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柏原市 物品購入・役務提供 

入札参加資格審査申請書提出要領(令和3・4年度) 
 

柏原市、柏原市上下水道部(水道事業、下水道事業)及び市立柏原病院(病院事業)の物品購入・役務

提供入札参加資格審査申請書の受付を下記のとおり行う。 

 《注記》 

      ・必ず別冊の入札参加資格審査申請共通要領(以下、共通要領という。)を熟読のうえ、本提出要

領をお読みください。 

・柏原市物品購入・役務提供入札参加資格審査申請書については、入札等における指名基準とな

りますので、正確に記入してください。 

 

１ 提出書類について 

（１）別添の『柏原市物品購入・役務提供入札参加資格審査申請確認票(物-様式第１０号)(以下、確認票

という。)』のとおり。提出書類に不備・不足がないか、確認票の「申請者チェック欄」で確認す

ること。 ※提出書類は全てＡ４サイズとすること。 

（２）確認票のうち、No.１～No.７については各々単票(ファイルに綴じない)で提出し、No.８～No.14

については、すべてＡ４版Ｓ型縦のフラットファイル(２穴)(色：黄色)に番号順に綴じること。 

（３）フラットファイルには、共通要領８ページ「１４.フラットファイルの記入例」のとおり必要事項

を記入すること。 

（４）「卸・小売り取扱メーカー調べ(物-様式第７号)」について、自社扱いの場合は、「自社」と記入

すること。(役務提供のみを希望する場合もしくは取扱のない場合は提出不要) 

（５）希望する業種については、許可・登録を受けている場合は、その登録もしくは、許可証明書を添

付すること。(複写可) 

                                              

２ 入札参加資格審査申請書の記入要領 

① 新規・更新の区分 新規・更新のいずれかに「○」印を付けること。 

・新規…平成３１・３２年度に登録されていない者 

・更新…平成３１・３２年度に登録されていた者 

② 本 書 作 成 者 

 

申請書を作成した者(記入事項について問い合わせ可能な者)の所属、氏名

のふりがな、氏名及び電話番号を記入すること。 

③ 商  号  等 

  の 頭 文 字 

  (ひらがな一字) 

商号又は名称の頭文字を記入すること。 

(記入例)  おおさかかしわら 

株式会社 大 阪 柏 原  → 欄内に『お』の一字を記入すること。 

④ 本 社 ・ 本 店 

(主たる営業所) 

 

 

「商号又は名称」、「所在地及び郵便番号」、「代表者の職、氏名」等を

略さず記入すること。 

登記上の本社・本店の所在地と実際の本社・本店の所在地が異なるときは、

下記のように記入すること。 

(記入例)  

柏原市安堂町１番５５号(登記上の所在地 柏原市安堂町１番３５号) 
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⑤ 本 市 と 契 約 を 

締結する営業所 

 

 

受任者を置く場合のみ記入すること。「商号又は名称」、「所在地及び郵

便番号」、「受任者の職、氏名」を略さず記入すること。 

Ｅメールアドレスは、契約担当者のＥメールアドレスに限る。ドット・ハ

イフンなど明瞭に記入すること。 

⑥ 職 員 数 令和２年１１月末日時点の人数を記入すること。 

⑦ 障 害 者 雇 用 数 

 

 

「障害者の雇用の促進等に関する法律」で定められた障害者を雇用してい

る場合は、令和２年１１月末日時点の人数を記入すること。 

雇用していない場合は０人と記入すること。 

⑧ 資 本 金 

 

直近の決算に基づいて千円単位(千円未満は切り捨てる)で記入すること。 

なお、個人事業者については記入を不要とする。 

⑨ 営 業 年 数 等 創業年月、現組織への変更年月及び営業年数を記入すること。 

⑩ 実 績 高 

 

 

物品販売、役務提供の業種別に直近２年間の実績高を税込千円単位(千円未

満は切り捨てる)で記入すること。なるべく３～８ページの分類表の業種ごと

に主なものから記入し、残りを最下段のその他にまとめて記入すること。 

⑪ 希 望 業 種 等 

 

 

