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競争入札参加資格審査申請要領（新規登録） 

横須賀市 ・ 横須賀市上下水道局 
 

横須賀市及び横須賀市上下水道局発注の競争入札等に参加を希望される方（法人又は個人）は、下記要領により

「電子申請」及び「必要書類の提出」を行ってください。 

 

【ご注意事項】 

※当システム上で新規登録をした業者情報は令和５年度まで有効であり、また入札参

加に必要なＣＤをご購入いただいても、令和５年度発注案件のみでしか使えません。

（令和６年度より「かながわ電子入札共同システム」へ移行するため） 

 

※ 現在登録中の種別（工事／業務委託／物件調達）がある場合で、新たに登録種別

を増やす場合（例えば、「業務委託」に登録中で「物件調達」を追加する場合）は、

登録更新申請もしくは変更申請で行ってください。（※新規登録申請では受付できま

せんので、ご注意ください。） 
 
 

1 入札参加資格要件 

次の要件のいずれにも該当していることが、入札参加資格者の条件となります。 
 

（1） 地方自治法施行令第 167 条の４第１項の規定に該当しないこと。 

（2） 入札に参加しようとする営業に関し、市長が指定した法律上必要とする資格、登録等を有して

いる者。 

（3） 引き続き２年以上の経営実績がある者。ただし、横須賀市契約規則第４条第２項に該当すると

認められた場合は、登録が可能な場合があります。 

（4） 市長が指定した国税、都道府県税及び市町村税が滞納のない者。 

（5） 納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とする横須賀市税において、申

告すべき期日が到来している税の申告をしている者。 

（6） 工事の請負にあっては、建設業法第 3条の規定による建設業の許可を受け、かつ、同法第 27条

の 23に規定する経営事項審査の審査を受けている者。 

（7） 競争入札において、その公正な執行を妨げるおそれがない者。 

（8） 競争入札において、不正の利益を得るために連合するおそれがない者。 

（9） 横須賀市暴力団排除条例第２条第２号、第４号又は第５号に該当しないこと。 

（10） 有限責任事業組合契約に関する法律第２条に規定する有限責任事業組合でないこと。 

（11） 契約において、信義に従って誠実に履行できると認められること。 

 

※ 注１ 競争入札参加資格者名簿に登録（予定）がある法人と代表者名及び所在地が同一の場合な

ど同一性が認められる法人の競争入札参加資格審査申請については、重複登録と見なす場合

があります。この場合、同一の競争入札案件に同時に参加することは出来ませんので、登録

についても制限させていただくことがあります。 
 

※ 注２ 工事の登録及び業務委託の「地質調査、測量、建築設計、建設・補償コンサルタント」の

登録においては、社会保険等への加入義務がある事業者が加入していない場合、本市の競争

入札参加資格登録ができませんので、ご注意ください。 
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2 主な申請の流れ 

 

 

(1) まず、インターネット上で、以下の作業を行ってください。 

① １次申請（電子申請）を行ってください。 

② １次申請（電子申請）の審査結果を確認してください。（※１次申請の審査結果は、原則申請日

の翌々開庁日に確認できます） 

③ １次申請の「承認」を確認した後、２次申請（電子申請）を行ってください。 

 

(2) ２次申請（電子申請）完了後、必要書類を契約課に提出（郵送もしくは持参）してください。 

 

3 競争入札参加資格（新規登録）スケジュール 

登録開始日は、原則、２次申請（電子申請）後の提出書類の契約課への到着日によって決定します。 
 
●年間登録スケジュール 

２次申請及び提出書類の到着期限 登録開始予定日 

４月 20 日 同年６月１日 

５月 20 日 同年７月１日 

６月 20 日 同年８月１日 

７月 20 日 同年９月１日 

８月 20 日 同年 10 月１日 

９月 20 日 同年 11 月１日 

10 月 20 日 同年 12 月１日 

11 月 20 日 翌年１月１日 

12 月 20 日 翌年２月１日 

１月 20 日 同年３月１日 

２月 20 日 同年４月１日 

３月 20 日 同年５月１日 
 
※１ 必要書類に不備がある場合は、登録開始予定日が 1 カ月以上遅れる場合があります。 
※２ 上記到着期限が、休日等の場合は、翌開庁日になります。 

※３ 本市契約規則第４条第２項に基づき、本市競争入札参加資格を有する
．．．．．．．．．．．．．．

被承継人が営業に従事

した期間を加算することで、本市競争入札参加資格の登録要件を満たす場合は、上記登録スケ

ジュールと異なる場合がありますので、契約課にご相談ください。 
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4 申請手順 

 

 

 

新規登録案内ページ：https://e-bids.yokosuka-ebid.jp/keiyaku/HP/shinki/shinki.html 

 

【電子申請方法】 

新規登録案内ページ内の「競争入札参加資格審査申請（新規登録）システム操作マニュア

ル」をダウンロードして、１次申請、２次申請の電子申請を行ってください。 

 

 

（1） １次申請（電子申請） 

インターネットで、新規登録案内ページ内の「１次申請の入口」から、１次申請を行ってくだ

さい。 

① １次申請画面では、「本社情報」と「契約者情報」と「申請者情報」を入力してください。 

  

※「商号又は名称」と「所在地」と「方書」は以下に注意して全角で入力してください。 

    ・株式会社等は「（株）」等と入力してください。 

    ・所在地は「〇〇市〇〇町△―△―△」の形で入力してください。 

     （無番地につきましては「無番地」と入力してください。） 

    ・都道府県名の入力は不要です。 

 

