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1. 測量・建設コンサルタント等業務の申請について 
 

 はじめに 
 本マニュアルでは、入札参加資格審査システムにおける測量・建設コンサルタント等業務の申請方法につい 
て記載します。申請には 6つの区分があります。それぞれ該当するページをご覧下さい。 
 

申請区分 内容説明 記載ページ 
新   規 新規に申請を行います。 3ページ～ 

再 申 請 
更新期限切れの資格や過去に取下げを行った資格

を再度申請します。 
3ページ～ 

更    新 更新の申請を行います。 13ページ～ 
業種追加 業種追加の申請を行います。 18ページ～ 
変    更 本店情報および窓口情報を変更します。 24ページ～ 
取    下 資格の全部もしくは一部を取下げします。 43ページ～ 

 
 

 マニュアルの種類について 
マニュアルは、資格申請を行う業務毎に以下の種類を用意しております。必要に応じて各々マニュアルを 

参照してください。 
 
① 共通操作編 

本システムにおける共通機能の操作方法を記載したマニュアルです。 
申請する業務に関わらず必ず初めにお読み下さい。 
 

② 建設工事編 
建設工事の各種申請方法を記載した操作マニュアルです。 
 

③ 測量・建設コンサルタント等編（本マニュアル） 
測量・建設コンサルタント等業務の各種申請方法を記載した操作マニュアルです。 
 

④ 森林整備編 
森林整備業務の各種申請方法を記載した操作マニュアルです。 
 

⑤ 主観的事項申請編 
主観的事項の申請方法を記載した操作マニュアルです。 

 
 問い合わせ先 

本システムに関する問い合わせ先は、以下のとおりです。 
 
公益財団法人岐阜県建設研究センター 入札参加資格審査ヘルプデスク 
電話：０５８４－８１－１３７０  ＦＡＸ：０５８４－８１－１３５２ 
電子メール：kyoushin@gifu.crcr.or.jp 
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2. 新規申請（再申請） 
 申請区分選択 

測量・建設コンサルタント等業務の「新規申請」を行う場合は、 

①メニューから「電子申請」の「測量・建設コンサルタント等」をクリックします。 
②「申請区分選択」の「新規申請」を選択して、「次へ」ボタンをクリックします 
（再申請の場合は、「再申請」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。以降の申請操作は 
同様になります。）。 

 
 

 自治体選択 
申請を希望する自治体を選択します。 

①「選択リスト」に表示されている自治体の中から、申請を希望する自治体をクリックします 
（複数の自治体に申請を希望する場合は、Ctrlキーを押しながらクリックすると、複数自治体を 
選択できます。）。 

②選択状態（青色）になりますので、「追加」ボタンをクリックします。 
③申請を希望する自治体全てが「選択済みリスト」に移動したことを確認したら、「次へ」ボタンを 

クリックします。 
 ※選択した自治体の選択を外したい時は、「選択済みリスト」にて自治体を選択し「削除」ボタンをク 

リックします。 
※既に名簿に登載されている自治体や申請中の自治体は、「選択リスト」に表示されません。 
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 業種選択 
入札に参加を希望する業種（部門）を選択します。 

①「選択リスト」に表示されている業種の中から、申請を希望する業種をクリックしてください 
（複数の業種（部門）を選択するには、Ctrlキーを押しながらクリックしてください。）。 

②選択状態（青色）になりますので、「追加」ボタンをクリックします。 
③申請を希望する業種（部門）全てが「選択済みリスト」に移動したことを確認したら、「次へ」ボタンを 

クリックします。 
※選択した業種の選択を外したい時は、「選択済みリスト」にて業種を選択し「削除」ボタンをクリックし 

ます。 

 

 
 自治体別業種選択 

(2)(3)で選択した自治体と業種の一覧表が表示されます。 
① 自治体ごとに、申請する業種（部門）にチェックを入れてください。 
② 自治体により希望しない業種（部門）がある場合は、チェックを外してください。 
③ 自治体と業種に誤りがないことを確認し、「次へ」ボタンをクリックします。 
※自治体毎に異なる窓口営業所で申請する場合は、当該窓口営業所において契約締結が可能な業種を選

択してください。 
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 本店情報（様式１） 
本店（主たる営業所）の情報の入力を行います。 
①「決算年月日」は、申請時に添付する現況報告や財務諸表における直近の決算年月日を入力します。 
②入力した本店情報に誤りがないことを確認し、画面下の「次へ」ボタンをクリックします。 
※既に他自治体又は他業務の名簿に登載されている場合は、登録済みの本店情報が表示されます。商号

や住所などに誤り・変更等がある場合は、変更申請を行う必要があります。 

※申請事務担当者の登録情報に変更がある場合は、メニューの「申請担当者変更」を行ってください。なお

変更を行った場合は、変更を反映させるため、次に申請をする時に「はじめから」を選んで（１）から申請を

行ってください。 

（「システム操作マニュアル（共通操作編）」参照）。 
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 窓口情報（様式２） 
入札・契約等を行う、窓口営業所の情報を入力します。 
・ 自治体毎に、異なる窓口（本店や営業所等）で登録することができます。 

・ 「■窓口営業所一覧」に窓口の一覧が表示されます。 

各窓口営業所ボタンをクリックすることで表示する窓口を切り替えることができます。 
初期表示では「1.本店」が表示されます。新たな営業所等を窓口として申請する場合は、 
「窓口営業所 追加」ボタンをクリックし窓口営業所を追加してください。 

