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５．４ 建設工事業種追加申請 

 

ここでは、建設工事の入札参加資格申請の、審査を希望する業種の追加を行う場合の操作を 

説明します。 

 

【操作フロー】 

 

 

 

 

(1)手続き選択        P.5-4-2 

 

(2)申請者情報入力      P.5-4-3 

(3)申請先選択        P.5-4-6 

(4)契約営業所入力      P.5-4-7 

(6)個別情報入力      P.5-4-29 

(8)到達確認        P.5-4-33 

(5)共通情報入力      P.5-4-27 

(7)送信確認        P.5-4-32 

本店(本社)以外の営業所のみで

契約している場合 

P.5-4-11 

・資格審査を希望する業種の指定 

本店(本社)および本店(本社)以外 

の営業所で契約している場合 

P.5-4-18 

・資格審査を希望する業種の指定 

本店(本社)のみで 

契約している場合 

P.5-4-7 

・資格審査を希望する業種の指定 
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（１） 手続き選択 

PIN 番号の入力後、入札参加資格申請（本人による申請）の建設工事 業種追加申請を選択

します。 

操 作 

① 建設工事の業種追加申請をクリックします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼△アドバイス△▼ 

入札資格参加申請のメニュー 

 

【建設工事】 新規申請・業種追加申請・変更届 

新規申請、新規申請（申請先追加）、新規申請（営業所追加）、業種追加申請、各種変更の 

届出ができます。 

 

【設計 測量 建設コンサルタント等業務】 新規申請・業種追加申請・変更届 

新規申請、新規申請（申請先追加）、新規申請（営業所追加）、業種追加申請、各種変更の 

届出ができます。 

 

【照会／補正】 

申請状況照会／補正申請／取下げ申請、格付結果照会ができます。 

 

【別送書類一覧】 

各自治体の手続ごとに必要な別送書類一覧を表示できます。 

 

【代理人への委任状作成】 

委任状の登録、委任状の照会ができます。 

① 
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（２） 申請者情報入力 

《申請者情報入力》画面が表示されます。 

最新の登録内容が表示されます。 

連絡先（代行者を含む）を必要に応じて変更します。 

操 作 

① 「経営事項審査基準日」を変更します。 
経営事項審査基準日の▼をクリックし、「年号」「年」「月」「日」を選択します。 

 
② 連絡先（代行者を含む）の「部署名」、「担当者名」、「直通電話番号」、「E-mailアドレス」を 

変更します。 
 

③ 次へをクリックします。 
※入力内容に不備があると、エラーメッセージが表示されます。 

 エラーメッセージを確認し、入力内容を修正します。 

③  

②  

①  

▼△アドバイス△▼ 

連絡先の E-mail アドレスについて 

 

連絡先の E-mail アドレスで指定したアドレスは、受付完了や審査完了を通知する電子メール

の送付先となります。 

入力を間違えると、上記の電子メールが届きませんので注意して入力してください。 

なお、ここで指定した E-mail アドレスはこの手続のみで有効です。 
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▼△アドバイス△▼ 

画面が表示されたときに「経審データが存在しません。」メッセージが表示されたときは 

 

 

 

 

 

 

 

画面に初期表示された｢申請時建設業許可番号｣と｢経営事項審査基準日｣に合致する経審情報

のデータベースがない場合に上記メッセージが表示されます。もう一度｢申請時建設業許可番号｣

と｢経営事項審査基準日｣をご確認下さい。 

 

本システムでは、審査基準日内での最新の経審情報をデータベースに保持しています。申請時

には、入力内容とデータベースの経審情報を照合しています。 

 

そのまま続けて入力し、申請データを送信することはできますが、申請データ送信後経審情報デー

タベースが更新されるか、補正申請が行われるまでの間、申請データは仮受付状態となります。こ

の場合、仮受付中補正指示メールが送信されます。 

 

