入札参加資格申請手続Q飲 【
よくあるご質問】
No

業種

質問

回答

有効期 間は、令和 5年 4月 1日 〜令和 6年 3月 31日 の 1年 間です。
1

共通

入札参加資格の有効期 間はいつ までですか。

今年度 は追加登録 のため、有効期 間は令和 5年 度の 1年 間です。
那覇港管理組合が発注する建設工事及び委託業務の競争入札 に参加 するため には、入札
参加資格登録 している必要があ ります。
入札参加資格 を有 する建設業 ・ コンサルタ ン ト業 の 事業者が対象です。

2

共通

対象 は、企業者ですか。

ただ し今 回は追加登録 のため、すで に令和牛 5年 度入札参加資格 をお持ちの方 は、申請
不要です。

3

共通

4

共通

すで に令和 4・ 5年 度入札参加資格を持 っている場合 、業種の追加
は可能ですか。

業種の追加登録 は実施 しません。

登録番号 について、前回登録 しなかつた場合 は新規の扱 い とな り 以前に那覇港管理組合で登録 したことがある場合 は、その時の登録番号で申請を して く
ますか。

ださい。
新型 コロナウイルス感染拡大防止の観点か ら、原則 、郵送 して ください。

5

共通

申請書類 は、 どの ように提 出 しますか。

やむを得 ない場合 は持参 も可能ですが、その場合でも、その 場で受付手続 き等 は行わ
ず、申請書 類 を預かるのみの対応 とな ります。
令和 4年 12月 12日 (月 )〜 令和 4年 12月 23日 (金 )※ 必着

6

共通

申請期 間は、いつか らいつ までですか。

(た だ し、土曜 日、 日曜 日及び祝 日を除 く。)

平準化のため、登録番号順 に指定 日を設 けています。なるべ く指定 された 日に提 出する
よう、ご協 力をお願 い します。
申請書 (副 )(コ ンサル は業者カー ド(副 ))に 受付印を押 E「 して返却 しますので、そち ら

フ

共通

書類の受領 について、 どの ように確認できますか。

でご確認 ください。

なお、電話 による受領確認 は行 いませんので、ご 了承 ください。
フ
登録番 号 によ り申請期 間が 定 め られ て い るが 、複 数 業者分 を ま と 問題あ りません。

8

共通

めて 申請 す る場 合 、 当該期 国に関わ らず ま とめ て 申請 して よいで ただ し、期 間の最初 と最後 は混み合 うことが予想 され るので (な るべ く避 けて くださ
しょうか 。

9

共通

や むを得 ず 申請書類 を持 参 す る場 合 、時 間帯の指 定 はあ ります
か

10

共通

い

。

持参 す る場 合 は、 9:00〜 16:00(12:00〜 13:00を 除 く)に 提 出 して くだ さい。

。

申請書類 等 は、 どこで入手 で き ますか 。

那覇港管理組合ホームページ (https:〃 nahapOrtijp/)の 「事業者向け情報」の「入札・
契約・ 公募」のページからダウン回― ドして ください。
当組合 にて、紙での配付はしてお りません。
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入札参加資格申請手続Q&A【 よくあるご質問】
No

業種

11

共通

12

共通

13

共通

14

共通

15

共通

16

共通

質問

提 出書類 は原本ですか。
納税証明書等 について、支払期 限が未到達のもので未納の記載が
ある場合 は問題ないで しょうか。
印鑑証 明書や商業登記簿謄本 について、思 .9.1以 降の発行であ
れば、申請時点で3ヶ 月を経過 していても問題ないで しょうか。

回答

競争入札参加資格審査願 (第 1号 様式 )、

E口

鑑証 明書 は、原本 を提 出 して下さい。

それ以外 は、内容が確認で きれ ば、写 しでもかまいません。
達のもの については問題あ りません。
支払期 限が未至」
問題 あ りません 。

インデ ックス について、貼付するのは該当する項 目のみでよいで その とお りです。
しょうか。

インデックスについて、色の指定はありますか。

また、インデ ックスは合紙 に貼付 して ください。
インデ ックスの色の指定はあ りません。
※フアイルについては、色の指定があ りますのでご注意 ください。
CD― R内 に、業者ご との フォルダ を作成 し、業者ご とにデ ータが確認で きる状態であれば

