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（注）１．行政手続部会第 16 回に事業者団体（日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、全国中小建設業協会）から

聴取した意見及び５月に実施した事業者アンケートにより提出された意見（6/1 時点で 275 件の回答）について、事務局が整理し

たもの（未定稿）。 

 

２．「事業者の負担感」については、事務局にて以下のとおり分類し整理している。これらに当てはまらない意見は空欄としている。 

01 提出書類の作成負担が大きい（社内の事務作業（書類収集作業含む）や社外専門家への支払い等） 

02 提出書類（情報）が、他の手続と重複している（作成書類、添付書類両方含む） 

03 行政機関が保有する情報（納税証明書、社会保険の加入・納付証明、登記謄本等）の提出を求められる 

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参加審査を受けなければならない（資格の統一がされていない） 

05 国、地方公共団体が所管する団体（独立行政法人等）について、個別に入札参加資格を受けなければならない（国・地方

公共団体と団体の、また、団体間での資格統一がされていない） 

06 申請様式・書式が国、地方公共団体ごとに異なる 

07 入札に関する情報の公表の仕方が分かりにくい 

08 手続のオンライン化が全部又は一部されていない（添付書類は紙、ＣＤ等で別途提出が必要等） 

09 手続のオンライン化はされているが使いにくい（紙で提出した方が手続が早く完了する、オンラインシステムはあるが対



応していない部署・自治体がある等） 

10 入札から落札に至るまで、行政機関から何度も呼び出される（訪問・説明を求められる） 

11 公募の際、行政が示す要件が抽象的である。もっと具体的に要件を提示してほしい 

12 契約締結時の提出書類の作成負担が大きい（社内の事務作業（書類収集作業含む）や社外専門家への支払い等） 

 

   ３．表中『番号』とは、各手続の契約の種類ごとに通し番号として振っている。 

 

   

 



Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

1 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

経営事項審査の提出書類が多いため、
手続きに負担がかかる。

添付書類の提出の簡素化を提案します。
日本商工
会議所

2 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

提出書類作成に関する負担感がある。 提出物の精査をしてほしい。
全国商工
会連合会

3 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

提出書類、提示書類が多く、事務負担
（作成・収集）が多い。

行政機関が所有する証明書等は、同意書を
徴求するなどして、行政機関内で確認するよ
うにすべき。

全国商工
会連合会

4 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

○提出書類の作成負担が大きい
・必要な書類が多すぎる。

提出の要否を再検討すべきではないか。
全国商工
会連合会

5 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

提出書類の作成負担が大きい。大企業
だと書類の作成に慣れているが中小企
業だと、ちょっとした書類であっても作成
に膨大な負担がかかってしまう。

全国商工
会連合会

6 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

求められる申請書類が結構多いので簡素化
できるデータは簡素化して欲しい（会社の基
本情報や社内の技術者情報についてはマイ
ナンバーの活用により提出不要にできない
か）。

全国商工
会連合会

7 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

○提出書類の作成負担が大きい。
経営事項審査・競争参加資格審査の申
請は、事務処理が面倒である。

全国商工
会連合会

8 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

提出書類の作成負担が大きい（社内の
事務作業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

9 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

技術者の雇用確認は他の方法でできないも
のか。

全国商工
会連合会

10 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

経営状況分析申請を国交省出先機関へ
提出するが、提出する書類が多い。

簡略化できないものか。また、この機関が必要
なのか理解できない。

全国商工
会連合会

11 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

提出書類が年々複雑化している感があ
る。

緩和してほしい。
全国商工
会連合会

12 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

○提出書類が多いので、専門業者へ依
頼しているが、支払いの負担も大きい。

マイナンバーを利用して、事業所からの提出
書類の簡素化を図ってほしい。

全国商工
会連合会

13 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

提出書類の作成負担が大きく、自分では
なかなかできない。専門家への謝金を必
要とし費用もかかる。

添付書類の簡素化もはかってほしい。
全国商工
会連合会

14 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

社内事務負担が多く、行政書士等への
支払いが負担。

全国商工
会連合会

15 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

頻繁に競争契約を行うわけではない小
規模事業者は提出書類の作成に慣れて
いないため、社内の事務作業にかかる負
担が非常に大きくなってしまう。

小規模事業者が参加する競争契約について
は提出書類のスリム化や提出書類の簡略化
を進めるべきではないか。

全国商工
会連合会

16 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

提出書類の作成負担が大きい。
全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

17 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

知識がないと専門家へ依頼しなくてはな
らず、コストがかかる。

全国商工
会連合会

18 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

・完了報告の際の書類作成が非常に負
担が大きい。特に年度末に公共工事が
重なったときなどは夜中まで事務作業を
しなくてはならない。業者の中には書類
作成専門の従業員を雇っているところも
あるが、小規模企業となるとそこまではで
きないので社長を中心に家族で手分けし
て作成していることも多い。また、紙ベー
スでの提出は本当に必要なのか？

データ提出でも良いのではないか？
全国商工
会連合会

19 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

書類作成の手続きが困難である。 書類の簡素化・統一化を図ってほしい。
全国商工
会連合会

20 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

中小企業にとって、提出書類の作成負
担が極めて大きく省略の要否を再検討
すべきと考える。

会社の基本情報（会社名、代表者名、住所
等）については、マイナンバーを活用して行
政内部での共有を図り、事業者からの提出を
不要とするべきではないか。

全国商工
会連合会

21 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

「経営事項審査」と「競争参加資格審査
申請」に必要な書類が、あまりに多い。

必要性が不明であり提出の要否を再検討す
べきではないかと思います。

全国商工
会連合会

22 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

書類作成負担のみならず、情報漏えい
の見地からもマイナンバーや法人番号を
活用することで会社の基本情報を常に
各々記載することを不要と出来ないもの
でしょうか。

全国商工
会連合会

23 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

提出書類の作成負担が大きい。
商工会の経営指導員等に書類作成の指導を
うける。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

24 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

行政担当窓口での手続きにおいて知識
不足から誤解が多い。

商工会の経営指導員から立ち会ってもらうか
代理してもらう。

全国商工
会連合会

25 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

提出する書類が非常に多く負担であるた
め、行政書士に事務代行している。事務
代行しているため、手続きの負担は少な
いが、費用負担が大きい。

簡素化をしてくれれば、自分で作成、経費削
減も図れる。

全国商工
会連合会

26 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

地方公共団体を対象にした事業所である。行
政処理上、現状の手続きに関しては概ね理
解しているが、経営事項審査については毎年
行わず3年に1度で良いと考えている。社会保
険や労働保険等の証明書も現在加入分で思
うので改善をお願いしたい。

全国商工
会連合会

27 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

提出書類作成の負担が大きい。 簡略化できるところがいくらでもある。
全国商工
会連合会

28 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

申請様式の書き方が分かりにくい。
高校生でも分かるようなものにしてもらいた
い。

全国商工
会連合会

29 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

経営事項審査における根拠書類の提示は、
前年度審査を受けている場合にはその審査
書類をもって確認とならないのか（根拠書類の
提示は誤り等があった場合のみとする）。

全国商工
会連合会

30 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

法人ナンバーを活用して、公共工事に必要な
国の各機関に存在する情報を各関係機関内
で照会できるように構築し、添付書類の簡素
化を図ってほしい。

全国商工
会連合会

31 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

・添付書類が多い。
全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

32 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

個人事業主や小規模企業では事務体制が貧
弱なため提出書類は最低限のものとしてほし
い。

全国商工
会連合会

33 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

○提出書類の作成負担が大きい。

・会社の基本情報について、マイナンバーを
活用して行政内部での共有を図り提出を不要
としてほしい。合わせて、社内の技術者の情
報については、行政内部での情報共有、マイ
ナンバーの活用等により、事業者からの提出
を不要としてほしい。

全国商工
会連合会

34 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

経営審査申請関係書類は、システムを利
用することでかなり軽減されているが、加
点対象となる各種共済加入証明書類等
の取り寄せが、かなり煩雑である。

経営審査添付書類の取り寄せ過程の事であ
り、取り寄せ先の問題でもあり解決はむずかし
いと思う。

全国商工
会連合会

35
建設工事
測量等

01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

建設業許可申請や経営事項審査に必要
な書類が県のホームページからダウン
ロードできるようになったことは、以前より
進歩したとは思うが（昔は複写式の書類
を購入していたので）、しかし、未だにＥＸ
ＣＥＬとＰＤＦの様式でしかなく、プリントア
ウトして紙ベースで提出することを前提と
している。

そろそろＷＥＢ上での電子申請を検討しては
どうか。

全国商工
会連合会

36 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

技術職員の国家資格者証、免状、監理
技術者資格者証などの写しを毎年提出
している。

変更がある場合だけにならないか。
全国商工
会連合会

37 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

防災協定の締結の有無も毎年建設業協
会に申請をしなくてはならない。

全国商工
会連合会

38 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

提出書類が多い。 CD-R等の媒体での提出を検討してほしい。
全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

39 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

役員・技術職員の常勤制の確認につい
て、適用除外の場合、社会保険の通知
書を提出しているのにも関わらず、住民
票も提出しないといけない。

全国商工
会連合会

40 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

提出書類の作成負担。
提出書類が多く作成に多くの時間を要す
る。

簡素化を図ってほしい。
全国商工
会連合会

41 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

◯提出書類の作成に負担がかかる。
・マイナンバーの活用により、効率化が図れな
いか。

全国商工
会連合会

42 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

経営事項審査、入札参加資格にかかる
申請書類で、例年通り作成しても受付の
担当者が変更しておれば受理してくれな
い場合があります。書類に不備があれば
理解できるのですが、「去年までは良
かったのだが、今年からダメなんです」と
いう返事が返ってきた。その訂正内容が
軽微な内容に思えたのと、理不尽な対応
に思えたのですこし腑に落ちませんでし
た。

提出後、訂正できるように訂正印を押印し、軽
微な訂正箇所を訂正していただけるようにな
ると助かります。

全国商工
会連合会

43 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

経営事項審査に関し、決算後４か月以内
に決算変更届を作成し事前に提出しなく
てはいけない。これは小規模の事業者に
とって本当に必要なもなのかと思いま
す。

消費税分を完成工事高や経費に含んでも差
しさわりのない範囲を決めてもらうことができれ
ば、決算変更届作成を省略できるものと考え
ます。

全国商工
会連合会

44 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

書類提出の事務処理の負担は多少感じ
る。

行政手続きであり、やむを得ないと思う。
全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

45 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

提出書類作成負担が大きい。
過去のデータで利用可能な情報を入力済み
として本年度分の事業所ごとの用紙をダウン
ロードして申請できるようにする。

全国商工
会連合会

46 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

提出書類の作成負担が大きい。 ・手続きの簡略化をお願いしたい。
全国商工
会連合会

47 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

提出書類の作成負担が大きい。
毎年のように提出書類が増え、事務担当
者の作業時間が増大している。

全国商工
会連合会

48 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

工事経歴書記載分全ての契約書・注文
書が必要となっている。

必要な件数を減らしてほしい。
全国商工
会連合会

49 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

○提出書類の作成負担が大きい（社内
の事務作業）。

・社内の技術者の情報については、健康保険
書の添付を求められるが行政内部での情報
共有、マイナンバーの活用等により、事業者
からの提出を不要とすべきではないか。

全国商工
会連合会

50 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

経営事項審査を受けるために情報管理
センターを利用する。

この手順を省くことは出来ないか？同セン
ターへの手数料がかかる他、手間もかかる
為、省略出来る所はしたい。

全国商工
会連合会

51 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

情報管理センターを利用するにも、似た
ような内容を何度も違う様式に記入する
のは負担になる。

決算書だけで済ませることは出来ないか？
全国商工
会連合会

52 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

提出書類に関しての量が多いため、行
政書士等への委託に頼らざるを得ないた
め、支払い及び手間等の負担が大きい。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

53 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

経営事項審査の内、資格者証の写しは毎年
コピーを添付となっていますが、変更（入社、
退職者）又、新規取得者、監理技術者更新者
のみの提出にしてほしい。

全国商工
会連合会

54 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

経営事項審査時の工事経歴書は、かな
り手間がかかります。許可変更時は（発
注者、工事名、技術者、請負金、工期）
の内容ですが経営事項審査時には、上
記（　）以外に工事概要、下請業者、下請
発注額、その工種まで記入しなければい
けないが、そこまで必要があるのでしょう
か。

決算後の許可変更届の中で、年間の工事経
歴書の様式と経営事項審査時に提出する工
事経歴書の様式の統一をしてほしい。

全国商工
会連合会

55 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

添付書類をコピーするのが負担。毎年申
請をする必要がある為同じもののコピー
を取り続ける事になる。

添付書類に関しては複数年利用できるものが
あってもよいと思う。

全国中小
建設業協

会

56 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

行政内で情報の共有できる証明書類に関し
ては行政で法人番号を利用して活用してほし
い。

全国中小
建設業協

会

57 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

契約書のコピー。

県知事許可の場合契約書のコピーは必要な
い為（実際、各工事は建設業種に分けて管理
していない為、少額工事等の契約書は、膨大
な少額工事契約書から探すことになる）。

全国中小
建設業協

会

58 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

技術者資格（１級建築・土木施工管理技
士等）のコピー。

監理技術者資格者証のコピーがあればいい
のでは？（毎年同じコピーを添付している。新
規だけでも良いのではないか？）

全国中小
建設業協

会

59 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

ここ何年か入力書式の変更があり、前回
使った書式が使えない。

入力をシステム化し前回入力したものを生か
して追加・変更項目を自動化してほしい。

全国中小
企業団体
中央会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

60 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

〇「工事経歴書」に関する、提出書類の
収集と内容確認作業の負担が大きい。
・工事進行基準の導入により、提出する
追加・変更工事の契約書の本数が増え
ている。

ついては、次の２案の内、いずれかの採用を
検討していただきたい。
①契約書の提出を上位５件とする。
②上位10件の条件は変えずに、本体工事の
みの契約書提出とし、追加・変更工事の契約
書は省略する。

経済団体
連合会

61 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

〇「工事経歴書」に関する、提出書類の
作成と内容確認作業の負担が大きい。
・申請業種によっては、40件ほどの工事
を記載しなければならない場合もある。

ついては、記載する工事の条件を完成工事
高合計の７割から、５割以下への軽減を検討
していただきたい。

経済団体
連合会

62 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

○「外国子会社の工事経歴書」に関す
る、提出書類の収集と内容確認作業の
負担が大きい。
・国内の工事経歴書と異なり、掲載工事
の全ての契約書の収集・提出ならびに難
易な他国の言語の解読に負担を感じて
いる。

契約書の提出については、各海外法人ごとに
国内同様程度とするなどの、緩和措置を検討
していただきたい。

経済団体
連合会

63 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

○技術職員名簿の監理技術者証および
講習修了証の収集と内容確認作業の負
担が大きい。

・全て提出不要とまでは言わないが、新規掲
載を除く技術者については、監理技術者証の
交付番号、有効期限および講習修了年月日
のデータ提供のみとして、更新時の資格者証
は省略を検討していただきたい。

経済団体
連合会

64 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

提出書類の準備負担が大きい。
技術職員の雇用を確認する書類に個人
情報(標準報酬額決定通知書)が含まれ
る。

事業者からの提出を不要とし、行政内部での
情報共有を推進すべき。

経済団体
連合会

65 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

各種帳票の提出が紙のみである場合あ
り。提出書類のチェックも手作業で非効
率。

データ提出を可能とし、指定日のみの申請方
法はやめてほしい。

経済団体
連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

66 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

弊社は建設業を兼業で行っており、「軽微な
工事」が殆どである。そのような工事の場合、
工事経歴書の確認である契約書や注文書等
の確認を省くことはできないか（請負代金が
500万円以上の解体工事等、建設業許可を有
する工事についてのみ、提出が必要であると
できないか）。

経済団体
連合会

67 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

工事経歴書作成。
現在の記載基準は元請工事７割を超え
るところまで請負代金額の大きい順に記
載したのち（記載したものを記載Ａとい
う。）、記載Ａに続けて、記載Ａを除いた
元請工事および下請工事にかかる完成
工事について、全ての完成工事にかかる
請負代金額の合計額の７割を超えるまで
請負代金額の大きい順に記載する、と
なっています。

まずもって記載する工事対象数が多いので、
金額、割合基準の緩和を希望します。
 この点、上記のような７割ルールについて、工
事件数がある程度多く、請負代金額がそれな
りに大きい工事を持っている会社からすると作
業量が膨大になるので、３割まで、あるいは５
割までというように減らしてもいいのではと思
います。

経済団体
連合会

68 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

技術者の出身学科の確認作業。
技術者の出身学科が指定学科に該当す
るか否か、の判別作業が難しく、また時
間がかかっています。判別機関に問い合
わせても、成績証明書を送ってから、か
なりの時間が経過しないと回答が返って
きません。

このような状況であるならば、現在、各大学に
は様々な学科が新設されているので、行政側
も一度指定学科について追加の検討をして
みてもいいのではないか、と思います。実務
上、伝統的な名前の学科でないと認めてもら
えないという実態があります。

経済団体
連合会

69 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

技術職員名簿関係。
現在、「001及び002資格の技術職員名
簿一覧表」と「継続雇用制度の適用を受
けている技術職員名簿」を提出していま
す。

技術職員全体の名簿を提出するのだから、別
にわざわざ実務経験者や再雇用嘱託者のも
のを切り分けて提出しなくてもよいのではない
かと思います。同様のものを複数作成してお
り、大変手間がかかっています。
たとえば、技術職員名簿の継続雇用の欄を新
設し、そこに丸印等を付す形でもよいのではと
思います。

経済団体
連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

70 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

資格保有証明書類。
資格を証明する資料の写し添付が大変
です。実務上、合格証書等のコピーを提
出しています。

公認会計士、建設業経理士等、更新が不要
の資格は前回提出から変更がない場合は写
し不要とし、新規・変更の分だけ写し添付とし
てはいかがでしょうか。

経済団体
連合会

71 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

提出書類の作成負担が大きい。

・経営事項審査申請書の内容が前年と変更
がない部分などの軽減のため電子化の検討
を願う。
・会社の基本情報（会社名、代表者名、住所
等）については、マイナンバーを活用して行
政内部での共有を図り、事業者からの提出を
不要とするべきではないか。
・社内の技術者の情報については、行政内部
での情報共有、マイナンバーの活用等によ
り、事業者からの提出を不要とすべきではな
いか。

日本商工
会議所

72 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

入力方法、入力記載内容がわかりにく
い。

・記入例を業種ごとに準備できないでしょう
か。あるいは記入不足や記載内容不備で受
付られない場合、どのように記載したら受け付
けられるか、解説が出るようにできないでしょう
か。

日本商工
会議所

73 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

書類の提出。
それをインターネットを使って添付できたり、
取り寄せられたりできたりしたら、事務的な手
間やコストをおさえることができる。

全国中小
建設業協

会

74 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

1級資格の合格証明書と監理技術者証と
監理技術者講習終了証のコピ－を添付
するのが無駄である。

1級資格には必ず監理技術者証と監理技術
者講習終了証が必須にすれば1級資格の合
格証明書の添付だけで済みます。

全国中小
建設業協

会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

75 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

機械の保有台数が多く、毎回機械売買
契約書と特定自主検査の記録票を提出
しなくてはならない。毎回、技術検定試
験の合格証明書を提出しなくてはならな
い。

新規に合格した証明書だけにならないか？
全国中小
建設業協

会

76 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

会社の納税証明等については、マイナンバー
を活用して行政内部での共有を図り、事業者
からの提出を不要とするべきではないか。

全国中小
建設業協

会

77 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

工事経歴書の作成負担が大きい（必要
な資料の収集に記載の社内事務作業）。

工事記載件数を削減できないか。
日本商工
会議所

78 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

ＩＴ化にともなう提出書類の簡素化。
全国商工
会連合会

79 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

国・県・市町村の様式がまちまち。 統一して貰えたら事務的に軽減が図れます。
全国商工
会連合会

80 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

提出書類が多いので、簡素化していただきた
い。

全国商工
会連合会

81 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

提出資料の作成負担（行政書士作成費
用を含む）。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

82 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

工事経歴書記載では、業種ごとの全体
完工高の７割を超えるところまで必要事
項を記載するが、私達小規模事業者は
少額の工事を積み重ねているのが実情
であり、７割超記載するのは煩雑作業で
ある。

小規模事業者は、条件緩和してほしい。
全国商工
会連合会

83 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

経営事項審査時の工事原価。
外注費のみの提示でいいのでは。事業年度
終了報告に全体額は記載済。

全国商工
会連合会

84 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

刈草工事など建設工事とならない工事の
判断。

公共的な工事はすべて建設工事とすること。
契約書で工事種類の提示で判断が明確化さ
れる。

全国商工
会連合会

85 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

・健康保険標準決定通知書を提出するので、
提出書類の雇用保険被保険者資格取得等確
認通知書の写しは必要ないのではと思う。

全国商工
会連合会

86 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

提出書類が多すぎる。
添付資料などについては、省略化を図るべ
き。

全国商工
会連合会

87 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

〇提出書類の作成負担が大きい（社内
の事務作業（書類収集作業含む）。
・「経営事項審査」に添付する書類が多
い、特に工事経歴書に記載する件数が
多く事務処理の負担が大きい。

・他の書類についても行政内部での情報共有
やマイナンバーの活用等により、事業者から
の提出を不要とすべきではないか。

全国商工
会連合会

88 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

収集・提出しなければならない書類が多
すぎる。

全国商工
会連合会

13/165



Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

89 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

書類の提出にともなう社内の事務作業な
どの作成負担が大きい。

全国商工
会連合会

90 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

資格要件の基準が明確でない場合があ
る。

全国商工
会連合会

91 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

経営事項審査の書類作成数は年々増え
る。作成する方も、審査する方も大変で
はないかと思う。

必要最小限の検討はすべきだと思う。
全国商工
会連合会

92 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

各省庁毎に経営事項審査を出さなくては
ならず、書式も各省庁によってバラバラ
であり、書式の統一を行い、代表省庁の
みの提出で審査を済ませることができな
いか。

経済団体
連合会

93 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

会社規模に関わらず代表者証明書類を
求められるので、当社の会社規模では支
店・営業所から本社に依頼して書類を入
手するのに手間がかかる。

国や県に対して一社、一式の証明書を提出
すれば、その都度提出しないでも良い様に行
政側で共有してほしい。

経済団体
連合会

94 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

資格証のコピー等は、前年度と変更分の
みにしてほしい。

全国中小
建設業協

会

95 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

毎年技術者に係る添付書類（国家資格、
監理技術者証、雇用保険等）が多く、負
担になっている。

建設業許可の技術職員名簿との情報共有は
できないか。

全国中小
建設業協

会

96 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

マイナンバー等の活用により、省略できれば、
いいと思う。

全国中小
建設業協

会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

97 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

建設機械の所有及びリース台数は、機械の調
達がしやすくなった現在、経営審査内容とし
て不要の内容ではないでしょうか。経営能力・
技術力にあまり影響しないように思います。

全国中小
建設業協

会

98 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

「経営事項審査」や「建設業許可証」等、会社
情報は毎年「経営事項審査」時、行政は確認
されていると思います。毎入札時、契約時に
おける提出は不要であると思います。

全国中小
建設業協

会

99 建設工事 01 国
02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

経営状況分析に提出する書類と、経営
事項審査に使用する提示する書類が重
複している。

経営状況分析を外部機関で実施するのでは
なく、経営事項審査時に実施すべき。

全国商工
会連合会

100 建設工事 01 国
02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

提出書類が多く重複していることがある。 必要最低限に簡素化ができればありがたい。
全国商工
会連合会

101 建設工事 01 国
02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

他の行政機関へ提出書類と同じような書
類が重複しており、様式が違うため入力
し直す必要がある（会計書類等）。
千円単位の会計表示は、かえって作成
が面倒である。

マイナンバー活用など税務署の数字を使えば
二度手間をなくすことができるはずで信憑性
もあがる。

全国商工
会連合会

102 建設工事 01 国
02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

（資格者証、講習証明書、月額算定通知
書、源泉徴収簿）の提出が必要。

経営事項審査の受審の際にも、建設業許可
の技術者名簿の提出が必要なのでどちらかを
省略してもよいのではないか。

全国商工
会連合会

103 建設工事 01 国
02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

小規模事業者にとっては提出書類の作
成が非常に大きな負担となる。

他の行政機関（省庁内だけでなく、県、市町
村等の機関も含めて）の提出書類と統一でき
るものは統一して欲しい。

全国商工
会連合会

104 建設工事 01 国
02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

経営事項審査と競争参加資格審査申請
に提出する資格等の書類の中に重複す
る書類がある。

全国商工
会連合会

105 建設工事 01 国
02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

経営審査と入札参加資格申請に提出する時
期が２カ月ほど、ずれるだけなので、重複する
書類に関しては、コピーでも可にしてもらえる
とありがたい。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

106 建設工事 01 国
02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

納税証明書はこちらにも提出し、市の入
札でも提出している。

重複する書類については一本化が出来ない
ものか。

全国商工
会連合会

107
建設工事
測量等

01 国
02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

公共工事では、５年に１回の建設業許可
申請があり、毎回、確認書類も含めると５
０種類以上の書類が必要となる。また、毎
年行う経営事項審査でも、重複する書類
の提出が求められる場合がある。

特に行政機関が発行している証明書類につ
いては、省略するべきである。

全国商工
会連合会

108 建設工事 01 国
02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

完成工事内訳表と工事経歴書をそれぞ
れ唐津土木事務所と経営事項審査で提
出している。

ほぼ同じ様式なので、書式の統一と共有に取
り組んでいただきたい。

全国商工
会連合会

109 建設工事 01 国
02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

審査の時、雇用保険・健康保険・厚生年金の
加入など裏付け資料の提出は会社番号により
不要にならないのか。

全国中小
企業団体
中央会

110 建設工事 01 国
02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

工事経歴の証明として契約書や注文
書、注文受書の提出を求められるが、当
該工事経歴書は決算期の建設業の変更
届でも同じものを提出している。

経営事項審査では確認する書類が多いの
で、変更届の段階で契約書等の確認を実施
することで、確認事項を減らすことはできない
か。

経済団体
連合会

111 建設工事 01 国
02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

毎年　決算→変更届→経営分析→経営
事項審査
５年毎に許可更新申請

もっと簡素化して欲しい。
全国中小
建設業協

会

112 建設工事 01 国
02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

会社の基本情報（社名・住所・代表者・職員
数・有資格者など）は行政内部で共有を図り、
審査書類の簡素化を図っていただきたい。

全国中小
建設業協

会

113 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

社会保険加入状況などの証明書類の省略化
をしてほしい。

全国中小
建設業協

会

114 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

納税証明書、社会保険や労働保険の納
付証明、入札担当社員の社会保険への
加入証明等の提出が求められ、企業は
個別に年金事務所や労働基準監督署に
証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であり、納
税状況、登記情報等を（法人番号の活用等を
通じて）行政機関内で参照できる仕組みを構
築し、証明書類の添付の省略化を図るべき。

全国中小
建設業協

会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

115 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

経営事項審査等の書類作成に時間を費
やしているのが現状です。社外専門家に
頼むと費用がかかるため商工会が指導
をしながら作成する。消費税に関しての
税抜金額の修正等、非常に作成が面
倒。

簡便にする方法を検討してほしい。税務申告
をしているのでそのまま決算書を活用出来な
いか。

全国商工
会連合会

116

物品
役務
建設工事
測量等

01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

○行政機関が保有する情報の提出を求
められる。

国が管理する情報については、行政機関内
で参照できる仕組みを構築し、証明書類の添
付の省略化を図るべき。

全国商工
会連合会

117 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

提出書類の中に納税証明書であったり
労働保険の加入証明書等の提出が求め
られる。

個人番号や法人番号等を活用して添付書類
の省略可を図ってほしい。

全国商工
会連合会

118 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

各証明事項の提出が国の管理する事項なの
で、一元化して証明書類の添付の仕組みの
簡素化を図るべきである。

全国商工
会連合会

119 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

納税証明や社会保険や労働保険の納付
証明書、入札担当社員の社会保険への
加入証明書等は、申請企業側でそれぞ
れの監督官庁に依頼して証明書の発行
をお願いしております。

国で一元管理していただければ、申請の際に
不要になると思います。

全国商工
会連合会

120 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

経営審査を受けるまでの手続きが、経営
分析を依頼して、日程予約、指定日に出
向いての審査と事務負担が大きい。

納税証明については、法人番号からの県税
納付状況確認で良いと思います。

全国商工
会連合会

121 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

・行政機関の証明書など負担が大きい。
・毎回、同じ書類ばかり準備する。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

122 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

○行政機関が保有する情報の提出につ
いて
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険へ
の加入証明等の提出が求められ、企業
は個別に年金事務所や労働基準監督署
に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が確認できる情報であり、
納税状況、登記情報等を（法人番号の活用等
を通じて）行政機関内で参照できる仕組みを
構築し、証明書類添付の省略化を図っていた
だけるとありがたい。

全国商工
会連合会

123 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

経営事項審査には、納税証明書の原本
の添付が義務付けられているが、税務署
に取りに行く手間、手数料などが負担を
感じる。

法人番号の活用などで、審査機関、行政機関
で確認できるようになったらよいと思う。書類の
省略化、簡素化に努めてほしい。

全国商工
会連合会

124 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険へ
の加入証明等の提出が求められ、企業
は個別に年金事務所や労働基準監督署
に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であり、納
税状況、登記情報等を（法人番号の活用等を
通じて）行政機関内で参照できる仕組みを構
築し、証明書類の添付の省略化を図るべき。

全国商工
会連合会

125 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

○行政機関が保有する情報の提出を求
められる
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険へ
の加入証明等の提出が求められ、企業
は個別に年金事務所や労働基準監督署
に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であり、納
税状況、登記情報等を（法人番号の活用等を
通じて）行政機関内で参照できる仕組みを構
築し、証明書類の添付の省略化を図るべき。

全国商工
会連合会

126 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

公的証明書類の添付。
公的証明書類については法人ナンバーと紐
づけて、行政内部で参照、もしくは確認し、提
出書類の簡略化を図るべき。

全国商工
会連合会

127 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

納税証明は法人マイナンバーの活用により、
証明書を提示する事を省力。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

128 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

・行政機関の保有する情報の提出。証明書の
添付→法人番号の活用にて省略化。

全国商工
会連合会

129 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

納税証明など町や税務署へその都度出
向き、支払手数料が発生するのも負担に
なっている。

全国商工
会連合会

130 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

提出する書類の中で納税証明書等、国が管
理しているものに関しては提出不要にしてほ
しい（税務署等に行く負担の軽減）。

全国商工
会連合会

131 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

各種証明書類の発行手続きが負担。
各省庁が連携をとりデータを横断的に管理、
活用して欲しい。

全国商工
会連合会

132 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

納税証明書、労働保険関係の納付済証
明や雇用保険被保険者台帳は町内で取
得することができるものの、社会保険は
奈良年金事務所まで取得しなければな
らず、時間的にもかかり非効率と思われ
る。

法人番号等の活用することにより、クリアにし
て頂きたい。

全国商工
会連合会

133 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

◯行政機関等が保有する情報の提出に
ついて
・納税証明書、社会保険、労働保険の納
付証明、建設業退職金共済履行証明等
が求められ、個別に年金事務所や労働
基準監督署に証明依頼をしている。

これらは、行政機関が管理している情報であ
り、納付状況や登録情報を行政機関で参照
できるしくみを構築し、証明書類の添付の簡
略化ができなか。

全国商工
会連合会

134 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

提出書類の準備及び作成に多大な労力
を要し、限られた人員の中で負担が大き
い。その中においても、社会保険関係の
加入証明の取得に時間と手間がかかり
特に負担を感じている。

マイナンバーを活用するなどし、書類の簡素
化及び行政機関が把握できる情報（労働・社
会保険）については提出を省略できないか。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

135 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

納税証明書や社会保険の加入証明書等
が求められる。

法人番号に紐づけされた情報でありペーパー
レス化が可能な筈である。

全国商工
会連合会

136 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

労働保険加入証明・社会保険加入証明など
は国が管理する情報なので簡素化してほし
い。

全国商工
会連合会

137 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

労働保険被保険者等の提出については、従
業員の変更があったときでの提出でいいので
はないか。また、国が管理する情報であり行
政機関内で参照できる仕組みを構築したらど
うか。

全国商工
会連合会

138 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

納税証明書の提出を求められているが、法人
番号などの活用をできる仕組みを構築して、
証明書添付の省略化を図るべき。

全国商工
会連合会

139 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

会社の施工実績を出すにあたり、合併に
よる社名変更、また移転による住所変更
があるため、過去の実績をコリンズ等で
提出する場合は現住所、現社名との整
合性が確認できないことがあります。その
都度、合併契約書または建設業変更届
の写しを添えているが、データ容量の増
加になる。

行政機関側で把握できるようにデータベース
化できないでしょうか。

全国中小
建設業協

会

140 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

現在は申請書や証明書の持参が必要。
法人税、消費税の支払い状況も、行政内部で
確認できないか。

経済団体
連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

141 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

雇用証明書類。
技術職員名簿記載者の恒常的雇用を証
明するものとして、現在、健康保険・厚生
年金保険被保険者標準報酬決定通知
書を提出していますが、対象者以外をマ
スキングする作業が大変です。

社会保険に関する情報との連携や、マイナン
バーの活用するなど、別のやり方があるので
はないでしょうか。

経済団体
連合会

142 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

行政機関が保有する情報の提出に関し
て。
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険へ
の加入証明等の提出が求められ、企業
は個別に年金事務所や労働基準監督署
に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であり、納
税状況、登記情報等を（法人番号の活用等を
通じて）行政機関内で参照できる仕組みを構
築し、証明書類の添付の省略化を検討願う。

日本商工
会議所

143 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

行政機関が保有する情報の提出を求め
られる。
・確定申告書、納税証明書、社会保険や
労働保険の納付証明、社員の社会保険
標準報酬決定通知書及び取得・喪失確
認通知書等を毎回提出している。

これらは国が管理する情報であり、納税状
況、社会保険料納入状況、社員の社会保険
加入状況等を行政機関内で参照できる仕組
みを構築し、証明書類の添付の省略化を図る
べき。

日本商工
会議所

144 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

納税証明書、社会保険や労働保険　現
場社員の社会保険への加入証明書等の
提出が求められ、毎回　行政に書類送付
を手続きする必要がある。

それを国などで保管している内容なのでもう
少しスムーズに行政内の中で確認できるよう
に。こちらでは、コンピューター場内で確認欄
などでチェックなどだけという形のようにすれ
ば費用も不備も減るのではないかと思う。