② １次申請が完了すると、１次申請完了画面上で「仮業者番号」と「仮パスワード」が発行され

ますので、画面を印刷して大切に保管してください。「仮業者番号」と「仮パスワード」は、１

次申請の結果を確認する際や２次申請を行う際に必要になります。 

※「仮業者番号」と「仮パスワード」は、再発行できませんので、ご注意ください。 

 

③ １次申請は、随時申請可能です。 
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【ご注意事項】 
 

ア 契約者情報に登録する所在地は、郵便局に「転送届」を出していない所在地で登録してく

ださい。今後、登録完了通知等の書類は、登録所在地の存在確認の観点から、本市で封筒に

「転送不要」と記載し、契約者情報で登録する所在地に送付します。郵便局に転送届を出し

ている所在地で登録すると、郵便物が届かなくなり、登録が完了しない場合があります。 

 

イ １次申請が完了すると画面上で「仮業者番号」と「仮パスワード」が発行されますので、

画面を印刷して大切に保管してください。「仮業者番号」と「仮パスワード」は、１次申請

の結果を確認する際や２次申請を行う際に必要になります。 

※「仮業者番号」と「仮パスワード」は、再発行できませんので、ご注意ください。 

 

（2）１次申請審査の確認 

新規登録案内ページ内の「１次申請の審査結果確認」から、(1)②で発行された「仮業者番号」

と「仮パスワード」でログインして、審査結果を確認してください。 

※ １次申請の審査結果は、原則申請日の翌々開庁日に確認できます。 

 

（3）２次申請（電子申請） 

１次申請の審査結果の承認を確認後、２次申請を行ってください。 

① 新規登録案内ページ内の２次申請の入口から、２次申請の画面へ進んでください。１次申請で

発行された「仮業者番号」と「仮パスワード」（上記(1)②）を使用して、２次申請入力画面へロ

グインします。 

② ２次申請画面では、工事は経審情報等を、業務委託や物件調達は、登録希望の業種・営業種目、

資格情報をそれぞれ入力してください。 

③ ２次申請は、１次申請が承認された後、随時行えます。 

 

（4） 必要書類の提出 

２次申請完了後、システム操作画面に表示される「競争入札参加資格審査申請書（新規）」画面

を印刷し、提出してください。また、下記「９ 提出書類」に記載の提出書類と併せて、契約課

に提出してください。（郵送でも持参でも可） 

【提出先】 

「〒238-8550 横須賀市小川町１１ 横須賀市財務部契約課 新規登録担当」 

 

※ 契約課への必要書類の到着日により、登録開始日が決定しますので、ご注意ください。（「２ 

競争入札参加資格（新規登録）スケジュール」参照） 

※ 必要書類に不備がある場合は、登録開始予定日が 1 カ月以上遅れる場合があります。 

 

（5） 審査状況の確認 

提出書類到着後、契約課で２次申請を審査します。申請内容や書類に不備がある場合は、電子

申請システム上で修正内容の指示が入力されます。適宜、新規登録案内ページ内の「２次申請・

審査結果確認」から「仮業者番号」と「仮パスワード」でログインし、申請の審査状況を確認し

てください。 

 

（6） 登録開始 

毎月
．．

20
．．

日まで
．．．

に２次申請（電子申請）及び必要書類の提出が完了し、審査が承認されれば、翌々

月の１日から登録開始となります。 

例えば、４月 21 日から５月 20 日までの間に２次申請及び必要書類の提出が完了した場合、審

査に合格すれば、７月１日より登録開始となります。５月 21日に必要書類が契約課に届き、審査

に合格した場合は、８月 1日からの登録開始となります。 
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※ 詳細スケジュールは、上記「２ 競争入札参加資格（新規登録）スケジュール」を確認して

ください。 

 

（7） 電子入札用ＣＤの購入 

電子入札用ＣＤの購入を希望される場合は、必要書類とともにＣＤ購入代金の納付書を送付す

るための返信用封筒を用意していただきます。２次申請承認後、用意していただいた返信用封筒

で本市から送付する納付書を使って、指定金融機関で購入代金を納めていただくことになります。

詳細は下記「６ 電子入札システム用ＣＤの購入」を参照してください。 

 

（8） 登録完了のお知らせ 

登録開始日に本市から登録の完了通知、電子入札システムログイン用の業者番号・パスワード

の受領案内、電子入札システム用ＣＤの受領案内（購入者のみ）を送付させていただきます。 

 

【例：４月２日に、１次申請を行った事業者のスケジュール目安】 

日付 4／2 4／4 まで 4／20 まで 4／30 まで 5／1 5／10 まで 5／31 まで 6／1 

事業者 １次申請  ２次申請   
CD 代金納付

（購入者） 
 登録開始 

本 市  
１次申請 

審査 
 

２次申請 

審査 

CD 納付書送

付（購入者） 
 登録準備 

登録完了通

知等発送 

 

 

5 電子申請の操作方法について 

新規登録案内ページ内の「競争入札参加資格審査申請（新規登録）システム操作マニュアル」をダ

ウンロードして、１次申請、２次申請の電子申請を行ってください。 

 

 

6 電子入札システム用 CD の購入 

（1） 本市では、入札案件、競争見積り合わせの発注は、原則、電子入札システムにより行います。 

（2） 電子入札システムで発注する入札に参加する場合は、本市発行の電子入札システム用のＣＤ（以

下、ＣＤという）が必要となります。 

（3） ＣＤは登録種別（工事／業務委託／物件調達）の数に関わらず、１枚（5,500 円）購入していた

だきます。１枚のＣＤですべての登録している種別の入札に参加できます。 

（4） 購入を希望する場合、１次申請画面の「電子入札用ＣＤ購入」欄で「購入する」を選択してく

ださい。２次申請承認後、本市からＣＤの納付書を送付しますので、指定の期日までに指定金融

機関で納付してください。 
  

※ 購入代金が指定期日までに納付されない場合は、ＣＤの配布が 1カ月以上先になる場合があり

ますので、ご注意ください。 

※ なお、本市からＣＤ購入代金の納付書を送付する封筒は、切手を貼った状態で申請事業者様に

用意していただき、２次申請後の必要書類と併せて提出していただきます。詳細は、「９ 提出

書類」を参照してください。 

（5） 本市で納付の確認後、ＣＤの発行手続きを開始し、「登録完了通知」、「業者番号・パスワード」

とともにＣＤの受領案内を送付します。 
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7 登録有効期限 

