㈱沖縄建設新聞
2021/1/18 更新

2021･2022年 度 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 受 付 一 覧
【国】
官公庁
国土交通省

受付区分／配布等／受付期間／提出･問い合せ／備考
[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)
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
県

※一元受付の対象内容、各参

受付区分／配布等／受付期間／提出･問い合せ／備考
※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
那覇市

受付区分／配布等／受付期間／提出･問い合せ／備考
[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、測量及び建設コンサルタント等業務 [受付期間]1/25～2/12(2/12消印有効) [申請方法]郵送とＷＥ
Ｂデータ入力の両方必要 ※郵送とＷＥＢデータ入力はできるだけ同日に行うこと [要領及び申請書等]市ＨＰからダ
ウンロード [郵送先及び問い合わせ]〒901-0292 豊見城市宜保一丁目１番地１ 豊見城市役所 都市計画部 都市計
画課 検査班 TEL 098-850-0153(入札参加資格審査受付専用ダイヤル)
[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

浦添市

[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
[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
沖縄市

受付区分／配布等／受付期間／提出･問い合せ／備考
[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
[対象]水道メーター修繕、漏水調査、水道資材購入 [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
水道局 領は沖縄市上下水道局HPに掲載) [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
うるま市

大防止のため) [問い合わせ]沖縄市上下水道局(総務課)TEL937-6211 ※受付終了
[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)
TEL923-7605

名護市

[問い合わせ]検査課(入札審査係)

[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。

宮古島市

[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)
[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]2/1～2/28 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の

石垣市

ため、申請は郵送のみの受付(28日消印有効) [郵送先]〒906-8501 宮古島市平良字西里1140番地 宮古島市総務部契
約検査課入札契約係(TEL 0980-72-1044) [申請書類]市ＨＰからダウンロード
[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

与那原町

[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
[対象]建設工事(県内･県外)、測量･建設コンサルタント等業務 [受付期間]2/1～2/26 [申請方法]持参のみ(郵送不可)
※申請書類等は町ＨＰからダウンロード
098-945-7244

八重瀬町

[受付期間]2/1～2/28

[提出場所･問い合わせ]第２庁舎(仮設プレハブ庁舎１Ｆ) まちづくり課

TEL

[対象]建設工事、測量及び建設コンサルタント等業務、物品関係 [受付期間]2/1～2/26(土･日･祝祭日は除く) [提出
方法]持参及び郵送 ※２月26日(金)消印有効 ※できるだけ郵送で申請すること ※持参の場合、平成31･32年度の登
録番号で受付日を指定、町ＨＰにて登録番号一覧表･割り振り表を確認すること [持参申請受付時間及び受付場所]9:00

久米島町

～11:30、13:15～16:30 八重瀬町役場 ２階会議室(３) ※農林水産課近く [送付先･問い合わせ]〒901-0492 八重
瀬町東風平1188番地 土木建設課 TEL 098-998-2623
[対象]建設工事、測量及びコンサルタント業務、物品等 [受付期間]2/1～2/26 [提出方法]メールのみ(提出用メール

渡嘉敷村

アドレスは2/1より公開) [問合せ等]総務課 TEL 985-7121 FAX 985-7080
[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持参又は郵送

[受付

渡名喜村

場所･郵送先･問合せ]〒901-3501 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷 183 総務課 TEL 987-2321 ※県内外業者とも可
[対象]建設工事、測量及び建設コンサルタント等業務、物品製造等業務 [受付期間]2/1～2/26 ※郵送のみ(新型コロ
ナウイルス感染拡大防止対策として) [提出書類等]県様式 [受付場所]〒901-3692 沖縄県島尻郡渡名喜村1917番地の

南大東村

３ 渡名喜村役場経済課 土木･建築係TEL989-2066 FAX989-2197
[対象]工事、委託、物品 [提出書類]県の受付済み書類一式(写し)、村の入札要綱はなし [提出方法]郵送受付
期間]2/1～2/26 [有効期間]4/1～R5/3/31 [問合せ]南大東村役場土木課 TEL 0980-22-2038

