
一般競争（指名競争）入札参加資格審査
申請手続一覧表

平成１９年１２月

山口県中小企業団体中央会



下記に掲げる場所において、競争参加資格を得ようとする者に有料で交付がなされています。

〒 電話番号

平成１９年１２月

750－0012
広島市中区上八丁堀７－５
　　　ピロティヒロシマビル204

082－223－5688

（注）　運輸振興協会広報事業部においては、郵送による申請書の販売を行っているので、希望する場合は、
　　　　必要な申請書の種類及び部数を電話で申し込んで下さい。

（財）防衛施設技術協会
　　　　　　　　　広島図書販売
所

福岡政府刊行物
　　　　　　サービスセンター

812－0013
福岡市博多区博多駅東２－11－１
　　　福岡合同庁舎内

092－411－6201

大阪政府刊行物
　　　　　　サービスセンター

540－0008
大阪市中央区大手町１－５－63
　　　大阪合同庁舎第３号館内

06－6942－1681

全国官報販売協同組合 162－0845 東京都新宿区市谷本村町９－１ 03－3296－7701

気象庁生活協同組合 100－0004
東京都千代田区大手町１－３－４
　　　気象庁内

03－3211－5676

（財）海上保安協会 104－0045
東京都中央区築地５－３－１
　　　海上保安庁海洋情報部内

03－3542－3678

港湾空港技術振興会 239－0826 神奈川県横須賀市長瀬３－１－１ 046－843－6558

03－5543－1603

文具・中央 100－0013
東京都千代田区霞ヶ関２－１－３
　　　中央合同庁舎第３号館地下１階

03－3595－2755

入　手　先 所　　在　　地

資格審査申請書の配布場所
　
  平成２０年度の県内官公庁等の「一般競争（指名競争）入札参加資格審査
申請手続」を７４の官公庁等に問い合せたところ２９の関係機関（順不同）よ
り情報提供がありましたので、ご活用下さい。
　また、各省庁・県内官公庁等の電子化が進み、ホームページ等で随時情
報が提供されておりますので、参考にして下さい。 （財）運輸振興協会広報事業部 104－0033

東京都中央区新川１－23－17
　　　マリンビル５階



国　等　の　機　関



官公庁名 申請用紙の交付窓口 申請書提出時期 申請書の提出場所 申請手続きの公示掲示場所 参加資格の有効期間 官公需担当課及び相談日
中国運輸局
〒730－8544
広島市中区上八丁堀６－30
ＴＥＬ　082－228－3435
会計課（調度係・管財係）

（物品・役務関係）
　ＨＰからダウンロード
　アドレス
　http://www.cgt.mlit.go.jp

（建設工事関係）
　同　　上

（物品・役務関係）
　持参、郵送、インターネット全て
　平成19年２月１日以降随時受付

（建設工事関係）
　持参、郵送ともに平成19年２月１日
　以降随時受付
　（インターネットでの申請は
　できません）

（物品・役務関係）
　中国運輸局会計課経由
　総務省内統一資格審査
　事務処理センター

（建設工事関係）
　中国運輸局会計課
　希望部局複数の場合は
　本省

（物品・役務関係）
　中国運輸局・会計課

（建設工事関係）
　同　　上

（物品・役務関係）
　３年間

（建設工事関係）
　２年間

（物品・役務関係）
　会計課・調度係

（建設工事関係）
　会計課・管財係

※特に設けていない

国土交通省　中国地方整備局
〒730-0013
広島市中区八丁堀６番３０号
ＴＥＬ082-221-9231
総務部　契約課　調査係

国土交通省　中国地方整備局
http://www.cgr.mlit.go.jp/

（物品・役務関係）
国土交通省　中国地方整備局
総務部　契約課　調査係　または
全国の官公庁で無償配布
ＨＰからダウンロード
統一資格審査申請受付サイト
https://www.chotatujoho.go.jp/va/co
m/ShikakuTop.html