３～８ページの分類表の物品購入、役務提供それぞれの例示を参照し、希

望する業種のコードを第１希望から第６希望まで記入すること。分類表の「そ

の他」のコードを記入した場合は具体的な業種も記入すること。 

指名等においては、原則希望順位を優先する。 

また、希望業種以外で取扱いのある業種もその他取扱業種欄に記入するこ

と。 

⑫ 許 可 ・ 登 録 営業に関して取得している許可・登録を記入すること。 

⑬ 有 資 格 者 数 職員が有する資格及び人数(延人数)を記入すること。 

⑭ 取 引 実 績 

 

 

 

令和２年１１月末日までに完了した実績を記入すること。ただし、１年よ

り長い期間の業務については完了していない実績を記入することも可とす

る。 契約金額は税込千円単位(千円未満は切り捨てる)で記入すること。 

※本欄は「別添のとおり」等と省略せず必ず記入すること。欄内に記入しき

れない場合のみ別紙(独自様式)にて記入すること。 

 

３ 使用印鑑届・委任状（物-様式第５号・物-様式第６号）の記入要領 

   記入例を参照して、記入すること。 

 

４ その他注意事項 

（１）入札参加資格の有効期間内において、希望業種の変更及び追加は行えません。許可等を新たに取

得された場合も同じです。 

（２）「事業共同組合」で申請される方は、役員名簿、定款及び組合員全員の名簿を提出すること。 

（３）申請後、登録内容に変更が生じた場合は、速やかに指定様式により変更手続きを行うこと。なお、

変更の手続きについては、柏原市ウェブサイトを参照すること。  

（４）業者選定においては物品購入・役務提供ごとに第１希望を優先としています。 
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分　類 コード 業　種 例　示

1 文具用品 筆記具、ﾌｧｲﾙ、ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ等

2 OA機器、PC機器等
ｼｭﾚｯﾀﾞｰ、電子ﾚｼﾞｽﾀｰ、ﾗﾍﾞﾙﾗｲﾀｰ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、複写機、
ﾌｧｯｸｽ、ﾊﾟｿｺﾝ、無線LAN、HDD、ﾊﾟｯｹｰｼﾞｿﾌﾄ等

3 ｽﾁｰﾙ製品 事務用机、椅子、書庫、ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ、ﾛｯｶｰ等

4 PC消耗品
ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、記憶媒体用品（CD、DVD、SDｶｰﾄﾞ、USB
ﾒﾓﾘｰ）等

5 紙 再生紙、色用紙、上質紙等

6 印判・印章 ｺﾞﾑ印、回転印、定型葉書等

7 その他 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ等

8 一般印刷 電算印刷を除く印刷（封筒、ﾎﾟｽﾀｰ、名刺、ｼｰﾙ等）

9 電算印刷 連続帳票印刷、ﾌｫｰﾑ印刷

10 航空写真・地図製作 地図印刷、航空写真

11 図書複写 ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ、ﾏｲﾗｰ、青写真焼付、ｶﾗｰｺﾋﾟｰ等

12 その他

13 写真機・付属品 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ、ｽﾄﾛﾎﾞ、三脚、写真用品等

14 写真消耗品 ﾌｨﾙﾑ、ｲﾝｽﾀﾝﾄｶﾒﾗ、ｶﾒﾗ用ﾊﾞｯﾃﾘｰ等

15 現像焼付け・ﾌﾟﾘﾝﾄ ｽﾁｰﾙ、ﾈｶﾞ、ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾘﾝﾄ等