・ 「■申請先自治体一覧」に(2)で選択した自治体の一覧が表示されます。 

「■窓口営業所一覧」で選択した窓口営業所ごとに、名簿登載を希望する自治体を選択します。 
「全自治体 選択」「全自治体 解除」ボタンクをリックすると表示されている全ての自治体を選択、 
解除できます。 
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【全ての自治体に対して、本店を窓口として申請する場合】 
①「■窓口営業所一覧」に「1.本店」が初期表示されているので、「■申請先自治体一覧」の 

自治体全てを選択します（「全自治体 選択」ボタンをクリックすると全ての自治体が一括で 

選択できます。）。 

②必要に応じて窓口内容の変更を行います（電話番号を受付用電話番号に変更する等）。 

以上で窓口情報（様式２）の入力は終了となります。 

「次へ」ボタンクリックし、「(7)登録事業（様式３）」画面（P10）へ進んでください。 
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【支店や営業所等を窓口として申請する場合】 
①登録済み窓口営業所で登録する場合 
「■窓口営業所一覧」で表示されている（システムに登録済みの）支店・営業所で登録する場合、 

  （ア）「■窓口営業所一覧」から該当する営業所をクリックします。 
  （イ）「■申請先自治体一覧」から登録する自治体をクリックします。 
  （ウ）複数の営業所を選択して新規申請する場合は、上記（ア）、（イ）を繰り返します。 
全ての入力（登録）が完了したら、「次へ」ボタンクリックし、「(7)登録事業（様式３）」画面（P10）へ進んでくださ

い。 

 
 
 
②新たな窓口営業所を追加する場合 
「■窓口営業所一覧」で表示されていない（システムに未登録の）支店・営業所で登録する場合、 
（ア）「窓口営業所 追加」ボタンをクリックします。 
（イ）「■窓口営業所一覧」に「2.現在入力中の窓口営業所」が赤字で表示され、窓口営業所が 
追加可能な状態となります（窓口の内容は未入力状態となります。）。 

（ウ）新たに追加する営業所を窓口とする自治体を「■申請先自治体一覧」より選択します。 
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（エ）営業所の内容（郵便番号～FAX番号）を入力します。 
※「本店情報複写」ボタンをクリックすると本店の内容が初期表示されます。 

※申請入力を中断する場合は、「更新・途中保存」ボタンをクリックし内容を保存し終了してください。 

（次回入力時に「続きから」を選択することで入力再開できます） 

※複数の営業所を窓口として追加する場合は、同様に 

1.「窓口営業所 追加」ボタンクリック ⇒ 2. 自治体の選択⇒ 3. 営業所の内容入力 
の手順で繰り返し窓口追加を行ってください。 

以上で窓口情報（様式２）の入力は終了となります。 
「次へ」ボタンクリックで「(7)登録事業（様式３）」画面（P10）へ進んでください。 
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 登録事業（様式３） 
①登録を受けている事業の登録番号と登録年月日を入力します（年月日は、西暦で入力してください。 
以下同じ。）。 
②入力した内容に誤りがないことを確認し、画面下の「次へ」ボタンをクリックします。 

 
※(4)で選択した業務の登録番号は、必ず入力してください。 

 
 実績及び技術者調査（様式４） 
①基準日及び前１年度の決算における実績高や技術者数を、業種（部門）毎に入力します（各項目に入力後、

合計欄の「計算」ボタンをクリックすると合計値が表示されます。）。 
②画面下にある「次へ」ボタンをクリックします。 
※法律又は国規程に基づき登録を受けている場合は、業種（部門）毎に入力してください。登録を受けて 

いない業種（部門）の実績高は「登録部門以外（その他）」の欄に入力してください。 

※営んでいない業種（部門）については、空欄としてください。 
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 経営規模等技術者調書（様式５） 
基準日の決算時における経営比率や常勤職員数、有資格者数等の情報を入力してください。 
各項目に入力後、「計算」ボタンをクリックすると合計値が表示されます。 
画面下にある「次へ」ボタンをクリックします。 

 
 

 ファイルアップロード 
添付ファイルのアップロード画面が表示されます。 
【電子納税を利用し、納税証明書を電子データで提出する場合】 

「参照」ボタンをクリックすると、ファイル選択の別ウィンドウが表示されます。 
添付するファイルを指定し、「開く」ボタンをクリックしてください。 
指定したファイルがアップロードされます。 
ファイルの添付が完了したら、「確認」ボタンをクリックします。 

【紙で発行された納税証明書を提出する場合】 
「確認」ボタンをクリックします。 
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 申請内容確認 
申請内容の確認画面が表示されます。 
内容に間違いがなければ、画面下にある「登録」ボタンをクリックし、登録を行います。 
※登録を行うと修正することができませんので、誤りがないかを確認してください。 
※入力内容に誤りがある場合は、画面下部に表示されている「戻る」ボタンまたは画面上部に表示されて 
いる様式名をクリックして修正してください。 

 
 

 申請データの送信完了 
電子申請が完了すると以下の画面が表示されます。 

(イ) 「申請書ダウンロード」ボタンをクリックすると、「ファイルのダウンロード」画面が 
表示されます。「保存」ボタンをクリックして、申請書（表紙）を端末に保存してください。 

(ロ) 保存した申請書（表紙）を印刷し、申請内容を確認後、添付書類とともに 

センターに送付してください。書類の送付をもって、申請完了となります。 

 
・ 「様式ダウンロード」ボタンを押すと、申請に必要な様式がダウンロードできる「申請書ダウンロード」 

画面が表示されます。 

・ 「終了(トップページ)」ボタンを押すと、「利用者ポータル」画面に戻ります。 

 

