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主観的審査事項の届出対象事項（主観点）届出の手引き

［令和５年度入札参加者格付名簿対応版］

（県内建設業者用）
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Ⅰ はじめに

Ⅰ-１．手引きについて
この手引きは長崎県入札参加資格電子申請システム（以下「電子申請システム」という。）を活用して、主

観点の届出をする方を対象として作成しています。

Ⅰ-２．届出対象事項について
主観点（全２３項目）のうち、届出対象事項（１０項目）については当該届出により、その他届出対象事項

（４項目）については監理課以外を届出窓口として加点されます。詳しくはⅣ-１をご参照ください。

Ⅰ-３．電子申請システムの利用登録について
電子申請システムから届出をするためには利用登録が必要です。利用登録がお済みでない方は、まず、登録手

続きをお願いします。なお、昨年以前に利用登録がお済みの方は、登録手続きは不要です。すでにお持ちのＩＤ

をご使用ください。

Ⅰ-４．主観点の対象業種
対象業種は土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、舗装工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事

業、塗装工事業、電気通信工事業、造園工事業の１０業種です（１０業種以外には加点されません。）。

Ⅰ-５．届出方法
この手引きを参照のうえ、電子申請システムから届出内容を入力後、印刷した届出書に添付書類を添えた届

出書一式を提出（郵送又は持参）してください（電子申請システムを活用した書面申請です。）。封筒には必

ず朱書きで「主観点届出」と記載して下さい。なお、届出対象事項に該当がない方につきましては、届出の必

要はありません。

詳しくは、Ⅳ-１．主観点届出の方法をご参照ください。

注意：電子申請システムに入力し、申請ボタンを押しただけでは、届出は完了していません。

電子申請システムから印刷した届出書に添付書類を添えた、届出書一式の提出（郵送又は持参）まで

行わなければ届出が完了（県に受付）されたことになりませんのでご注意ください。

Ⅰ-６．届出書の受付期間
令和４年９月３０日（金）から令和４年１１月１１日（金）【当日消印有効】

※受付期間を過ぎた届出書の受付は出来かねますのでご注意ください。

Ⅰ-７．主観点の仮公表及び公表
  令和５年度の入札参加資格に係る主観点の仮公表期間は令和５年2月６日（月）から令和５年2月1３日

（月）の予定です。なお、仮公表後、直ちに格付名簿の作成作業に入りますので、ご意見、お問合わせ等につ

いては仮公表期間中にお申出願います。

  主観点の確定値（格付名簿）は令和５年3月1７日（金）にホームページに掲載する予定です。

Ⅰ-８．注意点
（１）電子申請システムを利用するに当たり、以下の機器等を準備して下さい。

①インターネットに接続されているパソコン



2

②Internet Explorer11以上のブラウザまたはMicrosoft Edge

③電子メールアドレス

④A4サイズが印刷できるプリンター

（２）セキュリティの問題上、６０分以上システムを操作しないと自動的にログアウトします。また、それま

で入力していた内容は保存されませんので、ご注意下さい。

（３）システム稼働時間は、午前 ８：００から午後 ８：００となります。

（４）入力できるのはＪＩＳ第４水準文字までとします。入力できない文字については、同一文字とされる他

の文字に置き換えてく入力してください。

Ⅰ-９．問合せ先
〒８５０－８５７０ 長崎市尾上町３－１

ＴＥＬ：０９５－８９４－３０１５

  ＦＡＸ：０９５－８９４－３４６０

長崎県土木部監理課建設業指導班（鳥越・望月）

Ⅱ 届出審査フロー図

届出者で行うこと 長崎県で行うこと

１．利用登録の申請（ＩＤ未取得の方）

４．申請用ＩＤ取得

５．電子申請システムログイン

６．主観点の届出入力

７．電子申請及び届出書類郵送

１０．審査結果受信（適正又は不適正メール）

（適正メール受信の方はここで完了です。）

１１．不適正内容の訂正

（不適正メールを受信した方は、適正メールを受信する

まで訂正してください。）

２．利用登録申請審査

３．利用登録申請の承認

８．電子申請受信及び届出書類受付

９．審査結果送信（適正又は不適正メール）

Ⅲ 利用登録の申請

電子申請システムから届出をするためには、ＩＤを取得する必要があります。まだ、ＩＤをお持ちでない方は

まずは利用登録の申請をお願いします。

なお、過去に利用登録をされた方は、すでにお持ちのＩＤで電子申請システムにログインできますので、利用

登録の申請は不要です。

以下の手順で入力画面を開き、下記入力要領に従い入力してください。

インターネットで「長崎県土木部監理課」のHPを検索して開く→「建設業関係」を選択→「入札参加資格関