16 写真 記念写真等

17 その他 ﾌｫﾄｽﾀﾝﾄﾞ等

18 学校教材・教具

19 保育（園）教材・教具

20 黒板・掲示板

21 ｽﾎﾟｰﾂ・体育用品 運動用品、運動用機器、ﾃﾝﾄ、ﾄﾛﾌｨ、ｶｯﾌﾟ、ｾﾞｯｹﾝ、腕章等

22 音楽用品 楽器、音楽CD等

23 玩具 保育おもちゃ、ｹﾞｰﾑ、ﾄﾗﾝﾌﾟ、かるた等

24 その他

25 看板・ﾌﾟﾚｰﾄ
ﾌﾟﾚｰﾄ（住居、明示、ﾅﾝﾊﾞｰ等）、看板、標識（道路標識
以外）、案内板（設置含む）、境界杭等

26 その他 ﾋﾞﾆｰﾙﾃﾝﾄ、のぼり、旗等

27 医薬品 常備薬等

28 ﾜｸﾁﾝ BCG等

29 医療機器等 X線機器、医療器材、AED等

30 介護用具・機能回復機器 車椅子、介護用ﾍﾞｯﾄﾞ等

31 衛生製品 ﾏｽｸ、消毒液等

32 医療材料 舌圧子、包帯、ｶﾞｰｾﾞ、体温計、注射器等

33 医療用ｶﾞｽ

34 その他 防疫薬剤（殺虫剤）等

【分　類　表】　　物品購入：1～134　　　役務提供：135～206

事務用品・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ

印刷

写真

教材・教具

広告

医療機器・医薬品
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分　類 コード 業　種 例　示

35 苛性ｿｰﾀﾞ 浄水場用

36 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ

37 ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ

38 ﾌﾟｰﾙ薬品

39 試薬

40 その他 脱臭用薬剤等

41 書籍 書籍、雑誌、専門書等

42 地図

43 その他 観賞用DVD、啓発ﾎﾟｽﾀｰ等

44 各種被服等 作業服、事務服、白衣、帽子等

45 履物類 靴（運動用）、長靴、合羽等

46 寝具類 布団、まくら等

47 その他

48 ｶﾞｿﾘﾝ・軽油・重油等 ｶﾞｿﾘﾝ、軽油、重油、混合、その他ｵｲﾙ等

49 灯油・ＬＰｶﾞｽ・炭・薪

50 電力供給

51 その他 高圧ｶﾞｽ等

52 特殊自動車 消防車、ﾊﾟｯｶｰ車、給水車等

53 自動二輪車・原付自転車

54 普通自動車

55 軽自動車

56 ﾄﾗｯｸ ﾀﾞﾝﾌﾟ等

57 ﾊﾞｽ

58 各種部品 ﾀｲﾔ（取付け含む）等

59 その他 （電動）自転車等

60 家具 ｿﾌｧ､ﾃｰﾌﾞﾙ等

61 ｶｰﾃﾝ等 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、遮光ｶｰﾃﾝ等

62 ｶｰﾍﾟｯﾄ･ｼｰﾄ

63 畳・ｶﾞﾗｽ・建具 畳、ｶﾞﾗｽ、障子、ふすま等

64 その他 緞帳、ﾎﾘｿﾞﾝ幕等

65 建設機械・機具 ﾕﾝﾎﾞ等、水道機械（ｷｰﾙｶｯﾀｰ等）

66 農機具・工具 ﾄﾗｸﾀｰ、草刈り機等

67 ﾎﾞｲﾗｰ 暖房機器等

68 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ

69 流量計

70 産業用機械器具 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ等

71 その他

【分　類　表】　　物品購入：1～134　　　役務提供：135～206

機械器具

燃料・電力

車両

室内装飾

化学工業薬品

図書

被服等
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分　類 コード 業　種 例　示

72 厨房機器 調理器具、食器洗浄機、自動製氷機等

73 ｶﾞｽ器具 給湯器、ｽﾄｰﾌﾞ、ｺﾝﾛ等

74 ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ

75 荒物・金物・清掃用品

76 ｺﾞﾑ・皮革製品

77 その他 食器類、ﾎﾟﾘ袋、ﾀｵﾙ等

78 交通安全資材 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、反射鏡、転落防止柵等

79 道路標識類 ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ、ｶﾗｰｺｰﾝ、予告看板等

80 その他

81 茶道具

82 食料品 食肉、鶏卵類、鮮魚、麺類、調味料等

83 飲物類 乳製品、各種飲料等

84 弁当 仕出し、惣菜等

85 その他 ﾊﾟﾝ、ｹｰｷ、お菓子、喫茶店等

86 記念品 賞状額縁、記念品全般（熨斗紙、包装含む）

87 百貨 置き時計、造花等

88 啓発物品 ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ、ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ等（広告印字含む）