仮受付となった場合の対応は以下①～③のとおりです。 

① 入力した「申請時建設業許可番号」「審査基準日」および「資格審査を希望する業種」に誤

りがあった場合は補正申請を行ってください。 

② 資格審査を希望する業種について、経営事項審査の総合評定値の通知を受けていない場合

は補正申請を行ってください。 

③ 入力した「申請時建設業許可番号」「審査基準日」および「資格審査を希望する業種」に誤

りがない場合は、管理自治体に状況を連絡してください。管理自治体で経審データベース

を更新し、受付完了となります。 

 

【参考】ポータルサイト－〈操作手引書/チュートリアル〉－「操作手引書」－「入札参加資格申請」

－「８.１ 補正申請」 

 

なお、経審情報データベースの更新タイミングは、次のとおりです。 

 ・愛知県知事許可業者の方  ： 当月中旬 

 ・愛知県知事許可業者以外の方： 翌月中旬 

  （ただし、定時申請時の更新タイミングは別途調整しています。） 

 

 

「経営事項審査基準日は有効期限が切れています。」と表示されたときは 

 

「経営事項審査基準日は有効期限が切れています。」のエラーメッセージが表示された場合は、経営事

項審査基準日から 1 年 7 ヶ月以上経過していることが考えられます。審査基準日が期間内の日付かを確

認してください。 
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▼△アドバイス△▼ 

使用文字について 

 

次の文字を使用すると、文字化けが発生します。 

文字化けが発生してしまう文字については、ひらがな等で入力してください。 

 

・機種依存文字等の特殊記号   「①」「㈱」「㈲」「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」等 

・JIS 第一水準、JIS 第二水準以外の漢字（JIS 第三水準等）、および外字 

（外字とは「JIS 第一水準または第二水準以外の文字」です。） 

 「髙」「﨑」「德」下が長い「吉」等 

・全角マイナス「－」 

 

詳細は、ポータルサイトのＦＡＱ 

「4-13 きちんと入力したはずなのに「？」で表示されてしまう文字がありますがこれは何ですか？」の

e-BISC センターのページを参照してください。 

 



５．４ 建設工事業種追加申請 

5－4－6 

（３） 申請先選択 

《申請先選択》画面が表示されます。 

表示内容を確認します。 

操 作 

① 次へをクリックします。 

※この画面では入力はできません。 

※戻るをクリックすると、《申請者情報入力》画面に戻ります。 
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（４） 契約営業所入力 

《契約営業所入力》画面が表示されます。 

資格審査を希望する業種の追加指定を行います。 

本店（本社）で追加するか営業所で追加するかで、表示される画面が異なります。 

それぞれ該当のページを参照してください。 

■本店（本社）のみで契約している場合 

P.5-4-7から参照してください。 

■本店（本社）以外の営業所のみで契約している場合 

P.5-4-11から参照してください。 

■本店（本社）および本店（本社）以外の営業所で契約している場合 

P.5-4-18から参照してください。 

操 作 

■本店（本社）のみで契約している場合 

① 本店（本社）で契約を行う自治体で、業種追加を希望する自治体が含まれる形式の□を 
クリックし、チェックを付けます。 

※本店（本社）での契約をしていない場合は形式が表示されません。 
 

② 次へをクリックします。 

※戻るをクリックすると、《申請先選択》画面に戻ります。 

※入力内容に不備があると、エラーメッセージが表示されます。 

 エラーメッセージを確認し、入力内容を修正します。 
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契約を締結する主たる営業所の許可業種（名簿情報）と平均完成工事高（経審データ）が 

表示されます。 

本店（本社）の許可業種の変更がある場合は修正します。 

③ 契約を締結する主たる営業所の許可業種の▼をクリックし、経審を受けている業種につい

て「1：一般」または「2：特定」を選択します。 
※許可業種の申請の取下げはできません。 

 
④ 次へをクリックします。 

※戻るをクリックすると、ひとつ前の画面に戻ります。 

※入力内容に不備があると、エラーメッセージが表示されます。 

 エラーメッセージを確認し、入力内容を修正します。 
 

 

