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岩見沢市告示第２１４号 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の５及

び第１６７条の１１の規定により、令和５年度及び令和６年度に岩見沢市が締結しようとす

る契約に係る一般競争入札又は指名競争入札（以下「競争入札」と総称する。）に参加する

者に必要な資格（以下「資格」という。）について、次のとおり定める。 

 

令和 ４年１２月 ７日 

 

                       岩見沢市長  松 野   哲 

 

第１ 資格の要件 

１ 資格の種別 

資格の審査（以下「資格審査」という。）は、契約の種類ごとに、別表に掲げる区分に

より行う。 

２ 基本的資格要件 

資格審査における各資格に共通の要件は、次のいずれにも該当することとする。 

(1) 政令第１６７条の４第１項（政令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含

む。）に規定する者でないこと。 

(2) 政令第１６７条の４第２項（政令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含

む。）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) 法人税又は所得税、消費税及び地方消費税に滞納がないこと。 

(5) 暴力団員（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）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下同じ。））又は暴力団関係事業者（暴力団員が

実質的に経営を支配する事業者その他同条第２号に規定する暴力団又は暴力団員と密

接な関係を有する事業者をいう。）に該当しない者であるとともに、今後、これらの者

とならないこと等について誓約していること。 

３ 契約の種類による資格要件 

契約の種類ごとの要件は、次のとおりとする。 

(1) 工事の請負に係る契約 

ア 次のいずれにも該当すること。 

① 令和５年１月１日現在（随時申請の場合にあっては、申請しようとする月の初日）

において、建設業法（昭和２４年法律第１００号）による営業の許可を受けてい

る者であって、かつ、当該許可を受けてから２年以上当該建設業を営んでいるこ
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と。 

② ①の許可を受けた建設業について、建設業法第２７条の２３第１項に規定する経

営事項審査を受け、同法第２７条の２９第１項に規定する総合評定値の通知を受

けており、かつ、その結果通知の基準日（＝決算日）が令和３年７月１２日（随

時申請の場合にあっては、資格審査の申請をする日の１年７か月前の日の直後の

事業年度の終了の日）以降の日であること。 

③ ②の経営事項審査の結果通知において、その許可に係る建設業の種類について、

完成工事高を有すること。また、直近２年度において、希望業種に係る契約実績

を官民問わず、有していること。 

④ 支店・営業所等に契約締結権限等を委任する場合には、当該権限等の委任を受け

た者（以下「受任者」という。）が希望業種に係る契約実績を官民問わず有し、工

事（事業）経歴書等で示していること。 

⑤ 雇用保険、健康保険、厚生年金保険にすべて加入している事業所であること。た

だし、加入義務のない者については、この限りでない。 

イ 工事の請負契約のうち、一般土木、舗装、建築、管又は電気工事に係る競争入札に

参加しようとする者は、次に掲げる事項について行った審査の結果により算出した

総合数値を勘案して、市長が別に定める等級に格付する。 

① 「客観的要素の評定項目」として、建設業法第２７条の２３第３項の規定による

項目及び基準（平成２０年国土交通省告示第８５号） 

② 「技術・社会的要素の評定項目」として、工事成績点、技術点、社会貢献点、雇

用対策点及び指名停止に係る減点 

(2) 設計、測量等工事関連業務に係る契約 

ア 共通要件 

① 令和５年１月１日現在（随時申請の場合にあっては、申請しようとする月の初日）

において、引き続き１年以上その事業を営んでおり、かつ、直前１年間にその事

業に係る売上高を有していること。また、直近１年度において、希望業種に係る

契約実績を官民問わず、有していること。 

② 支店・営業所等に契約締結権限等を委任する場合には、受任者が希望業種に係る

契約実績を官民問わず有し、工事（事業）経歴書等で示していること。 

イ 資格の種類による要件 

① 建築設計にあっては、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）による一級建築士

事務所又は二級建築士事務所の登録を受けていること。ただし、建築設備のみの

設計を業とする者は、この限りでない。 

② 測量にあっては、測量法（昭和２４年法律第１８８号）による測量業者の登録を

受けていること。 
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③ 道路除雪又は施設等保全（道路・河川維持）にあっては、建設業法による土木一