座間味村

・建設工事 ・測量及び建設コンサルタント業務
所･問合わせ]産業振興課 TEL 987-2312

[受付期間]2/1～2/26

※県様式

※CD窓口持参又は郵送

[受付

[受付場

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
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官公庁
嘉手納町

西原町

受付区分／配布等／受付期間／提出･問い合せ／備考
[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]2/1～2/26 [提出要領]町ＨＰからダウンロード [申
請方法]郵送のみ(2/26消印有効) [申請及び問い合わせ先]〒904-0293 嘉手納町字嘉手納588 嘉手納町役場都市建設
課施設管理係 TEL 098-956-1111(内線335) メールアドレス：kanri@town.kadena.okinawa.jp
[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]今回に限り郵送のみ(必着) ※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

[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]2/1～2/26 ※郵送のみ(26日消印有効) [受付場所
及び問い合わせ]都市計画課道路管理係 〒904-0392 読谷村字座喜味2901番地 FAX：098-982-9219 メール：info-to
kei@yomitan.jp [提出要領]村指定様式：村ＨＰよりダウンロード

中城村

[対象]建設工事、測量及び建設コンサルタント業務等 [受付期間]2/1～2/26(土･日･祝祭日は除く) ※申請書類等は村
HP(http://www.vill.nakagusuku.okinawa.jp/index.jsp)からダウンロード [提出方法]原則「郵送」受付(新型コロナ

北中城村

ウイルス感染拡大防止のため) [郵送先]〒901-2493 中城村字当間585番地１ 中城村新庁舎 [問い合わせ]総務課
TEL 098-895-2131
[対象]建設工事、測量･建設コンサルタント等、物品･その他 [受付期間]2/1～2/28 ※郵送のみ(消印有効) [郵送先
及び問い合わせ先]〒901-2392
からダウンロード。

北中城村字喜舎場426-2

総務課総務係(内線213)

[提出要綱及び様式]村ホームページ

【北部地区】
本部町
[対象]建設工事･コンサルタント業務 [受付期間]2/1～2/26(必着) ※本部町長宛申請書原本 ※県様式(受付印が押印
されているもの) ※郵送のみ(その際、受領書返信のための返信用封筒を同封) [受付及び問い合わせ]〒905-0292 本
金武町

部町字東５番地 本部町役場 建設課 TEL 0980-47-2111
[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]2/1～3/1

[提出方法]新型コロナウイルス感染症防止

の観点から、郵送での提出(申請書類等１部)※町内業者に限り、窓口での受付可 [提出書類]ＨＰ別添提出書類一覧を
参照 [提出先及び問い合わせ先]金武町役場 建設課 〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武１番地 TEL 098-968-2
443
国頭村
大宜味村

[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(受付印があるもの) ※持参(村長
知花靖宛) [提出先]国頭村役場 企画商工観光課
[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]2/1～2/26(必着) ※県様式(受付印があるもの) [提
出方法]村外全ての事業者に対しては原則郵送(一般書留･簡易書留)による受付する。村内に本店のある申請者に限り持
参可能 ※但し村外の行政書士が代理申請する場合は(一般書留･簡易書留)による提出。 ※大宜味村長宛申請書 [提

東村

出先及び問い合わせ]〒905-1392 大宜味村字大兼久157番地 大宜味村役場 総務課 TEL 0980-44-3001
[対象]建設工事、測量及び建設コンサルタント等業務、物品購入･役務等 [受付期間]2/1～2/26消印有効 ※県様式(受
付印があるもの)郵送を原則とする。 [提出先及び問い合わせ]〒905-1292 東村字平良804番地 東村役場 建設環境

今帰仁村

課宛 TEL 0980-43-2205
[対象]建設工事及びコンサルタント、物品等 [受付期間]2/1～2/26(当日消印有効) [提出方法]申請書受付一覧表
はメールで提出。Mail:nyuusatsu@vil.nakijin/lg.jp ※上記以外の様式は郵送(紙媒体)での受け付け(村長 久田