 電子メール通知 

審査結果はセンターおよび各自治体の審査を経て、電子メールにて通知されます。 
複数の自治体に一括して申請する場合は、各自治体からそれぞれ通知されます。  
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3. 更新申請 
 申請区分の選択 

測量・建設コンサルタント等業務の「更新申請」を行う場合は、 

①メニューから「電子申請」の「測量・建設コンサルタント等」をクリックします。 
②「申請区分選択」の「更新申請」を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。 

 
 
（2）自治体選択 

申請を希望する自治体を選択します。 

現在名簿に登載されている自治体が、「選択済みリスト」に表示されます。更新を希望する自治体が 

選択されているのを確認し、「次へ」ボタンをクリックします。「選択済みリスト」に選択されていない 

自治体については、名簿登載期限切れとなり、名簿から抹消されます。 

※対象となる自治体の選択漏れがないか、必ずご確認ください。 

 

  



14 
 

（3）本店情報の確認、決算年月日の打ち替え（様式１） 
①本店情報（主たる営業所）が表示されますので、変更がないか等、内容の確認をしてください。 
「決算年月日」は、申請時に添付する現況報告や財務諸表における直近の決算年月日を入力します。 
③画面下にある「次へ」ボタンをクリックします。 

※本店情報及び窓口情報の登録内容を変更する場合は、別途、変更申請を行う必要があります。 

※申請事務担当者の登録情報に変更がある場合は、メニューの「申請担当者変更」を行ってください。なお変

更を行った場合は、変更を反映させるため、次に申請をする時に「はじめから」を選んで（１）から申請を行って

ください。（システム操作マニュアル（共通操作編）参照） 

※決算年月日が前回の申請と同じ日付の場合は、次の画面へは進めません。 

 
（4）登録事業（様式３） 
①登録を受けている事業の登録番号と登録年月日を入力します。 
②画面下にある「次へ」ボタンをクリックします。 

 

※更新する業務の登録番号は、必ず入力してください。  
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（5）実績及び技術者調書（様式４） 
①基準日及び前１年度の決算における実績高や技術者数を、業種（部門）毎に入力します。 
（各項目に入力後、合計欄の「計算」ボタンをクリックすると合計値が表示されます。） 

②画面下にある「次へ」ボタンをクリックします。 
※法律又は国規程に基づき登録を受けている場合は、業種（部門）毎に入力してください。 

登録を受けていない業種（部門）の実績高は「登録部門以外（その他）」の欄に記入してください。 

※営んでいない業種（部門）については、空欄としてください。 

 

 
（6）経営規模等技術者調書（様式５） 
①基準日の決算時における経営比率や常勤職員数、有資格者数等の情報を入力してください 
（各項目に入力後、「計算」ボタンをクリックすると合計値が表示されます。）。 

②画面下部にある「次へ」ボタンをクリックします。 
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（7）ファイルアップロード 
添付ファイルのアップロード画面が表示されます。 
【電子納税を利用し、納税証明書を電子データで提出する場合】 

「参照」ボタンをクリックすると、ファイル選択の別ウィンドウが表示されます。添付するファイ 
ルを指定し、「開く」ボタンをクリックしてください。指定したファイルがアップロードされます。 
ファイルの添付が完了したら、「確認」ボタンをクリックします。 

【紙で発行された納税証明書を提出する場合】 
「確認」ボタンをクリックします。 

 
 

（8）申請内容確認 
申請内容の確認画面が表示されます。 
内容に間違いがなければ、画面下部にある「登録」ボタンをクリックし、登録を行います。 
※登録を行うと修正することができませんので、誤りがないか確認してください。 
※入力内容に誤りがある場合は、画面下部に表示されている「戻る」ボタンまたは画面上部に表示されて 
いる様式名をクリックして修正してください。 
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（9）申請データの送信完了 
電子申請が完了すると、以下の画面が表示されます。 

(イ) 「申請書ダウンロード」ボタンをクリックすると、「ファイルのダウンロード」画面が 
表示されます。「保存」ボタンをクリックして、申請書（表紙）を端末に保存してください。 

(ロ) 保存した申請書（表紙）を印刷し、申請内容を確認後、添付書類とともに 

センターに送付してください。書類の送付をもって、申請完了となります。 

 

・ 「様式ダウンロード」ボタンをクリックすると、申請に必要な様式がダウンロードできる「申請書ダウン 

ロード」画面が表示されます。 

・「終了(トップページ)」ボタンをクリックすると、「利用者ポータル」画面に戻ります。 

 

 電子メール送付 
審査結果はセンターおよび各自治体の審査を経て、電子メールにて通知されます。複数の自治体に一括して

申請する場合は、各自治体から通知されます。 
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4. 業種追加申請 
 申請区分選択 
測量・建設コンサルタント等業務の「業種追加申請」を行う場合は、 

①メニューから「電子申請」の「測量・建設コンサルタント等」をクリックします。 
②「申請区分選択」の「業種追加」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 

 
 

 自治体選択 
申請先自治体を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 
①「選択リスト」に表示されている自治体の中から、申請を希望する自治体をクリック 
（複数の自治体に申請する場合は、Ctrl キーを押しながらクリックすると複数自治体を 
選択できます。）。 