係」を選択→「主観的審査事項（主観点）について」を選択→「主観的審査事項（主観点）のページへ」を選択

→「令和５年度長崎県建設工事入札参加資格に係る主観点の届出について[県内建設業者対象]」を選択→「長崎

県入札参加資格電子申請システム（外部サイトに移動します）」を選択→「入札参加資格電子申請の利用登録を

する」を選択→下記入力要領に従い入力

利用登録申請の承認（ＩＤ発行）までは日数を要する場合がありますので、早めの申請をお願いします。

Ⅲ-１．利用登録（ＩＤ取得）の方法
電子申請システムの「入札参加資格申請（電子申請）の利用登録」から、下記入力要領に従い手続きを行っ

てください。

①入力要領

  ・入力画面右上にある○？ マークを押すと「基本操作マニュアル」が表示されますので、併せてご覧ください。

  ・行政書士等が代理で申請行為を行う場合は、代理申請者自身が利用登録の申請を行い、ＩＤを取得してく

ださい。

・入力に間違いがなければ、画面左下の「利用申請を行う」をクリックします。

項目 注意点 備考

建設業許可番号 「大臣」または「知事」（都道府県も指定）を選択して、下6桁の許可番号

を入力します（例：長崎県知事第1234号の場合、42001234と入力しま

す。）。

半角

商号・名称 商号又は名称を入力します。 全角
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※法人の種類を表す文字は略字で入力

株式会社＝（株） 特例有限会社＝（有） 合資会社＝（資） 合名会社＝（名）

合同会社＝（合） 協同組合＝（同） 協業組合＝（業） 企業組合＝（企）

商号・名称(カナ) 商号又は名称をカタカナで入力 ※（株）等は入力しない 全角

電話番号 市外局番から電話番号を入力します。（入力形式は「-」付きです。） 半角

代表者職名 法人の場合は代表者の職名を、個人の場合は「代表」と入力します。 全角

代表者氏名 代表者の氏名を入力します。性と名の間にスペースを入れて下さい。 全角

市区町村コード 市区町村を指定します。「参照」ボタンから選択できます。

主 た る 営 業 所 の

所在地

上記、市区町村コードによって表される市区町村に続く町名、街区符号及び

住居番号等を、「丁目」「番」及び「号」については－（ハイフン）を用い

て記載します。（例：松山市一番町４丁目４番→一番町４－４）

全角

申請担当者または申請代理人（行政書士による代理申請）

所属 所属を入力します。 全角

職名 職名を入力します。 全角

氏名 担当者の氏名を入力します。性と名の間にスペースを入れて下さい。 全角

電話番号 市外局番から電話番号を入力します。（入力形式は「-」付きです。） 半角

FAX番号 市外局番からFAX番号を入力します。（入力形式は「-」付きです。） 半角

E-Mail E-Mailアドレスを入力します。 半角

E-Mail(再) 再確認用にE-Mailアドレスを入力します。 半角

パスワード 電子申請システムを利用する際のパスワードを入力します。パスワードは、

英字・数字の組み合わせで8文字以上を指定して下さい。

半角

パスワード(再) 再確認用に電子申請システムを利用する際のパスワードを入力します。 半角

②その他（注意事項）

  Ｑ ＩＤ・パスワードを忘れてしまいました。

  Ａ 入札参加資格申請システムログイン画面で「パスワードを忘れた方はこちら」ボタンをクリックして、

   登録されたメールアドレスへパスワードを再送する画面を開き、手続きを行って下さい。

    また、ＩＤ・パスワードには有効期限はありませんので、大切に保管してください。

Ⅳ 主観点届出

Ⅳ-１．主観点届出の方法
  以下の手順で入力画面を開き、下記入力要領に従い届出内容を入力してください。

インターネットで「長崎県土木部監理課」のHPを検索して開く→「建設業関係」を選択→「入札参加資格

関係」を選択→「主観的審査事項（主観点）について」を選択→「主観的審査事項（主観点）のページへ」を

選択→「令和５年度長崎県建設工事入札参加資格に係る主観点の届出について[県内建設業者対象]」を選択→

「長崎県入札参加資格電子申請システム（外部サイトに移動します）」を選択→「入札参加資格申請電子申請

をする」を選択→IDとパスワードを入力してログイン→「主観点に関する届出」を選択→下記入力要領に従い

届出内容を入力

①入力要領

入力画面右上にある○？ マークを押すと「基本操作マニュアル」が表示されます。

項目 注意点 備考

提出する

主観点届

出の資格

年度

令和５年度を選択して下さい。

１．今回

届出する

項目

届出する項目には｢○｣、届出しない項目には｢×｣を選んで下さい。

２．土木

施工管理/

CPDS

以下に注意してご入力下さい。

〈評価の要件〉

次の(1)～(3)の要件をすべて満たす者が所属する建設業者毎の学習単位(ユニ

ット)の合計数を報告すること(合計数２0ユニット以上が加点の対象)