宜野座村

恩納村

伊是名村
伊平屋村

伊江村

公也 宛)※県様式(受付印があるもの)(色の指定有) [提出先及び問い合わせ]〒905-0492 今帰仁村字仲宗根219番
地 今帰仁村役場 企画財政課 財政係 TEL 0980-56-2114
[対象]建設工事･測量及び建設コンサル等業務 [受付期間]2/1～3/10 ※郵送は県外業者のみ可(3/10消印有効。返信用
封筒に切手を貼付して同封)追加受付は行っていない。 [提出書類及び方法]※宜野座村長宛申請書原本 ※県様式(写
し)受付印が押印されているもの ※申請書はＡ４Ｓ型ファイル綴じ(色は黄色) [提出先及び問い合わせ]〒904-1392
宜野座村字宜野座296番地 宜野座村役場 建設課 TEL 098-968-8564(直通)
[対象]建設工事、コンサルタント、物品･役務等 [受付期間]2/1～2/28(土･日･祝祭日は除く) [提出書類]申請書類等
は村HP(http://www.vill.onna.okinawa.jp/index.php)からダウンロード ※建設工事及びコンサルタントについては、
県に提出した書類の写し一式(県の受付済印が押されているもの。FD不可)を提出 [提出方法]原則郵送のみ ※２月28
日消印有効(村内業者に限り、窓口での受付が可能) [持参申請受付時間及び受付場所]恩納村役場２階、第３会議室(9:
00～11:30、13:00～16:30) [問い合わせ]建設課 TEL 966-1203
[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
[対象]建設工事及び建設コンサルタント、物品製造等 [受付期間]1/12～2/26(当日消印有効) ※県様式 ※郵送(受付
票を返信希望の際は、必ず84円切手を貼り返信用封筒を同封してください) [受付場所及び問い合わせ]〒905-0793 伊
平屋村字我喜屋251 伊平屋村役場 建設課 TEL 0980-46-2176 ※すべて所管課宛名で郵送してください。
[対象]建設工事、測量及び建設コンサルタント、物品 [受付期間]2/1～2/26(2/26消印有効) ※県様式 ファイル綴で
持参または郵送 [受付及び問い合わせ]〒905-0592 伊江村字東江前38番地 伊江村役場 建設課 TEL 0980-49-3162
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㈱沖縄建設新聞
2021/1/18 更新
【宮古地区】
官公庁
多良間村

受付区分／配布等／受付期間／提出･問い合せ／備考
[区分]建設工事、測量設計及び建設コンサルタント等業務 [受付]・期間 2/1～2/28 ・方法 持参･郵送とも可(返信
用封筒を同封) ※申請書類はＡ４版Ｓ型フラットファイルに申請する職種に応じてファイルの色分けをし提出する。建
設工事(緑色)、測量及び建設コンサルタント(黄色)、物品購入その他業務(ピンク) ※要領は沖縄県様式(村ＨＰからダ
ウンロード) [問い合わせ及び郵送先]〒906-0692 沖縄県宮古郡多良間村字中筋99-２ 土木建設課土木係 TEL 098079-2127

【八重山地区】
官公庁
竹富町

受付区分／配布等／受付期間／提出･問い合せ／備考
[対象]建設工事、測量及び建設コンサルタント業務等 [受付期間]1/12～2/26(平常日を除く) ９時～11時30分、13時3
0分～16時 ※郵送の場合は締切日の消印有効。 [申請方法]①郡内業者(竹富町内及び石垣市内)については持参又は郵
送による受付。 ②郡外業者(県内･県外)は郵送による受付。 ※郡内在住者で司法書士等の代理持参は可。 [郵送･提
出先]〒907-8503 石垣市美崎町11番地の１ 竹富町総務課入札参加審査係 TEL 0980-83-1149(直通) ※申請書類等は
町HPからダウンロード

与那国町

【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 [対象]建設工事、コンサルタント業務、物品購入その他業務 [受付期間]2/1～2/28 ※28日消印有効 [提出方法]
郵送のみ [提出要領等]ＨＰよりダウンロード [送付先･問い合わせ]〒901-0494 八重瀬町字東風平1473番地２
南部水道企業団 総務課 TEL 098-998-5018
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