②選択状態（青色）になりますので、「追加」ボタンをクリックします。 
③申請を希望する自治体全てが「選択済みリスト」に移動したことを確認したら、「次へ」ボタンを 

クリックします。 
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 業種選択 
追加を希望する業種を選択します。 

①「選択リスト」から、申請を希望する業種をクリック（複数の業種（部門）を選択するには、Ctrl キーを 
押しながらクリックしてください。）。 

②選択状態（青色）になりますので、「追加」ボタンをクリックします。 
③申請を希望する業種（部門）全てが「選択済みリスト」に移動したことを確認したら、「次へ」ボタンを 

クリックします。 

 
※既に名簿に登載されている業種名や、申請中の業種名は表示されません。 

 
 自治体別業種選択 
(2)(3)で選択した自治体と業種の一覧表が表示されます。 
①自治体ごとに、申請する業種（部門）にチェックを入れます。 
②自治体により希望しない業種（部門）がある場合は、チェックを外してください。 
③自治体と業種に誤りがないことを確認し、「次へ」ボタンをクリックします。 
※自治体ごとに異なる窓口営業所で申請する場合は、当該窓口営業所において契約締結が 
可能な業種を選択してください。 

※登録済みの業種を変更することはできません。別途、「業種取下申請」を行ってください。 
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 登録事業（様式３） 
①登録を受けている事業の登録番号と、登録年月日を入力します。 
②「次へ」ボタンをクリックします。 

 
 

 実績及び技術者調書（様式４） 
①基準日及び前１年度の決算における実績高や技術者数を、業種（部門）毎に入力します。 

（各項目に入力後、合計欄の「計算」ボタンをクリックすると合計値が表示されます。） 

②画面下にある「次へ」ボタンをクリックします。 
※業種追加申請時の決算期と、直前に申請した新規・更新・再申請時の決算期と異なる場合、 既に名簿 

に登載済みの業種（部門）、新たに追加する業種（部門）とも、実績高は、直前に申請した新規・更新・再申

請時と同じ決算期のままで申請し、技術者数は、業種追加申請時の在籍人数を入力してください。 

※法律又は国規程に基づき登録を受けている場合は、業種（部門）毎に入力してください。 

登録を受けていない業種（部門）の実績高は、「登録部門以外（その他）」に記入してください。 

※営んでいない業種（部門）については、空欄としてください。 

 



21 
 

 
 経営規模等技術者調書（様式５） 

①基準日の決算時における経営比率や常勤職員数、有資格者数等の情報を入力してください。 
（各項目に入力後、「計算」ボタンをクリックすると合計値が表示されます。） 

② 画面下部にある「次へ」ボタンをクリックします。 
※業種追加申請時の決算期と、直前に申請した新規・更新・再申請時の決算期と異なる場合、直前に 

申請した新規・更新・再申請時の決算期の決算内容のままで申請してください。 

 

 
 ファイルアップロード 
添付ファイルのアップロード画面が表示されます。 
【電子納税を利用し、納税証明書を電子データで提出する場合】 

「参照」ボタンをクリックすると、ファイル選択の別ウィンドウが表示されます。添付するファイ

ルを指定し、「開く」ボタンをクリックしてください。指定したファイルがアップロードされます。 
ファイルの添付が完了したら、「確認」ボタンをクリックします。 

【紙で発行された納税証明書を提出する場合】 
 「確認」ボタンをクリックします。 
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 申請内容確認 
申請内容の確認画面が表示されます。内容に間違いがなければ登録を行います。 

画面下部にある「登録」ボタンをクリックします。 

※登録を行うと修正することができませんので、誤りがないか確認してください。 
※入力内容に誤りがある場合には、画面下部に表示されている「戻る」ボタン 

または画面上部に表示されている様式名をクリックして修正してください。 

 
 

 申請データの送信完了 
電子申請が完了すると以下の画面が表示されます。 

「申請書ダウンロード」ボタンをクリックすると、「ファイルのダウンロード」画面が表示されます。 
「保存」ボタンをクリックして、申請書（表紙）を端末に保存してください。 
保存した申請書（表紙）を印刷し、申請内容を確認後、添付書類とともにセンターに 

 送付してください。書類の送付をもって、申請完了となります。 

 

・ 「様式ダウンロード」ボタンをクリックすると、申請に必要な様式がダウンロードできる 

「申請書ダウンロード」画面が表示されます。 

・ 「終了(トップページ)」ボタンをクリックすると、「利用者ポータル」画面に戻ります。 
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 電子メール送付 
審査結果はセンターおよび各自治体の審査を経て、電子メールにて通知されます。 
複数の自治体に一括して申請する場合は、それぞれの自治体から通知されます。 
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5. 変更申請 
メニューから変更申請をクリックし、変更区分を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 
変更区分は以下の 3種類より選択してください。  
(1) 本店情報（様式１）及び窓口情報（様式２）の変更（P25） 
（①契約行為を本店のみで行う事業者、②本店、支店及び事業所全てに変更が生じた場合） 

(2) 本店情報（様式１）の変更（P33） 
 （契約行為を本店、営業所に委任している事業者で、本店のみに変更が生じた場合） 

(3) 窓口情報（様式２）の変更（P35） 
 （契約行為を支店、営業所に委任している事業者で、支店、営業所のみに変更が生じた場合） 

 
（注意事項） 
※窓口営業所として「本店」を登録している場合は、（２）ではなく（１）を選択して申請してください。 
※システムの仕様上、変更申請を入力（申請）した後に、引き続き同一自治体・同一業務に対し、更新申請など、他