(1) (一社)全国土木施工管理技士会連合会が実施する土木施工管理/継続学

習制度(CPDS)登録者の学習単位(ユニット)であること

半角

※土木工

事業にの

み加点し

ます。
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(2) 審査対象特定日(令和４年10月31日)時点で会社に常勤で在籍する土木

施工管理技士の資格を有する者の学習単位(ユニット)であること

(3) 対象となる学習単位(ユニット)の取得期間は、審査対象特定日(令和４

年10月31日)直前の1年間であること

〈以下の書類を提出して下さい〉

上記要件を満たす職員の取得学習単位(ユニット)の合計を掲載した、(一社)

全国土木施工管理技士会が発行する「学習履歴証明書」

３．建築

技術継続

能力開発

/CPD

以下に注意してご入力下さい。

〈評価の要件〉

次の(1)～(3)の要件をすべて満たす者の所属する建設業者毎の学習単位の合

計数を報告すること（合計数２0単位以上が加点の対象）

(1) (公社)日本建築士会連合会または建築CPD運営会議が実施する建築技

術継続能力開発(CPD)制度登録者の学習単位であること

(2) 審査対象特定日(令和４年10月31日)時点で会社に常勤で在籍する建築

士または建築施工管理技士等の資格を有する者の学習単位であること

(3) 対象となる学習単位の取得期間は、審査対象特定日(令和４年10月31

日)直前の1年間であること

〈以下の書類を提出して下さい〉

上記要件を満たす職員の取得学習単位の合計を記載したCPDの「取得単位証

明書(会社)」

半角

※建築工

事業にの

み加点し

ます。

４．障害

者雇用状

況

以下に注意してご入力下さい。

〈評価の要件〉

次の(1)または(2)に該当すること

(1) 「障害者の雇用の促進等に関する法律」第43条第7項に規定する事業

主(その雇用する労働者の数が常時４３．５人以上である事業主、以下「法

定事業主」という。)で、同法第43条第1項の規定により常時雇用する労

働者に障害者雇用率(2.３％)を乗じて得た数以上の身体障害者、知的障害

者または精神障害者を、令和４年6月1日から起算して直前1年間以上、継

続して雇用していること

(2) その雇用する労働者の数が常時４３．５人未満の事業主(以下「法定外

事業主」という。)で、身体障害者、知的障害者または精神障害者を、令和

４年10月31日から起算して直前1年間以上、継続して雇用していること

〈以下の書類を提出して下さい〉

要件(1)に該当する場合は、次の(1)の書類、要件(2)に該当する場合は、次の

(2)①及び②の書類

(1) 法定事業主

障害者雇用状況報告書の写し(毎年6月1日現在)

(2) 法定外事業主

① 労働基準法第107条で規定する当該雇用者の労働者名簿または雇用保

険事業所別被保険者台帳照会の写し

② 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保険福祉手帳の写し

※ 上記(2)の①及び②の提出については、使用目的を本人に伝え、その

承諾を得ること。

５．新規

学卒者等

雇用

平成2９年１１月1日以前に採用された者は対象となりません。

以下に注意してご入力下さい。

〈評価の要件〉

学校教育法に規定する学校または専修学校を卒業した者、もしくは「職業能

力開発促進法」第15条の7第1項第1号から第3号に規定する公共職業能力開発

施設を修了した者(在職者訓練、離職者訓練は除く)(以下「新規学卒者等」とい

う。)を、卒業または修了から6カ月以内に採用し、審査対象特定日（令和４年

全角

氏名欄

は、姓と

名の間に

スペース

を入れて
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10月31日）時点で雇用していること

〈以下の書類を提出して下さい〉

次の(1)及び(2)①②の書類を提出すること

(1) 新規学卒者等の卒業(修了)証書または卒業(修了)証明書の写し

(2) ① 卒業(修了)後6カ月以内に雇用したことが分る書面の写し

② 審査対象特定日(令和４年10月31日)時点で雇用していることが分

る書面の写し

※(2)①②の具体例

○ 社会保険に加入している場合

  [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]＋

[審査対象特定日を含む月の賃金台帳または源泉徴収簿(当月分のみ)]

