告

示

地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の５第１項及び第 167 条の 11 第２項の規定に
より、平成 31 年４月１日から平成 33 年３月 31 日までの間に香南市が発注する物品購入及び役務の提
供に係る一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格、資
格審査の申請の方法、時期等について次のとおり定める。

平成 30 年 11 月 20 日
香 南 市 長

１

清藤 真司

競争入札に参加する者に必要な資格
競争入札に参加できる者は、申請日の属する月の初日（以下「審査基準日」という。）において、
次に掲げる事項に該当しない者で、競争入札参加資格審査を受け、香南市競争入札参加資格有資格者
名簿（以下「有資格者名簿」という。）に登録されたものとする。
（１） 営業に関し、法律上必要な資格を有しない者
（２） 当該入札に係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
（３） 手形又は小切手の不渡り事故を引き起こし、銀行口座取引を停止されている者
（４） 経営状態が著しく不健全であると認められる者
（５） 納期限の到来した国税・都道府県税・市区町村税を滞納している者
（ただし、資格審査の申請をするまでに完納した場合はこの限りではない。）
（６） 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則（平成 25 年香南市規則第２号）
第２条第２項第５号のいずれかに該当する者

２

資格審査の申請の方法
香南市の様式を使用し、申請すること（他の様式は受付不可）。
提出書類は全てＡ４サイズで１部ずつ作成し、（１）及び（２）のア～シの順番に並べ、クリアホ
ルダー（透明）に入れて提出すること。
（１） 競争入札参加資格審査申請書（以下「申請書」という。）・・・・様式第１号
（２） 添付書類（納税証明書等・許可書等は全てコピー可）
ア 営業概要書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第２号
イ 委任状（本社が支店に業務を委任する場合などに提出）・・・・様式第３号
ウ 営業種目一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第４号
エ 営業所一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第５号
（既存のもので可、営業概要書に記載可能な場合は不要）
オ 営業実績調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第６号
（既存のもので可、審査基準日の直近２カ年分の官公庁との取引実績が分かるもの）
カ 本店の納税証明書
（ア） 国

税：証明書の種類 法人にあっては「その３の３」
個人にあっては「その３の２」

「その３」でも可

（イ） 都道府県税：滞納がない旨の証明書
（ウ） 市区町村税：滞納がない旨の証明書
※香南市内の支店等に委任する場合は、委任先の納税証明書も提出すること。
※東京 23 区に主たる営業所を有する法人の場合は、(ｲ)(ｳ)にかえて、「法人都民税」
「法人事業税」の納税証明書を提出すること。
キ 法人の場合は「登記事項証明書（現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書）」
個人の場合は代表者の「身分証明書」
ク 営業に係る許可書等
（医療機器、医薬材料、運送、廃棄物処理、浄化槽清掃等で国又は地方公共団体の許認可
が必要な業種）
ケ 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書
コ チェックリスト
サ 返送先を記載し、82 円分の切手を貼った定形の返信用封筒（はがき不可）
シ 受付票
３

提出方法
持参又は郵送

※ 持参の場合は、その場で受領書をお渡しします。
（持参する場合も、審査終了後に受付票を郵送するため返信用封筒が必要）

４

受付期間
平成 31 年１月４日(金)～ 随時受付
ただし、
平成 31 年度当初の契約に係る競争入札への参加を希望する場合は、
平成 31 年１月 31 日(木)
までに提出すること。
※持参する場合は土日・祝日を除く

５

提出先
〒781-5292 高知県香南市野市町西野 2706
香南市役所 住宅管財課管財係
TEL (0887)57-7536（直通） FAX (0887)56-0576（代表）
E-mail：juutakukanzai@city.kochi-konan.lg.jp

６

有資格者名簿の有効期間
県内及び県外業者とも、平成 31 年４月１日（有資格者名簿への登録を決定した日が平成 31 年４月
１日以降の場合は、資格審査後、有資格者名簿に登録することが決定した日）から平成 33 年３月 31
日までとする。
有資格者名簿は、半期毎に香南市ホームページにおいて公表予定。

７

記載事項の変更届
有資格者名簿に登録された者（以下「有資格者」という。）は、申請書等を提出した後、次に掲げ
る事項に変更があった場合は、変更届（様式第７号）に市が別に指定する添付書類を添えて提出しな
ければならない。
（１） 商号若しくは名称又は住所
（２） 代表者等の職名又は氏名