行政書士等 によ り複数の業者 についてまとめて申請する場合 、

可能です。

CD― Rに 保存 するデ ータ はまとめてよいで しょうか。

なおその場合 は、CD― Rに 登録番号 (新 規の場合 は商号名 )で はな く、作成者 (行 政書士事
務所名等 )を 記載 して ください。

1フ

共通

行政書士等 によ り複数の業者 についてま とめて申請する場合 、申 業者ご とに申請善類等を封筒 に入れて、それを箱 等 にまとめて郵送 する ことは可能で
請善類等をまとめて重5送 することは可能ですか。

Nol「 申請書データ」について、エクセルがうまく表示されな
18

共通

かつたり、保存等のボタンがうまく反応 しないが、どうしたらよ
い で し よ うか 。

す。

EXCELの マク ロの設定 を 「全 ての マ ク ロを有効 にする」
に変 更 してか ら、操作 する よ うに して くだ さい。

Nol「 申請書デ ータ」における日付の入力について、
19

共通

2020/06/30と 入力すると平成表記にな りますが、問題ないで

問題 あ りませ ん 。

しょうかっ

No8「 商業登記簿謄本 」 (コ ンサル はNo3)に つい て、履歴事項全
20

共通

21

共通

部証 明書 と現在事項証 明書の どち らを提 出 した らよいで しょう
ん｀
。 ̲

No12「 健康保 険及び厚生年金保 険に係 る標準報酬決定通知書等
(写 )」 について、金額 は見えないように してよいで しょうか。

履歴事項証明書を提 出 して ください。

問題 あ りませ ん 。
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入札参加資格申請手続Q&A【 よくあるご質問】
No

質問

業種

No12「 健康保 険及び厚生年金保 険に係 る標準報酬決定通知 善等
22

共通

(写 )」 について、通知後の入社及び退社がある場合 どうすればよ

いで しょうか。

No12「 健康保 険及び厚生年金保 険に係 る標準報酬決定通知 善等
23

共通

(写 )」 について、後期高齢者で提 出できない場合 どうすれ ばよい

｀
で しょうブ
〕
。

回答

入社 については、被保険者資格取得届 出書を提 出 して ください。
退社 については、見え 消 しして ください。

賃金台帳 (R4.8月 〜直近の給料まで)及 び後期高齢者医療被保険者証の写 しを提出 して
ください。

No12「 健康保 険及び厚生年金保 険に係 る標準報酬決定通知 書等
24

共通

(写 )」 について、後期高齢者の場合 、賃金台帳及び後期高齢者 医 後期高齢者 医療被保 険者証の写 しの余 白に、令和 4年 9月 1日 以前か ら雇用 している旨記

療被保 険者証の写 しの提 出 とな つているが、当該後期高齢者が役 載 して提 出 して ください。
員で賃金台帳を提 出で きない場合 、 どうすればよいで しょうか。

25

26

No14「 健康保 険・ 厚生年金保 険
共通

共通

て、何年分の証 明が必要で しようか 。
Nolフ 「国税納税証明 (法 人税 ・ 消費税等 )」 (コ ンサル はNo15)
について、指定の様式があ りますか。

