
項番 分類 質問 対応内容 備考

1-1 全般
物品の定時受付について教えてく
ださい。

物品のヘルプデスクへお問合せください。
あいち電子調達共同システム（物品等）ヘルプデスク
TEL：0120-511-270

1-2 全般 ヘルプデスクにつながりません。

定時受付期間中は入札参加資格申請者からの問合せが殺到
し、つながりにくいこともあります。
お手数ですが、時間をおいて再度おかけ直しください。

なお、物品等のヘルプデスクではお答えできませんので、
問合せはご遠慮ください。

1-3 全般
R2・3年度からの継続の場合でも新
規申請から進むのでしょうか。

現在入札参加資格者の方も新規申請となります。

1-4 全般
定時受付の入力マニュアルはあり
ますか。

ポータルサイトの「操作手引書／チュートリアル」タブの
「入札参加資格申請」欄に「定時受付用簡易マニュアル」
を掲載しています。

⇒入札参加資格申
請

1-5 全般
入力補助シートはどこにあります
か。

ポータルサイトの「操作手引書／チュートリアル」タブの
「入札参加資格申請の手引き」欄に「2.新規申請入力補助
シート」を掲載しています。

⇒入札参加資格申
請の手引き

1-6 全般
定時受付の期間に入札参加資格申
請を行わなかった場合、どうした
らよいですか。

令和４年４月以降、随時受付を行いますので、その期間に
申請してください。（「利用者仮登録」→「ＩＣカード登
録」→「新規申請」の操作を行ってください。）

1-7 全般
公社に入札参加資格申請を行いた
いのですが、どうすればよいです
か。

名古屋高速道路公社への申請については、入札参加資格申
請システムから申請してください。
それ以外の公社については、各申請先団体にご確認くださ
い。

項番 分類 質問 対応内容 備考

2-1 提出書類

別送書類として提出しなければな
らない書類は何ですか。
また、該当する書類がない場合は
どうすればよいですか。

ポータルサイトの「操作手引書／チュートリアル」タブの
「入札参加資格申請の手引き」欄の「4.別送書類一覧」を
ご確認ください。

⇒入札参加資格申
請の手引き

2-2 提出書類
納税証明書はコピーでもよいです
か。

納税証明書だけでなく、他の証明書についても鮮明であれ
ばコピーも可とします。

2-3 提出書類
別送書類の提出期限はいつまでで
すか。

入札参加資格申請の入力内容送信後、７日間以内に必着で
す。
なお、定時受付における最終提出期限は令和４年２月２２
日です。

2-4 提出書類
「愛知県税の納税義務がないこと
の申出書」には代表者印の押印が
必要ですか。

代表者印の押印は不要です。
⇒入札参加資格申
請の手引き

2-5 提出書類

「愛知県税の納税義務がないこと
の申出書」以外の別送書類につい
て、代表者印の押印が必要です
か。

書類の提出先である自治体へお問い合わせください。

項番 分類 質問 対応内容 備考

3-1 利用者登録

建設工事と設計・測量・建設コン
サルタント等業務のどちらも申請
したいのですが、ICカードはそれ
ぞれに必要ですか。

建設工事と設計・測量・建設コンサルタント等業務、それ
ぞれ別のICカードが必要となります。

3-2 利用者登録
入札参加資格申請を行うのに本社
のＩＣカードが必要でしょうか。

本社代表者様名義のＩＣカードが必要です。
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3-3 利用者登録 業者統一番号がわかりません。

業者統一番号とは、本システムを初めて利用する際に実施
した「利用者仮登録」の完了メールで通知された８桁の番
号です。
再度お調べください。どうしても分からない場合は、管理
自治体にお問い合せください。

3-4 利用者登録

【令和２・３年度 名簿登録のない
業者が対象】
業者統一番号が届きません。

利用者仮登録を行った際に入力されたメールアドレスに通
知しております。通知されない場合は、送信先メールアド
レスが間違っている可能性があります。ヘルプデスクにお
問い合せください。

項番 分類 質問 対応内容 備考

4-1
システム
ログイン

入札参加資格申請を行うにはどこ
からログインすればよいですか。

入札参加資格申請の「新規申請」からログインしてくださ
い。

4-2
システム
ログイン

本社ICｶｰﾄﾞでログインすると、
【利用者登録されていません】と
表示されます。

利用者登録を行う必要があります。
ICｶｰﾄﾞ登録の『登録』より、利用者登録を行なってくださ
い。
参考：ポータルサイトの「操作手引書／チュートリアル」
タブの「入札参加資格申請」の２章の「1.利用者登録」

