
※ [物品の調達等]の登録を希望される場合は 企画総務部 財政課 管財係 

　（内線242・369）までお問い合わせください。

平成30年度　

網走市競争入札参加資格審査申請の手引き

【 設 計 測 量 】

網走市役所 建設港湾部

都市整備課 庶務係

〒〒〒〒093093093093----8555855585558555 北海道網走市南６条東４丁目北海道網走市南６条東４丁目北海道網走市南６条東４丁目北海道網走市南６条東４丁目
TEL TEL TEL TEL 0152015201520152----44444444----6111611161116111（内線（内線（内線（内線253253253253・・・・380380380380））））



１　受付について

受付時間

受付場所

提出方法

申請様式

２　資格の有効期間　　　　

平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日

３　審査基準日　　　

平成３０年１月１日

４　審査結果について　　　

平成３０年３月下旬に審査結果及び登録内容を郵送で通知します。

５　資格要件

（１）共通的要件　　次のいずれにも該当するものであること。

　①地方自治法施行令（以下「政令」という。）第167条の4第1項に規定する者でないこと。

　②政令第167条の4第2項の規定により、競争入札への参加を排除されている者でないこと。

　③本市の市税に滞納がないこと。

　④消費税及び地方消費税に滞納がないこと。

　⑤都道府県公安委員会が指定する暴力団又は暴力団連合体の構成員を役員（個人は代表者）

　　並びに支配人及び営業所等の代表者として使用していないこと。

（２）設計測量の資格要件

　①審査基準日現在において引き続き１年以上その事業を営んでいること。

　②審査基準日前１年間に売上高を有していること。

　持参提出　（郵送による提出は無効となります。）

　網走市独自様式

　申請区分（建設工事、設計測量及び物品の調達等）毎に様式が異なりますの

　で、複数区分の申請をされる方は、区分毎に受付票・申請書を提出してくだ

　さい。ただし、証明書類、返信用封筒等は１通でかまいません。

その他

受付期間
　平成３０年２月１日（木）～平成３０年２月２８日（水）

　　※ただし、土曜、日曜及び祝日は除く。

　午前９時００分～１１時３０分　及び　午後１時００分～５時００分

　網走市役所本庁舎　３階　都市整備課庶務係　（網走市南６条東４丁目）
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６　その他

（１）次の３区分に分類し、資格者名簿に登録します。

　　　①市内業者　…市内に本店（個人事業主を含む）を有する者

　　　②準市内業者…市内で従業員を雇用し営業活動を行い、かつ、市内に支店、支社

　　　　　　　　　　または営業所等を有する者。（法人市民税を納付している者）

　　　③市外業者　…①、②以外の者

（２）今回登録後の年度途中での業種の追加申請はできません。

（３）変更届等について（登録後）

　　　申請書受付後、次に掲げる事項に変更があったときは、「網走市競争入札参加

　　　資格登録内容変更届（様式7）」に必要な書類を添付のうえ提出してください。

①名称又は商号①名称又は商号①名称又は商号①名称又は商号 ②代表者②代表者②代表者②代表者 ③受任者③受任者③受任者③受任者

④所在地（支店等含む）④所在地（支店等含む）④所在地（支店等含む）④所在地（支店等含む） ⑤業種の廃業⑤業種の廃業⑤業種の廃業⑤業種の廃業 ⑥技術者⑥技術者⑥技術者⑥技術者

⑦印鑑⑦印鑑⑦印鑑⑦印鑑 ⑧電話番号⑧電話番号⑧電話番号⑧電話番号

　　　※上記以外の組織の変更（合併、譲渡又は会社分割等）につきましても、別途

　　　　手続きが必要となります。

　　　※詳細につきましては、「網走市公式ウェブサイト」でご確認ください。

「確定・修正・中間申告書（第20号様式）」（「予定申告書（第20号様式
の３）」でも可）の写し（受付印のあるもの）または 「(法人市民税申告
書))))閲覧承諾書閲覧承諾書閲覧承諾書閲覧承諾書」 のいずれかの提出が必要です。