No18「 県税納税証 明
27

共通

(加 入 ・ 納入 )証 明書」につい

(法 人事業税 ・ 法人県民税 /個 人 は個 人事

業税 )」 (コ ンサル lよ No16)に ついて、何年分の証 明が必要です
か。

直近 1年 分 で す 。

法人事業者の場 合 は、様式 「その 3の

3」

です (年 度の指定な し)。

個人事業者の場合 は、様式 「その 3の

2」

です。

なお未納がないことが分かれ ば、他の様式 も可能です。

それぞれ 1期 分の証明が必要です。
また未納がないことが分かれば様式は問いません。
雇用の規模 は、常用雇用の従 業員数 (代 表者含む )と します。

28

工事

No3「 R5那 覇港管理組合建設工事入札参加資格審査 申請書」の

令和 4年 9月 1日 以前か ら引き続 き基準 日(R4.12.12)ま で雇用 されている職員の数を記入

雇用の規模 について、対象を教えて ください。

して下さい。

l引 決定通知書等
(Nα 12の 標楽報酉
(写 )で カウン

トする人数 と一致 させて くだ

さい。 )

No3「 R5那 覇港管理組合建設工事入札参加資格審査 申請書」の
29

工事

雇用の規模 について、標 準報酬決定通知 書の人数 と一致 とある

雇用の規模 について、標 準報酬決定通知 と後期高齢者 医療被保 険者証の合計 と一致 させ

が、後期高齢者で標 準報酬決定通知 善がない場合 は どの ようにす て ください。
れ ばよいで しょうか。

No3「 R5那 覇港管理組合建設工事入札参加資格審査 申請書」に
30

工事

水道施設工事業を申請する場合 は、那覇市又 は浦添市の指定給水装置工事事業者の認定

ついて、指定給水装置工事事業者の認定がない場合 、水道施設工 が必要です。
事業の申請 はで きないので しようか。

なお 、Rl,10.と か ら有効期 限が設 けられていますので、有効期 限に注意 して ください。
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入札参加資格申請手続Q&A【 よくあるご質問】
No

業種

質問

回答

No.4「 R5技 術職員有資格者名簿」に記入する技術者の資格 については、 「有資格 区分
31

工事

No4「 R5技術職員有資格者名簿」 にお ける資格 について、記入

コー ド表 」に従 つて記入 して下さい。

する資格の制限はあ りますか。

なお、1人 の技術者が同 じ区分の資格の場合 、区分 内で上部 に記載されている資格のみ
記載 して ください。

32

工事

33

工事

34

工事

35

工事

36

工事

37

工事

No4「 R5技 術職員有資格者名簿」 について、複数企業 に属 して
いる方を記載 してよいで しょうか。

No5「 建設業許可通知書 (写 )又 は証明書」 について、許可の期 間
が異なる場合 、申請書 へ の記入 は、 どう したらよいで しょうか。
No6「 経営規模等評価結果通知 書・総合評定値通知書 (写 )」 につ
いて、現在 手続 き中ですが、 どうすれ ばよいで しょうか。

N010「 工事経歴書」について、年度報告、経営審査で提 出 した
ものを提出 してよいで しょうか。

Noll「 No4の 技術職員の資格を証する善類」 について、監理技
術者証の添付が必要で しょうか。
格付の対象 は、格付 5業種を申請する全 ての業者で しようか。

記載 しな いで くだ さい。

申請業種 の中で、最 も許可 日が古 い方の 日付 を記入 して ください。
申請 日時点で有効かつ直近のものを提 出 して ください。
年度幸限告 、経営審査で提 出 したものを提 出 しても問題あ りません。
また直近分が含 まれない場合 は、直近分を追加 して提 出 しても問題あ りません。
なお民間工事も対象 とします。
監理技術者資格者証の添付 は不要です。
県外業者 については、格付 を行 いません。
格付 5業 種以外のみを申請する場合 は、次の項 目は入力を省略する ことが可能です。

No3「 R4・ 5那 覇港管理組合建設工事入札参加資格審査 申請書」
38

工事

について、格付 5業 種以外のみを申請する場合 は、常用雇用障害
者の数等入力 しな くてよいで しょうか。

39

工事

工事

・ 雇用の規模
・ IS09001認 証取得の有無
。IS014001認 証取得の有無

・ エ コアクシ ョン21認 証取得の有無
No12「 健康保 険及び厚生年金保 険に係 る標準報酬決定通知 書等 格付 5業 種以外のみを申請する場合 は、 No12「 健康保 険及び厚生年金保険 に係 る標準
(写 )」 について、格付 5業 種 以外のみを申請する場合 は、添付 し 報酬決定通知 書等 (写 )」 を添付 しな くても構 いません。
な くてもよいで しょうか。