（建設工事関係）
国土交通省　中国地方整備局
総務部　契約課　調査係
ＨＰからダウンロード
国土交通省　中国地方整備局
http://www.cgr.mlit.go.jp/

（物品・役務関係）
　随時受付

（建設工事関係）
　随時受付

（物品・役務関係）
国土交通省　中国地方整備
局総務部　契約課　調査係
電子申請
統一資格審査申請受付サ
イト
https://www.chotatujoho.go
.jp/va/com/ShikakuTop.ht
ml

（建設工事関係）
国土交通省　中国地方整備
局総務部　契約課　調査係

（物品・役務関係）
　同　　左

（建設工事関係）
　同　　左

　ＨＰにも掲示

（物品・役務関係）
　平成22年３月３１日

（建設工事関係）
　平成21年３月３１日

（物品・役務関係）
担当課：
中国地方整備局
山口河川国道事務所
経理課
相談日：特に定めなし

（建設工事関係）
担当課：
中国地方整備局
山口河川国道事務所
経理課
相談日：特に定めなし

海上自衛隊岩国航空基地隊
〒740－8555
岩国市三角町２丁目
ＴＥＬ　0827－22－3181内線6445
経理隊契約班

（物品・役務関係）
　全省庁統一資格を使用しています。
　平成19・20・21年度の申請要領等に
　ついてはホームページに掲載されて
　います。
（建設工事関係）
　地方防衛局の登録名簿を使用して
います。
　地方防衛局に対する申請方法は同
　局に問い合わせをお願いします。な
　お、最寄りの機関は、中国四国防衛
　局総務部契約課（℡082－223－
7233・内線556）

（物品・役務関係）
　平成１９・２０・２１年度分を随時追加
登録をうけつけています。

（建設工事関係）
　平成１９・２０年度ということで、２０年
度は、中間年にあたっている為、定時
の受付はありませんが、随時追加登
録を受け付けています。

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

（物品・役務関係）
　平成22年３月31日

（建設工事関係）
　平成21年３月31日

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

岩国防衛事務所
〒740－0027
岩国市中津町２丁目15番７号
ＴＥＬ　0827－21－6195
※岩国防衛事務所では入札参加資格
審査申請手続を行っておりませんの
で、
中国四国防衛局にお問合せ下さい。

（物品・役務関係）
　＊該当はありません。

（建設工事関係）
　防衛省装備施設本部ホームページ
http://www.epco.mod.go.jp/dfaa/news
/kensetsu/touroku/1920touroku.html

（物品・役務関係）

（建設工事関係）
　［随時登録］
　平成19年２月１日以降随時
（持参方式又は郵送方式に限る。また
この場合には入札に間に合わないこ
とがあります。）

（物品・役務関係）

（建設工事関係）
　中国四国防衛局
　総務部契約課
　TEL 082－223－7233
　〒730－0012
　広島市中区上八丁堀６－
　30
（広島合同庁舎４号館）
　＊持参又は郵送に限りま
　す。インターネット・ＦＡX等
　による申請は受け付けて
　いませんのでご注意下さ
　い。

（物品・役務関係）

（建設工事関係）
　防衛省装備施設本部
　ホームページ
http://www.epco.mod.go.jp/
dfaa/news/kensetsu/nyusa
tu.html
　調達関係情報

（物品・役務関係）

（建設工事関係）
　平成21年３月31日まで

（物品・役務関係）

（建設工事関係）
　中国四国防衛局
　総務部契約課
　契約審査第２係
　ＴＥＬ　082－223－7233
　内　556



官公庁名 申請用紙の交付窓口 申請書提出時期 申請書の提出場所 申請手続きの公示掲示場所 参加資格の有効期間 官公需担当課及び相談日
独立行政法人国立高等専門学校機構
大島商船高等専門学校
〒742－2193
大島郡周防大島町大字小松1091－１
ＴＥＬ　0820－74－5461
総務課

独立行政法人に移行したため、本校
では国の競争参加資格の申請受付は
行いません。申請は最寄りの国の機
関へお願いします。（文部科学省ホー
ムページの調達総合案内等を参照）

