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1. はじめに 

(1) 本マニュアルについて 

本マニュアルは、岐阜県入札参加資格審査システム（以下、「本システム」という。）の更新申請方法（測量・建

設コンサルタント等）について説明した操作マニュアルです。 

 

2. 本システムについて 

(1) 対象自治体 

・ 本システムで申請が可能な自治体は、岐阜県及び岐阜県内の全市町村です。 

 

(2) 申請単位 

申請は、法人（個人事業者の場合は事業主）単位となります。（受任者単位での申請はできません） 

 

(3) 準備環境 

本システムの推奨利用環境は以下のとおりです。 

パソコン本体 対象 OS がサポートしている端末 

対象 OS ［推奨 Windows８、Windows８．１、Windows１０ 

画面解像度 ［推奨］1024×768（XGA）以上のカラーモニタ 

CPU ［推奨］ご利用の OS が推奨している動作環境 

メモリ ［推奨］ご利用の OS が推奨している動作環境 

ブラウザ ［推奨］Internet Explorer１１ 

インターネット環境 

インターネットに接続できる回線であること。 

(アナログ回線、ISDN、ADSL、FTTH、専用線等) 

［推奨］ISDN 以上 

※電子メールが利用できること 

その他必要なソフト 
［推奨］Microsoft Excel 2013 以上 

Adobe Reader 又は Adobe Acrobat 

 

(4) 本システムを使用する際の注意点 

○ 利用者ＩＤは、１法人に対して１ＩＤとなります。システム内のデータの整合性を保つため、１ＩＤを同時利用する

ことはできません（同時利用した場合、後からログインしたユーザが優先され、先にログインしていたユーザ

は強制的にログアウトしますので、ご注意ください）。 

○ ブラウザの「戻る」ボタン（画面左上）は、絶対に使用しないでください。前の画面に戻る場合は、必ず画面内

の「戻る」ボタンまたは総合案内メニューを使用してください。 

○ 操作を終了して画面を閉じる場合は、ログアウトしてからブラウザの右上にある[×]ボタンをクリックしてくだ

さい。 

○ セキュリティを確保するため、パスワードは、定期的に変更することをお薦めします。 

 

 

 

 

 



4 

(5) 関連用語の説明 

本システムで利用する主な用語を、以下に解説します。 

 

用 語 解 説 

共同審査番号 
センターが付与する法人単位の管理番号です。 

システムにログインするための利用者 ID としても利用します。 

業者管理番号 各自治体が付与する自治体毎の管理番号です。 

総合ポータル 本システムにアクセスした際に最初に表示されるページです。 

利用者ポータル 本システムにログインした際に最初に表示されるページです。 

利用者 ID 

本システムを利用するにあたり、センターから１企業に対し１ID が付与さ

れます。本システムを利用するために必要な情報となりますので大切に

保管してください。 

パスワード 

本システムにログインする際、利用者 ID とあわせて入力します。利用者

ID の正当性を確認する情報になりますので大切に保管してください。 

定期的に変更することでセキュリティを確保することができます。 

なお、パスワードに使用できるのは、半角英数字で２０文字以内です。 

 

 

(6) 問い合わせ先 

本システムに関する質問等については、下記ヘルプデスクまでお問い合わせください。 

 

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 

 電話番号：０５８４－８１－１３７０  ＦＡＸ番号：０５８４－８１－１３５２ 

 電子メールアドレス： kyoushin@gifu.crcr.or.jp 

    （受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで（土日・祝日を除く）。 

    ただし、電子申請、メール、ＦＡＸ等は、２４時間入力・送信可能です。） 



３. 更新申請（測量、建設コンサルタント等）の方法について

（１）       入札参加資格審査システムに接続します。
　　　インターネットに接続したパソコンより、以下のURLにアクセスします。

URL　：　http://www.kyoushin.crcr.or.jp

②ＩＤ、パスワードを入力します。

①ログインをクリックします。

ワンポイントアドバイス①

利用者ＩＤは「１０００・・・」で始まる

１１桁の番号です。
「共同審査番号」とも呼ばれます。

③ログインをクリックします。

公益財団法人岐阜県建設研究センター
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①　電子申請の「  測量・コンサルタント等」　をクリックします。