 

③  

④  
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資格審査を希望する業種を指定する画面が表示されます。 

資格審査を希望する業種を追加指定します。 

選択した形式により、表示される画面が異なります。 

表示された画面に応じて、⑤から⑦の操作を行います。 

⑤から⑦の各画面で必ず 1つ以上の業種を追加してください。 

⑤ 資格審査を希望する業種の□をクリックし、チェックを付けます。 

専門工事を希望する場合は、希望する業種の□をクリックし、チェックを付けます。 
※資格審査を希望する業種を選択してから、それに対応する専門工事を選択します。 

 （例：「土」を選択してから、「プ」を選択します。） 
 専門工事だけをチェックするとエラーメッセージが表示されます。 

※本店（本社）に許可がない業種は、選択できません。 

 本店（本社）の許可は、「契約を締結する主たる営業所の許可業種」で設定します。 

 

⑥ 資格審査を希望する業種の□をクリックし、チェックを付けます。 

※本店（本社）に許可がない業種は、選択できません。 

 本店（本社）の許可は、「契約を締結する主たる営業所の許可業種」で設定します。 

 

⑦ 資格審査を希望する業種の▼をクリックし、希望 1位～5位を選択します。 

専門工事を希望する場合は、希望する業種の□をクリックし、チェックを付けます。 
 

⑧ 次へをクリックします。 
※戻るをクリックすると、ひとつ前の画面に戻ります。 

※経審表示をクリックすると、経審データが表示されます。 

※入力内容に不備があると、エラーメッセージが表示されます。 

 エラーメッセージを確認し、入力内容を修正します。 

 



５．４ 建設工事業種追加申請 

5－4－10 

 

 

《共通情報入力》画面が表示されます。P.5-4-26「（5）共通情報入力」を参照してください。 

 

⑤  

⑥  

⑦  

⑧  

（注）ここでは、複数の自治体を申請先として選択した場合の画面例を表示しています。 

   実際は、申請先として選択している自治体により、表示が異なります。 
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■本店（本社）以外の営業所のみで契約している場合 

① 次へをクリックします。 
※この画面では入力はできません。 

※戻るをクリックすると、《申請先選択》画面に戻ります。 
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契約を締結する主たる営業所の許可業種（名簿情報）と平均完成工事高（経審データ）が 

表示されます。 

② 次へをクリックします。 
※この画面では入力はできません。 

※戻るをクリックすると、ひとつ前の画面に戻ります。 
 

 

②  
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【契約営業所一覧】が表示されます。 

③ 業種の追加申請を希望する営業所の選択をクリックします。 
※入力・修正が完了した営業所については、「チェック済／未」欄に 

 「済」が表示されます。 

 

 

 

 

 

③  
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契約営業所情報を入力する画面が表示されます。 

④ 業種追加を希望する自治体が含まれる形式の□をクリックし、チェックを付けます。 
 

⑤ 許可業種の変更がある場合は修正します。 
※許可業種の申請の取下げはできません。 

 
⑥ 次へをクリックします。 

※戻るをクリックすると、ひとつ前の画面に戻ります。 

 

 

④  

⑥  

⑤  
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資格審査を希望する業種を指定する画面が表示されます。 

資格審査を希望する業種を追加指定します。 

選択した形式により、表示される画面が異なります。 

表示された画面に応じて、⑦から⑨の操作を行います。 

⑦から⑨の画面で必ず 1つ以上の業種を追加してください。 

⑦ 資格審査を希望する業種の□をクリックし、チェックを付けます。 

専門工事を希望する場合は、希望する業種の□をクリックし、チェックを付けます。 
※資格審査を希望する業種を選択してから、それに対応する専門工事を選択します。 

 （例：「土」を選択してから、「プ」を選択します。） 
 専門工事だけをチェックするとエラーメッセージが表示されます。 

※営業所に許可がない業種は、選択できません。 

 営業所の許可は、「契約を締結する営業所の許可業種」で設定します。 

 