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

（物品・役務関係）
総務課

（建設工事関係）
総務課

独立行政法人国立高等専門学校機構
徳山工業高等専門学校
〒745－8585
周南市学園台3538
ＴＥＬ　0834－29－6223
総務課

※平成16年４月１日より独立行政法人
国立高等専門学校機構となったため、
徳山工業高等専門学校では国の入札
参加資格審査申請手続きはいたしま
せん。
　なお、本校は今後も国の一般競争参
加資格制度の利用はいたしますの
で、
http://sisetuwebl.mext.go.jp/procure/
index.html
（参考：文部科学省アドレス）
調達総合案内（物品・役務・建設工事
等）を参照され、国の機関へ申請下さ
い。

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

山口地方法務局
〒753－8577
山口市中河原町６番16号
ＴＥＬ　083－922－2295

（物品・役務関係）
　全省庁統一資格を使用
　インターネット照会
　http://www.moj.go.jp/

（建設工事関係）

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

山口労働局
〒753－8510
山口市中河原町６－16
山口地方合同庁舎２号館
ＴＥＬ　083－995－0360
総務課
http://www.yamaguchi.plb.go.jp/annai
/
info/index.html

（物品・役務関係）
　総務部・総務課

（建設工事関係）
　同　　上

（物品・役務関係）
　随時受付中

（建設工事関係）
　同　　上

（物品・役務関係）
　総務部総務課

（建設工事関係）
　同　　上

（物品・役務関係）
　掲示予定なし

（建設工事関係）
　同　　上

（物品・役務関係）
　平成22年３月31日まで

（建設工事関係）
　平成2１年３月31日まで

（物品・役務関係）
　総務課会計第一係

（建設工事関係）
　総務課・会計第二係

中国財務局山口財務事務所
〒753－8526
山口市中河原町６－16
ＴＥＬ　083－922－2190
管財課（建設工事関係）

（物品・役務関係）

（建設工事関係）
　山口財務事務所・管財課
　山口財務事務所下関出張所
　下関市竹崎町４－６－１
（ホームページ）
http://www.mof-chugoku.go.jp/

（建設工事関係）
　随時審査の受付中

※受付時間　8：30～17：15
　（土・日・祝祭日は除く）
　（ただし12：15～13：00を除く）

（建設工事関係）
（山口県内）
　山口財務事務所・管財課
　山口財務事務所
　下関出張所・管財課

（建設工事関係）
　山口財務事務所・管財課
　山口財務事務所
　下関出張所・管財課

http://www.mof-
chugoku.go.jp/

（建設工事関係）
　資格付与から
　平成21年３月31日まで

（物品・役務関係）
　随　　時
　総務課経理係

（建設工事関係）
　随　　時
　管財課

山口少年鑑別所
〒753－0074
山口市中央４－７－５
TEL　083－922－6518
庶務課

（物品・役務関係）
　庶務課

（建設工事関係）
　法務営繕教会（有料）

（物品・役務関係）
　随　　時

（建設工事関係）
　同　　上

※受付時間　8：30～17：00

（物品・役務関係）
　庶務課

（建設工事関係）
　法務省大臣官房施設課
　経理係

（物品・役務関係）
　山口少年鑑別所

（建設工事関係）
　同　　上

（物品・役務関係）
　平成19年４月１日から
　平成22年３月31日まで

（建設工事関係）
　平成19年４月１日から
　平成21年３月31日まで

（物品・役務関係）
　庶務課

（建設工事関係）
　同　　上

※相談日：随時



官公庁名 申請用紙の交付窓口 申請書提出時期 申請書の提出場所 申請手続きの公示掲示場所 参加資格の有効期間 官公需担当課及び相談日
山口保護観察所
〒753－0088
山口市中河原町６－16
ＴＥＬ　083－922－1327
企画調整課