89 その他 紙袋等

90 家庭用電気製品 家電製品、放送機器等、ｸｰﾗｰ、加湿器等

91 電機器具 照明器具、監視ｶﾒﾗ、天井扇風機等

92 音響機器 ｽﾋﾟｰｶｰ等

93 電気通信機器・電話 電話機、無線機、携帯電話等

94 空調機器 大型室内用冷暖房機器等

95 産業用蓄電池・ﾊﾞｯﾃﾘｰ 制御弁式据置鉛蓄電池等

96 その他 急速充電器、ﾘｻｲｸﾙ電池、施設装置部品等

97 公害関係機器
大気常時監視測定器、騒音振動測定器、黒煙測定器、
水質測定器等

98 計量・測量機器 電子天秤等

99 量水器 水道ﾒｰﾀｰ

100 実験機器 ｶﾞﾗｽ器具等

101 水質検査用機器 PH測定装置等

102 理化学機器 ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ、遠心分離機等

103 分析機器
ｶﾞｽﾄﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計、原子吸光分光光度計、濁度計
（ﾗﾎﾞ）等

104 光学機器 光学顕微鏡等

105 試験検査機器 ﾛｰﾀﾘｰｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀｰ、抽出装置、非破壊検査機等

106 水位計

107 残留塩素濃度計

108 その他 濁度計（常時監視）、ﾊﾟｯｸﾃｯﾄ等

【分　類　表】　　物品購入：1～134　　　役務提供：135～206

理化学機器

茶道・食料品

記念品・百貨

電気・通信・空調

厨房・日用雑貨

交通
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分　類 コード 業　種 例　示

109 木材・杭 材木、合板、木杭、ﾍﾞﾆﾔ、ｺﾝﾊﾟﾈ等

110 鋼材・ｺﾝｸﾘｰﾄ等 鋼管、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ、鋳鉄管等

111 建築金物 ｽｺｯﾌﾟ、釘等

112 陶管・ﾋｭｰﾑ管 ﾋｭｰﾑ管、U字溝、側溝蓋等

113 砕石・砂・ｾﾒﾝﾄ 砕石、砂、真砂土、生ｺﾝ、ｾﾒﾝﾄ等

114 塗料

115 道路舗装材 ｱｽﾌｧﾙﾄ常温合材、乳剤ｽﾌﾟﾚｰ

116 水道用配管材料
水道用補修材料、止水栓、ﾊﾟｯｷﾝ、止水栓BOX、消火栓
BOX等

117 その他
反射用ﾁｮｯｷ、誘導灯、ﾍﾙﾒｯﾄ、安全靴、軍手、ｺﾞﾑ手袋
（厚手）、凍結防止剤、吸着ﾏｯﾄ、液体吸着材、土嚢袋等

118 園芸用品 ﾌﾟﾗﾝﾀｰ、雑石、玉砂利、御影石等

119 種苗類 種子、苗等

120 肥料・飼料 ﾊﾞｰｸ堆肥材等

121 生花・花束

122 その他 樹木、芝生等

123 防災・消防機具 消火器、消防ﾎｰｽ、防火服、避難器具等

124 給水袋、ﾎﾟﾘﾀﾝｸ

125 選挙用資材

126 舞台用品

127 その他 発掘用品、遺物器材、各種買取等

128 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ・仮設ﾄｲﾚ

129 OA・PC事務機器等(ﾚﾝﾀﾙ) 事務機器、ソフトウェア等

130 OA・PC事務機器等(ﾘｰｽ) 事務機器、ソフトウェア等

131 車両

132 寝具類 ｼｰﾂ等

133 被服等 白衣等

134 その他 介護福祉器具、小児用おむつ、ｶｰﾃﾝ、医療機器等

【分　類　表】　　物品購入：1～134　　　役務提供：135～206

その他物品

ﾚﾝﾀﾙ・ﾘｰｽ

建設資材

園芸
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分　類 コード 業　種 例　示

