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 ４   建設工事一般競争入札（特定調達契約） 参加資格 

 

 

１ 入札参加資格要件 

 

（１） 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。 

  ア 成年被後見人 

イ 民法の一部を改正する法律（平成１１年法律第１４９号）附則第３条第３項の規定によりな

お従前の例によることとされる同法による改正前の民法（明治２９年法律第８９号）第１１条

に規定する準禁治産者 

  ウ 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの 

  エ 民法第１７条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であ

って、契約締結のために必要な同意を得ていないもの 

  オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないも

の 

  カ 破産者で復権を得ない者 

  キ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる者（同項各

号のいずれかに該当すると認められることにより、大阪府建設工事等入札参加停止要綱に基づ

く入札参加停止の措置を受け、その措置期間を経過した者及び同要綱別表各号に掲げる措置要

件に該当し、その措置期間を経過したと認められる者を除く。）又はその者を代理人、支配人

その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者 

（２） 建設工事一般競争入札（特定調達契約）参加資格審査申請書（添付書類等を含む。）又は資格

審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事項について記載をし

なかった者でないこと。 

（３） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の許可を受け、及び同法第２７条の   

２３第２項に規定する経営事項審査を受けている者であること。 

（４） 参加を希望する建設工事（建設業法第２条第１項に規定するものをいう。）の種類に応じた

平成１９年６月３０日以後の日を審査基準日とする経営事項審査の結果（以下、「審査結果」

という。）の総合評定値（平成２０年国土交通省告示第８５号（建設業法第２７条の２３第３

項の経営事項審査の項目及び基準を定める件）により定められた審査の基準による総合評定値

に限る。）が次の表の経営事項審査点数以上である者で、かつ、同法第３条第６項に規定する

特定建設業の許可を受けている者であること。 

 

建設工事の種類 経営事項審査点数 

土木一式工事 １，０５０点 

プレストレストコンクリート工事 ８５０点 

建築一式工事 １，０５０点 

電気工事 ９５０点 

管工事 ９５０点 

鋼構造物工事 １，０００点 

機械器具設置工事 ８００点 

水道施設工事 ８５０点 

    なお、資格認定後に審査結果の総合評定値が上記の表の経営事項審査点数を下回った者は、

入札参加資格を失います。 
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２ 資格審査に必要な経営事項審査 

 

（１） 経営事項審査に係る総合評定値通知書（以下、「経営事項審査結果通知書」という。）は、申

請の時点で有効な最新のものが必要となります。 

    ただし、平成２０年１月に改正された基準による経営事項審査結果通知書（以下、「新基準の

経営事項審査結果通知書」という。）に限ります。 

     

（２） 経営事項審査は、建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料とし

て、その業者の完成工事高、財務状況、技術者数等の項目（客観的事項）を総合的に評価する

ものです。 

    公共工事を国、地方公共団体から直接請け負う（元請）建設業者の方は、経営事項審査を必

ず受ける必要があります。（建設業法第２７条の２３） 

    公共工事について発注者と請負契約を締結することができるのは、その経営事項審査の基準

日（決算日）から１年７カ月の間に限られていますので、毎年継続して審査を受けてください。 

    有効な経営事項審査結果通知書が無ければ、入札により落札しても契約することができない

ばかりか、入札参加資格を取り消すことや参加停止を受けることがありますのでご留意願いま

す。 

※ 建設業の許可の更新も忘れないようにしてください。 

 

３ 申請方法 

 

   新規申請  及び  業種追加申請  ともに、インターネットによる電子申請です。 

 

《 申請期間 》 平成２１・２２年度の資格は、平成２１年４月１日（水）から 

        平成２２年３月３１日（水）まで。 

 

【電子申請時の留意事項】 

 

○ 電子申請でエラーが表示され、申請ができなくなるときがあります。エラー内容により申

請ができないときは、下記「６ 問い合わせ先」へ連絡してください。 

 

