
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かながわ電子入札共同システム 
 

競争入札参加資格認定 申請の手引き 

令和５・６年度 随時申請用 



  【資格申請システム 申請の手引き】 

 

 
 

i 

目 次 
 
第１編 競争入札参加資格の認定 
 
第１章 競争入札参加資格とは 
１ 競争入札参加資格申請システムの運営                   ……１ 
２ 競争入札参加資格の認定手続                       ……１ 
３ 入札参加資格の審査                           ……１ 
４ 認定に当たっての受任者・受任地とは                   ……３ 
５ 等級区分を指定した認定と等級区分の下位への変更             ……３ 
６ 入札参加資格者名簿と審査結果の通知                   ……３ 
７ 審査結果の通知とダウンロード                      ……３ 
８ 認定内容の変更届                            ……３ 
９ 不正行為の防止に向けて                         ……３ 
10 暴力団排除に向けて                           ……３ 

11 資本関係又は人的関係にある者同士の同一入札への参加制限         ……４ 

12 入札参加資格の指名停止                         ……４ 

13 入札参加資格の取消                           ……４ 

14 用語の定義                               ……４ 

15 問合せ窓口                               ……４ 
 
第２章 競争入札参加資格の認定実務 
１ 資格要件                                ……５ 
（１）申請者の資格（共通）                         ……５ 
（２）申請者の資格（工事）                         ……６ 
（３）経常建設共同企業体（ＪＶ）及び実績加算の事業協同組合等の資格要件（工事）…８ 

（４）申請者の資格（コンサルタント）                    ……10 

（５）申請者の資格（一般委託、物品）                    ……12 

（６）実績加算の官公需適格組合の構成要件（一般委託、物品）         ……14 

（７）認定と等級区分について                        ……15 

（８）受任者の資格要件について                       ……29 

（９）簡易な申請の資格要件について                     ……31 

（10）その他の資格要件等                          ……32 

（11）書類の確認・補正等について                      ……33 

２ かながわ電子入札共同システムについて                  ……34 

 （１）システムの概要                            ……34 

 （２）資格申請システムによる共同受付                    ……36 

 （３）問合せ窓口                              ……38 

（４）資格申請システム利用時の注意事項                   ……38 

 

第３章 入札参加資格の申請 

 １ どのような手続をすればよいか                      ……40 

 ２ はじめて申請するには                          ……42 

 ３ 継続の申請をするには                          ……44 

４ 業種や営業種目を追加申請するには                    ……46 

 ５ 団体を追加申請するには                         ……48 

 ６ 営業種目を削除するには                         ……50 

 ７ 団体の認定を辞退するには                        ……51 

 ８ パスワードを変更するには                        ……52 



  【資格申請システム 申請の手引き】 

 

 
 

ii

 ９ メールアドレスを変更するには                      ……53 

 10 申請内容の変更                             ……55 

11 申請状況を確認するには                         ……58 

 12 指名停止になったら                           ……60 

 13 登録内容を確認するには                         ……62 

 14 手続中の申請等を取り下げるには                     ……63 

 15 手続中の申請等を修正するには                      ……64 

 16 案内メールの内容を確認するには                     ……65 

 17 パスワードを確認するには                        ……66 

 

第２編 入札参加資格の認定を受けるために必要な提出書類等 

 

第１章 資格認定と提出書類 

 １ 資格認定と提出書類                           ……67 

 ２ 書類の提出・送付方法                          ……67 

 ３ 共同受付窓口（県）に提出する書類                    ……70 

 ４ 市町村等に提出する書類                         ……101 

 （１）相模原市                               ……101 

（２）平塚市                                ……105 

（３）鎌倉市                                ……107 

（４）藤沢市                                ……109 

（５）小田原市                               ……113 

（６）茅ヶ崎市                               ……116 

（７）逗子市                                ……118 

（８）三浦市                                ……120 

 （９）秦野市                                ……122 

 （10）厚木市                                ……124 

（11）大和市                                ……127 

（12）伊勢原市                               ……129 

（13）海老名市                               ……131 

（14）座間市                                ……133 

（15）南足柄市                               ……135 

（16）綾瀬市                                ……137 

（17）葉山町                                ……139 

（18）寒川町                                ……141 

（19）大磯町                                ……143 

（20）二宮町                                ……145 

（21）中井町                                ……147 

（22）大井町                                ……149 

（23）松田町                                ……151 

（24）開成町                                ……153 

（25）箱根町                                ……155 

（26）湯河原町                               ……157 

（27）愛川町                                ……159 

（28）清川村                                ……161 

（29）神奈川県内広域水道企業団                        ……163 

 
第２章 様式 
１ 誓約書 ※                               ……165 



  【資格申請システム 申請の手引き】 

 

 
 

iii 

２ 送付先別提出書類一覧表 ※                       ……166 

３ 暴力団又は暴力団員等と関係していない旨の誓約書             ……167 

４ 同意書                                                     ……168 

５ 役員等名簿                                                 ……169 
６ 資本関係又は人的関係情報                                         ……170 

７ 競争入札参加資格認定申請に関する代理人の委任状             ……171 

８ 入札契約に関する代理人の委任状                     ……172 

９ 共同企業体承認願                            ……173 

10 経常建設共同企業体協定書                        ……174 

11 保護観察対象者等の雇用に関する証明依頼書                ……176 

12 競争入札参加資格認定申請書【下書き用紙】                ……177 

※はシステムで印刷する帳票です。 
 
資料編 

１ 各団体連絡先一覧                            ……193 

２ 提出書類送付先一覧                           ……194 

３ 申請の種類と時期について                        ……195 

４ 届出の種類と時期について                        ……198 

５ 認定結果通知書等の確認について                     ……200 

６ 認定名簿等の公表について                        ……201 

７ 仮ＩＤと本ＩＤについて                         ……201 

８ 営業種目／細目コード表                         ……203 

９ 簡易な申請ができる営業種目／細目コード表                ……210 

10 一般委託、物品にかかる許可等の一覧                   ……213 

11 細目説明一覧表（工事、コンサル）                    ……219 

12 細目９９「営業内容」の記載例                      ……226 

13 組織称号の一覧表                            ……231 

14 許可行政庁コード表                           ……232 

15 簡易申請、経常ＪＶ、実績加算の事業協同組合の認定取扱い状況一覧表    ……233 

16 かながわ電子入札共同システム利用規約                  ……234 

17  資格申請運用基準                            ……238 


