県外 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 等（郵 送または窓口提出のみの受付，消印有効）
(1) 受付 期間 （県外 建設 業者）
令和 ４年 10月17日（ 月） ～ 同年10月28日 （金 ）
（ただ し， 土曜日 ，日 曜日， 祝日 を除く 。）
(2) 送付 先
〒８ ９０ －８５ ７７
鹿児 島県 鹿児島 市鴨 池新町 10-1
鹿児 島県 土木部 監理 課建設 業許 可係（ 建設工 事入 札参加 資格 ）あて
※郵 送・ 窓口提 出の 際は， 返信 用封筒 （副本 が入 る大き さの ものか つ， その重 さ
に対 応し た切手 を貼 付した もの ）を同 封して くだ さい。

３

申 請方法
指 定の「 建設 工事入 札参 加資格 審査申 請書 」によ り申 請して くだ さい。
注１

従 来， 対面に よる 審査を 実施 してい ました が， 新型コ ロナ ウィル ス感 染症等 へ
の対 応か ら，今 後は 郵送ま たは 窓口提 出のみ によ る受付 及び 審査と なる 予定で す。
鹿 児島 県の建 設工 事入札 参加 資格を 有して いる 方には ，ハ ガキに より 申請の 開
始， 審査 会場及 び日 時の案 内等 を行っ ていま した が，今 後は ハガキ での 案内を 行
わな い方 向で検 討し ていま す。 県ホー ムペー ジで 申請期 間を ご確認 の上 ，申請 し
てく ださ い。
注 ２ 受 付期 間より 前に 申請す るこ とは， 書類が 輻輳 し管理 等が 困難と なる ことか ら
ご遠 慮く ださい 。ま た，書 類が 届いた かどう かの 問い合 わせ につい ても 確認に 非
常に 時間 を要す るこ とから ご遠 慮くだ さい（ 受領 確認の 返送 を含み ます ）。
注 ３ 申 請書 は正本 のみ 市販の Ａ４ 板の縦 長ファ イル （色指 定： 青色） に綴 り提出 し
てく ださ い。ま た， 提出の 際に は，フ ァイル の表 紙及び 背表 紙に会 社名 を記載 し
てく ださ い。

４

申 請書の 入手方 法
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」

５

留 意事項
申請後 に， 「建設 工事 入札参 加資 格審査 申請書 」の 指定様 式（ 様式１ ～様 式４） の
記 載事項 に変 更が生 じた 場合は ，「 建設工 事入札 参加 資格審 査申 請書変 更届 」を監 理
課 建設業 許可 係へ提 出し てくだ さい 。

６

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）

