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 １   入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 

 

 

１ 入札参加資格登録の概要 

 

（１） 入札参加資格者名簿への登録 

    公共工事等の適正な施工を確保するためには、工事等の規模及び内容に応じた技術水準等を

有する建設業者等を選定して工事等を発注する必要があります。 

    このことから、大阪府の発注する建設工事等を受注するにふさわしい建設業者等を選定する

ため、あらかじめ入札参加資格審査を行い、有資格者名簿に登録する制度を実施しています。 

    大阪府の建設工事等の入札参加資格登録には、 

「建設工事競争入札参加資格」 

「測量・建設コンサルタント等競争入札参加資格」 

「経常建設共同企業体入札参加資格」 

「建設工事一般競争入札（特定調達契約）参加資格」の４種類があります。 

    なお、「建設工事競争入札参加資格」、「測量・建設コンサルタント等競争入札参加資格」及び

「建設工事一般競争入札（特定調達契約）参加資格」の登録は２年ごとに更新申請が必要です。 

「経常建設共同企業体入札参加資格」の登録は１年ごとに新規申請が必要となっています。 

 

（２） 入札参加資格者名簿の公表 

    「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律｣（平成１２年法律第１２７号）第７

条の規定により、入札参加資格者名簿を公表しています。 

    公表する内容は、商号又は名称、代表者氏名、所在地、電話・ＦＡＸ番号、等級区分（建設

工事の土木一式、建築一式、電気、管、舗装工事の５業種のみ）等です。 

    なお、名簿はインターネットにより大阪府電子調達（電子入札）システムホームページで公

表しています。http://eawww.e-nyusatsu.pref.osaka.jp/egovwww/jsp/KJSG3410.html 

 

（３） 申請内容等の公開 

    入札参加資格審査申請時の申請及び審査内容等については、入札参加資格審査事務及び契約

事務にのみ使用しますが、大阪府公文書公開条例によりその全部又は一部を公開することがあ

ります。 

 

（４） 建設工事競争入札参加資格等の等級区分（ランク付け） 

    大阪府では、「建設工事競争入札参加資格」及び「経常建設共同企業体入札参加資格」の登録

業種のうち、土木一式、建築一式、電気、管、舗装工事の５業種については、３～６段階の等

級に区分して資格の認定をします。認定後は、各発注工事ごとにその等級区分に応じて競争入

札を行うこととなります。 

    なお、建設工事競争入札参加資格審査における等級区分評点等については、その一部を見直

し、平成２１・２２年度の入札参加資格審査から適用しています。 

   （詳細は、「２建設工事競争入札参加資格」（Ｐ－８以降）を参照してください。） 
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（５） 各入札参加資格登録の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

「建設工事競争入札参加資格」 

 

 

 

 

 

 

「測量・建設コンサルタント等 

 競争入札参加資格」 

① 大阪府が発注する競争入札（ただし、特定調達契約を除く。）

に参加できます。 

  ・競争入札参加資格者名簿に登録されている者が参加しよう

とする入札の資格確認申請を行い、資格があると認められた

場合に入札に参加できます。 

 

② 入札参加資格審査申請の受付時期 

種別 受付時期 資格有効期間 

 

定期受付 

（更新） 

（新規） 

 

２年に１回 

（１１月～１２月） 

 

受付の翌年度の４月

１日から２年間 

 

 

 

 

随時受付 

（新規） 

（業種・業

務追加） 

 

 

 

毎月１０日まで 

（４月～翌年２月） 

 

※毎月１０日までに

申請のあったもの

で、添付書類が同月

１５日までに到着し

たものについて、翌

月１日に資格認定・

名簿登録。 

 

 

 

 

 

 資格認定日（毎月１

日）から定期申請の有効

期間内 

 

 詳しくは、「２ 建設工事競争入札参加資格」又は「３ 測量・

建設コンサルタント等競争入札参加資格」を参照してください。 

 

※ 原則、一般競争入札（電子入札）となっています。 
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「経常建設共同企業体入札参加

資格」 

 

※ 建設工事の参加資格です。

（測量・建設コンサルタント

等は、該当しません。） 
 

① 大阪府が発注する競争入札（ただし、特定調達契約を除く。）

に参加できます。 

  建設工事競争入札参加資格者名簿に登録されている者から

構成され、継続的な協業関係を確保することにより、経営力・

施工力等を強化する目的で結成された建設共同企業体である

必要があります。 

  ・経常建設共同企業体入札参加資格者名簿に登録されている

者が参加しようとする入札の資格確認申請を行い、資格があ

ると認められた場合に入札に参加できます。 

 

② 入札参加資格審査申請の受付時期 

  毎年１回、（２月～３月）受付をします。 

  資格有効期間は、翌年度の４月１日から１年間です。 

 

