
 

 

変更審査申請、変更届、辞退（喪失）届について 

（入札参加資格申請後の注意事項） 

 

 競争入札参加資格申請後（新ひだか町建設工事等競争入札参加資格者名簿登載後）、申請事項に

異動（辞退・喪失要件も含む。）があったときは、変更審査申請、変更届又は辞退（喪失）届が必

要となりますので、以下の点を留意のうえ、適切に届出を行ってください。 

 

〔変更審査申請及び変更届〕 

  資格の有効期間内に、次の各項に掲げる事項に変更があったときは、「競争入札参加資格変更

審査申請書（市町村統一様式１１）」又は「競争入札参加資格審査申請書変更届（市町村統一様

式１２）」にその変更を行う事由にかかる書類を添付して速やかに提出してください。 

  ＜様式１１・様式１２＞ 

   新ひだか町では、建設工事等の競争入札参加資格審査申請書の一部に一般社団法人北海道土

木協会発行の「市町村用」を採用しております。 

 

〔辞退（喪失）届〕 

  資格の有効期間内に、資格の喪失要件に該当したとき又は資格を辞退（取消）しようとすると

きは、「競争入札参加資格辞退（喪失）届（新ひだか町競争入札参加資格関係事務取扱要領第７

条別記様式第３号）」に必要に応じて必要書類を添付のうえ遅滞なく提出してください。 

 

〔経営事項審査の受審の継続について〕 

公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、当該公共工事について発注者と請負

契約を締結する日の１年７か月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けて

いなければならないこととなっています。 

           【建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第１８条の２】 

 

したがいまして、新ひだか町の建設工事の競争入札参加資格者名簿は定期審査申請の場合２年

間有効ですが、新ひだか町と直接請負契約を締結できるのは、直前の事業年度の終了の日から１

年７か月の間に限られることから、毎年建設工事を新ひだか町から直接請け負おうとする場合は、

直前の事業年度の終了の日から１年７か月間の「公共工事を請け負うことができる期間」が切れ

目なく継続するよう、毎年定期に経営事項審査を受ける必要がありますので、ご留意願います。 

  契約時点で発注工事に対応する有効な経営事項審査の結果通知（経営規模等評価結果通知書・

総合評定結果通知書）を有していなければ、町と工事請負契約を結ぶことはできません。 

  落札後に有効期間が切れていることにより、契約締結期限内に契約ができない場合には、指名

停止、違約金の徴収の措置を行うこともありますので、十分注意してください。 

（有効な結果通知を用意できない場合は、入札の参加を辞退願います。） 

 

 



第１ 競争入札参加資格の再審査について 

 

次のいずれかに該当するときに、引き続き資格を得ようとする場合は、資格審査の再申請を行う

ことができます。 

再申請しようとするときは、競争入札参加資格変更審査申請書【市町村用様式１１】に、その事

実を証する書類を添付して、申請してください。 

（１） 競争入札参加資格者の当該資格に係る事業又は営業が相続、合併、譲渡又は会社分割によ

り承継されたとき。 

（２） 競争入札参加資格者（建設工事の資格に限る）が、会社更生法（平成１４年法律第１５４

号）に基づく更生手続開始の決定を受けたとき又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づく再生手続開始の決定を受けたとき。 

（３） 中小企業組合等（企業組合及び協業組合を除く。）である競争入札参加資格者がその構成

員（競争入札参加資格者である組合員に限る。）を変更したとき。 

（４） 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とき。 

 

提出書類 

競争入札参加資格変更審査申請書【市町村用様式１１】を提出する場合 

 

