
告示第２２０号

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」とい

う。）第１６７条の５第１項及び第１６７条の１１第２項の規定により、

令和３年度及び令和４年度において、廿日市市及び廿日市市水道局が発注

する物品の販売、製造請負、買受け及び役務提供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。

）及びその資格審査に係る申請手続等について次のように定める。

令和２年１０月１日

廿日市市長 松 本 太 郎

１ 入札参加資格

別表第１左欄の希望区分ごとに、同表右欄の物品等又は役務提供の

種類について、次に掲げる事項を総合的に審査する。

(1) 申請日の属する営業年度の直前の営業年度（以下「直前営業年度」

という。）の決算日以前２年の各営業年度における実績高により算

出した年間平均実績高

(2) 申請日における株主資本の額

(3) 申請日における事業に従事する職員の数

(4) 申請日での営業年数

２ 入札参加資格の審査に係る申請手続

(1) 申請を行うことができない者

次の各号のいずれかに該当する者は、入札参加資格の審査に係る申

請を行うことができない。

ア 施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者

イ 物品の販売、製造請負、買受け及び役務提供を希望する者で、

営業に関し、法令等の定めにより許可、認可、登録等を必要とす



る場合において、これを受けていない者

ウ 直近２年間において、入札参加資格の審査を申請する営業分野

（物品の販売、製造請負、買受け及び役務提供）について業務を

行った実績がない者

エ 廿日市市契約規則（昭和６３年規則第１５号）第２条の各号に

該当する者

オ 入札参加資格の審査に係る申請を行うときに、廿日市市に納付

すべき市税の滞納がある者

カ 入札参加資格の審査に係る申請を行うときに、消費税及び地方

消費税の滞納がある者

キ 入札参加資格の審査に係る申請において、重要な事項について

虚偽の申請をし、又は重要な事実について申告を行わなかった者。

ただし、過去に虚偽の申告を行い、廿日市市の入札参加資格の取

消しをされた者で、資格審査の申請日において当該取消しの日か

ら２４か月を経過している者を除く。

ク 追加申請期間にあっては、申請しようとする業種について、令

和３年度及び令和４年度において、入札参加資格の取消しを受け

た者又は取下げを行った者

(2) 申請手続

ア 申請方法

入札参加資格の審査を受けようとする者は、別表２に掲げる書

類等を廿日市市総務部契約課（広島県廿日市市下平良一丁目１１

番１号。以下「契約課」という。）に郵送又は持参して申請を行

うものとする。

イ 申請期間及び受付時間

申請期間は、令和２年１１月９日（月）から令和２年１１月３

０日（月）まで（廿日市市の休日を定める条例（平成元年条例第

２７号）第１条に規定する市の休日を除く。）とする。

持参による提出の受付時間は、午前９時から午前１１時及び午



後１時から午後３時までとする。

なお、提出すべき書類が期限までに契約課へ到達しない場合は、

申請全体を無効とする。

ウ 追加申請期間及び追加受付時間

別に告示する。ただし、一般競争入札等に係る追加の入札参加

資格の申請については、市長が必要と認めるときは随時行うこと

ができるものとする。

３ 入札参加資格認定の通知

入札参加資格の認定をしたときは、これを申請者に通知する。

４ 入札参加資格の取消し

入札参加資格の認定後、入札参加資格の審査に係る申請において、

重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わな

かったことが判明した場合等は、入札参加資格の取消しを行う。

入札参加資格の取消しを受けた者は、令和３年度及び令和４年度に

おいて再び入札参加資格審査の申請をすることができない。また、令

和５年度以降についても、その取消しの日から２４か月を経過する日

までは、入札参加資格審査の申請をすること及び入札参加資格の認定

を受けることができない。