135 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 白衣、ｶｰﾃﾝ、その他衣類

136 選挙ﾎﾟｽﾀｰ掲示場設置

137 啓発情報
啓発・広報放送飛行、気象情報、市場情報、
その他情報

138 運送・運行 ﾀｸｼｰ、ﾊﾞｽ、引越し

139 各種保険
損害保険、傷害保険、車両保険、労災保険、
生命保険、その他保険

140 その他

141 人材派遣 運転手、ｺｰﾙｾﾝﾀｰ、各種事務等

142 用務員 学校用務員等

143 各種講師 ﾊﾟｿｺﾝ、手話、ALT等

144 運動指導 介護予防運動等

145 介護ｻｰﾋﾞｽ 入浴、理容、寝具乾燥等

146 給食 病院患者給食、保育所等

147 ﾊﾟﾝﾁ入力・ﾃﾞｰﾀ処理

148 その他

149 ｿﾌﾄｳｴｱの開発 電算関連業務

150 速記・会議録作成

151 各種ﾃﾞｻﾞｲﾝ作成 ｲﾗｽﾄ、HP等

152 ﾋﾞﾃﾞｵ製作 映画（音声吹き込み含む）、録画等

153 ｲﾍﾞﾝﾄ企画・展示・司会
ｲﾍﾞﾝﾄ・展示・式典等企画（会場設営等を含む）、
司会業、音楽奏者等

154 その他

155 医療事務

156 医療検査・検診 臨床検査（便・尿・ぎょう虫等）、予防接種、ﾌｯ素塗布等

157 健康診断 定期健診等

158 ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ

159 保健指導 特定保健指導、糖尿病性腎症重症化予防指導等

160 医療消毒 病院内全般、学校保健全般

161 その他

162 OA・PC機器保守・点検 複写機、ﾌｧｯｸｽ、ﾊﾟｿｺﾝ等

163 電気設備保守・点検 計装設備、高圧受電設備(自家用工作物)等

164 消防防災設備保守・点検

165 電気通信設備保守・点検 電話等

166 昇降設備保守・点検 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ、ｴｽｶﾚｰﾀｰ等

167 ｼｬｯﾀｰ設備保守・点検

168 自動ドア設備保守・点検

169 空調設備保守・点検

170 遊具保守・点検 公園遊具、体育施設等

171 その他
機械式駐車場、舞台装置設備、地下ﾀﾝｸ、MP、
分析機器、その他施設機器等

【分　類　表】　　物品購入：1～134　　　役務提供：135～206

保守・点検役務

人的役務

企画作成役務

医療役務

一般役務
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分　類 コード 業　種 例　示

172 写真機検査・修理 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ等

173 教材・教具検査・修理 ﾋﾟｱﾉ調律等

174 医療機器等検査・修理 CT、ﾚﾝﾄｹﾞﾝ、胃ｶﾒﾗ等

175 車両検査・修理 板金、ﾀｲﾔ、ｴﾝｼﾞﾝ等

176 営繕（空調） 空調機、配管などの営繕

177 営繕（衛生設備） 給排水管、ﾄｲﾚ漏水などの営繕

178 営繕（電気） 電動ｶｰﾃﾝ、蛍光灯、ﾏｲｸ、ｽﾋﾟｰｶｰなどの営繕

179 営繕（その他） 屋根、溶接、高架水槽、車止めなどの営繕

180 その他
給湯器、ﾛｯｶｰ、ﾊﾟｿｺﾝ、楽器、測量機器、化学測定器、
水質検査機器等

181 建物総合管理
総合的な管理業務（清掃、警備、保守等の複合的業務）
※但し、警備業の認定要

182 浄水場運転監視 浄水場

183 検針・閉開栓・収納 水道ﾒｰﾀ検針、閉開栓端末機器ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ等