（物品・役務関係）
　企画調整課

（建設工事関係）
　同　　上

（物品・役務関係）
　随　　時

（建設工事関係）
　同　　上

※受付時間　勤務時間に限る

（物品・役務関係）
　企画調整課

（建設工事関係）
　同　　上

（物品・役務関係）
　な　　し

（建設工事関係）
　同　　上

（物品・役務関係）
　２　　年

（建設工事関係）
　２　　年

（物品・役務関係）
　随　　時

（建設工事関係）
　同　　上

※受付時間
勤務時間に限る

山口社会保険事務局
〒753－0295
山口市大内矢田814－１
ＴＥＬ　083－927－9131
総務課会計係
http://www.sia.go.jp/~yamaguchi/
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp

（物品・役務関係）
　物品製造・販売等にかかる
　平成19・20・21年度参加資格
　（全省庁統一資格）

（建設工事関係）
　平成19・20年度厚生労働省参加資
格建設工事及び測量・建設コンサルタ
ント等

　ＨＰからダウンロード
　厚生労働省ＨＰより

（物品・役務関係）
　随時審査

（建設工事関係）
　随時審査

※受付時間　8：30～17：15

（物品・役務関係）
　山口社会保険事務局
外、厚生労働省の出先機関
　（ＨＰに掲載機関）

（建設工事関係）
　山口社会保険事務局
外、厚生労働省の出先機関
　（ＨＰに掲載機関）

（物品・役務関係）
　厚生労働省ＨＰ

（建設工事関係）
　厚生労働省ＨＰ

（物品・役務関係）
　平成22年３月末日まで

（建設工事関係）
　平成21年３月末日まで

（物品・役務関係）
　な　　し

（建設工事関係）
　な　　し

国立大学法人　山口大学
〒753－8511
山口市吉田1677－１
ＴＥＬ　083－933－5100
財務部財務課

※平成16年４月１日から法人化により
国の機関でなくなったことから、国立
大学は「全省庁統一資格の受付機関」
ではなくなりましたので、注意願いま
す。

（物品・役務関係）
　申請は最寄の国の機関か総務省
ホームページからお願いします。

（建設工事関係）
　申請は、文部科学省ホームページか
らお願いします。

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

宇部工業高等専門学校
〒755－8555
宇部市常盤台２－14－１
ＴＥＬ　0836－35－4968
総務課

（物品・役務関係）
　独立行政法人に移行したため実施
　しない

（建設工事関係）
　建設業者が直接インターネットで申
　請する（国土交通省ホームページよ
　り）

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

（物品・役務関係）
　総務課

（建設工事関係）
　総務課



官公庁名 申請用紙の交付窓口 申請書提出時期 申請書の提出場所 申請手続きの公示掲示場所 参加資格の有効期間 官公需担当課及び相談日
独立行政法人
労働者健康福祉機構
山口労災病院
〒756－0095
山陽小野田市大字小野田1315－４
ＴＥＬ　0836－83－2881
会計課

（物品・役務関係）
　インターネット上で労働者健康福祉
機構ホームページにアクセスし「調達
関連情報」のページからダウンロード

（建設工事関係）
　インターネット上で労働者健康福祉
機構ホームページにアクセスし「調達
関連情報」のページからダウンロード

（物品・役務関係）
　平成20年１月15日から
　平成20年２月15日まで
　２月15日以降も随時の受付を行うが
　この場合は、平成20年度当初の入
札に間に合わないことがあります。
※受付時間　10：00～12：00
　　　　　　　　　13：00～16：00
（建設工事関係）
　平成20年度の受付は終了済ですが
　随時受付しています。
※受付時間　10：00～12：00
　　　　　　　　　13：00～16：00

