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2021･2022年度入札参加資格審査申請受付一覧

【国】

官公庁 受付区分／配布等／受付期間／提出･問い合せ／備考

国土交通省 [受付スケジュール]①パスワード発行申請:11/2～12/28 ②納税証明書等の送信、申請書入力プログラムダウンロ

(インターネッ ード(建設工事):11/2～R3/1/15 ③添付書類等の郵送(コンサル):11/2～12/28 ④申請書データ作成システムダウ

ト一元受付) ンロード(コンサル):11/2～R3/1/15 ⑤申請用データ受付:12/1～R3/1/15 ※システム稼働時間は平日9:00～17:00

※土･日･祝日･年末年始(12/29～1/3)は運休 [参加機関]1.国土交通省大臣官房会計課所掌機関(大臣官房会計課、

各地方運輸局、航空局、各地方航空局、気象庁、海上保安庁、運輸安全委員会、海難審判所及び国土技術政策総合

研究所･横須賀庁舎)、2.国土交通省地方整備局(「道路･河川･官庁営繕･公園関係」及び「港湾空港関係」)、大臣

官房官庁営繕部及び国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く)、3.国土交通省北海道開発局、4.国土交通省国土

地理院▽、5.法務省、6.財務省財務局、7.文部科学省、8.厚生労働省、9.農林水産省大臣官房予算課▼･農林水産

省地方農政局･林野庁、10.経済産業省、11.環境省、12.防衛省、13.最高裁判所、14.内閣府・内閣府沖縄総合事務

局、15.東日本高速道路㈱、16.中日本高速道路㈱、17.西日本高速道路㈱、18.首都高速道路㈱、19.阪神高速道路

㈱、20.本州四国連絡高速道路㈱、21.(独)水資源機構、22.(独)都市再生機構、23.日本下水道事業団、24.(独)鉄

道建設･運輸施設整備支援機構 ※▼は建設工事のみ、▽は測量･建設コンサルタント等業務のみの参加機関。

[ヘルプデスク(申請システム等)]〈工事〉TEL052-307-5968 納税証明書等送付用 FAX052-307-5970 〈測量･建

設コンサルタント等業務〉TEL092-402-1958、FAX092-402-1968 ・開設期間:11/2～R3/1/15(9:00～17:00) ※事

務局は国土交通省大臣官房会計課公共工事契約指導室:TEL03-5253-8111(内21962) ※一元受付の対象内容、各参

加機関の問合わせ先等、詳細は国土交通省HP参照。

【県】

官公庁 受付区分／配布等／受付期間／提出･問い合せ／備考

県 ※入札参加申請の窓口受付は予約制 ※申請方法は県内業者が窓口と郵送、県外業者が郵送のみ

[予約期間]11/16～30 宮古地区、八重山地区の測量及びコンサルは12/17～25

[知事許可業者、測量及びコンサル(宮古地区、八重山地区)]△北部土木事務所庶務班 TEL 0980-53-1255 △中部土

木事務所庶務班 TEL 098-894-6510 △南部土木事務所庶務班 TEL 098-866-1129 △宮古土木事務所総務用地班

TEL 0980-72-2769 △八重山土木事務所総務用地班 TEL 0980-82-2217

[大臣許可業者、測量及びコンサル(本島及び周辺離島)]△技術･建設業課建設業指導契約班 TEL 098-866-2374

【 市】

官公庁 受付区分／配布等／受付期間／提出･問い合せ／備考

那覇市 [受付期間]12/1～12/21(当日消印有効) ※市内･市外･県外業者の申請期間は同一 [申請方法]窓口持参不可、郵送のみ

※CD-Rにデータ保存し、必要書類に同封し郵送 [郵送先･問い合わせ]那覇市総務部法制契約課工事契約グループ 〒90

0-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 TEL 951-3253

那覇市 [対象]水道施設工事･上下水道材料購入･漏水調査業務 [受付期間]12/1～12/21(当日消印有効) [申請方法]窓口持参不

上下水道局 可、郵送のみ ※申請書類等は市ＨＰからダウンロード。 [郵送先･問い合わせ]那覇市上下水道局総務課契約検査室

〒900-0006 那覇市おもろまち１丁目１番１号 TEL 098-941-7809

豊見城市

糸満市 [対象]建設工事、測量･建設コンサルタント業務等 [申請方法]郵送のみ ※郵便物に｢入札参加資格審査申請書(建設工

事又は測量等)在中」と表書き ※申請書類等は市HPからダウンロード [受付期間]・建設工事:１月４日(月)～27日(水)

※27日消印有効 ・測量･コンサル業務等:２月１日(月)～19日(金) ※19日消印有効 [郵送先･問い合わせ]〒901-0392

糸満市潮崎町１丁目１番地 糸満市役所 財政課 契約管財係 TEL 098-840-8120(内線2752)

南城市 [対象]建設工事、測量及び建設コンサルタント業務 [受付期間]2/1～2/26 ※申請書類等は市ＨＰからダウンロード。

[申請方法]窓口持参、郵送(26日消印有効) [提出場所]市役所２階 東側共用会議室(211) [郵送先･問い合わせ]〒901

-1495 南城市佐敷字新里1870番地 都市建設課 TEL 098-917-5350

浦添市 [対象]建設工事(水道施設含む)、測量及び建設コンサルタント等業務など [受付期間]2/1～2/26(26日消印有効) ※申

請書類等は市ＨＰからダウンロード。 [申請方法]原則「郵送」受付 [郵送先･問い合わせ]〒901-2501 浦添市安波茶

一丁目１番１号 契約検査課 契約検査係 TEL 098-876-1254

浦添市

下水道課

宜野湾市 [対象]建設工事、測量等建設コンサルタント業務、役務･物品の製造および購入等 [提出要領]12/10にホームページに

掲載および契約検査課にて配布予定 [申請期間]1/4～1/29(当日消印有効) [申請方法]郵送のみ [申請場所(送付先)]

