
1 受付期間

平成29年2月1日（水）　～　平成29年3月3日（金）まで　（土、日、祝祭日は除く）

2 受付時間及び場所

場　　　所 宜野座村役場　　　建設課　　１Ｆ

受付時間 午前９時　～　午後５時

（正午　～　午後１時の間は除く）

3 提出書類

・　宜野座村長宛申請書（沖縄県第１号様式第３条同様）原本

・　沖縄県提出書類一式（写し）　（受付印が押印されているもの）

※　追加書類については、提出書類一覧表をご確認ください。

4 提出方法

（1）　提出部数（1部）

（3）　郵送は県外業者（沖縄本島内営業所がある場合を除く。）の場合認める。
　　　受付票を返送するので、返信用封筒に82円切手を貼付け、同封してください。

5 有効期間

平成29年4月1日　～　平成31年3月31日まで

6 宜野座村役場住所及び問い合わせ先

〒904-1392
沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座296番地
宜野座村役場　建設課
ＴＥＬ　098-968-8564（直通）

（建設工事）

宜野座村建設工事等入札参加資格審査申請について

平成29・30年度

宜野座村長　　　　當　　眞　　　　　淳　　　　

　　　※郵送は県外業者のみ。3月3日（金）　消印有効。尚、追加受付は行っておりません。

（2）　申請書はＡ４Ｓ型ファイル綴じ（ファイルの色はピンク）とし、内容を説明できる者が持
参すること。



　　■提出書類一覧表　　（村内業者用）　【工事】

Ｎｏ．
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Ｎｏ．９「総合評定値通知書」にお
いて「無」となっている場合のみ
提出