の申請をあげることが出来ません。変更申請と同時に（並行して）、その他の申請を希望される場合は、変更申

請を入力する前に、その他の申請を行ってください（業種取下を除く）。 
※同時に複数の申請を上げられる場合は、別添資料「複数の申請を同時に（並行して）上げる場合の申請順序」

（P49）をご参考にしていただき、申請を上げてください。なお、ご不明な点がございましたら、ヘルプデスクまで

お問い合わせください。 
 

 
  



25 
 

 本店情報（様式１）及び窓口情報（様式２）の変更 
本店情報（様式１） 
(a) 本店情報のうち、変更する項目について、変更年月日及び変更後の情報を入力します。 
(b) 決算年月日は、原則として変更（修正）不要です。 
※本店情報を変更した場合、名簿に登載されている全ての自治体、全ての業務（「測量・建設コンサル 
タント等業務」の他に、「建設工事業務」及び「森林整備業務」で名簿登載されている場合）において、 
本店情報が変更されます。 

※申請事務担当者の登録情報に変更がある場合は、メニューの「申請担当者変更」を行ってください。なお

変更を行った場合は、変更を反映させるため、次に申請をする時に「はじめから」を選んで（１）から申請を行

ってください。（「システム操作マニュアル（共通操作編）」参照） 

 

②業務選択 
窓口営業所の情報を変更する業務を選択します。 
他の業務（建設工事業務、森林整備業務）においても、窓口営業所情報を変更する場合は、 
申請完了後に別途申請を行ってください。 
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③窓口情報（様式２） 
入札・契約等を行う窓口営業所のうち、変更する項目について、変更年月日及び変更後の情報を 
入力します。また登録されている別の窓口への切り替えや新たな窓口への切り替えを行います。 
・ 「■窓口営業所一覧」に窓口の一覧が表示されます。（初期表示では「1.本店」が選択状態） 

各窓口営業所ボタンをクリックすることで表示されている窓口を切り替えることができます。 
新たな営業所等を窓口として申請する場合は、「窓口営業所 追加」ボタンをクリックし、 
窓口営業所を追加してください。 

・ 「■申請先自治体一覧」に現在名簿登載されている自治体の一覧が表示されます。 

窓口の切り替えを行う場合は、切り替え後の窓口を「■窓口営業所一覧」より選択した後に、 
自治体を選択（チェックON）してください。 
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【窓口の内容を変更する場合】 
電話番号や代表者氏名等、窓口情報の内容変更を行います。 

(a) 「■窓口営業所一覧」より情報変更する窓口を選択します。 
（現在名簿登載されている窓口が一覧で表示され、初期表示時は「1.本店」が選択されています） 

 
 

(b) 選択した窓口営業所の情報（様式２）のうち、変更する項目について、項目毎の変更年月日 
及び変更後の情報を入力します。 

※「（1）窓口営業所を切り替える場合」の年月日入力欄には入力しないでください。 

 
以上で様式２の入力は終了となります。 
「次へ」ボタンをクリックし、「④ ファイルアップロード」画面(P30)へ進んでください。 
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【窓口を切り替える場合】 
「本店」で登録されている自治体を、「岐阜営業所」登録へ変更する等、窓口の切り替えを行います。 

(a) 「■窓口営業所一覧」より新たに窓口とする営業所を選択します。 
（現在名簿登載されている窓口が一覧で表示され、初期表示時は「1.本店」が選択されています） 

※「本店」で登録されている岐阜市を、「岐阜営業所」登録へ変更する場合は「岐阜営業所」を選択します。 

※一覧に表示されていない新たな営業所を追加する場合は「窓口営業所 追加」ボタンをクリックし 
窓口の情報を入力します。【窓口を新たに追加する場合】参照 

 
 

【窓口を新たに追加する場合】 
・「窓口営業所 追加」ボタンをクリックします。 
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・「■窓口営業所一覧」に「現在入力中の窓口営業所」が追加され選択状態となるので、窓口情報 
（郵便番号～FAX番号）を入力します。 
※「本店情報複写」ボタンをクリックすると本店の内容が初期表示されます。 

※複数の営業所を窓口として追加する場合は、同様に 
1.「窓口営業所 追加」ボタンクリック ⇒ 2.営業所の内容入力 
の手順で繰り返し窓口追加を行ってください。 
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(b) 現在選択されている窓口に切り替えを行う自治体を選択します。 
※「本店」で登録されている岐阜市を、「岐阜営業所」登録へ変更する場合は「岐阜市」を選択（チェック ON） 
します。 

 

  
(c) 切り替え変更年月日を入力します。 
※「（2）登録内容の一部を変更する場合」の項目毎の年月日入力欄は入力しないでください。 

 

以上で様式２の入力は終了となります。 
「次へ」ボタンをクリックし、ファイルアップロード画面へ進んでください。 
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④ファイルアップロード 
添付ファイルのアップロード画面が表示されます。 
提出要領に従って必要なファイルを添付し、「確認」ボタンをクリックします。 

 
 
⑤申請内容確認 

申請内容の確認画面が表示されます。内容に間違いがなければ登録を行います。 
画面下の「登録」ボタンをクリックしてください（登録を行うと修正することができません）。 
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⑥申請データの送信完了 
電子申請が完了すると以下の画面が表示されます。 

(イ) 「申請書ダウンロード」ボタンをクリックすると、「ファイルのダウンロード」画面が 
表示されます。「保存」ボタンをクリックして、申請書（表紙）を端末に保存してください。 

