
長野県建設部技術管理室 

令和４・５・６年度 
長野県建設工事等入札参加資格審査について 

１ 入札参加資格の概要について（Ｐ２） 

≪ポイント≫ 

・申請期間は 令和３年12月15日（水）から 令和４年２月８日（火）まで

・資格の付与期間が２年間から３年間に

２ 新客観点数の見直しについて（Ｐ３～５） 

  ≪ポイント≫ 

・「建設キャリアアップシステム」の導入に加点を追加

（事業者登録 及び 技能労働者登録）

・技能労働者への賃金支払い形態が「月給制」である場合の加点を追加

・「長野県ＳＤＧｓ推進企業登録」に加点を追加

・「民間資格」の加点に関して資格者証の写しは提出不要に

（疑義等が生じた場合、追加提出をお願いする場合はあります）

３ 申請方法等について（Ｐ６～） 

  ≪ポイント≫ 

・必要な手続きは、インターネット申請（必須）＋ 審査書類の提出（必須）

・審査書類の提出は、従来の郵送、持参に加えて「ながの電子申請サービス」に

よる電子データでの提出が可能に

・各種様式の押印は不要に

・納税証明書は写しでの提出が可能に
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長野県建設工事等入札参加資格の概要について 

１ 建設工事の入札参加資格（工事のみ） 

県は、県発注工事への入札参加を希望する建設企業に対し、原則として３年ごとに資格審査を行

い、業種ごとに「資格総合点数」を付与します。この資格総合点数により、各建設企業の、入札に

参加できる工事の規模が決まります。 

土木一式工事（令和元･２・３年度）の例 

資格総合点数 953以上 952～812 811～741 740～657 656以下 

区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

入札参加可能な
工事規模 

1,500万円以上 
800万円以上 

3,000万円未満 1,500万円未満 800万円未満 
8,000万円未満 

２ 資格総合点数の構成（工事のみ） 

資格総合点数は、全国一律の経営事項審査に基づく総合評定値①に、県が独自に定めた新客観点

数②を加算したものです。新客観点数は、県内企業のみを対象とします。 

資格総合点数 ＝ 
① 経営事項審査の

総合評定値 
＋ 

② 新客観点数

（総合評定値の 25%以内） 

基準： 全国一律 

対象： 公共工事を受注する 

建設企業（義務づけ） 

基準：長野県独自 

対象：県内の建設企業(任意) 

３ 資格付与期間の見直し（工事、コンサル共通） 

令和４・５・６年度入札参加資格審査から資格の付与期間を３年間に変更しました 

４ 新客観点数の見直し（工事のみ） 

新客観点数は、工事成績、技術力、経営意欲、地域貢献について加点しており、令和４・５・６

年度建設工事の入札参加資格においては、主に以下の項目の見直し（項目追加）を行いました。 

・ 「建設キャリアアップシステム」の導入を追加

・ 技能労働者への賃金支払い形態としての「月給制」を追加

・ 「長野県 SDGs推進企業登録」を追加

５ 今後のスケジュール（工事、コンサル共通） 

申請受付    令和３年12月15日 ～ 令和４年２月８日 

資格付与期間  令和４年５月１日 ～ 令和７年４月30日 
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新客観点数の加点内容及び提出書類について 

新客観点数による加点は、経営事項審査総合評定値の25％を上限とする 

項 目 加  点  内  容 左 記 の 補 足 内 容 加点の考え方（提出書類） 

工

事 

成 

績 

工 事 成 績 評 点 

基準日直前３年間の「土木一式」「とび・土工・コンクリート」「ほ装」の３

業種に係る工事成績平均点に応じ、次のとおり加(減)点する 

加（減）点の対象業種は「土木一式」「とび・土工・コンクリート」「ほ装」

業種のみとする。 

 加(減)点＝（平均点－65点）×3.5 

・平均点算出時と3.5を乗じた後の２回、小数点以下第１位を四捨五入して整数にする。

・受注件数の多少は平均点算定上考慮しない。
県資料による(提出不要) 

表 彰 等 

基準日直前４年間における国又は長野県による企業表彰(個人は除く)であ

って、優良工事表彰、優良技術者表彰及び安全衛生表彰等を対象とする。 

表彰１回10点 （同一年度の同一目的表彰は１回に限る。上限30点） 

「土木一式」「とび土工コンクリート」「ほ装」業種のみ加点の対象とする。 

・工事関連の表彰にあっては、国は大臣又は発注機関の長による表彰、長野県は知事による表

彰を対象とする。

・個人表彰は加点の対象としないが、建設マスター及び建設ジュニアマスターに限り対象とす

る（ただし、受賞者が申請企業在籍中に受けたものであって、かつ、申請日においても当該

企業に在籍している場合に限る。）

・優良技術者表彰にあっては、企業を表彰するもの（例：長野県優良技術者表彰の企業表彰分）

のみを対象とする。 

・安全衛生表彰にあっては、厚生労働大臣表彰に加え、労働局長表彰も対象とする。

・優良工事・優良技術者など、請負った工事に対する表彰は全て「同一目的表彰」とし、同一年

度に受賞したものは複数受賞していても1回分とする。 

・設計等の業務に関する表彰は対象としない。

・感謝状は対象としない。

自己申告(表彰状の写し) 

技 

術 

力 

民 間 資 格 等 
基準日において、資格申請業種に関係する技術者資格で経審に反映されない

資格を有していた場合、当該資格の級に関係なく１点(上限30点) 

・対象資格及び業種は別紙のとおりとする。

・経審に反映されていない国家資格又は民間資格等が加点対象。

・対象業種ごとに基準日において当該資格を有する技術者１名につき１点

・一人で複数の当該資格を有している場合は資格の数だけ加点する。

・雇用者側の資格も対象にする。(全国健康保険協会管掌健康保険又は組合管掌健康保険の被保

険者若しくは正社員で他の職員の年間総労働時間の7.5割以上の者に限る。 

・契約社員、派遣社員、アルバイト、非常勤役員等は加点対象外。

自己申告（資格証の写し等は提出不

要ですが、審査中に追加の確認書類

として求める場合があります） 

指 名 停 止 

入札参加停 止 

基準日直前２年間における指名停止及び入札参加停止月数×(－10)点 

(建設業法による監督処分に伴い、経審総合評定値で減点された場合を除く。

最大15点までの減点とする。） 

１ヶ月に満たない期間がある場合は、１ヶ月として算定する。 県資料による（資料提出不要） 

新 技 術 登 録 

基準日において、長野県が進める新技術・新工法活用支援事業の登録がある

者又は国土交通省が運用する新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）登録が

確認できる者に加点。県事業登録は１技術につき５点、ＮＥＴＩＳの評価情

報登録は同５点、ＮＥＴＩＳの申請情報登録は同３点。（共同開発技術加点

可。但しＮＥＴＩＳ登録の加点対象はＷＥＢ検索画面の開発体制－開発会社

に記載がある者のみ。県事業登録とＮＥＴＩＳ登録による同一技術の重複加

点は不可。上限10点） 

・NETIS登録番号については、末尾のアルファベットが「Ｖ」は評価情報、「Ａ」が申請情報。

・新技術・新工法活用支援事業、ＮＥＴＩＳいずれの場合も、Ｗｅｂサイト上で閲覧できる画

面のうち、技術名、登録番号、開発者（申請者）がわかる部分を紙出力して提出すること。

（同一画面でなくても可）

自己申告(技術名、登録番号、開発者

（申請者）が分かるＷＥＢ画面の写

し) 