全国中小
建設業協

会

145 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

納税したかどうかは行政機関（町・県・
国）で確認できる事なので提出不要にし
て欲しい。

法人マイナンバーを効果的に利用してもらい
たい。

全国中小
建設業協

会

146 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

納税証明書、社会保険や労働保険の納
付証明、入札担当社員の社会保険への
加入証明等の提出が求められ、企業は
個別に年金事務所や労働基準監督署に
証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であり、納
税状況、登記情報等を（法人番号の活用等を
通じて）行政機関内で参照できる仕組みを構
築し、証明書類の添付の省略化を図るべき。

全国中小
建設業協

会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

147 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

納税証明書等の提出は.法人番号の活用等
を通じて行政機関内で確認できる仕組みを構
築し、提出書類の省略化ができるのではと思
います。

全国中小
建設業協

会

148 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

○行政機関が保有する情報の提出を求
められる。
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険へ
の加入証明等の提出が求められ、企業
は個別に年金事務所や労働基準監督署
に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であり、納
税状況、登記情報等を（法人番号の活用等を
通じて）行政機関内で参照できる仕組みを構
築し、証明書類の添付の省略化を図るべき。

全国商工
会連合会

149 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

納税証明書、社会保険等の納付証明書等行
政が把握している情報については簡素化して
頂いたら助かります。

全国商工
会連合会

150 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

事務負担解消のために、添付書類の中で行
政機関が保有する情報は、極力省略化をお
願いしたい。

全国商工
会連合会

151 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

納税証明書の負担減。
事業年度終了報告時に提出している分の添
付不要。

全国商工
会連合会

152 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

○行政機関が保有する情報の提出を求
められる。
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険へ
の加入証明等の提出が求められ、企業
は個別に年金事務所や労働基準監督署
に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であり、納
税状況、登記情報等を（法人番号の活用等を
通じて）行政機関内で参照できる仕組みを構
築し、証明書類の添付の省略化を図るべき。

全国商工
会連合会

153 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

書類添付資料として行政機関の保有す
る情報の提出が求められる。

全国商工
会連合会

22/165



Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

154 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

マイナンバー等の活用により、省略できれば、
いいと思う。

全国中小
建設業協

会

155 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

納税証明書等の未納確認は行政にて行うな
どの登記情報証明書類の簡素化を図ってい
ただきたい。

全国中小
建設業協

会

156 建設工事 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

納税証明、社会保険、労働保険などの
加入証明書等の提出が求められる。

行政機関内で参照できるしくみをつくり省略
化をお願いしたい。

全国中小
建設業協

会

157 建設工事 01 国
06 申請様式・書式が国、地方
公共団体ごとに異なる

その他の審査項目(社会性)の中の防災
活動への貢献の状況について。解決提
案・・各自治体との防災協定の書式が統
一されていない為、審査の段階で活動は
しているのに書類不備を指摘される。

統一書式があるといいと思う。
全国商工
会連合会

158 建設工事 01 国
窓口に何度も足を運ばせることのないよ
うにしてほしい。

簡略化できればメール等で済む内容もある。
全国商工
会連合会

159 測量等
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

「経営事項審査」と「競争参加資格審査
申請」に必要な書類が、煩雑の上必要性
が不明。

提出の要否を再検討すべきではないか。
日本商工
会議所

160 測量等
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

会社の基本情報（会社名、代表者名、住所
等）については、マイナンバーを活用して行
政内部での共有を図り、事業者からの提出を
不要とするべきではないか。

日本商工
会議所

161 測量等
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

社内の技術者の情報については、行政内部
での情報共有、マイナンバーの活用等によ
り、事業者からの提出を不要とすべきではな
いか。

日本商工
会議所
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

162 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

〇提出書類が年々増えているため、作
成負担が大きい。少人数で事業を行って
いるため、事務員１人に係る負担が増大
している。

・全体的に提出書類を簡素化して欲しい。会
社規模によって必要・不必要な書類があれば
精査して欲しい。
・経営事項審査、許可等で重複している書類
の合理化を図ってほしい。
・書類の量が膨大になるため、電子媒体の活
用も検討して欲しい。

全国商工
会連合会

163 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

作成するに当たり、官公庁ごとに要領を
理解し、異なる申請期限を管理しなけれ
ばならず、日々の業務に負担がかかる
為、外部に申請を代行することになると、
その支払額も企業にはかなりの負担にな
る。

全国商工
会連合会

164 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

○様式の変更が頻繁にあるため、都度
記入に時間を要する。変更の頻度を少な
くして欲しい。
・例えば、年次で提出する「技術者の一
覧表」の記載順が「入社日」から「年齢」
に変更となったり。

全国商工
会連合会

165 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

○全体的に書類の簡素化・手続きの簡素化を
進めて欲しい。

全国商工
会連合会

166 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

前年に提出した合格証や更新が不要な
資格も含め全て提出が求められる。
   ・技術職員の資格の合格証
   ・公認会計士等合格証

○ワンスオンリー原則に基づく、企業が一度
提出した書類（添付書類や証明書）の大幅削
減（一度提出した書類、情報は２度求めな
い）。
○添付書類や証明書等が事務所に保管され
ていることをチェックリストにより自分で証明す
る方式の導入。

日本商工
会議所
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

167 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

似たような内容の書類を提出する必要が
ある。
（以下例）
   ・技術職員名簿一覧表
   ・継続雇用制度の適用を受けている技
術職員名簿

○ワンスオンリー原則に基づく、企業が一度
提出した書類（添付書類や証明書）の大幅削
減（一度提出した書類、情報は２度求めない）
○添付書類や証明書等が事務所に保管され
ていることをチェックリストにより自分で証明す
る方式の導入。

日本商工
会議所

168 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

・法人税確定申告書、Ｂ/Ｓ、Ｐ/Ｌを、毎
回、２期分（２年分〕求められる。

毎年の手続であるにも関わらず、２年分提出
する必要はあるのか。１年分でいいのではな
いか。

日本商工
会議所

169 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

・各事業年度における工事施工金額を、
毎回、直近３年分求められる。

毎年の手続であるにも関わらず、３年分提出
する必要はあるのか。１年分でいいのではな
いか。

日本商工
会議所

170 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

・技術職員の資格の合格証等の提出。
前年提出したものは省略し、追加分だけの提
出で可とできないか。

日本商工
会議所

171 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

工事経歴について、売上上位●％の内
訳を全部提出せよと言われる。工事件
名、発注書、受注書の提出を求められる
が、いつも問題となるのが工事件名。書
類を受け取る側が件名だけでは内容が
分からないため、図面、仕様書等を求め
てくる。そのため、その準備に膨大な作
業が必要。

事業者が提出した「電気」「管」「通信」等の区
分をそのまま受け入れてもらえると、作業量が
非常に減る。

日本商工
会議所
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

172 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

工事件名に対しての裏づけ資料を、必
ず発注書、受注書とか、契約書等、件名
ごとに一そろえずつ出さなければいけな
いということで、件数・工種が多いと、非
常なボリュームになってくる。これを毎年
やる必要がある。

日本商工
会議所

173 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

経営事項審査について、自社では６月に
作業を開始して役所に提出し、その結果
がでるのが大体８月、９月。そうすると、そ
の半年後には当年度の決算が終わっ
て、その決算後の経営事項審査の作業
に入るということで、実質的に経営事項
審査の数字が有効なのは半年間くらい。
これを半年ごとに繰り返して、２年後には
入札参加資格という手続がまた出てくる。

経営事項審査の結果が２年後の入札参加資
格審査に反映されるということだろうと思うが、
実質的に入札参加資格と経営事項審査の作
業を何とか一本化できないかと毎回感じる。

日本商工
会議所

174 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

消費税の確定申告書の控え、添付書
類、納税証明書も役所に行って取ってく
ることになる。また、公認会計士や税理士
が社内にいると、内部監査、決算がしっ
かりしているだろうということで加算ポイン
トが得られるため、そうした者が社内にい
るかどうかも確認をとる。

加算ポイントが得られることはありがたいが、そ
うした者がいて決算・監査が内部でしっかりさ
れていれば、当然納税申告もされているはず
であり、この点矛盾していないか。また、税を
納めれば引き落としの記録、受領証が必ず手
元にあるので、納税証明書の確認までは不要
なのではないか。

日本商工
会議所

175 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

（資料１－１のP.4②毎年の中に）
直近３年間の各事業年度における工事
施工金額と、その下に法人税確定申告
書の２期分を提出するとあるが、経営事
項審査は毎年の手続であり、３期分、２期
分毎年とっていますと、２年、１年は必ず
重複して出すことになる。

税金を使って行う工事なので、確認は行政側
の仕事としては大切なこと。他方で、確認をす
るがゆえに内部でも矛盾が発生するということ
があり、一部の事業者は、この位の書類がそ
ろえられなくては公共工事を請け負うことがで
きないという意見もある。大半の企業さんは性
善説に立っているので、確認の書類がふえれ
ばふえるほど書類の中でも矛盾が起きるので
はないかということになる。

日本商工
会議所
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

176 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

提出書類の量が多く、取り揃えるのに手
間がかかっている。

全国商工
会連合会

177 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

経営事項審査申請関係書類は、システ
ムを利用することでかなり軽減されている
が、加点対象となる各種共済加入証明
書類等の取り寄せが、かなり煩雑である。

全国商工
会連合会

178 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

工事経歴書では、業種ごとの全体完成
工事高の７割を超えるところまで必要事
項を記載するが、小規模事業者は少額
の工事を積み重ねているのが実情であ
り、７割超記載するのは煩雑作業である。

小規模事業者は、条件緩和して欲しい。
全国商工
会連合会

179 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

提出書類の作成負担が大きく、自分では
なかなか出来ない。専門家への謝金を
必要とし費用もかかる。

全国商工
会連合会

180 建設工事
02 両方
（国・地
方）

02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

経営事項審査と入札参加資格審査申請
に伴う書類は、両方で約３０種類近くまと
めなければならない。
添付種類に重複があり、入札資格審査
については、経営事項審査結果の写し、
納税証明書、財務諸表、建設業許可指
令書の写しなどを添付しており、中でも、
業態調査書、技術職員調書、技術経歴
書を提出する必要性には疑問がある。

全国商工
会連合会

181 建設工事
02 両方
（国・地
方）

02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

経営事項審査は２５種類、競争参加資格
審査は、各都道府県へ２６種類、市区町
村へ２１種類の書類が必要となる。これら
の書類を準備するのに重複しているもの
もあるし、添付書類を取りに行くのに時間
的手間もかかる。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

182 建設工事
02 両方
（国・地
方）

02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

・工事種類別完成工事高/工事種類別
元請完成工事高
と、資格審査の
・申請書（様式①－２）
  ⇒工事区分ごとの年間平均完成工事
高、申請を希望する部局を記入
について、似たような書類である。

日本商工
会議所

183 建設工事
02 両方
（国・地
方）

02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

「経営事項審査」と「競争参加資格審査
申請」について、
①必要な書類が多い。
②同様の証明書類を何度も提出させら
れる。
③要求根拠が不明で確認や念のために
だけと思われる資料の提出を求められ
る。

「経営事項審査」と「競争参加資格審査申請」
を統合できないか。

日本商工
会議所

184 建設工事
02 両方
（国・地
方）

02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

「経営審査事項」と「競争参加資格審査」
で申請する書類に重複が多く、二度手間
を感じる。

全国商工
会連合会

185 建設工事
02 両方
（国・地
方）

02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

５年に１度の建設業許可申請でも（経営
事項審査、入札参加資格審査と）同種の
書類を提出せねばならず、事務負担が
かかっている。

全国商工
会連合会

186 建設工事
02 両方
（国・地
方）

02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

経営事項審査の受審の際にも、建設業
許可の技術者名簿の提出が必要。資格
者証、講習証明書、月額算定通知書、源
泉徴収簿の提出が必要。

どちらかを省略しても良いのではないか。
全国商工
会連合会

187 建設工事
02 両方
（国・地
方）

02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

公共工事では、５年に１回の建設業許可
申請があり、毎回、確認書類も含めると
50種類以上の書類が必要となる。また、
毎年行う経営事項審査でも、重複する書
類の提出が求められる場合がある。

特に行政機関が発行している証明書類につ
いては、省略するべきである。

全国商工
会連合会

188 建設工事
02 両方
（国・地
方）

02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

経営事項審査と競争参加資格審査申請
に提出する資格等の書類の中に重複す
る書類がある。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

189 建設工事
02 両方
（国・地
方）

02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

当社では経営事項審査と競争入札参加
資格申請に提出する時期が２カ月ほど、
ずれるだけである。

重複する書類に関しては、コピーでも可にし
てほしい。

全国商工
会連合会

190 建設工事
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

経営事項審査は、決算による財政状態
を第三者に確認してもらう作業は必要と
思います。

しかし、申請書類に納税証明書、社会保険の
加入状況や納入状況などの提出書類は法人
番号による紐つけで省力化できないもので
しょうか？

日本商工
会議所

191 建設工事
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

法人番号を記入することにより、税・社会保険
の納付が確認できるようにし、個別の確証提
出を無くしてほしい。証明書類の添付の省略
化。

全国商工
会連合会

192 建設工事
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

行政機関が保有する情報は、法人番号の活
用で証明書類添付の省略化を図るべき。

全国商工
会連合会

193 建設工事
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

○行政機関が保有する情報の提出を求
められる。
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険へ
の加入証明等の提出が求められ、企業
は個別に年金事務所や労働基準監督署
に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であり、納
税状況、登記情報等を（法人番号の活用等を
通じて）行政機関内で参照できる仕組みを構
築し、証明書類の添付の省略化を図るべき。

全国商工
会連合会

194 建設工事
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

・消費税確定申告書の控えおよび添付
書類の提出を求められる。

国で把握しているはずの情報であり、国で突
合して欲しい。

日本商工
会議所

195 建設工事
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

既に行政機関に提出又は納付している
行政機関が保有する情報（納税証明、社
会保険や労働保険の納付証明、雇用保
険被保険者台帳、登記情報等）を個別に
取り寄せて提出することについて負担を
感じている事業者が圧倒的に多い。

行政機関が保有する情報及び完成工事高等
の各種申請時に共通する書類については、
法人番号及びマイナンバー等の活用を通じ
て行政機関内で参照出来る仕組みを構築し、
添付書類を省略化する。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

196 建設工事
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

各種証明を、役場や年金事務所、労働
基準監督署等へそれぞれ赴き、取得手
続きをしなければならないため、時間が
かかる。また、手数料負担もある。

行政機関が保有する情報及び完成工事高等
の各種申請時に共通する書類については、
法人番号及びマイナンバー等の活用を通じ
て行政機関内で参照出来る仕組みを構築し、
添付書類を省略化する。

全国商工
会連合会

197 建設工事
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

とりわけ地方において、行政機関（出先
機関含む）が近くにないため、余計に時
間がかかっている。

行政機関が保有する情報及び完成工事高等
の各種申請時に共通する書類については、
法人番号及びマイナンバー等の活用を通じ
て行政機関内で参照出来る仕組みを構築し、
添付書類を省略化する。

全国商工
会連合会

198 建設工事
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

労働保険被保険者等の提出については、従
業員の変更があった時の提出で良いのでは
ないか。また、国が管理する情報であり行政
機関内で参照出来る仕組みを構築したらどう
か。

全国商工
会連合会

199 建設工事
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

法人税を未払処理とするか、翌年度の費
用計上とするかは企業毎によって違うの
で、当該企業の処理方法で申請可能と
すべきである（決算書と違う数字を報告
することとなり、手間がかかる）。

建設業許可に係る報告事項又は経営事項審
査に係る決算関係書類については、税別書
類だけでなく、税込み書類でも可とすべきで
ある。

全国中小
企業団体
中央会

200 建設工事
02 両方
（国・地
方）

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付
書類は紙、ＣＤ等で別途提出
が必要等）

建設業許可申請や経営事項審査に必要
な書類が県のホームページからダウン
ロードできるようになったことは、以前より
進歩したとは思うが（昔は複写式の書類
を購入していたので）、しかし、未だにＥＸ
ＣＥＬとＰＤＦの様式でしかなく、プリントア
ウトして紙ベースで提出することを前提と
している。

ＷＥＢ上での電子申請を検討してはどうか。
全国商工
会連合会

201 建設工事
02 両方
（国・地
方）

申請については、紙ではなくデータ送信等の
電子申請（ペーパーレス化）を行う。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

202 建設工事
02 両方
（国・地
方）

対面による本審査を省略出来ないか。
全国商工
会連合会

203 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

とにかく手続きが煩雑。
もっと簡素化をお願いしたい。

日本商工
会議所

204 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

経営事項審査申請は、訪庁による申請
を義務づけているが、審査予約が1か月
先まで埋まっていたり、些細な記載ミスで
も、訂正後に再度訪庁をしなければなら
ないなど大変負担がかかる。

日本商工
会議所

205 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

審査申請にあたる審査員によって、申請
書の正誤に関する許容に違いがあり不
公平を感じることがある。

日本商工
会議所

206 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

訪庁による審査申請による負担が少なか
らず存在する。

入札参加申請や入札実務で電子申請が実施
されていることを考慮すれば、根本的な改善
策として経営事項審査申請も電子申請とする
べきではないか。

日本商工
会議所

207 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

提出書類の作成の負担が大きいと感じて
いる。

こんなものか、と常に思っているので今のとこ
ろ具体的な改善策は考えていない。

全国商工
会連合会

208 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

提出書類作成の負担が大きい。以前は
専門家へ頼んでいたが、経費削減のた
めに現在は自店でおこなっている。専門
家に頼んでも審査の通りやすさ、書類作
成の準備は変わらない。

審査のヒヤリングを行う施設を増やしていただ
けるとありがたい。

全国商工
会連合会

209 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

各種証明書の有効期限が基本３ヵ月な
のは短いのではないか。

たとえば、年度ごとで１年間有効というのはどう
か。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

210 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

経営事項審査の書類で、決算報告書の
内容を別書式に書き写すのは二度手間
となる。

決算報告書の提出でも対応していただきた
い。

全国商工
会連合会

211 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

提出書類作成に関し外部専門家への支
払負担は感じるが行政書士もそれで仕
事がなりたっていると思うところはある。

全国商工
会連合会

212 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

様式をダウンロードして入力する際、
Excelのセルが細かすぎて入力しずらい。

数字を１カラムに1文字ずつ入力するのではな
く､連続して入力できれば時間が短縮できる。

全国商工
会連合会

213 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

建設機械の保有状況一覧の添付書類が
多すぎる。

全国商工
会連合会

214 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

雇用保険資格取得確認通知書の1人1人の写
しは、信憑性の高いハローワークが作成する
「事業所別被保険者台帳照会」を活用しては
どうか。

全国商工
会連合会

215 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

全般的に、必要な書類が多い。 簡素化してほしい。
全国商工
会連合会

216 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

○提出書類の作成負担が大きいので、
すべて行政書士に依頼している。

○毎年の提出を隔年又は複数年での提出に
してほしい。

全国商工
会連合会

217 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

手引きに沿って書類を作成していても、
受付者によって指摘事項が異なることが
ある。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

218 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

例年通り作成していたが、指摘事項が入
り修正を行った。
翌年、前年の指摘事項通りに作成したの
に、その点を指摘され、例年通りの作成
に修正することがあった。

全国商工
会連合会

219 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

経営審査時、工事実績の確認をする際、
変更届提出書類の中の工事経歴書を参
考にするが、経営事項審査担当者によっ
ては工事の種類が違うと指摘し、その場
で書き直しをさせられることがある。7.県
の考え方と経営事項審査担当者の考え
方が一致していないのでおかしい。

判断基準を統一すべき。
全国商工
会連合会

220 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

現在は書類作成等を含め、一元的に社
外専門家（行政書士）に依頼している。
書類が煩雑でなければ社内で処理でき
る。

全国中小
建設業協

会

221 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

毎年、経営事項審査変更届を各行政団
体に届出をしているが、提出する必要が
あるのか。

基準年が１年７ヶ月となっている為。
全国商工
会連合会

222 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

会社の基本情報は、マイナンバーや法人番
号で情報共有し、提出不要にして欲しい。雇
用保険料納入証明書は経営事項審査だけの
提出で良いと思う。

全国商工
会連合会

223 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

経営事項審査の書類を官公署に提出す
る前に、分析会社に財務や工事実績等
のデータを入力提出して分析証明を受
ける必要がある。現在はパソコンの専用
ソフトでデータの入力・送受信が中心で、
比較的簡便になってきてはいるが、基本
的に「二度手間」であると感じる。

県なりがあらかじめ分析会社を指定し、そこの
分析を通して行政への書類提出まで一度で
済むような仕組みにしていただけたら、二度手
間感は解消されるのではないかと思う。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

224 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大
きい（社内の事務作業（書類収
集作業含む）や社外専門家へ
の支払い等）

経営事項審査を受けるためには多数の
書類を作成したり準備する必要があり煩
雑である。専門業者も存在するが、外部
委託には多額の費用を要する。

書類の削減・作成の容易さを求める。または
大きな変動がない場合には毎年審査を受け
なくともよい制度にしてほしい。

全国商工
会連合会

225 建設工事
03 地方
公共団体

02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

提出書類が変更届と経営事項審査で重
複している。

簡素化してほしい。
全国商工
会連合会

226 建設工事
03 地方
公共団体

02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

建設業の許可申請と重複する書類がいく
つかあるが、省略できないものか。
例：工事経歴書、財務諸表

全国商工
会連合会

227 建設工事
03 地方
公共団体

02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

公共工事の場合、「経営事項審査」と「競
争参加資格審査申請」の両方に、財務
諸表、工事経歴書等を提出（「建設業許
可」の手続時にも提出）。

フォーム・記入要件を統一し、併せて工事履
歴など記入要件を簡素化すべきでないか。

全国商工
会連合会

228 建設工事
03 地方
公共団体

02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

提出書類が重複。
・経営事項審査と競争参加資格審査申
請に重複がある。

どちらかは写しの対応できないか。
全国商工
会連合会

229 建設工事
03 地方
公共団体

02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

経営事項審査や年度報告・入札参加競
争参加資格審査申請に重複する書類が
いくつかあり、その書類準備に事務負担
作業が大きい。

マイナンバー等の活用で簡素化して欲しい。
全国商工
会連合会

230 測量等
03 地方
公共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

●行政機関が保有する情報の提出を求
められる。
納税証明書、社会保険や労働保険の納
付証明書、入札担当社員の社会保険へ
の加入証明書の提出が求められ、企業
は個別に年金事務所や労働基準監督署
に証明を依頼している。

しかしこれらは国が管理している情報であり、
納税状況・登記情報等を（法人番号の活用等
を通じて）行政機関内で参照できる仕組みを
構築し証明書類の添付の省略化を図るべき。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（１）経営事項審査

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

231 建設工事
03 地方
公共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

重複した書類の提出、納税・保険関係書
類の提出を求められる。また、法人番号
の導入はそもそもこれら情報の一元管理
と企業の手続きの簡略化を目的とされて
いるはずなのに導入後も手間ばかりが増
えて、そのメリットを企業が感じられること
はない。

行政機関同士の情報のやり取りを円滑にさ
れ、諸手続きの利便性を高めて欲しい。

全国商工
会連合会

232 建設工事
03 地方
公共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

マイナンバーの活用で提出書類の簡略化を
してもらいたい。

全国商工
会連合会

233 建設工事
03 地方
公共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

納税証明書などデータの一元管理により、地
方公共団体が管理する情報は行政機関内で
参照出来る仕組みを構築できないか。

全国商工
会連合会

234 建設工事
03 地方
公共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

提出書類の作成負担。
・経営事項審査と競争参加資格審査申
請に必要な書類が多い。

必要性の再確認と提出の要否を再検討。
・会社の基本情報はマイナンバーの活用によ
り行政間にて共有いただく。

全国商工
会連合会

235 建設工事
03 地方
公共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

提出書類の作成に時間と手間がとられま
す。

マイナンバーをもっと活用できないのでしょう
か？
技術者情報、社会保険、労働保険・雇用保
険、納税証明など行政で把握できるのでは？

全国商工
会連合会

236 建設工事
03 地方
公共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

証明書類等（社会保険の加入・納入）につい
て以前は委任状なしで取得をマイナンバー等
で活用してほしい。

全国商工
会連合会

237 建設工事
03 地方
公共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

納税証明書、保険料納入済書なども法人番
号を利用し、審査日にその場で確認できるよ
うにすれば、添付書類の省略化に繋がる。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

1 物品 01 国

03 行政機関が保有する情
報（納税証明書、社会保険
の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる

2年に1度ではあるが、登記謄本の提出
を求められ、法務局まで謄本を取りに
行く。

行政機関が保有する情報であるので省略化のた
めにも、行政期間内で参照できる仕組みを構築し
てほしい。経済的にも時間的にも有効であると感
じている。

全国商工
会連合会

2
物品
役務

01 国

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

自治体ごとに入札参加資格審査申請
書の様式や、必要資料（納税証明書、
決算資料、代表者の免許証等のコ
ピー）がまちまちであり、揃えるのに非
常に時間と労力を要する。

国単位、県単位で統一してほしい。 同友会

3 物品
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社
外専門家への支払い等）

○提出書類の作成負担が多い。
提出書類やその様式が自治体によっ
て異なる。

全国または県単位で統一されると事務負担が軽
減される。

全国商工
会連合会

4

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社
外専門家への支払い等）

頻繁に競争契約を行うわけではない小
規模事業者は提出書類の作成に慣れ
ていないため、社内の事務作業にかか
る負担が非常に大きくなってしまう。

小規模事業者が参加する競争契約については提
出書類のスリム化や提出書類の簡略化を進める
べきではないか。

全国商工
会連合会

5

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社
外専門家への支払い等）

入札参加申請の簡素化・共通化。
全国商工
会連合会

6 物品
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社
外専門家への支払い等）

参加品目、役務の数が制限されている
が、総合商社として多種にわたる品目
を扱っている場合、選択に困る。

工事、役務業においては業種選択は必要と思う
が、物品調達においては「すべて」というような選
択肢も作って欲しい。

全国商工
会連合会

7
物品
建設工事

02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社
外専門家への支払い等）

入札時の提出書類の負担が多い。
定価証明書、直接販売証明書などは省略化でき
ないか検討して頂きたい。

経済団体
連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

8
物品
役務
測量等

02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社
外専門家への支払い等）

例えば、中央官庁の案件を受注したが
入札結果が公表されていない場合、実
績一覧に書きづらく、他の小規模・少
額の案件をやむを得ず申請することが
あります。

実績に記載する案件のガイドラインを作成してい
ただけると助かります。
実績には国・地方公共団体の案件は入札結果の
公開・非公開にかかわらず実績に記載して良いこ
とを明確にしていただけると助かります。(※標準
は実績一覧に公開可とし、例外は契約書か応募
要項、仕様書等に明記するなど。)

日本商工
会議所

9
物品
役務
測量等

02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社
外専門家への支払い等）

共通で聞かれることについては、国・地方公共団
体で情報の共有化を進めていただけると助かりま
す。
ID/Passだけの認証だと情報の保証は厳しいで
しょうが、ICカードでの認証で企業をユニークに特
定できると思いますので、申請情報もユニークに
管理・共有化できるのではと思います。

日本商工
会議所

10

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情
報（納税証明書、社会保険
の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる

○行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記
謄本等）の提出を求められる。
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険
への加入証明等の提出が求められ、企
業は個別に年金事務所や労働基準監
督署に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であり、納税状
況、登記情報等を（法人番号の活用等を通じて）
行政機関内で参照できる仕組みを構築し、証明
書類の添付の省略化を図るべき。

全国商工
会連合会

11 物品
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情
報（納税証明書、社会保険
の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる

納税証明書の提出について、法人市
民税は浅口市役所で、県税は笠岡の
県振興局。国税は倉敷市玉島にそれ
ぞれ証明書を取りに行くので不便。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

12
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情
報（納税証明書、社会保険
の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる

○行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記
謄本等）の提出を求められる。
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険
への加入証明等の提出が求められ、企
業は個別に年金事務所や労働基準監
督署に証明依頼をしている。

　しかし、これらは国が管理する情報であり、納税
状況、登記情報等を（法人番号の活用等を通じ
て）行政機関内で参照できる仕組みを構築し、証
明書類の添付の省略化を図るべき。

経済団体
連合会

13
物品
役務
建設工事

02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情
報（納税証明書、社会保険
の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる

行政機関が保有する情報の提出に関
して。
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険
への加入証明等の提出が求められ、企
業は個別に年金事務所や労働基準監
督署に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であり、納税状
況、登記情報等を（法人番号の活用等を通じて）
行政機関内で参照できる仕組みを構築し、証明
書類の添付の省略化を検討願う。

日本商工
会議所

14 物品
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情
報（納税証明書、社会保険
の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる

国が管理している納税証明書、登記簿謄本など
は、法人番号によって管理されているので確認で
きるシステムを構築して省略化と経費の削減を図
るべきだと思います。

全国中小
企業団体
中央会

15
物品
建設工事

02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情
報（納税証明書、社会保険
の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる

経営事項審査と同じく、行政機関で確認できる仕
組みの構築を望みます。

全国中小
建設業協

会

16 物品
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情
報（納税証明書、社会保険
の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる

・行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記
謄本等）の提出を求められる。
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険
への加入証明等の提出が求められ、企
業は個別に年金事務所や労働基準監
督署に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であり、納税状
況、登記情報等を（法人番号の活用等を通じて）
行政機関内で参照できる仕組みを構築し、証明
書類の添付の省略化を図るべき。

全国中小
企業団体
中央会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

17 物品
02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

○入札参加資格が統一されていない。
自治体ごとに審査を受けることが必要。

資格を統一してほしい。
全国商工
会連合会

18
物品
役務
建設工事

02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

省庁ごと、自治体ごとに入札参加審査
を受けなければならない。

・建設工事の入札参加資格申請は、各省庁ごと
に手続きをしなくてはならない。物品・役務につい
ては全省庁統一であり、建設工事・測量について
も統一してほしい。
・各都道府県、市区町村毎に入札資格が必要とさ
れている。共通した入札資格にし、更新期間がく
るまで、１度の手続きでどこの自治体にも使える資
格にしてほしい。

日本商工
会議所

19 物品
02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

国、自治体ごとに資格審査の更新期間
がまちまちで、毎年の所もある。

出来るだけ長く、統一にしてほしい。
日本商工
会議所

20
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

各都道府県、市区町村毎に入札資格
が必要とされている。

共通した入札資格にしていただきたい。また、更
新期間がバラバラで常に確認しておく必要があ
る。１度の手続きでどこの自治体にも使える資格
にしてほしい。

全国商工
会連合会

21
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

各省庁・各都道府県・各市区町村の入
札資格審査を受けなければならず、手
続きに手間がかかる。

入札資格審査を、行政側で一元化してもらえない
か。

経済団体
連合会

22

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地
方公共団体ごとに異なる

○申請様式・書式が国、地方公共団体
ごとに異なる。
・申請書類、添付書類に統一性がな
く、細部（書類の綴じ方、使用ファイル
の色等）まで指定する地方自治体もあ
る。参加資格申請の公示の仕方・時期
が地方自治体により異なる。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

23

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地
方公共団体ごとに異なる

小規模事業者にとっては提出書類の
作成が非常に大きな負担となる。

他の行政機関（省庁内だけでなく、県、市町村等
の機関も含めて）の提出書類と統一できるものは
統一して欲しい。

全国商工
会連合会

24
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地
方公共団体ごとに異なる

○申請様式・書式が国、地方公共団体
ごとに異なる。
・申請書類、添付書類に統一性がな
く、細部（書類の綴じ方、使用ファイル
の色等）まで指定する地方自治体もあ
る。参加資格申請の公示の仕方・時期
が地方自治体により異なる。

経済団体
連合会

25
物品
役務
建設工事

02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地
方公共団体ごとに異なる

申請様式・書式が国、地方公共団体ご
とに異なる。
・申請書類、添付書類に統一性がな
く、細部（書類の綴じ方、使用ファイル
の色等）まで指定する地方自治体もあ
る。参加資格申請の公示の仕方・時期
が地方自治体により異なる。

書式の統一を願う。
日本商工
会議所

26
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地
方公共団体ごとに異なる

申請書類、添付書類に統一性がなく、
細部（書類の綴じ方、使用ファイルの色
等）まで指定する地方自治体もある。都
度、納税証明や登記謄本を取る必要
がある。

役所であれば共通利用して頂きたい。
全国商工
会連合会

27
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地
方公共団体ごとに異なる

参加資格申請の公示の仕方・時期が
地方自治体により異なる。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

28
物品
役務
測量等

02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地
方公共団体ごとに異なる

1・実績の記載を求められるケースが多
い。
2・弊社では年間7000件の契約・注文
がありますが、項目名(例：調査、システ
ム開発etc..)が統一されておらず、いく
つかの自治体・官公庁においては都度
精査と分類をしています。

1・その項目名を統一していただけると助かりま
す。
2・できれば分類は一度で済ませたいです。

日本商工
会議所

29
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

09 手続のオンライン化はさ
れているが使いにくい（紙で
提出した方が手続が早く完
了する、オンラインシステム
はあるが対応していない部
署・自治体がある等）

○電子入札システムを使用できる環境
（Java、IE等）が古い為、通常使用して
いるPCとは別に入札手続き専用のPC
を設けなければならない。

・ある程度の環境で使用できるよう対応できる環境
を随時更新してほしい。

経済団体
連合会

30
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

09 手続のオンライン化はさ
れているが使いにくい（紙で
提出した方が手続が早く完
了する、オンラインシステム
はあるが対応していない部
署・自治体がある等）

○電子入札システムを使用できる環境
（Java、IE等）が古い為、通常使用して
いるPCとは別に入札手続き専用のPC
を設けなければならない。

・入力、申請できる時間帯が限られているため、い
つでもシステムを使用できるとより良い。

経済団体
連合会

31
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

09 手続のオンライン化はさ
れているが使いにくい（紙で
提出した方が手続が早く完
了する、オンラインシステム
はあるが対応していない部
署・自治体がある等）

○電子入札システムを使用できる環境
（Java、IE等）が古い為、通常使用して
いるPCとは別に入札手続き専用のPC
を設けなければならない。

・申請項目が多い中、途中保存ができない自治
体もあるため途中保存ができるようにしてほしい。

経済団体
連合会

32 物品
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社
外専門家への支払い等）

提出書類作成負担が大きいために入札参加資格
の認定を受けた場合、その資格の有効期間を現
在より長くしていただきたい。
また、その資格を更新制にして、更新手続きの簡
略化を検討すべき。