登録申請の際に「審査基準日（決算日）」欄に入力した日付から１年７か月後が、登録有効期限

となります。 
 

※ なお、「審査基準日（決算日）」欄には、納税を済ませている直近の決算日（工事登録において

は、審査基準日）を入力してください。 

※ 登録後は、毎年登録更新が必要になります。 

 

 

8 所在地区分 

（1） 【市 内】 

横須賀市内に登記上の本店等を有する者。 

組合の場合は、上記に加え横須賀市内に登記簿上の本店等を有する組合員が３者以上で、全組

合員の過半数であること。 

 

（2） 【準 市 内】 

市外に本店がある事業者のうち、①②③のいずれかの要件に該当する者。 

① 本市に事務所、事業所又は寮などを有し、法人市民税の滞納がないこと。 

② 事業者が特別徴収の手続きにより、次に掲げる人数以上の市民税を本市に納めていること。

（申請月の特別徴収対象者が次に掲げる人数以上であることを含む。） 

 工事：6人   業務委託：3人   物件調達：2人 

③ 事業者が特別徴収の手続きにより、障害者控除の適用を受けている者 1人以上の市民税を

本市に納めていること。（障害者控除の適用を受けている申請月の特別徴収対象者が 1 人

以上であることを含む。） 

 

※ 要件②③の特別徴収とは、地方税法第 321 条の 3第 1項に規定する、給与所得に係る個人

の市民税の特別徴収のことです。 

※ 要件②③において、市民税非課税者であること等により、納入額がない特別徴収対象者（市

から送付されている特別徴収税額の決定・変更通知書の中で特別徴収対象者として記載さ

れている者）については、当該要件を満たすための人数に含めることができます。 

※ 要件②については、工事要件の 6人を満たせば、業務委託と物件調達も併せて申請するこ

とができます。また、業務委託要件の 3人を満たせば、物件調達も併せて申請することが

できます。 

※ 要件③における障害者控除とは、地方税法第 314 条の 2第 1項第 6号に規定する控除のう

ち、本人障害者控除（特別徴収対象者本人が障害者であること。）のことです。 

※ 要件③については、1 人でも該当者がいれば、すべての業種で申請することができます。 

 

（3） 【市 外】 

上記以外の者。 
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9 提出書類について 

・(1) 全事業者提出が必要です。 

・(2) 該当がある事業者のみ提出が必要です。 

・(3) 所在区分「市内」の工事事業者のみ提出が必要です。 

・提出書類について不明な点がある場合は、事前に契約課までお問い合わせください。 

・「指定書式」となっている書類は、「横須賀市ホームページ」→「申請書ダウンロード」→『「財務部

契約課」の書式』から最新の書式をダウンロードして使用してください。ただし、債権者登録申請書

は、『「総務部会計課」の書式』からダウンロードしてください。 

 

(1) 必須提出書類一覧表（全事業者対象） 

番号 提出書類 提出要件 

１ 
競争入札参加資格審査申請書

（新規） 

◇ 電子申請システムで行う２次申請完了後に画面表示さ

れる「競争入札参加資格審査申請書（新規）」を印刷し 

てください。 

２ 
登記簿謄本又は身分証明書 

（写し可） 

（1）法人事業者 

登記簿謄本（履歴事項全部証明書可） 

（2）個人営業者 

身分証明書（本籍地の市区町村で発行されます。） 

※ 契約課への書類到着日より３ヶ月以内に発行されたもの。 

３ 
印鑑証明書 

（原本） 
◇ 法人の場合は法務局、個人の場合は市区町村長の証明書 
※ 契約課への書類到着日より３ヶ月以内に発行されたもの。 

４ 
使用印鑑届及び委任状 

（指定書式） 

◇ 使用印鑑届 

・本店の代表者で契約する登録種別（工事／業務委託／物

件調達）がある場合、「使用印鑑届」欄に記載、押印し

てください。 

・入札、見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に使用す

る印鑑を押印してください。 

◇ 委任状 

・受任者で契約する種別がある場合、「委任状」欄に記載、押印

してください。 

・代表者が登録期間中入札、見積、契約の締結並びに代金の請求

及び受領等の権限を委任する場合のみとします。なお、別会

社等の社外の第三者への委任は原則認められません。 

◇ 複数の登録種別に申請していて、それぞれの種別で契約

者が異なる場合は、契約者ごとに書類の作成が必要で

す。 

５ 債権者登録申請書（指定書式） 

◇ 口座情報の登録のために必要になります。 

◇ 複数の登録種別に申請していて、それぞれの種別で契約

者が異なる場合は、契約者ごとに書類の作成が必要で

す。 

（例）工事を本社、物件調達を受任者で登録したい場合   

  は２枚作成する必要があります。 
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６ 役員等氏名一覧表（指定書式） 
◇社外監査役を除く登記簿謄本に記載のある役員を記載し

