
① 種子吹付機 
                                       
種子吹付機の保有について、以下の書類を提出すること。 
 
１．提出書類 
Ａ．保有機械明細表（法様式１－①） 
Ｂ．法様式１－①の添付書類 

 Ｃ．機械写真（法様式２－①） 
 Ｄ．提出資料事前チェックリスト（法様式３－①） 
 
２．記入方法 
Ａ．保有機械明細表（法様式１－①）について 

種子吹付機の自社保有機械について、必要事項を記入すること。 

なお、複数を自社保有し申請する場合は５台を上限とする。 

 

  ※リース機械について 

    ・他社から借りている機械は、その契約期間が１年７ヶ月以上のものに限り自社保有とみな

す。 

  ・他社へ貸し出している機械は、その契約期間が１年７ヶ月以上のものは自社保有とみなさ

ない。 

     

Ｂ．法様式１－①の添付書類 
  機械を保有していることを証明する書類として、以下の書類を添付すること。 

 なお、様式の「添付書類」欄には、添付する書類を全て記入すること。 
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法様式１－①の添付書類 一覧 

添付書類 内 容 

（１） 
固定資産台帳の写

し※１ 

「固定資産台帳」とは以下の書類とする。 
○平成２９・３０年度入札参加資格申請日（以下「申請日」という。）と同年

度の、市町村役場が交付する資産証明で以下ｱ)､ｲ)､ｳ)､ｴ)全て（サンプル参照） 
 ｱ)償却資産の明細書類（償却資産種類別明細書等）の該当機械が記載されて

いるページの写し 
ｲ) 償却資産の明細書類（償却資産種類別明細書等）で、償却の課税評価額の

合計額が記載されているページの写し（明細書で合計額が記載されている

ページが無い場合は、明細書全ページを提出し最終ページ末尾に合計額を

記載すること） 
 ｳ)市町村が交付したことを証明する書類の写し（市町村長の押印が付されて

いるページの写し） 
 ｴ)名寄帳兼課税台帳等で「償却」の課税評価額の合計額が記載されているペ

ージの写し 
※該当機械の記載欄を太枠で囲い、申請する機械との関連が分かるように機械

名と「保有機械明細表（法様式１－①）」記載の整理番号を記載し明示するこ

と。（サンプル参照） 
※「該当機械の資産の名称」、「償却資産の課税評価額の合計額」は表示するこ

と。その他の情報については黒塗しても構わない。（サンプル参照） 
（２） 
貸借契約書の写し 

リースによる自社保有の場合。 
 

（３） 
貸出元の固定資産

台帳の写し※１ 

（２）の場合。 
「（１）固定資産台帳の写し」同様に貸出元の書類を提出すること。 
※オペレーティング・リース契約及び所有権移転外ファイナンス・リース契約

が該当。所有権移転ファイナンス・リース契約は借主側の申告となるため、上

記（１）に該当する。 
※１ 
①償却資産の賦課期日（平成２８年１月１日）より後に新規購入したもの 
②取得価格が「２０万円未満」のため税務会計上３年間で一括償却したもの 
により固定資産台帳に償却資産としての記載がない場合は、売買契約書の写しを提出すること。 
 

C. 機械写真（法様式２－①） 
  保有機械明細表（法様式１-①）に記入した機械について、以下のとおり作成すること。 

１．法様式１-①に記入した「機械名」、「製造番号」を記入すること。 
２．「機械の撮影日（入札参加資格申請期間内の日付であること）」、「機械の撮影場所」、「機械

の保管場所」、「機械の保管場所の所在地」を記入すること。 
３．機械の写真について 

写真の撮影方法は以下のとおり。 
    別添「サンプル写真」を参考のうえ作成すること。 
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＜写真の撮影方法＞ 