○ 雇用保険のみ加入している場合

  [雇用保険被保険者資格取得等確認通知書]＋[審査対象特定日を含む月

の賃金台帳または源泉徴収簿(当月分のみ)]

○ 雇用保険に加入できない場合

  [加入できない理由を記載した書面]＋[雇用開始の月から審査対象特定

日を含む月までの各月の賃金台帳または源泉徴収簿]

下さい。

採用年月

日欄は、

例えば、

Ｈ３０．

４．１と

入力して

下さい。

６．次世

代育成雇

用環境の

整備

以下に注意してご入力下さい。

〈評価の要件〉

建設業者が「次世代育成支援対策推進法」第12条第1項に規定する事業主

(常時雇用する労働者の数が100人を超えるもの)、または同法第12条第4項に

規定する事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)で、第12条第1

項に基づき一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣にその旨を届出て、当

該計画を実行した後、同法第13条に基づく申請により厚生労働大臣から基準

に適合する旨の認定を受け、更に2回目の一般事業主行動計画を策定し、厚生

労働大臣にその旨を届出て、当該計画を実行する場合に、審査対象特定日(令和

４年10月31日)においてその2回目の行動計画が実行中である場合に加点の対

象とする。

2回目の行動計画の満了年については、1回目の満了と同様に厚生労働大臣

から基準に適合する旨の認定を受け、更に3回目の一般事業主行動計画を策定

し、厚生労働大臣にその旨を届出て、当該計画を実行する場合に、審査対象特

定日(令和４年10月31日)においてその3回目の行動計画が実行中である場合に

加点の対象とする。4回目以降についても同様の取扱いとする。

〈以下の書類を提出して下さい〉

○ 初めて認定を受けて、行動計画を実行中の場合

認定前後の行動計画策定届及び認定通知書

○ 2回目以降の認定を受けて、行動計画を実行中の場合

認定通知書及び認定後の行動計画策定届

７．法定

外労働災

害補償制

度(休業補

償)

以下に注意してご入力下さい。

〈評価の要件〉

令和３年7月1日から令和４年6月30日の期間に迎えた決算日を含む1年間以

上の契約であって、経営事項審査における法定外労働災害補償制度加入の有無

が「有」であり、かつ、休業補償に加入していること

〈以下の書類を提出して下さい〉

次の(1)及び(2)の書類を提出すること

(1) 経営事項審査の結果通知書(審査基準日：令和３年7月1日から令和４年

6月30日のもの)、または経審申請書の審査済印が押された１枚目及び法

定外労働災害補償制度加入の有無（項番４６）の頁の写し

(2) 上記〈評価の要件〉が確認できる加入証明書または関係書類の写し

※加入証

明書等の

保険期間

の誤りが

多数見受

けられま

すのでご

注意下さ

い。

８．第三

者賠償責

任保険

以下に注意してご入力下さい。

〈評価の要件〉

次の(1)､(2)及び(3)の要件をすべて満たすこと

(1) 令和４年10月31日において、工事中から引渡しまでの期間に係る第三

者賠償責任保険(1年間以上の契約であること)に加入していること(また

※加入証

明書等の

保険期間

の誤りが

多数見受
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は、船主責任保険(PI保険)に加入していること)

(2) 補償対象が全ての工事(公共工事・民間工事)であること

(3) 被保険者に保険契約者及び下請負人を含むこと

※補償限度額５，０００万円以上が対象。（全日本電気工事業工業組合連合

会の第三者損害賠償制度は、対物事故のうち、特定財物事故の限度額が５，０

００万円以上であること）

〈以下の書類を提出して下さい〉

上記〈評価の要件〉が確認できる加入証明書または関係書類の写し(船主責任

保険(PI保険)においては、船舶所有者と保険申請者が一致していること)