てください。 

７ 
納税証明書等（直近の年度分） 

（写し可） 

◇ 納税額が確定しないために証明書の交付が受けられない場合

や、申請時において納期未到来の場合は、前決算期に対するも

のでも可とします。 

※ 契約課への書類到着日より３ヶ月以内に発行されたもの。 

◇ 電子納税証明書では受け付けできません。 

◇ （法人）市民税納税証明書は、必ず証明書の税目欄に「（法人）

市民税」が記載されていることを確認してください。また、「未

納（滞納）がない証明書」では、受け付けできません。 

〈工事〉 

（1）法人事業者 

法人市民税納税証明書又は法人市民税領収書 

（本店所在地自治体発行のもの） 

（2）個人営業者 

市民税納税証明書又は市民税領収書 

〈業務・物件調達〉 

（1）法人事業者 

① 法人市民税納税証明書又は法人市民税領収書 

（本店所在地自治体発行のもの） 

② 消費税について未納税額のない証明 

（例．国税の「納税証明書その３の３」） 

（2）個人営業者 

① 市民税納税証明書又は市民税領収書 

② 消費税について未納税額のない証明 

（例．国税の「納税証明書その３の２」） 
 

※①と②、両方の提出が必要です。 

※また、上記以外の横須賀市税の納付確認を行います。 

８ 

 

 

 

 

 

 

 

財務諸表等 

（写し） 

 

 

 

 

 

 

 

（1）法人事業者の場合 

申請日を基準として、直近２年の経営実績が証明でき

る次の書類（※①と②、両方の提出が必要です。） 

① 法人税確定申告書（直近２年分、別表一） 

※税務署の収受印がある写しか、電子申告の場合

は、別表一に加え申告内容確認票等を添付してくだ

さい。 

② 貸借対照表及び損益計算書（直近２年分） 

【法人税確定申告書（別表一）の書式例】 
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財務諸表等 

（写し） 

 

 

 

 

（2）個人営業者の場合 

申請日を基準として、直近２年の経営実績が証明でき

る次の書類（※①と②、両方の提出が必要です。） 

① 所得税確定申告書（直近２年分） 

（確定申告書Ｂ等、年間の所得金額や所得税額を確認で

きるもの）※税務署の収受印がある写しか、電子申

告の場合は、確定申告書Ｂ等に加え申告内容確認票

等を添付してください。 

② 貸借対照表及び損益計算書（確定申告の内容によっ

ては「収支内訳書」でも可）（直近２年分） 

 

 
  
(2) その他提出書類一覧表（該当がある事業者のみ） 

番号 提出書類 提出要件 

１ 

準市内申請書 

（指定書式） 

 

※所在区分「準市内」事業者の

み 

◇ 準市内要件①②③のいずれかに該当する場合のみ提出

してください。 

◇ 複数の要件に該当する場合は、いずれか一つの要件のみ

を選択し、該当する申請書に記入してください。 

◇ 「工事と業務委託で申請」など、複数の業種で申請する

場合でも、提出は 1枚で可とします。 

◇ 要件①での申請において、事業所等を開設してから最初

の決算（申告納付等）を済ませていない場合、併せて開

設届出書等の写しを提出してください。 

２ 
組合員名簿（写し） 

※協同組合の場合のみ 
 

３ 

経歴書 

（指定書式又は任意書式） 

 

※過去２年以内に官公庁等（注）に

おける契約実績がある場合のみ 

◇ （注）「官公庁等」とは、次のいずれかに該当するものです。 

①国 

②地方公共団体 

③資本金の２分の１以上が国又は地方公共団体からの出資であ

り、運営経費の大部分が国又は地方公共団体からの交付金又は

補助金で、計画的かつ継続的に業務の発注を行っている法人。 

◇ 指定書式の各項目が記載されたものであれば自社製でも可と

します。（Ａ４版） 

◇ 実績がある場合のみ提出てください。実績がない場合は、提出

不要です。（※実績がない場合、契約保証金が必要となる場合が

あります。） 

４ 

許可又は登録証明書 

（写し） 

※右記該当者のみ 

◇ 工事については、建設業許可証明書（一般建設業と特定

建設業の許可を有する場合は、それぞれの許可を確認で

きるもの） 

◇ 業務委託・物件調達については、希望登録業種の中で、

許可等を要する営業種目を選んだ場合、当該許可証等 

５ 

経営事項審査申請関係書類 

（写し） 

※工事のみ 

◇ 経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書（大臣又

は知事より送付されます。）※ただし、有効期限内にあるも

のに限ります（有効期限は、審査基準日より１年７か月後）。 

◇ 市内業者の場合は、経営事項審査申請書類のうち「技術

職員名簿」（Ａ４版・受付印有）も提出してください。 

ただし、経営事項審査を申請する際に、営業所の専任技
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術者のみ在籍の場合等「技術者名簿」の提出が必要のな

い市内事業者は、準市・市外事業者と同様の取扱いとし、 

「技術者名簿」の提出は、不要とします。 

６ 

 

社会保険等適用状況関係書類 

 

※<業務委託>の登録業種のう

ち、「地質調査、測量、建築設

計、建設・補償コンサルタント」

のいずれかを登録する場合の

み 

●社会保険等適用申出書（指定書式） 

●社会保険等に加入していることを証明できる書類（加

入義務がある場合） 

 

<社会保険等に加入していることを証明できる書類> 

(1) 雇用保険 

下記「①＋②」の組み合わせ、もしくは「③＋④」の組

み合わせの提出が必要です。 

①「労働保険概算・確定保険料申告書」 

②「納付書・領収証書」もしくは「口座振替結果通知」 

③「労働保険料等納入通知書」 

④「労働保険料等領収書」 

 

