






様式第５号



市税の納付状況に係る確認についての同意書兼誓約書



　　　年　　　月　　　日

（宛先）

倉吉市長





※　いずれか該当する□に「レ」を記載してください。

		　□　倉吉市の市税の納付義務がある者



		　私は、倉吉市における市税（市民税、固定資産税及び軽自動車税）の納付状況を確認される

ことに同意します。

　また、当該納付に未納があったときは、入札参加資格を付与されないことを承諾します。











		　□　倉吉市の市税の納付義務がない者



		私は、倉吉市における市税（市民税、固定資産税及び軽自動車税）の納付義務がないことを

誓約します。









住所（所在地）



商号又は名称実印





代表者職・氏名





※　個人事業者の場合は、記入してください。

　　　　　　代表者個人の住所（住民票に記載された住所）





　　　　　　代表者個人の生年月日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　生


様式第４号

使用印鑑届



　　　年　　　月　　　日

（宛先）

　　倉吉市長



届出人（本社）

住所（所在地）



商号又は名称



代表者職・氏名





下記の印鑑を、本社における入札の参加、見積りの提出、契約の締結並びに代金の請求及び受領のために使用したいので届け出ます。





		使　用　印　鑑



		











· 代表者（本社）が入札の参加、見積りの提出、契約の締結並びに代金の請求及び受領のために実印以外

の印鑑を使用する場合に限り提出してください。受任者の使用する印鑑については、様式第３号の委任状に押印するため、本届は不要です。

実印




様式第７号



倉吉市物品・役務等資格審査申請事項変更届



　　　年　　　月　　　日

（宛先）

倉吉市長



住所（所在地）



商号又は名称実印





代表者職・氏名



　　　　平成29年度から平成31年度までの間において、倉吉市が発注する物品・役務等に係る

入札参加資格審査に係る申請書類に変更がありましたので、次のとおり届け出ます。



        記

		変更事項

		変　更　前

		変　更　後

		変更年月日



		

		

		

		





　※ 添付書類　 





 



【申請担当者】

		所　属

		



		（ふりがな）

		



		担当者名

		



		電話番号

		








様式第６号


暴力団等の排除に関する誓約書

　　　年　　　月　　　日


（宛先）


倉吉市長　

住所（所在地）

商号又は名称

代表者職・氏名

　私は、下記事項について、事実と相違ないことを誓約します。

記


１　自己又は自己の役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。）若しくはその配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）は、次に掲げる各号のいずれにも該当しません。

(１)　倉吉市暴力団等排除条例（平成24年倉吉市条例第６号。以下「条例」という。）第２条第１号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）である。

 (２)　暴力団又は暴力団員を経営又は運営に実質的に関与させている。

(３)　暴力団員であると知りながら、暴力団員を雇用し、又は使用している。

(４)　暴力団又は暴力団員であることを知りながら、その者と製造の請負又は物品の売買等の契約を締結している。

(５)　暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している。

(６)　暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有し、又は社会的に非難される関係を有している。

(７)　暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している。

２　前項各号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められた場合は、速やかに倉吉市にこれを提出し、その内容について所管警察署へ照会することについて承諾します。
　また、前項各号に該当することとなった場合は、速やかに倉吉市に届け出るとともに、入札参加資格の取消しなど、倉吉市の行う一切の措置について異議申し立てを行いません。

（注意事項）

　　この誓約書は、入札参加資格の付与にあたって暴力団等と関係がないことを確認するためのもの

　であり、上記２に従って提出された役員名簿等は、その目的以外のために使用しません。

実印









様式第１号

																																																																				　　　 市　内　・　市　外
　　　　（記入しないでください）

		様式第１号																																																																										　　		受付印 ウ ツ イン





		倉吉市物品・役務等入札参加資格審査申請書 クラヨシシ ブッピン エキム ナド ニュウサツ



		（宛先）
　　 倉吉市長 アテ サキ クラヨシシチョウ



		　　　平成29年度から平成31年度までの間において倉吉市が発注する物品・役務等に係る競争入札に ブッピン エキム キョウソウ ニュウサツ

		 　 参加したいので、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については、事実と相違ないことを誓約します。



		 １　申請者（本社）に関する事項 シンセイシャ ホンシャ カン ジコウ																																																																						年 ネン								月 ツキ								日 ヒ

		住所（所在地） ジュウショ ショザイチ																		〒										-





		（ふりがな）																																																																										実印 ジツイン

		商号又は名称



		（ふりがな）

		代表者職・氏名 ダイヒョウシャ ショク シメイ



		電話番号 デンワ バンゴウ																																												ＦＡＸ番号 バンゴウ

																												-								-																																				-								-



		※1.法人番号（13桁） ホウジン バンゴウ ケタ																																																																						※2.　<同意>										有 ユウ						無 ナシ

																																																																																						・



				※1.法人番号の欄は、指定を受けている者に限り記入してください。（個人事業者の方は、個人番号（12桁）を記入しないでください。）
※2.法人番号の指定を受けている人格のない社団等の場合は、国税庁法人番号公表サイトにおいて公表しているかどうか（同意の有無）の別を、○で囲んでください。 ホウジン バンゴウ ラン シテイ ウ モノ カギ キニュウ コジン ジギョウシャ カタ コジン バンゴウ ケタ キニュウ ホウジン バンゴウ バアイ ウム ベツ カコ



		 ２　受任者に関する事項（委任状により支店・営業所等が契約者となる場合に記入） ジュニン シャ カン ジコウ イニンジョウ シテン エイギョウショ ナド ケイヤクシャ バアイ キニュウ

		住所（所在地） ジュウショ ショザイチ																		〒										-





		（ふりがな）																																																																										
印 イン

		支店・営業所名 シテン エイギョウショ ナ



		（ふりがな）

		代理人職・氏名 ダイリ ヒト ショク シメイ

																																																																												(支店長印・所長印等) シテンチョウ イン ショチョウ イン ナド

		電話番号 デンワ バンゴウ																																												ＦＡＸ番号 バンゴウ

																												-								-																																				-								-





		 ３　営業状況に関する事項 エイギョウ ジョウキョウ カン ジコウ

		営業年数 エイギョウ ネンスウ																																				年 ネン				（1年未満は切捨て） ネン ミマン キリス



		売上高 ウリアゲ ダカ																																				千円 セン エン				（直前１年間の決算額・千円未満は切捨て） チョクゼン ネンカン ケッサン ガク センエン ミマン キリス



		資本金の額 シホン キン ガク																																				千円 セン エン



		従業員数（全社） ジュウギョウイン カズ ゼン シャ																																				人 ヒト								うち市と取引する支店等の従業員数 シ トリヒキ シテン ナド ジュウギョウイン カズ																																										人 ヒト



		【本申請に係る担当者】 ホン シンセイ カカワ タントウシャ

		所属 ショゾク



		（ふりがな）																																												担当者電話番号 タントウシャ デンワ バンゴウ

		氏名 シメイ																																																																						-								-














倉吉市物品・役務等入札参加資格審査申請要領


平成29年度から平成31年度までの間において倉吉市が発注する製造の請負、物品の売買及び修理、役務の提供（測量、建設コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタント業務に係るものを除く。）並びに物品の賃貸（以下、「物品・役務等」といいます。）に係る競争入札参加資格審査申請書の受付を行います。

参加を希望される方は、次により関係書類を提出してください。

なお、この度の手続きから、本市会計課で取扱う申請に役務の提供に係る業種種目を新たに加えました。このうち、車両整備に係るものについては、現在、本市総務部総務課で管理している公用車の車検整備等業務の入札参加資格者の登録期限が平成30年３月31日までとなっており、これにより既に登録を受けている事業者は、車両整備に係る入札参加資格を有するものとして、引き続き当該期限まで入札参加資格を有することとして取り扱います。