40

・ 常用雇用障害者の数

登記簿の本店 の住所 と建設業法 に基づ く主たる営業所の住所が異
なる場合 、申請書等 にはどち らを記載すれ ばよいで しょうか。

※コンサル については、全業者添 付が必要ですので、ご留意 ください。
建設業法 に基づ く主たる営業所の住所 を記載 して ください。
なおその場合 は、当該住所が確認で きるように、建設業許可 申請書の写 しをご提 出 くだ
さい。 (No8の 登記簿の後 ろに添付 して ください。)
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入札参加資格申請手続Q&A【 よくあるご質問】
No

業種

質問

回答

No3「 R4・ 5刀 B覇 港管理組合建設工事入札参加資格審査 申請書」
41

工事

の雇用の規模 について、複数会社 か ら報酬を受 けている者 は、対 複数での申請可含静性が生 じるため、対象 にな りません。
象 にな りますか。

42

工事

No12「 健康保険及び厚生年金保 険に係 る標準報酬決定通知 書等 雇用の規模 にお ける加点上限の人数 は50人 ですので、 50人 分の標準報酬決定通知書等を
(写 )」 について、申請企業の職員数が 50人 を超える場合 、全員分 ご提 出いただければ構 いません。
提 出する必要があ りますか。

※コンサル について は、全員分の提 出が必要ですので、ご留意 ください。
総職員数 は、常用雇用の従業員数 (代 表者含む )と します。

43

コ ンサ ル

No5「 R5業 者カ ー ド」の総職員数 について、対象を教えて くだ

令和 4年 9月 1日 以前か ら引き続 き基準 日(R4.12.12)ま で雇用 されている職員の数を 記入

さい。

して下 さい。

(Nα 12の 標準報酬決定通知 書等 (写 )で

カウン トする人数 と一致 させて くだ

さい。 )
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入札参加資格申請手続 Q&A【 よくあるご質問】

No

回答

質問

業種

測量等実績高 について、直前 2年 の決算額及びその平均実績高を希望する業種ご とに記
入 して下 さい。
また、直前 2年 の年間平均実績高を記入するにあた り、決算期を変更 したため 24カ 月分
に満たない場合の年 間平均実績高 は、次の例のように算 出 して下さい。
なお、決算が 一期分 しかない場合 は、当該―期分の半分が二期分の 平均実績高 にな りま
す。
(翠

爵蓼
奪 t毒 と舜鴬〉

44

コ ンサ ル

線 (HB賞 ,寒 〉

A(4ゞ 静

No6「 経営規模 等総括表 どの測量等実績高 について、どのように
記載すればよ いで しょうかざ

￨

'導

棗蕪韓

湧欝議

灘灘翰

洟鋒 r薄

◆嬢離 密群命輿親韓策曖
倉4寿 瑯"(A玲 薄難や惑ぬ鸞隷)

A斡 擬遠畿議■機ぬ接籟譲窃■ (C機 織湧建畿 X

や

単笠豫為 寸
C爵 鵞難〉
う憩て〉
蘊赫 企韓待筆簿裟繊轟 歳議擦 密難姶鴬籟キ驚 Ⅲ畿熱議、祥韓驚1驚 欝 ▼
″

慰 縛、触蘊灘 み 盛念 球、鞣銚 食 鞠 総 壽 喪 籟 轟じ⑬機 簸細 五
渾麓 浴 淡 欝 ltt A重 森メ移爵 尋
′
毯離 嵐 笠
上 饉幾 蝶 密鐸簿 決 辮 感 駅 確慮 豫 薦 ,士 (C鶴 機 滋金幾 X… ・蓼 翰霙 機 患そ 姶 淡鬱
駆 関 (ぐ か ら 滲譲電 徐 難 蔭)警 議 λ tF議 す ,