(2) 健康保険 

下記のＡかＢで該当する方の書類を提出してください。 

Ａ．加入事業者 

①「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」 

②「納入告知書 納付書・領収証書」（窓口払） 

③「保険料納入告知額・領収済額通知書」（口座振替）  

※ ①～③のうち、いずれか１つの書類が必要です。 
 

Ｂ．適用除外事業者 

④「健康保険被保険者適用除外承認証」 

⑤「国民健康保険組合（全国土木建築国民健康保険など） 

の領収書等」  

※ ④と⑤の両方の書類が必要です。 

 

(3) 厚生年金保険 

①「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」 

②「納入告知書 納付書・領収証書」（窓口払） 

③「保険料納入告知額・領収済額通知書」（口座振替） 

※ ①～③のうち、いずれか１つの書類が必要です。 
 

※保険料等の納付を口座振替又はネットバンキングで行っ

ている場合は、納入すべき額が記載された通知書と、その

金額が実際に引き落とされたことが確認できる部分の通

帳（又は取引明細書）の写しを併せてご提出ください。（不

要な部分は黒く塗りつぶしていただいて構いません。） 

※納付に係る書類は、原則、提出日の前月分のものとします。 

７ 

 

被承継人の営業従事期間加算

申請書類 

 

※右記該当者のみ 

◇ 申請者（承継者）が、引き続き２年以上の経営実績がな

い場合で、契約規則第４条第２項に基づき、被承継人が

営業に従事した期間の加算を希望する場合は、次の必要

書類を提出してください。 
 

① 被承継人における営業従事期間の加算申請書（指定

書式） 

③ 上記、加算申請書（指定書式）に記載の必要書類 
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  ※加算適否や提出書類に疑義がある場合は、事前に契約 

課にお問い合わせください。 

８ 

 

電子入札用ＣＤ納付書用返信

封筒 

 

※ＣＤ購入希望者のみ 

◇ １次申請で、電子入札用ＣＤの購入を希望した場合は、

本市から納付書（Ａ４サイズ）及び付属書類（Ａ４サイ

ズ）を送付しますので、以下の要件を具備した返信用封

筒を送付してください。 
 

【返信用封筒の要件】 

① 84 円の切手を貼付した「長形３号封筒」 

② 送付先の宛名は、今回登録する契約者と同事業者名、

同住所であること。なお、複数の登録種別（工事／業務

委託／物件調達）で登録がある場合は、いずれか１つの

契約者の送付先にしてください。 

③ 「転送不要」で送付するので、転送届が出ている住所

を契約者で登録すると納付書が届かなくなります。従い

まして、転送届が出ている住所を契約者に登録すること

はできませんので、ご注意ください。詳細は、Ｐ３下段

のご注意事項をご覧ください。 

 

 

(3) 格付け制度における発注者評価点にかかる書類（所在区分「市内」の工事登録事業者のみ） 

以下の評価項目の要件を満たす場合、該当する必要書類を提出してください。 
 

①  個人情報が記載されている書類を提出する際は、必ず当該従業員の記名・押印がある「個

人情報収集に関する同意書（指定書式）」を提出してください。（「横須賀市ホームページ」→

「申請書ダウンロード」→「『財務部契約課』の書式」で、最新の書式をダウンロードしてく

ださい） 

② 常勤雇用人数に、事業主又は事業の経営担当者（代表取締役）は含みません。 

 

評価項目 必要書類 

消防団活動 

への協力 
 

※消防団員２名以上

（申請日時点） 

・以下の(1)と(2)両方の書類を２名分提出してください。 

(1) 「消防団員手帳の氏名が確認できるページの写し」もしくは「消防団員証

明書の写し」 

(2) (1)の消防団員の常勤性が確認できる書類（★）及び「個人情報収集に関

する同意書（指定書式）」 

市民雇用 
 

※市内居住の常勤雇

用人数(申請日時点) 

・以下の(1)か(2)の書類を提出してください。 

(1) 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書の写し 

（※ 下記に提出書類の例を記載しています。） 

(2) 市内居住及び常勤雇用が確認できる書類（★）及び「個人情報収集に関す

る同意書（指定書式）」 
 
※ 事業主又は事業の経営担当者（代表取締役）は対象人数に含みません。 

※ (1)の書類に記載されている人数を超えた人数で申請する場合、(1)の書類

に記載されていない従業員に対する(2)の書類も併せて出してください。 
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障害者雇用 
 

※法定雇用人数を超

えた障害者雇用 
 
※ 50 人未満の事業

者は１人以上雇用（申

請日時点） 

(1) 法定雇用義務がある 

障害者雇用状況報告書（労働局又は公共職業安定所の受付印があるものに

限る）の写し 

(2) 法定雇用義務がない（１人以上障害者を雇用している場合） 

「身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し」及び「常

勤雇用が確認できる書類(★)」及び「個人情報収集に関する同意書（指定書

式）」 

※ 事業主又は事業の経営担当者（代表取締役）は対象人数に含みません。 

男女共同参画 
 

※右記の(1)～(3)の

いずれか１つに該当

(申請日時点) 

(1) 「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画を策定してい

て、申請日現在で計画期間中であること 

(2) 「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画を策定していて、申請日

現在で計画期間中であること 

⇒(1)または(2)の場合は、都道府県労働局の受付印のある「一般事業主行動計

画策定・変更届」の写し 

(3) 育児休業制度、介護休業制度の採用 

事業者名、育児休業制度、介護休業制度の内容が確認できる就業規則の写

し（常用雇用労働者数１０人以上の事業所については、労働基準監督署の受

付印があるものに限る。） 

協力雇用主 
 
※右記の(1)か(2)の

いずれかに該当(申請

日時点) 