受付場所受付場所受付場所受付場所
（網走市役所本庁舎３階）（網走市役所本庁舎３階）（網走市役所本庁舎３階）（網走市役所本庁舎３階）

2



提出書類一覧（設計測量等）提出書類一覧（設計測量等）提出書類一覧（設計測量等）提出書類一覧（設計測量等）

1 様式1-2 原本

2 様式2-2 原本

法人 写し可
・履歴事項全部証明書に限る履歴事項全部証明書に限る履歴事項全部証明書に限る履歴事項全部証明書に限る
・平成29年12月1日以降に発行のもの

個人 写し可
・平成29年12月1日以降に発行のもの
・市町村長発行

写し

写し

写し

写し

写し

写し

写し

様式3-3 -

様式3-4 - ・任意様式可

法人 写し

個人 写し

様式4-3 - ・道内技術者がいない場合も提出

様式4-4 - ・任意様式可

8 写し可
・平成30年1月1日以降に発行のもの
・税務署発行

写し可
・平成30年1月1日以降に発行のもの
・網走市役所税務課発行

様式6 原本 ・申請年月日と同日付

原本 ・申請年月日と同日付

10 写し可 ・平成29年12月1日以降に発行のもの

11 － ・定形封筒　宛名記入

※ 事業経歴書（様式3-4）及び技術者名簿（様式4-4）は、独自に作成した書類でも、様式と

同様の内容が備わっていれば、それをもって代えることができます。

※ 書類の綴順は、受付票を先頭に番号順に綴って下さい。また、提出書類のファイル等への綴じ込み
は不要ですので、クリップ等に挟み提出してください。

測量法の登録通知書及び
測量法第55条の8 第1・第2項の書類

地質調査業者登録規定に規定する
登録通知書及び現況報告書

備　考

網走市競争入札参加資格審査申請書受付票【設計測量等】

網走市競争入札参加資格審査申請書兼誓約書【設計測量等】

No 提　出　書　類
原本及び
写しの別

確定申告書

計量証明書

3
登記事項証明書（履歴事項全部証明書）（履歴事項全部証明書）（履歴事項全部証明書）（履歴事項全部証明書）

身分証明書および営業証明書

4
許可・登録

証明書

建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ登録規定に規定する
登録通知書及び現況報告書

建築士法に規定する登録通知書

9

閲覧承諾書　※準市内を希望する場合※準市内を希望する場合※準市内を希望する場合※準市内を希望する場合

納税証明書　その３またはその３の３（消費税及び地方消費税）

補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ登録規定に規定する
登録通知書及び現況報告書

登録通知書のない場合は基準日
現在1年以上営業を営んでいる書面（契約書等）

5
事業経歴集計表

事業経歴書（直前１年分）

財務諸表
損益計算書

印鑑証明書

資格決定通知用返信用封筒（８２円切手貼付）

納税証明書（網走市税）　　　　※網走市に納税義務がある場合  どちらか
 の提出を
 要します網走市税に関する申立書　　　　※網走市に納税義務がない場合

6

7
技術者名簿総括表【設計測量等】（道内関係分）

技術者名簿【設計測量等】
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１　網走市競争入札参加資格審査申請書受付票【設計測量等】（様式１－２）

①　申請前に必ず「申請者確認欄」にて、提出する書類の有無を確認してください。

（様式1-2）

所属 網走出張所 氏名 電話

【提出書類確認票】　　　必要書類が整いましたら、申請者確認欄に必ず○をご記入ください。

1 様式1-2 ○

2 様式2-2 ○

法人 ○ 平成29年12月1日以降のもの

個人
平成29年12月1日以降のもの

市町村長発行

○

○

○

○

○

○

様式3-3 ○
様式3-4 ○ 任意様式可

法人 ○

個人

様式4-3 ○
様式4-4 ○ 任意様式可

8 ○
平成30年1月1日以降のもの

税務署発行

○
平成30年1月1日以降のもの

網走市役所税務課発行

様式6 申請年月日と同日付

申請年月日と同日付

10 ○ 平成29年12月1日以降のもの

11 ○ 定形封筒　宛名記入

申請区分併願状況　　　　建設工事　・　設計測量　・　物品

申請区分併願状況　　　　建設工事　・　設計測量　・　物品 お問い合わせ先

網走市 建設港湾部 都市整備課 庶務係

電話　（0152）44-6111(内線253・380)