１　申請書等の入手方法
　倉吉市物品・役務等入札参加資格審査申請書等の様式は、市公式ウェブサイトの「申請書等のダウンロード」のコンテンツから入手してください。


(１)　配付書類

ア　倉吉市物品・役務等入札参加資格審査申請書（様式第１号）

イ　営業種目申請書及び営業実績書（様式第２号）

ウ　委任状（様式第３号）

エ　使用印鑑届（様式第４号）

オ　市税の納付状況に係る確認についての同意書兼誓約書（様式第５号）

カ　暴力団等の排除に関する誓約書（様式第６号）

キ　倉吉市物品・役務等資格審査申請事項変更届（様式第７号）

(２)　参考資料

ア　営業種目表（別表第１）

イ　提出書類一覧表（別表第２）

２　申請書の受付


(１)　受付期間
　平成28年12月１日（木）から平成29年１月13日（金）まで（必着）

（倉吉市の休日を定める条例（平成元年倉吉市条例第２号）第２条第１項に規定する市の休日

を除きます。）

ただし、この期間を経過した後も随時受け付けることとしますが、この場合において、資格の

　　有効期間の始期が平成29年４月１日とならない場合があるので、注意してください。


(２)　受付時間

午前８時30分から午後５時15分まで


(３)　提出方法

持参、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「信書便」といいます。）により提出してください。この場合において、郵便又は信書便により提出するときは、書留郵便又はこれに準ずる信書便の役務によることとします。

(４)　提出先

〒682-8611　鳥取県倉吉市葵町722番地（倉吉市役所本庁舎２階）
鳥取県倉吉市会計課出納係（電話 0858-22-8154）


３　提出書類

提出書類は、次のとおりです。提出の際は、申請書を上にして、（２）に掲げる添付書類の番号順にダブルクリップで留めてください（ステープル留めやファイル綴じは不可）。提出部数は、１部（片面印刷）です。


(１)　倉吉市物品・役務等入札参加資格審査申請書（様式第１号）


(２)　添付書類


ア　営業種目申請書及び営業実績書（様式第２号）


イ　委任状（様式第３号）

（代理人（支店等）に入札、見積り、契約の締結並びに代金の請求及び受領等の事務（ウに

おいて「契約事務」という。）を委任する場合に限ります。）


ウ　使用印鑑届（様式第４号）

（代表者（本社）が、契約事務において、実印以外の印鑑を使用する場合に限ります。受任

者（支店等）の使用する印鑑は、イの委任状に押印するため、本届の提出は不要です。）


エ　市税の納付状況に係る確認についての同意書兼誓約書（様式第５号）


オ　暴力団等の排除に関する誓約書(様式第６号)

カ　商業登記簿謄本等（申請日前３箇月以内に発行されたものの原本又はコピー）

(ア)　法人　登記簿謄本又は登記事項証明書（履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書）


(イ)　個人　身分証明書及び登記されていないことの証明書（成年被後見人・被保佐人等に該当していないことの証明）

キ　印鑑証明書等（申請日前３箇月以内に発行されたものの原本又はコピー）


(ア)　法人　印鑑証明書


(イ)　個人　印鑑登録証明書

ク　決算書（申請日直前の営業年度に係るもの）の写し


(ア)　法人　貸借対照表及び損益計算書


(イ)　個人　確定申告書のうち損益計算書及び貸借対照表（資産負債調）


ケ　営業に関し許可、認可等を必要とする業種にあっては、これらの証明書の写し


コ　消費税及び地方消費税に未納がないことを証する納税証明書（申請日前３箇月以内に発行されたものの原本又はコピー）


(ア)　法人　国税通則法施行規則（昭和37年大蔵省令第28号）別紙第９号書式（以下「第９号書式」という。）「その３」又は第９号書式「その３の３」


(イ)　個人　第９号書式「その３」又は第９号書式「その３の２」

サ　鳥取労働局が発行する労働保険料納付証明書（県内に本店を有する事業所のみ。申請日前３箇月以内に発行されたものの原本又はコピー）


４　提出書類作成上の留意点

基準日は、申請日とします。


(１)　倉吉市物品・役務等入札参加資格審査申請書（様式第１号）

申請日は、提出日（郵便又は信書便による場合は、発送日）を記入してください。未記入の場合、倉吉市に書類が提出された日が申請日となります。

ア　申請者（本社）に関する事項

(ア)　法人の場合は、登記簿謄本に記載された住所を記入してください。


(イ)　個人の場合は、所得税の確定申告書に記載した事業所所在地を記入してください。


(ウ)　「代表者職・氏名」は、｢代表取締役｣「取締役社長」「代表取締役社長」「理事」等、代表者の役職名を記入してください。個人事業者については、「代表者」と記入してください。

(エ)　申請書には、実印として登録している代表者印を押印してください。（会社印は不可）

(オ)　「法人番号」は、法人に指定された13桁の番号を記入してください。個人事業者については、記入しないでください。

イ　受任者に関する事項

　委任状により支店・営業所等が契約者となる場合のみ記入してください。本社が契約者となる場合は記入しないでください。


ウ　営業状況に関する事項

(ア)　「営業年数」は、登記簿謄本に記載されている会社設立年月日から申請日までの年数を記入してください。なお、申請日までにおける１年未満の端数は切り捨ててください。

(イ)　「売上高」は、次の額を記入してください。（千円未満切捨て）

ａ　法人　損益計算書の売上高

ｂ　個人　損益計算書の売上（収入）金額（雑収入を含めます。）

(ウ)　「資本金の額」は、次の額を記入してください。（千円未満切捨て）

ａ　法人　登記簿謄本の資本金の額

ｂ　個人　貸借対照表の元入金


(エ)　「従業員数（全社）」は、申請日時点での全体の総従業員の人数（嘱託・パート等を含

む。）を記入してください。

「うち市と取引する支店等の従業員数」は、申請日時点での倉吉市内の支店、営業所、事業所等における従業員の人数（嘱託・パート等を含む。）を記入してください。

エ　本申請に係る担当者

申請書類の記載内容について回答できる方の所属、氏名等を記入してください。

(２)　営業種目申請書及び営業実績書（様式第２号）


申請する業種（□物品、□役務・委託、□賃貸）の□欄に「レ」を付し、それぞれの業種ごとに様式第２号を作成し、提出してください。

※　１．入札参加希望営業種目及び２.主な取扱品目（業務内容）等の欄に記入しきれないときは、この様式を複写利用し、頁番号を用紙下中央に記入してください。

１.入札参加希望営業種目 

ア　［大分類］<小分類>の種目番号は、別表第１「営業種目表」を参照に記入してください。


イ　申請を希望する営業種目について、［大分類］の欄に種目番号を記入し、<小分類>種目番号の（　）の欄に、○印を記入してください。

ウ　「物品」の大分類については、最大で５種目までとします。小分類については、申請種目数に係る制限はありませんので、複数の種目の申請が可能です。


エ　「役務・委託」、「賃貸」については、大分類及び小分類ともに申請種目数に係る制限はあり

ません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【記載例】　　　　　　　　　　 　　　　　   　☑ 物品 □ 役務・委託 □ 賃貸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※希望する業種の□にチェックしてください。 

		【大分類】

種目番号

		※1 <小分類> 　種目番号



		

		１

		２

		３

		４

		５

		６

		※2

		※2



		【　１　】

		(　)

		(○)

		(○)

		(　)

		(　)

		(　)

		(　)

		(　)



		【　８　】

		(○)

		(○)

		(　)

		(　)

		(　)

		(　)

		(　)

		(　)





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


２.主な取扱品目（業務内容）

ア　「１.入札参加希望営業種目」に記載したすべての大分類及び小分類の主要取扱品目（業務

内容）等を記入してください。

イ　「主要取扱品目（業務内容）」は、別表第１の営業種目表「内容（例示）」の品目を参考に、

取扱品目、業務内容等を具体的に記入してください。

ウ　小分類の種目が「その他」のものは、特に詳しく主要取扱品目（業務内容）の記載をしてく

ださい。

エ　「取扱品目のメーカー名」は、役務・委託及び賃貸の申請の場合、記入の必要はありません。物品における申請の場合に限り記入してください。

【記載例】

		種目番号

		主要取扱品目（業務内容）

		取扱品目のメーカー名



		<大分類>－<小分類>

		