②　「更新申請」にチェックを入れ、「次へ」ボタンをクリックします。

（３）       測量・コンサルタント等の更新申請をします。

①測量・建設コンサルタントを
クリックします。

②更新申請にチェックを入れ、

「次へ」ボタンをクリックします。

公益財団法人岐阜県建設研究センター
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③　更新申請を行う自治体が「選択済みリスト」に追加されているかを確認します。

※更新申請を行わない自治体に

ついては「選択済みリスト」から
選択し、削除します。

ワンポイントアドバイス②

変更申請及び業種取下申請中の際、

「選択済みリスト」に一部の更新対象

自治体が表示されない場合がありま

す。

その場合は、自治体からの審査結果

通知書が届くのを待ってから更新申

請を行ってください。

ワンポイントアドバイス③

更新申請で選択可能な自治体は、
既に名簿登録されている自治体
のみです。
その他の自治体に新たに申請する
場合は、更新申請終了後に、「P6
（３）②」の画面より「新規申請」を選
択し、別途申請を行ってください。

③更新を行う自治体を確認し、
「次へ」ボタンをクリックし
ます。

③更新を行う自治体を確認し、
「次へ」ボタンをクリックします。

公益財団法人岐阜県建設研究センター
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④ 様式１（本店情報）画面で、決算年月日を「基準日：２０２０年１０月１日以降」の直近決算日に変
更し、「次へ」ボタンをクリックします。

ログイン名：（株）岐阜建築・測量設計コンサルタント

決算年月日の変更

を忘れずに！！

ワンポイントアドバイス④

決算年月日が３月３１日の場合、
「２０２１年３月３１日」
と入力します。

2021 3

５ー１４ー５３

薮田南

ヤブタミナミ

岐阜市

ギフシ

岐阜県

ギフケン

岐阜 太郎

ギフ タロウ

（株）岐阜建築・測量設計コンサルタント

ギフケンチク・ソクリョウセッケイコンサルタント

500-8384

５ー１４ー５３

058-277-1043

058-277-1043

058-275-5304

kyoushin@gifu.crcr.or.jp

薮田南薮田南薮田南薮田南薮田南

058-275-5304

岐阜 次郎

ギフ ジロウ

総務部

10001009999

④決算年月日を、
「２０２０年１０月１日以降の直近の決算日」
に修正し、「次へ」ボタンをクリックします。

公益財団法人岐阜県建設研究センター
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⑤「様式３」画面で、「登録等を受けている事業の「登録番号」「登録年月日」入力し、「次へ」ボタンを

クリックします。

ワンポイントアドバイス⑤

契約窓口となる事業所ごと
に「建築士事務所登録」を
行っている場合、
「建築士事務所登録番号」
ごとに「電子申請」を行って
いただく必要があります。

⑤登録等を受けている事業の
「登録番号」「登録年月日」を
入力し、「次へ」ボタンをクリック。

登録番号は
ハイフン以下の番号
を入力！

公益財団法人岐阜県建設研究センター

９



⑥「様式４」画面で、「基準日決算」と「前１年度分決算」の「登録等を受けている事業の「実績高」及び「希望
　業種」の技術者数を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。

Ⅰ Ⅱ

Ⅲ

Ⅵ

Ⅰ：期間
「基準日（２０２０年１０月１日）」以降に確定した、過去１年間の
決算期間を「基準日決算」、基準日決算の前の１年間を「前１年
度分の決算」として入力。

Ⅱ：技術者数
●「技術者（Ｘ・Ｙ・Ｚ）」欄に記載する技術者数は、名簿登載され

ている自治体から業務を受注した際に、実際に手配できる範
囲までとする。

●一人の技術者が、複数の業種（部門）において、「法令による
免許等」を有する場合、業種（部門）間で技術者が重複してい

ても差し支えありません。

●登録を受けていない業務及び部門の技術者数の入力は不可。

「Ⅲ：測量・地質調査」、「Ⅳ：建設コンサルタント」、「Ⅴ：補償コンサルタント」の売上高
測量・地質調査・建設コンサルタント・補償コンサルタントの各部門ごとの「実績高」
及び「登録部門以外」の実績は下記書類より転記。