（物品・役務関係）
　独立行政法人
　労働者健康福祉機構
　山口労災病院

（建設工事関係）
　独立行政法人
　労働者健康福祉機構本部
　（神奈川県川崎市幸区堀
　川町580ソリッドスクェア東
　館18階）

（物品・役務関係）
　独立行政法人
　労働者健康福祉機構
　山口労災病院

（建設工事関係）
　独立行政法人
　労働者健康福祉機構本部

（物品・役務関係）
　平成20年４月１日から
　平成23年３月31日まで
　３年間

（建設工事関係）
　平成19年４月１日から
　平成21年３月31日まで
　２年間

（物品・役務関係）
　会計課・契約係
　月～金曜日

（建設工事関係）
　同　　上

独立行政法人　水産大学校
〒759－6595
下関市永田本町２－７－１
ＴＥＬ　0832－86－5112
会計課・施設課
http://www.fish-u.ac.jp

（物品・役務関係）
　随時受付
　会計課・契約係

（建設工事関係）
　随時受付
　施設課・管財営繕係

※ＨＰからダウンロード可

（物品・役務関係）
　随　　時
※受付時間　9：00～17：00

（建設工事関係）
　随　　時
　※受付時間　9：00～17：00

（物品・役務関係）
　会計課・契約係

（建設工事関係）
　施設課・管財営繕係

（物品・役務関係）
　ホームページ

（建設工事関係）
　ホームページ

（物品・役務関係）
平成19～21年度

（建設工事関係）
　平成19・20年度

（物品・役務関係）
　随　　時
　会計課・契約係

（建設工事関係）
　随　　時
　施設課・管財営繕係

九州運輸局
〒812－0013
福岡市博多区博多駅東２－11－１
ＴＥＬ　092－472－2314
総務部・会計課

（建設工事関係）
　国土交通省
　ＨＰからダウンロード

（建設工事関係）
　国土交通省公示のとおり

http://www.mlit.go.jp/chotatsu/shikak
ushinsa/kaikei/pdf/01.pdf

（建設工事関係）
　各地方運輸局及び海上保
　安本部等申請書手引の中
　にある一覧表の受付機関

（建設工事関係）
　国土交通省ＨＰ

（建設工事関係）
　平成20年度末まで

（物品・役務関係）
　相談日・特に決めていな
い
　会計課・管財係

（建設工事関係）
　同　　上

独立行政法人　都市再生機構
九州支社
〒810－8610
福岡市中央区長浜２－２－４
TEL　092－722－1017
総務企画部経理チーム
http://www.ur-net.go.jp

（物品・役務関係）
　財団法人都市再生共済会
　〒810－0072
　福岡市中央区長浜２－２－101
　渕上ビル１階
　ＴＥＬ　092－721－6275

（建設工事関係）
　同　　上
　申請書　有料

HPからダウンロード

（物品・役務関係）
　随　　時
（建設工事関係）
　随　　時

※受付時間　9：30～17：00
※平成21年１月１日以降は随時受付
を終了します。

（物品・役務関係）
　官公庁名欄と同じ

（建設工事関係）
　官公庁名欄と同じ

（物品・役務関係）
　同　　左

（建設工事関係）
　同　　左

　ＨＰにも掲示

（物品・役務関係）
　平成21年３月末日まで

（建設工事関係）
　平成21年３月末日まで

（物品・役務関係）
　官公庁名欄と同じ

（建設工事関係）
　官公庁名欄と同じ



県　　　　市　　　　町



官公庁名 申請用紙の交付窓口 申請書提出時期 申請書の提出場所 申請手続きの公示掲示場所 参加資格の有効期間 官公需担当課及び相談日
山口県
〒753－8501
山口市滝町１－１
ＴＥＬ　083－933－3960（物品）
ＴＥＬ　083－933－3915（役務）
物品管理課（物品）
会　計　課（役務）
ＨＰアドレス：
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/

（物品・役務関係）
　物品管理課
　会計課
　各県民局
　ホームページ

（物品・役務関係）
　随時受付

（物品・役務関係）
（物品）
　物品管理課
（役務）
　会　計　課

（物品・役務関係）
　山口県報
　ホームページ

（物品・役務関係）
　資格決定日から
　平成２１年９月30日まで

（物品・役務関係）
（物品）
　会計管理局物品管理課調
達班
（役務）
　会計管理局会計課審査指
導班

岩国市役所
〒740-8585
岩国市今津町１－14－51
ＴＥＬ　0827－29－5064
監理課
ＨＰアドレス：
http://www.city.iwakuni.yamaguchi.jp/