184 水道施設維持管理 受水ﾀﾝｸ、配水ﾀﾝｸ等

185 下水道施設維持管理 雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ場等

186 運営管理 ｽﾎﾟｰﾂ施設、自然体験学習施設運営管理等

187 車両運行管理 放置自転車運搬、代行運転等

188 その他

189 警備 日常警備、ﾌﾟｰﾙ監視、会場警備等

190 機械警備

191 一般廃棄物収集運搬 一般家庭ごみ、し尿汲取り

192 産業廃棄物運搬処理 医療廃棄物、蛍光灯等

193 再生処理 ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ、古紙等

194 その他 火葬炉残骨灰処理等

195 一般清掃 道路・管渠清掃、駅前清掃、公園清掃

196 建物清掃 公衆ﾄｲﾚ清掃、屋内清掃、小中学校窓ｶﾞﾗｽ清掃等

197 浄化槽点検・清掃

198 貯水槽点検・清掃

199 配水池清掃 配水池、ﾎﾟﾝﾌﾟ場、ﾎﾟﾝﾌﾟ槽等清掃

200 ろ過池清掃

201 砂場殺菌・害虫駆除 害虫消毒、ﾊﾁ駆除等

202 有害鳥獣駆除

203 その他 斎場等

204 文化財調査・保存 発掘調査等

205 その他調査・研究 ｱﾝｹｰﾄ、市場、価格、学力等

206 その他 例規、封入封緘、代書代筆、ﾌﾟｰﾙ組立、代行収納等

【分　類　表】　　物品購入：1～134　　　役務提供：135～206

注記：業者選定においては物品購入・役務提供ごとに第１希望を優先としています。

その他役務

警備役務

運搬処理役務

清掃役務

検査・修理役務

管理役務
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■（物品購入）申請業種に関する許可等の一例 

大分類 中分類 許可・登録証名 根拠法令 許可権者 

医療機器 

・医薬品 

医療機器  

管理医療機器販売業届出済証 

薬事法第 39条第 1項 

都道府県知事 

高度管理医療機器販売業許可証 

医薬品 

医薬品販売業許可証 薬事法第 24条第 1項 

麻薬小売業者免許証 
麻薬及び向精神薬 

取締法第 3条第 1項 

向精神薬卸売業免許証 
麻薬及び向精神薬 

取締法第 50条第 1項 

大麻取扱者免許証 
大麻取締法 

第 5条第 1項 

覚せい剤原料取扱指定証 
覚せい剤取締法 

第 30条の 2 

医療用ｶﾞｽ 高圧ｶﾞｽ販売事業届 
高圧ｶﾞｽ保安法 

第 20条の 4 

化学工業 

薬品 

苛性ｿｰﾀﾞ 

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 

ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ 

毒物劇物一般販売登録済証 

毒物及び劇物取締法 

第 4条第 1項 
都道府県知事 

毒物劇物農業用品目販売業 

登録済証 

毒物劇物特定品目販売業 

登録済証 

ﾌﾟｰﾙ薬品 医薬品販売業許可証 薬事法第 24条第 1項 

燃料 

ｶﾞｿﾘﾝ・軽油・重油 

石油販売業開始届出 

石油の備蓄の確保等に

関する法律 

第 27条第１項 経済産業大臣 

揮発油販売業登録済通知書 
揮発油等の品質の確保

等に関する法律第 3条 

LP ｶﾞｽ 

高圧ｶﾞｽ販売事業届 
高圧ｶﾞｽ保安法 

第 20条の 4 
都道府県知事 

液化石油ｶﾞｽ販売事業登録済証 

液化石油ｶﾞｽの保安の確

保及び取引の適正化に

関する法律 

第 3条第 1項 

販売所の設置が

２以上の都道府

県の場合、経済

産業大臣、１つ

の場合、都道府

県知事 

その他 

高圧ｶﾞｽ製造許可 
高圧ｶﾞｽ保安法 

第 5条第 1項 
都道府県知事 

高圧ｶﾞｽ販売事業届 
高圧ｶﾞｽ保安法 

第 20条の 4 
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食料品 

食料品 

米穀の出荷又は販売の事業の開

始届出済証 

主要食糧の需給及び価

格の安定に関する法律

第 47条第 1項 農林水産大臣 

 

都道府県知事 
食肉販売業許可証 

食品衛生法 

第 52条第 1項 
魚介類販売業許可証 

飲料 
乳類販売業許可証 

酒類販売業許可証 酒税法第 9条第 1項 所轄税務署長 

その他 

（弁当） 
飲食店営業許可証 

食品衛生法 

第 52条第 1項 
都道府県知事 

理化学機器 計測・測量機器 

特定計量器製造事業届出 

 

特定計量器修理事業届出 

 