経 

営 

意 

欲 

環 境 配 慮 

・基準日におけるエコアクション 21 又は地域版環境プログラム（南信州い

いむす21等）の認証登録：10点（ただし、ISO14000が認証されている場

合は対象外）

・基準日における長野県産業廃棄物３Ｒ実践協定の締結者（排出事業者(建

設業)）：10点

・経審でISO14001の評価がされている（ISO14001の登録が「有」）場合、新客観ではエコアク

ション21及び地域版環境プログラムの加点は行わない。

・地域版環境プログラムは、「南信州いいむす21」以外に長野市の「ながのエコ・サークル」、

塩尻市の「塩尻環境スタンダード」などが該当。

・長野県産業廃棄物３Ｒ実践協定は、建設業の排出事業者として締結している場合に限り加点

する。

自己申告（エコアクション２１等認

証の写し。産廃実践協定は協定書の

写し） 
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新客観点数の加点内容及び提出書類について 

新客観点数による加点は、経営事項審査総合評定値の25％を上限とする 

項 目 加  点  内  容 左 記 の 補 足 内 容 加点の考え方（提出書類） 

経 

営 

意 

欲 

労 働 環 境 

・基準日直前４年間における新規学卒者の社員採用：５点（採用した社員が

申請日において技術者（経験、資格の有無は問わない）である場合、更に

＋10点（上限15点）） 

・基準日における主任技術者になりうる女性技術者の社員雇用：５点

・基準日における労働安全衛生マネジメントシステム(ISO45001)もしくは、

建設業労働安全衛生マネジメントシステム(COHSMS（NEW COHSMS、Compact

COHSMS）)の認証取得：15点

・基準日において従業員100人以下の企業が、次世代育成支援対策推進法に

基づく一般事業主行動計画を策定し、且つ育児･介護休業法に規定する休

業等制度を就業規則に規定している場合：10点 

・基準日直前４年間に育児又は介護休業等を 20 日以上取得した実績：５点

（取得者に男性含む場合、更に＋５点（上限10点））

・基準日における「社員の子育て応援宣言！」の登録企業：３点（基準日に

おける「職場いきいきアドバンスカンパニー」の認証企業は、更に＋７点） 

・基準日を含む年度の前年度における建設業労働災害防止協会長野県支部

での活動企業：５点

・基準日において、「週休二日」等の休業制度が就業規則に規定されている

場合、以下の区分に応じて加点。

４週５休（又は年間休日82～93日）：３点、４週６休（又は年間休日94～

119日）：５点、４週８休（又は年間休日120日以上）：10点

・基準日において建設キャリアアップシステム（CCUS）を導入している場合：

事業者登録で 10 点（基準日における技能労働者のうち登録されている技

能労働者割合により、更に次の通り加点：10％以上50％未満で１点、50％

以上80％未満で３点、80％以上で５点） 

・基準日において技能労働者の賃金の支払い形態が「月給制」の場合：技能

労働者のうち月給制により支払いを行っている割合により、50％以上80％

未満で６点、80％以上で10点 

・新規学卒者とは中学、高校、専門学校、大学、各種専修学校を対象とし、卒業後３年以内の者

（就業経験の有無は問わない）とする。該当者が２人以上いても重複加点はしない。また、

対象者が申請日までに退職している場合は申請できない。 

・主任技術者になりうる女性職員雇用とは、資格希望業種に対応する資格を持った女性職員を

雇用している場合、加点対象とする。（当該女性が雇用する側の者である場合は加点不可）

・一般事業主行動計画の策定に関しては、労働局に対し一般事業主行動計画策定届出を提出し

受領された場合に加点対象とする（届出書に受付印が押印されたものを提出すること）。計画

は継続されるべきものであるため、基準日が計画期間外にある場合は加点しない。

・OHSAS18000はISO45001への移行期間が終了したため加点しない。

・育児・介護休業等取得で加点を行う場合は、育児・介護休業給付金関連で休業取得が確認で

きる書類（支給決定通知書の写し）等を提出すること。対象者が申請日までに退職している

場合は申請できない。

・「職場いきいきアドバンスカンパニー」の認証については、認証制度移行を考慮し、認証の日

が基準日の翌日以降であっても、基準日以前に県に提出した認証に係る申請書の写しが添付

できる場合に限り加点とする。 

・「週休二日」等の休業制度の加点判断は、本店の就業規則を用いて行う。就業規則は、労働基

準監督署の受付印が押された部分の写し及び休日について規定した部分の写しを提出するこ

と。なお、本文で具体的な日を定めていない場合は、日数の確認ができるもの（休日を示し

たカレンダーの写しなど）を添付すること。 

・ここでいう４週５～８休とは、曜日及び週を固定（例：毎週日曜日、毎月第３水曜日など）し

た休日が４週に５～８日あり、かつ祝日法に規定する休日を休日としており、かつ年末年始

に２日以上の休日があることをいう。 

・上記の４週５～８休の定義に該当しない場合は、年間休日数（基準日を含む１年間）で判断

する。

・建設キャリアアップシステム（CCUS）の事業者登録で加点を行う場合は、事業者登録完了メ

ール（登録料支払い後に届くもの）の写し、事業者ＩＤでログインした画面の写し（事業者

ＩＤ、商号又は名称が表示されているもの）等の建設キャリアアップシステムの事業者登録

が確認できる書類（パスワード類の表示は隠して提出してください）を提出すること。

・建設キャリアアップシステム（CCUS）の技能労働者登録割合に係る加点判断は、「技能者一覧

表」を用いて行う。技能労働者別の登録状況に関して証明書類の提出は求めないが、虚偽の

ないように作成すること。また、対象者が申請日までに退職している場合は加点判断の対象

から外すこと。 

・賃金の支払い形態としての「月給制」の定義には、給与の月額があらかじめ定められており、

欠勤・遅刻・早退をした場合に、その分の基本給又は手当が差し引かれる形態（いわゆる「日

給月給制」、「月給日給制」）は当たらないものとする。 

・技能労働者の賃金の支払い形態に係る「月給制」の加点判断は就業規則及び「技能者一覧表」

を用いて行う。就業規則は、労働基準監督署の受付印が押された部分の写し及び給与につい

て規定した部分の写しを提出すること。技能労働者別の賃金支払状況に関して証明書類の提

出は求めないが、虚偽のないように作成すること。また、対象者が申請日までに退職してい

る場合は加点判断の対象から外すこと。 

・なお、当該就業規則の給与について規定した部分で「月給制」以外の給与形態を定めている

場合に限り、対象となる技能労働者のうち１名について基準日を含む１年間の給与の支払い

状況が確認できる書類（賃金台帳の写し等）を添付すること。

自己申告 

【新卒者採用】採用した職種を確認

できる書類、卒業証明書（写）、職員

調書など事実が確認できる書類一

式 

【女性技術者雇用】女性技術者職員

調書(※様式1) 

（資格証の写し等は提出不要です

が、審査中に追加の確認書類として

求める場合があります） 

【行動計画等】計画策定届（写）及

び就業規則（休業等制度が確認でき

る部分の写し） 

【育児・介護休業等】給付金関連書

類（写）等 

【子育て応援宣言等】登録証（写） 

【労災防止関係】活動証明（写） 

【週休二日等】左欄記載のとおり 

【建設キャリアアップシステム

（CCUS）】左欄記載のとおり 

【技能労働者賃金の月給制】左欄記

載のとおり 
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合   併   等 
・基準日直前5年間において、県建設工事入札参加資格を有する建設企業と

合併が行われた場合：50点（営業譲渡は除く） 

・親族企業の合併、営業譲渡、役員重複や一定の資本関係等同属的な関係があると認められる

場合は対象外。

・合併時経審を受審した場合は随時審査の対象となるので、合併期日が左記期間内であれば基

準日以降の経審結果でもその内容を資格点数等に反映させる。

自己申告 

（株主(出資者)調書(※様式2)、合併契

約書、合併等以前の履歴事項全部証

明書（閉鎖事項全部証明書）及び等） 

Ｓ

Ｄ

Ｇ

ｓ 

Ｓ Ｄ Ｇ ｓ ・申請日における長野県SDGs推進企業登録制度に登録：10点 ・申請日時点で登録があれば加点
自己申告 

【ＳＤＧｓ】登録証の写し 

地 

域 

貢 

献 

地  域  貢  献 

・基準日における消防団協力事業所表示制度の登録企業：10点（登録企業で

あって基準日において長野県消防団協力事業書等知事表彰を受彰してい

た場合、更に＋５点） 

・基準日における法務省の「協力雇用主」登録企業：３点

・消防団協力事業所については、市町村により認定基準の相違あり。

・「協力雇用主」については、長野保護観察所が発行する登録証明書が必要（登録した際に交付

される登録証のみでは受け付けない）。証明書請求の際は、「長野県の入札参加資格申請のた

め」に必要な旨、申し出ること。 

自己申告 

【消防団】登録証の写し、知事表彰

の写し又は受彰したことが分かる

もの 

【協力雇用主】登録証明書 

労 働 福 祉 
・基準日直前の６月１日における障がい者の法定雇用率達成者：10点

・基準日において雇用義務のない者が障がい者を雇用：10点

・障害者の雇用の促進に関する法律第43条の規定に基づく障がい者の雇用義務の生じる建設業

者(43.5人以上)が、当該雇用すべき障がい者数以上を雇用している場合に加点する。 

・上記以外(43.5 人未満)の建設業者が基準日において障がい者を雇用している場合に加点す

る。

・「障がい者」＝身体障害者（１～６級の手帳所持者）、知的障害者（児童相談所、障害者職業セ

ンター等により知的障害者と判定された者）、精神障害者（精神保健福祉手帳所持者）。 

・「雇用」＝1週間の所定労働時間が30ｈ以上（重度の場合は20ｈ以上）であること。重度以外

で週20ｈ以上～30ｈ未満の場合、0.5カウント。 

（重度：身体障害１～２級、知的障害Ａ相当。精神障害は「重度」の区分なし。） 

自己申告 

従業員 43.5 人以上：公共職業安定

所に報告した障害者雇用状況報告

書の写し 

従業員 43.5 人未満：障がい者雇用

状況調書(※様式3)） 
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令和４・５・６年度長野県建設工事及び建設コンサルタント等 

の業務に係る入札参加資格審査（定期審査）について 

 長野県が発注する建設工事の請負契約並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の

業務（以下「建設コンサルタント等の業務」という。）の委託契約についての競争入札に参加を希

望する者は、県が付与する業種別の入札参加資格を得る必要があります。 

 今回、入札参加資格を希望する全ての事業者を対象に、令和４・５・６年度の入札参加資格の審査

を行います。 

 

１ 入札参加資格の種類 

（１）建設工事 

建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）の定める 29 業種について、ぞれぞれ審査の上、資格

を付与します。 

（２）建設コンサルタント等の業務 

測量、建築コンサルタント、建設コンサルタント、地質調査、補償コンサルタントの５種類

の業務について、それぞれ審査の上、資格を付与します。 

２ 入札参加資格の有効期間 

  今回付与する入札参加資格の有効期間は、令和４年５月１日から令和７年４月 30日までとな

ります。（36か月間） 

３ 入札参加資格審査の申請要件 

  入札参加資格を希望する業種・業務（部門）について、次に掲げるすべての要件を満たしてい

《個人情報の取り扱いについて》 

申請内容に含まれる個人情報は、入札参加資格審査及び資格者名簿作成を目的と

して収集するものです。収集後は、長野県個人情報保護条例及びその他の規程に基

づいて適切に管理・保管します。なお、代表者、受任者及び申請担当者の氏名情報に

ついては、県内の市町村、及びその他の公共事業発注者へ提供する場合があります

ので、あらかじめご了承ください。 

《申請内容に虚偽記載があった場合の対応について》 

入札参加資格の付与後、申請内容に虚偽が確認された場合には、１か月以上６か

月以内の入札参加停止措置、または入札参加資格の取消措置を行います。 

受付期間(インターネット申請) 