（物品・役務関係）
　監理課にて販売
　１部100円
　インターネットから印刷（無料）

（建設工事関係）
　監理課にて販売
　１部200円
　インターネットから印刷（無料）

※市役所ホームページ
監理課のページをご覧下さい

（物品・役務関係）
　平成20年３月３日～３月１０日

（建設工事関係）
　同　　上
※受付時間　8：30～17：00

（物品・役務関係）
　監理課
　岩国市役所４階監理課

（建設工事関係）
　同　　上

（物品・役務関係）

　

（建設工事関係）

（物品・役務関係）
　平成21年３月31日まで

（建設工事関係）
　同　　上

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

柳井市役所
〒742－8714
柳井市南町一丁目10番２号
ＴＥＬ　0820－22－2111
工事監理室

（物品・役務関係）

（建設工事関係）
　独自様式
　ＨＰからダウンロード

（物品・役務関係）

（建設工事関係）
　平成19・20年度
　平成19年２月１日から
　平成19年２月28日まで
　追加申請は、平成19年４月１日から
　随時

（物品・役務関係）

（建設工事関係）
　工事監理室

（物品・役務関係）

（建設工事関係）
　柳井市役所のホームペー
　ジ
http://www.city-
yanai.jp/siyakusyo/kouji/ko
ujikanri.html
　工事監理室

（物品・役務関係）

（建設工事関係）
　平成21年３月31日まで

（物品・役務関係）

（建設工事関係）
　商工観光課
　（工事を発注する関係各
　課への取次ぎ窓口）



官公庁名 申請用紙の交付窓口 申請書提出時期 申請書の提出場所 申請手続きの公示掲示場所 参加資格の有効期間 官公需担当課及び相談日
光市役所
〒743－8501
光市中央６丁目１番１号
ＴＥＬ　0833－72－1400（内線585）
入札監理課
http://www.city.hikari.lg.jp/

（物品・役務関係）
　政策企画部　入札監理課
　申請書　ホームページ

（建設工事関係）
　政策企画部　入札監理課
　申請書ホームページ

　申請書　無料
　ＨＰからダウンロード

（物品・役務関係）
　平成２０年２月１日から
　平成２０年２月２９日まで
※受付時間　８：３０～17：00

（建設工事関係）
　平成１９年２月１日から
　平成１９年３月３１日まで
※受付時間　8：30～17：00

（物品・役務関係）
　政策企画部　入札監理課

（建設工事関係）
　政策企画部　入札監理課

（物品・役務関係）
　市広報・ホームページ

（建設工事関係）
　市広報・ホームページ

（物品・役務関係）
　平成２０年４月１日から
　平成２２年３月３１日まで

（建設工事関係）
　平成２０年２月１日から
　平成２１年３月３１日まで

＊中間年度必要書類有
　（ホームページで確認）

（物品・役務関係）
　指定日なし
　政策企画部　入札監理課

（建設工事関係）
　指定日なし
　政策企画部　入札監理課

周南市役所
〒745－8655
周南市岐山通１－１
入札監理課
（物品・役務関係）
ＴＥＬ　0834－22－8234
（建設工事関係）
ＴＥＬ　0834－22－8425
ＨＰアドレス：
http://www.city.shunan.lg.jp/

