
　１．申請者の資格要件

令和５・６年度に宮崎市（上下水道局を含む。）が発注する建設コンサルタント等業
務委託の競争入札に参加を希望される方は、本提出要領により競争入札参加資格審査申
請書を提出してください。

　＜変更点＞
　①雇用保険について、加入だけでなく雇用保険料の「完納」が要件となります。

　②宮崎市税及び国民健康保険税に関する「滞納無証明書」は不要です。
　「市税等の課税・納税確認同意書（共通様式３）」を提出してください。

　③競争入札参加資格申請に係る「主観点数」について、内容や配点を一部変更
　　しています。「競争入札参加資格申請に係る主観点総括表」（主観点様式１）
　　のほか、関係する書類について確認してください。

(1) 希望業種について、法律又は登録規程による登録制度がある場合は、当該登録を受けていること。
※建築設計を希望し、入札・契約に係る権限を支店等に委任する場合は、受任者（支店等）が建築士
事務所登録を受けていること。

(2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号のいずれか（同令第１６７
条の１１第１項において準用する場合を含む。）に該当しない者であること。

≪参考≫地方自治法施行令（抜粋）

（一般競争入札の参加者の資格）
第１６７条の４ 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の
　各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
　一　当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
　二　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
　三　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条
　　第一項各号に掲げる者

（指名競争入札の参加者の資格）
第１６７条の１１ 第１６７条の４の規定は、指名競争入札の参加者の資格についてこれを準用
　する。

(3) 宮崎市税及び国税に滞納がないこと。

(4) 法人等にあっては役員等（個人にあってはその者）が宮崎市暴力団排除条例（平成２３年条例第４７
号）第２条第３号に規定する暴力団関係者でないこと。

≪参考≫宮崎市暴力団排除条例（抜粋）

（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ
　ろによる。
　(1) 暴力団　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以
　　下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。
　(2) 暴力団員　法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。
　(3) 暴力団関係者　暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
　(4) 市民等　市民及び事業者をいう。

宮崎市競争入札参加資格審査申請書提出要領〈建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等〉
（令和５・６年度　基準年受付申請用）
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　３．申請方法・受付期間

①受付期間

（令和５年２月２８日(火)までの消印有効）

②郵 送 先 〒８８０－８５０５　住所不要（宮崎市橘通西一丁目１番１号）

宮崎市総務部契約課 工事契約係

①受付期間

②受付時間

③受付場所

(5) 宮崎県内に特別徴収義務のある事業所を有する場合、従業員等の個人住民税について、特別徴収を実
施していること。

(6) 社会保険（健康保険・厚生年金保険）に加入し、保険料を完納していること。（加入義務のない者を
除く。）

(7) 雇用保険に加入し、保険料を完納していること。（加入義務のない者を除く。）

(8) 資格の認定を取り消された場合は、その取消しの日から２年を経過していること。

(9) 新型コロナウイルス感染症の影響により、（３）（６）（７）について完納することが困難な事業者
の方への猶予制度があります。詳しくは９ページをご確認下さい。

(1) 郵送による申請

令和５年２月１日(水)～令和５年２月２８日(火)

・申請書類郵送の封筒の表に朱書で「資格審査申請書類在中」と明記してくださ
い。

・受付後にＦＡＸで「受付票【建設コンサルタント等】（コンサル様式２）」を送
信します。

(2) 持参による申請 （申請書類の記載内容を説明できる方が持参してください。）

令和５年２月１日(水)～令和５年２月２８日(火)

（ただし、土曜、日曜及び祝・休日を除く。）

午前９時００分から午前１１時３０分、午後１時３０分から午後４時００分

宮崎市役所　会議室棟　１階　第３会議室　（第２庁舎西側の建物）
※別ページの地図をご確認下さい。

注）上記の受付期間を過ぎた申請については受理いたしません。
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　４．提出書類一覧

以下の書類をご提出ください。（ただし、以下の一覧表は全ての提出書類を記載したもので、申請内
容により提出書類は異なります。）

・№１から７については、ファイルに綴じこまずに提出してください。

・№８から２５については、番号順にピンクの紙製Ａ４版フラットファイルに綴じて提出してくださ
い。

注）ファイルの[表紙]と[背表紙]に「商号又は名称」と「令和５・６年度競争入札参加資格審査申請
書」を記入してください。

№ 提出書類 備考

1
競争入札参加資格審査申請書【建設コンサルタ
ント等】

2
提出書類確認表【建設コンサルタント等】
（ｺﾝｻﾙ様式１）

3
受付票【建設コンサルタント等】
（ｺﾝｻﾙ様式２）

4
暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書
（共通様式１）

・住所の記入も必要です。

・資本関係又は人的関係がある者の有無にかかわら
ず、申告書の提出をお願いします。

・申請者と資本関係又は人的関係がある者であって
も、その者が宮崎市の入札参加資格審査（建設工事
及び建設コンサルタント等）を申請しない、又は入
札参加資格を有しない場合は、「該当なし」として
ください。