⑧ 資格審査を希望する業種の□をクリックし、チェックを付けます。 

※営業所に許可がない業種は、選択できません。 

 営業所の許可は、「契約を締結する営業所の許可業種」で設定します。 

 

⑨ 資格審査を希望する業種の▼をクリックし、希望 1位～5位を選択します。 

専門工事を希望する場合は、希望する業種の□をクリックし、チェックを付けます。 
 

⑩ 次へをクリックします。 
※戻るをクリックすると、ひとつ前の画面に戻ります。 

※経審表示をクリックすると、経審データが表示されます。 

※別の営業所で業種追加をする場合は、次の営業所を入力をクリックします。 

 【契約営業所情報一覧】の「チェック済／未」欄で「未」と表示されている 

 契約営業所の情報の入力画面が表示されます。④から⑨の操作を繰返してください。 

 【契約営業所情報一覧】の「チェック済／未」欄で「未」と表示されている 

 契約営業所がある場合にのみ、次の営業所を入力が表示されます。 

※入力内容に不備があると、エラーメッセージが表示されます。 

 エラーメッセージを確認し、入力内容を修正します。 
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⑦  

⑧  

⑨  

⑩  

（注）ここでは、複数の自治体を申請先として選択した場合の画面例を表示しています。 

   実際は、申請先として選択している自治体により、表示が異なります。 
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【契約営業所情報一覧】が表示されます。 

⑪ 次へをクリックします。 
※戻るをクリックすると、ひとつ前の画面に戻ります。 

※入力内容に不備があると、エラーメッセージが表示されます。 

 エラーメッセージを確認し、入力内容を修正します。 

 

《共通情報入力》画面が表示されます。P.5-4-26「（5）共通情報入力」を参照してください。 

 

 

 

 

▼△アドバイス△▼ 

「チェック済／未」欄について 

 

選択をクリックし、修正が完了した営業所については「済」が表示されます。 

 

・本店（本社）で業種追加をしていない場合 

必ず 1 つ以上の営業所が「済」の表示になっている必要があります。 

「済」の表示がない状態で次へのボタンをクリックすると、エラーメッセージが表示されます。 

 

・本店（本社）で業種追加をしている場合 

全営業所が「未」の表示でもかまいません。 

⑪ 
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■本店（本社）および本店（本社）以外の営業所で追加する場合 

① 本店（本社）で契約を行う自治体で、業種追加を希望する自治体が含まれる形式の□を 
クリックし、チェックを付けます。 

※本店（本社）の契約で業種の追加を行わない場合は選択しません。 
 

② 次へをクリックします。 

※戻るをクリックすると、《申請先選択》画面に戻ります。 

※入力内容に不備があると、エラーメッセージが表示されます。 

 エラーメッセージを確認し、入力内容を修正します。 
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契約を締結する主たる営業所の許可業種（名簿情報）と平均完成工事高（経審データ）が 

表示されます。 

本店（本社）の許可業種の変更がある場合は修正します。 

③ 契約を締結する主たる営業所の許可業種の▼をクリックし、経審を受けている業種につい

て「1：一般」または「2：特定」を選択します。 
※許可業種の申請の取下げはできません。 

 
④ 次へをクリックします。 

※戻るをクリックすると、ひとつ前の画面に戻ります。 

※入力内容に不備があると、エラーメッセージが表示されます。 

 エラーメッセージを確認し、入力内容を修正します。 
 

 

③  

④  
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資格審査を希望する業種を指定する画面が表示されます。 

