
ダイレクト入札参加申請書兼誓約書

この申請書は、電子入札システムでダイレクト入札の参加申請をする際に使用します。入力後、保存の上、競

争参加資格確認申請書を提出する際に添付してください。 

令和２年○月××日

越谷市長 宛         所 在 地 埼玉県越谷市越ヶ谷４－２－１

商号又は名称 越谷建設株式会社 さいたま営業所

代表者職・氏名 営業所長 越谷 太郎

下記の案件に係る一般競争入札への参加を申請いたします。

また、参加にあたり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、同施行令（昭和２２年政令第１６号）、越谷市契約規

則（昭和５９年越谷市規則第３９号）、その他関係法令及び越谷市公共工事等電子入札運用基準並びに越谷市建設工事

請負等競争入札参加者心得を遵守することを誓約いたします。

 なお、申請日現在における、当社と他の越谷市建設工事等入札参加資格者との資本関係及び人的関係は次のとおりで

相違ありません。

１ 入札参加申請する案件

工事（業務）名 街路築造工事（市道××○○号線）

２ 資本関係・人的関係（越谷市建設工事請負等競争入札参加者心得第４条第８号）※「あり」又は「なし」を選択してください。

申請日現在における他の越谷市建設工事等入札参加資格者との間の資本関係又は人的関係 あり

３ 資本関係に関する事項

越谷市建設工事等入札参加資格者名簿において、親会社、子会社又は親会社を同じくする会社が登録されている

場合に入力してください。

（１） 会社法第２条第４号の規定による親会社   

商号又は名称 こしがや建設株式会社

（２） 会社法第２条第３号の規定による子会社  

商号又は名称

株式会社越谷土木

（３） （１）に記載した親会社の他の子会社

商号又は名称

株式会社越谷工業

株式会社こしがや測量設計事務所

４ 人的関係に関する事項

（１） 役員等の兼任の状況

代表取締役、取締役（委員会設置会社の取締役を除く。）、代表執行役、及び執行役並びに会社更生又は民事

再生の手続き中である会社の管財人（以下「役員等」という。）が、他の越谷市建設工事等入札参加資格者の役

員等を現に兼ねている場合に入力してください。※監査役及び執行役員は「役員等」の対象外です。

当社の役員等 兼任先及び兼任先での役職

役職名 氏 名 商号又は名称 役職名

代表取締役 越谷 一郎 株式会社こしがや建築事務所 取締役

（２） 契約締結権者の兼任の状況

越谷市建設工事等競争入札参加資格者名簿において、貴社の契約締結権者（本店登録の場合は代表取締役、

支店登録の場合は支店長等）が他社の契約締結権者を兼ねている場合に、その状況を入力してください。

当社の契約締結権者 兼任先及び兼任先での役職

役職名 氏 名 商号又は名称 役職名

営業所長 越谷 太郎 有限会社こしがや総合建設 越谷事務所長