令和３年 12 月 15 日(水) 午前 10 時 ～ 令和４年２月８日(火) 午後 4 時  

（提出書類は令和４年２月８日当日消印有効（送信日が分かる方法）とします。） 
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ることが必要です。 

 

（１）建設工事 

  ア 申請時において建設業法第３条第１項の規定による建設業の許可を受けていること。 

  イ 資格審査基準日（令和３年 10月１日）の直前１年間の事業年度の終了する日を審査基準

日とする建設業法第 27条の 23第１項の規定による経営事項審査を申請していること。 

    ただし、入札参加資格審査申請日までの間に営業譲渡、合併、会社分割、及び会社更生法

又は民事再生法の適用により当該事由による経営事項審査を申請している場合は、当該経

営事項審査の申請をもってこれとみなします。 

  ウ 経営事項審査の審査基準日の直前２年間の各事業年度において、完成工事高があること。 

  エ 「長野県税」（長野県に納税義務のある場合に限る。）及び「消費税及び地方消費税」につ

いて未納額がないこと。また、個人にあっては、個人の市町村・県民税（住民税）に未納が

ないこと。 

オ 長野県暴力団排除条例第 2 条第 2 号に規定する暴力団員又は同条例第 6 条第 1 項に規定

する暴力団関係者ではなく、長野県建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要

領の別表第３に掲げる措置要件に該当しないこと。 

カ 申請日までに、雇用保険、厚生年金保険、健康保険に加入していること（加入義務がない

者は除く）。 
    

＊ 営業所長等に入札参加資格を取得させる（入札及び契約権限を委任する）場合、当該営

業所等が希望業種に係る建設業許可を有していることが必要です。 

 

（２）建設コンサルタント等の業務 

  ア 建設コンサルタント等の業務に係る営業年数が、資格審査基準日（令和３年 10 月１日）

の前日まで引き続き１年以上経過していること。 

  イ 入札参加資格を希望する建設コンサルタント等の業務の業種について、資格審査基準日

の直前１年間の事業年度において業務実績があること。 

  ウ 資格審査基準日及び申請日において、以下の業種区分ごとの要件を満たしていること。 

    

測 量 

測量法（昭和24年法律第188号）第55条第１項の規定による登録を受けていること 

 

建築コンサルタント 

建築士法（昭和25年法律第202号）第23条第１項の規定による建築士事務所について

の登録を受けていること 
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建設コンサルタント 

次の①～⑤のいずれかを満たしていること 

① 建設コンサルタント登録規程（昭和52年建設省告示第717号）第５条による登録を

受けていること 

② 建設コンサルタント登録規程別表に掲げる登録部門のいずれかに該当する技術

士がいること 

③ 建設コンサルタント登録規程第３条第１項ロによる認定を受けた者（認定技術管

理者）がいること 

④ シビルコンサルティングマネージャ（以下、ＲＣＣＭという。）がいること 

（ただし建設情報部門を除く） 

⑤ 建築士法第４条第１項の規定による一級建築士の免許を受けている者で、当該免

許を受けた後都市計画及び地方計画部門に係る業務に関し５年以上の実務経験

を有する者がいること（都市計画及び地方計画部門の資格を希望する場合に限

る） 

 

地質調査 

次の①～⑤のいずれかを満たしていること 

① 地質調査業者登録規程（昭和52年建設省告示第718号）第５条による登録を受けて

いること 

② 建設コンサルタント登録規程別表に掲げる登録部門のうち地質部門又は土質及

び基礎部門に該当する技術士がいること 

③ 地質部門又は土質及び基礎部門に登録されたＲＣＣＭがいること。 

④ 地質調査技士がいること 

⑤ 地質調査業者登録規程による登録の要件として認められた地質調査に関し15年

以上の実務経験を有する者がいること 

 

補償コンサルタント 

次の①～③のいずれかを満たしていること 

① 補償コンサルタント登録規程（昭和59年建設省告示第1341号）第５条による登録

を受けていること 

② 補償コンサルタント登録規程別表に掲げる登録部門に該当する補償業務管理士

がいること 

③ 補償コンサルタント登録規程による登録の要件として認められた補償業務に関

し７年以上の実務経験を有する者がいること 

 

  エ 「長野県税」（長野県に納税義務のある場合に限る。）及び「消費税及び地方消費税」につ

いて未納額がないこと。また、個人にあっては、個人の市町村・県民税（住民税）に未納が

ないこと。 

オ 長野県暴力団排除条例第 2 条第 2 号に規定する暴力団員又は同条例第 6 条第 1 項に規定

する暴力団関係者ではなく、長野県建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要

領の別表第３に掲げる措置要件に該当しないこと。 

 

カ 申請日までに、雇用保険、厚生年金保険、健康保険に加入していること（加入義務がない
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者は除く）。 

 

＊ 営業所長等に入札参加資格を取得させる（入札及び契約権限を委任する）場合、当該営

業所等に職員が常駐していることが必要です（常駐職員は技術者である必要はありませ

ん）。 

＊ 建築コンサルタント業務で上記委任を行う場合、当該営業所等に建築士事務所の登録が

必要です。 

 

４ 経常建設共同企業体結成上の留意事項 

（１）構成員全員が単体で入札参加資格審査申請をしていないこと。 

（２）構成員は、同一業種について他の経常建設共同企業体の構成員となることはできない。 

（３）構成員の数は、２社又は３社とする。 

（４）構成員となる者の組合せは、上位区分にある者から直近二区分までに属する者とする。 

このため、資格審査の結果認められない場合がありますので、御了知願います。 

  （例：発注標準においてＢとＣの組合せは可。ＡとＤの組合せは不可。) 

（５）共同企業体の名称は、「長い名称」や「建設工事名とまぎらわしい名称」は使用しない。 

 

５ 申請の手続き      

  （別添１）のとおり 

 

６ 資格付与について 

（１）建設工事は、申請業種ごとに資格総合点数を算出した上で付与し、この資格総合点数によ

り受注できる工事が区分されます。 

（２）資格総合点数の算出方法は、次のとおりです。なお、新客観点数の加点対象者は、長野県内

に本店を有する建設企業とし、新客観点数の合計点数は、経営事項審査の総合評定値の25％

を上限として加点します。 

 

 

 

（３） 新客観点数の項目及び項目ごとの点数は、「新客観点数の加点内容について」のとおりです。 

   

７ 審査結果について 

 審査の結果については、令和４年４月下旬（予定）に、申請者あて通知します。 

 

８ 資格付与後の手続き 

 （別添２）のとおり 

資格総合点数 ＝  客  観  点  数   ＋    新 客 観 点 数 

（経営事項審査の総合評定値）      【長野県内本店企業のみ】 
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（別添１） 

申 請 の 手 続 き 

１ 申請方法 

  申請にあたっては、インターネットによる申請及び申請書類の提出の両方が必要です。 

  以下の手順に従って手続きを行ってください。 

（１）事前準備（申請用ＩＤ・パスワードの取得） 

インターネット申請を行うには、事前に申請用のＩＤ・パスワードを取得する必要があり

ます。長野県ＨＰの「令和４・５・６年度建設工事等入札参加資格審査について」ページにあ

る、ＩＤ・パスワード付与依頼書（外部サイト）に必要事項を入力の上、送信してくださ

い。（電話での受付はいたしません。） 

ＩＤ・パスワードの通知は電子メールにて行います。 

「令和４・５・６年度建設工事等入札参加資格審査」ページのアドレス 

≪https://www.pref.nagano.lg.jp/gijukan/kensei/nyusatsu/koji/teki.html≫ 

（２）インターネット申請 

ア 上記の入札参加資格審査ページから、案内に従ってログインページへ移動します。

イ ログインページでＩＤ・パスワードを入力して申請入力画面へ移行し、メニューに従って

入札参加資格の申請をしてください。

《ログイン後の流れ》 

ログイン → メニュー画面【入札参加資格申請】 → 申請入力フォーム→ 

→ 必要事項を入力 → 【申請書作成】 → 申請確認画面 → 申請内容の確認 → 

→ 【送信】 → 申請完了画面【ＯＫ】 → 画面印刷 → 下段【メニューへ】 

（３）申請書類の提出 

申請に必要な書類（後出「３ 申請書類」参照）を、下記区分に従って持参、郵送又は「な

がの電子申請サービス」により提出してください。 

 《郵送又は持参による場合》 

ア 県内に本店を有する企業 主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所へ２部

イ 県外に本店を有する企業 長野県建設部建設政策課技術管理室へ１部

※ 窓口に関する情報は後出「５ 問い合わせ及び申請書類提出先（受付窓口）」も参照

 《「ながの電子申請サービス」による場合》 

以下の専用サイトから、電子データで提出 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ申請 書 類 提 出 
※ 両方必須
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  長野県ＨＰの「令和４・５・６年度建設工事等入札参加資格審査について」ページにある、 

「ながの電子申請サービス」を利用した審査書類の提出（外部サイト）から電子データによ

り提出してください。 

「令和４・５・６年度建設工事等入札参加資格審査」ページのアドレス 

≪https://www.pref.nagano.lg.jp/gijukan/kensei/nyusatsu/koji/teki.html≫ 

 

  （４）申請内容の訂正 

申請した内容に誤りがある場合は、下記により訂正をしてください。 

ア 申請書類提出前 

インターネットで訂正が可能です。 

《訂正手順》 

ログイン → メニュー画面【申請事項訂正】 → 申請入力フォームで訂正 → 

→ 【申請書作成】 → 申請内容確認 → 【送信】 

イ 申請書類提出後で審査前 

申請書類提出後でもメニュー画面に【申請事項訂正】が表示されていればインターネッ

トでの訂正が可能ですが、必ず申請書（申請完了画面を印刷したもの）に訂正部分を蛍光

ペンなどで色塗りしたものを受付窓口に提出してください。 

ウ 審査終了後 

申請書類提出後でメニュー画面に【申請事項訂正】の表示が消えている場合は審査が終

了していますので、受付窓口へ連絡後、【申請事項訂正】が表示されてから訂正の上、申

請書に訂正部分を蛍光ペンなどで色塗りしたものを提出してください。 

エ 受付期間終了後 

申請事項訂正依頼書に訂正事項を記入し、朱書き訂正した申請書と併せて受付窓口へ提

出してください（差し替えの必要がある添付書類も提出）。ただし、受付期間が終了して

いるため、更に営業所・業種を追加する旨の訂正はできません。 

なお、資格付与後に申請事項に変更がある場合は、（別添２）の３を参照してください。 

 