(ロ) 保存した申請書（表紙）を印刷し、申請内容を確認後、添付書類とともに 

センターに送付してください。書類の送付をもって、申請完了となります。 

 
・ 「様式ダウンロード」ボタンをクリックすると、申請に必要な様式がダウンロードできる、 
「申請書ダウンロード」画面が表示されます。 

・ 「終了(トップページ)」ボタンをクリックすると、「利用者ポータル」画面に戻ります。 
 

電子メール送付 
審査結果はセンターおよび各自治体の審査を経て、電子メールにて通知されます。 
複数の自治体に一括して申請する場合は、それぞれの自治体から通知されます。 
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 本店情報（様式１）の変更 
本店情報（様式１） 
(a) 本店情報のうち、変更する項目について、変更年月日及び変更後の情報を入力します。 
(b) 決算年月日は、原則として変更（修正）不要です。 
※本店情報を変更した場合、名簿に登載されている全ての自治体、全ての業務において本店情報 
が変更されます。 

※申請事務担当者の登録情報に変更がある場合は、メニューの「申請担当者変更」を行ってください。なお

変更を行った場合は、変更を反映させるため、次に申請をする時に「はじめから」を選んで（１）から申請を行

ってください。 
（「システム操作マニュアル（共通操作編）」参照）

 

②ファイルアップロード 
添付ファイルのアップロード画面が表示されます。 
提出要領に従って必要なファイルを添付し、「確認」ボタンをクリックします。 
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③申請内容確認 
申請内容の確認画面が表示されます。内容に間違いがなければ登録を行います。 
画面下の「登録」ボタンをクリックしてください。 
（登録を行うと修正することができません） 

 

 
④申請データの送信完了 

電子申請が完了すると以下の画面が表示されます。 
「申請書ダウンロード」ボタンをクリックして申請書（表紙）を印刷・押印し、添付書類とともにセンターに送付

してください。書類の郵送をもって、申請完了となります。 

 
「様式ダウンロード」ボタンを押すと申請内容がExcel ファイルとしてダウンロードできます。 
「終了(トップページ)」ボタンを押すと、トップページに戻ります。 
審査結果は電子メールで通知されます。 
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 窓口情報（様式２）の変更 
①業務選択 

窓口営業所の情報を変更する業務を選択します。 
他の業務（建設工事業務、森林整備業務）においても窓口営業所情報を変更する場合は、 
申請完了後に別途申請を行ってください。 
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②窓口情報（様式２） 
入札・契約等を行う、窓口営業所のうち、変更する項目について、変更年月日及び変更後の情報を入力し

ます。また登録されている別の窓口への切り替えや新たな窓口への切り替えを行います。 
・ 「■窓口営業所一覧」に窓口の一覧が表示されます。（初期表示では「1.本店」が選択状態） 

各窓口営業所ボタンをクリックすることで表示されている窓口を切り替えることができます。 
新たな営業所等を窓口として申請する場合は、「窓口営業所 追加」ボタンをクリックし窓口営業所を

追加してください。 

・ 「■申請先自治体一覧」に現在名簿登載されている自治体の一覧が表示されます。 

窓口の切り替えを行う場合は、切り替え後の窓口を「■窓口営業所一覧」より選択した後に自治体を

選択（チェック ON）してください。 
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【窓口の内容を変更する場合】 
電話番号や代表者氏名等、窓口情報の内容変更を行います。 

(a) 「■窓口営業所一覧」より情報変更する窓口を選択します。 
（現在名簿登載されている窓口が一覧で表示され、初期表示時は「1.本店」が選択されています） 

  
 

(b) 選択した窓口営業所の情報（様式２）のうち、変更する項目について、項目毎の変更年月日及び 
変更後の情報を入力します。 

※「（1）窓口営業所を切り替える場合」の年月日入力欄には入力しないでください。 

 
以上で様式２の入力は終了となります。 
「次へ」ボタンをクリックし、「③ ファイルアップロード」画面(P40)へ進んでください。 



38 
 

 
【窓口を切り替える場合】 
「本店」で登録されている自治体を、「岐阜営業所」登録へ変更する等、窓口の切り替えを行います。 

(a) 「■窓口営業所一覧」より新たに窓口とする営業所を選択します。 
（現在名簿登載されている窓口が一覧で表示され、初期表示時は「1.本店」が選択されています） 

※「本店」で登録されている岐阜市を、「岐阜営業所」登録へ変更する場合は「岐阜営業所」を選択します。 

※一覧に表示されていない新たな営業所を追加する場合は「窓口営業所 追加」ボタンをクリックし 
窓口の情報を入力します（【窓口を新たに追加する場合】参照）。 

 
 

【窓口を新たに追加する場合】 
・「窓口営業所 追加」ボタンをクリックします。 
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・「■窓口営業所一覧」に「現在入力中の窓口営業所」が追加され選択状態となるので、窓口情報 
（郵便番号～FAX番号）を入力します。 
※「本店情報複写」ボタンをクリックすると本店の内容が初期表示されます。 

※複数の営業所を窓口として追加する場合は、同様に 
1.「窓口営業所 追加」ボタンクリック ⇒ 2.営業所の内容入力 
の手順で繰り返し窓口追加を行ってください。 
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(b) 現在選択されている窓口に切り替えを行う自治体を選択します。 
※「本店」で登録されている岐阜市を、「岐阜営業所」登録へ変更する場合は「岐阜市」を選択（チェック ON） 

します。 

 