		



		（１）－（２）

		用紙、封筒、ダンボール

		㈱△△



		（１）－（３）

		複写機、パソコン周辺機器、シュレッダー

		□□事務機器



		（８）－（１）

		テレビ、エアコン、冷蔵庫、掃除機

		△△社



		（８）－（２）

		電話機、放送用機器、ファクシミリ

		□□□社





　

３.営業実績書 

ア　「２．主な取扱品目（業務内容）」に記載した種目番号の順に、申請日から、過去２年以内に履行を完了した（複数年契約を履行中のものも含みます。）代表的な営業内容についての契約

実績１～３件について、記入してください。

イ　「契約相手方の名称」については、公表することに支障がある場合は官公庁、一般企業、個

人等と記入してください。取引実績がない場合は「契約の名称又は取引の種類及び内容」欄に「なし」と記入してください。

ウ　小分類の種目が「その他」のものは、特に詳しく「契約の名称又は取引の種類及び内容」を記入してください。

エ　「契約金額」については、総額（単価契約の場合は、契約単価に契約期間中の実績総額を乗じた総額）を記入してください。申請日現在、複数年契約を履行中のものも含みます。その場合、「（月額）単価」、「台数」等も分かるように記入し、それらに全契約期間を乗じた契約総額（予定）を記入してください。なお、記入する金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額としてください。 

　　オ　物品の購入等についての「契約期間」は、上段に契約締結日、下段に納入完了年月日又は納入期限日を記入してください。

【記載例】（物品購入等）

		種目番号

		契約相手方の名称

		契約の名称又は

取引の種類及び内容

		契約金額

　　（千円）

		契約期間



		<大分類>－<小分類>

		

		

		

		



		（１）－（２）

		□□市□□課

		再生PPC用紙の購入

(単価1,300円/箱)(2,500箱)

		3,250

		H27. 4. 1 から



		

		

		

		

		H28. 3.31 まで



		

		

		

		

		   .  .   から



		

		

		

		

		   .  .   まで



		

		

		

		

		   .  .   から



		

		

		

		

		   .  .   まで



		（１）－（３）

		○○県○○市

		○○○用備品

		250

		H27. 4. 1 から



		

		

		

		

		H27. 6.15 まで



		

		□□□㈱

		□□

		500

		H28 .5 .1 から 



		

		

		

		

		H28. 5.31 まで



		

		㈲△△△

		△△一式

		600

		 H28 .11 .1 から 



		

		

		

		

		H29. 2. 10 まで



		（８）－（１）

		○○県

		映像・音響機器の購入

		1,892

		H27.11.26 から



		

		

		

		

		H28. 3.20 まで



		

		△△㈱

		石油暖房機の購入

		1,000

		H28.10. 1 から



		

		

		

		

		H28.12. 5 まで



		

		

		

		

		   .  .   から



		

		

		

		

		   .  .   まで





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【記載例】（賃貸）

		種目番号

		契約相手方の名称

		契約の名称又は

取引の種類及び内容

		契約金額

　　（千円）

		契約期間



		<大分類>－<小分類>

		

		

		

		



		（30）－（１）

		○○県○○市

		大型電子複写機賃借料

		324

		H27. 4. 1 から



		

		

		

		

		H28. 3.31 まで



		

		□□□㈱

		印刷機賃貸借料

(月額8,500円/台)(3台)

		1,224

		H28. 5. 1 から



		

		

		

		

		H32. 4.30 まで



		

		

		

		

		   .  .   から



		

		

		

		

		   .  .   まで





(３)　委任状（様式第３号）

様式第１号「倉吉市物品・役務等入札参加資格審査申請書」の「受任者に関する事項」に記載がある場合は、必ず提出してください。


(４)　使用印鑑届（様式第４号）

受任者（支店等）の使用する印鑑は、様式第３号「委任状」に押印するため、本届の提出は、

　　不要です。代表者（本社）が、入札、見積り、契約の締結並びに代金の請求及び受領等に関し、実印以外の印鑑を使用する場合に限り提出してください。

(５)　市税の納付状況に係る確認についての同意書兼誓約書（様式第５号）

倉吉市に市税の納付義務がある方は、滞納がないことの確認を会計課が行う必要がありますの

で、当該市税の納付状況を確認されることに同意する□欄に、また、当該市税の納付義務のない

方は、その旨を誓約する□欄に「レ」を記載してください。


(６)　暴力団等の排除に関する誓約書（様式第６号）

印鑑は「倉吉市物品・役務等入札参加資格審査申請書」と同じ印を押印してください。

５　入札参加資格

入札参加資格を得るためには、次に掲げる要件を全て満たしている必要があります。


(１)　倉吉市財務規則（平成12年倉吉市規則第30号。以下「規則」という。）第103条第１項各号のいずれにも該当しない者であること。


(２)　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の11第１項において準用する同令第167条の４第２項各号のいずれかの規定に該当するとして、規則第117条において準用する規則第103条第２項の規定に基づき、競争入札への参加が認められていない者でないこと。


(３)　市税（延滞金及び加算金を含む。）に未納がないこと。


(４)　法人にあっては、法人税、消費税及び地方消費税（延滞金及び加算金を含む。）に、個人にあっては、所得税、消費税及び地方消費税（延滞金及び加算金を含む。）に未納がないこと。


(５)　県内に本店を有する事業所にあっては、鳥取労働局が発行する労働保険料納付証明書に未納額がないこと。


(６)　経営状況を確認し、総合的に経営が安定していると認められること。


(７)　営業を行うにつき、法令の規定により官公署等の許可、認可等を必要とする場合においては、当該許可、認可等を受けている者であること。


(８)　入札参加資格の申請を行う日現在において、継続して過去１年以上その営業に従事していること。

(９)　倉吉市暴力団等排除条例（平成24年倉吉市条例第６号。以下｢条例｣という。）第２条第１号に規定する暴力団及び暴力団員並びに条例第２条第１号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団等」という。）又は暴力団等を役員又は支店若しくは営業所の代表者等としている法人ではないこと。

 (10)　２により提出する書類に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者でないこと。


６　入札参加資格審査の結果及び結果の通知

審査の結果、資格の決定をしたときは、入札参加有資格者とし、倉吉市物品・役務等入札参加資格者名簿（以下「入札参加資格者名簿」といいます。）に登録します。なお、この入札参加資格者名簿は、一般の方が閲覧できるものとします。

また、入札参加資格審査結果の通知は、入札参加資格の決定をしなかった者についてのみ行い、当該通知を受けなかった者は、入札参加資格の決定をされたものとします。

７　入札参加資格の有効期間


平成29年４月１日(土)から平成32年３月31日(火)まで


ただし、２(１)のただし書により申請を受け付けた者（以下「随時申請者」という。）にあっては、

入札参加資格者名簿に登録された日から平成32年３月31日(火)までとする。この場合において、随時申請者に係る入札参加資格の決定手続は、原則として、平成29年３月31日以前に申請を受け付けたものにあっては平成29年４月末日までに、平成29年４月１日以後に申請を受け付けたものにあっては、申請を受け付けた日の属する月の翌月の末日までに、それぞれ行うものとする。

８　登録・申請事項の変更

入札参加有資格者又は入札参加資格の申請をしている者で、登録されている事項又は申請している事項に変更があった場合は、倉吉市物品・役務等資格審査申請事項変更届（様式第７号）を提出してください。

９　申請書の受付票

提出した申請書の受付があったこと等を確認したい場合は、受付票（任意様式）に住所（所在地）及び商号又は名称を記入の上、申請時に申し出てください。受付時に会計課で受付印を押してお返しします。

なお、受付票の郵送が必要な場合は、必要な額の切手を貼った返信用封筒を同封してください。返信用封筒がない場合には、返送いたしません。
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様式第３号