・詳細は、別添２「資本関係又は人的関係がある者
に係る申告書の記入に当たっての留意事項」をご覧
ください。

6
建設コンサルタントの意向確認シート
（ｺﾝｻﾙ様式３）

・宮崎市内に本店を有し、建設コンサルタントの登
録を希望する方のみ提出してください。

7
競争入札参加資格申請に係る主観点総括表
（主観点様式１）

・宮崎市内に本店を有し、№１９～№２５の主観点
項目のいずれかに該当する場合に提出してくださ
い。

・法務局で発行（法人のみ提出してください。）

・現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書のどち
らでも可。

9
法律又は登録規程による登録通知の写し又は証
明書

10 有資格者数一覧表（ｺﾝｻﾙ様式４）

11 測量等実績調書（ｺﾝｻﾙ様式５）
・独自様式可
　（２か年分）

12 技術者経歴書（ｺﾝｻﾙ様式６） ・独自様式可

財務書類

【法人の場合】

　直前２か年分の貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変更計算書及び注記表等

【個人の場合】

　令和３・４年分の所得税青色申告決算書又は
収支内訳書等の写し

5
資本関係又は人的関係がある者に係る申告書
（共通様式２）

8
商業・法人登記事項証明書（写し可）
（令和４年１２月１日以降のもの）

（注）
№１３の備考欄もご覧く
ださい。

13

・建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コ
ンサルタント業務にあっては、各登録規程による現
況報告書の副本の写し（国土交通省の確認印を受け
たもの）の提出があれば、№１１～１３の書類を省
略することができます。ただし、№１１及び№１３
は別途前々年分の提出が必要です。

フ
ァ
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№ 提出書類 備考

・別添１「必要な納税証明書」をご覧ください。

15
個人住民税の特別徴収実施確認書
（共通様式４）

・市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書
の写しを添付する場合は、個人情報（氏名等）が記
載されている部分を除いてコピーしてください。

社会保険の加入及び完納状況等を確認するため
に必要な書類

・基準決算日（R3.11.1～R4.10.31間にある決算
日）以前、１年間の保険料等の完納を証する書
類
（例：社会保険料納入確認書など）

雇用保険の加入及び完納状況等を確認するため
に必要な書類

（例）基準決算日（R3.11.1～R4.10.31間にある
決算日）以前、１年間の保険料等の完納を証す
る書類（例：労働保険料等納入証明など）

18

・年間委任状（共通様式５）

・年間委任状（建築設計用）(ｺﾝｻﾙ様式７)
※建築設計を支店等に委任する場合は、受任者（支店
等）の建築士事務所登録が必要になりますので、建築
設計と他の希望業種で異なる受任者を指定する際は提
出してください。

・本店から支店等に常に入札・契約権限等を委任す
る場合のみ提出してください。

注
意

下記の№１９から№２５については、宮崎市内
に本店を有し、各項目に該当する場合に提出し
てください。

・宮崎市内に本店を有し、各項目に該当する場合は、№
７の競争入札参加資格申請に係る主観点総括表（主観点
様式１）も併せて提出してください。

①法定雇用義務のある事業者
・宮崎市内に本店を有しており、「障害者の雇用の
促進等に関する法律」に規定する法定雇用率を達成
している場合は、「障害者雇用状況報告書」の写し
（令和４年６月１日現在の状況を記載し、宮崎労働
局の受付印のあるもの）を提出してください。

（注１）「不足数」がある場合には加点対象となり
ませんので、確認のうえ、提出してください。

②法定雇用義務のない事業者
・宮崎市内に本店を有しており、同法による雇用状
況報告義務のない事業主で、障がい者雇用率制度の
対象となる障がい者を雇用している場合は、対象者
の身体障害者手帳等の写し及び雇用保険被保険者資
格取得等確認通知書（事業主通知用）の写しを提出
してください。