9

閲覧承諾書　※準市内を希望する場合 原本

納税証明書（網走市税）　　　※網走市に納税義務がある場合  どちらか

 の提出を

 要します

写し可

網走市税に関する申立書　　※網走市に納税義務がない場合

事業者番号

平成30年度　網走市競争入札参加資格審査申請書受付票【設計測量等】平成30年度　網走市競争入札参加資格審査申請書受付票【設計測量等】平成30年度　網走市競争入札参加資格審査申請書受付票【設計測量等】平成30年度　網走市競争入札参加資格審査申請書受付票【設計測量等】

【申請者名（本店）】 受付印

株式会社　網走オーロラ流氷設計

本申請
担当者

網走三郎 （0152）44-1116      

No 提　出　書　類
原本及び
写しの別

申請者

確認欄

網走市

確認欄
備考

網走市競争入札参加資格審査申請書受付票【設計測量等】 原本

網走市競争入札参加資格審査申請書【設計測量等】 原本

3
登記事項証明書（履歴事項全部証明書に限る） 写し可

身分証明書および営業証明書 写し可

写し

4
許可・登録

証明書

建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ登録規定に規定する
登録通知書及び現況報告書

写し

建築士法に規定する登録通知書 写し

5
事業経歴書 -

事業経歴書（直前１年分） -

測量法の登録通知書及び
測量法第55条の8 第1・第2項の書類

写し

地質調査業者登録規定に規定する
登録通知書及び現況報告書

写し

補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ登録規定に規定する
登録通知書及び現況報告書

損益計算書 写し

確定申告書 写し

写し
登録通知書のない場合は基準日
現在1年以上営業を営んでいる書面（契約書等）

事業者番号

7
技術者名簿総括表【設計測量】（道内関係分） -

技術者名簿【設計測量】 -

納税証明書　その３またはその３の３（消費税及び地方消費税） 写し可

印鑑証明書 写し可

資格決定通知用返信用封筒（８２円切手貼付） －

２　お問い合わせの際は

　　、事業者番号並びに

　　受付日をお知らせく

　　ださい。

計量証明書 写し

平成30年度　網走市競争入札参加資格審査申請書受理票【設計測量等】平成30年度　網走市競争入札参加資格審査申請書受理票【設計測量等】平成30年度　網走市競争入札参加資格審査申請書受理票【設計測量等】平成30年度　網走市競争入札参加資格審査申請書受理票【設計測量等】

原本

6 財務諸表

【申請者名（本店）】＊あらかじめ記入しておいて下さい。＊あらかじめ記入しておいて下さい。＊あらかじめ記入しておいて下さい。＊あらかじめ記入しておいて下さい。
１　参加資格の審査結果

　　は、登録期間開始ま

　　でに通知します。

受付印

株式会社　網走オーロラ流氷設計

（切りとらないでください。）

・【申請者名（本店）】欄は
「商号又は名称」を記入して下さい。（押印不要）

・本申請担当者名及び電話番号欄は
申請書を持参される方の氏名を記入してください。

事業者番号は記入
しないでください。

申請者確認欄で
提出書類を確認
してください。

「現在事項全部証明書」「現在事項全部証明書」「現在事項全部証明書」「現在事項全部証明書」
は受け付けませんは受け付けませんは受け付けませんは受け付けませんので
ご注意願います。

必ずどちらかの書類の
提出が必要ですので
ご注意願います。

併願申請の場合、
該当区分を○で
囲んでください。

事業者番号は記入
しないでください。

【申請者名（本店）】欄は
「商号又は名称」を 記入して
ください。（押印不要）
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２　網走市競争入札参加資格審査申請書【設計測量等】（様式２－２）

※ この申請書は、委任状（受任者がいる場合）を兼ねています。
申請にあたっては、申請書の記載内容を十分にご確認の上、提出してください。

（様式2-2）

網走市長　水　谷　洋　一　　様

（網走市水道事業　網走市長　水谷洋一）

平成30年度の網走市（網走市水道事業を含む）における競争入札の参加資格の審査を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

なお、この申請書及び添付書類の記載事項が事実に相違ないこと、私が地方自治法施行令第１６７条の４第１項（同第１６７条の１１第１項において

準用する場合を含む。）に規定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者でないこと、及び「暴力団員による不当な行為の

 防止等に関する法律」第２条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者に該当しないことを誓約します。　