資格審査を希望する業種を追加指定します。 

本店（本社）の契約で業種を追加する場合は、⑤からの操作を、 

本店（本社）の契約で業種を追加しない場合は、⑧の操作を行います。 

選択した形式により、表示される画面が異なります。 

表示された画面に応じて、⑤から⑦の操作を行います。 

⑤から⑦の画面で必ず 1つ以上の業種を追加してください。 

⑤ 資格審査を希望する業種の□をクリックし、チェックを付けます。 
専門工事を希望する場合は、希望する業種の□をクリックし、チェックを付けます。 

※資格審査を希望する業種を選択してから、それに対応する専門工事を選択します。 

 （例：「土」を選択してから、「プ」を選択します。） 

 専門工事だけをチェックするとエラーメッセージが表示されます。 

※本店（本社）に許可がない業種は、選択できません。 

 本店（本社）の許可は、「契約を締結する主たる営業所の許可業種」で設定します。 

 

⑥ 資格審査を希望する業種の□をクリックし、チェックを付けます。 
※本店（本社）に許可がない業種は、選択できません。 

 本店（本社）の許可は、「契約を締結する主たる営業所の許可業種」で設定します。 

 

⑦ 資格審査を希望する業種の▼をクリックし、希望 1位～5位を選択します。 
専門工事を希望する場合は、希望する業種の□をクリックし、チェックを付けます。 

 
⑧ 次の営業所を入力をクリックします。 

※戻るをクリックすると、ひとつ前の画面に戻ります。 

※経審表示をクリックすると、経審データが表示されます。 

※入力内容に不備があると、エラーメッセージが表示されます。 

 エラーメッセージを確認し、入力内容を修正します。 
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⑤  

⑥  

⑦  

⑧  

（注）ここでは、複数の自治体を申請先として選択した場合の画面例を表示しています。 

   実際は、申請先として選択している自治体により、表示が異なります。 
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【契約営業所一覧】が表示されます。 

営業所の契約で業種を追加する場合は、⑨からの操作を、 

営業所の契約で業種を追加しない場合は、⑰の操作を行います。 

⑨ 業種の追加申請を希望する営業所の選択をクリックします。 

※入力・修正が完了した営業所については、「チェック済／未」欄に 

 「済」が表示されます。 

 

 

 

 

 

⑨  
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契約営業所情報を入力する画面が表示されます。 

⑩ 業種追加を希望する自治体が含まれる形式の□をクリックし、チェックを付けます。 
 

⑪ 許可業種の変更がある場合は修正します。 
※許可業種の申請の取下げはできません。 

 
⑫ 次へをクリックします。 

※戻るをクリックすると、ひとつ前の画面に戻ります。 

⑩  

⑪  

⑫  
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資格審査を希望する業種を指定する画面が表示されます。 

資格審査を希望する業種を追加指定します。 

選択した形式により、表示される画面が異なります。 

表示された画面に応じて、⑬から⑮の操作を行います。 

⑬から⑮の画面で必ず 1つ以上の業種を追加してください。 

⑬ 資格審査を希望する業種の□をクリックし、チェックを付けます。 

専門工事を希望する場合は、希望する業種の□をクリックし、チェックを付けます。 
※資格審査を希望する業種を選択してから、それに対応する専門工事を選択します。 

 （例：「土」を選択してから、「プ」を選択します。） 
 専門工事だけをチェックするとエラーメッセージが表示されます。 

※営業所に許可がない業種は、選択できません。 

 営業所の許可は、「契約を締結する営業所の許可業種」で設定します。 

 

⑭ 資格審査を希望する業種の□をクリックし、チェックを付けます。 

※営業所に許可がない業種は、選択できません。 

 営業所の許可は、「契約を締結する営業所の許可業種」で設定します。 

 

