
※記入不要（組合記載欄）

（あて先）依田窪医療福祉事務組合長

　この申請書及び添付書類の記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。

　１　申請者（本社）

　２　委任先

　３　申請書に関する問い合わせ先

氏名所属 電話 （　　　　　　）　　　　　　　-

電話番号 （　　　　　　）　　　　　　　- FAX番号 （　　　　　　）　　　　　　　-

フリガナ

名称

所在地
〒

代表者 役職 氏名

電話番号 （　　　　　　）　　　　　　　- FAX番号 （　　　　　　）　　　　　　　-

                                                                                     　　　　　　　      平成３３年　３月３１日まで

フリガナ

商号又は名称

所在地
〒

代表者 役職 氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

                                                                                           有効期限　平成３１年　４月　１日から

届出区分 新規　・　継続（業者番号　　　　　　　　　　　　　　　　　）

平成31・32年度　物品入札（見積）参加資格審査申請書



　４　会社概要

　５　業務実績

　※過去2年間（平成29年度以降）の業務のうち主要なものを任意で記載してください。

　※当院を含む他医院発注の業務実績を記載してください。

　６　営業種目

番号 番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

　※申請者が行っている事業の主要なものから10種類について、「営業品目区分表」から「大分類」及び
「中分類」欄に番号と種別を記入し、「中分類の内訳」の欄は具体的な品目を記入してください。なお、6-1
「医療機器」については、「中分類の内訳」に「別紙のとおり」と記入し、別紙6-1医療機器クラス分類表を
添付してください。

　※業務内容（取扱品目）、取り扱いメーカー（代理店・特約店）について、出来るだけ詳しく記載してくださ
い。記入欄が不足する場合は別添資料（様式任意）でも構いません。

　　　　　　　　　　　　　　円 　　　　　　年　　　　　月

優先
順位 種別

大分類 中分類

種別
中分類の内訳 備考

　　　　　　　　　　　　　　円 　　　　　　年　　　　　月

　　　　　　　　　　　　　　円 　　　　　　年　　　　　月

　　　　　　　　　　　　　　円 　　　　　　年　　　　　月

　　　　　　　　　　　　　　円 　　　　　　年　　　　　月

　　　　　　　　　　　　　　円 　　　　　　年　　　　　月

　　　　　　　　　　　　　　円 　　　　　　年　　　　　月

　　　　　　　　　　　　　　円 　　　　　　年　　　　　月

　　　　　　　　　　　　　　円 　　　　　　年　　　　　月

発注者 業務名（品名） 受注額 契約年月

　　　　　　　　　　　　　　円 　　　　　　年　　　　　月

資本金額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円 総従業員数 　　　　　　　　　　　　　　　　人

営業年数 　　　　　　　　　　　         　　　　　年



番号 種別 番号 種別

1 貴金属・工芸品 1 時計・貴金属 時計、金杯、銀杯
2 美術工芸品 絵画、彫刻、書跡、木杯
3 バッジ・カップ バッジ、カップ、トロフィー、楯
99 その他の貴金属・工
芸品

2 教材・図書 1 教育用品 保育用教材、保健用教材
2 図書 書籍、法規、刊行物、雑誌、地図
99 その他の教材・図書

3 文具・事務用品・事務
機器

1 文具・事務用品 文房具、事務用品、机、椅子

2 事務機器 複写機、印刷機
3 情報処理機器 パソコン、コンピュータ関連商品
4 印章 木印、ゴム印
5 紙類 和・洋紙、封筒
99 その他の文具・事務
用品・事務機器

4 家具・装飾品 1 家具 応接家具、タンス、机、椅子
2 室内装飾品 カーテン、絨毯、クロス
99 その他の家具・装飾

5 薬品 1 医薬品 人体薬品、動物薬品、医療酸素
2 医療衛生材料 医療材料、衛生材料
3 その他の薬品

6 機械・機器 1 医療機器 ※別紙「6-1医療機器クラス分類表」による
2 写真機材 写真機、レンズ、ストロボ、フィルム
3 電気機器 発電機、モーター、受配電設備、照明機器、電気材料
4 通信機器 電気通信機器、無線機、電話交換機、有線設備
5 家庭電化製品 テレビ、ビデオ、冷蔵庫、照明器具、電池
6 防災機器 消火器、避難機器、火災探知機、防災設備
7 空調・冷暖房機器 空調機、冷暖房機器
8 厨房機器 調理台、流し台、ガステーブル、衛生設備
9 介護用機器 車椅子、介護用入浴機器、歩行補助具
99 その他の機械・機器