委任状



　　　年　　　月　　　日

（宛先）

　　倉吉市長



委任者（本社）

住所（所在地）



商号又は名称実印





代表者職・氏名





私は下記の者を代理人と定め、平成　　　年　　　月　　　日から平成32年３月31日までの間に

おける下記の権限を委任します。



記



１　委任事項

　(１)　入札又は見積りに関する一切の件

(２)　契約の締結に関する一切の件

(３)　代金の請求及び受領に関する一切の件

(４)　復代理人の選任に関する一切の件

　　※　委任されない事項は、二重線を引き、代表者印で訂正印を押してください。



２　受任者（支店等）

		受任者使用印鑑



		





　　　　住所（所在地）

　　　　

　　　　支店・営業所名



　　　　代理人職・氏名  







· この委任状を提出する場合は、様式第４号の使用印鑑届の提出は、不要です。




様式第2号

		様式第２号 ヨウシキ ダイ ゴウ

		営業種目申請書及び営業実績書  エイギョウ



																																								物品 ブッピン						役務・委託 エキム イタク								賃貸 チンタイ

																																						※ 希望する業種の□にチェックしてください。 キボウ ギョウシュ

		１．入札参加希望営業種目 ニュウサツ サンカ キボウ エイギョウ シュモク



		【大分類】
種目番号								※1 <小分類> 　種目番号 ショウ ブンルイ シュモク バンゴウ

										1						2						3						4						5								6								※2						※2



		【						】		(				)		(				)		(				)		(				)		(				)		(				)		(				)		(				)

		【						】		(				)		(				)		(				)		(				)		(				)		(				)		(				)		(				)

		【						】		(				)		(				)		(				)		(				)		(				)		(				)		(				)		(				)

		【						】		(				)		(				)		(				)		(				)		(				)		(				)		(				)		(				)

		【						】		(				)		(				)		(				)		(				)		(				)		(				)		(				)		(				)



		　※1　申請を希望する営業種目について、［大分類］の欄に種目番号を記入し、<小分類>種目番号の（ ）の欄に、○印を記入 してください。
　※2　小分類の種目番号1～6以外の種目を希望する場合に記入してください。 シンセイ キボウ エイギョウ シュモク ダイブンルイ ラン シュモク バンゴウ キニュウ ショウブンルイ シュモク バンゴウ ラン シルシ キニュウ ショウブンルイ シュモク バンゴウ イガイ シュモク キボウ バアイ キニュウ



		２．主な取扱品目（業務内容） オモ トリアツカ ヒンモク シュモク ギョウム ナイヨウ



		種目番号 シュモク バンゴウ														主要取扱品目 （業務内容） シュヨウ トリ アツカイ シナ モク ギョウム ナイヨウ																								取扱品目のメーカー名 トリアツカイ ヒンモク メイ

		<大分類> ダイブンルイ						－		<小分類> ショウブンルイ

		（						）－（						)



		（						）－（						)



		（						）－（						)



		（						）－（						)



		（						）－（						)



		（						）－（						)



		（						）－（						)



		（						）－（						)



		（						）－（						)



		（						）－（						)



		（						）－（						)



		（						）－（						)



		（						）－（						)



		（						）－（						)



		（						）－（						)



		（						）－（						)



		（						）－（						)



		（						）－（						)





		（記入上の注意） キニュウ ウエ チュウイ

		１　申請するそれぞれの業種（物品、役務・委託、賃貸）ごとに作成してください。 シンセイ ギョウシュ ブッピン エキム イタク チンタイ サクセイ

		２　種目及び取扱品目は、別表第１「営業種目表」を参照してください。 シュモク オヨ トリアツカイ ヒンモク ベッピョウ ダイ エイギョウ シュモク ヒョウ サンショウ

		３　「物品」の大分類については、最大で５種目までとします。小分類については、申請種目数に係る制限はありませんので、複数の種目の申請が可能です。

		４　「役務・委託」、「賃貸」については、大分類及び小分類ともに申請種目数に係る制限はありません。

		５　取扱品目のメーカー名は、役務・委託及び賃貸の申請の場合、記入の必要はありません。物品における申請にのみ記入してください。 ブッピン シンセイ キニュウ

		６　記入しきれない場合は、この様式を複写し、頁番号を用紙下中央に記入し添付してください。 キニュウ バアイ ヨウシキ フクシャ ページ バンゴウ ヨウシ シタ チュウオウ キニュウ テンプ





2号-1（営業実績書）

		３．営業実績書 エイギョウ ジッセキ ショ



		種目番号 シュモク バンゴウ														契約相手方の名称 ケイヤク アイテガタ メイショウ																契約の名称又は
取引の種類及び内容																						契約金額 ケイヤク キンガク										契約期間 ケイヤク キカン

		<大分類> ダイ ブンルイ						-		<小分類> ショウブンルイ																																												（千円）

																																																																				.				.				から



																																																																				.				.				まで



		（				）		-		（				）																																																						.				.				から



																																																																				.				.				まで



																																																																				.				.				から



																																																																				.				.				まで



																																																																				.				.				から



																																																																				.				.				まで



		（				）		-		（				）																																																						.				.				から



																																																																				.				.				まで



																																																																				.				.				から



																																																																				.				.				まで



																																																																				.				.				から



																																																																				.				.				まで



		（				）		-		（				）																																																						.				.				から



																																																																				.				.				まで



																																																																				.				.				から



																																																																				.				.				まで



																																																																				.				.				から



																																																																				.				.				まで



		（				）		-		（				）																																																						.				.				から



																																																																				.				.				まで



																																																																				.				.				から



																																																																				.				.				まで



																																																																				.				.				から



																																																																				.				.				まで



		（				）		-		（				）																																																						.				.				から



																																																																				.				.				まで



																																																																				.				.				から



																																																																				.				.				まで



																																																																				.				.				から



																																																																				.				.				まで



		（				）		-		（				）																																																						.				.				から



																																																																				.				.				まで



																																																																				.				.				から



																																																																				.				.				まで



																																																																				.				.				から



																																																																				.				.				まで



		（				）		-		（				）																																																						.				.				から



																																																																				.				.				まで



																																																																				.				.				から



																																																																				.				.				まで



																																																																				.				.				から



																																																																				.				.				まで



		（				）		-		（				）																																																						.				.				から



																																																																				.				.				まで



																																																																				.				.				から



																																																																				.				.				まで





		（記入上の注意）

		1　申請日から、過去２年以内に履行を完了した（複数年契約を履行中のものを含む。）代表的な営業実績を１～３件記入してください。 フクスウ ネン ケイヤク リコウ ナカ フク エイギョウ ジッセキ

		2　「２．主な取扱品目（業務内容）」に記載した種目番号の順に記入してください。 キニュウ

		3　記入しきれない場合は、この様式を複写し、頁番号を用紙下中央に記入し添付してください。 キニュウ バアイ ヨウシキ フクシャ ページ バンゴウ ヨウシ シタ チュウオウ キニュウ テンプ






物品

		別表第１　　営業種目表 ベッピョウダイエイギョウシュモクヒョウ

		【物品】 ブッピン

		大分類 ダイブンルイ				小分類 ショウブンルイ				内容（例示）

		番号 バンゴウ		種目 シュモク		番号 バンゴウ		種目 シュモク

		1		文具・紙・事務用機器類 ブングカミジムヨウキキルイ		1		文具 ブング		文房具類 ブンボウグルイ

						2		紙類 カミルイ		用紙、封筒、ダンボール、トイレットペーパー等 ヨウシフウトウナド

						3		事務・OA機器 ジムキキ		複写機、コンピュータ、シュレッダー、デジタルカメラ、周辺機器等 フクシャキシュウヘンキキトウ

						4		事務用調度品 ジムヨウチョウドヒン		事務用イス・机（スチール・木製）、キャビネット、金庫等 ジムヨウツクエモクセイキンコトウ

						5		印章用品 インショウヨウヒン		木印、ゴム印、印形等 キインインインカタチナド

						6		その他 タ

		2		図書・教材類 トショキョウザイルイ		1		書籍 ショセキ		図書、雑誌、法規、地図、定期刊行物、図書券、図書カード等 トショザッシホウキチズテイキカンコウブツトショケントショナド

