県内 建設業 者用

令和５年度県建設工事入札参加資格審査申請について
鹿児 島県 土木部 監理課
令和 ５年４ 月１ 日から 令和 ７年３ 月３ １日（ 予定） まで （２年 間） を有効 とす る県の 建
設 工事 入札参 加資 格審査 の申 請を下 記に より受 け付け ます 。
記

１

資 格要件
建 設工事 入札 参加資 格審 査を申 請さ れる方 は，次 の各 号のい ずれ にも該 当す る者で あ
るこ と。
(1) 建設 業法 第２条 第３ 項に規 定す る建設 業者で ある こと。
(2) 地方 自治 法施行 令第 １６７ 条の ４第１ 項に該 当し ない者 であ ること 。
(3) 次の いず れにも 該当 しない 者で あるこ と。
ア 暴 力団
イ 役 員等 が，暴 力団 員等で ある と認め られる 法人 等
ウ 暴 力団 又は暴 力団 員等が ，そ の経営 に実質 的に 関与し てい る法人 等
エ 役 員等 が，自 己， 自社若 しく は第三 者の不 正な 利益を 図る 目的又 は第 三者に 損
害を 加え る目的 をも って， 暴力 団又は 暴力団 員等 を利用 して いる法 人等
オ 役 員等 が，暴 力団 又は暴 力団 員等に 対して ，い かなる 名義 をもっ てす るかを 問
わず ，金 銭，物 品そ の他の 財産 上の利 益を不 当に 提供し ，又 は便宜 を供 与する な
ど直 接的 又は積 極的 に暴力 団の 維持運 営に協 力し ，又は 関与 してい る法 人等
カ 役 員等 が，暴 力団 又は暴 力団 員等と 社会的 に非 難され るべ き関係 を有 してい る
法人 等
キ 役 員等 が，暴 力団 又は暴 力団 員等で あるこ とを 知りな がら 不当な 行為 をする た
めに これ らを利 用し ている 法人 等
(4) 令和 ３年 ４月１ 日か ら令和 ４年 ３月３ １日の 間に 迎えた 事業 年度の 決算 日（以 下
「審査 基準 日」と いう 。）を 基準 日とす る建設 業法 第２７ 条の ２３に 規定 する経 営
事項審 査を 受けた 者で あるこ と。
※ 令 和３ 年４月 １日 から申 請日 までの 間に企 業合 併，事 業譲 渡等を 行っ た場合 ，
若し くは 会社更 生法 又は民 事再 生法に よる更 生手 続開始 決定 又は再 生手 続開始 決
定を 受け た場合 には ，審査 基準 日が上 記と異 なる 場合が あり ますの でお 問い合 わ
せく ださ い。
(5) 資格 審査 を申請 する 建設工 事に ついて ，審査 基準 日から 直前 ２年間 に工 事実績 を
有する 者で あるこ と。
(6) 次の いず れにも 該当 しない 事業 主であ ること
ア 健 康保 険法（ 大正 11年法 律第 70号） 第３条 第３ 項に規 定す る適用 事業 所の事 業
主で あっ て，同 法第 48条の 規定 による 被保険 者の 資格の 取得 に関す る届 出を行 っ
てい ない もの
イ 厚 生年 金保険 法（ 昭和29年法 律第115号） 第６条 第１ 項に規 定す る適用 事業所 の
事業 主で あって ，同 法第27条の 規定に よる被 保険 者の資 格の 取得に 関す る届出 を
行っ てい ないも の
ウ 雇 用保 険法（ 昭和 49年法 律第 116号） 第５ 条第１ 項に 規定す る適 用事業 を行う 事
業主 であ って， 同法 第７条 の規 定によ る被保 険者 となっ たこ との届 出を 行って い
ない もの

２

受 付期間
令 和４年 ８月 １日（ 月） ～ 同年 10月21日（ 金）
（ただ し， 土曜日 ，日 曜日， 祝日 を除く 。）

３

受 付会場 及び受 付日時
県 公報又 は県 ホーム ペー ジ等で 御確 認くだ さい。
【 県ホー ムペ ージの 掲載 箇所】
「トッ プペ ージ」 →「 社会基 盤」 →「土 地・建 設業 」→「 入札 参加資 格・ 契約等 」
→「令 和５ 年度鹿 児島 県建設 工事 入札参 加資 格審査 の申 請受付 につ いて」
注１
注２
注３
注４
注５

４

現在， 鹿児島 県の 建設工 事入 札参加 資格 を有し てい る方に は， ７月中 にハ ガ
キで指 定の受 付日 時，会 場を 通知し ます 。
指定日 に都合 が悪 くなっ た場 合また は申 請をし ない 場合は ，必 ず事前 に監 理
課へご 連絡く ださ い。
指定日 に申請 がで きなか った 方につ いて は，他 の会 場でも 受け 付けま すが ，
受付を 希望す る会 場及び 日時 を必ず 事前 に監理 課へ ご連絡 くだ さい。
何らか の事情 でハ ガキが 届か ない等 指定 日が分 から ない場 合は ，監理 課ま で
お問い 合わせ くだ さい。
新規に 申請す る方 は，受 付を 希望す る会 場及び 日時 を必ず 事前 に監理 課へ ご
連絡く ださい 。
※ 屋久 島会場 につい ては 新規申 請の 受付時 間を 設定し てお りませ んの で，
新規 に申請 する方 は個 別に監 理課 へご連 絡く ださい 。

申 請方法
指 定の「 建設 工事入 札参 加資格 審査申 請書 」等を 会場 に直接 持参 して審 査を 受けて
くだ さい。
な お，新 型コ ロナウ ィル スの影 響等 により 対面に よる 審査が 困難 となる 場合 は，県 ホ
ーム ページ 等で お知ら せし ます。

（注意 等）
原本確 認に ついて
原本 確認 が必要 な書 類があ る場 合，最 寄り の地域 振興 局等で 原本 確認を 済ませ て
から郵 送し てくだ さい 。
前回申 請時 の申請 人副 本につ いて
今回 の審 査から ，前 回申請 時の 申請人 副本 を持参 して くださ い。

５

申 請書の 入手方 法
(1) 県ホ ーム ページ から 印刷す る場 合
鹿児 島県 のホー ムペ ージか ら申 請書を ダウン ロー ド（印 刷） できま す。
「トッ プペ ージ」 →「 社会基 盤」 →「土 地・ 建設業 」→ 「入札 参加 資格・ 契約等 」
(2) 購入 する 場合
一般 社団 法人
本
部

６

鹿児 島県建 設業 協会
〒８ ９０－ ８５ １２ 鹿児島 市鴨 池新町 ６－ １０
5 ０ ９９－ ２５ ７－９ ２１１

問 合せ先
鹿 児島県 土木 部監理 課建 設業許 可係
〒 ８９０ －８ ５７７ 鹿 児島市 鴨池 新町１ ０－１
5 ０９ ９－ ２８６ －３ ４９０ （直 通）