全国商工
会連合会

41/165



Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

33 物品
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社
外専門家への支払い等）

○印刷物のデザイン案は参考見積もり
段階で、詳細な説明が求められる事が
多く負担が大きい。

全国商工
会連合会

34 物品
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社
外専門家への支払い等）

必要書類が多い。
全国商工
会連合会

35 物品
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社
外専門家への支払い等）

提出書類が多い。
全国商工
会連合会

36 物品
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社
外専門家への支払い等）

提出書類の作成の負担が大きい（書類
収集作業等）。

全国商工
会連合会

37
物品
役務

03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社
外専門家への支払い等）

決算書の提出が求められているにも関
わらず入札参加資格審査申請書にも
数字を記入する項目がある。

重複していると思うので見直しをしていただきたい
と思います。

全国中小
企業団体
中央会

38 物品
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社
外専門家への支払い等）

○提出書類の作成負担が大きい
・東京都の競争入札参加資格審査で
は、国の競争入札参加資格に比べ、申
請する営業種目・取扱品目が細かく分
かれており、どれに該当するかを判断
するのが難しく、営業種目・取扱品目を
決めるのに非常に時間がかかる。

国の入札参加資格と同じか、同程度の大まかな
区分にしてほしい。

経済団体
連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

39 物品
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社
外専門家への支払い等）

○提出書類の作成負担が大きい
・東京島の競争入札参加資格審査で
は、申請する営業種目・取扱品目ごと
の個別の売上高を申告する必要がある
が、社内で使用している区分と異なる
ため、どれが当該営業種目・取扱品目
の売上かをはっきりと切り分けることが
できず、個別の売上高を出すのが難し
い。更に、個別の売上高のうち、都関
係、他官公庁への売上高がいくらかを
申告する必要もあり、このように細かな
売上高を出すのは難しく、非常に手間
と時間がかかる。

国の競争入札参加資格審査のように、全体の売
上を申告すればOKとしてほしい。

経済団体
連合会

40 物品
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社
外専門家への支払い等）

東京都では、継続申請の場合は「履歴
事項全部証明書」も不要となり、「財務
諸表」のみの提出で良くなりましたが、
東京都自治体は「履歴事項全部証明
書」ばかりでなく、「法人事業税」や「納
税証明書（2種類）といくつもの必要書
類があります。中小企業にとっては、そ
れらを取りに出掛ける時間や手間もそ
れなりの負担と感じています。

都でできたのですから、是非自治体でも継続申請
の時は「財務諸表」のみの提出として頂き、負担を
軽くして頂けたらと思います。

日本商工
会議所

41 物品
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社
外専門家への支払い等）

町においては競争入札参加資格の資
料作成が煩雑で負担となっている。ま
た、資料の提出のため町へ出向かなけ
ればならない。

県では電子申請があるため出向く必要はないが、
申請の方法に慣れていないため、分かり易くして
ほしい。

全国商工
会連合会

42 物品
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社
外専門家への支払い等）

○毎年同様の書類を作成・提出し手続
きしている。

・自治体によっては新規の参加を除き、３年に１度
の提出で可能なところもあるため同様にできない
か。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

43 物品
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情
報（納税証明書、社会保険
の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる

入札に関する提出書類で行政が保有
している情報に関する証明書類は僅か
とはいえ、わざわざ費用と時間をかけて
負担している。

行政間での情報の共有化で対応できるのではな
いか。

全国商工
会連合会

44 物品
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情
報（納税証明書、社会保険
の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる

登記簿謄本を含めて、毎回同種の証
明書類を提出するが、企業活動等の実
態は管轄する当局が実態として把握し
ている状況にあると考えるとそもそも従
業員等のいないような小規模事業者に
法務局等へ書類交付に行くだけでも物
理的、時間的な不公平感を抱かざるを
得ない。

全国商工
会連合会

45 物品
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情
報（納税証明書、社会保険
の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる

2年に一度の競争参加資格審査申請
について、前回と変更が無い部分の添
付書類については、省略できるようにな
らないか。
また、市に提出する書類であるにもか
かわらず、市税の完納証明（原本）を添
付しなければならないが、同じ市役所
に提出するのに省略はできないか。こ
の手数料を負担するのもおかしい気が
する。

全国商工
会連合会

46 物品
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情
報（納税証明書、社会保険
の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる

◯行政機関が保有する情報の提出に
ついて

・住民票、納税証明書、決算書等の添付が必要
であるが、納付状況や登録情報等を行政機関で
参照できるしくみを構築し、添付の簡略化ができ
ないか。

全国商工
会連合会

47 物品
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情
報（納税証明書、社会保険
の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる

書類（納税証明・登記事項・印鑑証明
等）収集先が遠方及び数か所あるので
時間がかかる。

簡素化してほしい。
全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

48 物品
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情
報（納税証明書、社会保険
の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる

提出書類の作成負担が大きい。取り寄
せる書類の種類が多い。
・書類取り寄せの窓口が多岐にわたる
（市役所税務課・市役所市民課、税務
署、県民局、地方振興局など）。
・書類取り寄せの際、本人以外が窓口
に行く場合委任状が必要になるため、
複数回窓口に行ったり、郵送でのやり
取りが増えるなど、時間がかかることに
なる。

全国商工
会連合会

49
物品
役務

03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情
報（納税証明書、社会保険
の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる

○行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記
謄本等）の提出を求められる。
本店と申請する営業所の両方で必要
の場合があり、それぞれの都税・県税
事務書へ証明書発行依頼が必要と
なっている。

行政機関内で参照できる仕組みを構築し証明書
類の添付の省略化を図って欲しい。

同友会

50 物品
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情
報（納税証明書、社会保険
の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる

○行政機関が保有する情報（資格証
明、登記謄本等）の提出を求められる。

・これらは国が管理する情報であり、資格情報等
を（法人番号の活用等を通じて）行政機関内で参
照できる仕組みを構築し、証明書類の添付の省
略化を図るべき。

日本商工
会議所

51

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情
報（納税証明書、社会保険
の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる

○行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記
謄本等）の提出を求められる。
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険
への加入証明等の提出が求められ、企
業は個別に年金事務所や労働基準監
督署に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であり、納税状
況、登記情報等を（法人番号の活用等を通じて）
行政機関内で参照できる仕組みを構築し、証明
書類の添付の省略化を図るべき。

全国商工
会連合会

52 物品
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情
報（納税証明書、社会保険
の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる

行政で確認できる書類の提出を省略してほしい。
全国商工
会連合会

45/165



Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

53 物品
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

依頼された物品を納める際に自治体ご
とに入札に参加する審査を受けなけれ
ばならない。

日本商工
会議所

54 物品
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

自治体ごとの書類を作成すること自体
が無駄と感じる。

国で統一とは言わないが、県単位で統一してもら
いたい。

全国商工
会連合会

55 物品
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

入札に関して近隣自治体ごとに入札資
格を取得しなければならない上に、規
格が統一されておらず、事務手続きが
非常に煩雑になっているので早急に共
通化・統一化を進めてもらいたい。
現状では誤認が多くその都度、やり直
す必要があり、高齢の事業者にはつい
て行けない。

全国商工
会連合会

56 物品
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

・県と市において入札参加願いの申請
期間が異なる。県は随時受付だが、市
は期間が決まっており、随時受付では
ない。

統一してほしい（できれば随時受付にしてほし
い）。

全国商工
会連合会

57
物品
建設工事

03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

それぞれで別の手続きが必要。
１度の手続きでどこの自治体にも使えるように統
一して欲しい。

全国商工
会連合会

58 物品
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

小中学校への衣料品の入札参加資格
と県立高校の入札参加資格が異なるよ
うす。

統一してほしい。
全国商工
会連合会

59
物品
役務

03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

入札参加資格審査申請書の提出方法
で、持参のみ受付けとなっているところ
がある。

全て郵送で対応して欲しい。
全国中小
企業団体
中央会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

60
物品
役務

03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

○自治体ごとに入札参加審査を受けな
ければならない（資格の統一がされて
いない）。
・各都道府県、市区町村毎に入札資格
が必要とされている。

共通した入札資格にし、更新期間がくるまで、１度
の手続きでどこの自治体にも使える資格にしてほ
しい。

経済団体
連合会

61
物品
役務

03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

○省庁ごと、自治体ごとに入札参加審
査を受けなければならない（資格の統
一がされていない）。
県の入札参加資格を申請していても、
局の入札参加資格を別に申請しなけ
ればならない自治体がある。

県や市の入札参加資格のほかに局で申請は作
成負担が大きいため統一して欲しい。
物品と役務が別々の申請が必要な自治体がある
が一度の申請に統一してほしい。

同友会

62 物品
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

東京都と自治体との入札資格を統一してほしい
（1度の手続きで完了できるため）。

日本商工
会議所

63 物品
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

東京都と自治体との入札資格の統一が無理であ
れば、自治体の更新を都に合わせて2年に1度と
してほしい（毎年の手続き業務負担を軽くするた
め）。

日本商工
会議所

64 物品
03 地方公
共団体

06 申請様式・書式が国、地
方公共団体ごとに異なる

書類提出時に、細部（書類の綴じ方、
順番、使用ファイルの色など）まで指定
がある。

全国商工
会連合会

65
物品
役務

03 地方公
共団体

06 申請様式・書式が国、地
方公共団体ごとに異なる

業務経歴書及び契約実績書の書式を統一して欲
しいと思います。

全国中小
企業団体
中央会

66
物品
役務

03 地方公
共団体

06 申請様式・書式が国、地
方公共団体ごとに異なる

自治体によって資格審査申請の公示
時期、受付期間、書類の様式や添付
書類が異なるため、事務負担が大き
い。

県に資格審査申請をすれば、当該県内の市町
村、行政組合等において入札参加資格を得るよう
にして欲しい。その上で、資格申請時に県に提出
した書類をPDFなどのデータにし、県内すべての
市町村が参照できるようにすることで、市町村が
必要とする情報を閲覧可能にする等整備を行
い、複数の自治体に資格申請書類を提出しなけ
ればならない状態を解消できないか。

経済団体
連合会

47/165



Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

67
物品
役務

03 地方公
共団体

06 申請様式・書式が国、地
方公共団体ごとに異なる

○申請様式・書式が国、地方公共団体
ごとに異なる。
・申請書類、添付書類に統一性がな
く、細部（書類の綴じ方、使用ファイル
の色等）まで指定する地方自治体があ
る。
・参加資格申請の時期・有効期間が地
方自治体により異なる。

・業種の申請区分に統一性がなく、地方公共団体
ごとの区分で実績数値の集計を求められることが
あるので統一して欲しい。

同友会

68

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方公
共団体

08 手続のオンライン化が全
部又は一部されていない
（添付書類は紙、ＣＤ等で別
途提出が必要等）

栃木県には、入札参加申請の共同シス
テムがない。（関東地方１都６県のうち、
採用していないのは栃木県のみであ
る。）
栃木県に申請したデータを市町村で流
用しているようだが、結局のところ市町
村への申請は必要なので、かえって二
度手間に感じてしまう。

共同申請システムの構築を望む。
全国商工
会連合会

69

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方公
共団体

08 手続のオンライン化が全
部又は一部されていない
（添付書類は紙、ＣＤ等で別
途提出が必要等）

入札参加申請の共同システムに参加し
ない自治体があるので、個々の申請が
必要なのは負担である。

共同システムへの参加を促していただきたい。
全国商工
会連合会

70 物品
03 地方公
共団体

08 手続のオンライン化が全
部又は一部されていない
（添付書類は紙、ＣＤ等で別
途提出が必要等）

○電子入札が利用できないものがある
(特に少額入札)。

・入札制度の統一化をはかってほしい。
全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

71 物品
03 地方公
共団体

09 手続のオンライン化はさ
れているが使いにくい（紙で
提出した方が手続が早く完
了する、オンラインシステム
はあるが対応していない部
署・自治体がある等）

・千葉県は市町村ごとではなく一括で
電子申請にてほぼ全ての市町村入札
業者の登録ができるため、市町村ごと
に対応が違うということは無い。ただし、
電子申請ホームページが見づらい、や
り方がわかりづらい。また、ICカードを
読み込む機械をわざわざ買わないとい
けないのはちょっと不便。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

1 役務 01 国

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業（書
類収集作業含む）や社外専
門家への支払い等）

○国に対して３年に１度一般競争（指名
競争）参加資格審査申請を行い、参加
資格名簿への登載により入札参加資格
を得るが、当該申請時に登記簿（履歴事
項全部証明書）、納税証明書、直近の
団体決算書、団体の概要書、誓約書、
役員等名簿等が必要である。

特に、大きな変化のない中小の団体について
は、提出書類の団体の概要や役員の誓約書を
省略して簡素化してもらえないか。誓約書は担
当者が記載するだけのもので一般の競争参加
者にとって当然責任をもって申請しており形骸
化している。

経済団体
連合会

2 役務 01 国

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業（書
類収集作業含む）や社外専
門家への支払い等）

○手続簡素化、負担軽減の面から年によって大
きな変化のない中小の団体については、３年毎
を４年毎あるいは５年毎に延長してもらえない
か。

経済団体
連合会

3 役務 01 国

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業（書
類収集作業含む）や社外専
門家への支払い等）

国土交通省　大阪航空局に毎年入札参
加資格審査申請書を提出しているが、こ
ちらの工場の資格要件、図面等相当な
資料を提出しなければならない。

変更等が無ければ前年の資料を生かしてほし
い。

同友会

4 役務 01 国

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業（書
類収集作業含む）や社外専
門家への支払い等）

協同組合の為、全社の提出書類の負担
がかなり大きい。回収するのに時間等が
かなりかかる。あと各省庁の同じことの提
出も無駄。

全国中小
企業団体
中央会

5
役務
建設工事

01 国
02 提出書類（情報）が、他の
手続と重複している（作成書
類、添付書類両方含む）

建設工事と役務で審査の時期（周期）が
異なっていて紛らわしい。
・建設工事は２年に１回、役務は３年に１
回の申請手続きが必要。

紛らわしいので同じ時期（周期）にして欲しい。
日本商工
会議所

6 役務 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の
加入・納付証明、登記謄本
等）の提出を求められる

○行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記
謄本等）の提出を求められる。

・国が管理している情報なので行政機関内で参
照できる仕組みを構築し、証明書類の添付の省
略化を図るべき。

全国商工
会連合会

7 役務 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の
加入・納付証明、登記謄本
等）の提出を求められる

○国が管理している情報に関して、国に対して
入札参加資格を得るための申請書類に国が発
行する納税証明書や登記簿謄本を添付するこ
とを省いていただきたい。

経済団体
連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

8 役務 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の
加入・納付証明、登記謄本
等）の提出を求められる

入札・契約に際して、毎回同じ資料（既
に国が保有しているはずのもの）の提出
が求められる。例えば国の入札参加資
格申請手続きでは登記事項証明書や納
税証明書を必要とするため、書類作成
について手間や費用がかかっている。

企業としては登記や納税の手続きを国に実施し
ているため、国同士が連携し申請先機関が登
記事項証明書や納税証明書を取得するような
仕組みがあると手間が削減される。

経済団体
連合会

9
物品
役務

01 国

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

自治体ごとに入札参加資格審査申請書
の様式や、必要資料（納税証明書、決
算資料、代表者の免許証等のコピー）が
まちまちであり、揃えるのに非常に時間
と労力を要する。

国単位、県単位で統一してほしい。 同友会

10

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業（書
類収集作業含む）や社外専
門家への支払い等）

頻繁に競争契約を行うわけではない小
規模事業者は提出書類の作成に慣れ
ていないため、社内の事務作業にかか
る負担が非常に大きくなってしまう。

小規模事業者が参加する競争契約については
提出書類のスリム化や提出書類の簡略化を進
めるべきではないか。

全国商工
会連合会

11
役務
測量等

02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業（書
類収集作業含む）や社外専
門家への支払い等）

資格保持者が組合加入各企業に在席し
ている場合、組合の在籍者数としてカウ
ントできないとされる場合がある。

企業の連合体としての組合であるから、合算で
きるべきではないか。

全国中小
企業団体
中央会

12

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業（書
類収集作業含む）や社外専
門家への支払い等）

入札参加申請の簡素化・共通化。
全国商工
会連合会

13
物品
役務
測量等

02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業（書
類収集作業含む）や社外専
門家への支払い等）

例えば、中央官庁の案件を受注したが
入札結果が公表されていない場合、実
績一覧に書きづらく、他の小規模・少額
の案件をやむを得ず申請することがあり
ます。

実績に記載する案件のガイドラインを作成して
いただけると助かります。
実績には国・地方公共団体の案件は入札結果
の公開・非公開にかかわらず実績に記載して良
いことを明確にしていただけると助かります。(※
標準は実績一覧に公開可とし、例外は契約書
か応募要項、仕様書等に明記するなど。)

日本商工
会議所
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

14
物品
役務
測量等

02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業（書
類収集作業含む）や社外専
門家への支払い等）

共通で聞かれることについては、国・地方公共
団体で情報の共有化を進めていただけると助か
ります。
ID/Passだけの認証だと情報の保証は厳しいで
しょうが、ICカードでの認証で企業をユニークに
特定できると思いますので、申請情報もユニー
クに管理・共有化できるのではと思います。

日本商工
会議所

15

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の
加入・納付証明、登記謄本
等）の提出を求められる

○行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記
謄本等）の提出を求められる。
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険へ
の加入証明等の提出が求められ、企業
は個別に年金事務所や労働基準監督
署に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であり、納税
状況、登記情報等を（法人番号の活用等を通じ
て）行政機関内で参照できる仕組みを構築し、
証明書類の添付の省略化を図るべき。

全国商工
会連合会

16
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の
加入・納付証明、登記謄本
等）の提出を求められる

○行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記
謄本等）の提出を求められる。
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険へ
の加入証明等の提出が求められ、企業
は個別に年金事務所や労働基準監督
署に証明依頼をしている。

　しかし、これらは国が管理する情報であり、納
税状況、登記情報等を（法人番号の活用等を
通じて）行政機関内で参照できる仕組みを構築
し、証明書類の添付の省略化を図るべき。

経済団体
連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

17 役務
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の
加入・納付証明、登記謄本
等）の提出を求められる

○行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記
謄本等）の提出を求められる。
納税証明書、社会保険や労働保険の納
付証明、入札担当社員の社会保険への
加入証明等の提出が求められ、企業は
個別に年金事務所や労働基準監督署
に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であり、納税
状況、登記情報等を（法人番号の活用等を通じ
て）行政機関内で参照できる仕組みを構築し、
証明書類の添付の省略化を図るべき。申請日よ
り1カ月以内に発行した証明書を求められる
ケースも多く、取得負担大。

経済団体
連合会

18 役務
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の
加入・納付証明、登記謄本
等）の提出を求められる

○行政機関が保有する情報（登記謄
本、納税証明書等）の提出を求められ
る。
登記、納税等の行政機関に提出してい
る情報が求められるが、証明書を取得
し、個別に証明依頼を行っている。

しかし、行政が管理する情報であり、行政機関
内で相互に参照できる仕組みを構築し、証明書
類の添付の省略化を図るべき。

経済団体
連合会

19
物品
役務
建設工事

02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の
加入・納付証明、登記謄本
等）の提出を求められる

行政機関が保有する情報の提出に関し
て。
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険へ
の加入証明等の提出が求められ、企業
は個別に年金事務所や労働基準監督
署に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であり、納税
状況、登記情報等を（法人番号の活用等を通じ
て）行政機関内で参照できる仕組みを構築し、
証明書類の添付の省略化を検討願う。

日本商工
会議所

20 役務
02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

○省庁ごと、自治体ごとに入札参加審
査が違う。資格の統一がされていない。

・資格を統一してほしい。
・各都道府県、市区町村毎に入札資格が必要と
されているので、共通した入札資格にし、更新
期間が来るまでは、１度の手続きにより、どこの
自治体にも使える資格にしてほしい。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

21 役務
02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

○省庁ごと、自治体ごとに入札参加審
査を受けなければならない（資格の統一
がされていない）。
工事の入札参加資格申請は、各省庁ご
とに手続きをしなくてはならない。

物品・役務については全省庁統一であり、建設
工事・測量についても統一してほしい。
各都道府県、市区町村毎に入札資格が必要と
されている。共通した入札資格にし、更新期間
がくるまで、１度の手続きでどこの自治体にも使
える資格にしてほしい。

経済団体
連合会

22
物品
役務
建設工事

02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

省庁ごと、自治体ごとに入札参加審査を
受けなければならない。

・建設工事の入札参加資格申請は、各省庁ごと
に手続きをしなくてはならない。物品・役務につ
いては全省庁統一であり、建設工事・測量につ
いても統一してほしい。
・各都道府県、市区町村毎に入札資格が必要と
されている。共通した入札資格にし、更新期間
がくるまで、１度の手続きでどこの自治体にも使
える資格にしてほしい。

日本商工
会議所

23
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

各都道府県、市区町村毎に入札資格が
必要とされている。

共通した入札資格にしていただきたい。また、
更新期間がバラバラで常に確認しておく必要が
ある。１度の手続きでどこの自治体にも使える資
格にしてほしい。

全国商工
会連合会

24 役務
02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

入札参加資格申請手続きで登記事項証
明書や納税証明書を必要とすることは
国だけでなく地方公共団体にも存在し、
必要な書類も重複している。

これをまとめて申請可能なポータルシステム等
があると、複数のログインID・PW等の管理の手
間が削減される。

経済団体
連合会

25
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

各省庁・各都道府県・各市区町村の入
札資格審査を受けなければならず、手
続きに手間がかかる。

入札資格審査を、行政側で一元化してもらえな
いか。

経済団体
連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

26 役務
02 両方
（国・地
方）

05 国、地方公共団体が所管
する団体（独立行政法人等）
について、個別に入札参加
資格を受けなければならな
い（国・地方公共団体と団体
の、また、団体間での資格統
一がされていない）

独立行政法人が個別の入札参加資格
要件を設定している場合がある。また、
書類の受付も持参のみのところがあり、
移動時間が負担である。

郵送も可にならないか。
全国中小
企業団体
中央会

27 役務
02 両方
（国・地
方）

05 国、地方公共団体が所管
する団体（独立行政法人等）
について、個別に入札参加
資格を受けなければならな
い（国・地方公共団体と団体
の、また、団体間での資格統
一がされていない）

○国、地方公共団体が所管する団体
（独立行政法人等）について、個別に入
札参加資格を受けなければならない
（国・地方公共団体と団体の、また、団体
間での資格統一がされていない）。
独立行政法人が、個別の競争入札参加
資格要件を設定している場合があり、そ
の提出書類も法人毎に異なる。

少なくとも物品・役務については国の資格との
共通化を図れないか。

経済団体
連合会

28

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地
方公共団体ごとに異なる

○申請様式・書式が国、地方公共団体
ごとに異なる。
・申請書類、添付書類に統一性がなく、
細部（書類の綴じ方、使用ファイルの色
等）まで指定する地方自治体もある。参
加資格申請の公示の仕方・時期が地方
自治体により異なる。

全国商工
会連合会

29

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地
方公共団体ごとに異なる

小規模事業者にとっては提出書類の作
成が非常に大きな負担となる。

他の行政機関（省庁内だけでなく、県、市町村
等の機関も含めて）の提出書類と統一できるも
のは統一して欲しい。

全国商工
会連合会

30 役務
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地
方公共団体ごとに異なる

参加資格申請の公示・時期が地方公共
団体により異なるため、公示を逃してしま
う時がある。

全国中小
企業団体
中央会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

31
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地
方公共団体ごとに異なる

○申請様式・書式が国、地方公共団体
ごとに異なる。
・申請書類、添付書類に統一性がなく、
細部（書類の綴じ方、使用ファイルの色
等）まで指定する地方自治体もある。参
加資格申請の公示の仕方・時期が地方
自治体により異なる。

経済団体
連合会

32 役務
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地
方公共団体ごとに異なる

○申請様式・書式が国、地方公共団体
ごとに異なる。
申請書類、添付書類に統一性がなく、
細部（書類の綴じ方、使用ファイルの色
等）まで指定する地方自治体もある。参
加資格申請の公示の仕方・時期が地方
自治体により異なる。

経済団体
連合会

33 役務
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地
方公共団体ごとに異なる

○提出書類の様式や形式、提出内容が
違う。
行政機関によって、同一の入札資格で
あるのに、書類の様式や記載すべき内
容が違う。

契約の種類で提出すべき内容が相違するのは
致し方ないが、契約の種類が同一であれば、提
出書類の様式や形式、提出内容は統一すべ
き。
提出書類が統一されることで、行政機関側も確
認作業の標準化や効率化が図れるのではない
か。

経済団体
連合会

34
物品
役務
建設工事

02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地
方公共団体ごとに異なる

申請様式・書式が国、地方公共団体ごと
に異なる。
・申請書類、添付書類に統一性がなく、
細部（書類の綴じ方、使用ファイルの色
等）まで指定する地方自治体もある。参
加資格申請の公示の仕方・時期が地方
自治体により異なる。

書式の統一を願う。
日本商工
会議所
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

35
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地
方公共団体ごとに異なる

申請書類、添付書類に統一性がなく、
細部（書類の綴じ方、使用ファイルの色
等）まで指定する地方自治体もある。都
度、納税証明や登記謄本を取る必要が
ある。

役所であれば共通利用して頂きたい。
全国商工
会連合会

36
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地
方公共団体ごとに異なる

参加資格申請の公示の仕方・時期が地
方自治体により異なる。

全国商工
会連合会

37
物品
役務
測量等

02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地
方公共団体ごとに異なる

1・実績の記載を求められるケースが多
い。
2・弊社では年間7000件の契約・注文が
ありますが、項目名(例：調査、システム
開発etc..)が統一されておらず、いくつ
かの自治体・官公庁においては都度精
査と分類をしています。

1・その項目名を統一していただけると助かりま
す。
2・できれば分類は一度で済ませたいです。

日本商工
会議所

38 役務
02 両方
（国・地
方）

07 入札に関する情報の公表
の仕方が分かりにくい

○入札に関しての規則や条例が多すぎ
る。

・簡略化した、分かりやすく読みやすい資料を
作成してほしい。

全国商工
会連合会

39
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

09 手続のオンライン化はさ
れているが使いにくい（紙で
提出した方が手続が早く完
了する、オンラインシステム
はあるが対応していない部
署・自治体がある等）

○電子入札システムを使用できる環境
（Java、IE等）が古い為、通常使用してい
るPCとは別に入札手続き専用のPCを設
けなければならない。

・ある程度の環境で使用できるよう対応できる環
境を随時更新してほしい。

経済団体
連合会

40
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

09 手続のオンライン化はさ
れているが使いにくい（紙で
提出した方が手続が早く完
了する、オンラインシステム
はあるが対応していない部
署・自治体がある等）

○電子入札システムを使用できる環境
（Java、IE等）が古い為、通常使用してい
るPCとは別に入札手続き専用のPCを設
けなければならない。

・入力、申請できる時間帯が限られているため、
いつでもシステムを使用できるとより良い。

経済団体
連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

41
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

09 手続のオンライン化はさ
れているが使いにくい（紙で
提出した方が手続が早く完
了する、オンラインシステム
はあるが対応していない部
署・自治体がある等）

○電子入札システムを使用できる環境
（Java、IE等）が古い為、通常使用してい
るPCとは別に入札手続き専用のPCを設
けなければならない。

・申請項目が多い中、途中保存ができない自治
体もあるため途中保存ができるようにしてほし
い。

経済団体
連合会

42 役務
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業（書
類収集作業含む）や社外専
門家への支払い等）

提出書類の簡素化を望みます。
全国商工
会連合会

43
役務
建設工事

03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業（書
類収集作業含む）や社外専
門家への支払い等）

代表印を必要とする書類が数種類ある
場合、弊社は申請自治体が多い（延べ
約４００の自治体）ので、負担を感じる。

押印は最低限でお願いしたい。
全国商工
会連合会

44
物品
役務

03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業（書
類収集作業含む）や社外専
門家への支払い等）

決算書の提出が求められているにも関
わらず入札参加資格審査申請書にも数
字を記入する項目がある。

重複していると思うので見直しをしていただきた
いと思います。

全国中小
企業団体
中央会

45 役務
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の
加入・納付証明、登記謄本
等）の提出を求められる

○行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記
謄本等）の提出を求められる。
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険へ
の加入証明等の提出が求められ、企業
は個別に年金事務所や労働基準監督
署に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であり、納税
状況、登記情報等を（法人番号の活用等を通じ
て）行政機関内で参照できる仕組みを構築し、
証明書類の添付の省略化を図るべき。

全国商工
会連合会

46 役務
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の
加入・納付証明、登記謄本
等）の提出を求められる

各行政（県・市・町）における必要提出書
類において、同一行政が発行する証明
書等を求められる。例えば、県の一担当
課発注の業務において必要とする提出
書類が、同じ県の別の課が発行する証
明書類など。

同一の県・市・町の行政内であれば情報共有に
て対応願いたい。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

47
物品
役務

03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の
加入・納付証明、登記謄本
等）の提出を求められる

○行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記
謄本等）の提出を求められる。
本店と申請する営業所の両方で必要の
場合があり、それぞれの都税・県税事務
書へ証明書発行依頼が必要となってい
る。

行政機関内で参照できる仕組みを構築し証明
書類の添付の省略化を図って欲しい。

同友会

48

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の
加入・納付証明、登記謄本
等）の提出を求められる

○行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記
謄本等）の提出を求められる。
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険へ
の加入証明等の提出が求められ、企業
は個別に年金事務所や労働基準監督
署に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であり、納税
状況、登記情報等を（法人番号の活用等を通じ
て）行政機関内で参照できる仕組みを構築し、
証明書類の添付の省略化を図るべき。

全国商工
会連合会

49 役務
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の
加入・納付証明、登記謄本
等）の提出を求められる

行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記
謄本等）の提出を求められる。
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険へ
の加入証明等の提出が求められ、企業
は個別に年金事務所や労働基準監督
署に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であり、納税
状況、登記情報等を（法人番号の活用等を通じ
て）行政機関内で参照できる仕組みを構築し、
証明書類の添付の省略化を図るべき。

全国商工
会連合会

50
役務
建設工事

03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の
加入・納付証明、登記謄本
等）の提出を求められる

行政機関が保有する情報等の提出を求
められている。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

51 役務
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の
加入・納付証明、登記謄本
等）の提出を求められる

・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険へ
の加入証明等の提出が求められ、企業
は個別に年金事務所や労働基準監督
署に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であり、納税
状況、登記情報等を（法人番号の活用等を通じ
て）行政機関内で参照できる仕組みを構築し、
証明書類の添付の省略化を図るべき。

全国商工
会連合会

52 役務
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の
加入・納付証明、登記謄本
等）の提出を求められる

法人番号等を活用して行政側で必要な情報を
収集し書類の簡素化を図るべき。

全国中小
企業団体
中央会

53 役務
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

各地方自治体で審査している資格は、省庁統
一分と統合を図り、現在、各地方自治体の資格
審査で求めている業の許認可や登録書等(清掃
業、警備業、産業廃棄物、派遣等)、あるいは個
人資格(○○監督者、○○技能士、○○1級等)
の保有状況は、調達案件ごとの入札参加資格
で確認してはどうか。

全国中小
企業団体
中央会

54
物品
役務

03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

入札参加資格審査申請書の提出方法
で、持参のみ受付けとなっているところ
がある。

全て郵送で対応して欲しい。
全国中小
企業団体
中央会

55
物品
役務

03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

○自治体ごとに入札参加審査を受けな
ければならない（資格の統一がされてい
ない）。
・各都道府県、市区町村毎に入札資格
が必要とされている。

共通した入札資格にし、更新期間がくるまで、１
度の手続きでどこの自治体にも使える資格にし
てほしい。

経済団体
連合会

56 役務
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

○自治体ごとに入札資格申請が必要で
あり、かつ申請可能な時期や許可が出
るまでの期間が自治体ごと異なる為に管
理が煩雑。
・申請項目の考え方が自治体によって
異なる。

統一してほしい。
経済団体
連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

57 役務
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

○自治体ごとに入札資格申請が必要で
あり、かつ申請可能な時期や許可が出
るまでの期間が自治体ごと異なる為に管
理が煩雑。
・納税証明書等、外部から取得する書類
もコピーの場合と本紙の場合がばらば
ら。

統一してワンストップで申請したい。
経済団体
連合会

58
物品
役務

03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

○省庁ごと、自治体ごとに入札参加審
査を受けなければならない（資格の統一
がされていない）。
県の入札参加資格を申請していても、
局の入札参加資格を別に申請しなけれ
ばならない自治体がある。

県や市の入札参加資格のほかに局で申請は作
成負担が大きいため統一して欲しい。
物品と役務が別々の申請が必要な自治体があ
るが一度の申請に統一してほしい。

同友会

59 役務
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

東京都内の市区町村等で運営されてい
る「東京電子自治体共同運営」の競争入
札参加資格は有効期間が1年8カ月のた
め、毎年申請しなければなりません。申
請書類の作成、公的証明書類の取得等
が負担であります。

せめて東京都と同じく有効期間を2年間としてい
ただきたい。

日本商工
会議所

60 役務
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに
入札参加審査を受けなけれ
ばならない（資格の統一がさ
れていない）

入札参加資格について、国には全省庁
統一資格があり、申請負担の軽減が実
現している。

自治体についても同様に「全自治体統一資格」
制度を設けるなど、負担軽減を図っていただき
たい（現在は個別に業者登録している）。

経済団体
連合会

61 役務
03 地方公
共団体

06 申請様式・書式が国、地
方公共団体ごとに異なる

○申請様式・書式が地方公共団体ごと
に異なる
　・申請書類、添付書類に統一性がな
く、細部（書類の綴じ方、使用ファイルの
色等）まで指定する地方自治体もある。
参加資格申請の公示の仕方・時期が地
方自治体により異なる。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