５ 入札参加資格の有効期間

この告示で定めるところにより認定する入札参加資格は、その認定

の日から令和５年３月３１日まで有効とする。ただし、令和５年４月

１日以降においても令和５年度の入札参加資格の認定が行われていな

いときは、廿日市市物品等競争入札参加資格取扱要綱（平成２４年告

示第２３３号）第３条第１項の規定により受付を行う令和５年度の入

札参加資格が認定される日まで有効とする。

６ その他の事項

この告示で定めのない事項については、必要に応じて市長が定める。



別表第１

区分
物品等又は役務提供の種類

大分類 小分類

物品の販売、製造請

負
印刷・写真・広告

一般印刷

フォーム印刷

写真

複写

広告・看板

印刷・写真・広告のその他

事務用品 文具

事務用機器

紙

印章

事務用品のその他

機械器具 医療用機械器具

電気計測機

精密機械器具

家電・視聴覚機器

理化学機械器具

工作用機械器具

産業用機械器具

厨房機械器具

消防機械器具

機械器具のその他

車両・船舶 自動車・船舶

二輪

自動車部品



車両・船舶のその他

薬品 医療用薬品

衛生材料

防疫剤

農業薬品

工業薬品

薬品のその他

燃料 石油製品

ガス・固体燃料

燃料のその他

教育用品 学校教材具

教育用図書

運動具

楽器

教育用品のその他

図書類 図書類

図書類のその他

家具・装飾 スチール家具

木工家具

建具・畳

装飾

寝具

家具・装飾のその他

縫製 衣料品

ゴム・皮革製品

帆布

旗

縫製のその他



建材 土石・二次製品

セメント・二次製品

木材

鉄鋼

樹脂・ガラス

塗料

建材のその他

園芸 園芸資材

園芸のその他

食品 食料品

食品のその他

雑貨・百貨 記念品

荒物・雑貨

生花・造花

雑貨・百貨のその他

買受け 買受け 物品

車両

買受けのその他

役務提供 建物等の保守管理 清掃

人的警備

機械警備

廃棄物処理・収集・運搬

浄化槽保守

殺虫消毒・駆除

機械設備保守

（一般建築物）

機械設備保守（処理場）

消防設備保守



環境測定

電話交換

事務機器等の保守

修理

建物等の保守管理のそ

の他

賃貸借 催事品

清掃用具

植木

機械器具

賃貸借のその他

調査・研究 調査・研究

検査

調査・研究のその他

情報・通信 データ入力

システム設計・開発

集計・受託計算

情報・通信のその他

映画・広告・催物

類

映画・ビデオ製作

イベント企画

会場設営

広告・デザイン考案

映画・広告・催物類のその

他

写真・製図 写真・製図

写真・製図のその他

運送 タクシー・ハイヤー



荷造り・運送

自動車運転代行

運送のその他

翻訳・通訳 翻訳

通訳

記録

翻訳・通訳のその他

その他 クリーニング

給食業務

人材派遣

その他



別表第２

項 提出書類 様式番号 備考

１ 競争入札参加

資格審査申請

提出書類一覧

（受付票）

様式第１号 ○ ・商号又は名称を記入し、事

前に提出書類を確認し、太

枠内に○印を記入するこ

と。

２ 一般競争（指

名競争）入札

参加資格審査

申請書（物品

の販売、製造

請負、買受け

及び役務提供）

様式第２号 ○

３ 委任状 様式第４号 △ ・原本提出。写し不可。

・本店の代表者から、支店、

営業所等の長に入札、見積

り、契約締結等の権限を継

続して委任する場合に提出

すること。

・委任先は１か所とする。

・委任状に記載された委任事

項の一部のみを選択して委

任することはできない。

４ 使用印鑑届 様式第５号 △ ・原本提出。写し不可。

・第３項の委任状の提出があ

る場合は必ず提出するこ

と。

・実印と使用印を押印し、入



札、見積り、契約締結、代

金請求等に際し使用する旨

を記載したもの。なお、こ

れらの場合に実印を使用す

る者は提出を要しない。

・使用印鑑は、代表者(支店、

営業所等の長に権限を委任

する場合は、支店、営業所

等の長）の印とすること。

５ 印鑑証明書 ○ ・資格審査申請書を提出する

日から３か月前までの日以