⑮ 資格審査を希望する業種の▼をクリックし、希望 1位～5位を選択します。 

専門工事を希望する場合は、希望する業種の□をクリックし、チェックを付けます。 
 

⑯ 次へをクリックします。 
※戻るをクリックすると、ひとつ前の画面に戻ります。 

※経審表示をクリックすると、経審データが表示されます。 

※別の営業所で業種追加をする場合は、次の営業所を入力をクリックします。 

 【契約営業所情報一覧】の「チェック済／未」欄で「未」と表示されている 

 契約営業所の情報の入力画面が表示されます。④から⑨の操作を繰返してください。 

 【契約営業所情報一覧】の「チェック済／未」欄で「未」と表示されている 

 契約営業所がある場合にのみ、次の営業所を入力が表示されます。 

※入力内容に不備があると、エラーメッセージが表示されます。 

 エラーメッセージを確認し、入力内容を修正します。 
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⑬  

⑭  

⑮  

⑯  

（注）ここでは、複数の自治体を申請先として選択した場合の画面例を表示しています。 

    実際は、申請先として選択している自治体により、表示が異なります。 
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【契約営業所情報一覧】が表示されます。 

⑰ 次へをクリックします。 
※戻るをクリックすると、ひとつ前の画面に戻ります。 

※入力内容に不備があると、エラーメッセージが表示されます。 

 エラーメッセージを確認し、入力内容を修正します。 

 

《共通情報入力》画面が表示されます。P.5-4-26「（5）共通情報入力」を参照してください。 

 

 

 

 

 

▼△アドバイス△▼ 

「チェック済／未」欄について 

 

選択をクリックし、修正が完了した営業所については「済」が表示されます。 

 

・本店（本社）で業種追加をしていない場合 

必ず 1 つ以上の営業所が「済」の表示になっている必要があります。 

「済」の表示がない状態で次へのボタンをクリックすると、エラーメッセージが表示されます。 

 