62
物品
役務

03 地方公
共団体

06 申請様式・書式が国、地
方公共団体ごとに異なる

業務経歴書及び契約実績書の書式を統一して
欲しいと思います。

全国中小
企業団体
中央会

63
物品
役務

03 地方公
共団体

06 申請様式・書式が国、地
方公共団体ごとに異なる

自治体によって資格審査申請の公示時
期、受付期間、書類の様式や添付書類
が異なるため、事務負担が大きい。

県に資格審査申請をすれば、当該県内の市町
村、行政組合等において入札参加資格を得る
ようにして欲しい。その上で、資格申請時に県に
提出した書類をPDFなどのデータにし、県内す
べての市町村が参照できるようにすることで、市
町村が必要とする情報を閲覧可能にする等整
備を行い、複数の自治体に資格申請書類を提
出しなければならない状態を解消できないか。

経済団体
連合会

64
物品
役務

03 地方公
共団体

06 申請様式・書式が国、地
方公共団体ごとに異なる

○申請様式・書式が国、地方公共団体
ごとに異なる。
・申請書類、添付書類に統一性がなく、
細部（書類の綴じ方、使用ファイルの色
等）まで指定する地方自治体がある。
・参加資格申請の時期・有効期間が地
方自治体により異なる。

・業種の申請区分に統一性がなく、地方公共団
体ごとの区分で実績数値の集計を求められるこ
とがあるので統一して欲しい。

同友会

65

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方公
共団体

08 手続のオンライン化が全
部又は一部されていない（添
付書類は紙、ＣＤ等で別途
提出が必要等）

栃木県には、入札参加申請の共同シス
テムがない。（関東地方１都６県のうち、
採用していないのは栃木県のみであ
る。）
栃木県に申請したデータを市町村で流
用しているようだが、結局のところ市町村
への申請は必要なので、かえって二度
手間に感じてしまう。

共同申請システムの構築を望む。
全国商工
会連合会

66 役務
03 地方公
共団体

08 手続のオンライン化が全
部又は一部されていない（添
付書類は紙、ＣＤ等で別途
提出が必要等）

入札参加申請書類のうち、入力票を鉛
筆で手書きする自治体がいくつかあり、
作業に負担を感じる。

パソコンで入力して印刷したものではだめか。
全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

67

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方公
共団体

08 手続のオンライン化が全
部又は一部されていない（添
付書類は紙、ＣＤ等で別途
提出が必要等）

入札参加申請の共同システムに参加し
ない自治体があるので、個々の申請が
必要なのは負担である。

共同システムへの参加を促していただきたい。
全国商工
会連合会

68 役務
03 地方公
共団体

08 手続のオンライン化が全
部又は一部されていない（添
付書類は紙、ＣＤ等で別途
提出が必要等）

○自治体ごとに入札資格申請が必要で
あり、かつ申請可能な時期や許可が出
るまでの期間が自治体ごと異なる為に管
理が煩雑。
・全て郵送でのやり取りとなっている。

web等で複数自治体について、いつでも申請可
能であり、かつ申請後一定期間内に審査される
というような方向を検討してほしい。

経済団体
連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

1 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

公共工事における提出書類が非常に多
く、事務作業や社外専門家への支払い
等提出書類作成のための負担が大きい
ため。

IT化に伴う提出書類の簡素化を図ってい
ただきたい。

全国商工
会連合会

2 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

建設工事の競争参加資格確認申請に
おいて、配置予定技術者の最終学歴の
記載を求める発注者がある。

技術者の審査とは無関係な事項であるた
め、記載を求めないで欲しい。

経済団体
連合会

3 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

ネット入力時のわかりにくさで、負担を感
じました。

マニュアルや受付拒否画面に解決方法
を記載する等がほしい。

日本商工
会議所

4
役務
建設工事

01 国
02 提出書類（情報）が、他の手続と
重複している（作成書類、添付書類
両方含む）

建設工事と役務で審査の時期（周期）が
異なっていて紛らわしい。
・建設工事は２年に１回、役務は３年に１
回の申請手続きが必要。

紛らわしいので同じ時期（周期）にして欲
しい。

日本商工
会議所

5 建設工事 01 国
04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

国交省による一元受付が実施され、作
業が大変簡素化したが、参加していない
省庁や機関については、納税証明書等
の各証明書を重複して原本提示が必
要。

その負担を減らすべく、全省庁・機関の参
加を目指していただきたい。

日本商工
会議所

6 建設工事 01 国
04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

建設工事の競争参加資格確認申請で
複数の配置予定技術者を申請する場
合、このうち１名でも技術者要件を満たし
ていないと判断されると、「競争参加資
格：無」と通知され、入札に参加できない
発注者がある。

このルールは厳しすぎるため、要件を満
たす配置予定技術者が残っている場合
は、競争参加資格を与えて欲しい。また、
技術者要件の審査について、事前相談
を受け付けて欲しい。

経済団体
連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

7 建設工事 01 国
04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

工事の入札参加資格申請（いわゆる指
名願い）の提出が国の各省庁、都道府
県、市町村各自治体及びそれに付随す
る出先機関でそれぞれに書類を提出し
なければならないし、その書類にも統一
性がなく煩雑である。

建設業を所管する国土交通省へ提出す
ればそれを各発注機関が閲覧できるよう
なシステムにできれば、負担軽減となるの
ではないか。各発注機関へは指名参加
願いの表紙部分位の提出のみでよくな
る。

日本商工
会議所

8 建設工事 01 国
04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

代表者に加えて申請者のフリガナを求
める場合や申請内容の記述スペースの
形式・容量が異なっており、申請先ごと
に新たな入力作業が発生する。

入札参加資格の申請において、各省庁
で添付する申請書の様式がわずかながら
異なっているため様式の統一をしていた
だきたい。

全国中小
企業団体
中央会

9 建設工事 01 国
08 手続のオンライン化が全部又は
一部されていない（添付書類は紙、
ＣＤ等で別途提出が必要等）

一元受付が実施されているにも関わら
ず、資格決定通知書は各省庁・機関個
別（省庁によっては部門ごとに分かれて
いる。）に、紙媒体で郵送されてくる。そ
の数は２０～３０枚にもなり管理に負担が
かかる。

通知書を１枚にまとめる、あるいは電子
データにより管理するべきではないか。

日本商工
会議所

10 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

提出書類の作成負担が大きい。大企業
だと書類の作成に慣れているが中小企
業だと、ちょっとした書類であっても作成
に膨大な負担がかかってしまう。

全国商工
会連合会

11

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

頻繁に競争契約を行うわけではない小
規模事業者は提出書類の作成に慣れて
いないため、社内の事務作業にかかる
負担が非常に大きくなってしまう。

小規模事業者が参加する競争契約につ
いては提出書類のスリム化や提出書類の
簡略化を進めるべきではないか。

全国商工
会連合会

12 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

提出書類作成の負担が大きい。 簡略化できるところがいくらでもある。
全国商工
会連合会

13 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

申請様式の書き方が分かりにくい。
高校生でも分かるようなものにしてもらい
たい。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

14 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

手続きに係る事務負担は大きな問題で
はない。

しかしながら、さらに零細な事業所におい
ては負担も大きく、零細事業所の排除に
つながるのではないか。

全国商工
会連合会

15 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

・林野庁は工事成績の点数表の作成を求
めているが、工事成績については林野庁
内で参照できるのではないか。独自資料
の作成を極力なくして欲しい。

全国商工
会連合会

16 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

提出書類の作成負担が大きい。 ・手続きの簡略化をお願いしたい。
全国商工
会連合会

17 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

一般競争入札においては、工事実績書
類や現場担当の実績書類、入札資格の
確認書類等、確認書類が多いため作成
負担が大きい。

簡素化を願いたい。
全国商工
会連合会

18 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

行政内で情報の共有できる証明書類に
関しては行政で法人番号を利用して活用
してほしい。

全国中小
建設業協

会

19 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

工事実績としてコリンズを提出しているに
も関わらず図面の提出を求められる場合
がある。

不要と思われるので改善を検討いただき
たい。

経済団体
連合会

20 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

総合評価落札方式の技術提案書作成
には、社内技術者の多大な時間を費や
している。また、技術提案競争が年々過
熱する状況が続いており、技術提案に
係る費用が増加し、工事採算の低下を
招いている。

提案項目数を少なくするなど、入札参加
者の負担軽減を図って欲しい。

経済団体
連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

21 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

入札参加申請に関して、総合評定値通
知書と入札参加申請書のみで国又は地
方公共団体等に申請ができるようになれ
ば事務量が減るため大変有難いです。

日本商工
会議所

22

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

入札参加申請の簡素化・共通化。
全国商工
会連合会

23 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

入札に参加する場合、工事内訳書を添
付しなければなりませんが、落札してから
でも良いと思います。

全国商工
会連合会

24 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

契約の際のコリンズ登録やクレダス登
録。

活用についての公開もなく、活用が不透
明で費用がありできるだけ削減。

全国商工
会連合会

25 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

申請に対して許可を受けた書類のコ
ピーではだめで、また新たに書類を作成
しないといけないという点が手間である。

全国商工
会連合会

26 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

資格審査で許可を得ているのだから、１
年間はその許可を受けた書類のコピー
（一式）でよいのではないか。

全国商工
会連合会

27 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

書類の提出にともなう社内の事務作業な
どの作成負担が大きい。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

28 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

資格要件の基準が明確でない場合があ
る。

全国商工
会連合会

29 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

○全体的に書類の簡素化・手続きの簡素
化を進めて欲しい。

全国商工
会連合会

30
物品
建設工事

02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

入札時の提出書類の負担が多い。
定価証明書、直接販売証明書などは省
略化できないか検討して頂きたい。

経済団体
連合会

31 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

納税証明書の提出は、そもそも不要なの
ではないか。マル経資金等の政府系金
融機関の融資も、税金を納めていない
人に融資するわけにはいかないため納
税証明書を求められることがあるが、納
税したかどうかの確認のためだけの話
で、納税額は関係ないということがある。

そもそも税を申告し納付すれば、その時
点で領収書なり、口座引き落としであれ
ば記帳が記録として残るので、そこが確
認できれば納税の有無はわかるはずであ
り、それをもって確認すれば納税証明書
の提出は不要なのではないか。例えば国
土交通省の関係で、市町村の地方税の
関係になるが、納税の受領証がなければ
車検を受けられないのだが、あれはコンビ
ニで納税した時のコンビニの受領印で実
際にできている。納めたという事実が確認
できればいいという意味では、むしろ納税
証明などは本当はなくても済むのではな
いかというのが、提案の趣旨。

日本商工
会議所
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

32 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

申請に係る書類の作成は、規模の小さ
い中小企業にとって人手や時間を取ら
れ負担となっている。また、添付書類の
多さはコストとなっており、中小企業の競
争入札参加意欲を削いでいるのが実態
である。

適正な競争が行えるよう、申請に係る書
類の更なる簡素化を図り、添付書類の必
要性の見直しを行うとともに、中小企業へ
の配慮をお願いしたい。

全国中小
企業団体
中央会

33 建設工事
02 両方
（国・地
方）

02 提出書類（情報）が、他の手続と
重複している（作成書類、添付書類
両方含む）

経営事項審査と競争参加資格審査申請
に重複している書類が多い。

全国商工
会連合会

34 建設工事
02 両方
（国・地
方）

02 提出書類（情報）が、他の手続と
重複している（作成書類、添付書類
両方含む）

提出書類の作成負担が大きい。特に、
県、市町村に提出する書類が重複して
いる部分もあり、余計な労力がかかる。

重複する書類については、流用もしくは
省略等簡素化して欲しい。

全国商工
会連合会

35 建設工事
02 両方
（国・地
方）

02 提出書類（情報）が、他の手続と
重複している（作成書類、添付書類
両方含む）

以下のような書類について、複数の手続
で提出を求められる。
   ・納税証明書
   ・社会保険の領収書

○ワンスオンリー原則に基づく、企業が一
度提出した書類（添付書類や証明書）の
大幅削減（一度提出した書類、情報は２
度求めない）。
○添付書類や証明書等が事務所に保管
されていることをチェックリストにより自分
で証明する方式の導入。

日本商工
会議所

36 建設工事
02 両方
（国・地
方）

02 提出書類（情報）が、他の手続と
重複している（作成書類、添付書類
両方含む）

・社会保険等の領収書等の写しの提出。
経営事項審査で提出している書類であ
り、入札資格審査では省略できないか。

日本商工
会議所

37 建設工事
02 両方
（国・地
方）

02 提出書類（情報）が、他の手続と
重複している（作成書類、添付書類
両方含む）

「経営審査事項」と「競争参加資格審査」
で申請する書類に重複が多く、二度手
間を感じる。

全国商工
会連合会

38 建設工事
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら

行政機関が保有及び行政からの委託機
関が保有する情報に対する資料の提出
等を軽減して欲しい。

全国商工
会連合会

39 建設工事
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

○行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる。

行政機関が管理している情報は、納税状
況、登記情報等を行政機関内で参照でき
る仕組みにし、証明書類の添付の省略化
を図るべき。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

40

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

○行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる。
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険へ
の加入証明等の提出が求められ、企業
は個別に年金事務所や労働基準監督
署に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であ
り、納税状況、登記情報等を（法人番号
の活用等を通じて）行政機関内で参照で
きる仕組みを構築し、証明書類の添付の
省略化を図るべき。

全国商工
会連合会

41 建設工事
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記簿
謄本等）の提出を求められる。

これらは国が管理する情報であり、行政
機関内で参照できる仕組みを構築して、
証明書類の添付を省略化するべきではな
いか。

全国商工
会連合会

42 建設工事
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

行政が保有している情報は、マイナン
バーや法人番号を活用して提出不要と出
来ないものでしょうか。

全国商工
会連合会

43
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

納税証明書、社会保険や労働保険の納
付証明、入札担当社員の社会保険への
加入証明等の提出が求められ、企業は
個別に年金事務所や労働基準監督署
に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であ
り、納税状況、登記情報等を（法人番号
の活用等を通じて）行政機関内で参照で
きる仕組みを構築し、証明書類の添付の
省略化を図るべきである。

全国商工
会連合会

44 建設工事
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

○納税証明書の取得。

・提出書類に提出先の納税証明書を求め
られるが、各自治体で滞納しているかどう
か参照できるようにし、添付の省略を希望
する。

全国商工
会連合会

45 建設工事
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

手続きの中で行政発行の添付書類等が
必要になるが、省略等は出来ないか？

発行手続きに時間とお金が掛かかるた
め、行政機関間で確認してもらいたい。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

46
物品
役務
建設工事

02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

行政機関が保有する情報の提出に関し
て。
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険へ
の加入証明等の提出が求められ、企業
は個別に年金事務所や労働基準監督
署に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であ
り、納税状況、登記情報等を（法人番号
の活用等を通じて）行政機関内で参照で
きる仕組みを構築し、証明書類の添付の
省略化を検討願う。

日本商工
会議所

47
物品
建設工事

02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

経営事項審査と同じく、行政機関で確認
できる仕組みの構築を望みます。

全国中小
建設業協

会

48 建設工事
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

○行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる。
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険へ
の加入証明等の提出が求められ、企業
は個別に年金事務所や労働基準監督
署に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であ
り、納税状況、登記情報等を（法人番号
の活用等を通じて）行政機関内で参照で
きる仕組みを構築し、証明書類の添付の
省略化を図るべき。

全国商工
会連合会

49 建設工事
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

書類添付資料として行政機関の保有す
る情報の提出が求められる。

全国商工
会連合会

50 建設工事
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

○行政機関が保有する情報の提出を求
められる。
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険へ
の加入証明等の提出が求められ、企業
は個別に年金事務所や労働基準監督
署に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であ
り、納税状況、登記情報等を（法人番号
の活用等を通じて）行政機関内で参照で
きる仕組みを構築し、証明書類の添付の
省略化を図るべき。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

51 建設工事
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

行政機関で保有する内容は原本・複写を
求めず行政にて確認していただきたい。

全国中小
建設業協

会

52 建設工事
02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

国の建設工事に関する「競争入札参加
資格審査」申請では、インターネットによ
る一元化申請が事務手続きの省力化に
大いに貢献しています。
しかし、有効期限が2年に一回の申請手
続きのため、失念により申請期間を外す
と各省庁の窓口への個別申請になりま
す。

一元化による申請期間が事前に業界新
聞や団体を通じて周知されるか、担当者
へのメールによるリマインダーがあれば、
非常に助かります。

日本商工
会議所

53 建設工事
02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

提出書類の作成負担が大きい。各省
庁、自治体毎に入札参加審査を受けな
ければいけない。

国と本社を有する県のみの審査で市町村
や自治体に関しては情報を共有して提出
箇所を減らせないか。

全国商工
会連合会

54 建設工事
02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

建設工事・測量については、省庁、東京
都、区市町村ごとに、入札参加審査を受
けなければならない。

物品・役務のように、全省庁統一してもら
いたい。

全国商工
会連合会

55 建設工事
02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

○省庁ごと、自治体ごとに入札参加審査
を受けなければならない（資格の統一が
されていない）。

・工事の入札参加資格申請は、各省庁ご
とに手続きをしなくてはならないので一本
でできるようにしてほしい。
・各都道府県、市区町村毎に入札資格が
必要とされているので、共通のものにして
ほしい。

全国商工
会連合会

56 建設工事
02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

省庁ごと、自治体ごとに入札参加審査を
受けなければならない。

共通した入札資格にし、更新機関がくる
まで、１度の手続きでどこの自治体にも使
える資格にしてほしい。

全国商工
会連合会

57 建設工事
02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

○行政機関ごとに入札参加申請手続き
をしなければならない。

・国は各省庁に一括して入札参加申請の
手続きをすることができる。広島県は各市
町村に一括して入札参加申請の手続きを
することができる。これを一本化して欲し
い。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

58
物品
役務
建設工事

02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

省庁ごと、自治体ごとに入札参加審査を
受けなければならない。

・建設工事の入札参加資格申請は、各省
庁ごとに手続きをしなくてはならない。物
品・役務については全省庁統一であり、
建設工事・測量についても統一してほし
い。
・各都道府県、市区町村毎に入札資格が
必要とされている。共通した入札資格に
し、更新期間がくるまで、１度の手続きで
どこの自治体にも使える資格にしてほし
い。

日本商工
会議所

59 建設工事
02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

国、地方公共団体及び所管する団体（独
立行政法人等）を全て一元化してほし
い。

全国中小
建設業協

会

60 建設工事
02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

省庁ごと、自治体ごとに入札参加審査を
受けなければならない。

電子システムで一括して申請できるように
してほしい。
添付書類は、少なくとも省庁ごと自治体ご
とで細かい部分まで指定のある書類が多
い為、とても時間がかかる。少なくとも、省
庁ごと自治体ごとで統一してもらいたい。

全国中小
建設業協

会

61 建設工事
02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

省庁ごと、自治体ごとに入札参加審査書
類を作成しなければならない（統一書式
でない）。

工事の入札参加資格申請を統一書式に
できないか。

日本商工
会議所

62 建設工事
02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

○省庁ごと、自治体ごとに入札参加審査
を受けなければならない（資格の統一が
されていない）。
・各都道府県、市区町村毎に入札資格
が必要とされている。

共通した入札資格にし、更新期間がくる
まで、１度の手続きでどこの自治体にも使
える資格にしてほしい。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

63 建設工事
02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

省庁ごと、自治体ごとに入札参加審査を
受けなければならない（資格の統一がさ
れていない）。
・工事の入札参加資格申請は、各省庁
ごとに手続きをしなくてはならない。
・各都道府県、市区町村毎に入札資格
が必要とされている。

共通した入札資格にし、更新期間がくる
まで、１度の手続きでどこの自治体にも使
える資格にしてほしい。

経済団体
連合会

64 建設工事
02 両方
（国・地
方）

05 国、地方公共団体が所管する
団体（独立行政法人等）について、
個別に入札参加資格を受けなけれ
ばならない（国・地方公共団体と団
体の、また、団体間での資格統一
がされていない）

国、地方公共団体及び所管する団体（独
立行政法人等）を全て一元化してほし
い。

全国中小
建設業協

会

65 建設工事
02 両方
（国・地
方）

05 国、地方公共団体が所管する
団体（独立行政法人等）について、
個別に入札参加資格を受けなけれ
ばならない（国・地方公共団体と団
体の、また、団体間での資格統一
がされていない）

○国、地方公共団体が所管する団体
（独立行政法人等）について、個別に入
札参加資格を受けなければならない
（国・地方公共団体と団体の、また、団体
間での資格統一がされていない）。
・独立行政法人が、個別の競争入札参
加資格要件を設定している場合があり、
その提出書類も法人毎に異なる。

少なくとも物品・役務については国の資格
との共通化を図れないか。

全国商工
会連合会

66 建設工事
02 両方
（国・地
方）

05 国、地方公共団体が所管する
団体（独立行政法人等）について、
個別に入札参加資格を受けなけれ
ばならない（国・地方公共団体と団
体の、また、団体間での資格統一
がされていない）

国、地方公共団体が所管する団体（独
立行政法人等）について、個別に入札
参加資格を受けなければならない（国・
地方公共団体と団体の、また、団体間で
の資格統一がされていない）。

経済団体
連合会

67 建設工事
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

国土交通省や県のシステムを使用するこ
とで共通部分の書類作成など一本化でき
ないか。

全国中小
建設業協

会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

68 建設工事
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

市町の連携は一方では大変不十分であ
ると考えております。国交省並びに国の
機関は本当によくやっていただいている
と思うが、逆に縦のラインで、国・県、県・
市町というものの連携は非常に不十分で
ある。特に、県・市町の間はもっと緊密で
あるべきなのに、非常に不十分だという
ことを感じている。

全国中小
建設業協

会

69 建設工事
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

国と県・市町との連携について、資料１
－４の２ページ（２）⑤にあります。国と県
のシステムが今のところばらばらだという
ことです。

今、国交省では、県の工事成績というもの
をこれから参考にしますよと。まだどこまで
進んでいるのかよくわかりませんけれど
も、例えばそういうような動きもあるわけな
ので、共通化できるものは共通化してい
ただけるということが可能ではないか。

全国中小
建設業協

会

70 建設工事
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

提出書類の統一化を希望します。
全国商工
会連合会

71 建設工事
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

申請様式や書式など異なるとわざわざ
作成するのが面倒である。

同じ様式で統一してほしい。
全国商工
会連合会

72

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

○申請様式・書式が国、地方公共団体
ごとに異なる。
・申請書類、添付書類に統一性がなく、
細部（書類の綴じ方、使用ファイルの色
等）まで指定する地方自治体もある。参
加資格申請の公示の仕方・時期が地方
自治体により異なる。

全国商工
会連合会

73 建設工事
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

国・県・市町村等提出書類の簡素化（書
式統一）をお願いしたい。

全国商工
会連合会

74 建設工事
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

○入札参加資格申請の様式や書式、申
請受付期間が、国、県、市町村で異な
る。

・申請様式や書式、添付書類含め、発注
機関で統一する。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

75

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

小規模事業者にとっては提出書類の作
成が非常に大きな負担となる。

他の行政機関（省庁内だけでなく、県、市
町村等の機関も含めて）の提出書類と統
一できるものは統一して欲しい。

全国商工
会連合会

76 建設工事
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

・申請書類、添付書類だけでなく、綴じ
方、使用ファイルの色の指定、発送の仕
方（書留のみ、持参のみなど）全てにお
いて各自治体によって異なる。申請の時
期が決まっており、通常の業務の忙しい
時期と重なる為、非常に面倒な作業を強
いられる（手間、郵送料がかかる）。
※納税証明書の添付は経営事項審査と
同様

全国商工
会連合会

77 建設工事
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

申請種類が市によって違うため面倒。 全国同じ書式にしてほしい。
全国商工
会連合会

78 建設工事
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

提出書類作成の為に業者委託してい
る。費用負担が大きい。

国の統一規格を整備し、地方公共団体も
統一規格に合わせて欲しい。

全国商工
会連合会

79 建設工事
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

〇申請様式、書類が申請先によって異
なっている。

・申請様式・時期を統一することで、手続
きの簡素化を図ってほしい。

全国商工
会連合会

80 建設工事
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

同じような書類を再度作る手間がかかる
ため、省略出来る所は省略したい。

県と地方公共団体とで様式が違うため統
一出来ないか？

全国商工
会連合会

81 建設工事
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

入札参加の書類を県や町と個別に揃え
る必要があり大変手間がかかる。

申請書を統一するなどで作製の手間を減
らしてほしい。

全国商工
会連合会

82 建設工事
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

申請様式が国、県、市町で記入内容は
ほぼ同じですが、様式がすべて違う。

統一様式にしてほしい。
全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

83 建設工事
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

添付書類も各自治体ごとに異なり、例え
ば納税証明書でも、完納証明だったり金
額入りの証明と異なる。

全国商工
会連合会

84 建設工事
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

建設工事及び測量・建設コンサルタント
等業務の平成２９・３０年度定期競争参加
資格審査のインターネット一元受付を利
用してすべての申し込みをしたい。

全国中小
建設業協

会

85
物品
役務
建設工事

02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

申請様式・書式が国、地方公共団体ごと
に異なる。
・申請書類、添付書類に統一性がなく、
細部（書類の綴じ方、使用ファイルの色
等）まで指定する地方自治体もある。参
加資格申請の公示の仕方・時期が地方
自治体により異なる。

書式の統一を願う。
日本商工
会議所

86 建設工事
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

地方公共団体でも各課によっては書類
や提出方法が異なり事務負担が大きく
事務員が少ない事業所にとっては支障
をきたす。

国・地方公共団体で申請書類を統一して
欲しい。

全国商工
会連合会

87 建設工事
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

国・地方公共団体の競争入札参加資格
の時期を統一して欲しい（那覇港管理組
合は次期が違う為）。

全国商工
会連合会

88 建設工事
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

○申請様式・書式が国、地方公共団体
ごとに異なる。
・申請書類、添付書類に統一性がなく、
細部（書類の綴じ方、使用ファイルの色
等）まで指定する地方自治体もある。参
加資格申請の公示の仕方・時期が地方
自治体により異なる。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

89 建設工事
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

申請様式・書式が国、地方公共団体ごと
に異なる。
・申請書類、添付書類に統一性がなく、
細部（書類の綴じ方、使用ファイルの色
等）まで指定する地方自治体もある。
参加資格申請の公示の仕方・時期が地
方自治体により異なる。

経済団体
連合会

90 建設工事
02 両方
（国・地
方）

09 手続のオンライン化はされてい
るが使いにくい（紙で提出した方が
手続が早く完了する、オンラインシ
ステムはあるが対応していない部
署・自治体がある等）

入札システムの添付データの上限値が３
MBであり、入札参加資格書類に技術提
案書が含まれる場合、紙で持参してい
る。
印刷時間、提出までの移動時間が負担
になる。

容量を１０MBまで上げてもらいたい。
経済団体
連合会

91 建設工事
02 両方
（国・地
方）

09 手続のオンライン化はされてい
るが使いにくい（紙で提出した方が
手続が早く完了する、オンラインシ
ステムはあるが対応していない部
署・自治体がある等）

建設工事の競争参加資格確認申請に
おいて、電子入札システムに添付できる
電子ファイルの容量制限が極めて小さ
い。特に共同企業体での申請には多数
の書類が必要になるため、実態に合わ
せた容量制限に改正して欲しい。

特に共同企業体での申請には多数の書
類が必要になるため、実態に合わせた容
量制限に改正して欲しい。

経済団体
連合会

92 建設工事
02 両方
（国・地
方）

09 手続のオンライン化はされてい
るが使いにくい（紙で提出した方が
手続が早く完了する、オンラインシ
ステムはあるが対応していない部
署・自治体がある等）

電子入札については、地方の場合回線
等不具合状況が頻繁にあり心配である。
またネットの信用性がまだ低い。

全国商工
会連合会

93 建設工事
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

各市町村への申請書類でも「経営審査
事項」と「競争参加資格審査申請」に必
要な書類が両方あわせて２３種類ほどに
なり、加点方式のため社会貢献としてボ
ランティア事業等行っていれば、その証
拠書類の提出も求められる。

書類の数が膨大になるので削減できない
か（チェックシートにチェックのみ等の簡
素化をお願いします）。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

94 建設工事
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

○提出書類の作成負担が大きい。
経営事項審査・競争参加資格審査の申
請は、事務処理が面倒である。

全国商工
会連合会

95 建設工事
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

提出書類の作成の負担が大きいと感じ
ている。

こんなものか、と常に思っているので今の
ところ具体的な改善策は考えていない。

全国商工
会連合会

96 建設工事
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

入札に当たり、入札参加資格申請を２年
に１回、その後、毎年決算期には４か月
以内に決算変更届を４部提出。内１部は
国交省出先機関へ提出し経営状況分析
申請をし、結果通知書を添付し経営審
査となる。

添付書類が多く簡略できるものはないの
か。国交省出先機関は必要なのか。

全国商工
会連合会

97
役務
建設工事

03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

代表印を必要とする書類が数種類ある
場合、弊社は申請自治体が多い（延べ
約４００の自治体）ので、負担を感じる。

押印は最低限でお願いしたい。
全国商工
会連合会

98 建設工事
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

手間を要し、わかりづらい。
全国商工
会連合会

99 建設工事
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

入札参加申請が2年毎。 5年毎に延長していただきたい。
全国商工
会連合会

100 建設工事
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

提出書類の作成・準備に係る負担が大
きい。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

101 建設工事
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

申請書類については、システム化され、
かなり軽減ははかられているが、納税関
係証明書の添付が煩雑。特に税務署で
の証明取得について、マニュアル記載
の証明書を税務署で申請しようとすると
逆に条文に沿った質問を受け、どの証
明がいるのか分からなくなるケースが
あった。

入札参加用証明といった既定の証明書
があるといいかもしれない。

全国商工
会連合会

102 建設工事
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

提出書類の作成負担。
・経営事項審査と競争参加資格審査申
請に必要な書類が多い。

必要性の再確認と提出の要否を再検討。
全国商工
会連合会

103 建設工事
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

行政書士等への経営審査事項、参加申
請等の費用負担の割りに、公共工事発
注数、金額が採算に達しないので、民間
工事へ移行しなければならない状態に
なってしまう。

全国商工
会連合会

104 建設工事
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

小規模で運営している工務店にとって工
事ランクにもよるとは思うのですが、管理
者常駐、コリンズの登録など価格の割合
に対して人員束縛、申請業務の見直し
が必要。低ランク工事だけでは運営でき
ない上に人員を裂かれるので入札参加
をためらう。

全国商工
会連合会

105 建設工事
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

○最低制限価格があるにも関わらず、さ
らにランダム係数をかけるなど作業が多
い。

・もっと分かりやすい入札方法を望む。
全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

106 建設工事
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

担当者が変わるたびに手続き・見解が微
妙に変わる。
審査する行政側の引継ぎが満足にでき
ていない。

全国商工
会連合会

107 建設工事
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

○提出書類の作成負担が大きいので、
すべて行政書士に依頼している。

○毎年の提出を隔年又は複数年での提
出にしてほしい。

全国商工
会連合会

108 建設工事
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

入札までの見積期間が短い。
（県・市とも）7日間と決められているが、2
週間程度にして欲しい。

全国商工
会連合会

109 建設工事
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

現在は書類作成等を含め、一元的に社
外専門家（行政書士）に依頼している。
書類が煩雑でなければ社内で処理でき
る。

全国中小
建設業協

会

110 建設工事
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

日々の業務に負担がかかる為、外部に
申請を代行すると、その費用も負担にな
る。

経営事項審査と競争入札参加資格審査
を一つにまとめて欲しい。

全国商工
会連合会

111 建設工事
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

提出書類の作成負担が大きい。
書類の簡便化を図ってほしい。間の年度
は決算書のみの提出などにして、提出頻
度を低くしてほしい。

全国商工
会連合会

112 建設工事
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

書類の作成の手間に対し、成果が伴わ
ない。

もう少し申請書類の簡素化を図ってほし
い。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

113 建設工事
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

申請先ごとにファイル色指定や似てはい
るが異なる書式で事務作業負担が多
い。

全国中小
建設業協

会

114 建設工事
03 地方公
共団体

02 提出書類（情報）が、他の手続と
重複している（作成書類、添付書類
両方含む）

経営事項審査申請の際の申請内容と重
複しているものが多い。

国県市町村で経営事項審査結果につい
て情報共有し省略できる？

全国商工
会連合会

115 建設工事
03 地方公
共団体

02 提出書類（情報）が、他の手続と
重複している（作成書類、添付書類
両方含む）

○提出書類（情報）が、他の手続と重複
している（作成書類、添付書類両方含
む）。
・公共工事の場合、「経営事項審査」と
「競争参加資格審査申請」の両方に、消
費税納税証明書を提出。

提出情報の重複を排するべきではない
か。

全国商工
会連合会

116 建設工事
03 地方公
共団体

02 提出書類（情報）が、他の手続と
重複している（作成書類、添付書類
両方含む）

競争参加資格審査申請と経営事項審査
に提出する資格等の書類の中に重複す
る書類がある。

全国商工
会連合会

117 建設工事
03 地方公
共団体

02 提出書類（情報）が、他の手続と
重複している（作成書類、添付書類
両方含む）

重複している書類が多くあり、それぞれ
原本の提出を求められる。

全国商工
会連合会

118 建設工事
03 地方公
共団体

02 提出書類（情報）が、他の手続と
重複している（作成書類、添付書類
両方含む）

納税証明書は経営事項審査で提出し、
入札時にも提出している。

重複する書類は一本化出来ないものか。
全国商工
会連合会

119 建設工事
03 地方公
共団体

02 提出書類（情報）が、他の手続と
重複している（作成書類、添付書類
両方含む）

提出書類が重複。
・経営事項審査と競争参加資格審査申
請に重複がある。

どちらかは写しの対応できないか。
全国商工
会連合会

120 建設工事
03 地方公
共団体

02 提出書類（情報）が、他の手続と
重複している（作成書類、添付書類
両方含む）

書類の作成負担が大きい。建設業許可
申請、経営事項審査、入札参加資格申
請と、ほぼ同じ内容で様式の異なる書類
を作成することになる。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