⇒入札参加資格申
請の手引き

4-3
システム
ログイン

支店ICｶｰﾄﾞでログインすると、
【利用者登録されていません】と
表示されます。

支店ICｶｰﾄﾞでは入札参加資格申請システムは利用できませ
ん。
必ず本社代表者名義のICｶｰﾄﾞをご利用ください。

4-4
システム
ログイン

新規申請の入力画面に初めてログ
インしました。
「読込」ボタンをクリックすると
【読込ﾃﾞｰﾀが存在しません】と表
示されます。

「読込」ボタンは、データ入力の途中で画面を閉じる際に
「保存」ボタンをクリックしてログアウトした後、再度ロ
グインした際に先に保存したデータを読み込むためのもの
です。初めて入力される場合は、保存データが存在しない
ため、画面に【読込データが存在しません】と表示されま
す。

項番 分類 質問 対応内容 備考

5-1
システム

入力

［申請者情報入力］画面にて、申
請時建設業許可番号の「第」の前
には何を入力すればよいですか。

建設業許可番号更新時（最新のもの）の年度を入力してく
ださい。

5-2
システム

入力

［申請者情報入力］画面にて、
【経審データが存在しません】と
表示されます。

画面上に表示されている許可番号と審査基準日に合致する
経審情報がシステム上にないためのメッセージです。
最新の許可番号と審査基準日を入力してお進みください。
なお、審査基準日は「令和２年７月１日」から「令和３年
６月３０日」までの間です。

5-3
システム

入力

経審の審査基準日はいつを入力す
ればよいですか。
例）「令和２年７月３１日」と
「令和３年７月３１日」の場合

定時受付時における経審の審査基準日は、「令和２年７月
１日」から「令和３年６月３０日」までの間となります。
例）「令和２年７月３１日」と入力してください。

5-4
システム

入力

許可業種の入力は、許可を持って
いる業種のみ選択できるのです
か。

許可を得ており、かつ経営事項審査を受けている業種のみ
選択できます。（未受審の業種を選択されると、補正とな
ります）

5-5
システム

入力

「平均完成工事高の表示」の欄に
【NAN】といったアルファベットが
表示されます。

入力された許可番号と審査基準日に合致する経審情報がシ
ステム上にないためです。入力誤りがないか再度確認くだ
さい。
誤りがない場合、経審情報が更新されると自動的に点数が
表示されるためそのまま進めて問題ありません。

5-6
システム

入力

ISO認証番号を10文字以内で入力す
るよう求められるが、証明書には
12桁記載されています。
どのように入力すればよいです
か。

認証番号が入力できない場合は、「00000000」(８桁)を入
力してください。

5-7
システム入

力
管理自治体と代表審査自治体はど
こで確認すればよいですか

ポータルサイトの「操作手引書／チュートリアル」タブの
「入札参加資格申請」の３章の「1.管理自治体とは」「2.
代表審査自治体とは」で参照ください。

5-8
システム

入力
補正指示メールが通知されたので
すが、どうすればよいですか。

入力された建設業許可番号、経営事項審査基準日、許可業
種をご確認いただき、入力内容に不備がある場合は、「申
請状況照会/補正申請」より補正申請を行ってください。
補正申請の最終期限は令和４年２月２２日です。
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5-9
システム

入力
個別情報入力の「課税番号」欄に
は何を入力すれば良いですか。

ポータルサイトの「操作手引書／チュートリアル」タブの
「入札参加資格申請の手引き」欄の「３．課税番号一覧」
をご確認ください。
不明の場合は自治体にお問い合わせください。

⇒入札参加資格申
請の手引き

5-10
システム

入力

［個別情報入力］画面の上部にあ
る「申請先の自治体」に選択した
はずの自治体が表示されません。

［個別情報入力］画面の「申請先の自治体」には、その情
報の入力を必要とする自治体のみ表示されます。
申請先の自治体すべてを確認したい場合は、［送信確認］
画面の【申請先情報】よりご確認ください。