式工事の許可を有していること。 

④ 施設等保全（公園・街路樹等管理）にあっては、建設業法による造園工事の許可

を有していること。 

(3) 物品等の購入並びに清掃及び警備その他の業務委託等に係る契約 

ア 共通要件 

令和５年１月１日現在（随時申請の場合にあっては、申請しようとする月の初日）

において、引き続き１年以上その事業を営んでおり、かつ、直前１年間にその事業に

係る売上高を有していること。 

イ 資格の種類による要件 

① 建物清掃及び環境衛生管理にあっては、建築物における衛生的環境の確保に関す

る法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項各号に掲げる登録のうち、

いずれかを受けていること。ただし、外装清掃又は浄化槽清掃のいずれか又は両方

のみを業とする者は、この限りでない。 

② 警備業務にあっては、警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第４条の規定によ

る警備業の認定を受けていること。また、北海道外に本社を有する者については、

本社が所在する都道府県の警備業の認定のほか、警備業法第９条の規定による届出

書（営業所設置等届出書）を北海道公安委員会に提出していること。 

４ 資格要件の特例 

中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）の規定に基づき設立された組合（以

下「協同組合等」という。）及び中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１

８５号）の規定に基づき設立された協業組合（以下「協業組合」という。）については、

当該協同組合等又は協業組合が次のいずれかに該当するときは、３に規定する要件のうち

営業年数に係る資格要件は、適用しない。 

(1) 経済産業局長が行う官公需の受注に係る適格組合証明を有するとき。 

(2) 企業組合（中小企業等協同組合法第３条第４号に規定する企業組合をいう。以下同

じ。）及び協業組合にあっては、設立の際に競争入札参加資格者である者が構成員の

過半数を占めているとき。 

５ 資格の有効期間 

資格の有効期間は、定期申請にあっては、令和５年度及び令和６年度の２年間（令和

５年４月１日から令和７年３月３１日まで）とし、随時申請にあっては、資格を有する

ものと認められた日から令和７年３月３１日までとする。 

 

第２ 資格の取り消し 

１ 競争入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該競争入札参加資格を
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取り消すものとする。 

(1) 政令第１６７条の４第１項に規定する者になったとき。 

(2) 政令第１６７条の４第２項の規定に基づき競争入札への参加を排除されたとき。 

(3) 法令の規定によりその者に付与された営業の許可、免許又は登録等が取り消された

とき。 

(4) 本公告中第１の２又は３に定める要件を欠くに至ったとき。 

２ 競争入札の参加資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を取り消すこ

とができるものとする。 

(1) 申請書類に故意に虚偽の記載をしたとき。 

(2) 申請に係る事項について、変更が生じたにもかかわらず、変更に係る所定の手続き

を怠ったとき。 

(3) 申請に係る営業を廃業したとき又は長期間にわたり休止したとき。 

(4) 金銭的な信用を著しく欠くと認められたとき。 

(5) 岩見沢市契約規則（昭和４５年規則第４３号）の規定に違反したとき。 

 

第３ 資格審査の申請の時期、方法等 

１ 申請の時期 

(1) 第２号から第５号までに掲げる以外の者 

ア 定期の申請をする者 

令和５年１月１６日から令和５年２月１０日まで（岩見沢市の休日に関する条例

（平成３年条例第１号）に規定する休日（以下「土曜日、日曜日及び休日」という。）

を除く。）とする。 

イ 随時の申請をする者 

令和５年４月３日から令和６年１１月２９日まで（土曜日、日曜日及び休日を除

く。）とする。 

(2) 共同企業体 

当該共同企業体が結成されたとき。 

(3) 経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を受けた中小企業組合等 

第１号に定める時期及び当該証明を受けたとき。 

(4) 設立の際の構成員の過半数が資格を有する者である企業組合又は協業組合 

第１号に定める時期及び当該企業組合又は協業組合が設立されたとき。 

(5) 市長が特に必要と認めた者 

市長の指定する日 

２ 申請の方法 

別表に示す区分により、必要書類を添付の上、郵送により提出するものとする。 
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但し、随時の申請については郵送又は持参により提出するものとする。 