121 建設工事
03 地方公
共団体

02 提出書類（情報）が、他の手続と
重複している（作成書類、添付書類
両方含む）

重複する書類が多過ぎである。 簡素化して頂きたい。
全国商工
会連合会

122 建設工事
03 地方公
共団体

02 提出書類（情報）が、他の手続と
重複している（作成書類、添付書類
両方含む）

経営事項審査の際、全社員分の資格者
証の写し等を提出すると膨大な書類量
になります。

新規で審査を受ける場合以外は、前年度
と変更があった分、新規追加となった分
だけ提出すればよいと思います。

全国中小
建設業協

会

123 建設工事
03 地方公
共団体

02 提出書類（情報）が、他の手続と
重複している（作成書類、添付書類
両方含む）

調達システムから手続きを完了できる
が、同じような添付書類を何度も　競争
入札参加資格審査を受けたい市町村に
提出が必要となっています。

同一のことであれば、システム化して添付
も1つにすれば、時間もコストも大幅に短
縮できるのではないかと思われます。

全国中小
建設業協

会

124 建設工事
03 地方公
共団体

02 提出書類（情報）が、他の手続と
重複している（作成書類、添付書類
両方含む）

重複している書類がある。
全国中小
建設業協

会

125 建設工事
03 地方公
共団体

02 提出書類（情報）が、他の手続と
重複している（作成書類、添付書類
両方含む）

経営事項審査と競争入札参加申請に必
要な書類も重複している（工事経歴書、
建退共加入履行証明、役員名簿、履歴
事項全部証明書など）。

全国商工
会連合会

126 建設工事
03 地方公
共団体

02 提出書類（情報）が、他の手続と
重複している（作成書類、添付書類
両方含む）

県のシステムで提出できる市、町は、県へ
提出した書類のみにしてほしい（独自書
類を無くしてほしい）。

全国中小
建設業協

会

127 建設工事
03 地方公
共団体

02 提出書類（情報）が、他の手続と
重複している（作成書類、添付書類
両方含む）

申請先ごとに微妙に違う内容の書類を
作成しているので作成書類が多い。

全国中小
建設業協

会

128 建設工事
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

マイナンバーで確認してほしい。
全国中小
企業団体
中央会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
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種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

129 建設工事
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる　納税証明
書、社会保険や労働保険の納付証明、
入札担当社員の社会保険への加入証
明等の提出が求められ、企業は個別に
年金事務所や労働基準監督署に証明
依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であ
り、納税状況、登記情報等を（法人番号
の活用等を通じて）行政機関内で参照で
きる仕組みを構築し、証明書類の添付の
省略化を図るべき。

全国中小
建設業協

会

130 建設工事
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

納税証明書、社会保険や労働保険の納
付証明、入札担当社員の社会保険への
加入証明等の提出が求められ、企業は
個別に年金事務所や労働基準監督署
に証明依頼をして1時間程度の移動時
間を要します。

出来れば証明書類の添付の省略化をお
願いしたい。

全国商工
会連合会

131 建設工事
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

行政機関で保有する情報についても提
出を求められる。

住民であって同一行政に提出の場合は
省略を認めてほしい。

全国商工
会連合会

132 建設工事
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

○行政機関が保有する情報（納税証明
書等）の提出を求められる。

全国商工
会連合会

133 建設工事
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

重複した書類の提出、納税・保険関係書
類の提出を求められる。また、法人番号
の導入はそもそもこれら情報の一元管理
と企業の手続きの簡略化を目的とされて
いるはずなのに導入後も手間ばかりが増
えて、そのメリットを企業が感じられること
はない。

行政機関同士の情報のやり取りを円滑に
され、諸手続きの利便性を高めて欲し
い。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

134 建設工事
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

社会保険関係や人材資格資料はマイナ
ンバーなど行政内部で照合できるのでは
ないか。

全国商工
会連合会

135 建設工事
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

○行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる。
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険へ
の加入証明等の提出が求められ、企業
は個別に年金事務所や労働基準監督
署に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であ
り、納税状況、登記情報等を（法人番号
の活用等を通じて）行政機関内で参照で
きる仕組みを構築し、証明書類の添付の
省略化を図るべき。

全国商工
会連合会

136 建設工事
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

納税証明は法人マイナンバーの活用によ
り、証明書を提出する事を省略。

全国商工
会連合会

137 建設工事
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

行政機関が保有する情報や各種証明書
の発行についても省けるものは省いて欲
しい。特に町の仕事を町内業者が行う場
合には、町が発行する証明書などは省い
て欲しい。管轄や担当課や機関による違
いもあるので改善して欲しい。

全国商工
会連合会

138 建設工事
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

○行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる。
納税証明書、社会保険や労働保険の納
付証明、入札担当社員の社会保険への
加入証明等の提出が求められ、企業は
個別に年金事務所や労働基準監督署
に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であ
り、納税状況、登記情報等を（法人番号
の活用等を通じて）行政機関内で参照で
きる仕組みを構築し、証明書類の添付の
省略化を図るべき。

全国商工
会連合会
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（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事
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国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

139 建設工事
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

納税証明書等の県、市の両方に共通す
る提出物については、自治体の数だけ
証明依頼が必要となる（原本提出のた
め）。

証明依頼が少なくすむようにしてもらいた
い。

全国商工
会連合会

140 建設工事
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

納税証明書、労働保険関係の納付済証
明や雇用保険被保険者台帳は町内で
取得することができるものの、社会保険
は奈良年金事務所まで取得しなければ
ならず、時間的にもかかり非効率と思わ
れる。

年金事務所の情報なので組織で解消し
ていかなければならない問題はあると思う
が、クリアにして頂きたい。

全国商工
会連合会

141 建設工事
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

市が保有している情報を市へ提出する
必要がある。

納税証明等は法人番号の提示で省略で
きればありがたい。

全国商工
会連合会

142 建設工事
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

地方自治体の場合、経営事項審査の結
果通知書を提出するのだから、経営事項
審査で確認した書類は、提出しなくてもよ
い気がする（納税証明書、その３の３、防
災協定照明など）。

全国商工
会連合会

143 建設工事
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

行政機関が保有する情報の提出を求め
られる。
・東京都及び東京都自治体（区市）の資
格申請時、納税証明書と謄本を提出し
ている。

これらは国が管理する情報であり、行政
機関内で参照できる仕組みを構築し、証
明書類の添付の省略化を図るべき。

日本商工
会議所

144 建設工事
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

納税証明書、社会保険や労働保険の納
付証明、入札担当社員の社会保険への
加入証明等の提出が求められ、企業は
個別に年金事務所や労働基準監督署
に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であ
り、納税状況、登記情報等を（法人番号
の活用等を通じて）行政機関内で参照で
きる仕組みを構築し、証明書類の添付の
省略化を図るべき。

全国中小
建設業協

会

86/165



Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感
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145

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

○行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる。
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険へ
の加入証明等の提出が求められ、企業
は個別に年金事務所や労働基準監督
署に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であ
り、納税状況、登記情報等を（法人番号
の活用等を通じて）行政機関内で参照で
きる仕組みを構築し、証明書類の添付の
省略化を図るべき。

全国商工
会連合会

146 建設工事
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

事務負担解消のために、添付書類の中
で行政機関が保有する情報は、極力省
略化をお願いしたい。

全国商工
会連合会

147
役務
建設工事

03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

行政機関が保有する情報等の提出を求
められている。

全国商工
会連合会

148 建設工事
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

毎年、経営事項審査を受けているので、
そこで確認してほしい。

全国中小
建設業協

会

149 建設工事
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

マイナンバー等の活用により、省略できれ
ば、いいと思う。

全国中小
建設業協

会

150 建設工事
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

〇市町村様式を提出内容を統一して欲し
い。

全国商工
会連合会

151 建設工事
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

県は県に申請、各市町村はそれぞれの
市町村へ申請しなけらばならず、特に各
市町村は各申請様式がバラバラである
ため相当な事務負担があります。

なので、県に申請すれば、全てとは言い
ませんが、共通に必要な様式は省略でき
ると思います。

全国商工
会連合会
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具体的な負担内容 解決提案 団体名

152 建設工事
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

工事の入札参加資格審査は県、市町村
すべての関係機関等で共同受付にして
ほしい。

全国商工
会連合会

153 建設工事
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

自治体ごとに入札参加審査を受けない
といけない。

全国商工
会連合会

154 建設工事
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

自治体ごとに資格が異なる。
統一化を図ってほしい。地元業者優先の
取り組みを実施してほしい。

全国商工
会連合会

155 建設工事
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

省庁ごと、自治体ごとに入札参加審査を
受けなければならない（資格の統一がさ
れていない）。
1・工事の入札参加資格申請は、各省庁
ごとに手続きをしなくてはならない。
2・各都道府県、市区町村毎に入札資格
が必要とされている。

1・物品・役務については全省庁統一であ
り、建設工事・測量についても統一してほ
しい。
2・共通した入札資格にし、更新期間がく
るまで、１度の手続きでどこの自治体にも
使える資格にしてほしい。

全国商工
会連合会

156
物品
建設工事

03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

それぞれで別の手続きが必要。
１度の手続きでどこの自治体にも使えるよ
うに統一して欲しい。

全国商工
会連合会

157 建設工事
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

各市町村毎に入札資格が必要である。
全国とは言わないが、同じ都道府県内の
市町村は1度手続きすれば全てに適用さ
れるようにしてほしい。

全国商工
会連合会

158 建設工事
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

入札参加資格審査申請について、市町
毎に申請・受付を行っている。

県で受付し受理されれば、県内市町は申
請を不要としてほしい。

全国商工
会連合会

159 建設工事
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

県・市町が一元化した申請にならないか
（個々に求める書類は別途）。

全国商工
会連合会

160 建設工事
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

自治体毎や所管毎に書類の提示が必
要であり、書類準備のコストや手間がか
かる。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

161 建設工事
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

自治体ごとに入札参加審査。
・各都道府県、市町村ごとに入札資格が
必要とされている。

共通した入札資格で一度の手続きになら
ないか。

全国商工
会連合会

162 建設工事
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

建設工事、物品の入札参加審査の申請
を一度の手続きにしてほしい。

全国商工
会連合会

163 建設工事
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

県・町ごとに入札資格が必要なので、何
回も手続きをします。

統一して頂けると助かるのですが。
全国商工
会連合会

164 建設工事
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

入札資格要件の基礎データは、全国統
一のものがあれば望ましい。

全国商工
会連合会

165 建設工事
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

・申請書類、添付書類に統一性がなく、
細部（書類の綴じ方、使用ファイルの色
等）まで指定する地方自治体もある。

参加資格申請の公示の仕方・時期が地
方自治体により異なる。

全国中小
建設業協

会

166 建設工事
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

各自治体ごとに提出時期、提出書類が
異なる。

各都道府県に登録されれば、各自治体
は県に準ずる等の対応を検討いただきた
い。又は国関係が実施しているインター
ネット一元受付システムのようなものを各
都道府県ごとに実施頂きたい（ファイルや
紙用紙の削減に繋がる）。

経済団体
連合会

167 建設工事
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

自治体への指名参加願いについて、現
状、各県下各自治体に指名参加申請書
を２年ごとに提出していますが、自治体
ごとに独自様式などがあり、また期限も
自治体によって時期が異なっており、か
なり手間がかかっています。

要望としては、申請様式は各県統一書式
にしていただき、県に提出すれば、県下
参加希望自治体をも一括して県庁で事
務処理をしていただけないものでしょう
か。さらに言えば、申請様式は全自治体
について国土交通省様式に統一できな
いでしょうか。

経済団体
連合会

168 建設工事
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

各都道府県、市町村ごとに入札資格の
申請をしなければならず、更新期間も
別々になっている為。

一度で済むように統一化して欲しい。提
出書類も重複している（ボランティア活動
等の証明、有資格者等名簿、納税証明
書など）。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

169 建設工事
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

申請書類、参加資格書類をそれぞれ提
出するのが面倒である。

全国商工
会連合会

170 建設工事
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

オンラインを活用すべきで各省庁・県庁
が審査認可すれば市町村は不要として
欲しい。
市町村が必要な書類は別に単独で求め
て欲しい。

全国中小
建設業協

会

171 建設工事
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

各都道府県、市区町村毎に入札資格が
必要とされている。

共通した入札資格にし、更新期間がくる
まで、１度の手続きでどこの自治体にも使
える資格にしてほしい。

全国中小
建設業協

会

172 建設工事
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

県に申請し承認されれば県内各市町村も
承認扱いにして、市町村への申請はなく
すことができないか。行政機関同士がオ
ンラインにて確認する仕組みを作って欲
しい。

全国中小
建設業協

会

173 建設工事
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

県と市町との連携について、資料１－４
の２ページ（２）③にあります。例えば静
岡県の伊豆半島というのは、合併が進ま
ないため、７市８町、それだけで全てに
違う書類を出していかなければならない
ということになっている。

そういう意味では、県に出せば市町はい
いではないかということができればありが
たいと考えている。

全国中小
建設業協

会

174 建設工事
03 地方公
共団体

05 国、地方公共団体が所管する
団体（独立行政法人等）について、
個別に入札参加資格を受けなけれ
ばならない（国・地方公共団体と団
体の、また、団体間での資格統一
がされていない）

東京都所管の団体なのに個別に資格を
申請しなければならない団体がある(東
京都都市づくり公社等）。

・東京都で登録されていれば個別申請せ
ず済むように、資格の共有化をして欲し
い。

日本商工
会議所
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

175 建設工事
03 地方公
共団体

05 国、地方公共団体が所管する
団体（独立行政法人等）について、
個別に入札参加資格を受けなけれ
ばならない（国・地方公共団体と団
体の、また、団体間での資格統一
がされていない）

県の共同システムにより、申請は電子で
できるが、各自治体ごとに別送書類がま
ちまち。

統一できないか。
全国中小
建設業協

会

176 建設工事
03 地方公
共団体

06 申請様式・書式が国、03 地方
公共団体ごとに異なる

申請書類、添付書類に統一性がなく、細
部（書類の綴じ方、使用ファイルの色等）
まで指定する地方自治体もある。

全国中小
建設業協

会

177 建設工事
03 地方公
共団体

06 申請様式・書式が国、03 地方
公共団体ごとに異なる

市町村独自の必要書類のみ提出すること
にして欲しい。

全国中小
建設業協

会

178 建設工事
03 地方公
共団体

06 申請様式・書式が国、03 地方
公共団体ごとに異なる

各自治体で提出する書類が異なるた
め、手続き準備に時間を要する。

全国中小
建設業協

会

179 建設工事
03 地方公
共団体

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

自治体ごとに提出書類が異なる。
申請書類・添付書類に統一性がないた
め、統一していただきたい。

全国商工
会連合会

180 建設工事
03 地方公
共団体

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

申請書・添付書類の統一化がされてい
ない。

統一してもらいたい。
全国商工
会連合会

181 建設工事
03 地方公
共団体

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

市と県など行政によって、申請書の様
式、添付書類が違う。特に県の方は、一
般競争の申請が細かすぎて作成時間の
ロスを考えると不参加にした方がいいの
ではないか。と、断念してしまうことがあ
る。

全国商工
会連合会

182 建設工事
03 地方公
共団体

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

資格審査等の各種申請書の様式が県・
市町村で統一されていない。

県の書式に統一するなどして県下市町村
の申請と共有化できるようにしてほしい。

全国商工
会連合会

183 建設工事
03 地方公
共団体

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

申請様式が地方公共団体ごと。
・申請書類、添付書類に統一性が無く、
異なる。

共通した参加資格申請とならないか。
全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

184 建設工事
03 地方公
共団体

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

申請様式、書式を国・地方公共団体全て
統一して欲しい。

全国商工
会連合会

185 建設工事
03 地方公
共団体

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

・申請書類、添付書類に統一性がなく、
細部（書類の綴じ方、使用ファイルの色
等）まで指定する地方自治体もある。参
加資格申請の公示の仕方・時期が地方
自治体により異なる。

更新期間が、発注機関によっては、１年
や２年・３年というところもあり、統一しても
らいたい。

全国中小
建設業協

会

186 建設工事
03 地方公
共団体

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

市・県によってダウンロード場所が違う。
全国中小
建設業協

会

187 建設工事
03 地方公
共団体

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

申請をネットで出来る様に、提出書類の
規格を統一してもらいたい。

全国中小
建設業協

会

188 建設工事
03 地方公
共団体

08 手続のオンライン化が全部又は
一部されていない（添付書類は紙、
ＣＤ等で別途提出が必要等）

矢吹町では、郵送による提出は県外事
業者に限られる。

オンライン化による事務負担減があれば
便利だと思います。

全国商工
会連合会

189

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方公
共団体

08 手続のオンライン化が全部又は
一部されていない（添付書類は紙、
ＣＤ等で別途提出が必要等）

栃木県には、入札参加申請の共同シス
テムがない。（関東地方１都６県のうち、
採用していないのは栃木県のみであ
る。）
栃木県に申請したデータを市町村で流
用しているようだが、結局のところ市町村
への申請は必要なので、かえって二度
手間に感じてしまう。

共同申請システムの構築を望む。
全国商工
会連合会

190

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方公
共団体

08 手続のオンライン化が全部又は
一部されていない（添付書類は紙、
ＣＤ等で別途提出が必要等）

入札参加申請の共同システムに参加し
ない自治体があるので、個々の申請が
必要なのは負担である。

共同システムへの参加を促していただき
たい。

全国商工
会連合会

92/165



Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

191 建設工事
03 地方公
共団体

08 手続のオンライン化が全部又は
一部されていない（添付書類は紙、
ＣＤ等で別途提出が必要等）

市町村の指名競争入札で自治体によっ
ては、入札時の資料がデータではなく紙
資料の場合、データよりもかなりの時間が
かかるのでデータで資料を作成して配付
してもらいたい。

全国商工
会連合会

192 建設工事
03 地方公
共団体

08 手続のオンライン化が全部又は
一部されていない（添付書類は紙、
ＣＤ等で別途提出が必要等）

提出書類が多く、紙による申請は無駄を
感じる。

電子申請を導入してもらいたい。
全国商工
会連合会

193 建設工事
03 地方公
共団体

現在、国、県への入札参加届けは提出
していない。唐津市にのみ提出している
が特に不満はない。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
4.測量等

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

1 測量等
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

測量業務に関して通常では国などから
歩係資料が提示されているが、その資
料がない場合において秋田県から多数
の測量会社に見積りや歩係を依頼され
る時がある。会社内に作業実績や類似
の歩係資料がない場合、作業の分析を
行い、歩係についての詳細な検討を行
わなければ依頼に応えることが出来な
い。

このことは依頼を受けた会社負担が非常
に大きいので、再考していただきたい。歩
係の取り扱いが楽になるよう国や関連機
関から種々の研究資料を地方公共団体
に提供すべきではないか。

全国商工
会連合会

2 測量等
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

申請時の準備資料が多い。
業者の適正確認をするためには今後とも
協力していきたい。不適正な業者は申請
受付すべきではない。

全国商工
会連合会

3

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

頻繁に競争契約を行うわけではない小
規模事業者は提出書類の作成に慣れて
いないため、社内の事務作業にかかる
負担が非常に大きくなってしまう。

小規模事業者が参加する競争契約につ
いては提出書類のスリム化や提出書類の
簡略化を進めるべきではないか。

全国商工
会連合会

4
役務
測量等

02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

資格保持者が組合加入各企業に在席し
ている場合、組合の在籍者数としてカウ
ントできないとされる場合がある。

企業の連合体としての組合であるから、
合算できるべきではないか。

全国中小
企業団体
中央会

5

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

入札参加申請の簡素化・共通化。
全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
4.測量等

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

6
物品
役務
測量等

02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

例えば、中央官庁の案件を受注したが
入札結果が公表されていない場合、実
績一覧に書きづらく、他の小規模・少額
の案件をやむを得ず申請することがあり
ます。

実績に記載する案件のガイドラインを作
成していただけると助かります。
実績には国・地方公共団体の案件は入
札結果の公開・非公開にかかわらず実績
に記載して良いことを明確にしていただ
けると助かります。(※標準は実績一覧に
公開可とし、例外は契約書か応募要項、
仕様書等に明記するなど。)

日本商工
会議所

7
物品
役務
測量等

02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

共通で聞かれることについては、国・地方
公共団体で情報の共有化を進めていた
だけると助かります。
ID/Passだけの認証だと情報の保証は厳
しいでしょうが、ICカードでの認証で企業
をユニークに特定できると思いますので、
申請情報もユニークに管理・共有化でき
るのではと思います。

日本商工
会議所

8 測量等
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

納税証明書、社会保険や労働保険の納
付証明、入札担当社員の社会保険への
加入証明等の提出が求められ、企業は
個別に年金事務所や労働基準監督署
に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であ
り、納税状況、登記情報等を（法人番号
の活用等を通じて）行政機関内で参照で
きる仕組みを構築し、証明書類の添付の
省略化を図るべき。

日本商工
会議所

9

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

○行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる。
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険へ
の加入証明等の提出が求められ、企業
は個別に年金事務所や労働基準監督
署に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であ
り、納税状況、登記情報等を（法人番号
の活用等を通じて）行政機関内で参照で
きる仕組みを構築し、証明書類の添付の
省略化を図るべき。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
4.測量等

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

10
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

納税証明書、社会保険や労働保険の納
付証明、入札担当社員の社会保険への
加入証明等の提出が求められ、企業は
個別に年金事務所や労働基準監督署
に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であ
り、納税状況、登記情報等を（法人番号
の活用等を通じて）行政機関内で参照で
きる仕組みを構築し、証明書類の添付の
省略化を図るべきである。

全国商工
会連合会

11 測量等
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる。

法人番号の活用等を通じて行政機関内
で参照できる仕組みを構築して、証明書
類の添付の省略化を図ってほしい。

日本商工
会議所

12 測量等
02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

工事の入札参加資格申請は、各省庁ご
とに手続きをしなくてはならない。

物品・役務については全省庁統一であ
り、建設工事・測量についても統一してほ
しい。

日本商工
会議所

13 測量等
02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

各都道府県、市区町村毎に入札資格が
必要とされている。

共通した入札資格にし、更新期間がくる
まで、１度の手続きでどこの自治体にも使
える資格にしてほしい。

日本商工
会議所

14 測量等
02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

●省庁ごと、自治体ごとに入札参加審査
を受けなければならない（資格の統一が
されていない）。

各都道府県・市町村毎に入札資格が必
要とされている共通した入札資格にし更
新期間が来るまで一度の手続きでどこの
自治体にも使える資格にして欲しい。

全国商工
会連合会

15 測量等
02 両方
（国・地
方）

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

省庁ごと、自治体ごとに入札参加審査を
受けなければならない。

国で一本、各都道府県ごとで一本に統一
してほしい。

日本商工
会議所

16 測量等
02 両方
（国・地
方）

05 国、地方公共団体が所管する
団体（独立行政法人等）について、
個別に入札参加資格を受けなけれ
ばならない（国・地方公共団体と団
体の、また、団体間での資格統一
がされていない）

独立行政法人が、個別の競争入札参加
資格要件を設定している場合があり、そ
の提出書類も法人毎に異なる。

少なくとも物品・役務については国の資格
との共通化を図れないか。

日本商工
会議所
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
4.測量等

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

17

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

○申請様式・書式が国、地方公共団体
ごとに異なる。
・申請書類、添付書類に統一性がなく、
細部（書類の綴じ方、使用ファイルの色
等）まで指定する地方自治体もある。参
加資格申請の公示の仕方・時期が地方
自治体により異なる。

全国商工
会連合会

18

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

小規模事業者にとっては提出書類の作
成が非常に大きな負担となる。

他の行政機関（省庁内だけでなく、県、市
町村等の機関も含めて）の提出書類と統
一できるものは統一して欲しい。

全国商工
会連合会

19 測量等
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

申請様式・書式が国、地方公共団体ごと
に異なる。
・申請書類、添付書類に統一性がなく、
細部（書類の綴じ方、使用ファイルの色
等）まで指定する地方自治体もある。参
加資格申請の公示の仕方・時期が地方
自治体により異なる。

全国商工
会連合会

20 測量等
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

○申請様式が地方公共団体毎に異な
る。

出来る限り統一してほしい。
全国商工
会連合会

21
物品
役務
測量等

02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

1・実績の記載を求められるケースが多
い。
2・弊社では年間7000件の契約・注文が
ありますが、項目名(例：調査、システム
開発etc..)が統一されておらず、いくつか
の自治体・官公庁においては都度精査
と分類をしています。

1・その項目名を統一していただけると助
かります。
2・できれば分類は一度で済ませたいで
す。

日本商工
会議所

22 測量等
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

測量業者登録の証明書について秋田県
では「測量業者登録通知書（登録更新
時の書類）」のみを求めている。

「測量業者登録証明書（随時申請可能）」
でも受付可能として良いのではないだろう
か。再検討をお願いしたい。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（２）競争入札参加資格審査
4.測量等

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

23

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

○行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる。
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険へ
の加入証明等の提出が求められ、企業
は個別に年金事務所や労働基準監督
署に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であ
り、納税状況、登記情報等を（法人番号
の活用等を通じて）行政機関内で参照で
きる仕組みを構築し、証明書類の添付の
省略化を図るべき。

全国商工
会連合会

24 測量等
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

県や市などの自治体にそれぞれ入札参
加申請を出さなくてはならない。

一括申請ですべての自治体を網羅しても
らいたい（一部の地域では可能だが）。

全国商工
会連合会

25 測量等
03 地方公
共団体

04 省庁ごと、自治体ごとに入札参
加審査を受けなければならない（資
格の統一がされていない）

競争入札参加資格審査の行政機関が
保有する情報に関して。

各市町村に提出する書類が細かく県等に
準ずるようにして欲しい。資格についても
統一して欲しい。

全国商工
会連合会

26 測量等
03 地方公
共団体

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

共同運営に参加している自治体であっ
ても、書類は各自治体ごとに提出する必
要があったり、申請書類、添付書類に統
一性がなく、細部まで指定する地方自治
体もある。

提出書類の書式を統一してほしい。
日本商工
会議所

27

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方公
共団体

08 手続のオンライン化が全部又は
一部されていない（添付書類は紙、
ＣＤ等で別途提出が必要等）

栃木県には、入札参加申請の共同シス
テムがない。（関東地方１都６県のうち、
採用していないのは栃木県のみであ
る。）
栃木県に申請したデータを市町村で流
用しているようだが、結局のところ市町村
への申請は必要なので、かえって二度
手間に感じてしまう。

共同申請システムの構築を望む。
全国商工
会連合会

28

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方公
共団体

08 手続のオンライン化が全部又は
一部されていない（添付書類は紙、
ＣＤ等で別途提出が必要等）

入札参加申請の共同システムに参加し
ない自治体があるので、個々の申請が
必要なのは負担である。

共同システムへの参加を促していただき
たい。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

1
物品
役務

01 国

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

紙入札方式で参加していますが、必要
書類が多く簡素化を希望します。紙入札
方式での参加願いや、競争参加資格確
認のための証明書等の提出が必要であ
り、各種資料の確認も含めて入札書類
の準備にかなりの工数がかかります。

同友会

2
物品
役務

01 国

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

最初の段階における書類準備の量が膨
大であること。また、候補者が絞り込まれ
て以降段階でも、膨大な量になることが
ある。

取得すべき重要な項目を絞り込む。一
方、技術者が読み込む際、誤解なく仕様
書を作成できる、詳細かつ重要な項目を
改めて検討しては如何でしょうか。発注者
の意図が明確に反映されているか、検証
が必要だと思う。

経済団体
連合会

3
物品
役務

01 国

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

仕様書に求められる記載内容のレベル
が担当者によって異なるケースが多々あ
る。また、入札情報に不足があることが
多々ある（特に研究所・大学関係）。

発注者側の入札情報の質を向上させる
教育が必要なのではないか。

経済団体
連合会

4
物品
役務

01 国
08 手続のオンライン化が全部又は
一部されていない（添付書類は紙、
ＣＤ等で別途提出が必要等）

必要書類を都度提出して行くため訪問
回数が増える傾向にあり、指定書式の準
備なども含めて社内調整に多くの負担
があります。電子入札であればこのような
ことは無いのかもしれませんが、電子入
札の対応省庁、システム仕様にバラつき
があります。

同友会

5
物品
役務

01 国

09 手続のオンライン化はされてい
るが使いにくい（紙で提出した方が
手続が早く完了する、オンラインシ
ステムはあるが対応していない部
署・自治体がある等）

提供書類のファイルフォーマットがWord
形式、一太郎形式など統一されていま
せん。また、電子データでの提供も可と
していますがバージョンが古く対応が困
難な場合があります。（Excelの古いバー
ジョンなどを指定される）

同友会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

6 物品
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

入札時の提出書類の作成負担が大き
い。

日本商工
会議所

7

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

頻繁に入札に参加するわけではない小
規模事業者は提出書類の作成に慣れて
いないため、社内の事務作業にかかる
負担が非常に大きくなってしまう。

小規模事業者が参加する入札について
は提出書類のスリム化や提出書類の簡略
化を進めるべきではないか。

全国商工
会連合会

8 物品
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

入札案件の公示から入札締切りまでの
期間が非常に短い場合がある。

最低でも2週間以上としていただきたい。
日本商工
会議所

9 物品
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

執行通知書受領から入札日までの日数
が足らない。特にＩＴ関係の入札の場合、
メーカーとの打ち合わせ、仕様確認など
に日数を要します。

全国商工
会連合会

10

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

統一参加資格でランク付が決定している
にも関わらず、入札毎に書類を提出しな
けらばならない。

統一参加資格での会社審査とし、入札毎
の書類提出を省略したい。

経済団体
連合会

11 物品
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

入札時の提出書類が多く、作成に時間
を要する。全国に営業拠点がある為、代
表者印（社長）判取り（委任状）を各所で
その都度申請しなければならない。

代表者ではなく、地域の拠点長にまで権
限を引き下げて欲しい。

経済団体
連合会

12 物品
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険へ
の加入証明等の提出が求められ、企業
は個別に年金事務所や労働基準監督
署に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であ
り、納税状況、登記情報等を（法人番号
の活用等を通じて）行政機関内で参照で
きる仕組みを構築し、証明書類の添付の
省略化を図るべき。

全国中小
企業団体
中央会

13 物品
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

入札説明会で配られる入札書類の提出
書式がまちまちであり、その都度一から
書類作成する負担がある。

極力、書式を統一して頂き、配布方法も
加工しやすいデーターでの配布をお願い
したい。

経済団体
連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

14

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

07 入札に関する情報の公表の仕
方が分かりにくい

小規模事業者は人員の関係上、入札案
件の情報を入手することも大手とは違い
負担となる。

できる限りHPでの周知や電子ファイルで
の資料配布等を行って欲しい。

全国商工
会連合会

15 物品
02 両方
（国・地
方）

07 入札に関する情報の公表の仕
方が分かりにくい

・入札の情報等が読みづらい。行政独特
の言い回しというか、民間では普段目に
しない言葉が多く、わかりづらい。

全国商工
会連合会

16
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

07 入札に関する情報の公表の仕
方が分かりにくい

入札日程や参加資格等の入札参加の
際に必要な情報がわかりづらいし入手し
づらい。

入札実施情報をホームページ上でわかり
やすくするような工夫をして欲しい（各省
庁・各都道府県・各市区町村毎に異なっ
ているものを、共通フォーマットにする
等）。

経済団体
連合会

17
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

07 入札に関する情報の公表の仕
方が分かりにくい

入札結果が入札案件によっては公開さ
れる場合とされない場合がある（入札結
果情報が入手しづらい）。

入札結果情報をホームページ上で分かり
やすい様に、工夫して公開して欲しい（各
省庁・各都道府県・各市区町村毎に異
なっているものを、共通フォーマットにす
る等）。

経済団体
連合会

18 物品
02 両方
（国・地
方）

07 入札に関する情報の公表の仕
方が分かりにくい

・入札案件の情報が、HPで公表されてい
ないことがある。分かりやすい形で広く周
知してほしい。
・仕様書等の資料を紙のみで配布される
場合がある。電子ファイルで提供してほし
い。

全国中小
企業団体
中央会

19 物品
02 両方
（国・地
方）

07 入札に関する情報の公表の仕
方が分かりにくい

・入札説明書の記載内容が解りにくい。
税金の区分や取り扱い方の説明が非常
に解りにくい。

入札物品自体が多額の課税品であるの
で一方的な見解の改善を図って欲しい。

全国中小
企業団体
中央会

20
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

09 手続のオンライン化はされてい
るが使いにくい（紙で提出した方が
手続が早く完了する、オンラインシ
ステムはあるが対応していない部
署・自治体がある等）

○入札手続のオンライン化はされている
が使いにくい（地方公共団体の各オンラ
インシステムに、当社側担当窓口が対応
しきれていない）。

経済団体
連合会

101/165



Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

21
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

09 手続のオンライン化はされてい
るが使いにくい（紙で提出した方が
手続が早く完了する、オンラインシ
ステムはあるが対応していない部
署・自治体がある等）

○電子入札システムを利用する場合、代
表者名と代理人それぞれの電子証明書
が必要な場合がある。

・代表者又は代理人名の電子証明書どち
らか１枚のみで利用可能な場合もあるた
め、 電子証明書は代表者か代理人のど
ちらか１枚申請すれば電子入札システム
が利用できるように統一して欲しい。

同友会

22
物品
役務
測量等

02 両方
（国・地
方）

09 手続のオンライン化はされてい
るが使いにくい（紙で提出した方が
手続が早く完了する、オンラインシ
ステムはあるが対応していない部
署・自治体がある等）

特にJavaのバージョンには苦労していま
す。例えば、Windows10 の場合、GEPS
は Ver.101以降ですが、神奈川県、東京
都、NICTはVer.65以降です。厳密には
マシンを別に用意しなければいけません
が維持管理コストを考慮すると現実的で
はありません。また、IEの互換性の設定
の有無やInternet Optionの詳細設定も
異なっており、一台のマシンを設定して
安定稼働が確認できるまでに数ヶ月か
かります。

電子入札にかかわるPCの設定条件を統
一してほしいです。

日本商工
会議所

23
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

それぞれの自治体での手続き方法が違
う。

どこの自治体の部署でも同じ内容、同じ
入札方法に統一して欲しい。

全国商工
会連合会

24 物品
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

各部や各課から同じ物品の仕様書や見
積り依頼書が複数出されると見積書の作
成枚数が多く、負担となっている。

作成負担軽減のため同じ物品の場合は
まとめていただきたい。

全国商工
会連合会

25 物品
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

○公告期間が短い。
近隣の自治体では１４日程度の公告期
間を取っているが、当市では、急を要し
ないと思われる内容であっても、５日程
度となっていることが多い。短期間で積
算を行わなければならないため、事務作
業の負担が大きい。

公告期間をある程度長く取るか、工事や
役務以外についても発注見通しを公表し
てほしい。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

26 物品
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

入札時の提出書類の作成負担がやや
大きい。

全国商工
会連合会

27

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

○入札時の提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集作業含
む）や社外専門家への支払い等）。
・落札できなかった多くの企業にとって
応札に要したコストや時間は無駄とな
る。
・行政目的のために活用されているのか
疑問な書類・情報がある。