(1) 保護観察対象者等（※）の協力雇用主として横浜保護観察所に登録がある

事業者 
 

・ 横浜保護観察所が発行する、協力雇用主として登録したことを連絡した

通知書の写し 
 

(2) 上記(1)の協力雇用主として横浜保護観察所に登録がある事業者で、横浜

保護観察所に証明依頼書を提出した日から遡った２年間のうち、連続する３

か月以上、保護観察対象者等の雇用実績のある事業者 
 

・ 横浜保護観察所から証明を受けた「保護観察対象者等の雇用に関する証

明依頼書（契約課指定書式）」（証明依頼書に記載の提出日が、本市への申

請日から１カ月以内のものに限る） 

 

※ 保護観察対象者等の範囲は、「保護観察対象者等の雇用に関する証明依頼書

（契約課指定書式）」を参照。 
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★ 市内居住や常勤雇用が確認できる書類 

①健康保険被保険者証（事業所名や従業員本人の住所の表示のあるもの※保険者番号・被保険者等

記号・番号・ＱＲコードは特定できないよう、黒塗り等してください。）②監理技術者証（両面）③

社会保険の標準報酬決定通知書④雇用保険の被保険者証⑤給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収

税額の決定・変更通知書⑥その他の市内居住や常勤雇用が確認できる書類 
 
※「市内居住及び常勤雇用」を証明する場合で、１つの書類だけでは、市内居住のみもしくは

常勤雇用のみしか確認できない場合は、①～⑥の書類を組み合わせて、「市内居住及び常勤雇

用」の両方を確認できるように提出してください。 
 
※併せて、当該従業員の「個人情報収集に関する同意書（指定書式）」が必要となります。 

 
 
 
 

 

 

【「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」の写しの例】 
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ご 注 意 事 項 
1. 提出書類のうち、官公庁で取得する証明書類等は、契約課への書類到着日より３か月以内に

発行されたものを提出してください。（税領収書のコピーは除く） 

2. 入札参加者の資格要件を証明するため必要が生じた場合は、提出書類以外にも関係書類の提

出を求めることがあります。 

3. 提出書類に不備がある場合は、原則受け付けできませんので、確認のうえ提出してください。 

4. 提出書類の軽微な不備等については再提出を求める場合があります。一定期間を過ぎても提

出がない場合は申請自体を取り消しとし、提出書類も廃棄させていただきますのでご注意く

ださい。 

5. 書類の提出は、持参もしくは郵送でお願いします。 

6. １次審査承認後、一定期間を過ぎても、２次申請または書類の提出がない場合は、申請自体

を取り消しさせていただきます。 

7. 今回の申請事項に変更が生じた場合は、電子入札システムによる変更の届出が必要となりま

す。詳しくは、登録完了後、電子入札システムの操作マニュアルをお読みください。 

8. ２次審査承認後、本市から登録完了通知書を送付する際には、電子入札システムをご利用い

ただくための業者番号・パスワード、電子認証用 CD（購入者のみ）の受取方法、受取期間等

を同封しております。受取期間内に受領するようにしてください。なお、受取期間内に取り

に来られない場合には最大６か月間の保管期間を設けておりますが、それを過ぎると登録を

抹消し、電子認証用 CD等を廃棄させていただきますのでご注意ください。その際、お支払い

いただいた電子認証用 CD購入代金はお返ししません。 

9. 登録有効期限（登録更新手続き）について 

 登録有効期限は、登録申請のとき「決算日」欄に記入した直近の決算日（工事登録にお

いては、審査基準日）から１年７か月後となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 登録完了後は有効期限前に更新手続が必要となります。なお、登録更新は、登録有効期限の

４ヶ月前から行うことができます。 

 登録更新手続は、インターネット上で電子申請を行い、必要書類（申請書、納税証明書、

役員等氏名一覧表等）を契約課に提出（持参もしくは郵送）していただきます。 

 登録更新においても、この要領で規定する要件のいずれにも該当していることが条件と

なります。また、必要書類以外にも書類の提出を求めることがあります。 

 

11. その他ご不明な点は、下記にお問い合わせください。 

横須賀市財務部契約課 電話 046(822)9791 

 

 

 

 

 