 変更事項 競争入札参加資格変更審査申請書の添付書類 

１ 相続による営業の

移転 

ア  相続を証する書面  

（戸籍謄本(写し可)、 分割協議書(写し)等） 

イ 相続した者に係る市区町村長発行の身分証明書（写し可） 

ウ 資格の種類で関係法令等により営業許可等が必要な場合は、そ

の許可等の変更等を証する書類（写し可） 

エ 同意書【新ひだか町様式１３】 

 町税等の納付確認の同意書 

オ 誓約書【新ひだか町様式１４】 

 暴力団員又は暴力団関係事業者でないことの誓約書 

２ 合併による営業の

移転 

〔法人と法人の合併〕 

（１） 合併された企業が法人の場合 

ア 合併に関する契約書（写し） 

イ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第９条

から第１６条までの規定による認可及び承認の申請、報告

並びに届出等に関する規則（昭和２８年９月１日公正取引

委員会規則第１号）第７条第１項に規定する届出受理書（以

下「届出受理書」という。）の写し ※届出した場合 

ウ 解散登記に係る登記事項証明書（写し可） 

（解散登記未了の場合は、合併に係る総会議事録の写し） 



エ 存続又は新たな法人に係る競争入札参加資格審査申請書

及び添付書類 

〔個人と個人の合併〕 

（２） 合併された企業が個人の場合 

ア 合併を証する書面 

イ 存続又は新たな法人に係る競争入札参加資格審査申請書

及び添付書類 

３ 譲渡による事業（営

業）の移転 

〔譲渡先→資格者である法人〕 

（１） 譲受人が法人の場合 

ア 譲渡に関する契約書（写し） 

イ 公正取引委員会の届出受理書（写し） 

※届出した場合 

ウ 登記事項証明書(写し可)  

（譲渡に関し、登記の必要とするもの） 

〔譲渡先→資格者である個人〕 

（２） 譲受人が個人の場合 

ア  譲渡に関する契約書（写し） 

〔譲渡先→資格者でない者〕 

（３） 譲受人が非資格者の場合 

ア 譲渡に関する契約書（写し） 

イ 公正取引委員会の届出受理書（写し） 

※届出した場合 

ウ 譲渡を受けた者に係る競争入札参加資格審査申請書及び

添付書類 

４ 分割による事業（営

業）の移転 

〔承継した者→資格者である法人〕 

（１） 承継した者が資格者の場合 

ア 新設分割計画書又は吸収分割契約書（写し） 

イ 公正取引委員会の届出受理書（写し） 

※届出した場合 

ウ 分割登記に係る登記事項証明書（写し可） 

(分割登記未了の場合は分割に係る総会議事録の写し) 

〔承継した者→資格者でない者〕 

（２） 承継した者が非資格者の場合 

ア 新設分割計画書又は吸収分割契約書（写し） 

イ 公正取引委員会の届出受理書（写し） 

※届出した場合 

ウ 分割登記に係る登記事項証明書（写し可） 

(分割登記未了の場合は分割に係る総会議事録の写し) 



エ 承継した者に係る競争入札参加資格審査申請書及び添

付書 

５ 中小企業組合等の

構成員（資格者であ

る組合員）の変更、

中小企業組合等の

うち企業組合、又は

協業組合の構成員

の変更 

（１） 組合員が脱退した場合 

ア 脱退を証する書面 

イ 組合員（会員）名簿【新ひだか町様式１８】 

ウ 協同組合等の定款及び従業員名簿等の写し 

エ 経済産業局長から官公需適格組合の証明を受けていると

きは、それを証する書類 

（２） 新規に加入した組合員がある場合 

ア 加入を証する書面 

イ 組合員（会員）名簿【新ひだか町様式１８】 

ウ 協同組合等の定款及び従業員名簿等の写し 

エ 経済産業局長から官公需適格組合の証明を受けていると

きは、それを証する書類 

オ 同意書【新ひだか町様式１３】 

    町税等の納付確認の同意書 

カ 誓約書【新ひだか町様式１４】 

    暴力団員又は暴力団関係事業者でないことの誓約書 

６ 建設工事の資格を

有する者が、会社更

生法に基づく更生

手続開始の決定を

受けた場合又は民

事再生法に基づく

再生手続開始の決

定を受けたとき 

ア 更生手続開始の決定書の写し又は再生手続き開始の決定書の

写し 

イ 競争入札参加資格審査申請書及び添付書類 

 

  ※ その他必要に応じ、関係書類の提出を求める場合があります。 

※ 変更審査申請する場合の審査基準日は、申請しようとする月の初日となります。 

    なお、中間年審査を除く、有効期間中の申請業種の変更・追加等は原則、認められません

ので、ご承知ください。 

 

 