〒901-2710 宜野湾市野嵩1-1-1 総務部契約検査課
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官公庁 受付区分／配布等／受付期間／提出･問い合せ／備考

沖縄市 [受付期間]11/30～12/18 [申請書類]提出要領により作成し提出。(要領は沖縄市役所HPに掲載。データはCD-ROMに入力

して発送) [提出方法]郵送のみ(12月18日の消印(発送分)まで有効)(新型コロナウイルス感染拡大防止のため) [問い

合わせ]沖縄市役所 TEL 939-1212(代) ①建設工事、測量･建設コンサルタント業務：契約検査担当(内2093･2099) ②

警備業務、清掃業務、建物設備管理業務、その他設備業務(建物に付属する設備保守に限る)：管財係(内2096) ③物品

購入等：管財係(内2097)

沖縄市

水道局

うるま市 [対象]・建設工事 ・測量及び建設コンサルタント等 ・物品･製造 ・警備･清掃等 [受付期間]12/1～1/29 [申請書

類]提出要領により作成し提出(うるま市HPからダウンロード可、データはCD-ROMに入力して発送) [提出方法]郵送のみ

[21年１月29日の消印(発送分)まで有効](新型コロナウイルス感染拡大防止のため) [問い合わせ]検査課(入札審査係)

TEL923-7605

名護市 [対象]・建設工事 ・測量及び建設コンサルタント等業務 [受付期間]12/1～12/28(期限必着) [申請要領等]11月中旬

にホームページで公開予定(窓口での配布は行わない) [対象]物品･役務等 [受付期間]2/1～2/19(予定) [申請要領

等]１月にホームページで公開予定(窓口での配布は行わない) ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送で受付。

[郵送先･問い合わせ先]名護市総務部工事契約検査課 〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目１番１号 TEL 0980-53-1212

(内線189/255)

宮古島市

石垣市 [区分]建設工事、測量及び建設コンサルタント等業務 [受付期間]①郵送：1/8～2/26(締切日消印有効) ②窓口：1/26

～2/26(市内業者のみ)(9:00～11:00、13:30～16:00/土日月･祝祭日は除く/原則、事前予約) [受付場所及び問い合わせ]

〒907-8501 石垣市役所契約管財課契約検査係 TEL 0980-83-1924(直通) [申請書類]市ＨＰよりダウンロード

【南部地区】

南風原町 [対象]建設工事、測量･建設コンサルタント等業務、物品購入及びその他業務 [受付期間]2/1～2/28 [申請方法等]イ

ンターネット申請のみ ※町ＨＰにてＩＤ･パスワードを取得し、システム入力を行う(ＩＤ･パスワードは2021年１月中

旬から取得可) ※添付書類はＰＤＦ形式で提出 [問い合わせ]まちづくり振興課 TEL 098-889-4412

与那原町

八重瀬町

久米島町

渡嘉敷村 [対象]・建設工事 ・測量及び建設コンサルタント業務 [受付期間]2/1～2/26 ※県様式 ※CD持参提出 [受付場所･

問合せ]総務課 TEL 987-2321

渡名喜村

南大東村

北大東村 [対象]建設工事、測量及び建設コンサルタント等業務、物品等 [受付期間]9/30まで ※受付期間を延長 [提出方法]

持参のみ受付(他社からの預かり書類は原則受け付けない) [提出書類]村HP参照 [担当課]建設課 TEL 09802-3-4463

座間味村

粟国村

【中部地区】

北谷町 [対象]建設工事、測量及び建設コンサルタント等業務 [提出要領等の配布]12/1～2/26 ※町ＨＰからダウンロード

[受付期間]2/1～2/26(必着) [申請方法等]郵送のみ(※持参不可) 郵送宛先：〒904-0192 北谷町字桑江226 北谷町

役場都市計画課 [問い合わせ]都市計画課計画係(電話不可) メールアドレス：toshikeikaku@chatan.jp

嘉手納町

西原町 [対象]建設工事･測量及び建設コンサルタント等業務 [受付期間]R3/1/12～2/5 ※19･20年度の登録番号で受付期間指

定、カッコ書きは建設コンサル等の登録番号 ・1/12～1/15〈1～150(120)〉 ・1/18～1/22〈151(121)～300(240)〉

・1/25～1/29〈301(241)～450(360)〉 ・2/1～2/5〈451(361)以降〉 [申請方法]窓口持参のみ、郵送不可 ※申請書

類等は町ＨＰからダウンロード。 [提出場所]役場３階(会議室４) [問い合わせ]土木課庶務係 TEL 098-945-4415

読谷村

中城村

北中城村

【北部地区】

本部町

金武町

国頭村

大宜味村
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官公庁 受付区分／配布等／受付期間／提出･問い合せ／備考

東村

今帰仁村

宜野座村

恩納村

伊是名村 [対象]建設工事、測量及び建設コンサルタント等、物品等 [受付期間]2/1～2/26 ※県様式、郵送受付、当日消印有効

[受付及び郵送先]〒905-0695 伊是名村仲田1203 建設環境課 TEL 0980-45-2004

伊平屋村

伊江村

【八重山地区】

官公庁 受付区分／配布等／受付期間／提出･問い合せ／備考

竹富町

【独法･行政事務組合等】

官公庁 受付区分／配布等／受付期間／提出･問い合せ／備考

南部水道企業団
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