・本店（本社）で業種追加をしている場合 

全営業所が「未」の表示でもかまいません。 

⑰ 
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（５） 共通情報入力 

《共通情報入力》画面が表示されます。 

最新の登録内容が表示されます。内容を確認し、必要に応じて修正します。 

操 作 

①から⑤の操作は必要に応じて行います。 

① 資本金等を入力します。 
※「資本金（法人のみ）」は変更できません。 

建設業労働災害防止協会に加入している場合は、加入を選択し、「会員番号」、「交付年月
日」を入力します。 

建設業退職金共済制度に加入している場合は、加入を選択し、「共済契約者番号」、「証明
書番号」を入力します。 

 
② ISO認証取得状況の ISO9000sが認証済の場合は、認証済みを選択し、「認証番号」を 

入力します。未認証の場合は、未認証の○をクリックします。 
ISO14001が認証済の場合は、認証済みを選択し、「認証番号」を入力します。 

未認証の場合は、未認証の○をクリックします。 
③ 常勤職員数の内訳（1）～（3）に「職員数」を入力します。 

※申請日現在で常時雇用している従業員数を入力してください。 
入力後、合計の計算をクリックすると、職員数が自動計算されます。 

 
④ 有資格者技術職員数等を入力します。 

※申請日現在における会社全体の有資格者数を入力してください。一人で複数の資格がある場合

も該当する資格欄全てに入力してください。（ただし、1 級／2 級については上位のもののみを入力し

ます） 
入力後、合計の計算をクリックすると、職員数が自動計算されます。 

「実人員」を入力します。 
 

⑤ 監理技術者資格者証所持者数を入力します。 
※申請日現在における会社全体での所持者数を業種別に入力してください。 

入力後、合計の計算をクリックすると、所持者数が自動計算されます。 
「実人員」を入力します。 

 
⑥ 次へをクリックします。 

※戻るをクリックすると、ひとつ前の画面に戻ります。 

※入力内容に不備があると、エラーメッセージが表示されます。 

 エラーメッセージを確認し、入力内容を修正します。 
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①  

②  

③  

④  

⑤  

⑥  



５．４ 建設工事業種追加申請 

5－4－29 

（６） 個別情報入力 

障害者雇用率達成状況などの個人情報入力が必要な自治体に申請を行う場合は、次の画面が

表示されます。必要事項を設定します。 

※画面上部の「申請先の自治体」欄には、個別情報入力が必要な自治体のみが表示されます。 

（《申請先選択》画面で選択したすべての自治体が表示される訳ではありません。） 

操 作 

■障害者雇用率達成状況の入力が必要な自治体に申請を行う場合 

① 障害者雇用率達成状況等の「達成」または「未達成」の○をクリックします。 
労働者災害補償保険の加入状況等の「加入」または「未加入」の○をクリックします。 

 
② 外資状況の（1）外国籍会社の「国名」、（2）日本国籍会社の「国名」、（3）日本国籍会社の

「国名」「比率」のいずれかひとつを入力することができます。 
※（3）日本国籍会社の「比率」は、合計が 100%以下になるよう入力してください。 

 
③ 適格組合証明の▼をクリックし、「年号」「年」「月」「日」を選択します。 

「許可番号」を入力します。 
 

④ グループ経審の認定通知年月日の▼をクリックし、「年号」「年」「月」「日」を選択します。 
「企業団体に属する企業名」を入力します。 

許可番号の▼をクリックし、「自治体」を選択します。 
許可番号の▼をクリックし、「一般」または「特定」を選択します。 

「許可番号」を入力します。 
⑤ 次へをクリックします。 

※戻るをクリックすると、《共通情報入力》画面に戻ります。 

※入力内容に不備があると、エラーメッセージが表示されます。 

 エラーメッセージを確認し、入力内容を修正します。 
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①  

②  

③  

④  

⑤  

▼△アドバイス△▼ 

入力内容についての問合せ 

以下の項目の入力内容や入力方法などが不明な場合は、申請先の自治体にお問合せ下さい。 

・障害者雇用率達成状況   ・労働者災害補償保険 

・外資状況         ・適格組合証明     ・グループ経審 
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■専門工事実績内容を入力が必要な自治体に申請を行う場合 

※50件まで入力できます。 

専門工事コード 1つにつき１件入力可能です。 

該当する専門工事コードがない場合、専門工事コード欄空白で 1件入力可能です。 

① 希望業種コードの▼をクリックし、「希望業種コード」を選択します。 

専門工事コードの▼をクリックし、「専門工事コード」を選択します。 
「注文者」を入力します。 

元請・下請区分の▼をクリックし、「元請・下請区分」を選択します。 
「工事名」、「工事概要」を入力します。 

「請負代金の額」を入力します。 
「着工年月」、「完成年月」の▼をクリックし、「年号」「年」「月」を選択します。 

 
② 次へをクリックします。 

※戻るをクリックすると、ひとつ前の画面に戻ります。 

※入力内容に不備があると、エラーメッセージが表示されます。 

 エラーメッセージを確認し、入力内容を修正します。 

・
・
・ 

１～50 

①  

②  
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▼△アドバイス△▼ 

「入力が完全でない箇所があります。同ナンバーの専門工事実績は、全項目を入力するか、または

全項目を削除してください。」と表示されたときは 

「専門工事実績内容」の各項目に、入力漏れの箇所がないか、また、専門工事実績を入力しない場合は削除漏

れの箇所がないかを確認してください。 

▼△アドバイス△▼ 

「専門工事コードが重複している箇所があります。１つの専門工事コードに対しては、１つのみの

実績を入力してください。」と表示されたときは 

同じ専門工事コードを複数指定することはできません。同じ専門工事コードがある場合は 1 つのみに修

正します。 

土木工事業

下水道シールド工法

下水道シールド工法

土木工事業

 

 

 

▼△アドバイス△▼ 

入力内容についての問合せ 

専門工事実績内容について、入力内容や入力方法などが不明な場合は、画面上部に表示されている

申請先の自治体にお問合せ下さい。 
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■指名・契約実績等の入力が必要な自治体に申請を行う場合 