★測量：第５５条の８の規定に基づく書類：損益計算書：売上高
★地質調査：現況報告書：直前１年の事業収入金額：合計

★建設・補償コンサルタント：現況報告書：直前１年の事業収入金額

：各部門の計及び登録部門以外の収入金額

●建設・補償コンサルタントの「登録部門以外の実績」を、他部門へ振り替えるのは不可
●登録を受けていない業務及び部門の実績高の入力は不可

「Ⅵ：建設ｺﾝｻﾙ」、「Ⅶ：補償ｺﾝｻﾙ」実績合計

建設・補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄの「合計」欄と「現況報
告書」の「直前１年の事業収入金額の合計」
と一致することを確認。

Ⅶ

Ⅸ

Ⅸ：その他：兼業売上・総合計

※兼業売上：登録のない測量・地質調査・建築設計等各業務の売上高

及び「測量・コンサルタント業務以外」の売上高を入力。
※総合計：「決算書 損益計算書 売上高」と必ず一致していることを

確認。

Ⅳ

Ⅴ

Ⅷ

⑥必要箇所の入力終了後、「次へ」
ボタンをクリックします。

Ⅷ：建築設計・建築設備設計の売上高

※総売上高より建築設計・建築設備設計の売上を

按分して入力

※売上に建築設計・建築設備設計以外が含まれて

いる場合、建築・建築設備設計以外の実績を除

いた金額を按分して入力
※建築・建築設備設計以外の売上は、「兼業売上」

欄または各「登録業務」欄へ入力。

2019

2020

2020

2021

4 4

3

1 1

3 3131

（入力例）

公益財団法人岐阜県建設研究センター
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⑦「様式５」画面で、「直近の決算書」の内容にあわせて「自己資本」「貸借対照表」「損益計算書」を入力し、「申
請時の状況に合わせて「営業年数等」を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。

