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平成31･32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：11/1～12/28 ②納税証明書等の送信、申請書入力プログラムダウ

(インターネッ ンロード(建設工事)：11/1～H31/1/15 ③添付書類等の郵送(コンサル)：11/1～12/28 ④申請書データ作成シス

ト一元受付) テムダウンロード(コンサル)：11/1～H31/1/15 ⑤申請用データ受付：12/3～H31/1/15 ※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〉TEL06-7638-9927 納税証明書等送付用 FAX06-7638-9928

〈測量･建設コンサルタント等業務〉 TEL048-657-8744、FAX048-657-8745 ・開設期間：11/1～H31/1/15(9:00～

17:00) ※事務局は国土交通省大臣官房地方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･問合せ／備考

県 ＊工事・県内：12/3(月)～14(金) 【受付場所】①知事許可業者(所轄土木事務所庶務班又は総務用地班)

②大臣許可業者(県庁技術･建設業課)・県外：1/9(水)～22(火) 【受付場所】県庁技術･建設業課

＊コンサル(測量･調査等)・県内(本島･周辺離島)：12/3(月)～14(金) 【受付場所】県庁技術･建設業課

・県内(宮古･八重山地区)：1/9(水)～22(火) 【受付場所】所轄土木事務所総務用地班

・県外：1/9(水)～22(火) 【受付場所】県庁技術･建設業課

＊官公需特例：12/3(月)～14(金) 【受付場所】県庁技術･建設業課

【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 ・建設工事、業務委託(建設コンサルタント等) 【期間】市内･市外：12/3(月)～21(金) 県外：1/9(水)～22(火)

【受付場所】法制契約課(市役所５階) TEL 098-951-3253

那覇市 ・水道施設工事、水道材料購入及び漏水調査業務 【期間】市内･市外：12/3(月)～21(金) 県外：1/9(水)～22(火)

上下水道局 【受付場所】上下水道局総務課 TEL 098-941-7809 ※申請書等はＨＰからダウンロード(郵送受付不可)。

豊見城市 ・建設工事 ・測量及び建設コンサルタント等業務 【要領配布】H31/1/9～ ※HP及び都市計画課窓口

【期間】H31/2/1～2/28 【問合せ】都市計画課 TEL 850-5332

糸満市 ・建設工事 ・測量及びコンサルタント等 【受付期間】・建設工事：1/7～2/1 ・測量及びコンサルタント等：2/4～2/22

【申請書要領】市HPよりダウンロード 【受付場所】市役所３階３-ａ会議室(9:00～11:00 13:30～16:00)

【問い合わせ】財政課契約管財係 TEL 098-840-8120

南城市 ・建設工事、測量及び建設コンサルタント業務等 【期間】2/1～2/28(9:00～11:30、13:30～16:30) 【受付場所】市

役所２階 西側共用会議室(202) 【問合せ】都市建設課 TEL 917-5350

浦添市 ・建設工事(水道施設工事含む) ・測量及び建設コンサルタント等業務 ・漏水調査コンサルタント業務 ・量水器購

入 ・廃棄量水器売却 【受付期間】・県内業者：2/1～2/20 ・県外業者：2/21～2/28(9:00～11:00、13:30～16:00)

【申請書の配布及び提出】契約検査課(本庁５階) TEL 876-1234(内4512～4514) ※持参のみ(郵送不可) URL http://

www.city.urasoe.lg.jp/

浦添市 ・施設清掃及び調査業務 ・水質検査業務 ・ポンプ場保守管理業務 ・ポンプ場電気保守管理業務 【受付期間】2/1

下水道課 ～2/15(9:00～11:00、13:30～16:00) 【受付場所】下水道課(本庁５階) TEL 876-1234(内4661～4665) ※持参のみ(郵

送不可)

宜野湾市 ・建設工事、測量等建設コンサルタント業務 【受付期間】1/7～1/31 【受付場所及び問い合わせ】契約検査課 TEL

098-893-4425(直通) 【申請書類】12/10～ ※上記で配布及び市ＨＰよりダウンロード ※31年度の役務、物品の製造

及び購入等も追加受付

沖縄市 ・建設工事 ・測量及び建設コンサルタント業務等 【受付期間】12/3～12/21 【受付場所】市役所地下１階入札室

【問合せ】契約管財課 TEL939-1212(内2093･2099) ※申請様式等は市ＨＰ(https://www.city.okinawa.okinawa.jp/)

からダウンロード可。
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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 ・水道メーター修繕、漏水調査、水道資材購入 【受付期間】12/3～12/21 【受付場所】市役所地下２階契約管財課