２ 受付期間（インターネット申請） 

  令和３年 12 月 15 日(水) 午前 10 時 ～ 令和４年２月８日(火) 午後 4 時 

  （申請書類は令和４年２月８日当日消印有効（送信日が分かる方法）とします。） 

 

３ 申請書類 

（１）建設工事 

   次に掲げるもののうち 

  ・県内企業・・・・・・・資格要件確認書類ア～カ、ケ～タ 

新客観点数加点内容確認書類チ～ユ(必要に応じて) 

【提出書類確認票】参照 
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・県外企業・・・・・・・資格要件確認書類ア～コ、シ～タ 【提出書類確認票】参照 

・経常建設共同企業体・・共同体確認書類ヨ～ル 【提出書類確認票】参照 

・官公需適格組合(事業協同組合の場合)については、上記のほか、官公需適格組合の証明を

受けていることを証明する書面、組合員名簿(組合員の商号又は名称、住所、電話番号及び

組合における役職名が記載されているもの)及び審査対象とする組合員の「キ」及び「シ」

に掲げる書面。

資格要件確認書類

ア 建設工事入札参加資格審査申請書（インターネット申請で申請完了画面を印刷したもの）

イ 提出書類確認票

ウ 【主たる営業所以外の営業所に入札に独自に参加する権限を与える場合に必要な書類】

(ア) 委任状（従たる営業所の代表者に権限を付与したことを証する書類）

(イ) 建設業許可申請書（様式第１号）の写しと下記の書類のいずれか、又は変更届出書（様

式第 22 号の 2）の写し（ただし、許可行政庁の受付印のあるもの）（建設業許可を受け

ている営業所の許可業種が確認できるもの）

・別表の写し

・営業所一覧表（新規許可等）（別紙二(１)）の写し

・営業所一覧表（更新）  （別紙二(２)）の写し 

エ 後見登記等に関する法律（平成 11 年法律第 152 号）第 10 条第１項に規定する登記事項

証明書（個人事業者のみ必要）・・・（注） 

(ア) 成年被後見人、被保佐人及び被補助人でない場合

登記されていないことの証明書 

(イ) 被補助人である場合

登記事項証明書 

オ 復権を得ない破産者でない旨の市町村又は特別区の証明書(個人事業者のみ必要)

カ 資格審査基準日（令和３年 10月 1日）の直前１年間の事業年度の終了する日を審査基準

日とする経営事項審査結果通知書の写し(結果通知が出ていない場合は、経営事項審査申請

書及び経営状況分析終了通知書の写し)及び経営事項審査申請時の工事種類別完成工事高

の写し 

ただし、入札参加資格審査申請日までの間に、営業譲渡、合併、会社分割、及び会社更生

法又は民事再生法の適用により、当該期間を審査基準日とする経営事項審査を申請した場

合は、当該経営事項審査結果通知書の写し 

キ 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(法人事業者のみ必要) （写しでも可）

ク 建設業許可証明書又は確認書 （写しでも可）

ケ 長野県税の納税証明書（申請日前３か月以内に県税事務所長が発行したもの）【長野県に

納税義務がある場合に必要】（写しでも可） 

  （注）長野県税の未納がないことが確認できる証明書 

コ 法人税あるいは申告所得税と消費税及び地方消費税の納税証明書（申請日前３か月以内

に発行されたもの）（法人事業者はその３の３、個人事業者はその３の２）（写しでも可） 

納税証明書の請求手続きは国税庁ホームページをご覧ください。 
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【オンライン請求の場合】 

http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shomei_index.htm 

【書面による請求の場合】 

http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm 

サ 長野県内の市町村・県民税（住民税）の納税証明書(申請者の住民登録地の市町村長発行

のもの）(個人事業者のみ必要) （写しでも可） 

シ 長野県暴力団排除条例第 2条第 2 号に規定する暴力団員又は同条例第 6条第 1項に規定

する暴力団関係者ではない旨等の誓約書 

ス 健康保険及び厚生年金保険の加入が経営事項審査の総合評定値通知書で確認できない場

合は、社会保険等加入状況申出書（様式）と併せて、健康保険・厚生年金保険の領収証書、

社会保険料納入証明書、又は健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通

知書の写し【入札参加資格審査ページに掲載の社会保険確認書類を参照】 

セ 健康保険及び厚生年金保険の加入義務がないことが経営事項審査の総合評定値通知書で

確認できない場合は、賃金台帳、労働者名簿、源泉所得税領収書等のうちいずれかの写し、又

は健康保険被保険者適用除外承認証の写し 

ソ 雇用保険の加入が経営事項審査の総合評定値通知書で確認できない場合は、社会保険等

加入状況申出書（様式）と併せて、雇用保険領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保

険料申告書（雇用保険分が記載のもの）の写し、又は雇用保険被保険者資格取得等通知書

の写し 

タ 雇用保険の加入義務がないことが、経営事項審査の総合評定値通知書で確認できない場

合は、賃金台帳・労働者名簿・源泉所得税領収書等のうちいずれかの写し 

新客観点数加点内容確認書類

チ 資格審査基準日直前の４年間における国又は長野県（知事及び発注機関の長）による企

業の表彰であって、優良工事、優良技術者表彰及び安全衛生表彰等の表彰状の写し（表彰等

で加点する場合に必要） 

ツ 民間資格等の資格者証等の写し（民間資格等で加点する場合で、受付窓口から提出を求められ

た場合に追加で提出） 

テ 審査基準日において、長野県が実施する新技術・新工法活用支援事業への登録又は国土

交通省が運用する新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）への登録に係る開発登録者であ

ることが確認できる各ＷＥＢ画面を印刷したもの（新技術登録で加点する場合に必要） 

ト エコアクション２１又は地域版環境プログラムの認証の写し（環境配慮で加点する場合に必

要。ただし、経審で ISO14001の取得を評価されている場合は加点しない。） 

ナ 審査基準日を協定期間に含む「長野県産業廃棄物３Ｒ実践協定書」の写し（環境配慮で加

点する場合に必要。ただし、建設業の排出事業者として締結している場合に限る。） 

ニ 資格審査基準日直前４年間における新規卒業者（卒業後３年以内）の卒業証書の写し（労

働環境で加点する場合に必要）。また、当該新規卒業者を技術職として雇用している場合は､審査

基準日において技術職(資格･経験は問わない)であることが分かるもの(労働環境で加点する場

合に必要)。 

13

http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shomei_index.htm
http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm


ヌ 建設業法第 26条に規定する主任技術者となる資格を有する女性技術職員の職員調書（様

式第１号）及び資格証の写し（労働環境で加点する場合に必要。ただし資格証の写しについては、

受付窓口から提出を求められた場合に追加で提出） 

ネ 労働安全衛生マネジメントシステム（ISO45001）もしくは建設業労働安全衛生マネジメ

ントシステム（COHSMS（NEW COHSMS、Compact COHSMS））の認証の写し（労働環境で加点する

場合に必要） 

ノ 労働局に受領された一般事業主行動計画策定届出又は一般事業主行動計画書の写し、及

び就業規則の写し（労働環境で加点する場合に必要） 

ハ 資格審査基準日直前４年間において、20日以上の育児・介護休業等を取得したことがわ

かる、育児・介護休業給付金関連の書類（労働環境で加点する場合に必要） 

ヒ 社員の子育て応援宣言登録証の写し、職場いきいきアドバンスカンパニー登録証の写し

（労働環境で加点する場合に必要） 

フ 労働災害防止団体法に規定する労働災害の防止を目的として組織された団体（建設業労

働災害防止協会長野県支部）での活動証明書の写し（労働環境で加点する場合に必要） 

ヘ 週休２日等の休業制度が記載された就業規則（労働基準監督署の受付印があるもの）、年

間休日数がわかるもの（休日を示したカレンダーなど）（労働環境で加点する場合に必要） 

ホ 建設キャリアアップシステムの事業者登録が確認できる書類（事業者登録完了メールの

写し、事業者ＩＤでログインした画面の写し等）、建設キャリアアップシステムの登録状

況を記載した技能者一覧表（労働環境で加点する場合に必要） 

マ 「月給制」による賃金の支払い状況を記載した技能者一覧表及び就業規則の写し（就業規

則で「月給制」以外の給与形態を定めている場合に限り、加えて加点対象となる技能者の

うち１名について基準日を含む１年間の給与の支払い状況が確認できる書類（賃金台帳の

写し等））（労働環境で加点する場合に必要） 

ミ 長野県ＳＤＧｓ推進企業登録証の写し（ＳＤＧｓの取組で加点する場合に必要） 

ム 企業合併契約書の写し、合併等以前の履歴事項全部証明書（閉鎖事項全部証明書）及び

株主（出資者）調書（様式第２号）（合併等を加点とする場合に必要） 

メ 消防団協力事業所表示証の写し（地域貢献を加点とする場合に必要） 

長野県消防団協力事業所等知事表彰状の写し（地域貢献を加点とする場合に必要、受彰して

いる場合のみ） 

モ 法務省の「協力雇用主」に登録していることを証する、長野保護観察所発行の登録証明

書（地域貢献で加点する場合に必要）（写しでも可） 

ヤ 令和３年６月１日現在で公共職業安定所に報告した障害者雇用状況報告書の写し 

（労働福祉で加点する場合に必要。ただし、障害者の雇用の促進等に関する法律第 43条及び障害者

の雇用の促進等に関する法律施行令第 9条に定める雇用率に達する場合に限る） 

ユ 障がい者雇用状況調書（様式第３号）（労働福祉を加点する場合で、従業員が 43.5人未満の事  

業所が障がい者を１人以上雇用している場合に必要 

 