５ その他入札の適正執行が阻害されうると認められる場合に関する事項

（１） 貴社が組合や協会等に所属しており、かつ、その組合や協会等が、越谷市建設工事等入札参加資格者名簿に登

録されている場合に、その組合名等を入力してください。

組合又は協会名 越谷土木組合 越谷・埼玉経常建設共同企業体

（２） 組合や協会等として入札に参加する場合に、その組合の構成員が、単体企業として越谷市建設工事等入札参加

資格者名簿に登録されている場合に、その構成員名を入力してください。（単体企業として入札に参加する場合は入力不要です。）

商号又は名称

単体企業として入札に参加する場合の記入例

以下の記載対象は、資本・人的関係のある会社のうち、本市入札参加資格を有している会社のみです。資格のない会社は入力不要です。

コメント [ｋ1]: 競争入札参加確認申請書
の提出日を入力してください。

コメント [ｋ2]: 越谷市競争入札参加資格
者名簿において、登録されている事業所名

を入力してください。

コメント [ｋ3]: 今回入札に参加する件名
を入力してください。

コメント [ｋ4]: 他の越谷市建設工事等入
札参加資格者において、資本関係又は人的

関係等がある会社がある場合は「あり」を

選択し、ない場合は「なし」を選択してく

ださい。「なし」の場合は、以下は入力不要

です。

コメント [ｋ5]: 親会社（貴社の議決権の過
半数を有する会社等）及びその親会社が代

表の組合等があれば、その商号等を入力し

てください。

コメント [ｋ6]: 子会社（貴社が議決権の過
半数を有する会社等）及びその子会社が代

表の組合等があれば、その商号等を入力し

てください。

コメント [ｋ7]: 貴社の役員等において、他
の本市有資格業者の役員を兼ねている方が

いる場合に、その状況を入力してください。

コメント [ｋ8]: 貴社の契約締権者が、他の
本市有資格業者の契約締結権者を兼ねてい

る場合に、その状況を入力してください。

コメント [ｋ9]: 貴社が組合や経常建設共
同企業体の構成員となっており、かつ、そ

の組合等が本市の入札参加資格を有する場

合に入力してください。



ダイレクト入札参加申請書兼誓約書

この申請書は、電子入札システムでダイレクト入札の参加申請をする際に使用します。入力後、保存の上、競

争参加資格確認申請書を提出する際に添付してください。 

令和２年○月××日

越谷市長 宛         所 在 地 埼玉県越谷市越ヶ谷４－２－１

商号又は名称 越谷市土木協同組合

代表者職・氏名 代表理事 越谷 次郎

下記の案件に係る一般競争入札への参加を申請いたします。

また、参加にあたり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、同施行令（昭和２２年政令第１６号）、越谷市契約規