水道局 【問合せ】水道局総務課 TEL937-6211 ※申請書類等は局HP(http://suido-okinawacity.jp/)からダウンロード可。

うるま市 ・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】12/4～1/31(土日、祝日及

び12/28～1/3の期間は除く) 【受付場所】本庁舎西棟２階検査課窓口 【問合せ】都市建設部検査課(入札審査係) TE

L923-7605 ※提出要領及び申請書データ等は市ＨＰ(http://www.city.uruma.lg.jp/index.php)からダウンロード可。

名護市 ・建設工事 ・測量及び建設コンサルタント 【受付期間】・市内業者：12/３～12/21 ・市外業者：(あ･か行)12/3～1

2/７ (さ･た･な行)12/10～12/14 (は･ま･や･ら･わ行)12/17～12/21 ※五十音順に受付期間を指定

【受付場所】総務部工事契約検査課 TEL0980-53-1212(内線189/255) ※申請書類等は市HPからダウンロード

宮古島市 ・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 【受付場所】総務部契約検査課入札契約

係(下地庁舎1F) TEL 0980-76-3197 ※持参受付

石垣市 建設工事、測量及び建設コンサルタント等業務 【受付期間】・市内業者及び準市内業者：2/1～2/28 ・県内業者及び

県外業者：1/16～2/15(9:00～11:00 13:30～16:00/土日月･祝祭日除く) 【申請書類】市ＨＰよりダウンロード 【受

付･問い合わせ】契約管財課契約検査係 TEL 0980-82-9911(内145･147) TEL 0980-83-1924(直通) (受付場所：市役所

２階第１会議室) ※持参受付のみ(郵送不可)

【南部地区】

南風原町 建設工事、測量及びコンサル、物品･その他 【受付期間】2/1～2/28(24時間対応) 【申請方法】インターネットによ

る申請に限る ※申請ＩＤ･パスワード取得は1/15から ※書類はＰＤＦ形式で添付 【問合せ】まちづくり振興課 TE

L 889-4412

与那原町 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】2/1～2/28(9:00～12:00、13:30～17:00)

【受付場所･問合せ】まちづくり課 TEL 945-7244

八重瀬町 ・建設工事、測量･コンサルタント及び物品 【期間】2/1～2/28(9:00～11:30、13:30～16:30) ※登録番号別指定日有

り(未登録は期間中随時受付) 【場所】町役場２階会議室③ 【問合せ】土木建設課 TEL 998-2623

久米島町 ・建設工事、測量及び建設コンサルタント業務、物品等 【受付期間】2/1～2/28 ※県へ提出した書類写し一式(県受

付印のあるもの) ※ファイル綴じは行わないこと ※郵送可(2/1～2/28消印有効) 【受付場所】〒901-3193 久米島

町字比嘉2870番地 【提出･問合せ】総務課 TEL 985-7121 FAX 985-7080

渡嘉敷村 ・建設工事 ・測量及び建設コンサルタント業務 【受付期間】2/1～2/28 ※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 ・建設工事、測量及び建設コンサルト業務、物品 【受付期間】2/1～2/28 ※県様式 【提出･問合せ】経済課 TEL 98

9-2066

南大東村 ・建設工事、測量及び建設コンサルタント業務、物品、その他 【提出書類】県の受付済み書類一(写し可) ※持参のみ

受付(他社からの預かり書類は受付不可) 【受付期間】1/10～3/29 【問合せ】土木課 TEL 09802-2-2038

座間味村 ・建設工事 ・測量及び建設コンサルタント業務 【受付期間】2/1～28 ※県様式 ※CD持参のうえ窓口に提出(郵送

不可) 【受付場所･問合わせ】産業振興課 TEL 987-2312

粟国村 ・建設工事 ・測量及び建設コンサルタント業務 ・物品他 【受付期間】1/30～2/28(予定) 【提出先･問合せ】経済

課 TEL 098-988-2033 ※郵送不可 ※県様式･村様式 ※申請書は村ＨＰからダウンロード http://www.vill.aguni.o

kinawa.jp/

【中部地区】

北谷町 ・建設工事 ・測量及び建設コンサルタント等業務 【提出要領等配布】12/3～H31/2/28 ※町ＨＰからダウンロード

【受付期間】2/1～2/28(9:00～11:30、13:30～16:00) 【受付場所】役場２階(205会議室) ※郵送不可

【問合せ先】都市計画課計画係 Eメール:toshikeikaku@chatan.jp ※電話不可

嘉手納町 ・建設工事、測量及び建設コンサルタント業務等 【受付】2/1～2/28(9:00～11:30、13:30～16:30) 【受付･問い合わ

せ】都市建設課３階 TEL 956-1111(内334) 【提出要領】町ＨＰよりダウンロード

西原町 建設工事、測量及び建設コンサルタント業務等 【期間】1/15～2/8(9:00～11:30、13:30～16:30) ※H29･30年度の登

録番号で受付期間を指定 ※( )書きは建設コンサルタント等の登録番号 ・1/15～1/18：1～200(120) ・1/21～1/25：

201(121)～400(240) ・1/28～2/1：401(241)～600(360) ・2/4～2/8：601(361)以降 【提出場所】役場３階(会議室４)