  
(c) 切り替え変更年月日を入力します。 
※「（2）登録内容の一部を変更する場合」の項目毎の年月日入力欄は入力しないでください。 

 

以上で様式２の入力は終了となります。 
「次へ」ボタンをクリックし、「③ファイルアップロード」画面へ進んでください。 
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③ファイルアップロード 
添付ファイルのアップロード画面が表示されます。 
提出要領に従って必要なファイルを添付し、「確認」ボタンをクリックします。 

 
 
④申請内容確認 

申請内容の確認画面が表示されます。内容に間違いがなければ登録を行います。 
画面下の「登録」ボタンをクリックしてください（登録を行うと修正することができません）。 
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⑤申請データの送信完了 
電子申請が完了すると以下の画面が表示されます。 

(イ) 「申請書ダウンロード」ボタンをクリックすると、「ファイルのダウンロード」画面が 
表示されます。「保存」ボタンをクリックして、申請書（表紙）を端末に保存してください。 

(ロ) 保存した申請書（表紙）を印刷し、申請内容を確認後、添付書類とともに 

センターに送付してください。書類の送付をもって、申請完了となります。 

 
・ 「様式ダウンロード」ボタンをクリックすると、申請に必要な様式がダウンロードできる、 
「申請書ダウンロード」画面が表示されます。 
・ 「終了(トップページ)」ボタンをクリックすると、「利用者ポータル」画面に戻ります。 

 
電子メール送付 

審査結果はセンターおよび各自治体の審査を経て、電子メールにて通知されます。 
複数の自治体に一括して申請する場合は、それぞれの自治体から通知されます。 

 
 
  



43 
 

6. 取下申請 
メニューから取下申請をクリックし取下区分を選択して「次へ」ボタンクリックします。 
取下区分は以下の 4種類より選択してください。 
（１） 業種取下（P44） 

選択した自治体に対し、一部業種の資格取下を申請します。 
（２） 業務取下（P47） 

選択した自治体に対し、一部業務の資格取下を申請します。 
同一自治体に複数業務（例：「建設工事業務」と「測量・建設コンサルタント等業務」）で名簿登載されてい

た者が、その業務の一部（例：「建設工事業務」のみ）を取り下げる場合に申請します。 
（３） 自治体取下（P49） 

選択した自治体に対し、他の業務も含め全ての資格取下を申請します。 
（４） 全部取下（P51） 

全ての自治体に対し、他の業務を含め全ての資格取下を申請します。 
※申請中は、承認されるまで重複して他に申請を行うことができません。 
 

（注意事項） 

※ システムの仕様上、取下申請を入力（申請）した後に、引き続き同一自治体・同一業務に対し、他の申請 
をあげることが出来ません。業種取下申請と同時に（並行して）、更新申請を希望される場合は、先に更新 
申請を入力してから、業種取下申請を入力を入力してください。 

※同時に複数の申請をあげられる場合は、別途資料「複数の申請を同時に（並行して）上げる場合の申請順序」

（P52）をご参考にしていただき、申請を上げてください。なお、ご不明な点がございましたら、ヘルプデスクまで

お問い合わせください。 
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 業種取下 
①業務選択 

取り下げをする業務を選択します。 

 
 
②自治体選択 

対象自治体を選択します。 
※対象となる自治体の選択漏れがないか、必ずご確認ください。 
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③業種選択 
対象業種を選択します。 

 

 
④自治体別業種選択 

自治体別に対象業種を選択します。 
希望業種にチェックの入っているものが取下げの対象になります。 
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⑤申請内容確認 
申請内容の確認画面が表示されます。内容に間違いがなければ登録を行います。 
画面下の「登録」ボタンをクリックしてください（登録を行うと修正することができません）。 

 

 
⑥申請データの送信完了 

電子申請が完了すると以下の画面が表示されます。 
(イ) 「申請書ダウンロード」ボタンをクリックすると、「ファイルのダウンロード」画面が 

表示されます。「保存」ボタンをクリックして、申請書（表紙）を端末に保存してください。 
(ロ) 保存した申請書（表紙）を印刷し、申請内容を確認後、添付書類とともに 

センターに送付してください。書類の送付をもって、申請完了となります。 

 
・ 「様式ダウンロード」ボタンを押すと、申請に必要な様式がダウンロードできる、「申請書ダウン 
ロード」画面が表示されます。 

・ 「終了(トップページ)」ボタンを押すと、「利用者ポータル」画面に戻ります。 
 

⑦電子メール送付 
審査結果はセンターおよび各自治体の審査を経て、電子メールにて通知されます。 
複数の自治体に一括して申請する場合は、それぞれの自治体から通知されます。 
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 業務取下 
①業務選択 

取り下げをする業務を選択します。 

 
 
②自治体選択 

対象自治体を選択します。 
※対象となる自治体の選択漏れがないか必ず確認ください。 
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③申請内容確認 
申請内容の確認画面が表示されます。内容に間違いがなければ登録を行います。画面下の 
「登録」ボタンをクリックしてください（登録を行うと修正することができません）。 

 
 

④申請データの送信完了 
電子申請が完了すると以下の画面が表示されます。 

(イ) 「申請書ダウンロード」ボタンをクリックすると、「ファイルのダウンロード」画面が 
表示されます。「保存」ボタンをクリックして、申請書（表紙）を端末に保存してください。 

(ロ) 保存した申請書（表紙）を印刷し、申請内容を確認後、添付書類とともに 

セ ン タ ー に 送 付 し て く だ さ い 。 書 類 の 送 付 を も っ て 、 申 請 完 了 と な り ま す 。

 