5-11
システム

入力

「別送書類送付書」の印刷中にタ
イムアウトとなってしまいまし
た。
引き続き「別送書類送付書」の印
刷を行いたいのですがどうすれば
よいですか。

入札参加資格申請の「申請状況照会/補正申請」からログイ
ンし、「申請先/代表審査/管理自治体」の「別送先表示」
より印刷してください。

5-12
システム

入力

別送書類の提出が不要な自治体は
「別送書類送付書」の提出も不要
ですか。

ポータルサイトの「操作手引書／チュートリアル」タブの
「入札参加資格申請の手引き」の「４．別送書類一覧」を
ご確認ください。
詳細については、申請先自治体へお問い合わせください。

⇒入札参加資格申
請の手引き

5-13
システム

入力

［共通情報入力］や［個別情報入
力］画面での入力内容について分
からないことがある場合はどちら
に問合せればよいですか。

［共通情報入力］画面･･･管理自治体
［個別情報入力］画面･･･入力を必要とされている自治体
*該当自治体の入札入札参加資格申請要領を確認の上、不明
点があれば該当自治体へお問い合わせください。

5-14
システム

入力
補正、仮受付になりましたがどう
すればよいですか。

管理自治体にて所定の手続きを取るようにしてください。

5-15
システム

入力
補正となりましたが、別送書類は
提出してよいですか。

補正の有無に関わらず、データ送信後7日以内必着であるた
め提出してください。

5-16
システム

入力
建設コンサルについて国土交通省
登録は必須ですか。

国土交通省規程から、登録が無くても営業可能なため、必
須ではありません。

5-17
システム

入力

建設コンサルタントの「廃棄物部
門」で申請したいが、選択肢に
「廃棄物部門」が無く、申請でき
ません。

システム上、建設コンサルタント２１部門のうち１３部門
でしか申請できないため、近い部門を選択して申請するよ
うにしてください。
不明な場合は、自治体へお問い合わせください。

5-18
システム

入力

委任先への委任期間を間違えて入
力してしまったがどうすればよい
ですか。

システム上では修正できない項目です。誤りがあることに
ついて管理自治体へ相談してください。

5-19
システム

入力
工事実績の入力は過去何年間のも
のを入力するのですか。

１０年間にてコード毎に最高の契約のものを入力してくだ
さい。

5-20
システム

入力

[共通情報入力]画面の「常勤職員
数」について、代表者が技術職員
を兼任している場合は、（1）技術
職員、（3）その他職員　のどちら
の項目になりますか。

「（3）その他職員」としてください。

5-21
システム

入力

[共通情報入力]画面の「常勤職員
数」にはパート職員も含みます
か。

パート職員は「常勤職員数」に含みません。

5-22
システム

入力

[共通情報入力]画面の「有資格者
技術職員数等」について、技能士
（厚生労働省管轄）は「その他の
技術者」に含まれますか。

技能士（厚生労働省管轄）は、「その他の技術者」に含み
ます。

5-23
システム

入力

代理申請/［申請者情報入力］画面
で「申請書の申請者名が委任状の
委任者名と異なっています」のエ
ラーが表示されます。

委任状登録の時に入力されている商号が「株式会社」や
「有限会社」等略号ではない場合にエラーとなります。
「（株）」・「（有）」（カッコは全角）として、再度委
任状登録を行ってください。

5-24
システム

入力

代理申請/［パスワード変更］画面
にてIDとパスワードを入力すると
「システム異常が発生しました。
障害管理番号を管理者へ通知して
ください」とエラー表示されま
す。

ブラウザを再起動後、操作を試してください。
解消されない場合は、ヘルプデスクへお問い合わせくださ
い。
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5-25
システム

入力

データ送信後に入力誤りに気付き
ました。取下げ・修正・再申請し
たいですがどうすればよいです
か。

定時受付ではデータ送信後に取下げ・修正・再申請は行う
ことができません。誤りがあったことについて、申請先の
自治体にご相談ください。

5-26
システム

入力

コンサル/[申請状況照会]画面で、
取扱状況が「仮受付」のまま随分
経つが問題ありませんか。

代表審査自治体の欠格要件審査が終了すると「受付完了」
に変わります。まだ審査中のため、暫くお待ちください。
状況を確認されたい場合は、代表審査自治体へお問い合わ
せください。
（定時受付期間中に審査が終了するとは限りません）
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