・入札の最初の段階では簡素な書類のみ
を課し、候補者を絞り込んだ段階でより詳
細な書類を課すべき。
・行政目的を達成するために本当に必要
な情報なのか、取得情報の棚卸と精査を
行うべき。

全国商工
会連合会

28 物品
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

自治体ごとの書類を作成すること自体が
無駄と感じる。

国で統一とは言わないが、県単位で統一
してもらいたい。

全国商工
会連合会

29 物品
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

・欲しい物品に対し、細かな仕様や情報
についての資料提供を求められ、都度
往復し資料を作成し情報提供をするが、
そのようなことをしない事業者にも入札
資格がある。資料作成の時間や手間を
考えると、そのようなことを求められずに
入札情報をもらう事業所との不公平感が
ある。

全国商工
会連合会

30 物品
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

前回と変わらない手続等の簡素化。
全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

31 物品
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

入札に関する提出書類が多い。
全国商工
会連合会

32 物品
03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

〇入札案件に係わる適正な金額を出す
為の仕様の情報が足りない場合が有り、
又、問い合わせても適格な情報が得ら
れない事があった。

・仕様の詳細情報を提供願います。
日本商工
会議所

33
物品
建設工事

03 地方公
共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

地方公共団体へ入札参加資格を取得
するための手続きが、毎年必要で煩雑
である。

・代表者および代理人（委任者）等の内容
に変更が無い場合は、有効な期間を複数
年に延長してほしい。
または、変更が無い場合の申請手続き
は、添付書類の免除等、簡略化してほし

経済団体
連合会

34 物品
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

登記簿謄本を含めて、毎回同種の証明
書類を提出するが、企業活動等の実態
は管轄する当局が実態として把握してい
る状況にあると考えるとそもそも従業員
等のいないような小規模事業者に法務
局等へ書類交付に行くだけでも物理
的、時間的な不公平感を抱かざるを得な
い。

全国商工
会連合会

35 物品
03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

入札時に行政機関が保有する情報（納
税証明書、社会保険の加入・納付証明、
登記謄本等）の提出を求められる。

・市役所に提出するのに、市役所で納税
証明書や本人確認書類を取り寄せて提
出するのは無駄ではないか。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

36

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

○入札時に行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求められる
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険へ
の加入証明等の提出が求められ、企業
は個別に年金事務所や労働基準監督
署に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であ
り、納税状況、登記情報等を（法人番号
の活用等を通じて）行政機関内で参照で
きる仕組みを構築し、証明書類の添付の
省略化を図るべき。

全国商工
会連合会

37
物品
建設工事

03 地方公
共団体

03 行政機関が保有する情報（納税
証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求めら
れる

地方公共団体へ入札参加資格を取得
するための手続きに際し、行政機関が保
有する情報（納税証明書、社会保険の
加入・納付証明、登記謄本等）の提出を
再度求められる。

国や地方公共団体が保有する情報は、
行政側で共有する等申請者の負担軽減
を図ってほしい。

経済団体
連合会

38 物品
03 地方公
共団体

06 申請様式・書式が国、地方公共
団体ごとに異なる

地方自治体は、各自治体により入札書類
が様々なので、簡素化且つ統一してほし
い。

経済団体
連合会

39

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方公
共団体

07 入札に関する情報の公表の仕
方が分かりにくい

○入札に関する情報の公表の仕方が分
かりにくい。
・入札案件の情報が、HPで公表されて
いないことがある。

・分かりやすい形で広く周知してほしい。
全国商工
会連合会

40 物品
03 地方公
共団体

07 入札に関する情報の公表の仕
方が分かりにくい

○入札情報が公表されていなかったり、
提出期限がシビアなことが多い。

全国商工
会連合会

41 物品
03 地方公
共団体

07 入札に関する情報の公表の仕
方が分かりにくい

県の一般競争入札では電子入札が主と
なっているが、HPを確認しなくてはなら
ず見落とす可能性がある。電子入札の
方法に慣れていないため、入札までに
時間がかかる。また、町においてはFAX
で入札の依頼がある場合があり、見落と
す可能性がある。

全国商工
会連合会

42 物品
03 地方公
共団体

07 入札に関する情報の公表の仕
方が分かりにくい

地元にもっと優先的に事前に情報を流し
てほしい。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

43 物品
03 地方公
共団体

07 入札に関する情報の公表の仕
方が分かりにくい

仕方ないことではあるが公表はネットで
確認しなければならず、探すのに時間が
かかってしまう。

全国商工
会連合会

44 物品
03 地方公
共団体

08 手続のオンライン化が全部又は
一部されていない（添付書類は紙、
ＣＤ等で別途提出が必要等）

仕様書や見積り依頼書を詳しく閲覧する
ために２５㎞離れた県の出先機関に毎
週出張するのが大きな負担となってい
る。

ホームページに掲示するなどの負担軽減
策を講じて欲しい。

全国商工
会連合会

45

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方公
共団体

08 手続のオンライン化が全部又は
一部されていない（添付書類は紙、
ＣＤ等で別途提出が必要等）

○入札に関する情報の公表の仕方が分
かりにくい。
・仕様書等の資料を紙のみで配布される
場合がある。

・電子ファイルで提供してほしい。
全国商工
会連合会

46 物品
03 地方公
共団体

08 手続のオンライン化が全部又は
一部されていない（添付書類は紙、
ＣＤ等で別途提出が必要等）

・入札案件について、基本的にFAXで一
律に送付されるが、FAXではなく情報を
取りに来るようにとの指示もあり負担に
なっている。

FAX等に統一できないか。
全国商工
会連合会

47 物品
03 地方公
共団体

08 手続のオンライン化が全部又は
一部されていない（添付書類は紙、
ＣＤ等で別途提出が必要等）

市が電子入札に対応していないため、早
く電子入札システムを導入してほしい。

全国商工
会連合会

48 物品
03 地方公
共団体

09 手続のオンライン化はされてい
るが使いにくい（紙で提出した方が
手続が早く完了する、オンラインシ
ステムはあるが対応していない部
署・自治体がある等）

せっかくオンライン化しているのに紙
ベースで申請を出す必要性が感じられ
ない。

せっかくのオンラインなので２４時間受付
で不足内容や審査結果がすぐわかるよう
なシステムにしてほしい。

全国商工
会連合会

49 物品
03 地方公
共団体

09 手続のオンライン化はされてい
るが使いにくい（紙で提出した方が
手続が早く完了する、オンラインシ
ステムはあるが対応していない部
署・自治体がある等）

オンラインによる電子入札のシステム操
作が複雑で分かりにくい。

高齢者には分かりにくいので動画による
操作説明などの工夫をしてほしい。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

50
物品
役務

03 地方公
共団体

09 手続のオンライン化はされてい
るが使いにくい（紙で提出した方が
手続が早く完了する、オンラインシ
ステムはあるが対応していない部
署・自治体がある等）

政府電子調達システム(GEPS)の入札結
果確認における下記検索条件について、
利便性を向上させるため拡張していただ
きたい。
①日付検索で公示日や開札日の指定も
加えて欲しい（現在は指定しない／公開
日／結果登録日のみ）。
②日付検索でfrom～toで指定できるよう
にして欲しい（現在は指定日以前／指定
日以降／指定日の３条件のみ）。
③表示件数200件を超えると表示されな
いので、2ページ目以降を作るなり工夫
し、せめて500件は検索できるようにして
欲しい。

経済団体
連合会

51

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方公
共団体

10 入札から落札に至るまで、行政
機関から何度も呼び出される（訪
問・説明を求められる）

○入札から落札に至るまで、行政機関
から何度も呼び出される（訪問・説明を
求められる）。
契約に関する入札については、入札か
ら開札までの間に幾度も呼び出され、そ
の都度担当部署、担当者を訪問しなけ
ればならない。

どうしても訪問が必要な場合でも、メール
等を活用し、訪問回数を最小化してほし
い。

全国商工
会連合会

52 物品
03 地方公
共団体

入札のオンライン化がされているかどうか
不明だが、紙で提出した方が慣れもあり
早いと思っている。

全国商工
会連合会

53 物品
03 地方公
共団体

入札の際、見積書を郵送で発送可能な
自治体と訪問しなければならない自治
体がある。

全て郵送可能な体制にしてほしい。
経済団体
連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

1

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

○入札に関する情報の公表の仕方が分
かりにくい。
・入札案件の情報が、HPで公表されてい
ないことがある。

・分かりやすい形で広く周知してほしい。
全国商工
会連合会

2

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

○入札に関する情報の公表の仕方が分
かりにくい。
・仕様書等の資料を紙のみで配布される
場合がある。

・電子ファイルで提供してほしい。
全国商工
会連合会

3

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

○入札時の提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集作業含む）
や社外専門家への支払い等）。
・落札できなかった多くの企業にとって応
札に要したコストや時間は無駄となる。
・行政目的のために活用されているのか
疑問な書類・情報がある。

・入札の最初の段階では簡素な書類のみ
を課し、候補者を絞り込んだ段階でより詳
細な書類を課すべき。
・行政目的を達成するために本当に必要
な情報なのか、取得情報の棚卸と精査を
行うべき。

全国商工
会連合会

4

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

10 入札から落札に至るまで、行
政機関から何度も呼び出される
（訪問・説明を求められる）

○入札から落札に至るまで、行政機関か
ら何度も呼び出される（訪問・説明を求め
られる）。
契約に関する入札については、入札から
開札までの間に幾度も呼び出され、その
都度担当部署、担当者を訪問しなければ
ならない。

どうしても訪問が必要な場合でも、メール
等を活用し、訪問回数を最小化してほし
い。

全国商工
会連合会

5

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

頻繁に入札に参加するわけではない小規
模事業者は提出書類の作成に慣れてい
ないため、社内の事務作業にかかる負担
が非常に大きくなってしまう。

小規模事業者が参加する入札について
は提出書類のスリム化や提出書類の簡略
化を進めるべきではないか。

全国商工
会連合会

6

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

小規模事業者は人員の関係上、入札案
件の情報を入手することも大手とは違い
負担となる。

できる限りHPでの周知や電子ファイルで
の資料配布等を行って欲しい。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

7 役務
02 両方
（国・地
方）

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

○入札の申し込み情報はHPに掲載され
ているが、申し込みページにたどり着くま
でに時間がかかる。また内容を見るにも
ファイルが混同して掲載されており検索が
難しい。

・入札用の別ページの作成や、ガイド
ページを作成して欲しい。

全国商工
会連合会

8 役務 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

○行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる。

・国が管理している情報なので行政機関
内で参照できる仕組みを構築し、証明書
類の添付の省略化を図るべき。

全国商工
会連合会

9
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

それぞれの自治体での手続き方法が違
う。

どこの自治体の部署でも同じ内容、同じ
入札方法に統一して欲しい。

全国商工
会連合会

10 役務
03 地方
公共団体

10 入札から落札に至るまで、行
政機関から何度も呼び出される
（訪問・説明を求められる）

情報収集、参加申請、内容確認、入札
等、行政窓口への訪問必要回数が多い。

ホームページやメールなどの活用で軽減
を。

全国商工
会連合会

11 役務
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

組合に対して、一般会社より多くの書類が
求められており、官公需適格組合の優先
度が損なわれている。

適格組合は数%の優位性を持たせるなど
の特典があってもよいと思われる。

全国中小
企業団体
中央会

12 役務 01 国
07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

国の入札案件情報が分かりにくい。
全国中小
企業団体
中央会

13 役務
03 地方
公共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

入札参加時に行政機関が保有する情報
の提出が求められ、納税証明書等など
は、発行日が公告日より３ヶ月以内のもの
を提出しなければならず、経費がかかる。

全国中小
企業団体
中央会

14
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出した
方が手続が早く完了する、オン
ラインシステムはあるが対応して
いない部署・自治体がある等）

○入札手続のオンライン化はされている
が使いにくい（地方公共団体の各オンライ
ンシステムに、当社側担当窓口が対応し
きれていない）。

経済団体
連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

15 役務
02 両方
（国・地
方）

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

○公募プロポが掲載されている場所がわ
かりにくい。

公共のHPのわかりやすいところに掲載し
て欲しい。

経済団体
連合会

16 役務
02 両方
（国・地
方）

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

○公募期間が過ぎると要項がHPで閲覧
できなくなる。

公募期間が過ぎても一定期間は見られる
ようにして欲しい。

経済団体
連合会

17 役務
02 両方
（国・地
方）

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

○公募書類（全部or一部）を窓口まで取り
に来させる。

遠隔地や多忙な際には取りにいけないの
で、必要書類・参考資料はHPで入手でき
るようにして欲しい。

経済団体
連合会

18 役務
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

○企画競争で提案書類・枚数制限がな
い。

枚数制限をつけることで作成者、評価者
（行政側）ともに負担が軽減されると思わ
れる。

経済団体
連合会

19 役務
02 両方
（国・地
方）

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

○落札後・選定後に交付される契約書案
を取りに行く必要がある（一部団体）。

希望した場合には郵送してもらえる制度を
つくって欲しい。

経済団体
連合会

20 役務 01 国

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出した
方が手続が早く完了する、オン
ラインシステムはあるが対応して
いない部署・自治体がある等）

○電子入札に移行した結果かえって負担
が増大したケース（経済産業省）。
経済産業省の電子入札システムは、入札
書のみの利用に限られ、企画書等は必要
部数を紙と電子媒体（CD-R）での提出を
求められる。以前はすべて紙と電子媒体
で済んでいたものが、電子入札導入により
煩雑になった。さらに、電子入札導入前に
は必要がなかった入札参加表明書の提
出が必要となった。

経済団体
連合会

21 役務 01 国
07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

○国の政府調達の掲載公募のホーム
ページ掲載が省によって掲載の仕方が異
なることや説明会があること、具体的な記
載がない場合もあり、公募内容がバラバラ
でわかりにくい。

国なら各省庁毎にではなく、国の調達情
報をまとめた上で、各省庁毎に検索できき
るようにならないのか。

経済団体
連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

22 役務 01 国

○仕様内容審査のあるような役務入札に
おいては入札資料提出後、仕様内容審
査を経て、金額入札となるものもあるが、
仕様内容審査については結果発表はい
つになるのか明確になっていない。

３日後とか１週間後とか審査期間を明確に
していただきたい。

経済団体
連合会

23 役務
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

東京都は指名通知が出てから希望申請を
出すのに数日しか期間がなく、かつその
間に都庁を訪問して発注部署の認め印を
貰う手順である。都庁を訪問して発注部
署の認印をもらう手続きは落札者に時間
のロスを強いている。

指名通知を出してから希望申請を出す間
に、入札者が都庁を往復し、発注部署の
認印をもらう手続きを廃止する。

経済団体
連合会

24 役務 01 国

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出した
方が手続が早く完了する、オン
ラインシステムはあるが対応して
いない部署・自治体がある等）

国の電子入札システムはGEPSという標準
システムがある。しかしすべての省庁が
GEPSを利用している訳ではなく、省庁が
独自に電子入札システムを持っているとこ
ろがあり、画面表示、操作手順、用語等が
システム毎にバラバラで不便である。

全省庁が、GEPSという標準システムを統
一的に使うように改善することが望まれ
る。

経済団体
連合会

25 役務 01 国

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出した
方が手続が早く完了する、オン
ラインシステムはあるが対応して
いない部署・自治体がある等）

国の電子入札システム(GEPS)は添付ファ
イルが最大3メガバイト迄という制限があ
る。3メガバイトを超えると電子入札システ
ムでは送信できず、紙で持参となり、不便
である。

国の電子入札システム(GEPS)の添付ファ
イルの上限を10メガバイト以上に拡大する
ことが望まれます。

経済団体
連合会

26 役務
03 地方
公共団体

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出した
方が手続が早く完了する、オン
ラインシステムはあるが対応して
いない部署・自治体がある等）

地方公共団体の電子入札システムは自治
体毎にシステムがバラバラで使用手順や
段取りが異なり、自治体毎に使い方に習
熟する必要があり、入札者にとって大きな
負担である。

国が主導して、地方公共団体の電子入札
システムの統合化・統一化に、一刻も早く
着手してほしい。

経済団体
連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

27 役務
02 両方
（国・地
方）

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出した
方が手続が早く完了する、オン
ラインシステムはあるが対応して
いない部署・自治体がある等）

一部の国の機関や地方公共機関で、入
札公告や入札説明書をダウンロードする
環境を、電子入札システム内に限る、制限
をつけているところがある。電子入札シス
テムに入るには代表者名義のICカードを
使う必要があり、操作者も限定されるた
め、不便である。

入札公告や入札説明書は国や地方公共
団体のホームページ内に置き、電子入札
システムにログインせずに、閲覧できるよう
にすることが望ましい。

経済団体
連合会

28 役務 01 国
07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

○入札に関する情報の公表の仕方が分
かりにくい。

・入札案件の情報を分かりやすい形で広
く周知してほしい。

経済団体
連合会

29 役務 01 国
07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

○入札に関する情報の公表の仕方が分
かりにくい。

・統一資格審査申請・調達情報検索サイト
があるが、入札に参加しようとする案件の
検索がし難い。
また、入札案件を誰が受注したかを検索
することができない（実際に受注した案件
を検索しても出てこない）。

経済団体
連合会

30 役務 01 国

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

○入札に関する仕様書の調査内容が分
かりづらいので、技術等提案の策定に苦
慮することが多い。

経済団体
連合会

31 役務 01 国

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出した
方が手続が早く完了する、オン
ラインシステムはあるが対応して
いない部署・自治体がある等）

○電子入札にも関わらず、別途本紙を持
参（もしくは郵送）しなければならない省庁
がある。

・電子入札で全て終了するようにしてほし
い。

経済団体
連合会

32 役務 01 国

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出した
方が手続が早く完了する、オン
ラインシステムはあるが対応して
いない部署・自治体がある等）

○電子入札システムに添付できる資料の
データ容量が小さすぎて(2MB）、解像度
の調整などが余儀なくされて結局持参す
ることになる。

・10MBは添付できるようにしてほしい。
経済団体
連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

33 役務 01 国

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

○提出書類に類似業務の実績の証拠書
類として、報告書や契約書の提出が求め
られるが、報告書が100ページ以上などの
場合、必要部数を例えば５部用意する場
合相当の量になっている。

環境への配慮を考えた場合、データでの
提出など他の方法を検討してほしい。

経済団体
連合会

34
物品
役務

01 国

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

紙入札方式で参加していますが、必要書
類が多く簡素化を希望します。紙入札方
式での参加願いや、競争参加資格確認
のための証明書等の提出が必要であり、
各種資料の確認も含めて入札書類の準
備にかなりの工数がかかります。

同友会

35
物品
役務

01 国

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

必要書類を都度提出して行くため訪問回
数が増える傾向にあり、指定書式の準備
なども含めて社内調整に多くの負担があり
ます。電子入札であればこのようなことは
無いのかもしれませんが、電子入札の対
応省庁、システム仕様にバラつきがありま
す。

同友会

36
物品
役務

01 国

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出した
方が手続が早く完了する、オン
ラインシステムはあるが対応して
いない部署・自治体がある等）

提供書類のファイルフォーマットがWord形
式、一太郎形式など統一されていませ
ん。また、電子データでの提供も可として
いますがバージョンが古く対応が困難な
場合があります。（Excelの古いバージョン
などを指定される）

同友会

37
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出した
方が手続が早く完了する、オン
ラインシステムはあるが対応して
いない部署・自治体がある等）

○電子入札システムを利用する場合、代
表者名と代理人それぞれの電子証明書
が必要な場合がある。

・代表者又は代理人名の電子証明書どち
らか１枚のみで利用可能な場合もあるた
め、 電子証明書は代表者か代理人のど
ちらか１枚申請すれば電子入札システム
が利用できるように統一して欲しい。

同友会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

38 役務 01 国

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

当社は廃棄物処理に携わっております。
廃棄物処理に関する業務の入札参加の
条件として、「国等における温室効果ガス
等の排出の削減に配慮した契約の推進に
関する法律」に基づき、裾切り方式が採用
されている場合があり、裾切り審査に必要
な書類として、決算書類、納税証明書、社
会保険料納付証明書等の提出を求めら
れます。

しかしながら、廃棄物処理業の許可を取
得する際に決算書類の審査を受けていま
すので、許可を有していることで経営状況
に問題はないと見做していただきたい。ま
た各証明書類は行政のほうで把握してい
る情報でありますので、これらの書類提出
を省略することも検討願いたい。

日本商工
会議所

39

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

○入札時に行政機関が保有する情報（納
税証明書、社会保険の加入・納付証明、
登記謄本等）の提出を求められる
・納税証明書、社会保険や労働保険の納
付証明、入札担当社員の社会保険への
加入証明等の提出が求められ、企業は個
別に年金事務所や労働基準監督署に証
明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であ
り、納税状況、登記情報等を（法人番号の
活用等を通じて）行政機関内で参照でき
る仕組みを構築し、証明書類の添付の省
略化を図るべき。

全国商工
会連合会

40 役務
03 地方
公共団体

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

入札に関する情報の公表の仕方が分かり
にくい

・入札案件の情報が、HPで公表されてい
ないことがある。分かりやすい形で広く周
知してほしい。
・仕様書等の資料を紙のみで配布される
場合がある。電子ファイルで提供してほし
い。

全国商工
会連合会

41 役務
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

入札の際、添付する内訳書の作成負担が
大きい。

数量を入れるだけで良いように内訳書の
書式をエクセルデータで配布して欲しい。

全国商工
会連合会

42

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

統一参加資格でランク付が決定している
にも関わらず、入札毎に書類を提出しな
けらばならない。

統一参加資格での会社審査とし、入札毎
の書類提出を省略したい。

経済団体
連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

43 役務
02 両方
（国・地
方）

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

入札書等の様式や記載方法が府省によ
り、また自治体により異なる場合があるの
で統一していただきたい。
また、仕様書等の資料を紙のみで配布さ
れる場合がある。

紙の仕様書は社内の情報管理・情報共有
等に負担がかかるため、電子ファイルで
提供いただきたい。

経済団体
連合会

44 役務
02 両方
（国・地
方）

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出した
方が手続が早く完了する、オン
ラインシステムはあるが対応して
いない部署・自治体がある等）

現状は各システムへログインし情報を取得
する等、手間がかかっている。

国、地方公共団体における入札公告につ
いて一元的に参照できる仕組みがあると
在り難い。

経済団体
連合会

45 役務 01 国

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

政府電子調達システム(GEPS)において
は、研究開発等案件（実費精算型）にお
いては電子入札が実施できない仕様と
なっているため、電子入札、契約が対応
できるようにしていただきたい。

経済団体
連合会

46 役務 01 国

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

政府電子調達システム(GEPS)に登録して
いない調達案件がある。また、仕様書等を
添付していない案件が散見される。

供給者側の利便性を考え、GEPSへの登
録を義務付けて欲しい。

経済団体
連合会

47
物品
役務

03 地方
公共団体

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出した
方が手続が早く完了する、オン
ラインシステムはあるが対応して
いない部署・自治体がある等）

政府電子調達システム(GEPS)の入札結
果確認における下記検索条件について、
利便性を向上させるため拡張していただ
きたい。
①日付検索で公示日や開札日の指定も
加えて欲しい（現在は指定しない／公開
日／結果登録日のみ）。
②日付検索でfrom～toで指定できるよう
にして欲しい（現在は指定日以前／指定
日以降／指定日の３条件のみ）。
③表示件数200件を超えると表示されない
ので、2ページ目以降を作るなり工夫し、
せめて500件は検索できるようにして欲し
い。

経済団体
連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

48
物品
役務

01 国

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

最初の段階における書類準備の量が膨
大であること。また、候補者が絞り込まれ
て以降段階でも、膨大な量になることがあ
る。

取得すべき重要な項目を絞り込む。一
方、技術者が読み込む際、誤解なく仕様
書を作成できる、詳細かつ重要な項目を
改めて検討しては如何でしょうか。発注者
の意図が明確に反映されているか、検証
が必要だと思う。

経済団体
連合会

49
物品
役務

01 国

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

仕様書に求められる記載内容のレベルが
担当者によって異なるケースが多々ある。
また、入札情報に不足があることが多々あ
る（特に研究所・大学関係）。

発注者側の入札情報の質を向上させる教
育が必要なのではないか。

経済団体
連合会

50
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

入札日程や参加資格等の入札参加の際
に必要な情報がわかりづらいし入手しづら
い。

入札実施情報をホームページ上でわかり
やすくするような工夫をして欲しい（各省
庁・各都道府県・各市区町村毎に異なっ
ているものを、共通フォーマットにする
等）。

経済団体
連合会

51
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

入札結果が入札案件によっては公開され
る場合とされない場合がある（入札結果情
報が入手しづらい）。

入札結果情報をホームページ上で分かり
やすい様に、工夫して公開して欲しい（各
省庁・各都道府県・各市区町村毎に異
なっているものを、共通フォーマットにする
等）。

経済団体
連合会

52
物品
役務
測量等

02 両方
（国・地
方）

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出した
方が手続が早く完了する、オン
ラインシステムはあるが対応して
いない部署・自治体がある等）

特にJavaのバージョンには苦労していま
す。例えば、Windows10 の場合、GEPSは
Ver.101以降ですが、神奈川県、東京都、
NICTはVer.65以降です。厳密にはマシン
を別に用意しなければいけませんが維持
管理コストを考慮すると現実的ではありま
せん。また、IEの互換性の設定の有無や
Internet Optionの詳細設定も異なってお
り、一台のマシンを設定して安定稼働が
確認できるまでに数ヶ月かかります。

電子入札にかかわるPCの設定条件を統
一してほしいです。

日本商工
会議所

116/165



Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

1 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

入札参加申請書類として「同種工事実
績」と「予定配置技術者資格経験」「工事
成績」等の書類の提出を求められる。同
じ実績や技術者で提出する場合でも提
出先によって若干フォームや内容が異な
るのでコピーするわけにもいかず、申請
の都度同じ内容を繰り返し作成しなけれ
ばならず、手間である。

・コリンズに登録した工事、文科省に登録さ
れた工事成績については書類を作成するこ
となく、そのままデータを共有できるようにし
て欲しい。
・書類を作成しなければならない場合には
共通フォームにして欲しい。

日本商工
会議所

2 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

１件の案件に対して重複書類（コリンズの写
し等）は１部添付し他は省略してほしい。
（企業の同種工事の施工実績に添付した物
を配置予定技術者の施工実績にも全く同じ
物を添付している。）

全国中小
建設業協

会

3 建設工事 01 国

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

入札時に社長から支社長の委任状、支
社長から支店長への委任状（担当なら副
代理人の委任状）と委任状が多く、準備
に手間がかかる。特に当社の場合は社
長・支社長の押印に手間と時間がかか
る。

担当者まで権限委譲する等、押印手続きを
簡素化して欲しい。

経済団体
連合会

4 建設工事 01 国
06 申請様式・書式が国、地方
公共団体ごとに異なる

自衛隊の入札書等のフォームが各々の
隊によって異なり、都度確認するのが手
間である。
・自衛隊の入札時に提出する「入札書」
「委任状」「内訳書」が近隣の自衛隊で
あっても各々で異なり、また同一自衛隊
であっても時折様式が変更されているこ
とがある。そのため作成する際に該当自
衛隊及び様式の変更有無を確認しなけ
ればならない。

記載内容はほぼ同じなので‘北部方面隊、
東部方面隊、西部方面隊’等の単位で統一
して欲しい。

日本商工
会議所
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

5 建設工事 01 国
07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

入札結果（応札業者一覧）が電子入札シ
ステムよりもＨＰの方が先に公表されてい
ることがある。

全国中小
建設業協

会

6 建設工事 01 国
07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

入札公告の公表・掲示方法がわかりにく
い。
・自部門のＨＰで公表するケース、各部門
がまとまった入札案内で公表するケース
など、発注者によって公表方法がまちま
ちでわかりにくい。特に自部門ＨＰの場合
はそのページを探し出すのが難しいこと
もある。

リンク先をＴＯＰページにわかりやすく掲載し
て欲しい。

日本商工
会議所

7 建設工事 01 国

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

一部の役所だけであるが、かなり厚みの
ある紙の入札説明書、図面等をかなりの
金額で購入せざるを得ず、落札できな
かった場合は非常に無駄なコストが発生
している。申請書類も一から作成しなけ
ればならず、実際に応札できなかった業
者もいると聞いている。

記載を要する書類は必ず、ワード、エクセル
等で配布してほしい。ＰＤＦファイルや一太
郎ファイルでは使えないです。

全国商工
会連合会

8 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

工事費内訳書の積算基準（根拠）計算書
類作成の負担が大きいです。

全国商工
会連合会

9 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

入札時の手続きの簡素化（内訳書・技術者
情報・会社情報等）はできないものか。

全国商工
会連合会

10 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

落札者決定までの提出書類を簡素化して
欲しい。細かい確認書類は落札候補者のみ
の提出で十分だと思う。

全国商工
会連合会

118/165



Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

11

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

頻繁に入札に参加するわけではない小
規模事業者は提出書類の作成に慣れて
いないため、社内の事務作業にかかる負
担が非常に大きくなってしまう。

小規模事業者が参加する入札については
提出書類のスリム化や提出書類の簡略化を
進めるべきではないか。

全国商工
会連合会

12 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

提出書類作成の負担が大きい。 簡略化できるところがいくらでもある。
全国商工
会連合会

13 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

申請様式の書き方が分かりにくい。
高校生でも分かるようなものにしてもらいた
い。

全国商工
会連合会

14 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

落札候補者にのみ書類提示を求めれば
良いが、全業者に根拠や内訳書など、添
付書類が膨大すぎる。

全国商工
会連合会

15 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

入札時の提出書類の作成負担が大き
い。

行政目的を達成するために本当に必要な
情報なのか、取得情報の棚卸と精査を行う
べき。

全国商工
会連合会

16 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

入札書類の作成負担が大きい。特に、見
積書の作成が必要であり、作成に多くの
時間が割かれているのが現状である。

簡易な書類で代用可としていただき、後日、
詳細な書類を再提出することが可能であれ
ば、無駄な労力がなくなり、経営効率の向上
につながる。

全国商工
会連合会

17 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

提出書類の作成負担が大きい。 ・手続きの簡略化をお願いしたい。
全国商工
会連合会

18 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

入札にあたっての提出見積に関する質
問回答が入札の２、３日前であることが多
く、提出見積を作成する時間が無い。

入札の７日前には回答いただくよう改善して
もらいたい。

経済団体
連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

19 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

入札時の見積内訳書を似入しているが、
下請業者との協議や依頼等多くの時間
や手間がかかる。

解決提案として元請が落札後、現地での調
査や検討をした後、下請業者へ見積依頼を
し、実行予算を作成することから、入札時で
の見積を不要としてもらいたい。

全国中小
建設業協

会

20 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

入札に参加する場合、工事内訳書を添付し
なければなりませんが、落札してからでも良
いと思います。

全国商工
会連合会

21 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

入札時の手続きの簡素化をお願いした
い。既に変更届や経営事項審査書類で
企業情報は把握済みと思える。

全国商工
会連合会

22 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

○入札時の提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集作業含
む））。
・落札できなかった多くの企業にとって応
札に要したコストや時間は無駄となる。

入札には簡素な書類を課してほしい。
全国商工
会連合会

23 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

入札に必要な提出書類が１回１回多すぎ
る。

同じ内容の書類は同様の書式でＯＫとする
など、簡素化できないのか。

全国商工
会連合会

24 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

申請様式の変更が多すぎる（年度で変
わったり、部署ごとで違ったり等）。

全国商工
会連合会

25 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

書類の提出にともなう社内の事務作業な
どの作成負担が大きい。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

26 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

資格要件の基準が明確でない場合があ
る。

全国商工
会連合会

27 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

○全体的に書類の簡素化・手続きの簡素化
を進めて欲しい。

全国商工
会連合会

28

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

統一参加資格でランク付が決定している
にも関わらず、入札毎に書類を提出しな
けらばならない。

統一参加資格での会社審査とし、入札毎の
書類提出を省略したい。

経済団体
連合会

29 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

資料１－１の１ページの２つ目の◆に書
いた通り、政府も国家戦略の中で政府調
達を使って研究開発型ベンチャーを育成
していくような仕組みができないか検討し
ている。なるたけ中小、ベンチャーの人に
も国の税金が回って、それを足場に研究
開発なり営業拡大なりをしていただこうと
いう国の大きな方針もある。そこでこう
いった方々が入り口のところで排除され
てしまいますと、また本末転倒になります
ので、小さな方々からは、もちろん入り口
のところで排除されては困るという御懸念
の声もある。

しっかりした会社であれば、このぐらいの書
類はそろえられなくてはいけないのだという
御指摘もあるが、行政手続の簡素化をして
大幅に削減していこうということであれば、こ
ういうことも検討に値するのではないか。

日本商工
会議所
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

30 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

行政によっては、案件によって、入札の
段階で強度計算書まで添付を要求する
場合がある。通常、ちょっとしたビルの工
事の案件であれば、強度計算するだけで
も800万とか900万とか1,000万円のお金
がかかる。入札参加者が30社いた時に、
30社全社が全部強度計算をして、入札を
しても、落札できなかったところは強度計
算のお金は結局全部無駄になる。

（簡易確認型入札のような取組を普及すれ
ば）強度計算も含めて、こうした無駄が排除
できるのではないか。

日本商工
会議所

31 建設工事
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

○行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる。

行政機関が管理している情報は、納税状
況、登記情報等を行政機関内で参照できる
仕組みにし、証明書類の添付の省略化を図
るべき。

全国商工
会連合会

32 建設工事
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

行政が保有している情報は、マイナンバー
や法人番号を活用して提出不要と出来ない
ものでしょうか。

全国商工
会連合会

33 建設工事
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

○入札時に行政機関が保有する社会保
険の加入の提出を求められる

・社会保険や労働保険の納付証明、入札担
当社員の社会保険への加入証明等の提出
が求められ証明依頼をしているが、負担な
ので、出来れば省略化をしてほしい。

全国商工
会連合会

34 建設工事
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

書類添付資料として行政機関の保有す
る情報の提出が求められる。

全国商工
会連合会

35 建設工事
02 両方
（国・地
方）

05 国、地方公共団体が所管す
る団体（独立行政法人等）につ
いて、個別に入札参加資格を
受けなければならない（国・地
方公共団体と団体の、また、団
体間での資格統一がされてい
ない）