45

コ ンサ ル

No7「 測量等実績調書」 について、業種ご とに作成 してよいで

申請業種ご とに分 けて作成 して ください。

しょうか。

また沖縄県 に提 出 したものをコ ピー しても構 いません。
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入札参加資格申請手続Q&A【 よくあ否ご質問】
No

業種

質問

回答

以下の営業 に関 し、法律等 に基づ く登録の証明書を提 出 して ください。
(申 請する業種のみ )

①測量 :測 量業者登録証明書
②建築 :建 築士事務所登録証明書

46

コ ンサ ル

No9「 登録証明関係 詈類 (写 )」 について、 どのようなものを提出
する必要があ りますか。

③土木 :建 設 コンサルタ ン ト登録証明書
④地質 :地 質調査業者登録証 明書
⑤補償 :補 償 コンサルタ ン ト登録証 明書
③補償 :土 地 家屋調査士登録証 明書
②補償 (不 動産鑑定 )i不 動産鑑定業者登録証明書
③調査 :計 量証明事業者登録証 明書
※①〜③以外の登録 について は不要です。
No.10「 R5技 術職員有資格者名簿」 に記入する技術者の 資格 について は、 「有資格 区分
コー ド表 」 に従 つて記入 して下 さい。
また No.5「 業者カー ド」 に記入する技 術者 (保 有資格 )数 についても、 「有資格 区分

4フ

コ ンサ ル

No.10「 R5技 術職員有資格者名簿」における資格 について、記

コー ド表 」に従 つて記入 して下さい。

入する資格の制限 はあ りますか。

なお、1人 の技術者が 、1及 び 2級 (建 築士等 )、 士及び士補 (測 量士等 )の ように、
等級の異なる同一 資格 を保有 している場合 には、上位の 資格のみ記載 して下さい。
※「設備設 計 ―級建築士」や 「構造 設計 一級建 築士」を記入する場合 は、「―級建築
士」も記載 して ください。

48

コンサル

No10「 R5技術職員有資格者 名簿」について、複数企業 に属 して
いる方を記載 してよいで しょうか。

記載 しないで ください。
試験 に合格 した後登 録 を要 す る資格 につ いて は、該 当 す る登録 証 等の 写 しを添付 して く

49

コ ンサ ル

No.11「 技術職員の資格 を証 する書類 (写 )」 について、試験の
合格証明筈を提 出すればよいで しょうか。

だ さい 。 (更 新切 れ 等 、有 効期 限 に注 意 して くだ さい )
例 )RCCM:「 登録 証 」の写 し
設備 設 計 ― 級建 築 士及 び構 造 設計 一 級建 築 士 :「 建 築 士証 」
の写 し
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入札参加資格申請手続Q&A【 よくあるご質問】
No

質問

業種

回答

以下 に示 す証 明書をご提 出 ください。

Noll「 No10の 技術職員の資格 を証 する書類 」 について、公共
50

コ ンサ ル

用地取得実務経験者の確認資料 は、何 を提 出すれ ばよいで しょう
か。

・ 証明内容 として、実務経験の勤務先及び勤務期 間を記載 し、当該内容 に相違ないこと
を証明するもの として ください。
・ 証明者 は、実務経験の勤務先も しくは現在の動務先 (◆ 回組合 に申請を出され る業
者 )の いずれかのもの と します。
※証明書の様式 は任意です。

No13「 労働保 険証明書」について、労働局か らの労働保 険証明 令和 4年 3月
51

工事

1日 か ら労働局の労働保 険証明書の交付が廃止 とな つたため、 「労働保険概

書の交付が廃止 になつたため、確認資料 は何 を提 出すれ ばよいで 算 ・確 定保 険料 申告書及び保 険料納付の領収 がわかるもの (写 し可 )」 を提 出 して くださ
しょうか。

い。なお、加入 している労働保 険事務組合 において納付証明書の交付 は可能です。
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