また、上記の誓約の内容を確認するため、網走市が他の官公署に照会を行うことについて承諾します。

０１　申請者

郵便番号　　　　０６０　ー　５６７８

私は、下記の受任者をもって代理人と定め、登録期間内において、次の全ての権限を委任登録期間内において、次の全ての権限を委任登録期間内において、次の全ての権限を委任登録期間内において、次の全ての権限を委任します。

［委任事項］ 　　 １．入札、見積及び開札に関する件 　　 ５．納税状況等の確認に関する件

　　 ２．契約の締結に関する件 　　 ６．共同企業体の結成に係る一切の件

　　 ３．契約金額の請求及び受領に関する件 　　 ７．その他契約に関する一切の件

　　 ４．入札、見積及び開札に関する復代理人の選任の件

郵便番号　　　　０９９　ー　５６７８

年 年 年 年 年 年

千円 千円 千円 千円 千円 千円

自

至 ○

○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○

使用印鑑

受任者印 使用印鑑

【前回登録番号】

支店長等
印

支店長等
使用印

札幌市○○区△△町４丁目５番６号

アバシリオーロラリュウヒョウセッケイ

０１１　ー　７８　－　９１０１ ＦＡＸ番号

（フリガナ）

商号又は名称

999

印鑑証明印(実印) 使用印鑑

代表取締役　　網　走　太　郎

森林土木 機械

その他

アバシリオーロラリュウヒョウセッケイ　キタミエイギョウショ

廃棄物

農業土木 建設環境

水産土木 電気、電子

上水道及び工業用水道 トンネル 振動加速度ﾚﾍﾞﾙ

下水道 施工計画、施工整備及び積算

補償関連 特定濃度

鉄道 鋼構造及びコンクリート 総合補償 音圧レベル

道路 土質及び基礎

港湾及び空港 都市計画及び地方計画 営業補償・特殊補償 熱量

電力土木 地質 事業損失 濃度

土地評価 質量

１１　建設コンサルタント登録部門　（該当に○または◎印） 物件 面積

河川・砂防及び海岸・海洋 造園 機械工作物 体積

１０　 直前１年間の事業高合計 １２　補償コンサルタント登
        録部門（該当に○印）

１３　計量証明事業者登録
       部門（該当に○印）平成28年4月1日

1,000,000 千円
平成29年3月31日 土地調査

計
量
証
明
の
事
実

長さ

16

０８　直前1年間の
       事業高金額

50,000 50,000 650,000 200,000 40,000 10,000

０７　営業年数 22 22 32 32 22

平成25年10月1日

０６　登録番号 （　14　）　第　100　号 （ 質18 ） 第  200  号 （ 建22 ） 第 300 号 （ 石 ） 第 400 号 （　　　）第 　　　　号 （ 補25 ）  第 500 号

０５　登録年月日 平成24年11月10日 平成23年11月30日 平成25年10月1日 平成26年10月10日 平成24年6月1日

測量 地質調査 土木設計 建築設計 技術資料 補償コンサルタント

０３　前回登録種別 測量 地質調査 土木設計 建築設計 技術資料

受任者の職氏名

株式会社　網走オーロラ流氷設計　　北見営業所

ショチョウ　アバシリジロウ

（フリガナ）

０１５７　ー　３４　－　７８９０ ＦＡＸ番号 ０１５７　-　３４　-　１２３４

０１１　-　３３　-　４４４４

株式会社　網走オーロラ流氷設計

ダイヒョウトリシマリヤク　アバシリタロウ

所長　　網　走　次　郎

北見市南３条東４丁目

０２　受任者

所在地

実印

支店等の名称

（フリガナ）

網走市競争入札参加資格審査申請書兼誓約書【設計測量等】網走市競争入札参加資格審査申請書兼誓約書【設計測量等】網走市競争入札参加資格審査申請書兼誓約書【設計測量等】網走市競争入札参加資格審査申請書兼誓約書【設計測量等】