入札手続きのオンライン化が進んでいる
が、外郭団体（住宅供給公社、首都高速
道路公団等）の電子入札については、異
なる電子証明が必要となっていて、購入・
維持の点から負担がかかる。

外郭団体といえども統一できないものか。
日本商工
会議所
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

36 建設工事
02 両方
（国・地
方）

06 申請様式・書式が国、地方
公共団体ごとに異なる

入札時の工事費内訳書の書式の統一。
全国商工
会連合会

37 建設工事
02 両方
（国・地
方）

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

入札に関する情報が大企業と比較して小
規模事業所だとなかなか入ってこない。

入札案件の情報を様々な方法にて公表し、
広く周知してほしい。

全国商工
会連合会

38

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

小規模事業者は人員の関係上、入札案
件の情報を入手することも大手とは違い
負担となる。

できる限りHPでの周知や電子ファイルでの
資料配布等を行って欲しい。

全国商工
会連合会

39 建設工事
02 両方
（国・地
方）

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

入札情報で発注予定と落札結果の発表
が遅い。

迅速に対処してもらいたい。
全国商工
会連合会

40 建設工事
02 両方
（国・地
方）

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

現状の発注見通しでは、入札時期を四
半期単位で公表しており、詳細な公告時
期・入札時期を把握できる情報がない。

公告時期・入札時期は四半期単位ではな
く、月単位での公表にして欲しい。また、公
告の２週間程度前に公告日の事前公表をし
て欲しい。

経済団体
連合会

41 建設工事
02 両方
（国・地
方）

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

入札手続のオンライン化が一部されてい
ない（市町村）。

中途半端でなく、全ての入札手続をオンライ
ン化する様に義務付けて欲しい。

全国商工
会連合会

42 建設工事
02 両方
（国・地
方）

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

○那須町は電子入札に対応していない。
・導入に関して多々問題はあると思うが、
設計書のCD配布や入札のたびに役場
へ訪問しなければならない。

電子入札システムを導入してほしい。
全国商工
会連合会

43 建設工事
02 両方
（国・地
方）

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

申請書類の簡素化・オンライン化の徹底。
全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

44 建設工事
02 両方
（国・地
方）

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

一部県の機関はFAXによる案内で文字
がはっきりしない事や見落とす事もある。

国・地方公共団体で入札指名の案内をす
べて電子入札案内にして欲しい。

全国商工
会連合会

45 建設工事
02 両方
（国・地
方）

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出し
た方が手続が早く完了する、オ
ンラインシステムはあるが対応し
ていない部署・自治体がある
等）

〇電子入札参加申請書及び添付資料の
提出で送信容量３MB以内となっていて
容量を超える場合には、必要書類一式
持参か書留郵送により提出することとなっ
ていて、収める為の作成負担がある。

現在の添付データの容量を５ＭＢまで上げ
て欲しい。

全国商工
会連合会

46 建設工事
02 両方
（国・地
方）

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出し
た方が手続が早く完了する、オ
ンラインシステムはあるが対応し
ていない部署・自治体がある
等）

参考内訳書がＰＤＦで配布されることが多
い。ＰＤＦフォームをエクセルフォームに
変換して積算に利用するのが非常に手
間である。

・発注者がエクセルで作成した内訳書をあ
えてＰＤＦに変換することなく、エクセルで配
布して欲しい。もしくはＰＤＦとエクセルの両
方で配布して欲しい。

日本商工
会議所

47 建設工事
02 両方
（国・地
方）

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出し
た方が手続が早く完了する、オ
ンラインシステムはあるが対応し
ていない部署・自治体がある
等）

電子入札については、地方の場合回線
等不具合状況が頻繁にあり心配である。
またネットの信用性がまだ低い。

全国商工
会連合会

48 建設工事
02 両方
（国・地
方）

10 入札から落札に至るまで、
行政機関から何度も呼び出さ
れる（訪問・説明を求められる）

入札に際してのヒアリングや落札後の調
整に長い時間がかかる。

日本商工
会議所

49 建設工事
02 両方
（国・地
方）

10 入札から落札に至るまで、
行政機関から何度も呼び出さ
れる（訪問・説明を求められる）

入札に際してのヒアリングの日時が決め
打ちで、融通が利かない。落札後の打ち
合わせなどでたびたび呼び出され、メー
ルでの対応はできない。

日本商工
会議所

50 建設工事
02 両方
（国・地
方）

入札から開札まで、一か月など長期間が
ある。

短期間で開札されることを望みます。
全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

51 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

申請に係る書類が多いにもかかわらず、
発注案件によってはそれを準備するため
の十分な公募期間が設定されていない。

予告の広報、公募の個別案内を行っていた
だきたい。

全国中小
企業団体
中央会

52 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

希望票の希望理由は必要か。
仕事が欲しいから希望するのであって、
その他理由など不必要だと思う。
内訳書の添付は必要か。

落札者のみではダメか。
日本商工
会議所

53 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

入札情報が公表されてから、入札までの
期間が短い。準備期間が短く入札に参加
できない場合がある。

全国商工
会連合会

54 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

入札時の提出書類の作成負担が大きい
（落札できなかった場合のコストや時間ロ
スが大きい）。

候補者を絞り込んだ段階で詳細な資料の提
出を求めてはいかがでしょうか。

全国商工
会連合会

55 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

○入札時の提出書類の作成負担が大き
い。

全国商工
会連合会

56 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

○入札の申請の期間を長くしてほしい。
全国商工
会連合会

57

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

○入札時の提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集作業含
む）や社外専門家への支払い等）。
・落札できなかった多くの企業にとって応
札に要したコストや時間は無駄となる。
・行政目的のために活用されているのか
疑問な書類・情報がある。

・入札の 初の段階では簡素な書類のみを
課し、候補者を絞り込んだ段階でより詳細な
書類を課すべき。
・行政目的を達成するために本当に必要な
情報なのか、取得情報の棚卸と精査を行う
べき。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

58 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

総合評価方式における入札参加資格申
請の添付種類が多い。また同時期に複
数の参加申請があった時も添付種類が
多く重複する。

年度内で提出していれば再提出は不要に
してほしい。

全国商工
会連合会

59 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

書類が多岐にわたることや作成の負担が
大きいことから、書類を作成できる業者と
できない業者がはっきりと分かれている。

より競争を促し、多くの業者が参加し成長で
きるよう手続きの簡素化をお願いしたい。

全国商工
会連合会

60 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

1・落札できなかった多くの企業にとって
応札に要したコストや時間は無駄となる。
2・行政目的のために活用されているのか
疑問な書類・情報がある。

1・入札の 初の段階では簡素な書類のみ
を課し、候補者を絞り込んだ段階でより詳細
な書類を課すべき。
2・行政目的を達成するために本当に必要
な情報なのか、取得情報の棚卸と精査を行
うべき。

全国商工
会連合会

61 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

入札時の事務負担が容易でない。小規
模事業者には事務処理が一番の負担で
ある。

全国商工
会連合会

62 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

入札時、提出書類の中に下請けに対して
も、社会保険等の書類が必要となってい
るが、許可があれば必要なのか？

全国商工
会連合会

63 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

入札時の提出書類作成負担について。
落札できなかった多くの企業にとって書類
収集作業他要したコストや時間が無駄にな
るので、それに見合うものにしてほしい。

全国商工
会連合会

64 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

○工事内訳書の作成に時間がかかる。
・入札に参加してもほとんど落札できない
状況で、工事内訳書の作成負担が大き
い。

積算資料と同様に工事内訳書をデータ化し
単価金額の入力のみ業者が行うようにすべ
きではないか。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

65 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

提出書類が繁雑なうえ、間違いが無いよ
うにする為、行政書士に依頼しているが
費用が負担になる。

全国商工
会連合会

66 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

決められた書式・要領がないにも関わら
ず、提出書類に不備があると言われ、減
点されたことがある。（市）

全国商工
会連合会

67 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

請負工事約款の変更等がまれに実施さ
れている。変更があった際のアナウンス
がないため再度提出ということがたびた
び起こっている。

書式変更などについては都度アナウンスを
行っていただきたい。

全国商工
会連合会

68 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

総合評価落札方式において会社情報
等、同じ資料を毎回作成しなければなら
ない。

一度登録すれば変更の無い限りその情報
を利用できるようにしてほしい。

全国中小
建設業協

会

69 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

総合評価落札方式実績評価型等は入札
前に技術資料（様式1～7号）や資格要件
確認資料を作成しなくてはならず、落札
できなかった時の負担が大きい。

全国中小
建設業協

会

70 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

提出書類を書面で提出する際は、両面
印刷とし、各様式と添付資料を綴じ、
ページ番号を付すこと。
添付資料の綴り位置は極力『各様式の直
後』とする。等の細かな留意事項が多い。

実績の証明として、コリンズの添付を条件と
している機関があるが、登録番号を記載して
いれば、発注機関の方でコリンズセンターへ
問い合わせるなどの対応をしてほしい。実
際、コリンズに登録していれば、提出不要の
機関もある。

全国中小
建設業協

会

71 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

内訳書の数が多すぎる。レベル1～レベ
ル4。

全国中小
建設業協

会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

72 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

行政の仕様書の字に誤りがあり　どちらを
使用すればいいか解らない。

全国中小
建設業協

会

73 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

同じ発注機関へ提出する書類なのに毎
回同じ添付書類を付けなくてはいけない
（例：建設業許可関係等）。

年度当初に１回提出し、その年度は省略し
てほしい（変更があれば都度提出）。

全国中小
建設業協

会

74 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

書類作成による事務作業の負担が大き
い。

一般競争入札時の書類が多く、落札候補者
に選ばれた際に書類の提出を呼びかけて
ほしい。

全国商工
会連合会

75 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

毎回同じ書式の件名と番号を書き換える
だけだが、手間がかかる。

オンラインの入札申込みにおいて、「入札参
加申込書」「閲覧確認書」は添付不要として
欲しい。

全国商工
会連合会

76 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

積算業務に時間がかかる上、内訳書作
成は手間がかかる。

オンライン入札時の内訳書の添付は不要と
して欲しい。

全国商工
会連合会

77 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

工事の種類にもよるが、内訳書の作成に
時間を多く費やす事が負担となる。積算
ソフトによりスムースに作成できることもあ
るが、まれにソフトで対応出来ず、エクセ
ルに入力して作成する場合は時間がか
かる。

工事ごとに単価や金額の入力のみで作成
出来るような対応をしてもらえたら有り難い。

全国商工
会連合会

78
物品
建設工事

03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

地方公共団体へ入札参加資格を取得す
るための手続きが、毎年必要で煩雑であ
る。

・代表者および代理人（委任者）等の内容に
変更が無い場合は、有効な期間を複数年に
延長してほしい。
または、変更が無い場合の申請手続きは、
添付書類の免除等、簡略化してほしい。

経済団体
連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

79 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

総括表をすべて記入しなければいけな
い。金額もレベル1から4まで記入しなけ
ればいけないので、作成負担が大きい。

レベル2までの記入にしていただきたい。
全国中小
建設業協

会

80 建設工事
03 地方
公共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

紙入札の際、経営事項審査結果通知書
の提出を求められることがある。

行政機関で情報を閲覧して書類の省力化
を図って欲しい。

全国商工
会連合会

81 建設工事
03 地方
公共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

納税証明書、社会保険や労働保険の納
付証明、入札担当社員の社会保険への
加入証明等の提出が求められ、企業は
個別に年金事務所や労働基準監督署に
証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であり、
納税状況、登記情報等を（法人番号の活用
等を通じて）行政機関内で参照できる仕組
みを構築し、証明書類の添付の省略化を図
るべき。

全国商工
会連合会

82 建設工事
03 地方
公共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

県税・町税の納税証明書の添付は、受付機
関で照会可能なので省略が可能かと考え
る。

全国商工
会連合会

83 建設工事
03 地方
公共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

○行政機関が保有する情報（納税証明
書、社会保険の加入・納付証明、登記謄
本等）の提出を求められる。
納税証明書、社会保険や労働保険の納
付証明、入札担当社員の社会保険への
加入証明等の提出が求められ、企業は
個別に年金事務所や労働基準監督署に
証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であり、
納税状況、登記情報等を（法人番号の活用
等を通じて）行政機関内で参照できる仕組
みを構築し、証明書類の添付の省略化を図
るべき。

全国商工
会連合会

84

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

○入札時に行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求められる
・納税証明書、社会保険や労働保険の納
付証明、入札担当社員の社会保険への
加入証明等の提出が求められ、企業は
個別に年金事務所や労働基準監督署に
証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であり、
納税状況、登記情報等を（法人番号の活用
等を通じて）行政機関内で参照できる仕組
みを構築し、証明書類の添付の省略化を図
るべき。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

85 建設工事
03 地方
公共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

入札時に、添付書類の中で行政機関が保
有する情報は、極力省略化をお願いした
い。

全国商工
会連合会

86 建設工事
03 地方
公共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

契約時の労働保険や社会保険の加入証
明書。

経営審査時に提出済である。
全国商工
会連合会

87
物品
建設工事

03 地方
公共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

地方公共団体へ入札参加資格を取得す
るための手続きに際し、行政機関が保有
する情報（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の提出を再
度求められる。

国や地方公共団体が保有する情報は、行
政側で共有する等申請者の負担軽減を
図ってほしい。

経済団体
連合会

88 建設工事
03 地方
公共団体

06 申請様式・書式が国、地方
公共団体ごとに異なる

入札参加資格書類に必要な書類が、自
治体ごとに異なっており事務の煩雑さに
繋がっている。

統一化することはできないか。
全国商工
会連合会

89

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

○入札に関する情報の公表の仕方が分
かりにくい。
・入札案件の情報が、HPで公表されてい
ないことがある。

・分かりやすい形で広く周知してほしい。
全国商工
会連合会

90 建設工事
03 地方
公共団体

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

指名入札に関してはメール等での連絡が
入るが、一般入札はホームページ・又は
茨城県電子入札のページから工事案件
を検索しなくていけない為、見逃してしま
うこともある。

一定の登録をすれば一般競争入札でも入
札参加資格がある案件についてはメール等
で連絡が来るようなシステムにしてもらいた
い。

全国商工
会連合会

91 建設工事
03 地方
公共団体

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

・入札案件の情報が、HPで公表されてい
ないことがある。

・分かりやすい形で広く周知してほしい。
全国商工
会連合会

92 建設工事
03 地方
公共団体

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

入札情報や公表の仕方がわかりにくい。 ・分かりやすい形で広く周知できないか。
全国商工
会連合会

93 建設工事
03 地方
公共団体

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

入札に関する情報の公表の仕方が分か
りにくい。入札案件の情報がHPで公表さ
れていないことがある。

分かりやすい形で広く周知してほしい。
全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

94 建設工事
03 地方
公共団体

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

指名競争入札のさいに、工事案件の通
知、仕様書などは電話にて案内が来て、
唐津市内の市役所本庁まで取りに伺って
いる（往復で1時間程度）。

ホームページ上にて公開などを行い負担軽
減が望まれる。

全国商工
会連合会

95 建設工事
03 地方
公共団体

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

（ランクの明記が無いため、メールを何回
も確認してしまう）

入札案件にランクを記入して欲しい。
全国商工
会連合会

96 建設工事
03 地方
公共団体

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

仕様書等の資料を、別途ＦＡＸ・電話確
認等申込みをして購入しないといけな
い。

ＨＰからダウンロード、電子メール等電子化
して欲しい。

全国中小
建設業協

会

97 建設工事
03 地方
公共団体

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

宮城県公告の工事の仕様書は電子ファ
イルでダウンロード出来るが、仙台市の
工事公告の仕様書はコピー屋に依頼し
て購入に行かなければならない。仙台市
の複数工事公告の仕様書が必要なとき
はコピー屋がさまざまなので、時間と経費
がかかる。

仙台市も電子ファイルダウンロード可能にし
てほしい。

全国中小
建設業協

会

98 建設工事
03 地方
公共団体

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

仕様書ＰＤＦのグレードが低く、積算ソフト
等での読み込みが出来ない。

全国中小
建設業協

会

99 建設工事
03 地方
公共団体

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

県、市の入札公告等のダウンロードについ
て、国土交通省同様に一括でダウンロード
ができるようにしてほしい。

全国中小
建設業協

会

100 建設工事
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

未だに見積図面を、A１判青焼きの紙で
郵送してくる機関が存在している。しかも
有料である。

言わずもがな、データによる配布にするべき
ではないか。コスト面の負担以上に、見積等
の実務に大変な苦労が存在する。

日本商工
会議所

101 建設工事
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

電子入札は大変便利なものだと思うが、
市町村単位では普及していない。

システム化を推進してもらいたい。
全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

102 建設工事
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

発注機関によっては、発注事務所に出向き
工事情報（工事内容縦覧）を入手し、入札も
発注事務所での紙入札があるが電子化して
欲しい。

全国商工
会連合会

103

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

○入札に関する情報の公表の仕方が分
かりにくい。
・仕様書等の資料を紙のみで配布される
場合がある。

・電子ファイルで提供してほしい。
全国商工
会連合会

104 建設工事
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

入札の予定金額を事前公表にして入札金
額の大小に関係なく電子入札にしてもらい
たい。

全国商工
会連合会

105 建設工事
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

・仕様書等の資料を紙のみで配布される
場合がある。

・電子ファイルで提供してほしい。
全国商工
会連合会

106 建設工事
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

入札案件情報が普通郵便で届く。普通
郵便であると、他の書類と混じってしまう
可能性がある。

簡易書留等で送ってほしい。また、受け取り
確認をＦＡＸで行っているが、オンライン化し
てほしい。

全国商工
会連合会

107 建設工事
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

入札が何件もある場合に、一番 後の入
札でも 初からいなければならず時間が
もったいない。

オンライン入札の導入
全国商工
会連合会

108 建設工事
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

町の工事も電子入札を実施。
全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

109 建設工事
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

射水市では、入札手続きがオンライン化
されていない。

出場入札しかなく、その都度出向かなけれ
ばならないのでオンライン化を進めてほし
い。オンライン化にはコストがかかるのも承
知しているが、入札手続きの合理化のため
各地方公共団体のオンライン化の普及を望
む。

全国商工
会連合会

110 建設工事
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

全ての入札を電子入札化して欲しい（相楽
東部広域連合は紙入札）。

全国商工
会連合会

111 建設工事
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

市町村（山口市）の発注物件が電子化さ
れていない。

電子化してしてほしい。
全国商工
会連合会

112 建設工事
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

電子入札制度がない（県はあるが、市が
まだ整備されていない）。

全国商工
会連合会

113 建設工事
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

自治体によってオンライン化されていな
い。

オンラインで確認出来るようにしてもらいた
い。

全国商工
会連合会

114 建設工事
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

紙による入札が必要。
オンライン入札の導入を検討していただきた
い。

全国商工
会連合会

115 建設工事
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

制限付き一般競争入札の申請時も、申請書
は紙でなく電子入札で出来るようにして欲し
い。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

116 建設工事
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

電子入札システム上で発注図書等の交
付はしているが、千葉県の競争入札参加
資格の確認審査を担当部局で対面審査
をする場合がある。本支店の所在地に
よってはかなり時間と労力を要する。

特別な理由がある場合は除いて、電子入札
システムで提出すれば問題ないと考えま
す。

全国中小
建設業協

会

117 建設工事
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

設計図書に係る質問は、書面を持参により
提出しているが、回答は電子入札システム
にて公表されているので、質問も電子入札
システムで提出できるよう対応してほしい。

全国中小
建設業協

会

118 建設工事
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

国や県は電子入札になっているが、行政
へはCDをもらいに行って、再度CDで提
出することとなっており、負担感がある。
地方行政での入札について、電子入札
が進んでおらず、国や県と異なるので負
担感がある。

地方の役場でも電子入札ができるよう進め
てもらいたい。

全国商工
会連合会

119 建設工事
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

県は、電子入札に対応しているが、市が
紙ベースである。

電子入札に対応してほしい。
全国商工
会連合会

120 建設工事
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

事後審査の書類で、毎回同じ書類の提
出を求められる。

同年度内なら、一度提出したものは免除と
ならないか（保有機械一覧、ボランティア活
動記録、ＩＳＯ取得の証明等）。

全国中小
建設業協

会

121 建設工事
03 地方
公共団体

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出し
た方が手続が早く完了する、オ
ンラインシステムはあるが対応し
ていない部署・自治体がある
等）

県に関しては、電子入札も取り入れられ
ているが、まずそのソフトが必要になる。

ソフトがなくてもオンラインできるようにならな
いのか。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

122 建設工事
03 地方
公共団体

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出し
た方が手続が早く完了する、オ
ンラインシステムはあるが対応し
ていない部署・自治体がある
等）

佐野市の「事後審査型条件付一般競争
入札」では、開札後、落札候補者が決
まっても、事後審査があるため、電子入
札システムでは「調査・保留」となり、落札
候補者へは電話連絡になるため、開札に
立ち会わない限り、すぐに対応ができな
い。

「調査・保留」になった時点で、落札候補者
も表示するようにはできないものか。

全国商工
会連合会

123 建設工事
03 地方
公共団体

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出し
た方が手続が早く完了する、オ
ンラインシステムはあるが対応し
ていない部署・自治体がある
等）

入札システムの不都合が多い。ＯＳの変
化に対する対応が遅い。
又、添付書類が多く簡素化してほしい。

全国商工
会連合会

124 建設工事
03 地方
公共団体

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出し
た方が手続が早く完了する、オ
ンラインシステムはあるが対応し
ていない部署・自治体がある
等）

○入札手続のオンライン申請について、
新しいバージョンの基本ＯＳが対応して
いない。

・古いバージョンでないとオンライン申請が
できないため、１台のパソコンだけ基本ＯＳ
をバージョンアップしないようにしている。新
しいバージョンの基本ＯＳにも対応させてほ
しい。

全国商工
会連合会

125 建設工事
03 地方
公共団体

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出し
た方が手続が早く完了する、オ
ンラインシステムはあるが対応し
ていない部署・自治体がある
等）

電子入札のシステムについて、 新OS
への対応を迅速に行って欲しい。

例えば、現状Windows７にまで対応している
システムがあるとしたときに、業者側でパソコ
ンを買い替える際には市販の商品は 新
OSである為、システムに対応するには、旧
OSへグレードダウンしなくてはならない事も
ある。

全国商工
会連合会

126 建設工事
03 地方
公共団体

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出し
た方が手続が早く完了する、オ
ンラインシステムはあるが対応し
ていない部署・自治体がある
等）

電子入札システムの使用時間帯が8：30から
17：00と決められているが、17：00以降も1時
間でよいので使える時間が欲しい（現場作
業や講習等で17：00以降しかシステムを利
用できない時がある）。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

127 建設工事
03 地方
公共団体

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出し
た方が手続が早く完了する、オ
ンラインシステムはあるが対応し
ていない部署・自治体がある
等）

電子入札がほとんどであるが、入札参加
申請中にシステム不調をきたし修復につ
いて、問い合わせ先（カード認証団体・県
等入札先など）の判断が出来ず困ること
がある。

急を要するケースが結構あり、問い合わせ
先が一元化出来るといいと思う。

全国商工
会連合会

128 建設工事
03 地方
公共団体

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出し
た方が手続が早く完了する、オ
ンラインシステムはあるが対応し
ていない部署・自治体がある
等）

入札システムの添付データの上限値を大き
くしてほしい。

全国中小
建設業協

会

129 建設工事
03 地方
公共団体

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出し
た方が手続が早く完了する、オ
ンラインシステムはあるが対応し
ていない部署・自治体がある
等）

電子入札の導入により、現地へ行かずと
も入札が可能となったことで、手間は減っ
たと感じています。また指名入札におい
て、「辞退」も電子上で対応できるのは便
利だと思います。
ただ、一部の自治体で、辞退理由を明記
しなければならないこととなっておりまし
て、小さなことではありますが、手間と言
えば手間だと感じます。

「辞退理由の記入は不要」と統一していただ
けないでしょうか。

経済団体
連合会

130 建設工事
03 地方
公共団体

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出し
た方が手続が早く完了する、オ
ンラインシステムはあるが対応し
ていない部署・自治体がある
等）

電子入札システム利用であるにも関わら
ず、ＦＡＸでの受領確認、外部業者へ図
面買出し等一部アナログな対応を求めら
れ、時間・労力・経費が無駄。
・東京都住宅供給公社は図面を指定業
者まで購入しに行かねばならない。国立
大学も多くが図面等が紙ベースで、大学
または外部業者まで出向かねばならず、
申請書類の提出等も持参を求められるこ
とがある。

入札と開札のみではなく、すべてをシステム
利用でできるようにして欲しい。

日本商工
会議所
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

131 建設工事
03 地方
公共団体

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出し
た方が手続が早く完了する、オ
ンラインシステムはあるが対応し
ていない部署・自治体がある
等）

入札サイトは平日の８：３０～２０：００のみ
で不便である。

８：００～２２：００とし、土日も入札及び閲覧
可能として欲しい。

全国商工
会連合会

132 建設工事
03 地方
公共団体

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出し
た方が手続が早く完了する、オ
ンラインシステムはあるが対応し
ていない部署・自治体がある
等）

入札システムの添付データーの上限値が
３Ｍであり、毎回総合評価の資料を担当
窓口に持参しているので

容量を大きくしてほしい
全国中小
建設業協

会

133

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

10 入札から落札に至るまで、
行政機関から何度も呼び出さ
れる（訪問・説明を求められる）

○入札から落札に至るまで、行政機関か
ら何度も呼び出される（訪問・説明を求め
られる）。
契約に関する入札については、入札から
開札までの間に幾度も呼び出され、その
都度担当部署、担当者を訪問しなければ
ならない。

どうしても訪問が必要な場合でも、メール等
を活用し、訪問回数を 小化してほしい。

全国商工
会連合会

134 建設工事
03 地方
公共団体

県独自のオープンブック方式は手間がか
かりすぎます。

全国中小
建設業協

会

137/165



Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
4.測量等

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

1

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

頻繁に入札に参加するわけではない小
規模事業者は提出書類の作成に慣れて
いないため、社内の事務作業にかかる負
担が非常に大きくなってしまう。

小規模事業者が参加する入札については
提出書類のスリム化や提出書類の簡略化を
進めるべきではないか。

全国商工
会連合会

2 測量等
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

○一般競争入札において提出書類が多
い。

落札後に必要な図書を提出する方法であれ
ば事業所の経費負担も少ない。

全国商工
会連合会

3

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

統一参加資格でランク付が決定している
にも関わらず、入札毎に書類を提出しな
けらばならない。

統一参加資格での会社審査とし、入札毎の
書類提出を省略したい。

経済団体
連合会

4 測量等
02 両方
（国・地
方）

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

納税証明書、社会保険や労働保険の納
付証明、入札担当社員の社会保険への
加入証明等の提出が求められ、企業は
個別に年金事務所や労働基準監督署に
証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であり、
納税状況、登記情報等を（法人番号の活用
等を通じて）行政機関内で参照できる仕組
みを構築し、証明書類の添付の省略化を図
るべき。

日本商工
会議所

5 測量等
02 両方
（国・地
方）

05 国、地方公共団体が所管す
る団体（独立行政法人等）につ
いて、個別に入札参加資格を
受けなければならない（国・地方
公共団体と団体の、また、団体
間での資格統一がされていな
い）

電子入札に際して、電子証明書が地方
公共団体とその公社で異なり維持費用
が倍かかる。

日本商工
会議所

6 測量等
02 両方
（国・地
方）

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

入札案件の情報がHPで公表されていな
いことがある（特例案件）。

結果は報告されるが、入札情報を事前に公
表されるべきではないだろうか。

日本商工
会議所

7

物品
役務
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

小規模事業者は人員の関係上、入札案
件の情報を入手することも大手とは違い
負担となる。

できる限りHPでの周知や電子ファイルでの
資料配布等を行って欲しい。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
4.測量等

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

8 測量等
02 両方
（国・地
方）

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

〇申請書類をダウンロードするのに時間
がかかる。
必要な書類をＨＰ上から探すのに時間を
要する。

業種別等に申請用紙の一括ダウンロード等
できるようにしてほしい。

全国商工
会連合会

9
物品
役務
測量等

02 両方
（国・地
方）

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出し
た方が手続が早く完了する、オ
ンラインシステムはあるが対応し
ていない部署・自治体がある
等）

特にJavaのバージョンには苦労していま
す。例えば、Windows10 の場合、GEPS
は Ver.101以降ですが、神奈川県、東京
都、NICTはVer.65以降です。厳密には
マシンを別に用意しなければいけません
が維持管理コストを考慮すると現実的で
はありません。また、IEの互換性の設定
の有無やInternet Optionの詳細設定も
異なっており、一台のマシンを設定して
安定稼働が確認できるまでに数ヶ月かか
ります。

電子入札にかかわるPCの設定条件を統一
してほしいです。

日本商工
会議所

10 測量等
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

●入札時の提出書類の作成負担が大き
い（書類収集作業を含む社内の事務作
業）。
落札できなかった多くの企業にとって応
札に要したコストや時間は無駄となる。

入札の最初の段階では簡素な書類のみを
課し、候補者を絞り込んだ段階でより詳細な
書類を課すべき。

全国商工
会連合会

11

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への
支払い等）

○入札時の提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集作業含
む）や社外専門家への支払い等）。
・落札できなかった多くの企業にとって応
札に要したコストや時間は無駄となる。
・行政目的のために活用されているのか
疑問な書類・情報がある。

・入札の最初の段階では簡素な書類のみを
課し、候補者を絞り込んだ段階でより詳細な
書類を課すべき。
・行政目的を達成するために本当に必要な
情報なのか、取得情報の棚卸と精査を行う
べき。

全国商工
会連合会
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
4.測量等

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

12

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

○入札時に行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加入・納付証
明、登記謄本等）の提出を求められる
・納税証明書、社会保険や労働保険の
納付証明、入札担当社員の社会保険へ
の加入証明等の提出が求められ、企業
は個別に年金事務所や労働基準監督署
に証明依頼をしている。

しかし、これらは国が管理する情報であり、
納税状況、登記情報等を（法人番号の活用
等を通じて）行政機関内で参照できる仕組
みを構築し、証明書類の添付の省略化を図
るべき。

全国商工
会連合会

13

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

○入札に関する情報の公表の仕方が分
かりにくい。
・入札案件の情報が、HPで公表されてい
ないことがある。

・分かりやすい形で広く周知してほしい。
全国商工
会連合会

14 測量等
03 地方
公共団体

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

入札案件の情報に関して見逃す場合がある
ので周知に工夫が欲しい。入札時の書類の
簡略化、落札してから行政機関が保有する
情報の提出する方法とか考慮して欲しい。

全国商工
会連合会

15

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

○入札に関する情報の公表の仕方が分
かりにくい。
・仕様書等の資料を紙のみで配布される
場合がある。

・電子ファイルで提供してほしい。
全国商工
会連合会

16 測量等
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

○入札手続のオンライン化が全部又は
一部されていない。現状オンライン、紙
による申請の両方が必要である。

入札から契約締結、監督・検査に至るまでの
プロセスを、全てオンラインで対応することを
国全体に義務付けて欲しい。

全国商工
会連合会

17 測量等
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

仕様書等の資料を紙のみで配布される
場合がある。着払いの郵送ならまだしも、
窓口まで取りに行かなければならない場
合もある。

電子ファイルで提供してほしい。
日本商工
会議所

18 測量等
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

共同運営に参加していない自治体があ
り、共同運営とは別のシステムを購入し
ないと入札に参加できない。

共同運営に参加してほしい。
日本商工
会議所
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Ⅰ．競争契約時の手続
（３）入札
4.測量等

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

19 測量等
03 地方
公共団体

09 手続のオンライン化はされて
いるが使いにくい（紙で提出し
た方が手続が早く完了する、オ
ンラインシステムはあるが対応し
ていない部署・自治体がある
等）

電子入札システムでも、行政庁によって
javaのバージョンが異なるため、複数のＰ
Ｃを準備しなければならない。

使用ソフトのバージョンを統一してほしい。
日本商工
会議所

20

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

10 入札から落札に至るまで、行
政機関から何度も呼び出される
（訪問・説明を求められる）

○入札から落札に至るまで、行政機関か
ら何度も呼び出される（訪問・説明を求め
られる）。
契約に関する入札については、入札から
開札までの間に幾度も呼び出され、その
都度担当部署、担当者を訪問しなけれ
ばならない。

どうしても訪問が必要な場合でも、メール等
を活用し、訪問回数を最小化してほしい。

全国商工
会連合会
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Ⅱ．随意契約時の手続
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

1
物品
役務

01 国
11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的
に要件を提示してほしい

受注後の相互の認識のギャップを最小
化するため、業務要件についてより詳
細かつ分かりやすい提示を望みます。

同友会

2
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的
に要件を提示してほしい

○公募の際、行政が示す要件が抽象
的である。

もっと具体的に要件を提示してほし
い。
（例）「事業を確実に実施できる経営
力及び技術を有す企業又は連合とす
る。」とは？

経済団体
連合会

3 物品
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への支
払い等）

入札期間に余裕をもって案内してほし
いです。

全国商工
会連合会

4 物品
03 地方
公共団体

06 申請様式・書式が国、地方
公共団体ごとに異なる

自治体の担当者や部署により、書式
や判断が違って戸惑う事が多い。

地域的な特性などもあると思うが、せ
めて書式は統一的なものにしてほし
い。

全国商工
会連合会

5

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

○入札に関する情報の公表の仕方が
分かりにくい
・入札案件の情報が、HPで公表され
ていないことがある。

・分かりやすい形で広く周知してほし
い。

全国商工
会連合会

6

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部
又は一部されていない（添付書
類は紙、ＣＤ等で別途提出が必
要等）

○入札に関する情報の公表の仕方が
分かりにくい
・仕様書等の資料を紙のみで配布さ
れる場合がある。

・電子ファイルで提供してほしい。
全国商工
会連合会

7

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的
に要件を提示してほしい

○公募の際、行政が示す要件が抽象
的である。

もっと具体的に要件を提示してほし
い。

全国商工
会連合会

8 物品
03 地方
公共団体

11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的
に要件を提示してほしい

公募内容は、読み取り方によって企
業の取り方が異なる場合がある。

全国商工
会連合会
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Ⅱ．随意契約時の手続
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