社会保険料納入確認書

労働保険証明書(労災のみは不可）

建設業退職金共済事業加入・履行証明書

健康保険及び厚生年金保険に係る標準報酬決定通知書等
又は監理技術者資格者証

写し可

技術者加点に係る理由書 該当者のみ提出

平成２７・２８年に卒業した「新卒者雇用に係る卒業証書」
又は「卒業証明書」

該当者のみ提出（写し可）

障害者手帳の写し又は療育手帳の写し及び
在籍が確認できる書類の写し

該当者のみ提出

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 写し可

保有資格者の合格証明書 写し可

国税納税証明書
（法人税又は申告所得税）及び（消費税及び地方消費税）

未納税額がないことの証明書
（写し可）
様式その３の２（個人事業者）
様式その３の３（法人事業者）

ＩＳＯ9001、ＩＳＯ14001　エコアクション21の認定取得を示す
登録証の写し　（和文表記の登録証を提出）

該当者のみ提出

障害者雇用状況報告書の写し 該当者のみ提出

建設業許可通知書又は許可証明書 写し可

建設業労働災害防止協会加入証明書 写し可

県税納税証明書
（法人事業税又は個人事業税）　　直前２年度（期）分

未納税額がないことの証明書
（写し可）

建設工事入札参加資格審査申請書（２枚目）
県の受付印が押印さてれて
いるもの

技術職員有資格者名簿
県の受付印が押印さてれて
いるもの

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 写し可

法人村民税納税証明書又は村民税納税証明書
直前２年度（期）分

写し可

入札参加適格合格通知書 県より届き次第提出

建設工事入札参加資格審査申請書（第１号様式）　沖縄県知事宛
県の受付印が押印さてれて
いるもの

提出書類等 備　　考

印鑑証明書

宜野座村建設工事入札参加資格審査申請書（第1号様式）
宜野座村長宛　　（２部提出）

提出書類一覧表（チェックリスト）

写し可

担当者名等記入
代表者印を押印すること

チェック用に１ページ目に綴る

　　　※　　Ｎｏ．６　～　Ｎｏ．２４は県へ提出した書類一式



　　■提出書類一覧表（県内業者用）【工事】

Ｎｏ．
チェック
リスト

1 ✔

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

平成２７・２８年に卒業した「新卒者雇用に係る卒業証書」
又は「卒業証明書」

該当者のみ提出（写し可）

社会保険料納入確認書
Ｎｏ．７「総合評定値通知書」に
おいて「無」となっている場合の
み提出

労働保険証明書(労災のみは不可）

建設業退職金共済事業加入・履行証明書

保有資格者の合格証明書 写し可

健康保険及び厚生年金保険に係る標準報酬決定通知書等
又は監理技術者資格者証

写し可

技術者加点に係る理由書 該当者のみ提出

障害者雇用状況報告書の写し 該当者のみ提出

障害者手帳の写し又は療育手帳の写し及び
在籍が確認できる書類の写し

該当者のみ提出

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 写し可

県税納税証明書
（法人事業税又は個人事業税）　　直前２年度（期）分

未納税額がないことの証明書
（写し可）

国税納税証明書
（法人税又は申告所得税）及び（消費税及び地方消費税）

未納税額がないことの証明書
（写し可）
様式その３の２（個人事業者）
様式その３の３（法人事業者）

ＩＳＯ9001、ＩＳＯ14001　エコアクション21の認定取得を示す
登録証の写し　（和文表記の登録証を提出）

該当者のみ提出

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 写し可

建設業許可通知書又は許可証明書 写し可

建設業労働災害防止協会加入証明書 写し可

建設工事入札参加資格審査申請書（第１号様式）　沖縄県知事宛
県の受付印が押印さてれて
いるもの

建設工事入札参加資格審査申請書（２枚目）
県の受付印が押印さてれて
いるもの

技術職員有資格者名簿
県の受付印が押印さてれて
いるもの

印鑑証明書 写し可

提出書類等 備　　考

提出書類一覧表（チェックリスト） チェック用に１ページ目に綴る

宜野座村建設工事入札参加資格審査申請書（第1号様式）
宜野座村長宛　　　（２部提出）

担当者名等記入
代表者印を押印すること

　　※　　Ｎｏ．４　～　Ｎｏ．２２は県へ提出した書類一式



　　■提出書類一覧表　（県外業者用）　　【工事】

※沖縄県内に建設業法上の営業所がある場合と無い場合で、提出書類が異なります。

Ｎｏ．
県内
営業所
有

県内
営業所
無

1
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4
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6
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健康保険・厚生年金保険加入・納入証明書 Ｎｏ．８「総合評定値通知書」
において「無」となっている場
合のみ提出

写し可

労働保険証明書

建設業退職金共済事業加入・履行証明書

受付票返信用封筒（82円切手貼付） ※持参の場合必要無し

建設業労働災害防止協会加入証明書 写し可

沖縄県税納税証明書
（法人事業税又は個人事業税）　　直前２年度（期）分

未納税額がないことの証明書
（写し可）

国税納税証明書
（法人税又は申告所得税）及び（消費税及び地方消費税）

未納税額がないことの証明書
（写し可）
様式その３の２（個人事業者）
様式その３の３（法人事業者）

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 写し可

建設業許可通知書又は許可証明書 写し可

建設業許可申請書の別表

写し可

※県外の営業所でも、沖縄を
管轄している営業所があり、
沖縄管轄営業所を登録する
場合は提出する。

建設工事入札参加資格審査申請書（第１号様式）　沖縄県知事宛
県の受付印が押印さてれて
いるもの

建設工事入札参加資格審査申請書（２枚目）
県の受付印が押印さてれて
いるもの

委任状
営業所や支店等に委託する
場合提出（原本）

（✔を入れる）

必要に応じて提出使用印届

提出書類等 備　　考

提出書類一覧表（チェックリスト） チェック用に１ページ目に綴る

宜野座村建設工事入札参加資格審査申請書（第1号様式）
宜野座村長宛　　　（２部提出。１部は受付票として返信する為。）

担当者名等記入
代表者印を押印すること

印鑑証明書 写し可

　　※Ｎｏ．６　～　Ｎｏ．１６は沖縄県に提出した書類一式