○ 申請取扱状況について（申請・情報送信後の取扱状況が確認できます。） 

  大阪府電子調達（電子入札）システムホームページのシステムメニューにある電子申請「建

設工事、測量・建設コンサル」⇒表示された画面の「電子申請」⇒大阪府電子申請システム

の「状況確認」⇒業者番号（ＩＤ）・パスワード等でログインし、画面の案内に沿って確認し

てください。 
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【申請取扱状況の表示例】 

「到達」 申請データを送信してから、大阪府が添付書類を確認するまで 

「補正要求」※ 添付書類の不備又は入力された申請内容に不備がある場合で、添付書類

の再提出又は申請内容を再確認するまで 

「審査中」 受付が終了し、資格審査が終了するまで 

「手続き終了」 資格審査が終了し、資格認定・名簿登録 

 ※ 補正要求の場合は、取扱状況に「只今到達です。」と表示されますが、通信欄に「補正要

求されています。」と表示されます。補正内容については通信欄に記載していますので、内

容を確認して対応してください。 

 

○ 誤った内容で申請・送信してしまったときは、いったん申請取下げを行い、改めて申請し

なおしてください。ただし、申請取扱状況が「到達」（受付前）の場合に限ります。 

  申請取下げは、大阪府電子申請システムの「状況確認」⇒業者番号（ＩＤ）・パスワード等

でログイン⇒「申請取下げ」をクリックし、画面の案内に沿って手続してください。 

 

○ 受付され、資格審査が終了するまで（申請取扱状況が「審査中」の場合）に申請を取り下

げるときは、大阪府電子申請システム画面の「建設工事」⇒変更申請の「登録辞退・業種の

変更」⇒「平成２１年度入札参加資格」⇒業者番号（ＩＤ）・パスワード等でログインし、画

面の案内に沿って手続きしてください。 

 

○ 資格審査が終了し、資格認定・名簿登録後（申請取扱状況が「手続き終了」の場合）に登

録の辞退をするときも上記と同様に手続きしてください。 

 

《 申請手順 》 

 

（１） 大阪府電子調達（電子入札）システムホームページにアクセス  

 

    大阪府電子調達（電子入札）システムホームページにアクセスする。 

    

（２） 申請内容入力・情報送信  

 

    システムメニューの電子申請「建設工事、測量・建設コンサル」をクリックし、申請案内等

を必ず参照のうえ、「電子申請」をクリックしてください。 

大阪府電子申請システムの「建設工事」をクリックし、 

新規申請の場合は建設工事一般競争入札（特定調達契約）随時申請の「新規申請」、 

業種追加申請の場合は変更申請の「登録辞退・業種の変更」をクリックし、申請画面の内容

を全て入力後、申請内容を確認のうえ送信してください。 
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【重要】 

  ① 「新規申請」について 

   ○ 初めて大阪府に申請される（過去に登録がない）方は、「新規申請（資格未登録の方）」を

クリックしてください。 

     情報送信後、「到達確認通知」の画面に業者番号（ＩＤ）・パスワードが表示されますので、

画面を印刷するか、メモを控える等大切に保存してください。 

 

○ 過去に登録のあった方は、「新規申請（資格登録のあった方）」をクリックし、業者番号  

（ＩＤ）を必ず入力してください。 

     業者番号（ＩＤ）がわからない場合は、大阪府までお問合せください。 

 

      新規申請は現在登録のない方を対象としますが、過去に登録がない場合は業者番号  

（ＩＤ）の入力欄はありません。 

      過去（平成２０年度以前）に登録のあった方は、業者番号（ＩＤ）を入力する必要があ

ります。 

過去の登録の有無 業者番号（ＩＤ） 

過去に登録がなく、新規に申請する場合 入力なし 

過去に登録があり、新規に申請する場合 入力あり 

     ※ 過去に登録があった場合は、過去の実績（大阪府との契約実績等）を引き継ぎます。 

 

過去、大阪府に入札参加資格登録があり、今回新規に申請するにあたり業者番号（ＩＤ）・

パスワードがわからない場合は、「ＩＤ・パスワード再通知依頼書」（５様式等参考資料を

参照）により再通知しますので、大阪府総務部契約局契約第一課業務管理グループまで郵

送又は持参してください。 

 最通知方法は、郵送又は登録済みメールアドレスへの通知となります。郵送での再通知

を希望される方は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。 

 