降に発行されたもの。原本

提出。写し不可。

・法人…本店所在地の管轄法

務局で発行された代表者（

申請者）の印鑑証明書

・個人…本人住所地の市区町

村で発行された申請者本人

の印鑑証明書

６ 希望営業品目

表（物品の販

売、製造請負

、買受け及び

役務提供別）

様式第３号 ○ ・該当がないページも空欄の

まま提出すること。

７ 物品の販売、

製造請負、買

受け及び役務

提供実績高

様式第６号 ○



８ 営業の概要 様式第７号 ○

９ 許可、認可、

登録等の証明

書の写し

△ ・申請者が取得している、営

業に関し、法令等の定めに

より必要とする許可、認可

、登録等の証明書の写し

１０ 希望営業品目

実績調書

様式第８号 ○

１１ 誓約書 様式第９号 ○ ・原本提出。写し不可。

・実印を押印すること。

１２ 廿日市市発行

の滞納がない

証明書

△ ・資格審査申請書を提出する

日から３か月前までの日以

降に発行されたもの。原本

提出。写し不可。

・市税（延滞金を含む。）に

ついて、滞納がないことを

証明したもの

・廿日市市に納税義務がある

場合のみ提出

１３ 消費税及び地

方消費税の納

税証明書

○ ・資格審査申請書を提出する

日から３か月前までの日以

降に発行されたもの。写し

でも可とする。

・未納の税額がないことを証

明したもの

・課税されていない場合も提

出すること。

・法人…本店所在地の管轄税



務署が発行した国税通則法

施行規則（昭和３７年大蔵

省令第２８号。以下「国税

通則法施行規則」とい

う。）別紙第９号その３、

又はその３の３による納税

証明書

・個人…本人所在地の管轄税

務署が発行した国税通則法

施行規則別紙第９号その

３、又はその３の２による

納税証明書

１４ 登記事項証明

書（法人）又

は身分証明書

（個人）

○ ・資格審査申請書を提出する

日から３か月前までの日以

降に発行されたもの。写し

でも可とする。

・法人…本店所在地の法務局

が発行した登記事項証明書

（全部事項証明書の「履歴

事項証明書」）

・個人…本籍地のある市区町

村役場が発行した身分証明

書

１５ 財務諸表類の

写し

○ ・法人…直前１年の事業年度

についての「貸借対照

表」、「損益計算書」、「

株主資本等変動計算書」及

び「注記表」の写し



備考

１ 提出書類については、入札参加資格に係る審査を申請する日を基

準日として作成すること。

２ ○印は提出を必要とするものを示し、△印は該当する場合に提出が

必要なものを示す。

・個人…直前１年の事業年度

についての「貸借対照表」

及び「損益計算書」の写し

・入札参加資格に係る審査を

申請する日までに直前１年

の事業年度の財務諸表の調

製が完了しない場合は、直

前１年の事業年度の前年度

の財務諸表とする。

１６ 資格認定通知

用の封筒

○ ・長形３号の封筒に切手を貼

付し、郵便番号及び送付先

を記載して、宛先に「様」

又は「御中」を明記したも

の

１７ Ａ４サイズフ

ラットファイ

ル

○ ・２穴とじ、色指定なし

・書類は、第１項から第１５

項までの該当するものをフ

ァイルにつづり、提出する

こと。

・背表紙に商号又は名称を記

入すること。



（別記）
様式第１号

番号
提出書類
（○印）

不足書類
※市使用欄

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14

15

16

17

注１　太枠内のみ記入し、不足書類欄は記入しないでください。

注２　必須書類の不備・不足については、申請期間（追加申請にあっては、それぞれの追加申請期間とする。）の期限から起算して７日

　　を経過した日までに訂正・提出がない場合、当該受付は効力を失うものとします。

その他の書類の不足については、該当がなかったものとして処理します。

（物品の販売、製造請負、買受け及び役務提供）

競争入札参加資格審査申請提出書類一覧（受付票）

商号又は名称

提　出　書　類

競争入札参加資格審査申請提出書類一覧（受付票）（様式第１号）