 共同企業体確認書類 

ヨ 共同企業体入札参加資格申請書 
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  ラ 共同企業体協定書の写し 

  リ 共同企業体構成員資格調書（様式第４号） 

  ル 共同企業体構成員全員の「キ」及び「シ」に掲げる書面 

 

（２） 建設コンサルタント等の業務 

資格要件確認書類  ア～ナ                        【提出書類確認票】参照 

 ア 建設コンサルタント等の業務入札参加資格審査申請書（入力後の出力帳票） 

  イ 提出書類確認票 

  ウ 委任状及び常駐する配置職員（技術者でなくても可）を記載した書類（様式任意、委任

状に記載でも可）(主たる営業所以外の営業所に入札に独自に参加する権限を与える場合に必要(建

築コンサルタントにあっては建築士事務所の登録のある営業所に限る)) 

  エ 後見登記等に関する法律（平成 11 年法律第 152 号）第 10 条第１項に規定する登記事項

証明書（個人事業者のみ必要）・・・（注） 

  (ア)成年被後見人、被保佐人及び被補助人でない場合 

    登記されていないことの証明書 

  (イ)被補助人である場合 

    登記事項証明書 

  オ 復権を得ない破産者でない旨の市町村又は特別区の証明書(個人事業者のみ必要) 

  カ 住民票(個人事業者のみ必要) 

キ 登録証明書の写し又は登録通知の写し 

 ・測量業者（測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 55 条第１項の規定による登録を受けて

いる測量業者） 

 ・建築コンサルタント（建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条第１項の規定による

建築士事務所についての登録を受けている建築コンサルタント） 

   ・建設コンサルタント（建設コンサルタント登録規程（昭和 52年建設省告示第 717号）の

規定による登録を受けている建設コンサルタント） 

   ・地質調査業者（地質調査業者登録規程（昭和 52年建設省告示第 718号）の規定による登

録を受けている地質調査業者） 

   ・補償コンサルタント（補償コンサルタント登録規程（昭和 59 年建設省告示第 1341 号）

の規定による登録を受けている補償コンサルタント） 

  ク 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(法人事業者のみ必要)（写しでも可） 

  ケ 長野県税の納税証明書（申請日前３か月以内に県税事務所長が発行したもの）【長野県に

納税義務がある場合に必要】（写しでも可） 

    （注）長野県税の未納がないことが確認できる証明書 

  コ 法人税あるいは申告所得税と消費税及び地方消費税の納税証明書（申請日前３か月以内

に発行されたもの）（法人事業者はその３の３、個人事業者はその３の２）（写しでも可） 

納税証明書の請求手続きは国税庁ホームページをご覧ください。 

     【オンライン請求の場合】 

     http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shomei_index.htm 
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     【書面による請求の場合】 

     http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm 

      

  サ 長野県内の市町村・県民税（住民税）の納税証明書(申請者の住民登録地の市町村長発行

のもの）(個人事業者のみ必要) （写しでも可） 

  シ 長野県暴力団排除条例第 2条第 2 号に規定する暴力団員又は同条例第 6条第 1項に規定

する暴力団関係者ではない旨等の誓約書 

ス 健康保険及び厚生年金保険の加入義務がある者は、社会保険等加入状況申出書（様式）

と併せて、健康保険・厚生年金保険の領収証書、社会保険料納入証明書、又は健康保険・厚

生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書の写し 

セ 健康保険及び厚生年金保険の加入義務がない者は、賃金台帳、労働者名簿、源泉所得税領

収書等のうちいずれかの写し又は健康保険被保険者適用除外承認証の写し 

ソ 雇用保険の加入義務がある者は、社会保険等加入状況申出書（様式）と併せて、雇用保険

領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書（雇用保険分が記載のもの）の

写し、又は雇用保険被保険者資格取得等通知書の写し 

タ 雇用保険の加入義務がない者は、賃金台帳、労働者名簿、源泉所得税領収書等のうちいずれ

かの写し 

チ 経営規模等総括表（様式第５号） 

  ツ 業務経歴書（様式第６号） 

    資格審査基準日の属する事業年度の直前の事業年度の年間業務実績を希望業種（建設コ

ンサルタント及び補償コンサルタントにおいては部門）ごとにまとめ、必ず合計を記載す

ること。 

  テ 資格審査基準日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主

資本等変動計算書 (消費税処理方式「税抜・税込の別」を記載すること。なお、株主資本等

変動計算書については法人事業者のみ必要) 

  ト 技術者一覧表（様式第７号） 

    資格審査基準日における技術者名等を申請業種（建設コンサルタント及び補償コンサル

タントにおいては部門）ごとにまとめ、申請書に記載した資格者数（延べ人数）がわかるよ

うに記載すること。（各業種技術者重複有） 

  ナ 技術者等経歴書（個人用）（様式第８号） 

(建設コンサルタント（都市計画及び地方計画部門）、地質調査、補償コンサルタントの

各実務経験者のみで付与を希望する場合必要) 

 

 （注） 登記事項証明書は、「登記されていないことの証明申請書」又は「登記事項証明申請書」

により、東京法務局又は長野地方法務局あてに請求（東京法務局は窓口及び郵送可、長野

地方法務局は窓口のみ）することにより交付されます。「登記されていないことの証明申

請書」は、「成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録がない」旨の証明書が交付さ

れるよう記載し、申請してください。 

    登記事項証明書の申請用紙は、最寄りの法務局又は地方法務局若しくはその支局等で入
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手することができます。 

 

 

４ 留意事項 

（１）申請書類はファイルを使用せず、「３ 提出書類」に記載の順番で、ひもとじ又はホチキス

とじにしてください。 

（２）納税証明書は３か月以内に発行されたもの 

（３）委任状は、代表取締役から直接委任されたものとし、委任期間は令和４年５月 1 日から令

和７年４月 30日までとします。 

（４）経常建設共同企業体に係る申請用紙については、「５ 問い合わせ及び申請書類提出先」の

各窓口で入手してください。 

 

５ 問い合わせ及び申請書類提出先（受付窓口） 

（１）県内企業（主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所） 

担  当  機  関 郵便番号 所    在    地 電話番 号 

佐久建設事務所 建設業係 

上田建設事務所 総務課 

諏訪建設事務所 総務課 

伊那建設事務所 総務課 

飯田建設事務所 総務課 

木曽建設事務所 総務課 

松本建設事務所 総務課 

大町建設事務所 総務課 

長野建設事務所 総務課 

北信建設事務所 総務課 

385-8533 

386-8555 

392-8601 

396-8666 

395-0034 

397-8550 

390-0852 

398-8602 

380-0836 

383-8515 

佐久市跡部 65-1 

上田市材木町 1-2-6 

諏訪市上川 1-1644-10 

伊那市荒井 3497 

飯田市追手町 2-678 

木曽郡木曽町福島 2757-1 

松本市大字島立 1020 

大町市大町 1058-2 

長野市大字南長野南県町 686-1 

中野市大字壁田 955 

0267-63-3170 

0268-25-7161 

0266-57-2933 

0265-76-6845 

0265-53-0448 

0264-25-2237 

0263-40-1962 

0261-23-6530 

026-234-9537 

0269-23-0791 

 

（２）県外企業 

担  当  機  関 郵便番号 所    在    地 電話番 号 

長野県庁建設部 

建設政策課技術管理室 
380-8570 長野市大字南長野字幅下 692-2 026-235-7313 
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(別添２) 

資 格 付 与 後 の 手 続 等 

 

１ 入札参加資格の承継 

  入札参加資格者の法人成、相続、会社の合併又は業務を譲り受けた場合においては、その入

札参加資格の承継が認められることがあります。 

  詳細は、県内企業は建設事務所、県外企業は建設部建設政策課技術管理室にお尋ねください。 
 

２ 随時審査（建設工事の場合） 

  建設工事にあっては、資格付与後、経営状態に大幅な変動があった場合（具体例：営業譲渡、

合併、会社分割、及び会社更生法又は民事再生法の適用が該当）には、随時の申請に基づき、資

格総合数値の見直し等が認められることがあります。 
 

３ 申請事項の変更 

入札参加資格が付与された後に次の項目に変更があったときは、入札参加資格記載事項変更

届に関係書類を添付のうえ、下記区分に従って持参、郵送又は「ながの電子申請サービス」に

より提出してください。 

 

    《郵送又は持参による場合》 

ア 県内に本店を有する企業   主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所へ２部 

イ 県外に本店を有する企業   長野県建設部建設政策課技術管理室へ１部 

 

   《「ながの電子申請サービス」による場合》 

長野県ＨＰの「入札参加資格内容の変更について（建設工事・建設コンサル）」ページにあ   

る、「ながの電子申請サービス」を利用した変更届等の提出（外部サイト）から電子データに  

より提出してください。 

「入札参加資格内容の変更について（建設工事・建設コンサル）」ページのアドレス 

https://www.pref.nagano.lg.jp/gijukan/kensei/nyusatsu/koji/shikakunaiyo.html 

 