第２ 資格申請内容の変更について 

 

次のいずれかに該当したときは、速やかに、変更内容の届出をしなければなりません。 

変更の届出をするときは、競争入札参加資格審査申請書変更届【市町村用様式１２】にその事実

を証する書類を添付して、提出してください。 

なお、建設業の許可及びその他の登録等に関する事項の単純更新についても、変更の届出が必要

です。 



（１） 商号又は名称に変更があったとき。 

（２） 組織に変更があったとき。（協同組合等にあっては構成員に変更があったとき。） 

（３） 代表者に変更があったとき。 

（４） 所在地に変更があったとき。 

（５） 電話番号（ファックス番号）に変更があったとき。 

（６） 使用印鑑に変更があったとき。 

（７） 営業許可等に関する事項（単純更新を含む。）に変更があったとき。 

（８） 有資格者に関する事項に変更があったとき。 

（９） その他、申請内容に変更があったとき。 

 

提出書類 

競争入札参加資格審査申請書変更届【市町村用様式１２】を提出する場合 

 

 変更事項 競争入札参加資格審査申請書変更届の添付書類 

１ 商号又は名称 （１） 法人の場合 

  ア 登記事項証明書（写し可）又は変更を証明する書類 

（２） 個人の場合 

  ア 変更を証明する書類 

    （雅号又は屋号の名称が確認できる書類等） 

２ 組織の変更 〔個人⇔有限会社⇔株式会社〕などの組織変更 

ア 登記事項証明書（写し可）又は変更を証明する書類 

イ その他必要と認められる書類 

３ 代表者の変更 ア 登記事項証明書（写し可）又は変更を証明する書類 

イ その他必要と認められる書類 

４ 所在地の変更 （１） 法人の場合 

 ア 登記事項証明書（写し可）又は変更を証明する書類 

イ その他必要と認められる書類 

（２） 個人の場合 

ア 住民票（写し可）又は変更を証明する書類 

イ その他必要と認められる書類 

５ 電話番号 

（ﾌｧｯｸｽ番号） 

変更届出のみ 

６ 使用印鑑の変更 印鑑証明書（写し可） 

使用印鑑が実印と別である場合は、変更届出のみ（変更前と変更

後の印を押印） 

 



  ※ その他必要に応じ、関係書類の提出を求める場合があります。 

  ※ 入札・契約手続き等について、受任者を設定している場合においては、受任者に係る上記

の変更事項等があったとき、併せて届出してください。 

 

 

第３ 資格の辞退（喪失）届出について 

 

次のいずれかに該当したときは、速やかに競争入札参加資格辞退（喪失）届（新ひだか町様式）

を提出をしなければなりません。 

辞退（喪失）の届出をするときは、競争入札参加資格辞退（喪失）届【新ひだか町様式】に、

その事実を証する書類を添付して提出してください。 

 

提出書類 

競争入札参加資格辞退（喪失）届【町要領第７条別記様式第３号】を提出する場合 

 届出する事由 届 出 人 確認書類 

１ 入札参加資格者が死亡し

たとき 

相続人代表者 戸籍謄本等の写し又はその他客観

的に事実を確認できる書面 

２ 法人が合併により消滅し

たとき 

役員であった者 登記事項証明書等の写し 

３ 法人が破産により解散し

たとき 

破産管財人 管財人選任通知等の写し 

４ 法人が合併又は破産以外

の事由により解散したと

き 

清算人 登記事項証明書等の写し及び理由

書 

５ その他資格の喪失要件に

該当するに至ったとき 

個人事業主・法

人代表者 

理由書等 

７ 営業許可等に関す

る変更 

 