特定計量器販売事業届出 

計量法第 40条第 1項 

（製造）、 

計量法第 46条第 1項 

（修理）、 

計量法第 51条第 1項 

（販売） 

経済産業大臣又

は都道府県知事 

園芸 

肥料 肥料販売業務開始届出済証 
肥料取締法 

第 23条第 1項 
都道府県知事 

その他 

（農薬） 
農薬販売業届 

農薬取締法 

第 17条第 1項 

 

※上記の許可等はあくまでも例示であり、許可の全てを列記したものではありません。 

 

 

■（役務提供）申請業種に関する許可等の一例 

分類 業種 許可・登録証名 根拠法令 許可権者 

一般役務 運送・運行 

一般乗用旅客自動車運送事業 

許可証 

道路運送法 

第 4条第 1項 

国土交通大臣 一般貨物自動車運送業許可証 
貨物自動車運送事業法 

第 3条 

一般貸切旅客自動車運送事業 

許可証 

道路運送法 

第 4条第 1項 

自動車運転代行業認定 

自動車運転代行業の業

務の適正化に関する法

律第 4条 

都道府県 

公安委員会 

人的役務 

人材派遣 

労働者派遣事業許可証 

労働者派遣事業の適正

な運営の確保及び派遣

労働者の保護等に関す

る法律第 5条第 1項 
厚生労働大臣 

有料職業紹介事業許可証 
職業安定法 

第 30条第 1項 

医療関連ｻｰﾋﾞｽﾏｰｸ 

(患者等給食業務) 

医療関連ｻｰﾋﾞｽﾏｰｸ制度

要綱 

(一財)医療関連 

ｻｰﾋﾞｽ振興会 

介護ｻｰﾋﾞｽ 各ｻｰﾋﾞｽの登録等 介護保険法 都道府県の指定許可 

給食 飲食業営業許可証 
食品衛生法 

第 52条第 1項 
都道府県知事 

企画作成 ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾏｰｸ登録証 
個人情報の保護に関す

る法律等 

(一財)日本情報経済

社会推進協会 



- 11 - 

 

医療役務 医療消毒 
医療関連ｻｰﾋﾞｽﾏｰｸ 

(滅菌消毒) 