一般競争（指名競争）入札参加資格審査申請書（物品の販売、製造請負、買受け及び
役務提供）（様式第２号）

委任状（様式第４号）　※写し不可

使用印鑑届（様式第５号）　※写し不可（委任状の提出がある場合は必ず提出）
　　　　　　　　　　　　　※実印と使用印鑑が同じ場合は提出不要

印鑑証明書　※写し不可　（３か月以内に発行されたもの）

希望営業品目表（物品の販売、製造請負、買受け及び役務提供別）（様式第３号）

物品の販売、製造請負、買受け及び役務提供実績高（様式第６号）

営業の概要（様式第７号）

許可、認可、登録等の証明書の写し

希望営業品目実績調書（様式第８号）

誓約書（様式第９号）　※写し不可　

廿日市市発行の滞納がない証明書　※写し不可（３か月以内に発行されたもの）
　※廿日市市に納税義務がある場合のみ提出

消費税及び地方消費税の納税証明書（３か月以内に発行されたもの・写し可）
　※課税されていない場合も提出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

法人：登記事項証明書（履歴事項証明書）（３か月以内に発行されたもの・写し可）
個人：身分証明書　　　　　　　　　　　（　　　　　　同　　　上　　　　　　）

財務諸表類の写し
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表）

資格認定通知用の封筒（長形３号）
（84円切手貼付、郵便番号・送付先を記載して、宛先に「様」又は「御中」を明記）

Ａ４サイズフラットファイル（２穴とじ、色指定なし）
（背表紙に商号又は名称を明記したものに提出書類（第16項は除く。）をつづる。)

＊受付印

12

13



様式第２号

年 月 日

様

実印

委任先（「１１　委任関係の有無」で「１．あり」を選択した場合）

申請事務担当者

※ 受 付 印　

（元号）

廿 日 市 市 長
（廿日市市水道事業　廿日市市長）

一般競争（指名競争）入札参加資格審査申請書（物品の販売、製
造請負、買受け及び役務提供）

所在地（住所）

申請者 商 号 又 は 名 称

代 表 者 職 氏 名

　令和３年度及び令和４年度において、廿日市市及び廿日市市水道局で行われる物品の販売、製造請負、
買受け及び役務提供に係る競争入札に参加する資格の審査を申請します。なお、「地方自治法施行令第
167条の４第１項の規定に該当するものではないこと」及び「この申請書及び添付書類の内容について
は、事実と相違しないこと」を誓約します。

０１　法人・個人
　　　の区分

（１．法人　２．個人） ０２　法人番号

※　法人番号欄は法人等のみ記載(13桁）
０３　郵便番号

０４　所在地

（ビル名等）

０５　商号又は名称
　　　（フリガナ）

０６　商号又は名称
　　　（漢字等）

０７　代表者役職
　　　（漢字等）

０８　代表者氏名
　　　（漢字等）

０９　電話番号 １０　ＦＡＸ番号

１１　委任関係の有無 （１．あり　２．なし）
１２　廿日市市への
    納税義務の有無

（１．あり　２．なし）

１３　郵便番号

１４　営業所所在地

（ビル名等）

１５　営業所名称
　　　（フリガナ）

１６　営業所名称
　　　（漢字等）

１７　受任者役職
　　　（漢字等）

１８　受任者氏名
　　　（漢字等）

１９　電話番号 ２０　ＦＡＸ番号

部署名 担当者氏名 電話番号



様式第３号

希望営業品目表

０１　物品の販売、製造請負
大分類 希望順位 コード 小分類 取扱品名等

印刷・写真 30101 一般印刷 ｵﾌｾｯﾄ・活版・特殊印刷・地図印刷

広告 30102 フォーム印刷 連続用紙･OCR等　

30103 写真 現像・焼付・引伸・ｶﾒﾗ・ﾌｨﾙﾑ・映写機・映画ﾌｨﾙﾑ・撮影機・航空写真

30104 複写 青写真・ﾏｲｸﾛ写真・ｺﾋﾟｰ

30105 広告・看板 広告・看板・表示板・標識

30199 印刷・写真・広告のその他

事務用品 30201 文具 文房具・事務用品

30202 事務用機器 複写機・小型印刷機・ﾌｧｸｼﾐﾘ・OA機器・ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ

30203 紙 段ﾎﾞｰﾙ・紙

30204 印章 ｺﾞﾑ印・印章・印判

30299 事務用品のその他

機械器具 30301 医療用機械器具 各種医療用機械器具・介護用品・福祉用具

30302 電気計測機 電流計・電圧計・電力計・位相計・周波数計

30303 精密機械器具 秤・温度計・圧力計・流量計・計量器・測定器・測量器・量水器

30304 家電・視聴覚機器 家電用品・冷暖房用品・照明器具・通信機械・音響機械

30305 理化学機械器具 化学分析装置・光学機器・各種実験装置

30306 工作用機械器具 旋盤・研削機・切断機・木工機械・電動工具・溶接機

30307 産業用機械器具 ﾎﾟﾝﾌﾟ・ｸﾚｰﾝ・ｴﾝｼﾞﾝ・自動車整備用機械・空調機

30308 厨房機械器具 調理台・流し台・ﾚﾝｼﾞ・ｶﾞｽ湯沸器・業務用冷蔵庫

30309 消防機械器具 消防ﾎｰｽ・消防ﾎﾟﾝﾌﾟ・避難救助器具・消火器・防災防火用具・艤装

30399 機械器具のその他

車両・船舶 30401 自動車・船舶 乗用・貨物・軽・特殊自動車・船舶

30402 二輪 自動二輪車・原付自転車・自転車

30403 自動車部品 部品・ﾀｲﾔ・ﾊﾞｯﾃﾘｰ・電装品・自動車用品

30499 車両・船舶のその他

薬品 30501 医療用薬品 医薬品・ﾜｸﾁﾝ・医療用酸素

30502 衛生材料 各種保健衛生材料

30503 防疫剤 殺虫剤・殺鼠剤

30504 農業薬品 農薬・除草剤

30505 工業薬品 脱臭剤・試薬・工業用ｶﾞｽ・酸素

30599 薬品のその他

燃料 30601 石油製品 ｶﾞｿﾘﾝ・重油・軽油・灯油・潤滑油

30602 ガス・固体燃料 LPG・LNG・石炭・木炭・薪

30699 燃料のその他

教育用品 30701 学校教材具 学校用教材・保育用教材・教育機器・遊具・ﾐｼﾝ

30702 教育用図書 教育用図書・教育用ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟ

30703 運動具 各種ｽﾎﾟｰﾂ用品

30704 楽器 楽器・楽譜

30799 教育用品のその他

電力供給



大分類 希望順位 コード 小分類 取扱品名等

図書類 30801 図書類 書籍・雑誌・新聞・出版・刊行物

30899 図書類のその他

家具・装飾 30901 スチール家具 金庫・ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ・机・椅子・ﾛｯｶｰ・黒板

30902 木工家具 応接ｾｯﾄ

30903 建具・畳 建具・表具・畳

30904 装飾 じゅうたん・ｶｰﾃﾝ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・どん帳・暗幕

30905 寝具 寝具・ﾀｵﾙ

30999 家具・装飾のその他

縫製 31001 衣料品 制服・作業服・白衣・帽子

31002 ゴム・皮革製品 靴・かばん・手袋・雨衣・傘

31003 帆布 ﾃﾝﾄ・ｼｰﾄ・土のう袋

31004 旗 懸垂幕・のぼり・旗

31099 縫製のその他

建材 31101 土石・二次製品 砂・砂利・真砂土・赤土・ﾚﾝｶﾞ

31102 セメント・二次製品 ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ・下水道用製品・杭・石灰

31103 木材 木材・竹材・合板・丸太

31104 鉄鋼 鋼材・ﾊﾟｲﾌﾟ・ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ・ﾊﾟｲﾌﾟ足場・ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

31105 樹脂・ガラス 塩ﾋﾞ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ管・ｶﾞﾗｽ

31106 塗料

31199 建材のその他 融雪剤

園芸 31201 園芸資材 鉢・ﾌﾗﾜｰﾎﾞｯｸｽ

31299 園芸のその他

食品 31301 食料品

31399 食品のその他

雑貨・百貨 31401 記念品 ﾊﾞｯｼﾞ・ｶｯﾌﾟ・ﾄﾛﾌｨｰ・楯・ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ・ﾜｯﾍﾟﾝ