①全景写真 
機械の全体が分かるもので、銘板、製造番号等が含まれている

もの（撮影日の新聞の第１面を入れて撮影）。 

②部分写真 
①全景写真及び③アップ写真を関連づける部分写真（①で撮影

した新聞の西暦又は和暦、日付が判読できる大きさ・解像度が

必要）。 

③アップ写真 
銘板、製造番号等の表示内容が分かるアップ写真。 
※銘板等の表示内容が分かる鮮明な写真を提出すること。 

 
※撮影の留意点 

①全景写真、②部分写真、③アップ写真は、同一機械の写真であることが判別できるよ

うに、全て同一方向から撮影すること。①及び②は撮影日の新聞の第１面を入れて撮影

し、②は撮影した新聞の西暦又は和暦、日付が判読できる大きさ・解像度とすること。 
 

   ４．用紙 1 枚で不足する場合は、続けて 2 枚目に記入しページ毎に番号（No. ）を記入する

こと。 
 
   ５．機械写真（法様式２－①）については、上記記入内容を満たしていれば任意様式での提出

も可とする。 
 

６．当該機械を新規購入するが、納品が入札参加資格申請期日を過ぎるため、申請日に写真を

提出できない場合は、以下の（１）（２）のことが分かる書類を提出のこと。 
（１）申請者が当該機械を注文したことを証する書類の写し（申請者の印が押印して

あるものに限る） 
（２）納入者が当該機械を申請者に納入することを了承した書類の写し（納入予定が

記載してあり、納入者の印が押印してあるものに限る） 
この場合、当該機械納入後速やかに写真を撮影し土木総務課建設産業対策室へ提出のこと

（平成２９年３月２５日提出期限）。 
なお、提出期限を過ぎて写真が提出されない場合は、当該機械を保有しているとは認めな

い。 
※６．は平成２９・３０年度入札参加資格申請における限定的な取り扱い。 

 
 

D. チェックリスト（法様式３－①） 
   記載誤り、書類の提出漏れ等がないか必ずチェックし、法様式３－①についても提出すること。 
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法様式１－①種子吹付機

①
【記載例】
種子吹付機 2.0m3 自社 ○○○○ ○○－○○ ○○○○ ・固定資産台帳（写し）

整理
番号

保 有 機 械 明 細 表

機械名 規格
自社
or

リース
メーカー 型式 製造番号 添付書類
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法様式２－①（参考様式）

（No.　　）

機械名

法様式1-①整理番号

製造番号

機械の撮影日

機械の撮影場所

機械保管場所

機械保管場所の所在地

③アップ写真

（銘板、製造番号等の
表示内容が分かるアップ写真）

機 械 写 真

①全景写真

（機械の全体が分かるもので、銘板、
製造番号等が含まれているもの。）

※撮影日の新聞の第１面を入れて撮影

②部分写真

（①全景写真と③アップ写真を
関連づける部分写真。）

※①で撮影した新聞が判読できる
大きさ、解像度が必要
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種子吹付機　サンプル写真 法様式２－①（参考様式）

（No.　　）

機械名

法様式1-①整理番号 ①

製造番号

機械の撮影日 平成○○年○○月○○日

機械の撮影場所

機械保管場所

機械保管場所の所在地

機 械 写 真

○○市○○町○○番地

種子吹付機

○○○○

○○会社倉庫

○○会社倉庫

製造番号等が含

まれている全景

製造番号等の表
示内容が分かる
アップ写真

全景写真とアップ
写真を関連づけ
る部分写真

撮影日の新聞

を入れて撮影

（イメージはP58参照）

撮影日の新聞

を入れて撮影

（イメージはP58参照）

新聞の撮影面の例

入札参加資格申請
期間内の日付である
こと
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法様式３－①

