

使用印鑑届 任意様式  必要 必要 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

◇入札参加資格の有効期間   登録の日から令和４年５月31日まで 

◇申請書様式   別添の南箕輪村様式又は国土交通省統一様式、長野県指定様式 

 ※ただし、国土交通省統一様式または長野県指定様式で提出の場合で、長野県に登録あるいは申請済 

の方は、その旨がわかる書類を提出してください。（例：申請書(控え)に長野県の受領印が押され 

たものの写しなど） 

◇提 出 部 数   １ 部 

◇留 意 事 項 

１ 申請書類はファイルを使用せず、｢２ 提出書類｣に記載の順番で、ひもとじ又はホッチキスとじにし 

 てください。 

２ 税金の未納がない証明書は３か月以内に発行されたもの、又は最新のものとしてください。(写しで 

 も可) 

３ 委任状は代表取締役から委任されたものとし、委任期間は入札参加資格の有効期間とします。 

４ 申請書類の提出は郵送、持参どちらも可能です。(受領証を希望する場合は、返信用はがき又は返信 

 用封筒・受領用紙を同封してください) 

５ 申請書類の受付及び登録ができない場合は、申請者あてに連絡します。 

６ 経営事項審査(建設工事の場合)について、入札参加資格者は有効な経営事項審査結果を受けている 

 必要があります。常に最新のものを提出してください。 

７ 入札参加資格申請は、定期受付後も随時受付をしておりますが、名簿への登録はその分遅くなりま 

す。 

８ 入札参加資格者又はその使用人が入札参加資格審査申請又は経営事項審査で虚偽の申請をした場合 

 など各種不正行為等があった場合には、指名停止又は資格の取り消しがあります。 

◇申請事項の変更 

 次の項目に変更があったときは、競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届に関係書類を添付のう

え、１部提出してください。 

１ 本店、支店又は営業所の所在地、郵便番号又は電話番号 

２ 商号又は名称 

３ 代表者又は支店長(営業所長) 

４ 廃業又は営業所の廃止、休止 

５ 建設業許可区分  （ 例 ： 「 一般許可 ⇒ 特定許可 」，「 特定許可 ⇒ 一般許可 」） 

 ※ 上記１～５については、登記事項証明書、委任状、建設業許可証明書等、変更事項を証する 

  書類を提出してください。 

     ＊ ＊ ＊ 問い合わせ先及び申請書類提出先 ＊ ＊ ＊ 
 
〒399-4592 長野県上伊那郡南箕輪村 4825番地 1  南箕輪村役場 財務課 財政係 

       TEL 0265-72-2321（直通） FAX 0265-73-9799（代表） 
       電子メール  zaisei-c@vill.minamiminowa.lg.jp 
       ホームページ  https://www.vill.minamiminowa.lg.jp 

 