※ 原則、一般競争入札（電子入札）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「建設工事一般競争入札（特定調

達契約）参加資格」 

 

※ 建設工事の参加資格です。

（測量・建設コンサルタント

等は、該当しません。） 
 

① 政府調達に関する協定の取扱いに関し定められた「地方公共

団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」に

よる契約を対象とした、大阪府が発注する競争入札（国際競争

入札）に参加できます。 

予定価格が、２６億３千万円（平成２１年度）以上の工事と

なります。 

  ・建設工事一般競争入札（特定調達契約）参加資格者名簿に

登録されている者が参加しようとする入札の資格確認申請

を行い、資格があると認められた場合に入札に参加できま

す。 

 

② 入札参加資格審査申請の受付時期 

種別 受付時期 資格有効期間 

 

定期受付 

（更新） 

（新規） 

 

２年に１回 

（１１月～翌年３

月） 

 

受付の翌年度の４月

１日から２年間 

随時受付 

（新規・業

種追加） 

 随時に申請可 

※申請の都度、資格

認定・名簿登録。 

資格認定日から定期

申請の有効期間内 

 詳しくは、「４ 建設工事一般競争入札（特定調達契約）参加

資格」を参照してください。 

 

※ 原則、一般競争入札（電子入札）となっています。 
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２ 今回受付を実施する入札参加資格審査申請の種別及び資格有効期間 

   

  平成２１・２２年度大阪府建設工事競争入札参加資格審査申請及び平成２１年度大阪府測量・建

設コンサルタント等競争入札参加資格審査申請並びに、平成２１・２２年度建設工事一般競争入札

（特定調達契約）参加資格審査申請の受付を以下のとおり実施します。 

 

（１） 建設工事競争入札参加資格審査申請  

 

  ① 平成２１年度及び平成２２年度の入札参加資格を 新規 に申請する者。 

  ② すでに入札参加資格のある者で 業種の追加 を申請する者。 

  ③ 資格有効期間 ： 資格認定日から平成２３年３月３１日まで 

  

※ 申請に必要な資格等の詳細については、「２建設工事競争入札参加資格」（Ｐ－８以降）を参

照してください。 

 

（２） 測量・建設コンサルタント等競争入札参加資格審査申請  

 

  ① 平成２１年度の入札参加資格を 新規 に申請する者。 

  ② すでに入札参加資格のある者で 業務の追加 を申請する者。 

  ③ 資格有効期間 ： 資格認定日から平成２２年３月３１日まで 

  

※ 申請に必要な資格等の詳細については、「３ 測量・建設コンサルタント等競争入札参加資

格」（Ｐ－２０以降）を参照してください。 

 

（３） 建設工事一般競争入札（特定調達契約）参加資格審査申請  

 

① 平成２１年度及び平成２２年度の入札参加資格を 新規 に申請する者。 

  ② すでに入札参加資格のある者で 業種の追加 を申請する者。 

  ③ 資格有効期間 ： 資格認定日から平成２３年３月３１日まで 

  

※ 申請に必要な資格等の詳細については、「４ 建設工事一般競争入札（特定調達契約）参加

資格」（Ｐ－２９以降）を参照してください。 

 

３ 申請期間及び資格認定日 

 

（１） 建設工事競争入札参加資格 及び 測量・建設コンサルタント等競争入札参加資格 

 

  ① 申請期間 

  平成２１年４月１日（水）から平成２２年２月１０日（水）まで。 

（土、日曜日及び休日を除く、午前９時から午後６時までの間に申請できます。） 
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  ② 資格認定日 

    毎月１０日までに電子申請のあったもので、添付書類が同月１５日までに到着したものを翌

月１日の資格認定・名簿登録の審査対象とします。 

     

    ※ 平成２１年度の申請期間及び資格認定日等は次のとおりです。 

申 請 期 間 添付書類提出期限 資格認定日 

平成21年 ４月 １日～平成21年 ４月 10日 平成21年 ４月 15日 平成21年 ５月１日 

平成21年 ４月 13日～平成21年 ５月 11日 平成21年 ５月 15日 平成21年 ６月１日 

平成21年 ５月 12日～平成21年 ６月 10日 平成21年 ６月 15日 平成21年 ７月１日 

平成21年 ６月 11日～平成21年 ７月 10日 平成21年 ７月 15日 平成21年 ８月１日 

平成21年 ７月 13日～平成21年 ８月 10日 平成21年 ８月 17日 平成21年 ９月１日 

平成21年 ８月 11日～平成21年 ９月 10日 平成21年 ９月 15日 平成21年 10月１日 

平成21年 ９月 11日～平成21年 10月 13日 平成21年 10月 15日 平成21年 11月１日 

平成21年 10月 14日～平成21年 11月 10日 平成21年 11月 16日 平成21年 12月１日 

平成21年 11月 11日～平成21年 12月 10日 平成21年 12月 15日 平成22年 １月１日 

平成21年 12月 11日～平成22年 １月 12日 平成22年 １月 15日 平成22年 ２月１日 

平成22年 １月 13日～平成22年 ２月 10日 平成22年 ２月 15日 平成22年 ３月１日 

※ １０日または１５日が土、日曜及び休日の場合は、直後の平日となります。 

      添付書類は提出期限必着ですので、遅れないように送付してください。 

 