（物品・役務関係）
　入札監理課　物品業務担当

　申請書　無料

　ＨＰからダウンロード可

（建設工事関係）
　入札監理課　工事担当

　申請書　無料

　ＨＰからダウンロード可

（物品・役務関係）
　平成１９年１１月1日から
　平成１９年１１月３０日まで
　終了しました。

（建設工事関係）
　平成２０年２月１日から
　平成２０年２月２９日まで

※受付時間　8：30～17：15

（物品・役務関係）
　入札監理課　物品業務担
　当

（建設工事関係）
　入札監理課　工事担当

（物品・役務関係）
　周南市広報及びＨＰ

（建設工事関係）
　周南市広報及びＨＰ

（物品・役務関係）
　平成２２年３月３１日まで

（建設工事関係）
　平成２１年３月31日まで

（物品・役務関係）
　入札監理課　物品業務担
　当

（建設工事関係）
　入札監理課　工事担当

防府市役所
〒747－8501
防府市寿町７番１号
ＴＥＬ　0835－25－2177
財務部　入札監理課
ＨＰアドレス：
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/

（物品・役務関係）
　財務部　入札監理課

（建設工事関係）
　申請書　無料
　財務部　入札監理課

　ＨＰからダウンロード
　物品等　Ｈ１９．１２月中旬
　建設工事等　Ｈ２０．１月中旬

（物品・役務関係）
　平成２０年１月４日から
　平成２０年１月３１日まで

（建設工事関係）
　平成２０年２月１日から
　平成２０年２月２９日まで

※受付時間　8：30～17：00
　（12：00～13：00除く）

（物品・役務関係）
　財務部　入札監理課

（建設工事関係）
　財務部　入札監理課

（物品・役務関係）
　防府市役所及び各出張所

（建設工事関係）
　防府市役所及び各出張所

（物品・役務関係）
　平成２２年３月３１日まで

（建設工事関係）
　平成２１年３月31日まで

（物品・役務関係）
（官公需担当課）
　産業振興部　商工振興課

（入札参加資格）
　財務部　入札監理課

（建設工事関係）
　同　　上



官公庁名 申請用紙の交付窓口 申請書提出時期 申請書の提出場所 申請手続きの公示掲示場所 参加資格の有効期間 官公需担当課及び相談日
山口市役所
〒753－8650
山口市亀山町２番１号
ＴＥＬ　083－934－2710
監理課
ＨＰアドレス：
http://www.city.yamaguchi.lg.jp

（物品・役務関係）
　監理課
　申請書　無料

（建設工事関係）
　監理課
　申請書　無料

　ＨＰからダウンロード

（物品・役務関係　測量・コンサルタン
ト業務等）
　毎月１日～１５日（閉庁日を除く。１５
日が閉庁日の場合は直後の閉庁日ま
で。）

（建設工事関係）
　同上

※受付時間　8：30～12：00
　　　　　　　　13：00～17：00

（物品・役務関係）
　山口市監理課

（建設工事関係）
　山口市監理課

（物品・役務関係）
　山口市掲示場
　山口市ホームページ
（建設工事関係）
　山口市掲示場
　山口市ホームページ

（物品・役務関係）
　平成21年３月31日まで

（建設工事関係）
　平成21年３月31日まで

（物品・役務関係　測量・コ
ンサルタント業務等）
　監理課
　相談日は特に設けており
　ません。受付期間内に随
　時お願いいたします。
　
（建設工事関係）
　監理課
　相談日は特に設けており
　ません。受付期間内に随
　時お願いいたします。

宇部市役所
〒755－8601
宇部市常盤町１－７－１
ＴＥＬ　0836－34－8183
入札監理課

（物品・役務関係）
　財務部入札監理課
　ホームページ

（建設工事関係）
　財務部入札監理課
　ホームページ

（物品・役務関係）
（追加受付）
　平成２０年２月１日から
　平成２０年２月15日まで

（建設工事関係）
（追加受付）
　平成２０年２月１日から
　平成２０年２月２９日まで

※受付時間　13：30～16：00

（物品・役務関係）
　市役所２階
　財務部入札監理課

（建設工事関係）
　市役所別館２階
　財務部入札監理課

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

（物品・役務関係）
　認定日～平成21年10月31
日

（建設工事関係）
　認定日～平成21年３月31
日

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

山陽小野田市
〒756－8601
山陽小野田市日の出一丁目１番１号
ＴＥＬ　0836－82－1180（直通）
監理室
ＨＰアドレス：
http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/