31402 荒物・雑貨 家庭金物・陶磁器・ﾎﾟﾘ袋・清掃用具・工具・ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ

31403 生花・造花

31499 雑貨・百貨のその他

希望営業品目表

０２　買受け
大分類 希望順位 コード 小分類 取扱品名等

買受け 40101 物品 鉄屑・非鉄金属屑・機械工具・古紙・家具

40102 車両

40199 買受けのその他



希望営業品目表

０３　役務提供
大分類 希望順位 コード 小分類 取扱品名等

建物等の 20101 清掃 建物・貯水槽

保守管理 20102 人的警備

20103 機械警備

20104 廃棄物処理・収集・運搬 一般廃棄物（廿日市･大野･佐伯･吉和･宮島）・産業廃棄物

20105 浄化槽保守 点検・清掃

20106 殺虫消毒・駆除

20107 機械設備保守 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ・電気・給排水・電話交換設備

（一般建築物）

20108 機械設備保守（処理場） ﾎﾟﾝﾌﾟ場・処理場設備

20109 消防設備保守

20110 環境測定 水質・空気環境

20111 電話交換

20112 事務機器等の保守 OA機器・複写機

20113 修理 事務機器・車両・船舶

20199 建物等の保守管理のそ

の他

賃貸借 20201 催事品 ﾃﾝﾄ

20202 清掃用具 掃除機・ﾓｯﾌﾟ

20203 植木

20204 機械器具 OA機器・複写機・自動車・冷暖房機器・医療機器

20299 賃貸借のその他

調査・研究 20301 調査・研究 経済調査・経営分析・計画策定・環境ｱｾｽﾒﾝﾄ・交通量調査・世論調査

20302 検査 水質検査・理化学検査・騒音測定・振動測定・土壌分析

20399 調査・研究のその他

情報・通信 20401 データ入力 ﾊﾟｿｺﾝ・光ﾃﾞｨｽｸ等の入力

20402 ｼｽﾃﾑ設計・開発

20403 集計・受託計算

20499 情報・通信のその他

映画・広告 20501 映画・ﾋﾞﾃﾞｵ製作 教育・広報・記録

催物類 20502 イベント企画

20503 会場設営

20504 広告・ﾃﾞｻﾞｲﾝ考案

20599 映画・広告・催物類の

その他

写真・製図 20601 写真・製図 写真撮影・ｺﾋﾟｰ・ﾄﾚｰｽ・航空写真

20699 写真・製図のその他

運送 20701 ﾀｸｼｰ・ﾊｲﾔｰ

20702 荷造り・運送

20703 自動車運転代行

20799 運送のその他

翻訳・通訳 20801 翻訳

20802 通訳

20803 記録 速記・ﾃｰﾌﾟの記録編集・議事録作成

20899 翻訳・通訳のその他

その他 20901 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

20902 給食業務

20903 人材派遣 介護ｻｰﾋﾞｽ・医事業務・研修

20999 その他

電気通信回線ｻｰﾋﾞｽ

検針



様式第４号

（元号） 年 月 日

様

（廿日市市水道事業　廿日市市長）

委任者

受任者

（委任事項）

1 入札及び見積りの件

2 契約の締結の件

3 代金の請求及び受領の件

4 復代理人選任の件

5 その他実施に関する一切の件

委　　任　　状

廿 日 市 市 長

実印

所   在   地

商号又は名称

代表者職氏名

　私は、次の者を代理人と定め、（元号）　　年　　月　　日から（元号）　　年　　

月　　日まで貴市を相手方とする一切の契約について次の権限を委任します。

受任者使用印

所 在 地

商号又は名称

代表者職氏名



様式第５号

（元号） 年 月 日

様

（廿日市市水道事業　廿日市市長）

実印

所   在   地

　私は、次の事項について使用する印鑑を届け出ます。

記

使用印鑑
1 入札及び見積りの件

2 契約の締結の件

3 代金の請求及び受領の件

4 復代理人選任の件

5 その他実施に関する一切の件

※　使用印鑑は、委任がある場合、受任者使用印と同じ。

使　用　印　鑑　届

廿 日 市 市 長

商号又は名称

代表者職氏名



様式第６号

年 月 から 年 月 から

年 月 まで 年 月 まで

②及び③は、千円単位で記入してください。
④は、②及び③をもとに千円未満は四捨五入して記入してください。
⑥は、千円未満を切り捨てて記入してください。

①　希望営業品目
②　直前２年度分決算

（千円）
③　直前１年度分決算

（千円）

印刷・写真・広告

事務用品