 
・ 「様式ダウンロード」ボタンを押すと、申請に必要な様式がダウンロードできる、「申請書ダウン 
ロード」画面が表示されます。 

・ 「終了(トップページ)」ボタンを押すと、「利用者ポータル」画面に戻ります。 
 

⑤電子メール送付 
審査結果はセンターおよび各自治体の審査を経て、電子メールにて通知されます。 
複数の自治体に一括して申請する場合は、それぞれの自治体から通知されます。 
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 自治体取下 
①自治体選択 

対象自治体を選択します。 
※対象となる自治体の選択漏れがないか、必ずご確認ください。 

 

 
②申請内容確認 

申請内容の確認画面が表示されます。内容に間違いがなければ登録を行います。画面下の「登録」ボタン

をクリックしてください（登録を行うと修正することができません）。 
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③申請データの送信完了 
電子申請が完了すると以下の画面が表示されます。 

(イ) 「申請書ダウンロード」ボタンをクリックすると、「ファイルのダウンロード」画面が 
表示されます。「保存」ボタンをクリックして、申請書（表紙）を端末に保存してください。 

(ロ) 保存した申請書（表紙）を印刷し、申請内容を確認後、添付書類とともに 

センターに送付してください。書類の送付をもって、申請完了となります。 

 
・ 「様式ダウンロード」ボタンを押すと、申請に必要な様式がダウンロードできる、「申請書ダウン 
ロード」画面が表示されます。 

・ 「終了(トップページ)」ボタンを押すと、「利用者ポータル」画面に戻ります。 
 

④電子メール送付 
審査結果はセンターおよび各自治体の審査を経て、電子メールにて通知されます。 
複数の自治体に一括して申請する場合は、それぞれの自治体から通知されます。 
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 全部取下 
①全部取した申請 

申請内容の確認画面が表示されます。内容に間違いがなければ登録を行います。 
画面下の「登録」ボタンをクリックしてください（登録を行うと修正することができません）。 

 
 
②申請データ送信完了 

電子申請が完了すると以下の画面が表示されます。 
(イ) 「申請書ダウンロード」ボタンをクリックすると、「ファイルのダウンロード」画面が 

表示されます。「保存」ボタンをクリックして、申請書（表紙）を端末に保存してください。 
(ロ) 保存した申請書（表紙）を印刷し、申請内容を確認後、添付書類とともに 

センターに送付してください。書類の送付をもって、申請完了となります。 

 
・ 「様式ダウンロード」ボタンを押すと、申請に必要な様式がダウンロードできる、「申請書ダウン 
ロード」画面が表示されます。 

・ 「終了(トップページ)」ボタンを押すと、「利用者ポータル」画面に戻ります。 
 
③電子メール送付 

審査結果はセンターおよび各自治体の審査を経て、電子メールにて通知されます。 
複数の自治体に一括して申請する場合は、それぞれの自治体から通知されます。 

  



申請時の
注意

■　パターン別申請順序・・・「更新申請」と併せて、同時に申請する時の順序
パターン１ パターン２ パターン３ パターン４ パターン５ パターン６ パターン７ パターン８

更新申請 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

変更申請 ○ ○ ○ ○ ○

業種追加申請 ○ ○ ○ ○ ○

業種取下申請 ○ ○ ○ ○ ○

新規申請
（再申請）

○

申請順序 ② ④ ⑤

1 2

変更申請

業種追加申請

業種取下申請

1 2 ※ 3

更新申請 変更申請
センター審査

終了
業種追加申請

1 ※ 2 3

変更申請

業種追加申請

1 ※ 2 3 ※ 4

業種取下申請
センター審査

終了
更新申請 変更申請

センター審査
終了

業種追加申請

1 ※ 2 3 ※ 4 5

業種取下申請
センター審査

終了
更新申請 変更申請

センター審査
終了

新規申請
（再申請）

業種追加申請

「更新申請」・「変更申請」・「業種追加申請」

申請順序

③

④

⑤

業種取下申請 更新申請
申請順序

「更新申請」・「変更申請」・「業種追加申請」・「業種取下申請」

複数の申請を同時に（並行して）申請する場合の申請順序

　「業種取下申請」及び「業種追加申請」、「変更申請」を先に申請すると、「更新申請」を申請すること
ができません。また、システムの都合上、同時に申請することができない組合せもあります。
　下記、申請順序に従い申請されることで、複数の申請を比較的スムーズに申請することが可能とな
ります。

「更新申請」・「変更申請 or 業種追加申請 or 業種取下申請」

申請順序
①

更新申請

「更新申請」・「変更申請 or 業種追加申請」・「業種取下申請」

【申請書の提出先及び問い合わせ先】
（公財）岐阜県建設研究センター　入札参加資格審査ルプデスク

住所：〒503-0807　　岐阜県大垣市今宿６－５２－１８（ワークショップ２４　４階）
ＴＥＬ：０５８４－８１－１３７０　　ＦＡＸ：０５８４－８１－１３５２　Ｅ－ｍａｉｌ：kyoushin@gifu.crcr.or.jp

① ③

申請順序

「更新申請」・「変更申請」・「業種追加申請」・「業種取下申請」・「新規申請（再申請）」

申請順序

センター審査
終了

※申請順序の「センター審査終了」について、それ以前の申請のセンター審査が終了してから、以降の申請をしていただきますよう
お願いします。

②
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