※郵送不可 【問合せ】土木課庶務係 TEL 098-945-4415 【申請要領】町HPからダウンロード http://www.town.nis

hihara.okinawa.jp

読谷村 ・建設工事、測量及び建設コンサルタント等業務 【期間】2/1～2/28(9:00～11:00、13:30～16:00) 【受付場所及び

問合せ】土木建設課 TEL 982-9200(内線203) 【提出要領】村指定様式 ※村役場ＨＰよりダウンロード

中城村 建設工事、測量及び建設コンサルタント業務等 【期間】２月１日～２月28日(9:00～11:30、13:00～16:30) 【提出場

所･問合せ】総務課 TEL 098-895-2131 ※郵送不可 【要領･様式】村ＨＰからダウンロード http://www.vill.nakag

usuku.okinawa.jp/index.jsp
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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

北中城村 ・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(9:00～11:30、13:30～16:00)

【受付場所】役場第１庁舎３階第１会議室 総務課となり 【問い合わせ】総務課総務係 TEL 935-2233(内線315)

【提出要綱】村ＨＰよりダウンロード

【北部地区】

本部町 ・建設工事 ・建設コンサルタント 【受付期間】2/1～2/28 ※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) 【受付場所】建設課 TEL 0980-47-2111 ※持参(離島、県外は郵送可)

金武町 【受付期間】・工事：2/1～2/12 ・測量及び建設コンサルタント：2/14～2/22 ・予備日(指定日に提出できなかった業

者)：2/25～2/28 【受付場所】町役場２階建設課 TEL 968-2443 【提出書類】県または国土交通省様式。 ※郵送不

可(但し県外業者のみ郵送可)

国頭村 ・建設工事 ・測量及び建設コンサルタント業務 【受付期間】2/1～2/28 ※持参 ※県様式 【受付場所】企画商工

観光課 TEL 0980-41-2622(直通)

大宜味村 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 ※持参受付のみ ※県様式(村長名記入)

【受付･問い合わせ】総務課 TEL 0980-44-3001

東村 ・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】2/1～2/28(9:30～12:00、13:30

～17:00) ※県様式 ※県内に支店、営業所等の事務所が無い場合に限り郵送可(2/28消印有効) 【受付場所】建設環

境課 TEL 0980-43-2205

今帰仁村 ・建設工事 ・測量及び建設コンサルタント業務 ・物品等 【受付期間】2/1～2/28 ※持参 ※県様式（色指定有）

【受付場所】企画財政課 TEL 0980-56-2114

宜野座村 ・建設工事 ・測量･建設コンサルタント業務等 ・物品等 【受付期間】2/1～2/28 ※宜野座村長宛申請書原本

※県様式（受付印が押印されているもの） 【受付場所】建設課 TEL 098-968-8564 ※持参(県外業者のみ郵送可)

恩納村 ・建設工事 ・コンサルタント ・物品･役務 【受付期間】2/1～2/28 ※県様式 ※県外業者のみ郵送可

【問合せ】建設課 TEL 966-1203

伊是名村 建設工事、測量及び建設コンサルタント･物品等 【受付期間】2/1～2/28※県様式 ※郵送可【受付場所】建設環境課

TEL 0980-45-2004

伊平屋村 ・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 【受付期間】1/15～2/28 ※県様式 【受付場所】

建設課 TEL 0980-46-2176 ※郵送可(受付票を返信希望の場合は82円切手を貼った返信用封筒を同封のこと）

伊江村 ・建設工事 ・測量及び建設コンサルタント ・物品等 【受付期間】2/1～2/28 【受付場所】建設課 TEL 0980-49-3

162 ※県様式 ※郵送可

【八重山地区】

竹富町 ・建設工事、建設コンサルタント等業務 【期間】1/16～2/28(9:00～11:30、13:30～16:00) 【受付場所】総務課

【提出方法】持参のみ(町HP参照) 【問合せ】総務課 TEL 0980-82-6191

与那国町 ・建設工事 ・建設コンサルタント等業務 【期間】2/1～2/28(9:00～17:00･昼食時間除く) 【受付場所】まちづくり

課 【提出方法】持参(町HP参照) 【問合せ】まちづくり課 TEL 0980-87-3580

【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 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(9:30～11:30、13:30～16:00)

【受付場所･問合せ】総務課(庁舎１階) TEL 998-5018 ※持参のみ 【提出要領】申請書はHPよりダウンロード
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