（注２）令和５年１月３１日現在で３か月以上の雇
用関係が必要です。

（注３）代表者や役員は対象となりません。

（注４）個人情報が記載されている書類は、必ず本
人の同意を得たうえで提出してください。

20

ＩＳＯ９０００シリーズ、ＩＳＯ１４００１、
エコアクション２１、みやざきエコアクション
の認定書・付属書・通知書等の写し
（対象期間の分かるもの）

・宮崎市内に本店を有しており、令和５年１月３１
日現在で認証等を取得している場合のみ提出してく
ださい。

14
「市税等の課税・納付状況確認同意書
（共通様式３）」、納税証明書（写し可）
（令和４年１２月１日以降のもの）

（注）宮崎市税及び国税については滞納がないこと
としておりますが、新型コロナウイルス感染症の影
響を受けた方については猶予制度がありますので、
９ページをご確認下さい。

16

（注１）社会保険とは、健康保険・厚生年金保険を
いいます。
（注２）社会保険に加入義務があるのは、法人事業
所及び従業員が５人以上の個人事業所となります。

17

（注１）雇用保険に加入義務があるのは、従業員
（法人事業所では役員を除く、個人事業所では専従
者等の同居親族等を除く）を１人でも雇用する事業
所となります。

（注２）令和５・６年度競争入札参加資格申請か
ら、保険料の「完納」を要件としています。

19

「障がい者雇用の状況」報告書（主観点様式
２）、下記の①②のいずれか
①障害者雇用状況報告書の写し
②対象者の身体障害者手帳等の写し及び対象者
の雇用を証明できる書類
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№ 提出書類 備考

21 宮崎市消防団協力事業所認定書の写し
・宮崎市内に本店を有しており、令和５年１月３１
日現在で宮崎市消防団協力事業所の認定を受けてい
る場合のみ提出してください。

・宮崎市内に本店を有しており、令和５年１月３１
日現在で宮崎市消防団員が所属している場合のみ提
出してください。

・消防団員の雇用関係（所属）を証明する書類とし
て、健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険
者資格取得等確認通知書（事業主通知用）の写しが
必要です。

（注１）令和５年１月３１日現在で３か月以上の雇
用関係が必要です。

（注２）個人情報が記載されている書類は、必ず本
人の同意を得たうえで提出してください。

・宮崎市内に本店を有しており、令和５年１月３１
日現在で若年者（３５歳以下）を雇用している場合
のみ提出してください。

・若年者の雇用関係を証明する書類として、雇用保
険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）
の写しが必要です。

（注１）令和５年１月３１日現在で３か月以上の雇
用関係が必要です。

（注２）代表者や役員は対象となりません。

（注３）個人情報が記載されている書類は、必ず本
人の同意を得たうえで提出してください。

・宮崎市内に本店を有しており、令和５年１月３１
日現在で宮崎保護観察所に協力雇用主として登録し
ている場合のみ提出してください。

（注１）雇用については、令和５年１月３１日現在
で３か月以上の雇用関係が必要です。

（注２）（様式５－１）及び（様式５－２）を宮崎
保護観察所に提出し、（様式５－１）を取得してく
ださい。

・宮崎市内に本店を有しており、令和５年１月３１
日現在で地域貢献活動としてボランティア等を行っ
た場合に提出してください。

・地域活動等状況確認申請書（様式６－２）につい
ては、活動１回につき１枚提出してください。

（注）自社のみで行った活動は対象になりません。

※
「防災・災害時の活動への協力」に係る提出書
類は不要です。

（契約課で担当課に確認します。）

22
消防団員所属状況確認（申請）書（主観点様式
３）、対象者の雇用を証明できる書類

23
「若年者雇用の状況」報告書（主観点様式
４）、対象者の雇用を証明できる書類

24
協力雇用主登録状況等確認（申請）書（主観点
様式５－１）

25

地域貢献活動状況報告書（主観点様式６－１）

地域貢献活動状況確認申請書(主観点様式６－
２)
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　５．記入要領

競争入札参加資格審査申請書【建設コンサルタント等】（№１）の記入について

種類 有限会社 合名会社 協同組合 協業組合 企業組合

略号 （有） （名） （同） （業） （企）

種類 公益社団法人 公益財団法人

略号 （公社） （公財）

(1) 令和５・６年度様式を必ず使用し、太線の枠内を記入してください。

(2) 申請書中の実印は必ず押印してください。また、契約を支店等に委任する場合等には、使用印も必ず
押印してください。実印のみを使用する場合は、使用印の欄への押印は不要です。

(3) 「主観点関係」は、宮崎市内に本店を有する業者のみ記入してください。宮崎市内に本店を有し主観
点項目に該当がある場合は、「競争入札参加資格申請に係る主観点総括表（主観点様式１）」及び各
種提出書類、添付書類も必要です。