機械器具

車両・船舶

薬品

燃料

教育用品

図書類

家具・装飾

縫製

建材

園芸

食品

雑貨・百貨

買受け 買受け

建物等の保守管理

賃貸借

調査・研究

情報・通信

映画・広告・催物類

写真・製図

運送

翻訳・通訳

その他

小　　　　　計

⑤　その他申請外

⑥　合　　　　計

物品の販売、製造請負、買受け及び役務提供実績高

④　直前２か年間の
　　年間平均実績高

（千円）分類 大分類

②から⑥までの金額は、いずれも消費税及び地方消費税を含まない額を記入してください。ただし、消費税込み
の損益計算書を作成している場合は、消費税を含む額であることを明示の上、消費税を含んだ額を記入してくだ
さい。

実
 
 
 
績
 
 
 
高

物品

役務



様式第７号

※　申請日時点の営業年数（１年未満は切捨て）を記入してください。
※　年月日は和暦とし、元号を、「明治→1、大正→2、昭和→3、平成→4、令和→5」で記入してください。

※千円未満は切り捨ててください。

※千円未満は切り捨ててください。

０７　地理的条件

廿日市市内に本店を保有している。

廿日市市内に本店を保有していないが、支店・営業所等の事務所を保有している。

廿日市市内に本店・支店・営業所等を保有していないが、広島県内に保有している。

広島県内に本店・支店・営業所等の事務所を保有していない。

（　）

（　）

（　）

（　）

営業の概要

０１　営業年数等
元号

創業 年 月 日

現組織への変更 年 月 日

営業年数 年

０２　自己資本額

自己資本額 千円

０３　流動比率

流動資産 千円

流動負債 千円

０４　従業員数

廿日市市内の事務所等の常勤従業員数 人

会社全体の常勤従業員数 人

０５　主要設備

０６　営業に関する許可・認可・登録等

許可・認可・登録等の名称 許可等番号 許可等期限



様式第８号

（直前２か年間における契約実績）

※ 契約内容については、官公庁以外も含め、具体的に記入してください。
記載欄が不足する場合は、この様式を複写して添付してください。なお、直前２か年間に
おける契約実績の全てを記載する必要はありません。

希望営業品目実績調書

区分 ①　契約内容 ②　契約相手 ③　契約金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

直

前

２

年

度

分

直

前

１

年

度

分



様式第９号

　私は次の事項について誓約します。

　１　暴力団等を排除する措置について

　　　自己又は自己の役員等は、次の各号のいずれにも該当しません。また、廿日市市が必要と

　　する場合には、広島県警察本部に照会することを承諾します。

　（１）役員等（個人の場合はその者を、法人の場合には役員又はその支店若しくは営業所（常

時業務の委託契約を締結する事務所をいう。）を代表する者をいう。以下同じ。）が、

集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織（以下「暴力団」と

いう。）の関係者（以下「暴力団関係者」という。）である者

　（２）役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与し

ていると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難され

るべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用している者

　（３）役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与

していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供

与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

　（４）前３号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有

している者

　（５）経営に暴力団関係者の実質的な関与がある者

　２　調査協力について

　　　廿日市市が必要があると認めるときはいつでも、業務の実施状況などの報告を行い、実地に

　　調査することを承諾します。

（元号）　　年　　月　　日

廿日市市長　様

所在地（住所）

商号又は名称

代表者職氏名 　実印

誓　　約　　書

・上記１、２に違反した場合、既存の契約は解除となり、入札参加資格の認定は取り消されま
す。