則（昭和５９年越谷市規則第３９号）、その他関係法令及び越谷市公共工事等電子入札運用基準並びに越谷市建設工事

請負等競争入札参加者心得を遵守することを誓約いたします。

 なお、申請日現在における、当社と他の越谷市建設工事等入札参加資格者との資本関係及び人的関係は次のとおりで

相違ありません。

１ 入札参加申請する案件

工事（業務）名 街路築造工事（市道××○○号線）

２ 資本関係・人的関係（越谷市建設工事請負等競争入札参加者心得第４条第８号）※「あり」又は「なし」を選択してください。

申請日現在における他の越谷市建設工事等入札参加資格者との間の資本関係又は人的関係 あり

３ 資本関係に関する事項

越谷市建設工事等入札参加資格者名簿において、親会社、子会社又は親会社を同じくする会社が登録されている

場合に入力してください。

（１） 会社法第２条第４号の規定による親会社   

商号又は名称 こしがや建設株式会社

（２） 会社法第２条第３号の規定による子会社  

商号又は名称

株式会社越谷土木

（３） （１）に記載した親会社の他の子会社

商号又は名称

株式会社越谷工業

４ 人的関係に関する事項

（１） 役員等の兼任の状況

代表取締役、取締役（委員会設置会社の取締役を除く。）、代表執行役、及び執行役並びに会社更生又は民事

再生の手続き中である会社の管財人（以下「役員等」という。）が、他の越谷市建設工事等入札参加資格者の役

員等を現に兼ねている場合に入力してください。※監査役及び執行役員は「役員等」の対象外です。

当社の役員等 兼任先及び兼任先での役職

役職名 氏 名 商号又は名称 役職名

代表取締役 越谷 一郎 株式会社こしがや測量 取締役

（２） 契約締結権者の兼任の状況

越谷市建設工事等競争入札参加資格者名簿において、貴社の契約締結権者（本店登録の場合は代表取締役、

支店登録の場合は支店長等）が他社の契約締結権者を兼ねている場合に、その状況を入力してください。

当社の契約締結権者 兼任先及び兼任先での役職

役職名 氏 名 商号又は名称 役職名

営業所長 越谷 太郎 有限会社こしがや建築設計 越谷事務所長

５ その他入札の適正執行が阻害されうると認められる場合に関する事項

（２） 貴社が組合や協会等に所属しており、かつ、その組合や協会等が、越谷市建設工事等入札参加資格者名簿に登

録されている場合に、その組合名等を入力してください。

組合又は協会名

（２） 組合や協会等として入札に参加する場合に、その組合の構成員が、単体企業として越谷市建設工事等入札参加

資格者名簿に登録されている場合に、その構成員名を入力してください。（単体企業として入札に参加する場合は入力不要です。）

商号又は名称
株式会社こしがや開発 有限会社こしがや建設

組合等として入札に参加する場合の記入例

以下の記載対象は、資本・人的関係のある会社のうち、本市入札参加資格を有している会社のみです。資格のない会社は入力不要です。

コメント [ｋ10]: 競争入札参加確認申請書
の提出日を入力してください。

コメント [ｋ11]: 組合等の所在地及び代表
者名等を入力してください。

コメント [ｋ12]: 今回入札に参加する件名
を入力してください。

コメント [ｋ13]: 組合等の代表者の企業が、
他の越谷市建設工事等入札参加資格者にお

いて、資本関係又は人的関係等がある会社

がある場合は「あり」を選択し、ない場合

は「なし」を選択してください。

コメント [ｋ14]: 代表者の企業において、
親会社（代表者企業の議決権の過半数を有

する会社等）及び親会社が代表の組合等が

あれば、その商号等を入力してください。

コメント [ｋ15]: 代表者の企業において、
子会社（代表者企業が議決権の過半数を有

する会社等）及び子会社が代表の組合等が

あれば、その商号等を入力してください。

コメント [ｋ16]: 代表者の企業の役員等に
おいて、他の本市有資格業者の役員を兼ね

ている方がいる場合に、その状況を入力し

てください。

コメント [ｋ17]: 貴組合の契約締結権者
（代表者）が、他の本市有資格業者の契約

締結権者を兼ねている場合に、その状況を

入力してください。

コメント [ｋ18]: 貴組合構成員のうち、本
市有資格業者の商号を入力してください。



ダイレクト入札参加申請書兼誓約書

この申請書は、電子入札システムでダイレクト入札の参加申請をする際に使用します。入力後、保存の上、競

争参加資格確認申請書を提出する際に添付してください。 

令和２年○月××日

越谷市長 宛         所 在 地 埼玉県越谷市越ヶ谷４－２－１

商号又は名称 越谷・埼玉経常建設共同企業体

代表者職・氏名 支店長 越谷 太郎

下記の案件に係る一般競争入札への参加を申請いたします。

また、参加にあたり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、同施行令（昭和２２年政令第１６号）、越谷市契約規