(4) 「商号又は名称」にひらがなやカタカナが入る場合は、申請書中の「フリガナ」欄は省略せずに記載
してください。ただし、「（カブ）」等や「・（中点）」は省略してください。

(5) 「商号又は名称」の欄での株式会社等の法人の種類は、次表の略号で記載してください。

株式会社 合資会社

（株） （資）

一般社団法人 一般財団法人

（一社） （一財）

(6) 所在地欄は、「丁目」や「番地」を省略せず記載してください。法人の場合は、登記簿上の記載どお
りとしてください。

（例：「○○町１－２－３」ではなく、「○○町一丁目２番３号」や「○○町一丁目２番地３」と記
載してください。）

(7) 所在地欄は、宮崎県内の場合は「宮崎県」を省略して記載してください。また、宮崎県外の場合は都
道府県名を省略せずに記載してください。

（例：「宮崎市～」「東諸県郡国富町～」「東京都千代田区～」「大阪府大阪市～」。）

(8) ＴＥＬ番号、ＦＡＸ番号は、必ず連絡のとれる番号を記入してください。また、市外局番が「0985」
の場合は、「0985」を省略して記載してください。

(9) 支店等には、本店から支店等に常に入札・契約権限等を委任する場合のみ記入してください。この場
合、年間委任状（共通様式５）も提出してください。

(10) 連絡先には、本店・支店以外に優先的に各種連絡を希望する事務所等を記入してください。

（申請事務担当部署及び担当者名等の記入はしないでください。）

(11) 希望営業種目は５種目までです。希望営業種目の番号の左側に○をつけてください。

※ 資格の有効期間中は、希望営業種目の追加は認めません。

（ただし、希望営業種目が５種目未満の場合、中間年受付に限って追加登録申請を受け付けます。）

(12) 建築設計を希望する場合は、自社で対応可能な業務（１総合（意匠）、２構造、３電気設備、４機械
設備）について、番号に○をつけてください。（複数可）

(13) 建設コンサルタント、補償コンサルタントの登録がある場合は、該当する登録部門に○を記入してく
ださい。

※ 本市では「希望」での登録は認めていません。

(14) その他コンサルタントを希望する場合には（　）内に業務名を記入してください。
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　６．競争入札参加資格の有効期間

　７．その他注意事項

(15) 不動産鑑定業者、土地家屋調査士、計量証明事業者、アスベスト調査等は、「その他コンサルタン
ト」に記入してください。

(16) 法律又は登録規程による登録制度がある業務の例示

業務 登録の種類

建築士事務所（※） 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条による登録

建設コンサルタント
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2条によ
る登録

測量業者 測量法（昭和24年法律第188号）第55条による登録

地質調査業者 地質調査業者登録規程（昭和52年建設省告示第718号）第2条による登録

補償コンサルタント
補償コンサルタント登録規程（昭和59年建設省告示1341号）第2条によ
る登録

不動産鑑定業者
不動産の鑑定評価に関する法律（昭和38年法律第152号）第22号による
登録

土地家屋調査士 土地家屋調査士法（昭和25年法律第228号）第6条による登録

計量証明事業者 計量法（平成4年法律第51号）第107号による登録

※ 事務所登録している場合は、必ず登録通知書の写し又は登録証明書の写しを提出してください。提出
がない場合は、登録がないものとみなします。

※ 建築設計を希望し、支店等に入札・契約に係る権限を委任する場合は、受任者（支店等）の建築士事
務所の登録通知書の写し又は登録証明書の写しを提出してください。受任者に事務所登録がない場合
は、委任することができません。

(17) 総職員数は、登録制度に係る技術職員に限らず、事務職員、パート、アルバイト、役員等を含めた全
ての職員数を記入してください。

(1) 競争入札参加資格の有効期間は、競争入札参加資格者名簿登載の日から次の登載基準年の登載の日の
前日までとします。（令和５年７月１日から令和７年６月３０日までの２年間を予定しています。）