(1) 申請書式 

ア 工事の請負及び設計、測量等工事関連業務に係る契約 

北海道市町村統一様式（一般社団法人北海道土木協会で有料頒布）及び岩見沢

市が定めた追加様式（企画財政部契約検査管理課での頒布及び岩見沢市ホームペ

ージからのダウンロード） 

イ 物品等の購入並びに清掃及び警備その他の業務委託等に係る契約 

岩見沢市が定めた様式（企画財政部契約検査管理課での頒布及び岩見沢市ホー

ムページからのダウンロード） 

(2) 申請書に添付する書類 

岩見沢市が指定する書類 

(3) 申請書類の受付場所 

岩見沢市役所 企画財政部契約検査管理課 

３ 資格審査の再申請 

(1) 競争入札参加資格者は、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、再度、資格審

査の申請をするものとする。 

ア 競争入札参加資格者の営業が、相続、合併又は譲渡により移転された場合 

イ 中小企業等協同組合（企業組合を除く。）である競争入札参加資格者がその構成員

（資格を有する者であるものに限る。）を変更した場合 

ウ 企業組合又は協業組合である競争入札参加資格者がその構成員を変更した場合 

(2) 前号の申請の方法は、第３の２に定める申請の方法を準用するものとする。 
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別表 

業種分類表 

 

１ 工事の請負に係る契約 

区分 

一般土木工事 舗装工事 建築工事 

管工事 電気工事 鋼橋上部工事 

塗装工事 造園工事 機械器具設置工事 

 

２ 設計、測量等工事関連業務に係る契約 

区分 

建築設計 土木設計 測量 

地質調査 道路除雪 技術資料作成 

施設等保全管理   

 

３ 物品等の購入並びに清掃及び警備その他の業務委託等に係る契約 

大分類 中分類 小分類 

製造業 

又は 

卸小売業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業部門 土木建設機器 農業用機器 

設備用機器 電気・通信用機器及び資材 

水道用機器及び資材 工作用・施設維持関連機器 

環境用機材器具・用品 建材類 

原材料類 農業・造園用品及び資材 

工業薬品・火薬類 その他産業用機器 

医療・介護部門 医療機器・器具 医療用品類 

医薬品 その他一般薬品資材類 

教育・研究・測定 

部門 

教材用各種用品 理化学機器・計測機器及び資材 

図書及び定期刊行物 音楽用品 

運動用品 その他教育研究用機器類 

事務部門 

 

事務用機器 情報機器 

家具・調度品 文具・用紙類 

家庭用電化製品 カメラ・写真類 

その他事務用機器・用品類  

車両部門 自動車 二輪車 

特殊車両 車両用品 
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油脂・燃料部門 石油燃料 その他の燃料 

その他油脂類  

被服・繊維皮革部門 被服類 寝具類 

靴鞄類 その他繊維皮革類 

その他 保安消防器材 記章・プレート・旗類・広告用品 

看板・標識類 食料品・給食材料 

金物・陶磁器類 日用雑貨 

その他  

製造業 

（印刷物） 

一般印刷 

フォーム印刷 

地図印刷 

その他印刷 

賃貸借 産業部門 

医療・介護部門 

教育・研究・測定部門 

事務部門 

車両部門 

被服・繊維皮革部門 

その他 

役務提供等 

 

建物清掃及び環境

衛生管理 

施設内清掃 外装清掃 

建築物環境衛生管理 浄化槽清掃 

警備業務 常駐警備 機械警備 

建物・設備等保守管

理 

電気設備 機械設備 

消防設備 燃焼設備 

運送業務 旅客運送 貨物運送 

車両点検・整備業務 自動車 二輪車 

特殊車両 その他 

廃棄物処理業務 一般廃棄物処理 産業廃棄物処理 

医療・衛生サービ

ス・調査・検査業務 

医療サービス 検査・分析業務 

調査業務 その他 

その他のサービス 情報サービス 労働者派遣 

洗濯 複写類 

広告代理 損害保険 

その他  
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その他 買取 紙 リサイクル関係 

金属類 車両 

その他の買取関係  

 