② 「業種追加申請」について 

    業者番号（ＩＤ）・パスワード等でログインすると、現在登録されている商号、所在地等の情

報が表示されます。確認のうえ表示の内容を訂正する場合は、更新申請を取りやめ変更申請（業

者基本情報の変更）を先に行って下さい。 

 

（３） 添付書類の郵送（情報送信後）  

 

    大阪府電子申請システムの「建設工事」をクリックし、建設工事一般競争入札（特定調達契

約）随時申請の「郵送書類一覧」クリックする。 

    郵送書類一覧（チェックリスト）で添付書類を確認のうえ郵送してください。 

封筒貼付けあて名用紙は、必要事項を記入のうえ封筒に貼付けて郵送してください。 

    添付書類は、「４ 申請に必要な添付書類と郵送先」を参照してください。 
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（４） 大阪府で申請を受付  

 

    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った後、「電子申請システムか

らのお知らせ」メールを送信します。 

    メールの内容を確認して所要の手続きを行って下さい。 

 

（５） 受付票の取得  

 

    大阪府電子申請システムの「受付票取得」をクリックし、業者番号（ＩＤ）・パスワード等で

ログイン後、該当する受付票を印刷してください。 

    ※ 申請取扱状況が｢審査中｣又は「手続き終了」になると印刷できます。 

 

 受付票は、当該年度における入札参加資格審査申請の受付をした基本情報を記載してい

ます。（所在地等の変更申請をされた場合は、その情報も反映されます。） 

 また、使用印鑑届、大阪府と契約する営業所又は支店等の代理人への委任状も兼ねてい

ます。なお、受付票は契約を締結する際に必要となります。 

 

（６） 審査結果の取得  

 

    大阪府電子調達（電子入札）システムページの「【建設工事等】の情報を調べる」にある「入

札参加資格者名簿」をクリックする。 

    「建設工事一般競争入札（特定調達契約）参加資格者名簿」をクリックし、業者番号等で検

索してください。表示された名簿の通知書欄にある「表示」をクリックし、審査結果を確認・

印刷してください。 

※ 申請取扱状況が「手続き終了」になると確認・印刷できます。 

 

４ 申請に必要な添付書類と郵送先 

 

（１） 添付書類 

※添付書類のうち、写しはＡ４サイズで郵送してください。 

添 付 書 類 対象者 備   考 

 

新基準の経営事項審査結果通知書 

 

申請者 

全員 

写し、申請時点で有効な最新

のもの 

※平成２０年１月に改正され

た審査基準によるもの 

外字（ガイジ）届 

（申請データに入力できない文字がある場合） 

該当者 申請画面から印刷できます 

※５様式等参考資料を参照 

   

（２） 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 
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（３） 郵送期限   電子申請後１週間以内に郵送してください。 

    封筒貼付けあて名用紙（５様式等参考資料を参照）に必要事項を記入のうえ封筒に貼付けて  

郵送してください。 

 添付書類を持参される場合でも、封筒あて名用紙を貼付した封筒に入れて提出してくださ

い。（受領書等は発行できません。） 

 

５ 申請事項の変更、その他の事項 

 

（１） 電子申請後の資格認定までに申請した事項に変更が生じた場合は、大阪府総務部契約局契約

第一課業務管理グループへお問い合わせください。 

    資格認定後に変更が生じた場合は、速やかに電子申請により変更手続きを行ってください。 

詳しくは、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⇒入札参加資格審査申請⇒入札参加資格認定後の登録事項の変更⇒電子申請で随時に変

更できるものを参照してください。 

 

変更の内容によっては電子申請できないものがあります。 

詳しくは、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⇒入札参加資格審査申請⇒入札参加資格認定後の登録事項の変更⇒電子申請できない事

項を参照してください。 

 

（２） 平成２０年度から原則、一般競争入札（電子入札）になっています。 

    電子入札に参加するためには「ＩＣカード」が必要ですので、入札参加までに「ＩＣカード」

を準備しておいてください。 

    詳しくは、大阪府電子調達（電子入札）システムホームページの「ＩＣカード」の項目を参

照してください。 

 

６ 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 

 