① 税の未納のないことの確認の「はい」または「いいえ」の○をクリックします。 
納税状況の確認についての同意の「はい」または「いいえ」の○をクリックします。 

申請先自治体の「課税番号」を入力します。 
※課税番号については、ポータルサイト－〈操作手引書/チュートリアル>－「参考資料」－入札参加

資格申請の手引き－「３ 課税番号一覧」を参照してください。詳細について不明な場合は、申請先

の自治体にお問合せ下さい。 

 
② 申請先自治体との指名実績と契約実績の入力欄が表示される場合は、「有」または「無」

の○をクリックします。 
※指名実績と契約実績については、各団体別運用基準等（トップページ左上）から申請先自治体の

ホームページにアクセスし、申請要領で確認をしてください。不明な場合は、申請先の自治体にお

問合せ下さい。 

 

③ 次へをクリックします。 

※戻るをクリックすると、ひとつ前の画面に戻ります。 

※入力内容に不備があると、エラーメッセージが表示されます。 

 エラーメッセージを確認し、入力内容を修正します。 
 

 

 

 

 

①  

②  

③  

▼△アドバイス△▼ 

課税番号の入力について 

課税番号がない場合、課税番号には「00000000（半角）」を入力してください。 
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（７） 送信確認 

送信内容を確認します。 

操 作 

① ※戻るをクリックすると、《個別情報入力》画面に戻ります。 

※修正をクリックすると、該当する申請項目の入力画面が表示され、申請内容が修正できます。 

※印刷をクリックすると、表示内容が印刷できます。 

※送信をクリックすると、申請データがシステムに送信されます。 
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（８） 到達確認 

データ送信が完了すると、到達確認が表示されます。 

操 作 

① 別送書類がある場合は、各自治体の別送先印刷用表示をクリックします。 

※印刷をクリックすると、表示内容が印刷できます。 

※保存をクリックすると、表示されている情報が保存できます。 

 

 

①  

必要な別送書類はこのボタ
ンをクリックし「別送書類送付
書」画面で確認します。 

送付書類とともに、別送書類送
付書を付けて、各申請先自治体

へ郵送してください。 

▼△アドバイス△▼ 

到達確認通知内容の控え 

 

※到達確認画面は、後で確認することはできません。 

到達確認通知の到達番号は、このあとの処理状況を照会する時などに必要となります。内容を確認の上、

印刷をクリックし印刷するか、メモを取るなどして必ず控えをとるようにしてください。 
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《別送書類送り先情報》画面が表示されます。 

別送先を確認します。 

※必要に応じて、印刷をクリックして画面を印刷します。 

② 印刷をクリックします。 
③ 閉じるをクリックします。 

 

③ 

②  
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《到達確認》画面が表示されます。 

④ 終了をクリックします。（※ブラウザの を押してウィンドウを閉じないでください） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面が閉じられます。 

▼△アドバイス△▼ 

到達確認通知内容の控え 

到達確認通知の到達番号は、このあとの処理状況を照会する時などに必要となります。 

内容を確認の上、印刷をクリックし印刷するか、メモを取るなどして、必ず控えをとるように

してください。 

 

送信完了後の処理の流れ 

データ送信完了後、各自治体で送信されたデータに基づいて申請の受付確定処理が行われま

す。郵送書類が必要な場合は、書類の到着後に受付確定処理が行われます。 

受付確定処理が終われば、連絡先の E-mail アドレスに通知が届きます。 

なお、現在の処理状況は、《申請状況照会》画面で確認できます。 

※申請状況照会の操作は、6 章 1．「申請状況照会」を参照してください。 

別送書類送付書の最終ページに宛先ラベルが印刷されます。 

プリンタへ印刷を行うと、上図の赤色矢印付近で自動的に改ページされます。別送書類を郵送す

る際の宛名ラベルとしてお使いください。 

 

③ 