（１）主たる営業所、もしくは従たる営業所の所在地、連絡先（電話、ＦＡＸ、メールアドレス） 

  ※ これまではがきにて行っていた資格更新に係るＩＤ・パスワードの通知を、今後メールに切り替え

る可能性がありますので、連絡先の変更も忘れずに行ってください。 

（２）商号又は名称（フリガナ記載） 

（３）主たる営業所又は従たる営業所の代表者（フリガナ記載） 

（４）廃業又は営業所の廃止、休止 

（５）建設業許可区分及び許可番号 

   例：「一般許可⇒特定許可」、「大臣許可⇒県知事許可」 

（６）建設コンサルタント等の業務における法律及び規定による登録状況 

（７）建設コンサルタント等の業務における各技術者数 

 ※ 上記（１）～（６）については、登記事項証明書、委任状、建設業許可証明書等、変更事項
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を証する書類を提出してください。 

 ※ 営業所･業種の追加は、中間・追加審査での申請が必要です（変更届での対応不可）。 
 

４ 入札参加停止・資格の取消 

（１）入札参加資格者又はその使用人が入札参加資格審査申請又は経営事項審査で虚偽の申請を

した場合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)に違反

した場合、贈賄及び不正行為等があった場合、経営者等が暴力団関係者の場合等には、その

状況に応じて一定期間入札参加の停止をします。 

（２）入札参加資格者が欠格事由に該当するに至った場合は、当該資格は取り消されます。 
 

５ 経営事項審査(建設工事の場合) 

  入札参加資格付与中は、有効な経営事項審査結果を受けている必要があります。有効期間が

切れた場合は、新たに経営事項審査結果通知を受けるまでの期間、入札に参加することができ

なくなりますので留意願います。 

  また、入札参加資格付与後、次回の定期申請までの間に新たに経営事項審査の結果通知を受

けても、その写し等を提出する必要はありません。（建設業許可の更新も同様） 
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令和４・５・６年度建設工事等入札参加資格審査のＱ＆Ａ

１ 建設工事関係 

（１）申請要件について 

Ｑ１ 建設工事の入札参加資格取得要件である、直前２ヶ年度の完成工事高はどの書類で確認しま

すか。また、解体工事についても同じですか。 

Ａ１ どの業種であっても、提出書類にある「経営事項審査申請時の工事種類別完成工事高の写し」 

で確認します。解体工事も同様です。上記書類上で直前２ヶ年度の双方に完成工事高がないと 

申請はできません。 

Ｑ２ 経審を受審していることが要件とのことですが、結果が出ていないと（結果通知書がない

と）申請できないのでしょうか。 

Ａ２ 経審を申請していれば、結果が出ていなくても資格審査の申請は可能です。 

（２）新客観点数について 

Ｑ１ 新客観点数の加点対象となる事実の基準日は、資格審査基準日ですか。 

Ａ１ 原則的に資格審査基準日ですが、一部、申請日を基準とするものもありますのでご注意くだ 

さい.。 

なお、民間資格に関する項目、及び主任技術者になりうる女性技術者の社員雇用に関しては、 

対象の技術者が、基準日及び申請日において正社員であることが条件になりますので、ご注意 

願います。 

Ｑ２ 工事成績加(減)点の対象業種はなんですか。また、業種ごとの加(減)点ですか。 

Ａ２ 長野県が発注した工事のうち、「土木一式」、「とび土工コンクリート」及び「ほ装」の３業 

種に係るものの工事成績点を用います。 

点数は、基準日直前３年間に竣工した上記３業種に係る工事の成績点をひとまとめにして算 

出した平均点をもとに、計算式に従って算定し、「土木一式」、「とび土工コンクリート」及び 

「ほ装」の３業種全てに同一の点数を加(減)点します。 

Ｑ３ 表彰等は、優良工事表彰だけが対象ですか。 また、表彰等には感謝状は含まれますか。 

Ａ３ 表彰等は、優良工事表彰をはじめ、優良技術者表彰、安全衛生に係る優良事業場表彰（厚生 

  労働大臣又は労働局長）、障害者雇用優良事業所の表彰（厚生労働大臣又は長野県知事）も対象 

とします（ただし、個人表彰は除きます）。また、個人表彰ではありますが、建設マスター及び 

建設ジュニアマスターも対象とします。なお、建設工事の入札参加資格への加点のため、設計等 

の業務に関する表彰は対象外とします。 

 工事関連の表彰は、国の大臣又は発注機関の長が行うもの、及び長野県知事が行うものを対象 
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とします。 

また、表彰等には感謝状は含みませんのでご注意願います。 

   

Ｑ４ 表彰等による加点について、長野県の優良技術者表彰は該当になりますか。 

Ａ４ 長野県の優良技術者表彰は個人とその会社を表彰するものですので、企業表彰分を加点対象 

とします。なお、表彰された日付が基準日以降の場合は対象外です。 

 

Ｑ５ 民間資格等は、示された資格のみを対象とするのですか。又は示された資格以外の資格も対

象となりますか。 

Ａ５ 別にお示しした資格のみを対象とします。 

 

Ｑ６ 民間資格で1人の者が複数の資格を持っている場合は、資格の数だけ加点されますか。 

それとも、いくつ持っていても１人１点の加点ですか。 

Ａ６ １人で複数の資格を持っている場合は、資格の数だけ加点します。 

   （例：該当する資格数が３種類であれば、３点） 

   ただし、対象となる業種の入札参加資格を取得しないと加点しません。 

   （例：舗装施工管理技術者の資格は、土木一式又は舗装の入札参加資格を取得した場合には 

加点しますが、審査の結果いずれも不適であった（入札参加資格を取得できない）場合は加点 

しません。） 

 

Ｑ７ 民間資格について、積み上げた点数は各業種にどのように加点されるのでしょうか。 

Ａ７ 業種を問わず、入札参加資格のある業種すべてに総合計点を加点します。 

（例：入札参加資格を取得した業種が土木一式と管工事で、土木一式に対応する資格が２５点 

分あれば、管工事の対象民間資格等がゼロであっても、２５点は土木一式と管工事の両方に加 

点されます。土木一式の入札参加資格が取得できない場合、管工事への加点は０点です。） 

 

Ｑ８ 民間資格について、アルバイト等も加点の対象になりますか。 

Ａ８ 「他の職員の年間総労働時間の７．５割以上の者」は、正社員が国民健康保険に加入している 

場合等を想定しており、正社員以外（契約社員、派遣社員、アルバイト、非常勤役員、下請者等）

は、加点対象外です。 

 

Ｑ９ 基準日以前４年間の新規学卒者社員採用による加点で、今現在退職している場合は加点にな

りますか。また、新規学卒者とは卒業後何年までの者が該当しますか。 

Ａ９ 現在も雇用が継続している社員のみとなります。退職している場合は、加点しません。また 

  新規学卒者の定義ですが、厚生労働省の「青少年雇用機会確保指針」では、卒業後３年以内の 

  者（その間の就業の有無は問わない）を新卒者と扱う旨規定されていますので、それを準用し 

ます。 
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Ｑ10 新規学卒者の社員採用について、雇用していた社員が定時制高校を卒業しました。当該社員

を引き続き雇用した場合、加点されますか。 

Ａ10 新規学卒者を「新たに」正規雇用した場合に加点するものであるため、既に雇用している場 

合は対象外です。ただし、非正規雇用者を学校卒業後に正規雇用した場合は加点の対象とします。 

Ｑ11 新規学卒者の社員採用による加点で、技術職であることを確認できる書類とは具体的には

何ですか。 

Ａ11 有資格者である場合は資格証等、資格がない場合は職名が確認できる社員名簿、辞令の写し 

等を想定しています。事務、営業職でなく工事現場で働いていることが分かるものでも確認の上、

可とします。 

Ｑ12 主任技術者となる資格を有する女性技術者の社員雇用について、派遣社員や取締役等の役

員は対象になりますか。 

Ａ12 直接雇用ではない派遣社員や、代表取締役など雇用する側の者は対象外です。 

役員であっても、雇用が確認できる書類があれば加点の対象とします。 

Ｑ13 表彰、新規学卒者及び育児・介護休業における加点条件である、「申請日までに退職してい

ない」ことの確認書類は必要ですか。 

Ａ13 特に提出は求めず申請に基づきますので、虚偽のないようにお願いします。 

Ｑ14 「一般事業主行動計画の策定、且つ育児・介護休業法に規定する休業等制度が就業規則に規

定」について、就業規則には規定していますが行動計画が期限切れの場合はどうなりますか。  

Ａ14 届出書に受付印が押印されていても、基準日において行動計画が期限切れのものは無効です 

ので、改めて行動計画を策定し直した上で受付印が押印されたものを有効とします。また、計 

画期間が満了し、目的を達成し、認定を受けるための要件を満たした場合は、受付印が押印さ 

れた申請書の提出をもって加点します。 

 なお、一般事業主行動計画の策定と休業等制度の就業規則規定はセットですので、一方だけ 

では加点しません。 

Ｑ15 「職場いきいきアドバンスカンパニー」の認証登録は受けているのですが、「社員の子育て

応援宣言！」の登録期間が切れてしまいました。この場合、加点になりますか。 

Ａ15 両方とも登録中でないと、「職場いきいきアドバンスカンパニー」の加点はしません。 

加点(10点)を求める場合は、両方の有効な登録証の写しを提出してください。 

Ｑ16 週休２日等の休業制度について、就業規則には「４週６休」と定められていますが、これで

５点加点されますか。 

Ａ16 加点対象となる「４週５～８休」とは、曜日及び週を固定（例：毎週日曜日、毎月第３水曜 

日など）した休日が４週に５～８日あり、かつ祝日法に規定する休日を休日としており、かつ 

年末年始に２日以上の休日があることをいいます。 

 就業規則に定められた内容がこれに該当しない場合、たとえ「４週６休」と定められていても、 

年間休日数により判断します。資格審査基準日を含む1年間の休日数を確認できる書類（休日 
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を定めたカレンダーなど）を併せて提出してください。 