医療関連ｻｰﾋﾞｽﾏｰｸ制度

要綱 

(一財)医療関連 

ｻｰﾋﾞｽ振興会 

保守・点検 

役務 

電気設備 

保守・点検 

電気事業 電気事業法第 3条 経済産業大臣 

電気主任技術者 電気事業法第 43条 経済産業大臣 

電気工事士免状 電気工事士法第 4条 都道府県知事 

消防防災設 

保守・点検 

消防設備点検資格者免状 消防法第 17条の 3の 3 
(一財)日本消防設備

安全ｾﾝﾀｰ 

消防設備士 消防法第 17条の 10 都道府県知事 

昇降機 

保守・点検 
昇降機等検査員資格者証 

建築基準法施行規則 

第 6条の 26 
国土交通大臣 

空調 

ﾎﾞｲﾗｰ技士免許証 

労働安全衛生法第 72条

第 1項、ﾎﾞｲﾗｰ及び圧力

容器安全規則第 97条 

都道府県労働局長 

危険物取扱者免状 
危険物の規制に関する

政令第 32条 
都道府県知事 

遊具 

公園施設製品安全管理士 
都市公園における遊具

の安全確保に関する指

針、遊具の安全に関す

る基準 

国土交通大臣、 

(一社)日本公園施設

業協会 公園施設製品整備技士 

その他 地下ﾀﾝｸ等定期点検事業者認定証 消防法第 14条の 3の 2 
(一財)全国危険物安

全協会 

高圧ｶﾞｽ 

保守・点検 

高圧ｶﾞｽ製造保安責任者免状 高圧ｶﾞｽ保安法第 29条 高圧ｶﾞｽ保安協会 

高圧ｶﾞｽ販売主任者届 
高圧ｶﾞｽ保安法 

第 28条第 3項 
都道府県知事 

検査・修理 

役務 

医療機器・用具 

検査修理 
医療機器修理業 薬事法第 40条の 2 厚生労働大臣 

車両 

検査・修理 

自動車分解整備事業認証 
道路運送車両法 

第 78条第 1項 
地方運輸局長 

指定自動車整備事業指定 
道路運送車両法 

第 94条の 2第 1項 

管理役務 

建物総合管理 

建築物清掃業登録証明書 

建築物における衛生的

環境の確保に関する法

律第 12条の 2第 1項 

都道府県知事 

建築物空気環境測定業登録証明書 

建築物空気調和用ダクト清掃業

登録証明書 

建築物飲料水水質検査業 

登録証明書 

建築物飲料水貯水槽清掃業 

登録証明書 

建築物排水管清掃業登録証明書 

建築物ねずみ昆虫等防除業 

登録証明書 

建築物環境衛生総合管理業 

登録証明書 

建築物環境衛生管理技術者免状 

建築物における衛生的

環境の確保に関する法

律第 7条第 1項 

厚生労働大臣 

下水道施設 

維持管理 

下水道処理施設維持管理業者 

登録証 

下水道処理施設維持管

理業者登録規程第 2条 
国土交通大臣 
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警備役務 

警備 

警備業認定証 警備業法第 4条 

都道府県 

公安委員会 

警備員指導教育責任者資格者証 警備業法第 22条 

営業所設置等届出書 警備業法第 9条 

機械警備 

営業所設置等届出書 警備法業第 9条 

機械警備業務開始届出 警備業法第 40条 

機械警備業務管理者資格証 警備業法第 42条 

運搬処理 

役務 

一般廃棄物 一般廃棄物収集運搬業許可証 

廃棄物の処理及び 

清掃に関する法律 

第 7条第 1項 

市町村長 

(柏原市長) 

産業廃棄物 産業廃棄物収集運搬業許可証 

廃棄物の処理及び 

清掃に関する法律 

第 14条第 1項 
都道府県知事 

その他 
特別管理産業廃棄物収集運搬業

許可証 

廃棄物の処理及び 

清掃に関する法律 

第 14条の 4第 1項 

清掃役務 

一般清掃 

産業廃棄物収集運搬業許可証 

廃棄物の処理及び 

清掃に関する法律 

第 14条第 1項 
都道府県知事 

建築物清掃業登録証明書 

建築物における衛生的

環境の確保に関する法

律第 12条の 2第 1項 

浄化槽 

点検・清掃 

浄化槽保守点検業者登録証 浄化槽法第 48条第 1項 都道府県知事 

浄化槽管理士免状 浄化槽法第 45条第 1項 環境大臣 

浄化槽清掃業許可証 浄化槽法第 35条第 1項 市町村長(柏原市長) 

貯水槽 

点検・清掃 

飲料水貯水槽清掃作業監督者 

(講習会修了証書) 

建築物における衛生的環

境の確保に関する法律第

12条の 2 

厚生労働大臣登録機

関 

建築物環境衛生管理技術者免状 

建築物における衛生的

環境の確保に関する法

律第 7条第 1項 

厚生労働大臣 

その他役務 

調査・研究 技術士登録証 技術士法第 32条第 1項 文部科学大臣 

その他 各種資格・免状等 － － 

 

※上記以外に必要となるものは全て添付すること。 

 

※上記の許可等はあくまでも例示であり、許可の全てを列記したものではありません。 
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令和３・４年度 入札参加資格審査申請に関するQ＆A 

 

 

 

 

 

Q1 登録項目の新設・変更などありますか？ 

 

A1 ありません。 

 

Q2 建物（建物内の清掃、窓ガラス清掃）に関する清掃については、どこに登録すればよろし

いですか？ 

 

A2 【196建物清掃」に登録してください。 

   ※駅前清掃、道路清掃、管渠清掃などは【195一般清掃】に登録してください。 

 

Q3 庁舎の管理業務については、どこに登録すればよろしいですか？ 

 

A3 【181建物総合管理】に登録してください。 

但し、建物総合管理に登録を希望する方は、警備業の認定が必要です。 

 

Q4 施設などの営繕を希望したいのですが、物品役務の中で登録はありますか？ 

 

A4 【176営繕(空調)】、【177営繕(衛生設備)】、【178営繕(電気)】及び【179営繕(そ

の他)】のうちご希望の「営繕」を登録してください。 

 