資料 チェック事項 チェック欄

法様式１-①

（保有機械明細表） ・記載事項の記入漏れはありませんか？ □

・「添付書類」欄に全ての添付書類名を記入しましたか？ □

・リースによる自社保有の場合、リース契約期間は１年７ヶ月以上 □

　のものですか？

法様式１-①添付書類

・固定資産台帳の写しにおいて、以下４点の書類の写し全てを添付 □

　しましたか？

　・償却資産の明細書類の該当機械が記載されているページ □

　・償却資産の明細書類の償却の課税評価額の合計額が □

　　記載されているページ　※合計欄がない場合は全ページ必要

　　（最終ページ末尾に合計額を記載しましたか？）

　・市町村長の押印が付されている書類 □

　・名寄兼課税台帳等で償却の評価額の合計額が記載されて □

　　いる書類

・固定資産台帳の写しの年度に誤りはありませんか？ □

　（申請日と同年度の固定資産台帳）

・固定資産台帳の写しにおいて、該当機械の箇所を太枠 □

　で囲い、機械名・整理番号を記載し明示されていますか？

・リースの場合、リース契約書の写しは添付しましたか？ □

・リースの場合、貸し出し元の固定資産台帳等の写しは添付 □

　しましたか？

・償却資産の賦課期日（1月1日）より後に新規購入し又は、取得 □

　価格が「20万円未満」のため固定資産台帳に記載のない場合、

　売買契約書の写しを添付しましたか？

法様式２－①

（機械写真） ・法様式１-①で記入した「機械名」、「製造番号」と一致して □

いますか？

・写真は全景・部分・アップ写真全てありますか？ □

・全景・部分・アップ写真は全て同一方向から撮影しましたか？ □

・全景写真の場合、機械の全景写真中に銘板・製造番号等が □

　写っていますか？

・アップ写真の場合、銘板、製造番号等の表示内容が確認 □

　できますか？

・全景・部分写真に撮影日の新聞を入れて撮影しましたか？ □

・撮影日は入札参加資格申請期間内の日付ですか？ □

・新規購入により納品が申請期日を過ぎる場合、写真の代替 □

　として契約書等の写しを添付しましたか？

　（平成２９年３月２５日を期限として写真を提出すること）

提 出 資 料 事 前 チ ェ ッ ク リ ス ト
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吹付機

該当機械の記載欄

を太枠で囲い機械

名と整理番号を記

載し明示して下さ

い。

○○○○○○〒○○○－○○○○ ○○市△△町□□ ○○建設(株)

２３ 2011.04.01

ｱ)償却資産の明細書類（償却資産種類別明細書等）の該当機械が記載されているページ

固定資産台帳　サンプル

（種子吹付機①）
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  1 0  0 0 0  0 0 0

償却の課税評価額の合計額

「名寄帳兼課税台帳」の

償却の課税評価額の合計

額と一致します。

〒○○○－○○○○ ○○市△△町□□ ○○建設(株) ○○○○○○

２３ 2011.04.01

ｲ)償却資産の明細書類（償却資産種類別明細書等）で償却の課税評価額の合計額が記載されているページ

固定資産台帳　サンプル

※

※市町村が交付する ｢売却資
　産種類別明細書｣ に合計欄
　が設けられていない場合は、
　各資産の課税標準額を塗り
　つぶさず、各資産をたしあ
　わせて合計額を算出し記載
　する。
　このため、全てのページの
　写しを提出する。
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市町村長の押印

市町村
 長印

○　○

○○建設(株) ○○市△△町□□○○○－○○○○

○○市長

島根　太郎

○○○○○○

４ １

２３

23

23 23 23 23
22 22 22 22

ｳ)市町村が交付したことを証明する書類（市町村の押印が付されているページ）

固定資産台帳　サンプル
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  10 000 000

  1 0 , 0 0 0 , 0 0 0

「償却」の課税評価額の

合計額

「償却資産種類別明細書」

の課税評価額と一致します。

○　○
○○○－○○○○

○○市△△町□□○○建設(株)

○○○○○○

２３

23
22
23

22
23

22
23

22
23

ｴ)名寄帳兼課税台帳等で「償却」の課税評価額の合計額が記載されているページ

固定資産台帳　サンプル
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