〈その他〉

船主責任保険(PI保険)による加算対象業種は、土木一式工事に限定します。

けられま

すのでご

注意下さ

い。

９．消防

団協力

以下に注意してご入力下さい

〈評価の要件〉

審査対象特定日(令和４年10月31日)において、市町から「消防団協力事業

所」の認定を受けていること

〈以下の書類を提出して下さい〉

市町が発行する「表示証交付書」の写し（有効期限に審査対象特定日(令和４

年10月31日)が含まれているもの）

１０．協

力雇用主

以下に注意してご入力下さい

〈評価の要件〉

次の(1)または(2)に該当すること

(1) 協力雇用主として法務省長崎保護観察所に登録していること

(2) (1)の登録後、「更生保護法」第48条に定める保護観察中の者または同

法第85条に定める更生緊急保護中の者（以下、「保護観察者等」とい

う。）を審査対象特定日(令和４年10月31日)直前の1年間において、3カ

月以上雇用したこと

〈以下の書類を提出して下さい〉

長崎保護観察所長の確認(押印)を受けた「地域貢献活動評価申請書(協力雇用

主確認書)」の写し

１１．暴

力団等排

除への取

組み

以下に注意してご入力下さい

〈評価の要件〉

審査対象特定日(令和４年10月31日)直前３年間において、公益財団法人長

崎県暴力追放運動推進センターが実施する「不当要求防止責任者講習」を建設

業許可上の経営業務の管理責任者が受講していること。

〈以下の書類を提出して下さい〉

受講修了書の写し、又は顛末書（受講修了書の写しを紛失した方）

※顛末書には、講習名、受講日、商号・名称、所在地、受講者名及び受講修

了書の写しがない理由を記載してください（任意様式可）。

※新規許可業者等で講習日が10月31日以降になった場合は、講習予定日を

届出用紙に記入のうえ、講習受講有で届出を行ってください。

講習修了後、12月２３日（金）までに受講修了書の写しを提出してくだ

さい。

建設業許可
の「経営業
務の管理責
任者」の氏
名が記載さ
れた受講修
了書を提出
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１２．大

臣許可業

者の常勤

職員数

以下に注意してご入力ください。

〈評価の要件〉

(1)長崎県内の大臣許可業者

(2)経営事項審査の審査基準日において、常勤で勤務している職員数（※事

務職員を含む。パート・アルバイトは不可）

※県知事許可業者は経営事項審査時に確認済のため届出不要

〈以下の書類を提出して下さい〉

常勤職員の経営事項審査基準日時点の出勤簿や給与台帳等

※該当職員にはマーカー等でわかるようにしてください。

※主観点審査事項のうち「女性の活躍推進」は「男女参画・女性活躍推進室」、「ながさき土曜学習応援団」は

「教育庁生涯学習課」、「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業」は「雇用労働政策課」、「健康経営

推進企業」は「国保・健康増進課」が届出窓口となっていますので、電子申請システムからの届出はできませ

ん。それぞれの届出窓口へお問合わせ下さい。また、評価の要件については、長崎県建設工事入札参加者格付

要綱を参照して下さい。

②入力した届出内容の送信及び郵送（または持参）

ア 入力が済みましたら、画面左下の「申請」を押して下さい（入力した内容が送信され、画面右下の表示

が申請未完了から未審査に替わります。また、申請すると内容を修正することはできませんので、修正さ

れるときは監理課へお電話ください。）。

イ 画面左下の「印刷」から、届出書を印刷してログアウトしてください。添付書類と併せて封筒に入れて

郵送（または持参）して下さい。なお、持参する場合でも封筒に入れてください。

ウ 封筒には必ず朱書きで「主観点届出」と記載して下さい。

エ 行政書士による代理申請の場合は、届出書の届出者欄に行政書士を記名して下さい。なお、委任状も提

出して下さい。

  オ 郵送先：〒８５０－８５７０ 長崎市尾上町３－１ 長崎県土木部監理課 建設業指導班

注意！

  電子申請システムに入力し、申請ボタンを押しただけでは、届出は完了していません。必ず、電子申請

システムから印刷した届出書に添付書類を添えた届出書一式を提出して下さい。

  また、受付期間は令和４年９月３０日（金）から令和４年11月1１日（金）【当日消印有効】です（受

付期間を過ぎた届出書の受付は出来かねますのでご注意ください。）。

Ⅳ-２．届出内容審査
※審査結果の通知（メール）は、令和４年1２月５日（月）までにする予定です。

■審査の結果、届出内容に不備があった場合

長崎県から不適正通知のメールが送信されます。

電子申請システムにログインして、入力再開ボタンを押して、申請内容を訂正後、申請ボタンを押してく

ださい。また、訂正した届出書及び不足している添付書類を郵送してください

訂正がなかった書類の郵送は必要ございません。

指定された期日【当日消印有効】までに書類を郵送、または持参いただけない場合、確認できなかった項

目の加点は出来かねます。

■審査が完了した場合

  登録されているメールアドレスあて、適正通知のメールが送信されます。