（物品・役務関係）
　未　　定

（建設工事関係）
　申請書　有料　220円

　ＨＰからダウンロード
　Ｈ19.11.16からダウンロード可

（物品・役務関係）
　未定

（建設工事関係）
　平成２０年１月１５日（火）から
　平成２０年２月14日（木）まで
　※市外の申請者については、郵便
等（消印有効）

※受付時間　9：00～12：00
　　　　　　　13：00～16：00

（物品・役務関係）
　未　　定

（建設工事関係）
　監理室

（物品・役務関係）
　未　　定

（建設工事関係）
　山陽小野田市役所、
　南支所、埴生支所、
　厚陽出張所、出合出張
所、山陽総合事務所

（物品・役務関係）
　未　　定

（建設工事関係）
　年間
　平成20年度

（物品・役務関係）
　相談日なし
　監理室

（建設工事関係）
　同　　上



官公庁名 申請用紙の交付窓口 申請書提出時期 申請書の提出場所 申請手続きの公示掲示場所 参加資格の有効期間 官公需担当課及び相談日
美祢市役所
〒759－2292
美祢市大嶺町東分326－１
ＴＥＬ　0837－52－1116

（物品・役務関係）
　なし（受付していません）

（建設工事関係）
　・山口県様式
　・中央公契連　統一様式
　・国土交通省　様式
　※申請要領については直接、建設
課にお問合せ下さい。

（物品・役務関係）

（建設工事関係）

追加受付
　平成２０年２月１日から
　平成２０年２月２９日まで（予定）

（物品・役務関係）
　なし（受付していません）

（建設工事関係）
　建設課

（物品・役務関係）

（建設工事関係）
　建設課

（物品・役務関係）

（建設工事関係）
　平成21年３月31日まで

（物品・役務関係）

（建設工事関係）
　建設課
　相談は随時受付

阿東町役場
〒759－1512
阿武郡阿東町大字徳佐中3417－２
ＴＥＬ　083－956－0111
総務課

（建設工事関係）
　申請書　有料　150円

　ＨＰからダウンロード

（建設工事関係）
　平成２０年１月１５日から
　平成２０年２月２８日まで

※受付時間　9：00～11：30
　　　　　　　　13：00～16：30

（建設工事関係）
　地域整備課管理係

（建設工事関係）
　平成18年11月１日に公示
　済
　阿東町役場　本庁
　阿東町役場　篠生支所
　阿東町役場　地福支所
　阿東町役場　生雲支所
　阿東町役場　嘉年支所

（建設工事関係）
　平成21年３月31日
　（ただし、平成21年度の資
　格決定されるまでの間は
　引き続きその効力を有す
るものとする）

（建設工事関係）



山口県中小企業団体中央会の概要

　中小企業団体中央会は「中小企業等協同組合法」を根拠として、わが国事業所の大半を占め、かつ、
わが国経済社会の基盤を形成している中小企業の振興発展を図るため、中小企業の組織化を推進し、
その連携を強固にすることによって、中小企業を支援するための専門機関として組織されている特別
法人です。
　山口県中小企業団体中央会は、昭和31年２月15日に設立され、構成員は、県内に所存する事業協同
組合・同連合会、火災共済協同組合、企業組合、協同組合、商工組合、商店街振興組合・同連合会その
他の中小企業関係団体で現在約500会員で構成され、県や関係機関と連携して組合並びに中小企業を
応援するため、次のような様々な事業を展開しています。お気軽にご活用下さい。

■組合等の設立及び運営指導、中小企業の経営・労務・経理・税務・法律相談、支援
■専門家を活用して問題解決のための支援・講習会等の開催
■地域産業の実態等の調査、データベースの作成
■情報の収集と機関誌、インターネットなどによる情報の提供
■組合、個別企業等の情報発信事業
■官公需受注の促進
■小企業者の組織化推進
■中小企業組合検定試験の実施と組合士の認定・登録
■中小企業振興対策の建議・陳情・請願
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