						2		教材用具 キョウザイヨウグ		学校教材、保育教材等 ガッコウキョウザイホイクキョウザイナド

						3		運動・レジャー用品 ウンドウヨウヒン		運動器具、各種スポーツ用品、レジャー用品、娯楽用品等 ウンドウキグカクシュヨウヒンヨウヒンゴラクヨウヒンナド

						4		楽器 ガッキ		各種楽器類、CD等 カクシュガッキルイナド

						5		遊具 ユウグ		学校用、保育園用、一般器材遊具等 ガッコウヨウホイクエンヨウイッパンキザイユウグナド

						6		その他 タ

		3		薬品類 ヤクヒンルイ		1		医療薬品 イリョウヤクヒン		医療用医薬品等 イリョウヨウイヤクヒンナド

						2		農薬品 ノウヤクヒン		除草剤、殺虫剤等 ジョソウザイサッチュウザイナド

						3		理工化学薬品 リコウカガクヤクヒン		凝集剤、活性炭、減菌剤等 ギョウシュウザイカッセイタンゲンキンザイナド

						4		動物薬品 ドウブツヤクヒン		動物用医薬品、動物用診断薬等 ドウブツヨウイヤクヒンドウブツヨウシンダンヤクナド

						5		衛生材料 エイセイザイリョウ		包帯、ガーゼ、脱脂綿、介護用品等 ホウタイダッシメンカイゴヨウヒンナド

						6		その他 タ

		4		油脂・燃料類 ユシネンリョウルイ		1		石油 セキユ		ガソリン、軽油、灯油、潤滑油、重油等 ケイユトウユジュンカツユジュウユナド

						2		プロパン		プロパンガス（含容器） フクヨウキ

						3		その他 タ		薪、木炭、石炭等 マキモクタンセキタントウ

		5		家具・調度品類 カグチョウドヒンルイ		1		家具 カグ		タンス、応接セット、特注家具等 オウセツトクチュウカグナド

						2		室内装飾品 シツナイソウショクヒン		絨毯、カーテン、ブラインド、どん帳、暗幕、窓ガラス用フィルム等 ジュウタンチョウアンマクマドヨウナド

						3		建具・畳 タテグタタミ		建具、表具、畳等 タテグヒョウグタタミナド

						4		その他 タ

		6		繊維・皮革・ゴム類 センイヒカクルイ		1		繊維 センイ		衣料、衣服、帽子、寝具、タオル等 イリョウイフクボウシシングナド

						2		皮革 ヒカク		革かばん、革靴等 カワカワクツナド

						3		その他 タ		ゴム製品（靴、シート、手袋等）、ビニール、プラスチック、ホース、雨具等 セイヒンクツテブクロナドアマグナド

		7		印刷類 インサツルイ		1		軽印刷 ケイインサツ		ハガキ・名刺印刷、活版印刷、オンデマンド印刷等 メイシインサツカツバンインサツインサツナド

						2		一般印刷 イッパンインサツ		オフセット印刷等 インサツナド

						3		特殊印刷 トクシュインサツ		シルク印刷、地図印刷、シール印刷等 インサツチズインサツインサツナド

						4		その他 タ

		8		電気通信機器類 デンキツウシンキキルイ		1		家庭電器 カテイデンキ		テレビ、冷蔵庫、掃除機、エアコン、ストーブ、映像・音響機器（家庭用）等 レイゾウコソウジキエイゾウオンキョウキキカテイヨウナド

						2		電気通信機器 デンキツウシンキキ		電話機、無線機、放送用機器、ファクシミリ等 デンワムセンキホウソウヨウキキナド

						3		電気材料 デンキザイリョウ		各種電気材料、電気配線器具、アンテナ等 カクシュデンキザイリョウデンキハイセンキグナド

						4		その他 タ

		9		医療・理化学機器類 イリョウリカガクキキルイ		1		医療機器 イリョウキキ		AED、生体検査機器（レントゲン、心電計等）、治療用・介護用機器等 セイタイケンサキキシンデンケイナドチリョウヨウカイゴヨウキキナド

						2		獣医科用機器 ジュウイカヨウキキ

						3		理化学機器 リカガクキキ		各種実験機器、分析機器等 カクシュジッケンキキブンセキキキトウ

						4		光学機器 コウガクキキ		写真機、顕微鏡、映写機等 シャシンキケンビキョウエイシャキトウ

						5		計測機器 ケイソクキキ		計量、計測、測量機器等 ケイリョウケイソクソクリョウキキトウ

						6		その他 タ

		10		工事用材料類 コウジヨウザイリョウタグイ		1		鋼材 ハガネザイ		各種鋼材、建築金物、ガードレール等 カクシュコウザイケンチクカナモノトウ

						2		セメント・アスファルト類 ルイ		セメント、生コン、アスファルト等 ナマトウ

						3		砂利・採石 ジャリサイセキ		砂、栗石、採石等 スナグリイシサイセキトウ

						4		諸材料 ショザイリョウ		木材、建材、道路標識、融雪剤、凍結防止剤、カラーコーン等 モクザイケンザイドウロヒョウシキユウセツザイトウケツボウシザイナド

						5		その他 タ

		【物品】 ブッピン

		大分類 ダイブンルイ				小分類 ショウブンルイ				内容（例示）

		番号 バンゴウ		種目 シュモク		番号 バンゴウ		種目 シュモク

		11		機械器具類 キカイキグルイ		1		建設土木機器 ケンセツドボクキキ		クレーン、ブルドーザー、パワーシャベル等 ナド

						2		農林水産機器 ノウリンスイサンキキ		芝刈機、海水ろ過装置等 シバカリキカイスイカソウチナド

						3		一般工作機器 イッパンコウサクキキ		旋盤、研削盤、切断機、工具等 メグルケンケズバンセツダンキコウグナド

						4		厨房機器 チュウボウキキ		調理台、調理器、流し台、その他厨房器具、温水器、冷凍冷蔵庫等 チョウリダイチョウリキナガダイタチュウボウキグオンスイキレイトウレイゾウコナド

						5		諸機器 ショキキ		空調機器、照明機器、映像・音響機器（業務用）等 クウチョウキキショウメイキキエイゾウオンキョウキキギョウムヨウナド

						6		その他 タ		自動販売機、撮影用無人航空機 サツエイヨウムジンコウクウキ

		12		看板・塗料類 カンバントリョウルイ		1		看板 カンバン		看板、標柱、広告塔、パネル、電子式看板等 カンバンヒョウチュウコウコクトウデンシシキカンバントウ

						2		旗、のぼり、垂幕 ハタタマク		旗、のぼり、横断幕、懸垂幕、たすき等 ハタオウダンマクケンスイマクナド

						3		染料・塗料 センリョウトリョウ

						4		その他 タ

		13		食品類 ショクヒンルイ		1		食料品 ショクリョウヒン		学校用、保育園用、会議用、行事用 ガッコウヨウホイクエンヨウカイギヨウギョウジヨウ

						2		その他 タ

		14		その他 タ		1		時計・貴金属 トケイキキンゾク		時計、金、銀、宝石、眼鏡等 トケイキンギンホウセキメガネトウ

						2		記章・記念品 キショウキネンヒン		記章、カップ、盾、トロフィー、ギフト用品等 キショウタテヨウヒンナド

						3		金物・荒物・雑貨類 カナモノアラモノザッカルイ		家庭用金物、日用雑貨品、陶磁器等 カテイヨウカナモノニチヨウザッカヒントウジキナド

						4		写真・青写真 シャシンアオシャシン		現像、焼付け、フィルム等 ゲンゾウヤツナド

						5		動物 ドウブツ		馬、豚等（家禽類等を含む） ウマブタトウカキンルイトウフク

						6		植物 ショクブツ		種苗、花木類 シュビョウハナキルイ

						7		肥飼料		有機肥料、化学肥料、家畜飼料 ユウキヒリョウカガクヒリョウカチクシリョウ

						8		消防・防災用品 ショウボウボウサイヨウヒン		消火器、消防ホース、火災報知機、非常用持出袋等 ショウカキショウボウカサイホウチキヒジョウヨウモダフクロナド

						9		市指定ごみ袋 シシテイフクロ

						10		その他 タ

		15		車両類 シャリョウルイ		1		普通自動車 フツウジドウシャ		バス、トラック、乗用車 ジョウヨウシャ

				(道路運送車両法による分類1～5) ドウロウンソウシャリョウホウブンルイ		2		小型自動車 コガタジドウシャ		小型トラック、小型乗用車、三輪トラック、大型オートバイ コガタコガタジョウヨウシャサンリンオオガタ