(2) 審査の結果、競争入札参加資格者として決定した場合は、本市の競争入札参加資格者名簿に登載し、

申請者に対する当該審査の結果を宮崎市ホームページで公表します。

注）郵送による通知はいたしませんのでご注意ください。

(3) 有効期間中は、必ずしも指名があるとは限りませんのでご了承ください。

(1) 提出前に必ず「提出書類確認表【建設コンサルタント等】」（ｺﾝｻﾙ様式１）によりチェックしてくだ
さい。

(2) 提出書類に不備がある場合は、受付できないことがあります。

(3) 提出書類は、情報公開請求の公開対象となります。

(4) 行政書士事務所等において申請手続きを代行される場合は、申請業者のリスト（独自様式可）の作
成・提出をお願いします。

申請業者のリストには、リスト内の通し番号、申請業者名、受付番号記入欄（受付時に受付番号を記
入できる欄）、事務所名称、担当者名、連絡先を記載してください。
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　８．問い合わせ先

ホームページ

申請書類に関する情報等については、本市ホームページに掲載しています。

【申請書類に関する情報の掲載場所】

【関係要綱等の掲載場所】

(1) 申請に関する問い合わせ先

宮崎市　総務部契約課　工事契約係

【ＴＥＬ】　０９８５－２１－１７２５

【ＦＡＸ】　０９８５－２３－５５１７

【e-mail】　03keiyak@city.miyazaki.miyazaki.jp

(2) 申請書添付書類の発行・交付等に関する問い合わせ先

書類の名称 問い合わせ先

市税等の課税・納付状
況確認同意書

宮崎市税

記入内容に関すること：宮崎市総務部　契約課
　　　【ＴＥＬ】０９８５－２１－１７２５(直通)
猶予に関すること：宮崎市税務部　納税管理課
　　　【ＴＥＬ】０９８５－２１－１７４１(直通)

納税証明書 国　　税 所轄税務署へお問い合わせください。

社会保険納入確認書 社会保険 所轄年金事務所へお問い合わせ下さい。

労働保険料等納入証明 雇用保険 所轄労働局へお問い合わせ下さい。

宮崎県内で主たる事業所のある市町村の税務担当課へ
お問い合わせください。

※宮崎市内に主たる事業所がある場合は、税務部市民
税課へお問い合わせください。

宮崎市税務部　市民税課

【ＴＥＬ】０９８５－２１－１７４８（直通）

宮崎市消防局　総務課　消防団係

【ＴＥＬ】０９８５－３２－４９０２（直通）

※令和５年１月３１日現在で消防団員であることが条
件です。手続きは２月に行ってください。

(3)

　トップページ ⇒ 産業・事業者 ⇒ 入札・契約 ⇒ 業者登録・変更
　　⇒ 建設工事・建設コンサルタント等競争入札参加資格申請・名簿

　トップページ ⇒ 産業・事業者 ⇒ 入札・契約 ⇒ 入札制度改正
　　⇒ 入札制度及び関係要綱等

・競争入札の参加資格及び指名基準等に関する要綱（昭和56年告示第90号）

・宮崎市建設工事競争入札参加資格事務処理要領（平成元年伺定）

個人住民税の特別徴収実施確認書
（共通様式４）

消防団員所属状況確認（申請）書
（主観点様式３）
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宮崎市競争入札参加資格審査申請（建設工事・建設コンサルタント等）に関する
新型コロナウイルスの影響等により納税等が困難な事業者の方への猶予制度

　１．制度の概要

　本市の競争入札参加資格申請においては、税（市税、国税）及び社会保険料（健康保険
料、厚生年金）、雇用保険料について、これら全てを「完納」していることを審査におけ
る要件としておりますが、新型コロナウイルスにより納税が困難な方を対象に、徴収猶予
制度を適用します。

　２．申請時に添付いただく資料

　３．注意事項

　該当される方は各項目における提出書類に、以下の書類を添付してください。

　（１）市税の猶予を受けている方
　　　宮崎市が発行した「猶予許可通知書」の写し等

　（２）国税の猶予を受けている方
　　　税務署が発行した「猶予許可通知書」の写し等

　（３）社会保険の猶予を受けている方
      年金事務所が発行した「猶予許可通知書」の写し等

　（４）雇用保険の猶予を受けている方
　　　労働局が発行した「猶予許可通知書」の写し等

※(１)～(４)いずれの猶予を受ける場合においても、「猶予申請書」の写し等、コロナが
　要因であることが証明できる書類を必ず添付してください。

　◎本猶予制度を利用し宮崎市競争入札参加資格審査申請書を提出された場合、
　　令和６年２月１日から令和６年２月29日までに各猶予を受けられた項目が完納し
　　ていることを証明する書類を提出していただきますので、予めご了承下さい。

　【お問い合わせ】
　　宮崎市役所総務部契約課　工事契約係　電話：０９８５－２１－１７２５
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅ-ｍａｉｌ：03keiyak@city.miyazaki.miyazaki.jp
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