（２） 建設工事一般競争入札（特定調達契約）参加資格 

 

  ① 申請期間 

  平成２１年４月１日（水）から平成２２年３月３１日（水）まで。 

（土、日曜日及び休日を除く、午前９時から午後６時までの間に申請できます。） 

    

  ② 資格認定日 

    随時に資格認定・名簿登録となります。（電子申請後、添付書類到着から約１週間以内。） 

 

４ 申請方法  ※すべてインターネットによる電子申請です。 

 

  大阪府電子調達（電子入札）システムホームページから、電子申請システム画面に必要な情報を

入力・送信し、添付書類を大阪府に郵送してください。大阪府において、添付書類の内容を確認し

てから受付処理を行います。 

 

※ システムメンテナンス等の都合により電子申請ができない場合がありますので、あらかじめ

ご了承願います。 

  なお、お手持ちのパソコンの不具合等によりインターネットに接続できない方は、大阪府に

設置している閲覧用パソコンから申請することができます。 

 （予約が必要ですので、事前に下記の問い合わせ先までご連絡願います。） 
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【参考事項】 インターネットによる電子申請システムのパソコン稼動環境は以下のとおりです。 

１．ＯＳ（基本ソフト） Ｗｉｎｄｏｗｓ９８Ｅ（日本語版）以上が動作するもの 

            ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ ＷＳ ＳＰ６ａ（日本語版）以上が動作するもの 

            ※ただし、Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａは不可 

 

２．ブラウザ（推奨）  Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘｐｌｏｒｅｒ ５．５ＳＰ２以上 

※ただし、Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘｐｌｏｒｅｒ ７は不可 

 

３．必要なハードウェア ＣＰＵ 推奨ＰｅｎｔｉｕｍⅡ ２６６ＭＨｚ以上 

            メモリ 推奨６４ＭＢ以上 

 

４．プリンタ 

 

５．アクロバットリーダー バージョン４．０以上 

   （操作手引書のダウンロードや申請書等の出力時に必要となります。） 

※アクロバットリーダーは、次のアドレスから無料でダウンロードできます。 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

 

 

５ 添付書類 

 

  添付書類は大阪府電子申請システム画面の郵送書類一覧を確認のうえ、郵送してください。 

  なお、直接持参されてもその場での書類審査はいたしませんのでご了承願います。 

 

（１） 郵送先   〒５４０－８５７０ 大阪市中央区大手前２丁目 

                    大阪府総務部契約局 契約第一課 業務管理グループ 

 

 

６ 審査結果及び入札参加資格者名簿への登録 

 

  審査の結果は申請者に電子メールで通知するとともに、資格認定された者は下記の名簿に登録し

ます。 

（１） 平成２１・２２年度大阪府建設工事競争入札参加資格者名簿 

（２） 平成２１年度大阪府測量・建設コンサルタント等競争入札参加資格者名簿 

（３） 平成２１・２２年度大阪府建設工事一般競争入札（特定調達契約）参加資格者名簿 

なお、名簿は大阪府電子調達（電子入札）システムホームページから確認・印刷することができ

ます。 

  大阪府電子調達（電子入札）システムホームページ⇒【建設工事等】の情報を調べる⇒入札参加

資格者名簿 http://eawww.e-nyusatsu.pref.osaka.jp/egovwww/jsp/KJSG3410.html 
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７ 問い合わせ先 （土、日曜及び休日を除く。） 

 

（１） この申請案内及び建設工事等入札参加資格制度について 

    大阪府総務部契約局 契約第一課 業務管理グループ 

     電話（代表） ０６－６９４４－６４２９ 

     応対時間   午前９時から正午まで、午後１時から午後６時まで 

 

（２） パソコンの操作について 

    ｢ヘルプですよ｣  

電子申請の方法やパソコンの操作についての専用相談窓口を設置しています。 

初めて申請される方も安心して利用できるよう、専門知識を持った者がパソコンの各種設定

や操作方法等について電話でアドバイスいたします。 

 電話     ０６－６４４８－９９２０ 

 応対時間   午前９時から正午まで、午後１時から午後５時３０分まで 