						3		軽自動車 ケイジドウシャ		軽トラック、軽乗用車、オートバイ ケイケイジョウヨウシャ

						4		大型特殊自動車 オオガタトクシュジドウシャ		ローラー、ブルドーザー

						5		小型特殊自動車 コガタトクシュジドウシャ		トラクター、フォークリフト、ショベルローダー

						6		自動車部品 ジドウシャブヒン		タイヤ、バッテリー、ワイパー等 ナド

						7		その他 タ		自動二輪、自転車、運搬車等 ジドウニリンジテンシャウンパンシャナド

		16		払下品類 ハライサヒンルイ		1		古物買受 コブツカイウケ		不用品、古材、古紙、アルミ缶、金属くず等の買受 フヨウヒンコザイコシカンキンゾクナドカイウケ

						2		生産物買受 セイサンブツカイウケ		各種生産品の買受 カクシュセイサンヒンカイウケ

						3		その他 タ





役務・委託、賃貸

		

		【役務・委託】 エキムイタク

		大分類 ダイブンルイ				小分類 ショウブンルイ				内容（例示）

		番号 バンゴウ		種目 シュモク		番号 バンゴウ		種目 シュモク

		20		建物等の保守管理 タテモノナドホシュカンリ		1		建築物内部清掃 ケンチクブツナイブセイソウ		庁舎・公衆便所清掃（床・天井・内壁、トイレ・洗面所、ブラインド・照明器具、エレベータ） チョウシャコウシュウベンジョセイソウユカテンジョウナイヘキセンメンジョショウメイキグ

						2		建築物外部清掃 ケンチクブツガイブセイソウ		庁舎清掃（外壁・窓ガラス、サッシ、屋上、建物外回り） チョウシャセイソウガイヘキマドオクジョウタテモノソトマワ

						3		空気環境管理（測定、清掃） クウキカンキョウカンリソクテイセイソウ		空気環境測定、空調用ダクト清掃 クウキカンキョウソクテイクウチョウヨウセイソウ

						4		給水管理（清掃） キュウスイカンリセイソウ		貯水槽清掃、水質検査、給水管洗浄 チョスイソウセイソウスイシツケンサキュウスイカンセンジョウ

						5		排水管理（清掃） ハイスイカンリセイソウ		排水槽清掃、浄化槽清掃、配水管清掃 ハイスイソウセイソウジョウカソウセイソウハイスイカンセイソウ

						6		樹木管理 ジュモクカンリ		庭木管理、除草、草刈り ニワキカンリジョソウクサカ

						7		害虫防除 ガイチュウボウジョ		ねずみ・昆虫等の防除 コンチュウトウボウジョ

						8		消防用施設管理（運転保守） ショウボウヨウシセツカンリウンテンホシュ		警報装置、消火設備、避難設備 ケイホウソウチショウカセツビヒナンセツビ

						9		空気調和設備管理（運転保守） クウキチョウワセツビカンリウンテンホシュ		冷暖房設備、空調自動制御機器 レイダンボウセツビクウチョウジドウセイギョキキ

						10		電気通信設備管理（運転保守） デンキツウシンセツビカンリウンテンホシュ		受変電設備、変電施設、屋内配線施設、照明設備、非常用発電設備 ジュヘンデンセツビヘンデンシセツオクナイハイセンシセツショウメイセツビヒジョウヨウハツデンセツビ

						11		給排水施設管理（運転保守） キュウハイスイシセツカンリウンテンホシュ		浄化槽管理 ジョウカソウカンリ

						12		昇降機設備管理（運転保守） ショウコウキセツビカンリウンテンホシュ		エレベータ

						13		計測、分析機器保守点検 ケイソクブンセキキキホシュテンケン		検査機器等（建物関係以外） ケンサキキナドタテモノカンケイイガイ

						14		その他 タ

		21		廃棄物処理 ハイキブツショリ		1		一般廃棄物の収集・運搬 イッパンハイキブツシュウシュウウンパン

						2		一般廃棄物の処分 イッパンハイキブツショブン

						3		産業廃棄物の収集・運搬 サンギョウハイキブツシュウシュウウンパン

						4		産業廃棄物の処分 サンギョウハイキブツショブン

						5		特別管理廃棄物の収集・運搬 トクベツカンリハイキブツシュウシュウウンパン

						6		特別管理廃棄物の処分 トクベツカンリハイキブツショブン

						7		その他 タ

		22		警備 ケイビ		1		施設警備（人的警備） シセツケイビジンテキケイビ		有人警備、宿直、夜間巡視、建物常駐警備 ユウジンケイビシュクチョクヤカンジュンシタテモノジョウチュウケイビ

						2		機械警備 キカイケイビ		監視・警備機器等による警備 カンシケイビキキナドケイビ

						3		駐車場管理 チュウシャジョウカンリ		駐車場警備、交通誘導警備 チュウシャジョウケイビコウツウユウドウケイビ

						4		その他 タ		イベント警備、受付案内 ケイビウケツケアンナイ

		23		各種調査委託 カクシュチョウサイタク		1		環境測定・調査 カンキョウソクテイチョウサ		大気・水質土壌分析、ダイオキシン測定、騒音・振動調査 タイキスイシツドジョウブンセキソクテイソウオンシンドウチョウサ

						2		遺跡調査 イセキチョウサ		遺跡の測量、発掘、出土品の保存処理 イセキソクリョウハックツシュツドヒンホゾンショリ

						3		市場等調査 シジョウナドチョウサ		意識調査、交通量調査 イシキチョウサコウツウリョウチョウサ

						4		統計調査 トウケイチョウサ		統計法に基づく統計調査 トウケイホウモトトウケイチョウサ

						5		その他 タ		各種計画策定、航空写真撮影、アスベスト分析検査

		24		イベント・広告・企画 コウコクキカク		1		イベント企画・運営 キカクウンエイ		催事の企画立案、会場設営・展示作業等 サイジキカクリツアンカイジョウセツエイテンジサギョウナド

						2		デザイン企画 キカク		看板・印刷物等のデザイン カンバンインサツブツナド

						3		広告・広報 コウコクコウホウ		CMの制作・テレビラジオ・新聞等 セイサクシンブンナド

						4		映画・ビデオ制作 エイガセイサク		DVD・スライド等 ナド

						5		写真・製図 シャシンセイズ		写真撮影、航空写真撮影、図面作成等 シャシンサツエイコウクウシャシンサツエイズメンサクセイナド

						6		その他 タ

		25		運送・旅客業 ウンソウリョキャクギョウ		1		旅客運送 リョキャクウンソウ		バス運行業務、運転代行業務、通学バス ウンコウギョウムウンテンダイコウギョウムツウガク