7 燃料 1 石油製品 ガソリン、軽油、灯油、重油、潤滑油
2 ガス類 プロパン、酸素、アセチレン、ヘリウム
3 電気 電気
4 その他の燃料

8 車両 1 自動車 自動車
2 バイク・自転車 バイク、自転車
3 車両修理・修繕 車両修理、修繕、部品交換
99 その他の車両

9 印刷・出版・製本 1 一般印刷 一般印刷
2 出版・製本 出版、製本
99 その他の印刷・出版・
製本

10 繊維製品 1 被服 制服、作業服、事務服、白衣、帽子
2 寝具 布団、毛布、敷布、枕
3 幕・旗類 暗幕、横断幕、旗、のぼり
99 その他の繊維製品

11 皮革・ゴム・樹脂製品 1 皮革・ゴム・ビニール 靴、足袋、カバン、手袋、雨具
2 保安用品 ヘルメット、保護用メガネ、防災マスク

12 工事用資材 1 鋼材 鋼管、鋼板類、グレーチング、マンホールの蓋
2 セメント・アスファルト 生コン、セメント、コンクリート二次製品、石灰、アスファ
3 骨材 砂、砂利、砕石
4 建材 木材、合板
5 諸材料 塗料、塩化カルシウム
99 その他の工事用資材

13 その他の物品 1 雑貨品 日用品、金物、荒物

営　業　品　目　区　分　表

大分類 中分類
品目（例示）



番号 種別 番号 種別

大分類 中分類
品目（例示）

2 ガラス・陶器・漆器 ガラス、陶器、漆器
3 食料品 茶、菓子、酒、果物、水産物
4 植物・肥料 種子、苗木、生花、造花、造園芸資材、肥料
5 看板・仮設ハウス 看板、標識、表示板、カーブミラー、仮設ハウス
6 その他の物品

14 その他の業務 1 建物清掃 床清掃、ガラス清掃
2 その他清掃 ボイラー、浄化槽、貯水槽、道路・公園・河川等の清掃
3 廃棄物処理 一般廃棄物、産業廃棄物、不要物品等の処理
4 医療機器買取 医療機器の買取
5 警備・受付 警備、受付、電話交換
6 電気・冷暖房保守 電気、冷暖房、冷凍機等の保守
7 通信施設保守 電話交換機、無線機等の保守
8 エレベーター保守 エレベーターの保守
9 消火設備等保守 消火設備、火災報知機等の保守
10 医療機器・備品・設備
保守

医療機器、医療関連備品・設備類の保守

11 害虫駆除 建物・樹木の害虫、ねずみ、白蟻、ゴキブリ等の駆除
12 検査測定業務 大気、水質、土壌分析、騒音レベル等の検査・測定
13 調査業務 世論、アンケート等の調査
14 リース 医療機器、医療関連リネン・介護用品、パソコン、コ

ピー機、自動車等のリース
15 レンタル 医療機器、医療関連リネン・介護用品、パソコン、コ

ピー機、自動車等のレンタル
16 情報関連業務 プログラム作成、システム設計、データ入力、オペレー

ター派遣
17 映画・ビデオ制作 映画、ビデオ、スライド等の制作
18 広告・宣伝 新聞、テレビ、ラジオ等の広告・宣伝
19 運送業 運輸、運搬、引越、保管
20 クリーニング クリーニング、乾燥、防災、防水加工
21 給食業務 給食業務
22 医療事務 医療事務
23 デザイン デザイン（印刷物の企画・デザインを含む）、展示品・

