
一般競争（指名競争入札）参加資格審査申請書（物品・役務）記載要領 

 

１．申請手続きにおける注意事項 

 (１)黒のボールペンで記載してください。なお、各様式に直接入力後印刷可。 

 (２)申請書を郵送される方は、封筒に「野木町入札参加資格申請書在中」と明記し、郵

便（特定記録、一般書留、簡易書留、レターパック）で送付してください。 

   【郵送先】〒329-0195 

        栃木県下都賀郡野木町丸林 571 

         野木町総合政策部政策課契約管財係 

 (３)証明書等は、申請書提出時における最新のもの（証明書は写し可。ただし、申請日

前３ヶ月以内に発行されたもの）を提出してください。 

(４)綴じ込むファイルは、Ａ４の紙製ファイル（黄緑色。とじ具は、樹脂製）のものを

使用してください。 

 

２．申請書の記載要領及び添付書類 

 (１)一般競争（指名競争入札）参加資格審査申請書（町様式） 

  ①「令和  年  月  日」欄は、持参の場合、書類提出日を、郵送の場合、書類

発送年月日を記入してください。 

  ②「郵便番号」欄は、本店所在地の郵便番号（７ケタ）を記入してください。 

  ③「住所又は所在地」欄は、本店所在地を記入してください。なお、市区町村名に続

く「大字」「字」という文字は除いて、「丁目」「番」「号」及び「番地」は、「－（ハ

イフン）」により省略して記入してください。 

  ④「ふりがな」欄は、ひらがなでご記入ください。 

  ⑤「商号又は名称」欄の法人の種類を表す文字については、㈱、㈲等、次の略号を用

いて記入してください。 

種 類 略号 種 類 略号 種 類 略号 

株式会社 （株） 合名会社 （名） 企業組合 （企） 

有限会社 （有） 協同組合 （同） 財団法人 （公財）（一財） 

合資会社 （資） 協業組合 （業） 社団法人 （公社）（一社） 

   また、「ふりがな」においては、法人の種類を表す文字については記入せず、会社名

等のふりがなのみ記入してください。 

  ⑥「代表者職・氏名」欄は、代表者の役職を（個人は、「代表」と記入してください）、

氏名については代表者の氏名を記入してください。また、代表者氏名の後に押印（代

表者印）を忘れずにお願いします。 

  ⑦「電話番号」「ＦＡＸ番号」は、本店のものを記入してください。なお、市外局番、

市内局番、番号については、「－（ハイフン）」で区切って記入してください。 



  ⑧入札に参加を希望する業種は、該当する欄の「□」を塗りつぶしてください。業種

情報カードと整合させてください。 

⑨申請事項に不明な点等があった場合、問い合わせをしますので、「申請担当者氏名」

欄に担当者氏名（ふりがな付き）及び連絡先電話番号を記入してください。 

⑩「製造・販売等実績」欄は、申請日直前の販売・受託等に係わる前年度実績高・直

前年度実績高及び当該２カ年間の平均実績高を記入してください（千円未満切捨て）。 

 

 (２) 納税証明書 

直前１年分の下記納税証明書を提出してください。なお、直前１年分の納税額が確

定しないため証明書の交付が受けられない場合は、前決算期に対して課税され納付

した税目にかかる納税証明書を提出してください。非課税の場合は、その旨の証明

書を提出してください。 

  ①法人の場合 

   ア．国税～税務署で発行する法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書 

        （様式：その３の３） 

   イ．都道府県税～登録先の都道府県税事務所等で発行する法人県民税・法人事業税・

特別法人事業税・地方法人特別税の納税証明書 

   ウ．町税～野木町役場で発行する全税目の納税証明書 

        （野木町内に事務所又は事業所がある場合に限ります。なお、代表者が

町内居住の場合、代表者個人に係わるものも添付してください。） 

  ②個人の場合 

   ア．国税～税務署で発行する申告所得税、消費税及び地方消費税の納税証明書 

        （様式：その３の２） 

   イ．都道府県税～登録先の都道府県税事務所等で発行する個人事業税の納税証明書 

   ウ．町税～野木町役場で発行する全税目の納税証明書 

        （野木町内居住の方に限ります。） 

  ※新型コロナウイルス感染症等の影響により、国税・県税・町税の納税または徴収猶

予等を受けている場合は、上記の代わりに「納税の猶予許可通知書」または「徴収

猶予許可通知書」の写しを提出してください。 

 

 (３) 営業実績書（町様式（任意様式可）） 

   実績となるものは国又は地方公共団体に対し、過去２か年以内に納入又は業務完了

したものです（※基準日は申請日とします）。納入実績及び業務実績は、契約金額の

大きい順に記入してください。任意様式を使用する場合は、規定の様式の項目が記

載してあるものを使用してください。 

 



 (４) 商業登記簿謄本（法人のみ）または身分証明書（個人のみ） 

   法人の場合のみ提出してください。なお、個人の場合については、身分証明書（申

請者の住所を管轄する市町村が発行する、契約を締結する能力を有しない者及び破

産者で復権を得ないものでないことについての証明書）を提出してください。 

 (５) 登録証明書 

   営業に関し、法律上必要とする登録証の写し（申請時現在有効であるもの）又は登

録証明書を添付してください。 

 

 (６) 財務諸表 

   申請日直前の営業年度１年分を提出してください。 

  ①法人の場合 

   貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類 

  ②個人の場合 

   所得税の確定申告書・青色申告決算書又は収支内訳書等 

 