						2		貨物運送 カモツウンソウ		宅配便、展示品運送、引越 タクハイビンテンジヒンウンソウヒッコシ

						3		旅行代理及び旅客業 リョコウダイリオヨリョキャクギョウ		旅行の企画、実施 リョコウキカクジッシ

						4		梱包・発送 コンポウハッソウ

						5		保管 ホカン		貸倉庫等 カシソウコナド

						6		その他 タ

		26		情報処理サービス ジョウホウショリ		1		データ処理		データ入力・出力処理

						2		その他 タ

		【役務・委託】 エキムイタク

		大分類 ダイブンルイ				小分類 ショウブンルイ				内容（例示）

		番号 バンゴウ		種目 シュモク		番号 バンゴウ		種目 シュモク

		27		その他 タ		1		車両整備 シャリョウセイビ		車検・車両整備 シャケンシャリョウセイビ

						2		健康診断・医療サービス ケンコウシンダンイリョウ		健康診断、医療事務、血液検査 ケンコウシンダンイリョウジムケツエキケンサ

						3		損害保険 ソンガイホケン		イベント保険、自動車保険、火災保険 ホケンジドウシャホケンカサイホケン

						4		研修業務 ケンシュウギョウム		研修会、講師、指導員派遣 ケンシュウカイコウシシドウインハケン

						5		筆耕・翻訳 ヒッコウホンヤク		テープ起こし、翻訳、通訳等 オホンヤクツウヤクナド

						6		その他 タ

		【賃貸】 チンタイ

		大分類 ダイブンルイ				小分類 ショウブンルイ				内容（例示）

		番号 バンゴウ		種目 シュモク		番号 バンゴウ		種目 シュモク

		30		事務用機器 ジムヨウキキ		1		複写機・印刷機 フクシャキインサツキ		複写機、印刷機、複合機 フクシャキインサツキフクゴウキ

						2		パソコン類 ルイ		パソコン、パソコン周辺機器、パソコン用ソフトウェア シュウヘンキキヨウ

						3		電気通信機器類 デンキツウシンキキルイ		電話機、電話交換機 デンワキデンワコウカンキ

						4		その他 タ

		31		その他 タ		1		自動車（特殊車両含む） ジドウシャトクシュシャリョウフク

						2		医療機器 イリョウキキ		AED等 ナド

						3		その他 タ		施設機器（音響・照明等）、イベント用品、清掃用品等 シセツキキオンキョウショウメイナドヨウヒンセイソウヨウヒンナド






必要書類 

		「資格審査申請事項変更届」添付書類一覧表 シカクシンサシンセイジコウヘンコウトドケテンプショルイイチランヒョウ

		必要書類　 ヒツヨウショルイ		変更届 ヘンコウトドケ		営業種目申請書
及び営業実績書 
（様式第２号） エイギョウシュモクシンセイショオヨエイギョウジッセキショヨウシキダイゴウ		委任状
（様式第３号） イニンジョウヨウシキダイゴウ		使用印鑑届
（様式第４号） シヨウインカントドヨウシキダイゴウ		暴力団等の排除に
関する誓約書
（様式第６号） ボウリョクダンナドハイジョカンセイヤクショヨウシキダイゴウ		登記事項証明書 トウキジコウショウメイショ		身分証明書、登記されていないことの証明書 ミブンショウメイショトウキショウメイショ		印鑑（登録）証明書 インカントウロクショウメイショ		その他 タ

														※法人の場合		※個人の場合

		　変更事項												（コピー可） カ		（コピー可） カ		（コピー可） カ

		１　商号・組織 ショウゴウソシキ		◎				○		○		◎		◎				◎

		２　代表者 ダイヒョウシャ		◎				○				◎		◎		◎		◎

		３　住所（所在地） ジュウショショザイチ		◎				○						◎

		４　受任者 ジュニンシャ		◎				◎

		５　委任事項 イニンジコウ		◎				◎

		６　印鑑 インカン		◎				○		○								○

																		（実印変更の場合） ジツインヘンコウバアイ

		７　取扱営業種目 トリアツカイエイギョウシュモク		◎		◎								◎						※営業に必要な許可、
認可等の証明書の写し エイギョウヒツヨウキョカニンカトウショウメイショウツ

																				（該当者） ガイトウシャ

		８　合併・分割 ガッペイブンカツ		◎				○		○		◎		◎				◎		※登録会社が存続するとき
　合併・分割契約書の写し等
※登録会社が解散するとき
　廃業届等の写し トウロクカイシャソンゾクガッペイブンカツケイヤクショウツトウトウロクカイシャカイサンハイギョウトドトウウツ

		９　電話・FAX番号等 デンワバンゴウトウ		◎

		◎は必ず提出するもの、○は該当する場合に提出する書類です。 カナラテイシュツガイトウバアイテイシュツショルイ






別表第2

		別表第２　　提出書類一覧表 ベッピョウダイテイシュツ

		◎は必ず提出するもの、○は該当する場合に提出する書類です。 カナラテイシュツガイトウバアイテイシュツショルイ

		区分 クブン		提出書類 テイシュツショルイ		法人 ホウジン		個人 コジン		注意事項等 チュウイジコウトウ		コピー

		共通 キョウツウ		倉吉市物品・役務等入札参加資格審査申請書
（様式第１号） クラヨシシブッピンエキムナドニュウサツサンカシカクシンサシンセイショヨウシキダイゴウ		◎		◎

				営業種目申請書及び営業実績書（様式第２号） エイギョウシュモクシンセイショオヨエイギョウジッセキショヨウシキダイゴウ		◎		◎

				委任状（様式第３号） イニンジョウヨウシキダイゴウ		○		○		・入札、契約等の権限を代理人（支店長、営業所長等）に委任する場合のみ提出してください。
・受任者印を使用印鑑としてください。 ニュウサツケイヤクトウケンゲンダイリニンテイシュツ

				使用印鑑届（様式第４号） シヨウインカントドヨウシキダイゴウ		○		○		・代表者（本社）が入札又は見積り、契約の締結並びに代金の請求及び受領の事務等に関し、実印以外の印鑑を使用する場合のみ届けてください。
・受任者（支店等）の使用する印鑑は、様式第３号の委任状に押印するため、本届は不要です。 ダイヒョウシャホンシャニュウサツマタミツモケイヤクテイケツナラダイキンセイキュウオヨジュリョウジムトウカンジツインイガイインカンシヨウバアイトドジュニンシャトウシヨウインカンヨウシキダイゴウイニンジョウオウインホントドフヨウ

				市税の納付状況に係る確認についての同意書兼誓約書（様式第５号） シゼイノウフジョウキョウカカカクニンヨウシキダイゴウ		◎		◎

				暴力団等の排除に関する誓約書（様式第６号） ボウリョクダンナドハイジョカンセイヤクショヨウシキダイゴウ		◎		◎

				営業に必要な許可、認可等の証明書 エイギョウヒツヨウキョカニンカトウショウメイショ		○		○		・官公署等の許可、認可等がなければ営業できない業種のみ カンコウショトウキョカニンカトウエイギョウギョウシュ		可 カ

				納税証明書 ノウゼイショウメイショ		◎		◎		・納税地を所轄する税務署で発行
・法人は、「その３」又は「その３の３」
・個人は、「その３」又は「その３の２」
・申請日前３箇月以内に発行されたもの ノウゼイチショカツゼイムショハッコウホウジンマタコジンマタカ		可 カ

		法人 ホウジン		商業登記簿謄本
履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書		◎				・法務局で発行
・申請日前３箇月以内に発行されたもの カ		可 カ

				印鑑証明書 インカンショウメイショ		◎

				決算書（貸借対照表、損益計算書） ケッサンショ		◎				・申請日直前の営業年度に係るもの シンセイヒチョクゼンエイギョウネンドカカ		可 カ

				労働保険料納付証明書 ロウドウホケンリョウノウフショウメイショ		◎				・鳥取労働局で証明（県内に本店を有する事業所のみ）
・申請日前３箇月以内に発行されたもの トットリロウドウキョクショウメイケンナイホンテンユウジギョウショシンセイヒマエカゲツイナイハッコウ		可 カ