競争入札参加資格要件や資格の種類で関係法令等により営業許

可等が必要な場合は、その許可等の変更等（追加・取消し・更新を

含む）を証する書類（写し可） 

 建設工事の場合、経

営事項審査の受審

に係る結果通知書 

事業年度終了後等に受審する経営事項審査に係る総合評定値通

知書（経営事項審査結果）の写し 

８ 有資格者（技術者

等）に関する変更 

技術者名簿（免許、資格等を取得した者がある場合には、当該免

許状等の写しも併せて添付） 

９ その他、申請内容に

変更があった場合 

 その他届出内容に変更等があったことを証する書類 

 （資本関係・人的関係調書に係る異動事項があったときに資本・

人的関係を示す書類、年間の入札・契約手続きについて、受任者を

設定しているとき、その委任状など） 



６ 入札参加資格を辞退した

いとき 

個人事業主・法

人代表者 

理由書等 

※ その他必要に応じ、関係書類の提出を求める場合があります。 

※ 町規程 ～ 新ひだか町競争入札参加資格関係事務処理規程 

※ 町要領 ～ 新ひだか町競争入札参加資格関係事務取扱要領 

 

〔競争入札参加資格の抹消〕 

 次の事項に該当するときには、その資格者を競争入札参加資格者名簿から抹消（消滅）します。 

（１） 契約を締結する能力を有しなくなったとき。 

      （地方自治法施行令第１６７条の４第１項、町規程第７条第１項第１号） 

 （２） 当町の競争入札への参加を排除されたとき 

      （地方自治法施行令第１６７条の４第２項、町規程第７条第１項第２号） 

 （３）  競争入札参加資格申請又は資格の変更に関する申請において虚偽その他不正の手段に

より登録を受けたとき 

      （町規程第７条第１項第３号） 

 （４） 営業に関し、法令の規定による許可、免許、登録等を必要とする場合において、当該許

可、免許、登録等の取消しがあったとき 

      （町規程第７条第１項第４号） 

 （５） 政令第１６７条の５第１項及び第１６７条の１１第２項の規定により町長が定める資格

要件を欠くこととなったとき 

      （町規程第７条第１項第５号） 

 （６） 事業主の死亡、法人の合併又は破産その他の理由による解散、資格の取消の申出その他

参加資格を失ったと認められるとき 

      （町規程第７条第１項第６号） 

 

 

第４ その他届出等に関する留意事項について 

 

 資格者が次に掲げる事項に該当するときは、資格審査担当部署へ直ちにお問い合わせのうえ、必

要に応じて先に掲げた各種の届出をしてください。 

（１） 成年被後見人、被保佐人、被補助人及び破産者で復権を得ない者（特別の理由がある者を

除く）となったとき 

（２） 町が定める指名停止基準に該当する事項が発生（判明）したとき 

＜例＞ 

・ 安全管理措置の不適切により死傷者を生じさせた重大事故があったとき 

・ 役員、使用人などが法令に違反するなど不正行為により逮捕され、又は逮捕を経ない

で公訴を提起されたとき 

・ 独占禁止法の規定による勧告、又は課徴金納付命令を受けたとき 

・ 監督行政庁から行政処分を受けたとき 

                など 



（３） 営業の休止、再開、又は廃止をしたとき 

（４） 営業停止命令を受けたとき、又は金融機関から取引が停止されたとき 

（５） 破産手続開始の決定を受けて復権を得なくなったとき。 

（６） 会社更生法の申立てを行ったとき、手続きの開始の決定があったとき及び計画認可がな

されたとき 

（７） 民事再生法の申立てを行ったとき、手続きの開始の決定があったとき及び計画認可がな

されたとき 

（８） 官公需適格組合として申請した者が、その証明を受けられない者となったとき 

（９） 事業主が死亡したとき、又は法人が解散したとき 

 

 

 

〔特に留意していただくこと〕 

  第１から第４までに掲げる事項に該当した場合において、変更等の届出を行う前に、一般競

争入札に参加しようとするとき、又は指名競争入札における指名通知を受けたときは、直ちに

その旨を資格審査担当部署に連絡をすること。 

  また、届出に必要な登記書類などの証明書類が事務処理の関係で間に合わないときは、登記

申請時に必要な変更等の事実が発生した日が確認できる株主総会の会議録の写しを提出するな

ど、客観的に変更等の内容を確認できる書類があるときは、先に提出を求める場合もあるので

留意すること。 

  なお、これらの事項に該当したにもかかわらず、変更等の届出を提出しないまま入札に参加

した場合は、落札者となっても無効となること、又は契約を締結していた場合においては、契

約解除となることがあるので、十分に注意してください。 

 