 (７) 委任状（町様式） 

   野木町発注建設工事の入札及び契約締結等についての権限を、支店あるいは営業所

等の長に年間を通じて委任する場合は、権限を委任する旨を表す委任状を提出して

ください。 

② 委任状の右上の日付は、書類提出日又は書類発送日を記入してください。 

  ②委任期間は、「書類提出日又は書類発送日から令和５年３月３１日まで」と記入して

ください。 

  ③委任事項は、該当する委任項目の数字に○をつけ、１～５以外の委任事項がある場

合には、６に○をつけて（ ）内に委任する事項を記入してください。 

 

 (８) 業種情報カード（物品又は役務）（町様式） 

  ①希望する業種の大分類及び小分類チェックボックスを塗りつぶし、品目例示欄につ

いて具体的な取り扱い品目を記入してください。 

  ②自己資本額については、資本金と剰余金を合計したものを記入してください。個人

事業者の場合は、未記入。 

 

（９）誓約書（町様式） 

  ①誓約書の右上の日付は、書類提出日又は書類発送日を記入してください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

例  示 
 

 



申請受付印

申請区分 ■工事 □委託 □物品 ■役務

建設業許可区分 □大臣 ■知事 栃木県 許可番号

業者名

業者名かな

法人区分 法人位置 ■前 □後

地区区分 ■県内 □県外

営業所名

代表者名

代表者名かな

役　職

TEL FAX

代表者名

代表者かな

役　職

TEL FAX

（留意事項）
　１．申請区分は、申請する全ての業種についてチェックしてください。
　２．建設業許可区分は、工事を申請する場合に記入してください。
　３．地区区分は、栃木県内に本店を有する場合を県内、それ以外を県外としてチェックしてください。
　４．契約締結等に関する権限を営業所長等に委任する場合は、下段の本店情報に本店を、中段の契約登録先情報に営業所等の情報をそれぞれ記
　　　入してください。委任しない場合は、そのまま中段の契約登録先情報に本店の情報（営業所名は空欄）を記入してください。

〒○○○－△△△△

栃木県宇都宮市○○○○

○○○○－○○－○○○○ ○○○○－○○－○○○○

野木　太郎

のぎ　たろう

代表取締役

営業所長

〒３２９－０１９５

栃木県下都賀郡野木町丸林５７１

０２８０－５７－４１１７ ０２８０－５７－４１９０

株式会社

野木営業所

野木　次郎

のぎ　じろう

住　所

契約登録先情報
（本店又は委任先）

基本情報カード

住　所

※本店情報
（委任時に記載）

※知事許可の場合の県名 １９○○１１

野木町建設

のぎまちけんせつ



大分類 小分類 品目例示
■事務用品 紙、文房具、保存箱
□事務機器 机、いす、ロッカー、金庫、つい立、印刷機、複写機、パソコン
□印章 公印、ゴム印、日付印
□図書 書籍
□体育用品 スポーツ用品
□文化用品 楽器、ＤＶＤ、娯楽遊具
□教材 学校教材、標本模型
□その他
□被服 事務服、作業服
□その他 装飾幕、カーテン、横断幕、ふとん
□一般印刷 活版、シール、ラベル
■フォーム印刷 一般帳票
□地図 地図の調製、印刷
□その他
□電気製品 テレビ、洗濯機、掃除機、ビデオ、電池、蛍光灯
□電気機械製品 変圧器、モーター、発電機
□通信機器 電話機、ＦＡＸ、無線機
□その他
□機械機器 工作機械、農業機械、土木機械
□厨房機器 電気釜、調理台
■防災機器 消防ポンプ、消火器
□空調機器 冷暖房器具
□その他
□医療衛生器具 浄水器、血圧計、体温計、包帯、トイレットペーパー
□理化学器具 電圧電流計、天体望遠鏡、騒音計、顕微鏡
□計量機器 身長計、体重計、測量器具
□その他
■自動車販売 自動車、特殊車、二輪車
□自動車修理 車検
□自動車用品 自動車部品、タイヤ
□その他
□石油 ガソリン、灯油、軽油
□ガス プロパンガス
□その他
□道路用資材 砕石、舗装材、コンクリート杭、標識
■建築資材 ガラス、畳、襖、建具
□上下水道用資材 水道メーター、塩ビ管、鋳鉄管
□その他

□その他

自己資本額 千円

営業年数 年

□電気器具

業種情報カード（物品）

■建設資材

■機械器具

□医療・精密器具

■車両

□燃料

■事務・教育用品

□繊維製品

■印刷

 

 

 



大分類 小分類 品目例示
□事務機器 パソコン、複写機
□車両 乗用車、バス、トラック、バックホー
□建物 プレハブ
■保守・点検 昇降機保守、自動ドア保守、電気保守
□清掃 建物清掃、路面清掃、管渠清掃
□警備 常駐警備、巡回警備、機械警備
□環境調査 大気調査、水質調査、騒音調査、土壌調査
□調査 漏水調査、交通量調査、発掘調査、建物調査
□広告 新聞広告、雑誌広告
■イベント イベント企画、会場設営、式典
□人材派遣 保育士、看護士、介護士、外国語指導助手
□給食調理 保育所給食
□翻訳・通訳

■情報処理 ソフトウェア開発、システム開発、保守、運営
□写真・製図 航空写真撮影、地図作製
■廃棄物 収集、運搬、処分
□運送 旅客運送、貨物運送

□その他

自己資本額 千円

営業年数 年

業種情報カード（役務）

■企画

□サービス

□賃貸借

■施設管理

□調査

 