		個人 コジン		身分証明書 ミブンショウメイショ				◎		・本籍地の市区町村で発行
・申請日前３箇月以内に発行されたもの ホンセキチシクチョウソンハッコウシンセイビマエカツキイナイハッコウ		可 カ

				登記されていないことの証明書
（成年被後見人、被保佐人等に該当しないことの証明） トウキショウメイショ				◎		・法務局で発行
・申請日前３箇月以内に発行されたもの ホウムキョクハッコウシンセイビマエカツキイナイハッコウ		可 カ

				印鑑登録証明書 インカントウロクショウメイショ				◎		・住所地の市区町村で発行
・申請日前３箇月以内に発行されたもの カ		可 カ

				確定申告書
（損益計算書、貸借対照表（資産負債調）） カクテイシンコクショソンエキケイサンショタイシャクタイショウヒョウシサンフサイシラ				◎		・申請日直前の年に係るもの シンセイヒチョクゼントシカカ		可 カ






平成29～31年度倉吉市物品・役務等入札参加資格審査申請書受付票


		住所（所在地）及び商号又は名称



		





以上の欄は、申請される方がご記入ください。




		倉吉市会計課受付印欄



		





【受付窓口】


〒682-8611


鳥取県倉吉市葵町722番地


倉吉市会計課出納係

電　話 0858-22-8154

　　　　　ＦＡＸ 0858-22-8611

※　この受付票は、申請書を提出した記録用として必要な場合に作成してください。特に必要とされない場合は、作成不要です。
　なお、郵送による返送となる場合には、必要な額の切手を貼った返信用封筒を同封してください。返信用封筒がない場合には、返送いたしません。


倉吉市告示第135号


平成29年度から平成31年度までの間において市が発注する製造の請負、物品の売買及び修理、役務の提供（測量、建設コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタント業務に係るものを除く。）並びに物品の賃貸に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。）を倉吉市財務規則（平成12年倉吉市規則第30号。以下「規則」という。）第103条第３項前段（規則第117条において準用する場合を含む。）の規定により、その申請の方法、決定の手続等とともに次のとおり定めたので、同項後段（規則第117条において準用する場合を含む。）の規定により告示する。


平成28年11月16日


倉吉市長　石田　耕太郎


１　入札参加資格

入札参加資格を得ようとする者は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４各項及び規則第103条第１項から第３項までの規定による資格のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(１)　法人にあっては、法人税、消費税及び地方消費税（延滞金及び加算金を含む。）に、個人にあっては、所得税、消費税及び地方消費税（延滞金及び加算金を含む。）に未納がないこと。


(２)　県内に本店を有する事業所にあっては、２(１)サに定める労働保険料納付証明書に未納額がないこと。

(３)　次に掲げる事項に基づいて、総合的に経営が安定していると認められること。


ア　２の申請を行う日（以下「申請日」という。）までの営業年数


イ　申請日の直前の営業年度に係る決算における１年間の売上高


ウ　資本金の額


エ　申請日における従業員の数


オ　その他経営状況


(４)　営業を行うにつき、法令の規定により官公署等の許可、認可等を必要とする場合においては、当該許可、認可等を受けている者であること。


(５)　申請日において、継続して過去１年以上その営業を行っている者であること。

(６)　倉吉市暴力団等排除条例（平成24年倉吉市条例第６号。以下｢条例｣という。）第２条第１号に規定する暴力団及び暴力団員並びに条例第２条第１号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団等」という。）又は暴力団等を役員又は支店若しくは営業所の代表者等としている法人でないこと。


(７)　２(１)により提出する書類に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者

　でないこと。

２　申請の方法


(１)　提出書類　入札参加資格を得ようとする者は、倉吉市物品・役務等入札参加資格審査申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

ア　営業種目申請書及び営業実績書（様式第２号）

イ　委任状（様式第３号）（入札、見積り、契約の締結並びに代金の請求及び受領等の事務（以下｢契約事務」という。）を委任する場合に限る。）


ウ　使用印鑑届（様式第４号）（契約事務において、印鑑証明のない印鑑を使用する場合に限る。)


エ　市税の納付状況に係る確認についての同意書兼誓約書（様式第５号）

オ　暴力団等の排除に関する誓約書（様式第６号）

カ　法人にあっては、商業登記簿謄本又は登記事項証明書（申請日前３箇月以内に発行されたものに限る。）、個人にあっては、代表者の身分証明書及び登記されていないことの証明書（いずれも申請日前３箇月以内に発行されたものに限る。）

キ　印鑑証明書又は印鑑登録証明書（申請日前３箇月以内に発行されたものに限る。）

ク　決算書（申請日直前に決算が行われた営業年度に係るものに限る。）の写し

ケ　営業に関し、許可、認可等を必要とする業種にあっては、当該許可、認可等を受けていることを証する書面の写し


コ　法人にあっては、法人税、消費税及び地方消費税（延滞金及び加算金を含む。）に未納がないことを証する納税証明書の写し（国税通則法施行規則（昭和37年大蔵省令第28号）別紙第９号書式（以下「第９号書式」という。）その３の３）。個人にあっては、所得税、消費税及び地方消費税（延滞金及び加算金を含む。）に未納がないことを証する納税証明書の写し（第９号書式その３の２）（いずれも申請日前３箇月以内に発行されたものに限る。）


サ　鳥取労働局が発行する労働保険料納付証明書（申請日前３箇月以内に発行されたものに限る。）

(２)　提出の期間及び時間

平成28年12月１日(木)から平成29年１月13日(金)までの日（倉吉市の休日を定める条例（平成元年倉吉市条例第２号）第２条第１項に規定する市の休日を除く。）の午前８時30分から午後５時15分までとする。ただし、当該期間を経過した後においても、随時受け付けることとする。

(３)　提出方法　(４)の提出先に持参、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「信書便」という。）により提出すること。この場合において、郵便又は信書便により提出するときは、書留郵便又はこれに準ずる信書便の役務によることとし、(２)本文の期間に係るものとして受け付けるものは平成28年12月22日(木)の午後５時15分までに到着したものに限る。


(４)　提出先


〒682-8611　鳥取県倉吉市葵町722番地
鳥取県倉吉市会計課出納係（電話 0858-22-8154）


３　入札参加資格の決定

２の申請の内容を審査し、１の要件を具備すると認める場合は、当該申請を行った者を入札参加資格を有する者（以下「入札参加有資格者」という。）として決定する。

４　入札参加資格の審査結果の通知等

(１)　入札参加資格の審査の結果は、入札参加有資格者とならなかった者に、その旨の通知をし、入札参加有資格者となった者には、通知をしない。

(２)　入札参加有資格者は、倉吉市物品・役務等入札参加資格者名簿（以下「入札参加資格者名簿」という。）に登録する。なお、この入札参加資格者名簿は、一般の者が閲覧できるものとする。

５　入札参加資格の有効期間

入札参加資格の有効期間は、平成29年４月１日(土)から平成32年３月31日(火)までとする。ただし、２(２)のただし書により申請を受け付けた者（以下「随時申請者」という。）にあっては、入札参加資格者名簿に登録された日から平成32年３月31日(火)までとする。この場合において、随時申請者に係る入札参加資格の決定手続は、原則として、平成29年３月31日以前に申請を受け付けたものにあっては平成29年４月末日までに、平成29年４月１日以後に申請を受け付けたものにあっては、申請を受け付けた日の属する月の翌月の末日までに、それぞれ行うものとする。

６　登録・申請事項の変更

入札参加有資格者又は入札参加資格の申請をしている者で、登録されている事項又は申請している事項に変更があった場合は、別に定める書類を添付のうえ倉吉市物品・役務等資格審査申請事項変更届（様式第７号）を提出しなければならない。

７　入札参加有資格者の取消し等

市は、４(２)の登録の後に入札参加有資格者が１の要件のいずれかを具備しないと認めるときは、当該入札参加有資格者に係る入札参加資格の決定を、取り消すことができる。この場合において、市は、この取消しについて、当該入札参加有資格者に通知するものとする。

