
 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が認定する 

一般競争（指名競争）参加資格の見直しについて（お知らせ） 

 

令和３年 12 月 20 日 

 

独立行政法人          

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

理事長 河内 隆        

  

 

 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下、「当機構」という。）が認定する

競争参加資格について、令和４年３月末をもって切り替わることに伴い、別添のとおり、

競争参加資格の業種区分を見直すこととしましたので、お知らせします。 

 なお当機構が認定しない競争参加資格については、各省各庁における物品の製造・販売

等にかかる一般競争（指名競争）の競争参加資格（全省庁統一資格）を有していることを

入札参加の条件としますので、下記のウェブサイトを参考に資格の認定を受けていただき

ますようお願いいたします。 

 

＜参考＞ 

令和 04・05・06 年度一般競争（指名競争）参加資格審査（物品製造等） 

「全省庁統一資格」 https://www.chotatujoho.geps.go.jp/va/com/ShikakuTop.html 

https://www.chotatujoho.geps.go.jp/va/com/ShikakuTop.html


【別添資料】

取引品名 主な取引品目 全省庁統一資格 取引品名 主な取引品目 全省庁統一資格

(1)　機械装置

該当なし

(1)　機械装置

該当なし

①一般レール ①一般レール

②分岐器
分岐器、中継レール、接着絶縁レー
ル、伸縮継目

②分岐器
分岐器、中継レール、接着絶縁レー
ル、伸縮継目

③レール締結装置
レール締結装置(金物類)、レール締
結装置(化成類)、レール締結装置(軌
道パット類)

③レール締結装置
レール締結装置(金物類)、レール締
結装置(化成類)、レール締結装置(軌
道パット類)

④まくらぎ
木まくらぎ、コンクリートまくらぎ、合
成まくらぎ

④まくらぎ
木まくらぎ、コンクリートまくらぎ、合
成まくらぎ

⑤バラストマット バラストマット ⑤バラストマット バラストマット

⑥道床バラスト 道床バラスト ⑥道床バラスト 道床バラスト

①信号機器類

継電連動機、CTC装置、ATC地上装
置、信号符号送受信機、列車番号表示
装置、列車番号送受信機、軌道回路送
受信機、電子連動機、ATS地上装置、
自動進路制御装置

①信号機器類

継電連動機、CTC装置、ATC地上装
置、信号符号送受信機、列車番号表示
装置、列車番号送受信機、軌道回路送
受信機、電子連動機、ATS地上装置、
自動進路制御装置

②変電・電力機器類

交流遮断器(※1、※8)、動力操作断
路器(※1、※8)、電力コンデンサ(※
1、※8)、電力補償装置(※8)、電力
変換器(※8)、電鉄用配電盤、変電所
集中制御盤、電力ろ波器(※2)、内燃
発電機(※3)、タービン発電機(※
3)、ガス絶縁開閉装置(※1)、直流開
閉装置(※2)、配電用交流電源装置、
き電用変圧器、電力変換器用変圧器
(※8)、配電用変圧器(※4)、計器用
変成器(※1、※8)、避雷器(※1、※
8)、排水ポンプ装置(※7)

②変電・電力機器類

交流遮断器(※1、※8)、動力操作断
路器(※1、※8)、電力コンデンサ(※
1、※8)、電力補償装置(※8)、電力
変換器(※8)、電鉄用配電盤、変電所
集中制御盤、電力ろ波器(※2)、内燃
発電機(※3)、タービン発電機(※
3)、ガス絶縁開閉装置(※1)、直流開
閉装置(※2)、配電用交流電源装置、
き電用変圧器、電力変換器用変圧器
(※8)、配電用変圧器(※4)、計器用
変成器(※1、※8)、避雷器(※1、※
8)、排水ポンプ装置(※7)

③通信機器類

データ伝送送受信装置(※5)、光
PCM搬送装置(※5)、列車無線通信
装置、新幹線列車無線通信装置(※
5)、通信情報制御監視装置(※5)、旅
客案内情報処理装置(※6)

③通信機器類

データ伝送送受信装置(※5)、光
PCM搬送装置(※5)、列車無線通信
装置、新幹線列車無線通信装置(※
5)、通信情報制御監視装置(※5)、旅
客案内情報処理装置(※6)