則（昭和５９年越谷市規則第３９号）、その他関係法令及び越谷市公共工事等電子入札運用基準並びに越谷市建設工事

請負等競争入札参加者心得を遵守することを誓約いたします。

 なお、申請日現在における、当社と他の越谷市建設工事等入札参加資格者との資本関係及び人的関係は次のとおりで

相違ありません。

１ 入札参加申請する案件

工事（業務）名 街路築造工事（市道××○○号線）

２ 資本関係・人的関係（越谷市建設工事請負等競争入札参加者心得第４条第８号）※「あり」又は「なし」を選択してください。

申請日現在における他の越谷市建設工事等入札参加資格者との間の資本関係又は人的関係 あり

３ 資本関係に関する事項

越谷市建設工事等入札参加資格者名簿において、親会社、子会社又は親会社を同じくする会社が登録されている

場合に入力してください。

（１） 会社法第２条第４号の規定による親会社   

商号又は名称 こしがや建設株式会社

（２） 会社法第２条第３号の規定による子会社  

商号又は名称

株式会社越谷土木

（３） （１）に記載した親会社の他の子会社

商号又は名称

株式会社越谷工業

４ 人的関係に関する事項

（１） 役員等の兼任の状況

代表取締役、取締役（委員会設置会社の取締役を除く。）、代表執行役、及び執行役並びに会社更生又は民事

再生の手続き中である会社の管財人（以下「役員等」という。）が、他の越谷市建設工事等入札参加資格者の役

員等を現に兼ねている場合に入力してください。※監査役及び執行役員は「役員等」の対象外です。

当社の役員等 兼任先及び兼任先での役職

役職名 氏 名 商号又は名称 役職名

代表取締役 越谷 一郎 株式会社こしがや測量 取締役

（２） 契約締結権者の兼任の状況

越谷市建設工事等競争入札参加資格者名簿において、貴社の契約締結権者（本店登録の場合は代表取締役、

支店登録の場合は支店長等）が他社の契約締結権者を兼ねている場合に、その状況を入力してください。

当社の契約締結権者 兼任先及び兼任先での役職

役職名 氏 名 商号又は名称 役職名

営業所長 越谷 太郎 有限会社こしがや建築設計 越谷事務所長

５ その他入札の適正執行が阻害されうると認められる場合に関する事項

（３） 貴社が組合や協会等に所属しており、かつ、その組合や協会等が、越谷市建設工事等入札参加資格者名簿に登

録されている場合に、その組合名等を入力してください。

組合又は協会名

（２） 組合や協会等として入札に参加する場合に、その組合の構成員が、単体企業として越谷市建設工事等入札参加

資格者名簿に登録されている場合に、その構成員名を入力してください。（単体企業として入札に参加する場合は入力不要です。）

商号又は名称
株式会社越谷開発 有限会社埼玉建設

共同企業体として入札に参加する場合の記入例（代表構成員と構成員それぞれの情報を入力したものを２部作成してください。）

以下の記載対象は、資本・人的関係のある会社のうち、本市入札参加資格を有している会社のみです。資格のない会社は入力不要です。

コメント [ｋ19]: 競争入札参加確認申請書
の提出日を入力してください。

コメント [ｋ20]: 共同企業体の代表構成員
の所在地及び企業体名及び契約締結権者名

を入力してください。

コメント [ｋ21]: 今回入札に参加する件名
を入力してください。

コメント [ｋ22]: 共同企業体の代表構成員
が、他の越谷市建設工事等入札参加資格者

において、資本関係又は人的関係等がある

会社がある場合は「あり」を選択し、ない

場合は「なし」を選択してください。

コメント [ｋ23]: 代表構成員において、親
会社（代表者企業の議決権の過半数を有す

る会社等）及びその親会社が代表の企業体

等があれば、その商号等を入力してくださ

い。

コメント [ｋ24]: 代表構成員において、子
会社（代表者企業が議決権の過半数を有す

る会社等）及びその子会社が代表の企業体

等があれば、その商号等を入力してくださ

い。

コメント [ｋ25]: 代表構成員の役員等にお
いて、他の本市有資格業者の役員を兼ねて

いる方がいる場合に、その状況を入力して

ください。

コメント [ｋ26]: 代表構成員の契約締結権
者が、他の本市有資格業者の契約締結権者

を兼ねている場合に、その状況を入力して

ください。

コメント [ｋ27]: 貴企業体構成員を入力し
てください。



ダイレクト入札参加申請書兼誓約書

この申請書は、電子入札システムでダイレクト入札の参加申請をする際に使用します。入力後、保存の上、競

争参加資格確認申請書を提出する際に添付してください。 

令和２年○月××日

越谷市長 宛         所 在 地 埼玉県越谷市越ヶ谷４－２－１

商号又は名称 越谷・埼玉経常建設共同企業体

代表者職・氏名 支店長 越谷 太郎

下記の案件に係る一般競争入札への参加を申請いたします。

また、参加にあたり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、同施行令（昭和２２年政令第１６号）、越谷市契約規