○自己資本額・貸借対照表・損益計算書
直近の決算書の内容に合わせて入力

○営業年数等

事業所の営業年数等を入力。
・営業年数は希望業種の事業開始日から基準日までの期間を入力

・当該事業を中断した期間は控除

・１年未満切り捨て

○常勤職員の数
申請日において常時
雇用している人数を
入力

○有資格者・技術士数
申請時点においての資
格所持者の「延べ人数」
を入力

ワンポイントアドバイス⑥

決算内容の記入は「事業形

態」により違いがあります。

１２、１３ページの「様式５

記入方法」を参考にしてくだ

さい。

⑦必要箇所の入力終了後、「次へ」ボタ
ンをクリックします。

公益財団法人岐阜県建設研究センター

１１



様式５　記入方法（１／２）

【法人】（会社法及び会社計算規則施行後の基準に基づく決算書）

区分 基準日決算時 剰余（欠損）金処分 計

払込資本
（うち外国資本）

「資本金」＋「新株式申込証拠金」 －

※外資系企業の
場合、（　）内に
外国資本の額を
内数で記載。

準備金・積立金
「資本剰余金」＋「利益準備金」＋「積立金」＋「自己株式申込証拠金」

－「自己株式」（＋「その他有価証券評価差額金」
＋「繰越ヘッジ損益」＋「土地再評価差額金」＋「新株予約権」）

－

次期繰越利益
（欠損）金

－ 「繰越利益剰余金」

計
貸借対照表の、
「純資産合計」

と一致

【組合】

区分 基準日決算時 剰余（欠損）金処分 計

払込資本
（うち外国資本）

「基本財産」＋「組合員の払込資本金」 －

準備金・積立金 「利益準備金」＋「特別積立金」＋「組合員の準備金・積立金」
「利益準備金」＋「任意積立金」－「任意積立金取崩額」

（※資本剰余金から賞与・配当等を行った場合は当該処分額を
減）

次期繰越利益
（欠損）金

－
「当期未処分利益」

（※準備金又は積立金を取り崩した場合は、当該取崩額を減）

計

【公益法人】

区分 基準日決算時 剰余（欠損）金処分 計

払込資本
（うち外国資本）

「基本財産」
（※社団法人で基本金のない場合は「正味財産」）

－

準備金・積立金
「一般正味財産期首残高」－「基本金」

（※指定正味財産増減の部が計上されている場合
「一般正味財産期首残高＋指定正味財産期首残高」－「基本金」）

－

次期繰越利益
（欠損）金

－
「当期一般正味財産増減額」

（※指定正味財産増減の部が計上されている場合
「当期一般正味財産増減額＋当期指定正味財産増減額）

計
「正味財産期末

残高」と一致

【個人：青色申告】

区分 基準日決算時 剰余（欠損）金処分 計

払込資本
（うち外国資本）

「事業主借」＋「元入金」＋「青色特別控除前の所得金額」
－「事業主貸」－「源泉所得税」

－

準備金・積立金 － －

次期繰越利益
（欠損）金

－ －

計

【個人：白色申告】

区分 基準日決算時 剰余（欠損）金処分 計

払込資本
（うち外国資本）

0 －

準備金・積立金 － －

次期繰越利益
（欠損）金

－ －

計 0

「自己資本額」の記載方法
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様式５　記入方法（２／２）

法人

新決算書 組合 公益法人 青色申告 白色申告

経常利益 左記のとおり 左記のとおり

税引前当期利益 左記のとおり 左記のとおり

当期利益 左記のとおり 左記のとおり

当期未処分利益 繰越利益剰余金 当期未処分剰余金

法人

新決算書 組合 公益法人 青色申告 白色申告

流動資産

流動負債

固定資産

総資本額

固定資産合計

負債・純資産合計

「損益計算書」の記載方法

青色特別控除前
の

所得金額

専従者控除前の
所得金額

正味財産増減計算書
（又は増減計算書総括表）より

当期一般正味財産増減額
又は

当期一般正味財産増減額
＋

当期指定正味財産増減額

個人組合又は公益法人

組合又は公益法人 個人

0

「貸借対照表」の記載方法

流動資産合計

流動負債合計
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★「電子納税証明書」
　・e-Tax（国税電子申告・納税システム）をご利用の方のみが対象です。
　・納税証明書を、紙様式で提出される場合、アップロードは不要です。

「電子納税証明書」をファイルをアップロードする場合は、「参照」ボタンより対照ファイルのアップロード
を行った後、「確認」ボタンをクリックしてください。

⑧ファイルアップロードの画面では、以下のファイルをアップロードします。

※ファイルアップロードする場合
はこちらから！！

⑧「確認」ボタンをクリックします。

ワンポイントアドバイス⑦

納税証明書を紙様式で提出する
場合、電子納税証明書は必要あ
りません。
そのまま、「確認」ボタンをクリッ
クし、次へお進みください。

公益財団法人岐阜県建設研究センター
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⑨確認画面で登録内容を確認し、内容にも問題がなければ「登録」ボタンをクリックします。