模型の制作
24 企画・イベント 企画立案、催物会場設営、イベント・キャンペーンの企

画・運営
25 保険業 生命保険、医療保険、損害保険
26 労働者派遣 一般労働者派遣、特定労働者派遣
27 その他の業務



営業品目区分表別紙　6-1医療機器クラス分類表

番号 （医療機器クラス分類表　中分類名称） 取扱 取扱品目または取扱メーカー

1 診断用Ｘ線装置

2 歯科用Ｘ線装置

3 医用Ｘ線ＣＴ装置

4 診断用核医学装置及び関連装置

5 超音波画像診断装置

6 磁気共鳴画像診断装置

7 診断用Ｘ線画像処理装置

8 主要構成ユニット

9 その他の画像診断用装置システム

10 診断用Ｘ線関連装置

11 撮影用具

12 Ｘ線撮影用品

13 防護用品

14 Ｘ線防護用具

15 その他の画像診断用Ｘ線関連装置及び用具

16 生体物理現象検査用機器

17 生体電気現象検査用機器

18 生体現象監視用機器

19 生体検査用機器

20 医用内視鏡

21 その他の生体現象計測・監視システム

22 その他の医用検体検査装置検体検査装置

23 血液検査機器

24 検査用核医学装置

25 医用検体前処理装置

26 血清検査装置

27 尿検査装置

28 臨床化学検査機器

29 その他の医用検体検査装置

30 注射器具及び穿刺器具

31 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器

32 結さつ（紮）・縫合用器械器具

33 外科・整形外科用手術材料

34 その他の処置用機器

35 医薬品噴霧、吸入用器具

36 医療用吸引器

37 医科用洗浄器

38 診療施設用機械装置

39 その他の施設用機器

40 整形外科手術用器具機械

41 生体内移植器具

42 血液体外循環機器

43 生体機能制御装置

44 腹膜灌流用機器及び関連器具

45 その他の生体機能補助・代行機器

46 放射性同位元素治療装置及び治療用密封線源

47 治療用粒子加速装置



営業品目区分表別紙　6-1医療機器クラス分類表

番号 （医療機器クラス分類表　中分類名称） 取扱 取扱品目または取扱メーカー

48 放射線治療用関連装置

49 理学療法用器械器具

50 手術用電気機器及び関連装置

51 チューブ及びカテーテル

52 ハイパーサーミア装置

53 結石破砕装置

54 その他の治療用又は手術用機器

55 歯科診療室用機器

56 歯科用ユニット及び関連器具

57 矯正用器材及び関連器具

58 歯科技工用機器

59 歯科用金属

60 歯冠材料

61 義歯床材料

62 歯科合着､充填及び仮封材料

63 歯科用印象材料及び複模型用印象材

64 歯科用ワックス及びワックス成型品

65 歯科用模型材及び歯科用埋没材

66 歯科用研削材及び研磨材

67 その他の歯科材料

68 挟器

69 鋭ひ及び鈍ひ

70 鈎、開創器、開孔器

71 起子、剥離子及びてこ

72 切断、絞断及び切削器具

73 整形外科手術用器械器具

74 その他の鋼製器具

75 視力補正用眼鏡

76 特殊眼鏡

77 視力補正用眼鏡レンズ

78 コンタクトレンズ

79 検眼用品

80 その他の眼科用品及び関連製品

81 衛生材料

82 衛生用品

83 その他の衛生材料、衛生用品及び関連製品

84 家庭用マッサージ・治療浴用機器及び装置

85 家庭用電気・光線治療器

86 家庭用磁気・熱療法治療器

87 家庭用吸入器

88 家庭用医療用物質生成器

89 補聴器

90 家庭用衛生用品

91 その他の家庭用医療機器

92 プログラム

93 レーザ治療器及び手術用機器



（あて先）依田窪医療福祉事務組合長

1 入札・見積に関すること

2 契約の締結に関すること

3 物品の収受に関すること

4 代金の請求及び受領に関すること

5 復代理人の選任に関すること

　委任期間　 平成31年4月1日から平成33年 3月31日まで

（委任者）

所在地

商号又は名称

代表者職氏名 実印

（受任者）

所在地

商号又は名称

代表者職氏名 印

委　　　　任　　　　状

平成　　　年　　　月　　　日

　私は、下記の者を代理人と定め、下記事項に関する権限を委任します。

記



　（あて先）依田窪医療福祉事務組合長

住　　所（所在地）

商　号又は名　称

代表者　職　氏名 実印

平成３１・３２年度入札参加資格審査申請にあたり、下記のとおり誓約します。

２　この誓約が虚偽であったことが判明した場合又はこの誓約に反した場合は当方が不利
　益を被ることとなっても、異議は一切申し立てないこと。

３　貴職から求めがあれば、当方の役員等名簿（生年月日を含む）を提出し、これらの書
　類から確認できる個人情報を貴職が長野県警察本部に提供することに同意すること。

誓　　約　　書

平成　　年　　月　　日

記

１　現在及び今後資格有効期間終了時まで次の(1)（2）の要件を満たすこと。

(1)　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項又は上田市財務規則
　（平成18年規則第45号）第104条第１項の規定に該当しない者であること。

(2)　構成市町の暴力団排除条例（平成24年条例第6号）第２条第２号に規定する暴力団
　　員又は同条例第６条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。