Ｑ17 週休２日等の休業制度、賃金の支払い形態としての「月給制」について、就業規則のうち労

基署の受付印が押印された部分を提出することになっていますが、押印のある変更届でもよい

でしょうか。 

Ａ17 変更届は、以前に就業規則が労基署へ届けられていることの証拠になりますから、押印のあ 

る変更届でも構いません。 

Ｑ18 週休２日等の休業制度、賃金の支払い形態としての「月給制」について、労基署の受付印が

押された就業規則が必要とのことですが、労基署への届出義務のない事業者はどうすればよい

でしょうか。 

Ａ18 就業規則については、労基署への届出義務の有無を問わず、受付印が押されたものでないと 

受け付けません。 

Ｑ19 労働災害防止団体法に規定する労働災害の防止を目的として組織された団体とは、具体的

にどの団体ですか。 

Ａ19 長野県内では、平成31年度現在の労働災害防止団体は建設業労働災害防止協会長野県支部 

のみです。 

Ｑ20 建設業労働災害防止協会長野県支部での活動は、資格審査基準日を含む年度の前年度に活

動していないと対象になりませんか。 

Ａ20 資格審査基準日までに加入していても、活動していない（＝活動証明書が発行されない）方は、

加点しません。 

Ｑ21 県建設工事入札参加資格を有する建設企業との合併について、グループ企業の合併であっ

ても加点されますか。 

Ａ21 資本関係等がない企業同士の合併が対象です。同族企業の合併、営業譲渡、役員重複や一定  

の資本関係等同族的な関係があると認められる場合は、加点しません。 

Ｑ22 （合併に関する上記の質問について）役員重複は対象外とありますが、役員が何人かいる中

で１名や２名でも重複していれば加点対象にはならないのでしょうか。 

Ａ22 具体的には合併等を行った日前１年間において、存続会社等が当該合併等により消滅又は廃止

された会社の役員又は資本を２分の１以上有していた場合、連結決算を行っている場合等、同族

的な関係があると認められる場合は加点の対象外です。 

Ｑ23 入札参加資格を持っていない企業と合併しましたが、加点対象となりますか。 

Ａ23 県建設工事入札参加資格を有する建設企業との合併が条件ですので、有していない建設企業 

との合併は対象外です。なお、合併相手のうち１者でも有していれば対象になります。 
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Ｑ24 消防団協力事業所表示制度の登録は、資格審査基準日までに登録していないと対象になり

ませんか。 

Ａ24 資格審査基準日までに登録していないと対象になりません。 

 

Ｑ25 消防団協力事業所表示制度について、登録表示証は会社名が記載されていなくてもよいで

すか。 

Ａ25 申請に基づき審査しますので差し支えありません。虚偽のないようにお願いします。 

 

Ｑ26 育児・介護休業給付金関連等で休業取得が確認できる書類とありますが、育児・介護休業を 

取得したら必ずハローワークに届け出て給付金をもらわなくてはいけないのかとハローワー 

クに確認したところ、会社のお金で休ませて給付金をもらわないということでもよいといわれ 

ました。このようにハローワークを通さず育児・介護休業を取得した場合は、給付金関連の書 

類はないことになりますが、「等」というのは休業を取得したことが確認できる他の書類でも 

認めてもらえるということでしょうか。 

Ａ26 ハローワークからの雇用保険の育児休業給付・介護休業給付の受給実績が簡便かつ信頼でき 

る提出書類と考えております。 

ご質問の状況等で給付金関連の書類がない場合は、別途休業や雇用等の確認が必要になりま 

すので、育児・介護休業の取得を会社が証明した書類、休暇整理簿、会社が給付金相当額を給付 

していることがわかる書類、及び休業取得者が社員であることを証明する書類を添付してくださ

い。 

 

Ｑ27 キャリアアップシステムの導入について、事業者としては登録していないが、登録している 

技能労働者を雇用している場合、加点対象となりますか。 

Ａ27 事業者登録が加点の条件となりますので、対象となりません。  

 

Ｑ28 賃金の支払い形態としての「月給制」について、「日給月給制」、「月給日給制」の支払い形

態は加点対象となりますか。 

Ａ28 完全月給制のみを加点対象とします。給与の月額があらかじめ定められており、欠勤・遅刻・

早退をした場合に、その分の基本給又は手当が差し引かれる形態（いわゆる「日給月給制」、 

「月給日給制」）は対象となりません。 

 

２ 建設コンサルタント等関係 

 

Ｑ１ 建設コンサルタント等で主たる営業所以外の営業所に入札参加資格を与える場合、常駐する

配置職員を記載した書類（様式任意、委任状に記載でも可）を提出させるのはなぜですか。 

Ａ１ 主たる営業所以外の営業所に入札参加を与える場合、当該営業所に常駐する配置職員がいる 

ことを要件としているためです。 

なお、地域要件を「県内に本店又は営業所を有する者」とした場合、県外本社が入札参加資 

格を持っていても、県内営業所が入札参加資格を持っていなければ入札はできませんのでご注 

意ください。 
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Ｑ２ 参加資格を希望する業務の実績について、小さな民間の仕事しかないが、請書の写し等添付

が必要ですか。 

Ａ２ 様式第６号の業務経歴書の請負代金の額は、国や県等の公共事業に限らず民間の業務実績も 

記載できます。また、実績があれば小額でも記載できます。なお、契約書、請書の写しは添付す 

る必要はありません。 

 

Ｑ３ 様式第７号の技術者一覧表について、各申請業種・部門ごとに作成とありますが、１枚にま

とめて記載してもよいですか。また、複数持っている他の部門資格や、建設コンサルタント等

の業務の参加資格申請に関係のない資格もすべて記載するのですか。 

Ａ３ 迅速な審査を行うため各申請業種・部門ごとに作成をお願いしておりますが、１枚にまとめ 

て記載しても結構です。ただし、各業種・部門がわかるように記載してください。 

申請書は延べ人数を記入することになっていますので、複数持っている他の部門資格も記載 

してください。ただし、資格を希望しない業種・部門については記入不要です。 

建設コンサルタント等の業務の参加資格要件と関係のない資格（例えば１級土木施工管理技 

士や電気工事士等）は記載不要です。 

 

Ｑ４ 要件に合致する技術者はいるが業務実績がない業種、又は業務実績はあるが要件に合致する

技術者がいない業種・部門については申請書に記載すべきですか。 

Ａ４ 入札参加資格を付与できないので、申請書への記入や業務経歴書、技術者一覧表の提出はし 

ないでください。 

 

Ｑ５ 建設コンサルタントの登録がない場合、建設コンサルタント登録規程別表に掲げる登録部門

のいずれかの部門に該当する技術士、ＲＣＣＭ等がいれば申請できるとのことですが、技術士

であればどの部門でもよいということでしょうか。 

Ａ５ 長野県の入札参加資格については、建設コンサルタント登録規程の登録部門毎に登録の有無 

を確認して資格付与しており、登録がない場合は、当然ながら、有する技術者が技術士法によ 

る第二次試験において選択・合格した科目で登録をうけている部門に限ります。 

    「いずれかの部門に該当する技術士」とは、建設コンサルタント登録規程別表中、各登録部 

門における技術上の管理をつかさどる者の要件のうち、いずれかの技術部門に合格し登録して 

いる者等を指します。 

 

Ｑ６ 建設コンサルタントの技術者要件について、登録がなくても技術士やＲＣＣＭ等の有資格者

がいれば申請できるとのことですが、提出する書類は、登録を確認するための登録証明書の写

しや登録通知の写しとなっています。技術士やＲＣＣＭ等の資格を確認する書類は提出しなく

てもよいのでしょうか。どのように審査するのでしょうか。 

Ａ６ 国の登録を取得するために、登録要件に添った技術者を保有した上で国の審査を受けている 

ことから、登録証明書の写し等と様式第７号の技術者一覧表をもって確認します。 

登録がない場合は、様式第７号及び第８号で確認し、資格を確認する書類の添付は求めません。

資格又は免許等の取得年月日で確認することとしています。申請に基づき審査しますので誤り 

がないよう提出してください。 
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退職した職員の資格を使ったり、資格又は免許等の取得年月日の誤記入等、故意が確認され 

た場合には入札参加資格の取消処分を行う場合があります。 

 

Ｑ７ 建設コンサルタント等の登録について、資格審査基準日にはなかったのですが、その後申請

日までの間に登録を受けました。この場合、参加資格の申請はできますか。 

Ａ７ 各種登録規程による登録やＲＣＣＭ等の有資格者について「資格審査基準日及び申請日にお 

いて」有していることを要件としているため、資格審査基準日に登録がなく、ＲＣＣＭ等の有 

資格者がいない場合は申請できません。 

ただし、資格審査基準日に登録はなくてもＲＣＣＭ等の有資格者がいることで申請要件を満 

たしている場合で、申請日までに登録を受けた場合には、資格付与後の変更届提出の手間を省 

略する意味で、申請時に「登録有り」で申請してください。 

 

Ｑ８ 新たに入札参加資格を得るために、必要な技術者を新たに雇い、資格審査基準日前に登録を

受けましたが、会社としては直前の事業年度に実績がありません。新たに雇った技術者が前に

所属していた会社で積んだ実績を自己の会社の実績としてもよいでしょうか。 

Ａ８ 技術者の個人実績ではなく会社としての実績が資格付与の要件になります。登録が資格審査 

基準日前でも、会社としての実績が全くない場合には、申請できません。 

 

 

３ 建設工事・建設コンサルタント共通事項、その他申請方法に関すること 

 

Ｑ１ ＩＤ・パスワードの申請方法がわかりません。 

Ａ１ 長野県ホームページの「令和４・５・６年度建設工事等入札参加資格審査について」

（https://www.pref.nagano.lg.jp/gijukan/kensei/nyusatsu/koji/teki.html）に表示される、 

「IDパスワード付与依頼書（外部サイト）」から電子申請用サイトへ移動し、申請してください。 

 ＩＤ・パスワードの申請は令和４年２月１日までに行ってください。 

 