有効期限 

有効期限 

A 社決算日（審査基準日）

平成 29 年 3月 31 日 

登録完了日（有効期間開始日）

平成○年○月○日 

A 社登録有効期限 

平成 30 年 10 月 31 日 

B 社決算日（審査基準日）

平成 29 年 6月 30 日 

B 社決算日（審査基準日）

平成 31 年 1月 31 日 

※登録した決算日（審査基準日）によって有効期限が異なりますのでご注意ください。 

（例） 
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（別紙２） 

業種・営業種目一覧表   

１ 業務委託  

 業種は、最大５業種登録できます。また営業種目は、業種ごとに５営業種目まで登録できます。  

 【業務委託①】  

業    種  営 業 種 目  業  務  内  容  登録のために必要な許可等  

コード  名  称  コード 名   称  

01  地質調査  01  地上ボーリング    地質調査登録  

02  海洋ボーリング    

03  さく井    

02  測  量  01  地上測量    測量法に基づく登録  

02  海洋測量    

03  航空測量    

03  建築設計  01  建築設計    建築士事務所登録  

02  設備設計    

04  建設・補償コンサ

ルタント  

01  河川、砂防及び海岸  建設コンサルタント登録  

02  港湾及び空港  

03  電力土木  

04  道路  

05  鉄道  

06  上水道及び工業用水道  

07  下水道  

08  農業土木  

09  森林土木  

10  水産土木  

11  造園  

12  都市計画及び地方計画  

13  地質  

14  土質及び基礎  

15  鋼構造及びコンクリート  

16  トンネル  

17  施工計画、施工設備及び積算 

18  建設環境  

19  建設機械  

20  電気・電子  

21  廃棄物  

40  補償コンサルタント  物件の調査算定、営業補償等  補償コンサルタント登録  

05  総合計画・ 

分野別計画  

01  総合計画      

02  福祉計画  福祉計画の施策及び実態調査    

03  環境計画      

04  情報システム計画      

05  産業計画  産業振興等の施策及び実態調査    

06  防災計画      

99  その他      

06  一般調査・分析  01  世論・市場・社会調査  市民意識調査、市場調査、各種実態調査    

02  交通量調査      

03  ダイオキシン      

04  大気・水質・土壌調査  大気、河川、海域、排水、底質調査等  計量証明事業登録  

05  騒音・振動調査    計量証明事業登録  

06  アスベスト調査      

07  下水道テレビ調査  下水道及び管渠の TV ｶﾒﾗ調査    

08  漏水調査  上水道及び学校施設等の調査    

99  その他  地盤沈下、日照、電波障害、生物調査、流量

調査、磁気探査、埋蔵文化財発掘調査等  

  

07  清 掃 等  01  屋外清掃  公園､道路(人力)､側溝､海岸､公衆トイレ等の

清掃及び除草  

  

02  下水道・河川清掃  管渠内清掃、汚水桝清掃等    

03  道路清掃（機械）      

04  トンネル清掃      

05  建物清掃  一般建物清掃、病院清掃等  建築物環境衛生総合管理業登録又は

建築物清掃業登録  

06  害虫駆除  建物､樹木､ねずみ､白蟻､鳥害等    

07  貯水槽清掃      

08  浄化槽清掃      

99  その他  ボイラー清掃等    
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（別紙２） 
【業務委託②】  

業    種  営 業 種 目  業  務  内  容  登録のために必要な許可等  

コード 名  称  コー

ド  

   名   称 

08  警備・受付等  01  有人警備  施設警備、交通誘導警備  警備業法の認定  

02  機械警備    警備業法の認定及び 

機械警備の届出  

99  その他  受付、プール管理、電話交換等    

09  施設運転管理  01  一般建物      

02  下水道処理施設      

03  し尿処理施設      

04  ごみ処理施設      

99  その他      

10  機器運転管理 

・保   守  

01  消防設備  消火設備、火災報知器等    

02  ボイラー      

03  空調設備      

04  舞台設備      

05  自動ドア      

06  エレベーター      

07  医療機器      

08  照明設備  電気設備点検等    

09  ＯＡ機器      

10  情報システム      

11  浄化槽    浄化槽保守点検業登録 （横須賀市） 

12  環境関係測定機器  大気測定関係機器、水質汚濁監視機器等の保守    

13  下水道処理設備  下水処理場、浄化施設等の機器    

14  し尿処理設備      

15  ごみ処理設備      

99  その他  給排水設備、シャッター、自家発電機、無線機等    

11  廃棄物処理  01  一般廃棄物収集・運搬    一般廃棄物収集運搬業許可 

（横須賀市）  

02  一般廃棄物処分    一般廃棄物処分業許可  

03  産業廃棄物収集・運搬    産業廃棄物収集運搬業許可  

（神奈川県または横須賀市）  

04  産業廃棄物処分    産業廃棄物処分業許可  

99  その他      

12  物  流  01  陸上輸送  事務所移転、引越、配布物輸送等    

02  倉庫業  各種書類保管等    

99  その他  海上輸送、航空輸送    

13  展示関係・イベン

ト  

01  展示設計・製作  文化施設の展示品等    

02  展示品の修復・保守      

03  イベント企画・施行  各種イベント、式典の企画・運営及び会場設営    

99  その他      

14  情報処理  01  計算業務      

02  システム開発      

03  データ入力・処理      

99  その他  インターネット関連、マイクロフィルム、光ファイル等   

15  その他  01  広告代理  新聞、雑誌広告、テレビ、ラジオ等の広告制作    

02  映画・ビデオ・スライド製作、写真撮影     

03  翻訳・通訳      

04  放 送  テレビ、ラジオ放送等    

05  臨床検査    衛生検査所登録  

06  折込・配布  新聞折込、配布等    

07  人材派遣      

08  住居表示整理      

09  剪定・樹木伐採      

10  クリーニング      

11  介 護  入浴サービス等    

12  不動産鑑定    不動産鑑定業登録  

13  各種講習会  IT 講習会他各種講習会の実施    

14  施設運営  保育所運営管理、駐車場管理等    

15  旅行業    旅行業の許可  

16  工業薬品交換      

17  案内表示板等製作・設置    ①または②のいずれか  

①屋外広告業登録（神奈川県）と特

例屋外広告業の届出（横須賀市）  

②屋外広告業登録（横須賀市）  

99  その他  上下水道料金徴収、速記、点字、給食業務、医療業務等   
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（別紙２） 

２ 物件調達  

業種は、最大５業種登録できます。また営業種目は、業種ごとに５営業種目まで登録できます。   

【物件調達①】  
業    種  営 業 種 目  業  務  内  容  登録のために必要な許可等  

コード  名  称  コード 名  称  

01  上下水道・ 

土木建築資材  

01  鋳鉄製品  鋳鉄管、鋳鉄異型管等    

02  弁・せん類      

03  鉄蓋・きょう類      

04  鋼管製品      

05  水道メータ・水道用機

器等  

水道メータ、水道用機器、給水装置用材料等    

06  コンクリート製品  ヒューム管、ボックスカルバート、縁石ブロック、 

Ｕ字溝、PC 製品、境界石等  

  