申請年月日　：　平成　30　年　2　月　9　日

所在地

代表者の職氏名

（フリガナ）

電話番号

電話番号

０４　今回登録希望
       種別

０９　 直前決算期間

１4　特記事項　（必ず手引書を参照願います。）

網走市南○条西△丁目
㈱網走オーロラ流氷設計　網走出張所
0152-44-1116　　網走参郎

網走市内営業所の住所・連絡先
（申請者及び受任者以外）

実印と使用印が同じ実印と使用印が同じ実印と使用印が同じ実印と使用印が同じ

場合は両方に押印し場合は両方に押印し場合は両方に押印し場合は両方に押印し
てください。てください。てください。てください。

受任者印と使用印が受任者印と使用印が受任者印と使用印が受任者印と使用印が
同じ場合は両方に押同じ場合は両方に押同じ場合は両方に押同じ場合は両方に押
印してください。印してください。印してください。印してください。

申請月日は、窓口に提
出される日を記入して
ください。

新規申請者は
「新規」と記入
してください。

補償コンサルタントは

「技術資料」に含めず、

単独で記入してください。

受任者が有している場合

は◎を記入してください。

実印と使用印が同
じ場合は使用印欄
にも押印してくだ
さい。

受任者印と使用印
が同じ場合でも使
用印欄にも押印し
てください。
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【前回登録事業者番号】

　①　今回、新規に申請される場合は「新規」と記入してください。

【０１　申請者】

　①　フリガナを必ず付記してください。

　②　申請者は、法人にあっては本店（本社）代表者、個人営業者にあっては代表者です。

　③　実際の所在地が登記と異なる場合は、実際の所在地を記入してください。

　④　「実印及び使用印鑑」欄は、実印、使用印をそれぞれ押印してください。なお、実印を使用印とする場合は、

　　　実印を「使用印」欄にも押印してください。

【０２　受任者】

　①　契約に関する権限等を代理人に委任する場合は、所定事項を記入してください。

　　   （申請する支店及び営業所等は１ヶ所のみの記入としてください。）

　　　　 ただし、支店・営業所等が有している登録部門の範囲内において、委任されていることが必要です。

【０３　前回登録種別】

　①　「前回登録工種」欄は、新規に申請される場合は空欄となります。

【０４　今回登録希望種別】

　①　「今回登録希望種別」欄は、今回登録を希望する資格要件を満たしている種別（最大６種）を記入してください。

　※　補償コンサルタントを希望される方は、「技術資料」及び「補償コンサルタント」の両種別を記入してください。

【０５　登録年月日】

　①　申請時に有している登録通知書等を基に記入してしてください。

【０６　登録番号】

　①　申請時に有している登録通知書等を基に記入してしてください。

【０７　営業年数】

　①　「営業年数」欄は、平成３０年１月１日現在において希望する種別ごとの営業年数を記入してください。

　　　登録された日から審査基準日（平成３０年１月１日）までの通算した年数を記入してください。

【０８　直前１年間の事業高金額】

　①　「直前1年間の事業高金額」欄は、希望種別ごとの事業高金額（税抜）を記入してください。

【０９　直前決算期間】

　①　「直前決算期間」欄は、直前１年間の決算期間を記入してください。

【１０　直前１年間の事業高合計】

　①　「直前１年間の事業高合計」欄は、会社の全種別の請負代金合計（税抜）を記入してください。

　※　【０８】で記入した希望種別ごとの事業高金額（税抜）の合計額との一致を基本としますが、その他の理由その他の理由その他の理由その他の理由

　　　　　　　　　　　　（業種以外（業種以外（業種以外（業種以外の売上げがあるなど）があれば一致しなくても結構です。の売上げがあるなど）があれば一致しなくても結構です。の売上げがあるなど）があれば一致しなくても結構です。の売上げがあるなど）があれば一致しなくても結構です。

【１１　建設コンサルタント登録部門】

　①　建設コンサルタントの登録をしている場合は、現況報告書により該当する部門に〇印を記入してください。

　　　また、受任者欄に記載がある場合で、受任者が有している登録部門がある場合は◎印を記入してください。

【１２　補償コンサルタント登録部門】

　①　補償コンサルタントの登録をしている場合は、登録通知書等により該当する部門に〇印を記入してください。

【１３　計量証明事業者登録部門】

　①　計量証明事業者の登録をしている場合は、登録証により該当する部門に〇印を記入してください。

【１４　特記事項】

　①　申請者、受任者以外で、網走市内に支店・営業所等がある場合は住所・電話・担当者等を記入してください。

　②　消費税法（昭和63年法律第108号）に定める、「免税事業者」の方は申し出てください。

6