9

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的
に要件を提示してほしい

○公募の際、行政が示す要件が抽象
的である。

もっと具体的に要件を提示してほし
い。

全国商工
会連合会

10 物品
03 地方
公共団体

公募・企画を探す際、項目がたくさ
んあり時間がかかる。

もう少し見つけやすい工夫があると助
かる。

全国商工
会連合会
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Ⅱ．随意契約時の手続
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

1 役務 01 国

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への支
払い等）

資格申請の際、提出する資料が多い。 ネット申請の認可。
日本商工
会議所

2
物品
役務

01 国
11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的に
要件を提示してほしい

受注後の相互の認識のギャップを最小化
するため、業務要件についてより詳細かつ
分かりやすい提示を望みます。

同友会

3 役務 01 国
随意契約手続きに係る作業（見積書の提
出等）について、電子的な対処が実施で
きない。

契約締結は政府電子調達システム(GEPS)
で実施できるため、随契手続きから契約締
結まで、一連の流れをGEPS上で実施可能
としていただきたい。

経済団体
連合会

4 役務 01 国

何年か続けて契約を頂いていたが、突
然、期限切れているから契約できないの
で、至急資格を更新して欲しいと言われ
たが書類を整えるの時間が掛かった。随
意契約は一件だけで、仕事も年一回なの
で忘れてしまう。

随意契約の資格申請は自動更新にする。
日本商工
会議所

5 役務
02 両方
（国・地
方）

11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的に
要件を提示してほしい

○公募の際、行政機関が示す要件が抽
象的で分かりにくい。

・具体的に分かりやすい要件を提示してほ
しい。

全国商工
会連合会

6
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的に
要件を提示してほしい

○公募の際、行政が示す要件が抽象的
である。

もっと具体的に要件を提示してほしい。
（例）「事業を確実に実施できる経営力及び
技術を有す企業又は連合とする。」とは？

経済団体
連合会

7

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

○入札に関する情報の公表の仕方が分
かりにくい
・入札案件の情報が、HPで公表されてい
ないことがある。

・分かりやすい形で広く周知してほしい。
全国商工
会連合会

8

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部又
は一部されていない（添付書類
は紙、ＣＤ等で別途提出が必要
等）

○入札に関する情報の公表の仕方が分
かりにくい
・仕様書等の資料を紙のみで配布される
場合がある。

・電子ファイルで提供してほしい。
全国商工
会連合会

144/165



Ⅱ．随意契約時の手続
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

9

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的に
要件を提示してほしい

○公募の際、行政が示す要件が抽象的
である。

もっと具体的に要件を提示してほしい。
全国商工
会連合会

10

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的に
要件を提示してほしい

○公募の際、行政が示す要件が抽象的
である。

もっと具体的に要件を提示してほしい。
全国商工
会連合会

11 役務
03 地方
公共団体

11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的に
要件を提示してほしい

○公募の内容が具体的でなく、分かりにく
い点がある。問合せを担当者へ行わなけ
れば良い企画を作成することが困難な
ケースが多い。

全国商工
会連合会

12 役務
03 地方
公共団体

11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的に
要件を提示してほしい

公募の際、行政が示す要件が抽象的であ
る。

もっと具体的に要件を提示してほしい。
全国商工
会連合会

13 役務
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

入札金額に対して、人件費割合の明細添
付が求められるので、外注する場合の書
類作成は、日程も必要だし事務負担量も
増える。

全国商工
会連合会
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Ⅱ．随意契約時の手続
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

1 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への支
払い等）

提出書類の作成負担が大きい。 ・手続きの簡略化をお願いしたい。
全国商工
会連合会

2 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への支
払い等）

○全体的に書類の簡素化・手続きの簡素化
を進めて欲しい。

全国商工
会連合会

3 建設工事
02 両方
（国・地
方）

08 手続のオンライン化が全部又
は一部されていない（添付書類
は紙、ＣＤ等で別途提出が必要
等）

未だに契約書については書面提出であ
る。

電子化を進めて欲しい。
全国商工
会連合会

4 建設工事
02 両方
（国・地
方）

11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的
に要件を提示してほしい

○公募の際、行政が示す要件が抽象的
である。

もっと具体的に要件を提示してほしい。
全国商工
会連合会

5 建設工事
02 両方
（国・地
方）

11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的
に要件を提示してほしい

行政が示す要件がわかりづらい点も
多々ある。

具体的な要件を提示してほしい。
全国商工
会連合会

6 建設工事
02 両方
（国・地
方）

11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的
に要件を提示してほしい

○発注機関が示す内容が簡略で見積
作成に困る。

・設計書に具体性を持たせる（図面等）。
全国商工
会連合会

7 建設工事
02 両方
（国・地
方）

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

仕様書を紙媒体でもらうので積算に時
間がかかる。

電子媒体（PDF）でもらいたい。
全国中小
建設業協

会

8 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への支
払い等）

急な復旧や修繕の為の契約書の簡略化。
全国商工
会連合会

9 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への支
払い等）

同じ手続きなのに、業種毎に提出書類
が異なっている。（市）

全国商工
会連合会
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Ⅱ．随意契約時の手続
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

10 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への支
払い等）

各証明書等の提出は必要ないのでは。又は
コピーでも可能にしてほしい（余分な経費負
担を軽減できる）。

全国商工
会連合会

11 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大き
い（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への支
払い等）

公告から入札までの期間が短い。
全国商工
会連合会

12 建設工事
03 地方
公共団体

03 行政機関が保有する情報
（納税証明書、社会保険の加
入・納付証明、登記謄本等）の
提出を求められる

保障会社（西日本建設保障）等、行政自身
が行うか若しくはメール等で証明書を取得
するようにしてほしい。

全国商工
会連合会

13 建設工事
03 地方
公共団体

06 申請様式・書式が国、地方公
共団体ごとに異なる

契約後の、提出書類について決められ
た書式・要領がない。（市）

全国商工
会連合会

14 建設工事
03 地方
公共団体

06 申請様式・書式が国、地方公
共団体ごとに異なる

課によって　提出書類が違う。
全国中小
建設業協

会

15

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

○入札に関する情報の公表の仕方が分
かりにくい
・入札案件の情報が、HPで公表されて
いないことがある。

・分かりやすい形で広く周知してほしい。
全国商工
会連合会

16

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部又
は一部されていない（添付書類
は紙、ＣＤ等で別途提出が必要
等）

○入札に関する情報の公表の仕方が分
かりにくい
・仕様書等の資料を紙のみで配布される
場合がある。

・電子ファイルで提供してほしい。
全国商工
会連合会

17

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的
に要件を提示してほしい

○公募の際、行政が示す要件が抽象的
である。

もっと具体的に要件を提示してほしい。
全国商工
会連合会

18 建設工事
03 地方
公共団体

11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的
に要件を提示してほしい

工事内容に不明な点が多く見積作成が
難しい。

全国商工
会連合会
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Ⅱ．随意契約時の手続
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

19 建設工事
03 地方
公共団体

11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的
に要件を提示してほしい

公募において、発注単位が「一式」という
表現で示されている項目があり、非常に
抽象的でわかりにくい。

全国商工
会連合会

20 建設工事
03 地方
公共団体

11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的
に要件を提示してほしい

公募の際、行政が示す要件が抽象的で
ある。

具体的要件等提示できないか。
全国商工
会連合会

21

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的
に要件を提示してほしい

○公募の際、行政が示す要件が抽象的
である。

もっと具体的に要件を提示してほしい。
全国商工
会連合会

22 建設工事
03 地方
公共団体

11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的
に要件を提示してほしい

工事費が低い為か、見積指示書の内容
が不明確で、図面すら無いことが多いの
で見積りしづらい。

全国商工
会連合会

23 建設工事
03 地方
公共団体

11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的
に要件を提示してほしい

○公募の際、行政が示す要件が抽象的
である。

もっと具体的に要件を提示してほしい。
全国商工
会連合会

24 建設工事
03 地方
公共団体

11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的
に要件を提示してほしい

実施内容が不明確で今後の業務負担
がわからない。

全国商工
会連合会

25 建設工事
03 地方
公共団体

11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的
に要件を提示してほしい

公募の際、行政が示す要件が抽象的で
ある。

もっと具体的に要件を提示してほしい。
全国商工
会連合会

26 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

入札・落札後のスムーズな書類やりとりや何
度も足を運ばないで済む様な方法で対応し
てほしい。

全国商工
会連合会
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Ⅱ．随意契約時の手続
4.測量等

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

1 測量等
02 両方
（国・地
方）

11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的に
要件を提示してほしい

公募の際、行政が示す要件が抽象的で
ある。もっと具体的に要件を提示してほ
しい。

日本商工
会議所

2

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

07 入札に関する情報の公表の
仕方が分かりにくい

○入札に関する情報の公表の仕方が
分かりにくい
・入札案件の情報が、HPで公表されて
いないことがある。

・分かりやすい形で広く周知してほしい。
全国商工
会連合会

3

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部又
は一部されていない（添付書類
は紙、ＣＤ等で別途提出が必要
等）

○入札に関する情報の公表の仕方が
分かりにくい
・仕様書等の資料を紙のみで配布され
る場合がある。

・電子ファイルで提供してほしい。
全国商工
会連合会

4

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的に
要件を提示してほしい

○公募の際、行政が示す要件が抽象
的である。

もっと具体的に要件を提示してほしい。
全国商工
会連合会

5

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

11 公募の際、行政が示す要件
が抽象的である。もっと具体的に
要件を提示してほしい

○公募の際、行政が示す要件が抽象
的である。

もっと具体的に要件を提示してほしい。
全国商工
会連合会
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Ⅲ．契約締結時の手続
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

1 物品 01 国

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

基本的には契約書の提出は2部で良いと
思うが、予備と言う名目で複数部の提出
を求められる。

必要であれば所管側でコピーにて対応し
てほしい。

日本商工
会議所

2
物品
役務

01 国

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

政府電子調達システム(GEPS)では、契
約手続において差し戻し機能は存在す
るが引き戻し機能がないため、手続きが
遅延してしまい社内事務処理に影響する
場合がある。

経済団体
連合会

3 物品
02 両方
（国・地
方）

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

競争契約、随意契約を問わず添付書類
が多すぎる。

ヒヤリング等によって提出書類は削減できる
のではないでしょうか。

全国中小
企業団体
中央会

4
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

（入札参加）資格申請が、国は3年毎の
手続だが、地方自治体によっては毎年
申請が必要とされる地方自治体もあり、
国と比較して事務量負担が大きいと感じ
る場合もある。

全国商工
会連合会

5 物品
02 両方
（国・地
方）

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

・契約書作成において、行政内部の業務で
必要な「写」については、行政自身が複写
作業を行うべき。

全国中小
企業団体
中央会

6 物品
03 地方
公共団体

06 申請様式・書式が国、地方公
共団体ごとに異なる

自治体の担当者や部署により、書式や判
断が違って戸惑う事が多い。

地域的な特性などもあると思うが、せめて書
式は統一的なものにしてほしい。

全国商工
会連合会

7 物品
03 地方
公共団体

06 申請様式・書式が国、地方公
共団体ごとに異なる

地方自治体は、契約書の書式が様々。 統一してほしい。
経済団体
連合会

8 物品
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部又
は一部されていない（添付書類は
紙、ＣＤ等で別途提出が必要等）

契約締結時の提出書類の作成負担が大
きい。

・紙とオンラインと両方でき、場合により選べ
るようにしてほしい。

全国商工
会連合会

9 物品
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部又
は一部されていない（添付書類は
紙、ＣＤ等で別途提出が必要等）

○契約締結時の提出書類の作成負担が
大きい。

・紙ではなく、オンラインでの契約事務（電
子契約）を行えるようにしてほしい。

日本商工
会議所
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Ⅲ．契約締結時の手続
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

10 物品
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部又
は一部されていない（添付書類は
紙、ＣＤ等で別途提出が必要等）

石油製品の取り扱いであり、毎月の価格
変更が生じるが、それには事務負担は致
し方ない。

変更契約書のオンライン化が為されると良
い。

全国中小
企業団体
中央会

11 物品
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

契約締結時の提出書類の作成負担がや
や多い。

簡素化を望みます。
全国商工
会連合会

12 物品
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

提出書類を作成する費用などの負担が
大きい。

全国商工
会連合会

13 物品
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

契約書作成部数が多い。
全国商工
会連合会

14 物品
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

契約に関する提出書類が多い。
全国商工
会連合会

15 物品
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

契約書類を簡素化してもらいたい。
全国商工
会連合会

16

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

○契約締結時の提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い等）。
・契約書作成において、細部事項の記載
が関連部門の担当官により異なった判断
がされ、従来認められていた表記で却下
されることがある。

判断を統一すべき。
全国商工
会連合会
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Ⅲ．契約締結時の手続
1.物品

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

17 物品
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

契約書式をデータにて入手できる自治
体と出来ない自治体がある。

全国商工
会連合会
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Ⅲ．契約締結時の手続
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

1 役務 01 国

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

○契約締結時の提出書類の作成負担
が大きい。

・エクセルデータ等で容易に作成できる様
式を作成して欲しい。

全国商工
会連合会

2 役務 01 国

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

○契約書作成において、細部事項の記
載が関連部門の担当官により異なった
判断がされ、従来認められていた表記で
も却下されることがある。

・判断基準を統一し、指針を公表してほし
い。

全国商工
会連合会

3 役務 01 国

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

○担当者によって契約事務内容に差が
ある。
地方自治体から国に出向している担当
者が原課で対応する場合に、マニュアル
の徹底不足なのか、本来行政側で作成
する契約書添付書類の作成を求められ
ることあり。

手順・マニュアルを徹底して欲しい。
経済団体
連合会

4 役務 01 国

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

○落札してから契約までの期間が掛かり
過ぎる。
・当方が捺印した契約書を提出してから
役所側の捺印をして戻ってくるまでの期
間が長すぎる。

経済団体
連合会

5
物品
役務

01 国

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

政府電子調達システム(GEPS)では、契
約手続において差し戻し機能は存在す
るが引き戻し機能がないため、手続きが
遅延してしまい社内事務処理に影響す
る場合がある。

経済団体
連合会

6 役務
02 両方
（国・地
方）

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

契約保証の金融機関等での証明に事務作
業と経費負担が合理化できればと思いま
す。例えば、工事金額が一億円以上などの
場合は、添付必須とかにしてもらえれば事
務量も削減されます。

全国商工
会連合会
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Ⅲ．契約締結時の手続
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

7
物品
役務

02 両方
（国・地
方）

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

（入札参加）資格申請が、国は3年毎の
手続だが、地方自治体によっては毎年
申請が必要とされる地方自治体もあり、
国と比較して事務量負担が大きいと感じ
る場合もある。

全国商工
会連合会

8 役務
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部又
は一部されていない（添付書類は
紙、ＣＤ等で別途提出が必要等）

・紙ではなく、オンラインでの契約事務（電
子契約）を行えるようにしてほしい。

全国商工
会連合会

9 役務
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

契約から見積もの提出までの期間に余
裕がない場合があるので、配慮してほし
いです。

契約後、外注する場合があるので、１０日か
ら１４日間くらいの日程が欲しいです。

全国商工
会連合会

10 役務
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

契約締結時の提出書類作成負担が大き
い。

同一内容・類似内容業務においては、提出
書類の軽減を（前段提出書類で参照可能
では）。

全国商工
会連合会

11 役務
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

地方公共団体及び関連部門の担当者
によって、契約書に添付する書類が異な
る。

全国中小
企業団体
中央会

12 役務
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

東京都は落札の翌日午後に契約書を受
け取りに都庁まで来いと指示される。都
庁迄往復する時間が無駄である。

国と同様に、契約書をメール添付で落札者
へ送付するように改善すれば、落札者が都
庁迄往復する時間的ロスが解消できる。

経済団体
連合会

13 役務
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

東京都は落札者が捺印した契約書を都
庁迄持参しろと、指示がある。郵送は認
めていない。
落札者が捺印済みの契約書を持参する
ために都庁迄行くのは時間的な無駄が
ある。

国と同様に落札者が捺印済みの契約書を
都庁へ送るのに、郵送を認めていただきた
い。

経済団体
連合会
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Ⅲ．契約締結時の手続
2.役務

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

14 役務
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

東京都は落札者が契約書に捺印し、そ
れを都庁に持参するまでの期間を1週間
以内としている。
契約書の捺印手続きは複雑で社内でた
くさんの部署を廻るため、1週間の期限
は短すぎる。
担当者が契約書を持って社内を走り
廻っているのが実情であり、改善が求め
られる。

落札者が契約書に捺印して、契約書を都庁
に送るまで、2週間程度に期限を延ばしてい
ただきたい。

経済団体
連合会

15 役務
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

東京都は落札後1週間以内に、都庁の
発注部署と落札者が調整した落札金額
内訳書を提出するよう指示が出る。
都庁の発注部署も落札者側も忙しく、1
週間以内に落札内訳書を作成するのは
無理がある。

落札金額内訳書の作成には2週間程度の
期間が必要であり、改善が求められる。

経済団体
連合会

16

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

○契約締結時の提出書類の作成負担
が大きい（社内の事務作業（書類収集作
業含む）や社外専門家への支払い等）。
・契約書作成において、細部事項の記
載が関連部門の担当官により異なった
判断がされ、従来認められていた表記で
却下されることがある。

判断を統一すべき。
全国商工
会連合会

17 役務
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

○提出書類の作成負担が大きい。提出
が必要であるか不明な点が通常の商取
引の観点から考えることが多い。

説明も十分になされない部分もあり負担軽
減できるものは考慮してほしい。

全国商工
会連合会

18 役務
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

契約書作成において、細部事項の記載
が関連部門の担当官により異なった判
断がされ、従来認められていた表記で却
下されることがある。

判断を統一すべき。
全国商工
会連合会

155/165



Ⅲ．契約締結時の手続
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

1 建設工事 01 国

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

契約書の5部作成。 国（国土交通省）の方で作成して欲しい。
全国商工
会連合会

2 建設工事
02 両方
（国・地
方）

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

契約締結の手続については、法務担
当等が組織されている大企業と異な
り、中小企業では社長を筆頭に従業
員全体で対応しなければならないケー
スもある。通常の業務に加え、契約書
作成や添付書類の作成・収集に人手
と時間を割くことは、中小企業にとって
大きな負担となっている。

添付書類の必要性を見直し、提出部数の
削減や電子提出を可能にするなど、中小
企業の負担を減らしていただきたい。

全国中小
建設業協

会

3 建設工事
02 両方
（国・地
方）

08 手続のオンライン化が全部又
は一部されていない（添付書類は
紙、ＣＤ等で別途提出が必要等）

手続きのオンライン化を統一して実施して
ほしい。

全国商工
会連合会

4 建設工事
02 両方
（国・地
方）

08 手続のオンライン化が全部又
は一部されていない（添付書類は
紙、ＣＤ等で別途提出が必要等）

オンラインでの契約事務を行えるようにな
れば負担を減らすことになるが、オンライン
ではできない小規模事業者があると思うの
で紙と並行してできれば良いと思う。

全国商工
会連合会

5
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

08 手続のオンライン化が全部又
は一部されていない（添付書類は
紙、ＣＤ等で別途提出が必要等）

紙ではなく、オンラインでの契約事務（電
子契約）を行えるようにしてほしい。

全国商工
会連合会

6 建設工事
02 両方
（国・地
方）

08 手続のオンライン化が全部又
は一部されていない（添付書類は
紙、ＣＤ等で別途提出が必要等）

未だに契約書については書面提出で
ある。

電子化を進めて欲しい。
全国商工
会連合会

7 建設工事
02 両方
（国・地
方）

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

契約書作成時に添付する図面をA１サ
イズで作成するように指示する機関が
あるが、これは作成時に負担がかかる
ばかりではなく、契約書を見返すとき
にも大変不便である。

A3サイズでの添付統一。もしくは約款およ
び内訳書のみを契約書に添付し、契約図
面についてはデータによる双方承認にす
るべきではないか。

全国商工
会連合会
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Ⅲ．契約締結時の手続
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

8 建設工事
02 両方
（国・地
方）

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

○契約締結時の提出書類の作成負担
が大きい。
・契約書作成において、「正」以外に
「写」の作成が企業に求められている。
また、「写」についても公的書類は原本
を求められる。

行政内部の業務で必要な「写」について
は、行政自身が複写作業を行うべき。事情
があり事業者による複写提出が必要な場
合も、公的書類はコピーで可としてほし
い。

全国商工
会連合会

9 建設工事
02 両方
（国・地
方）

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

提出書類の作成負担が大きい。
オンラインでの電子契約や書類の簡潔化
を図ってほしい。また、書式についても統
一にするなどしてほしい。

全国商工
会連合会

10 建設工事
02 両方
（国・地
方）

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

発注者側で契約書の作成をお願いした
い。

全国商工
会連合会

11 建設工事
02 両方
（国・地
方）

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

書類の簡素化。
全国商工
会連合会

12 建設工事
02 両方
（国・地
方）

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

細部事項の記載が各所担当の判断で
変わる事がある。

全国で統一化して欲しい。
全国商工
会連合会

13 建設工事
02 両方
（国・地
方）

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

提出書類の枚数が、控えを含めて多
すぎる。

せめて控えはコピーやオンラインで可とし
て欲しい。

全国商工
会連合会

14 建設工事
02 両方
（国・地
方）

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

添付書類、データについてすべて「写・
PDF」で可としていただきたい。

全国商工
会連合会

15 建設工事
02 両方
（国・地
方）

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

〇契約締結時の手続き負担が大きい
・窓口によって、書類が違い手続きが
煩雑である。

特に下請けになるほど書類が増えている
ように感じるので省略可してほしい。

全国商工
会連合会
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Ⅲ．契約締結時の手続
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

16 建設工事
02 両方
（国・地
方）

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

○契約締結時の提出書類の作成負担
が大きい（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への支払い
等）。
１．契約書作成において、「正」以外に
関係部署への送付のための書類の
「写」の作成が企業側に求められてい
る。また、「写」についても公的書類は
原本を求められる。
２．契約書作成において、細部事項の
記載が関連部門の担当官により異
なった判断がされ、従来認められてい
た表記で却下されることがある。

１．行政内部の業務で必要な「写」につい
ては、行政自身が複写作業を行うべき。事
情があり事業者による複写提出が必要な
場合も、公的書類はコピーで可としてほし
い。
２．判断を統一すべき。
３．紙ではなく、オンラインでの契約事務
（電子契約）を行えるようにしてほしい。

全国商工
会連合会

17
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

契約締結時の提出書類の作成負担が
大きい。

申請の簡素化を図ってほしい。財務情報
は、決算書（損益・貸借）をそのまま提出す
ることで可能ではないか。県指定の書式に
打ち直して提出する必要があるのか疑問
である。

全国商工
会連合会

18 建設工事
02 両方
（国・地
方）

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

提出書類の作成負担が大きい。 ・手続きの簡略化をお願いしたい。
全国商工
会連合会

19 建設工事
02 両方
（国・地
方）

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

行政にとっては日常的なことかもしれ
ないが、地方の小規模事業者にとって
は不慣れなことである。契約に係る書
類の負担が大きい。分量が多いという
よりも専門用語が多く、理解に苦しむこ
とが多い。

もう少し、知っていて当然という姿勢ではな
く、親切に教えて頂ければと思います。例
示を充実して頂ければと思う。

全国商工
会連合会

20 建設工事
02 両方
（国・地
方）

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

○ボランティアで行っている事業につ
いても書類作成負担が大きい。
・例えば、ガソリン代報告書、完了報告
書、請求書など、「ボランティアなのに
ここまでやらされるのか」と感じている。

全国商工
会連合会
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Ⅲ．契約締結時の手続
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

21 建設工事
02 両方
（国・地
方）

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

○正本以外に副本を求められる。
それは必要に応じて行政機関でコピーを
すればよいこと。また、電子ファイルで共有
するなどしてペーパーレス化して欲しい。

全国中小
建設業協

会

22 建設工事
02 両方
（国・地
方）

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

○全体的に書類の簡素化・手続きの簡素
化を進めて欲しい。

全国中小
建設業協

会

23 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

契約締結時の提出書類の作成負担が
大きい（社内の事務作業等）。

設計書及び設計図等の添付の廃止をして
はどうか。（国の機関は、添付無し）

全国中小
建設業協

会

24 建設工事
03 地方
公共団体

01 提出書類の作成負担が大きい
（社内の事務作業（書類収集作業
含む）や社外専門家への支払い
等）

市の少額工事に於いて、契約締結時
の提出書類の作成負担が大きい。

書類の簡素化を図ってほしい。

25 建設工事
03 地方
公共団体

06 申請様式・書式が国、地方公
共団体ごとに異なる

申請先により書式の違いがある。 共通化して利便性を高めてほしい。
全国商工
会連合会

26 建設工事
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部又
は一部されていない（添付書類は
紙、ＣＤ等で別途提出が必要等）

○契約締結時の提出書類の作成負担
が大きい（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への支払い
等）

・すべての自治体で、紙ではなくオンライ
ンでの契約事務（電子契約）を行えるよう
にしてほしい。

全国商工
会連合会

27 建設工事
03 地方
公共団体

08 手続のオンライン化が全部又
は一部されていない（添付書類は
紙、ＣＤ等で別途提出が必要等）

契約時に官公庁へ契約書を取りに行
き、持ち帰り、袋綴じ押印後提出する
負担が大きい。特に距離がある官公庁
ですと時間の負担が非常に大きくなり
ます。

なかなか難しいとは思いますが、契約書類
を電子化する、電子契約とする等していた
だけると負担が減ります。

全国商工
会連合会

28 建設工事
03 地方
公共団体

09 手続のオンライン化はされてい
るが使いにくい（紙で提出した方
が手続が早く完了する、オンライン
システムはあるが対応していない
部署・自治体がある等）

電子システムで「落札者決定通知書」
が出ていても、自治体へ「落札通知
書」を取りに行く必要がある。

システム上で添付できる方法はないものだ
ろうか。

全国商工
会連合会
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Ⅲ．契約締結時の手続
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

29 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

現場担当官の個人的な見解により、従
来は認められていた内容のものが、仕
様変更を強要されることがある。

判断を統一して欲しい。
全国商工
会連合会

30 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

業者で仕様書などを作成しているが、
改めて行政の様式に落とし込むことが
手間。しかも煩雑で記入しづらい。

業者が作成したフォーマットでも可として
ほしい。

全国商工
会連合会

31 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

○提出書類の書き方がわからない。
・添付書類が多すぎる。

全国商工
会連合会

32 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

契約書作成において、「正」以外に関
係部署への送付のための書類の「写」
の作成が企業側に求められている。ま
た、「写」についても原本を求められる
ことがある。

行政内部の業務で必要な「写」について
は、行政自身が複写作業を行うべき。事情
があり事業者による複写提出が必要な場
合も、公的書類はコピーで可としてほし
い。

全国商工
会連合会

33 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

提出書類の作成の負担が大きいと感
じている。

こんなものか、と常に思っているので今の
ところ具体的な改善策は考えていない。

全国商工
会連合会

34 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

入札から契約締結までの提出書類の
準備期間が少ない。特に祝日前々日
や連休前々日などには翌日には作成
して届けなくてはいけない事もある。
（担当者によって異なる）。

祝日・休日を抜いた3日ほどの期間を頂き
たい。

全国商工
会連合会

35
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

栃木県は、工事契約書（約款含む）は
販売のみでHPなどから様式のダウン
ロードができない。

担当各部署でご検討願いたい。
全国商工
会連合会

36 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

契約書の確認・判断が担当者によって
違うので、従来の表記で却下されるこ
とがある。

判断の統一を。
全国商工
会連合会
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Ⅲ．契約締結時の手続
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

37 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

契約書の書式の内容が急に変わって
いることがあり、知らぬまま提出をして
再度提出を求められる。

書式の変更は、年度初めの４月などに決
めて欲しい。やむ得ない急な変更がある
時は、行政からも呼びかけを。

全国商工
会連合会

38 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

契約締結の書類は多く簡素化してほし
い。

全国商工
会連合会

39 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

納税証明や登記簿など既に取引実績
のある企業には不要だと思う。また、担
当者によっても受付手続きの差異があ
る。

全国商工
会連合会

40 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

提出書類の作成負担が小規模事業者
にとってはきつい。

全国商工
会連合会

41 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

入札から契約締結まで、１週間から１０
日以内に契約しないといけないが、行
政から契約書をもらうのが、入札から５
日後になるといったタイミングが遅い
ケースが多く、少ない日数で必要書類
をそろえるのが非常に負担となる。

契約によっては、契約保証の保険を掛け
るが、この保険契約にも数日かかることが
あり、契約書にも保険契約書の写しが必
要となるので、早く契約書を準備してほし
い。

全国商工
会連合会

42 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

公共工事が年度をまたぐ場合、１物件
に2つの契約書（～3月末と4月以降の
契約書）の作成が必要となっているの
で事務及び経費の負担がかかってく
る。

全国商工
会連合会

43 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

契約締結時の提出書類の作成負担
・契約書作成において、「正」以外に関
係部署への送付のための書類の「写」
の作成が企業側に求められる。

複写提出が必要な場合は、公的書類はコ
ピーで可としてほしい。

全国商工
会連合会
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3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

44 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

落札決定後、契約までの期間が5日
（休日含む）以内と短く、契約保証書
類を整えるのに非常に大変である。
国（国土交通省）の場合は、7日間（休
日含まない）となっており、所管によっ
て異なっている。

長い期間である7日間等で統一して欲し
い。

全国商工
会連合会

45 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

契約締結に紙ベースで書類を郵送ま
たは持参で提出している。

時間の短縮を図りたいので書類の提出に
ついても電子化してほしい。

全国商工
会連合会

46 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

例えば１万円以下の工事についても
契約書を作成し、印紙を貼付しなけれ
ばならない。
また、工事終了後も証明写真の添付
等もしなければならない。

事務量も請負金額を問わず同じボリューム
なので、一定の金額以下であれば簡素化
してほしい。

全国商工
会連合会

47 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

提出書類が繁雑なうえ、間違いが無い
ようにする為、行政書士に依頼してい
るが費用が負担になる。

全国商工
会連合会

48 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

○提出書類の作成負担が大きいの
で、すべて行政書士に依頼している。

全国商工
会連合会

49 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

請書で済む低額な工事の場合、完成
した時の書類の様式が、担当者や部
署によって異なり、ＨＰでダウンロード
できる書式にも無いものなどあり、どれ
を提出してよいのか戸惑う。

様式を統一するか見本があると助かる。
全国中小
企業団体
中央会

50 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

建築工事（特に新築工事）の場合、契
約書に添付する図面枚数も多く、製本
業者に依頼せざるを得ない。それによ
り契約締結期限ぎりぎりになってしま
う。

データ保管が別にもできるのだから、契約
書に添付する図面はＡ３サイズ等の縮小
版でも良いのではないか。

全国中小
建設業協

会
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Ⅲ．契約締結時の手続
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

51 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

各発注機関の必要要件がバラバラ。 基準の統一化にして明確にしてほしい。
全国商工
会連合会

52

物品
役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

○契約締結時の提出書類の作成負担
が大きい（社内の事務作業（書類収集
作業含む）や社外専門家への支払い
等）。
・契約書作成において、細部事項の記
載が関連部門の担当官により異なった
判断がされ、従来認められていた表記
で却下されることがある。

判断を統一すべき。
全国商工
会連合会

53 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

行政内部の業務で必要な「写し」について
は、行政自身で複写をお願いしたい。

全国商工
会連合会

54 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

契約時の労働保険や社会保険の加入
証明書。

経営審査時に提出済である。
全国商工
会連合会

55 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

行政（県と市）において、必要書類が
違う。中には、担当者によっても言う事
が違ったりする場合もあり、負担が大き
くなる要因である。

全国商工
会連合会

56 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

書類が多く部署で異なったりするた
め、必要ないと思われる書類でも、一
度提出して「不要です」と確認して持ち
かえるようにしている。

全国商工
会連合会

57 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

契約締結時の提出書類の作成負担が
大きい。

もう少し簡素化してほしい。
全国商工
会連合会
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Ⅲ．契約締結時の手続
3.建設工事

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

58 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

総合評価に関する技術資料で建設業の
写しや経営規模等評価結果通知書・コリン
ズ写しは行政側にて確認可能とおもわ
れ、既に承認されている内容の重複に
なっています。

全国商工
会連合会

59 建設工事
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作成
負担が大きい（社内の事務作業
（書類収集作業含む）や社外専門
家への支払い等）

契約時に保証書が必要な場合、保証
書の日付が契約日となる自治体があり
少し窮屈に感じている。

事務上は必要なことだと思いますができた
ら「保証書入手後の契約日」ではどうなの
でしょうか。

全国商工
会連合会
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Ⅲ．契約締結時の手続
4.測量等

番号
契約の
種類

国/地方
事業者の負担感

（事務局による類型的整理）
具体的な負担内容 解決提案 団体名

1
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

08 手続のオンライン化が全部又
は一部されていない（添付書類は
紙、ＣＤ等で別途提出が必要等）

紙ではなく、オンラインでの契約事務（電
子契約）を行えるようにしてほしい。

全国商工
会連合会

2
建設工事
測量等

02 両方
（国・地
方）

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

契約締結時の提出書類の作成負担が
大きい。

申請の簡素化を図ってほしい。財務情報
は、決算書（損益・貸借）をそのまま提出
することで可能ではないか。県指定の書
式に打ち直して提出する必要があるのか
疑問である。

全国商工
会連合会

3 測量等
03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

契約書作成において、細部事項の記載
が関連部門の担当官により異なった判
断がされ、従来認められていた表記で
却下されることがある。

判断を統一すべき。
日本商工
会議所

4
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

栃木県は、工事契約書（約款含む）は販
売のみでHPなどから様式のダウンロード
ができない。

担当各部署でご検討願いたい。
全国商工
会連合会

5
物品  役務
建設工事
測量等

03 地方
公共団体

12 契約締結時の提出書類の作
成負担が大きい（社内の事務作
業（書類収集作業含む）や社外
専門家への支払い等）

○契約締結時の提出書類の作成負担
が大きい（社内の事務作業（書類収集作
業含む）や社外専門家への支払い等）。
・契約書作成において、細部事項の記
載が関連部門の担当官により異なった
判断がされ、従来認められていた表記
で却下されることがある。

判断を統一すべき。
全国商工
会連合会

165/165


	表紙
	資料１一覧表
	1-1-1
	1-2-1
	1-2-2
	1-2-3
	1-2-4
	1-3-1
	1-3-2
	1-3-3
	1-3-4
	2-1
	2-2
	2-3
	2-4
	3-1
	3-2
	3-3
	3-4