各種印刷・製本
物品の製造

各種印刷・製本
物品の製造

筆耕 役務の提供等 筆耕 役務の提供等

被服類、靴類等 物品の製造 被服類、靴類等 物品の製造

保護具類等 物品の製造 保護具類等 物品の製造

寝具類 物品の販売 寝具類 物品の販売

食器類 物品の販売 食器類 物品の販売

用紙類、荷造り用品類 物品の販売 用紙類、荷造り用品類 物品の販売

机、椅子、ロッカー 物品の販売 机、椅子、ロッカー 物品の販売

IT機器 物品の販売 IT機器 物品の販売

光学用品類 物品の販売 光学用品類 物品の販売

電子複写機、ファックス 物品の販売 電子複写機、ファックス 物品の販売

厨房用品類、消防・防災用品類 物品の販売 厨房用品類、消防・防災用品類 物品の販売

文房具類、金庫、ゴム印類、トナー
カートリッジ

物品の販売
文房具類、金庫、ゴム印類、トナー
カートリッジ

物品の販売

日用雑貨類、記念品等 物品の販売 日用雑貨類、記念品等 物品の販売

②作業用機器類 作業用機器類 物品の販売 - 作業用機器類 物品の販売

③燃料・油脂類・電気・
ガス

ガソリン・灯油等の燃料、オイル等の
潤滑油、電気・ガスの供給等

物品の販売 -
ガソリン・灯油等の燃料、オイル等の
潤滑油、電気・ガスの供給等

物品の販売

④電気製品類 テレビ、ビデオ、冷蔵庫等の家電製品 物品の販売 - テレビ、ビデオ、冷蔵庫等の家電製品 物品の販売

医薬品類、医療用具類 物品の販売 医薬品類、医療用具類 物品の販売

健康器具類、運動用品類 物品の販売 健康器具類、運動用品類 物品の販売

被服類、靴類等 物品の販売 被服類、靴類等 物品の販売

保護具類等 物品の販売 保護具類等 物品の販売

⑦家具類 家具類 物品の販売 - 家具類 物品の販売

⑧自動車 自動車、付随する製品類 物品の販売 - 自動車、付随する製品類 物品の販売

⑨図書類 図書類、地図類等 物品の販売 - 図書類、地図類等 物品の販売

①買受け 鉄屑回収等 物品の買受け - 鉄屑回収等 物品の買受け

①運送
各種運送(自動車等による旅客輸送
含む。)、荷役

役務の提供等 -
各種運送(自動車等による旅客輸送
含む。)、荷役

役務の提供等

②人材派遣 各種人材派遣等 役務の提供等 - 各種人材派遣等 役務の提供等

③警備
警備、警備システムの設置・保守管理
等

役務の提供等 -
警備、警備システムの設置・保守管理
等

役務の提供等

データ入力等 役務の提供等 データ入力等 役務の提供等

プログラムの作成、システム開発等 役務の提供等 プログラムの作成、システム開発等 役務の提供等

事務用機器、作業用機器等の修繕及
び保守点検

役務の提供等
事務用機器、作業用機器等の修繕及
び保守点検

役務の提供等

自動車等の修繕及び保守点検 役務の提供等 自動車等の修繕及び保守点検 役務の提供等

⑥広告・宣伝
広告、映画、ビデオ、広報、イベント企
画等

役務の提供等 -
広告、映画、ビデオ、広報、イベント企
画等

役務の提供等

⑦写真・青写真焼付 写図、陽画焼付、第2原図作成等 役務の提供等 - 写図、陽画焼付、第2原図作成等 役務の提供等

⑧翻訳・通訳・速記 各種翻訳、通訳、速記等 役務の提供等 - 各種翻訳、通訳、速記等 役務の提供等

⑨除草・除雪 除草、除雪等 役務の提供等 - 除草、除雪等 役務の提供等

⑩調査・研究
各種調査、研究、不動産鑑定評価業務
等

役務の提供等 -
各種調査、研究、不動産鑑定評価業務
等

役務の提供等

⑪賃貸 賃貸(各種リース・レンタル等) 役務の提供等 - 賃貸(各種リース・レンタル等) 役務の提供等

清掃等 役務の提供等 清掃等 役務の提供等

各種業務委託、クリーニング、賄い等 役務の提供等 各種業務委託、クリーニング、賄い等 役務の提供等

　※9  1 製造（機械装置・電気用品・軌道用品）以外の取引品目に係る競争参加資格は全省庁統一資格のみに基づく。

【従来まで】 【見直し後】

業種区分 業種区分

1　製造 　　製造

①軌道モータカー　②架線作業車　③マルチプルタイタンパ　④
鉄製トロ　⑤スラブ軌道作業車　⑥アスファルトモルタルミキサ
⑦グラウトポンプ　⑧特種車(軌陸装置付)

①軌道モータカー　②架線作業車　③マルチプルタイタンパ　④
鉄製トロ　⑤スラブ軌道作業車　⑥アスファルトモルタルミキサ
⑦グラウトポンプ　⑧特種車(軌陸装置付)

(2)　軌道用品

該当なし

(2)　軌道用品

-

②被服類 -

該当なし

(3)　電気用品

(以下鉄道の電気に供するもの。)
該当なし

(3)　電気用品

(以下鉄道の電気に供するもの。)
該当なし

(4)　その他

①印刷・製本

- -

-

⑤福利厚生用品類 -

⑥被服類 -

※1　特別高圧用のものに限る。　※2　直流電鉄用のものに限る。　※3　500KVA以上のものに限る。　※4　特別高圧用のもので
500KVA以上のものに限る。　※5　鉄道専用のものに限る。　※6　列車運行システムと連動するものに限る。　※7　青函トンネルの
ものに限る。　※8　電鉄変電所等のものに限る。

※1　特別高圧用のものに限る。　※2　直流電鉄用のものに限る。　※3　500KVA以上のものに限る。　※4　特別高圧用のもので
500KVA以上のものに限る。　※5　鉄道専用のものに限る。　※6　列車運行システムと連動するものに限る。　※7　青函トンネルの
ものに限る。　※8　電鉄変電所等のものに限る。

3　買受け -

4　役務提供等 -

④ソフトウェア開発 -

⑤修繕・保守点検 -

⑫その他 -

2　販売

①事務用品・事務用機
器類

-