則（昭和５９年越谷市規則第３９号）、その他関係法令及び越谷市公共工事等電子入札運用基準並びに越谷市建設工事

請負等競争入札参加者心得を遵守することを誓約いたします。

 なお、申請日現在における、当社と他の越谷市建設工事等入札参加資格者との資本関係及び人的関係は次のとおりで

相違ありません。

１ 入札参加申請する案件

工事（業務）名 街路築造工事（市道××○○号線）

２ 資本関係・人的関係（越谷市建設工事請負等競争入札参加者心得第４条第８号）※「あり」又は「なし」を選択してください。

申請日現在における他の越谷市建設工事等入札参加資格者との間の資本関係又は人的関係 あり

３ 資本関係に関する事項

越谷市建設工事等入札参加資格者名簿において、親会社、子会社又は親会社を同じくする会社が登録されている

場合に入力してください。

（１） 会社法第２条第４号の規定による親会社   

商号又は名称 こしがや建設株式会社

（２） 会社法第２条第３号の規定による子会社  

商号又は名称

株式会社越谷土木

（３） （１）に記載した親会社の他の子会社

商号又は名称

株式会社越谷工業

４ 人的関係に関する事項

（１） 役員等の兼任の状況

代表取締役、取締役（委員会設置会社の取締役を除く。）、代表執行役、及び執行役並びに会社更生又は民事

再生の手続き中である会社の管財人（以下「役員等」という。）が、他の越谷市建設工事等入札参加資格者の役

員等を現に兼ねている場合に入力してください。※監査役及び執行役員は「役員等」の対象外です。

当社の役員等 兼任先及び兼任先での役職

役職名 氏 名 商号又は名称 役職名

代表取締役 越谷 一郎 株式会社こしがや測量 取締役

（２） 契約締結権者の兼任の状況

越谷市建設工事等競争入札参加資格者名簿において、貴社の契約締結権者（本店登録の場合は代表取締役、

支店登録の場合は支店長等）が他社の契約締結権者を兼ねている場合に、その状況を入力してください。

当社の契約締結権者 兼任先及び兼任先での役職

役職名 氏 名 商号又は名称 役職名

営業所長 越谷 太郎 有限会社こしがや建築設計 越谷事務所長

５ その他入札の適正執行が阻害されうると認められる場合に関する事項

（４） 貴社が組合や協会等に所属しており、かつ、その組合や協会等が、越谷市建設工事等入札参加資格者名簿に登

録されている場合に、その組合名等を入力してください。

組合又は協会名

（２） 組合や協会等として入札に参加する場合に、その組合の構成員が、単体企業として越谷市建設工事等入札参加

資格者名簿に登録されている場合に、その構成員名を入力してください。（単体企業として入札に参加する場合は入力不要です。）

商号又は名称
株式会社越谷開発 有限会社埼玉建設

共同企業体として入札に参加する場合の記入例（代表構成員以外の構成員用）

以下の記載対象は、資本・人的関係のある会社のうち、本市入札参加資格を有している会社のみです。資格のない会社は入力不要です。

コメント [ｋ28]: 競争入札参加確認申請書
の提出日を入力してください。

コメント [ｋ29]: 共同企業体の代表構成員
の所在地及び企業体名及び契約締結権者名

を入力してください。

コメント [ｋ30]: 今回入札に参加する件名
を入力してください。

コメント [ｋ31]: 共同企業体の代表構成員
以外の構成員が、他の越谷市建設工事等入

札参加資格者において、資本関係又は人的

関係等がある会社がある場合は「あり」を

選択し、ない場合は「なし」を選択してく

ださい。

コメント [ｋ32]: 構成員において、親会社
（代表者企業の議決権の過半数を有する会

社等）及びその親会社が代表の企業体等が

あれば、その商号等を入力してください。

コメント [ｋ33]: 構成員において、子会社
（代表者企業が議決権の過半数を有する会

社等）及びその子会社が代表の企業体等が

あれば、その商号等を入力してください。

コメント [ｋ34]: 構成員の役員等において、
他の本市有資格業者の役員を兼ねている方

がいる場合に、その状況を入力してくださ

い。

コメント [ｋ35]: 構成員の契約締結権者が、
他の本市有資格業者の契約締結権者を兼ね

ている場合に、その状況を入力してくださ

い。

コメント [ｋ36]: 貴企業体構成員を入力し
てください。