Ｑ２ 建設工事と建設コンサルタント等の業務それぞれの入札参加資格審査の申請をしたいので

すが、ＩＤ・パスワードは、それぞれに必要となりますか。 

Ａ２ 申請者が同一であっても、建設工事と建設コンサルタント等の業務ではＩＤが異なりますので、

ＩＤ・パスワードは建設工事と建設コンサルタント等の業務それぞれで付与を受けることが必要

です。 

 

Ｑ３ インターネットでの申請は、長野県ホームページのどの画面から入力すればよいのでしょう

か。 

Ａ３ 令和３年12月15日から令和４年２月８日までの間、以下のサイトにシステムへログインするた

めのリンクが表示されます。なお、上記期間外は表示されません。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/gijukan/kensei/nyusatsu/koji/teki.html 
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Ｑ４ インターネット申請で、作業の途中で入力事項を一時保存することはできますか。 

Ａ４ 入力作業の途中で一時保存できます。入力画面上側の『一時保存』をクリックして保存を完了

させてください。（「一時保存が完了しました」のメッセージが出るまでお待ちください） 

 

Ｑ５ インターネット申請で、入力データを送信した後に入力確認画面を見ることはできますか。 

Ａ５ ＩＤパスワード入力しログイン後のメニュー画面に、『進捗状況確認』項目があります。 

そこで確認して下さい。 

 

Ｑ６ 入力したデータを送信した後に訂正事項が判明しましたが、方法を教えてください。  

Ａ６ 上記の入札参加資格に関するサイトに掲示した「インターネット入力の流れ」（ＰＤＦファイル）

中、「インターネットによる入力事項訂正について」をご覧ください。 

なお、上記資料中「②メニュー画面」において、「申請事項訂正」という項目が表示されない 

場合は、所管する建設事務所へお問い合わせください。 

 

Ｑ７ 消費税及び地方消費税の納税証明書については、どの様式のものを提出すればよいでしょう

か。 

Ａ７ 基本的に法人業者は納税証明書の様式その３の３、個人業者は納税証明書の様式その３の２ 

を提出してください。 

    なお、納税証明書の請求手続きは国税庁ホームページをご確認ください。 

  （オンラインによる請求）http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shomei_index.htm 

（書面による請求）http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm 

 

Ｑ８ 長野県税の納税証明書は、どこ発行のどの様式のものを提出すればよいでしょうか。 

Ａ８ 県税事務所が発行する入札参加資格申請用の「長野県税の未納がないことが確認できる納税 

証明書」を提出してください。窓口で「入札参加資格申請に必要」である旨お申し出頂ければ、 

発行されるようになっております。 

    なお、長野県に納税義務がない場合は県税の納税証明書の提出は不要です。 

 

Ｑ９ 現在事項全部証明書、建設業許可証明書又は確認書、納税証明書はコピーでもよいでしょう

か。 

Ａ９ コピーで差し支えありません。ただし、現在事項全部証明書（又は履歴事項全部証明書）に 

ついては、３ヶ月以内に発行されたもののコピーを添付してください。 

 

Ｑ10 申請書の提出について郵送で提出とありますが、例えば、控えに受付印をもらいたい場合は

持参でもよいでしょうか。 

Ａ10 持参でも受け付けます。 
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Ｑ11 審査書類の提出は電子データでも構わないのですか。 

Ａ11 今回の定期審査から、従来の紙ベースでの提出に加えて、電子データでの提出も可能となりま

した。電子データでの提出を希望する場合は、「ながの電子申請サービス」を利用していただきま

す。手順等の詳細は、こちらのページでご確認ください。 

 

Ｑ12 電子データでの書類提出後に書類の追加、差し替え等が必要になった場合、どうすればよい

ですか。 

Ａ12 電子データで提出した書類への書類追加、差し替え等は「ながの電子申請サービス」上で行

ってください。（１件の「入札参加資格審査申請書（審査書類）」に対して書類の郵送（持参）と

「ながの電子申請サービス」を利用したデータでの提出が混在等すると、どちらが正本か不明と

なる恐れがあるため） 

    なお、「ながの電子申請サービス」上で一度提出した書類への追加、差し替え等を行うには、

受付窓口での申請返却処理が必要になります。必要な場合は、所在地別の受付窓口（建設事務所

又は県庁技術管理室）へ依頼してください。 

 

Ｑ13 「ながの電子申請サービス」上で添付できるファイルの数が制限されています。電子データ

での書類の追加、差し替えが生じた場合、どうすればよいですか。 

Ａ13 「上記（提出書類ア及びイ）以外の添付書類を添付してください。」の添付欄には、すべての書

類を提出書類確認票の順に並べて一括してＰＤＦデータ化したものを添付してください。 

一部書類の追加、差し替えを行う場合は、対象の書類のみを添付するのではなく、差し替えの

ない書類も含めたすべての書類を一括してＰＤＦデータ化したものを添付し直してください。 
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2021年11月１日時点 

 

「ながの電子申請サービス」を利用した「入札参加資格審査申請書（審査
書類）」の提出方法について 
 

 「入札参加資格審査申請書（審査書類）」については、関係書類の押印省略に伴い、令和３

年９月１日以降「ながの電子申請サービス」を利用して書類提出いただくことができます。

この場合の具体的な手順等を以下にご案内します。 

  

手順１「ながの電子申請サービス」にアクセスする 

  以下のＵＲＬから「ながの電子申請サービス」内の「入札参加資格審査申請書（審査書

類）」提出用の専用ページに接続してください（手順２へ） 

 

手順２ 「ながの電子申請サービス」に「利用者ログイン」する 

上記ページから、以下のいずれかの方法で「利用者ログイン」してください。 

 

（１） 利用者登録せずに申し込む場合 

 
「利用者登録せず申し込む方はこちら」 ⇒ 「同意する」 ⇒ 「連絡先メールアドレ

スを入力」 ⇒ ご指定のメールアドレスに確認メールが送信されます。確認メールに記

載されたＵＲＬから申込画面へアクセス（手順３へ）。 

 

（２） 利用者登録して申し込む場合 

 

 
「利用者登録される方はこちら」 ⇒ 「同意する」 ⇒ 「利用者ＩＤ（メールアドレ

ス）等を入力」 ⇒ ご指定のメールアドレスに確認メールが送信される ⇒ 確認メー

ルに記載されたＵＲＬから利用者登録（※１）を完了 ⇒ 手順１のページに再度アクセ

ス ⇒ 発行された「利用者ＩＤ」及び「パスワード」を使ってログイン（手順３へ） 
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※１ 利用者登録を行うと、「ながの電子申請サービス」を利用した各種の手続きについて、

登録後の申請手続き、処理状況の照会等を簡素化できます（必須ではありません）。 

 

（３） 既に利用者登録済の場合 

発行済みの「利用者ＩＤ」及び「パスワード」を使ってログイン（手順３へ） 

 

手順３ 必要事項を入力し、提出書類をデータ添付する 

 

「受付窓口」、「申請者（代表者）」、「商号又は名称」等の必要上を入力します。 

     
 

審査書類を画面上で指定する分類ごとに「添付ファイル」欄に添付します。 

 

   

  入力、添付を完了 ⇒ 確認へ進む ⇒ 申込む（手順４へ） 

受付窓口を選択することで、システム上で申請先

が振り分けられます（選択必須） 

入札参加資格申請書、提出書類確認票以外の添付書類（委

任状、各種の証明書、任意形式の確認書類等）を「提出書

類確認票」の順に並べ、スキャナ等で一括してデータ化

（ＰＤＦ化）して添付してください。 
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手順４ 申込を完了する 

 

申込みが完了すると、整理番号 とパスワードが発行されます。これらは手順５、手順６の

処理を行う際に必要となるものですので、大切に保管してください。 

     

 

手順５ 申請の処理状況を確認する 

「ながの電子申請サービス」内の任意のページから、以下のいずれかの方法で、受付窓

口での処理状況を確認してください。 

 

（１）手順２で利用者登録せずに申し込んだ場合 

  「申込内容照会」 ⇒ 手順４で発行された 整理番号 とパスワードを入力 ⇒ 申込内

容確認 

 

（２）手順２で利用者登録して申し込んだ場合 

  「ログイン」 ⇒ 利用者ＩＤ と パスワードを入力 ⇒ 申込内容確認 

 

    

 
 

利用者登録している場合 

利用者登録していない場合 
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〇処理状況が「処理待ち」であれば受付窓口で内容の審査中です。 

〇処理状況が「返却中」であれば、審査の結果申請内容に不備等が見つかり書類が差し戻され

ています。申請内容の修正が必要です（手順６へ） 

〇処理状況が「完了」であれば、受付窓口で書類の審査が完了し申請が受理されています。 

（手続き終了） 

手順６ 申請内容を修正して再提出する 

審査の結果、申請内容に不備等が見つかると申請が差し戻しとなる場合があります。 

（この場合、「ながの電子申請サービス」から、連絡先メールアドレスにお知らせのメール

が送信されます） 

申込内容照会のページから「修正する」（※「再申込する」ではない） ⇒ 受付窓口から

の案内に従って、申請内容を修正 ⇒ 確認へ住む ⇒ 修正する 

【注意事項】 

※書類の追加提出、差し替え等は「ながの電子申請サービス」上で行ってください。（１件の

「入札参加資格審査申請書（審査書類）」に対して書類の郵送（持参）と「ながの電子申請サー

ビス」を利用したデータでの提出が混在等すると、どちらが正本か不明となる恐れがあるため） 

※一部書類の差し替えを行う場合は、差し替え対象の書類のみを添付するのではなく、差し替え

のない書類も含めた書類一式を一括してデータ化し、添付してください。 
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