（３） 電話番号又はファックス番号
（４） 使用印鑑
（５） 営業種目の追加
（６） （１）から（５）までに掲げるもののほか、営業に関する重要な事項
８

資格の取消し
市長は、有資格者名簿に登録された者が次のいずれかに該当する場合は、その資格を取り消すもの
とする。
（１） 審査基準日以後に１の（１）から（６）に該当することとなった場合
（２） 有資格者名簿に登録された者が参加資格審査申請書及び添付書類中の重要な事項について、
故意に記載せず、又は虚偽の記載をした場合
（３） 入札参加資格を辞退した場合

９

指名停止等
市長は、有資格者名簿に登録された者について業務に関し不誠実、法令違反等の行為があった場合
は、「香南市物品購入及び業務委託等の契約に関する指名停止措置要綱」第２条第１項の規定により
指名停止を行うものとする。

10

会社組織の変更等
次の場合は、変更の事由が生じたその翌日を審査基準日とみなし、申請により随時資格審査を行い、
営業の同一性が認められる場合は、有資格者名簿に登録するものとする。
（１） 有資格者と他の有資格者、又は有資格者名簿に登録されていない者（以下「無資格者」
という。
）が合併した場合
（２） 有資格者である個人が法人組織に変更した場合
（３） 有資格者又は無資格者が他の有資格者から営業の全部又は一部を譲り受けた場合
（４） 有資格者が会社分割を行ったことにより、資格に関する営業を承継した場合

11

資格の再審査
次に掲げる事項に該当した者は、直ちにその旨を市長に報告することとし、この場合において、有
資格者の申請により資格の再審査を行うものとする。
（１） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）による会社更生手続開始の申立てを行った場合
（２） 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律（平成 11 年法律第 158 号）による
特定債務等の調整に係る調停の申立てを行った場合
（３） 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）による民事再生手続開始の申立てを行った場合

12

留意事項
次の営業種目については、「測量・コンサルタント」で提出すること。
「交通量調査、水質等分析、電算関係、データ処理、資料等整理、各種計画策定、漏水調査等」

13

その他
（１） 申請書及び添付書類に不備が認められる場合、不備が改められるまで登録を行わない。
（２） 新規登録は、随時受け付ける。

資格審査申請に必要な提出書類
○・・・必ず提出
△・・・該当する場合に提出

法人

個人

備

競争入札参加資格審査申請書

○

○

様式第１号

営業概要書

○

○

様式第２号

委任状

△

△

様式第３号

営業種目一覧表

○

○

様式第４号

営業所一覧表

△

△

営業実績調書

○

○

考

様式第５号（既存のものでも可、営業概要書に全て記載可能な
場合は不要）
様式第６号（既存のものでも可）
本店が所在する税務署が発行する未納額のないことがわかる

国税の納税証明書

○

○

納税証明書（証明書の種類は、法人にあっては「その３の３」、
個人にあっては「その３の２」）

（「その３」でも可）

※入札参加資格審査申請日から３カ月以内に発行されたもの

本店が所在する所在地の都道府県が発行する未納額のないこ

都道府県税の納税証明書

○

○

とのわかる納税証明書
※入札参加資格審査申請日から３カ月以内に発行されたもの

本店が所在する市区町村が発行する未納額のないことのわか
る納税証明書
※香南市内の支店等に委任する場合は、委任先の納税証明も必要

市区町村税の納税証明書

○

○

※東京 23 区に主たる営業所を有する法人の場合は、都道府県税・市区
町村民税にかえて、「法人都民税」「法人事業税」の納税証明書を提
出すること
※個人の場合は、国保料も含む
※入札参加資格審査申請日から３カ月以内に発行されたもの

地方法務局（本局及び支局）で発行される現在事項全部証明書

登記事項証明書

○

又は履歴事項全部証明書
※入札参加資格審査申請日から３カ月以内に発行されたもの

身分証明書

○

本籍地の市区町村で発行
※入札参加資格審査申請日から３カ月以内に発行されたもの

営業に係る許可書等

△

△

○

○

チェックリスト

○

○

返送用封筒

○

○

受付票

○

○

暴力団排除に関する誓約書及び
照会承諾書

例：浄化槽清掃 → 浄化槽清掃許可

返信先を記載し 82 円分の切手を貼ったもの
持参する場合も必要（はがき不可）