07  グレーチング      

08  ビニール管製品  硬質塩化ビニール管、硬質塩化マンホール等    

09  建設資材  セメント、砂、砂利、常温合材、特殊合材等    

10  アスファルト製品  密粒度、祖粒度、安定処理、乳剤等    

11  鋼材  鉄筋、形鋼、鋼管杭、矢板等    

12  木材  木材、合板、丸太    

13  塗料  塗料、溶剤、接着剤    

14  交通安全資材  道路標識、カーブミラー、バリケード、カラーコーン    

99  その他      

02  輸送用車両・ 

整   備  

01  自動車      

02  ごみ収集車      

03  消防車      

04  救急車      

05  自動車架装  消防車両・ごみ収集車等の装備    

06  自動車整備・部品  車検、タイヤ、バッテリー等     

07  船舶  船舶、ボート等    

99  その他  トラック、バス、オートバイ、自転車等の輸送車両    

03  機 械 器 具・ 

電 気 機 器  

01  測量用機械器具      

02  建設用機械器具  ブルドーザ、ロードローラ、パワーシャベル、クレーン等    

03  産業用機械器具  ポンプ、コンベアー、冷凍機、業務用冷暖房機、生ゴミ処理機、

発券機、エンジン等  

  

04  工作用機械器具  旋盤、プレス機械、スライス盤、電動工具等    

05  通信用機械器具  電話交換機、放送用機器、無線機等    

06  家電全般  テレビ、ラジオ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、照明器具、石油ス

トーブ等  

  

99  その他  上記以外の機械・電気製品    

04  衣類その他  01  衣類  作業服、事務服、消防被服、雨衣、靴下、帽子、手袋、タオル等   

02  靴  革靴、作業靴等    

03  カバン  カバン、バッグ    

04  寝具  布団、毛布、敷布等    

99  その他      

05  家  具 ・ 

装 備 用 品  

01  スチール家具  スチール製品（書庫、机、金庫、キャビネット、棚等）    

02  木製家具  木製家具、木工製品    

03  図書館家具      

04  装備用品  絨毯、カーテン、ブラインド、椅子カバー等    

05  舞台用備品  舞台用照明等    

99  その他  黒板、暗幕、天幕等    

06  印刷・製本  01  一般印刷  オフセット印刷、活版印刷、カラー印刷等    

02  新聞印刷      

03  地図印刷      

04  電算帳票印刷  電算帳票、偽造防止印刷等    

05  製本      

06  印刷物企画デザイン      

07  陽画焼付・コピー      

99  その他      

07  燃   料  01  石油製品  ガソリン、重油、軽油、灯油、潤滑油    

02  ガス  ＬＰガス、天然ガス    

99  その他      
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（別紙２） 

【物件調達②】  

業    種  営 業 種 目  
業  務  内  容  

登録のために必要な許可等  

コード  名  称  コード  名   称  

08  文具・事務用機器  

01  文具  文房具、事務用品、ゴム印、印章等    

02  教具・教材  教育機械、実習用機械、視聴覚教育機械、

ビデオ教材、保育用教材等  

  

03  事務用機器・消耗品  ＯＡ機器、複写機、ファクシミリ、印刷

機等及びその消耗品  

  

04  書籍・雑誌  書籍、雑誌、追録    

05  ビデオ・映画ソフト      

99  その他      

09  家庭用品・雑貨類  

01  家庭用金物・雑貨類  家庭用金物、雑貨、厨房用品、食器、清

掃用具、洗剤、ポリ袋等  

  

02  厨房機器  調理台、流し台、レンジ、湯沸器等    

03  建築用品  大工用品、工具、アルミサッシ、トタン

等  

  

04  食料品      

05  トイレットペーパー      

99  その他      

10  
医療用品・理化学機

械・工業薬品  

01  医薬品    薬局開設又は医薬品販売業許可  

02  衛生材料  脱脂綿、ガーゼ、包帯等    

03  
医療用機器・器材・材料  

（歯科を含む）  

医療用ベッド、MRI、CT スキャン、X 線

装置、医療用ガス、在宅酸素等    

04  介護機器・用品  介護ベッド、車イス、紙オムツ等    

05  白衣・ナースシューズ      

06  理化学機械  分析機器、電子顕微鏡、光学機器、環境

測定機器等  

  

07  工業薬品（許可必要）    毒物及び劇物販売登録  

08  工業薬品（許可不要）      

99  その他  補聴器等    

11  
リ ー ス ・レ ン 

タ ル  

01  寝具      

02  白衣      

03  事務用機器      

04  医療機器・用品等  医療用ガス等    

05  輸送用車両  自動車、バス等の借上げ等    

06  観葉植物      

99  その他  仮設ハウス、仮設トイレ、産業用機械、

建築資器材等  

  

12  払 い 下 げ  

01  金属くず  鉄くず、非鉄金属くず    

02  缶・びん・ペットボトル      

03  古紙      

99  その他      

13  その他  

01  園芸  種苗、樹木、草花、芝、肥料、造園石材

等  

  

02  消防・防災用品  消防用ホース､消防用ポンプ､非難器具､

消火器､防災用品､災害用備蓄食糧､簡易

トイレ､非常食等  

  

03  カメラ・映写機  カメラ、デジタルカメラ等    

04  時計・貴金属・眼鏡      

05  スポーツ用品  体育器具、武道用具、スポーツウェア等   

06  遊具      

07  音楽用品  楽器、楽譜等    

08  表示板・テント  看板、サイン、懸垂幕、ステッカー、ネ

ームプレート、ナンバープレート、テン

ト等  

  

09  バッジ等  バッジ、メダル、トロフィー等    

10  選挙用品      

11  ギフト券等      

99  その他      

  

 