～

～

決算年月日の

変更を再確認！！

様式３～５の入力に間違いが
ないかを再確認！！

⑨「登録」ボタンをクリックします。

ワンポイントアドバイス⑧

入力内容に誤りがある場合、「戻る」ボタンで様式１まで戻ることができます。

公益財団法人岐阜県建設研究センター

１５



⑩　申請書表紙及び添付書類送付票（測量・建設コンサルタント等業務）をダウンロードし、プリンター等を
　　用いて印刷します。

（Ⅰ）　「申請書ダウンロード」ボタンをクリックし、申請書表紙をプリンター等を用いて印刷します。

（Ⅰ） （Ⅱ） （Ⅲ）

「申請書表紙」を開いて、印刷します。

印刷を忘れずに！

１６



（Ⅱ）　「様式ダウンロード」ボタンをクリックし、申請書ダウンロード画面で「添付書類送付票（測量・建設コン
　サルタント等）」を印刷します。

「添付書類送付票（測量・建設コンサルタント等）」を開いて、印刷します。

印刷を忘れずに！

１７



（Ⅲ）　「終了（トップページ）」ボタンをクリックした後、利用者ポータル画面でシステムからログアウトします。

⑪　印刷した申請書表紙と添付書類送付票の必要書類とともに建設研究センターに送付します。

⑫　以上で、更新申請は終了です。

ログアウトをクリックします。

１８



（参考）添付書類の送付について

書類に漏れがある場合、受付・審査ができませんので、必ず送付漏れのないよう確認願います。

更新申請時に必要な送付書類については、添付書類送付票（測量・建設コンサルタント等）に記載の
以下の書類となります。

１９



※市町村に申請する場合で、完納証明書が発行されない市町村の場合は、
必ず「イ．固定資産税」のどちらか該当する方にチェックをしてください。

２０



■ログイン時

Ｑ１ パスワードを忘れてしまい申請ができません。どうしたらよいですか。

Ａ１

ログイン画面で利用者ＩＤを入力し、「パスワード再発行」ボタンをクリックしてください。
登録メールアドレスに仮パスワードが通知されますので、本通知メールより再度パスワードの設定を行ってください。

Ｑ２ 利用者ＩＤを忘れてしまい申請ができません。どうしたらよいですか。

Ａ２
ヘルプデスク（TEL : 0584-81-1370）までお問い合わせください。
パスワードを忘れてしまった場合は、Ｑ１をご参考ください。

Ｑ３ システムにログインしようとしたら、「利用者IDまたはパスワードが違います」と表示され、ログインできません。 

Ａ３
利用者ＩＤまたはパスワードに入力ミスがありますので、あらためて正確に入力し、ログインを行ってください。
利用者ＩＤまたはパスワードの忘失等の際は、Ｑ１またはＱ２をご参考ください。

Ｑ４ システムにログインしようとしたら、「すでに同じログインＩＤで利用中のユーザがいます。ログインしますか。」と表示されます。 

Ａ４

複数のパソコンで、同時にログインしようとした場合や、ログアウトしないまま入札参加資格審査システムから画面遷移し、
再び、入札参加資格審査システムにログインしようとすると表示されます。
利用者ＩＤは１法人１ＩＤで、システム内のデータの整合性を保つため、１つのＩＤを同時に利用をすることはできません。
同時利用した場合、後からログインしたユーザが優先され、先にログインしていたユーザは、他の画面に移ると同時に
システムから強制的にログアウトされます。
なお、システム操作を終了する際は、必ずログアウトを行った後に、システム画面を閉じるようにしてください。

Ｑ５
電子入札に使用するＩＣカードについて
　・「岐阜県入札参加資格審査システム」でも、必要ですか。
　・代表取締役が変更したとき、申請は必要ですか。

Ａ５

「岐阜県入札参加資格審査システム」においては、ICカードは不要です。
電子入札システムについては、申請窓口が異なりますので、各担当のヘルプデスクにお問い合わせください。

　・岐阜県の電子入札システムご担当　　：　０５８４－８３－８１２５
　・市町村の電子入札システムご担当　　：　０５８４－８３－８７２２

■電子申請時

Ｑ６ 様式１の決算年月日には、いつの決算年月日を入力すればよいですか。

Ａ６
定期受付年度の提出要領（測量・建設コンサルタント等業務）にて提示される、「申請に係る基準日」以降の、直近の
決算年月日（添付書類「現況報告書等」の決算年月日と一致していることを確認してください。）。

Ｑ７ ファイルアップロード画面では何かファイルを添付する必要がありますか。

Ａ７
以下の場合は、ファイルを添付する必要があります。該当しない場合は、そのまま確認ボタンをクリックし、次の画面に
進んでください。
　・国税電子申告・納税システム（ｅ－Ｔａｘ）による電子納税証明書により、納税証明書を提出する場合

Ｑ８ 申請書表紙の出力を忘れてしまったのですが、どうしたらよいですか。

Ａ８
総合ポータルの左側メニュー「申請書ダウンロード」をクリックし、次に表示される申請書ダウンロード画面の
「共通様式」から、『申請書表紙』をダウンロードしてください。
『申請書表紙』に、必要事項を入力のうえ、その他必要書類と併せて送付願います。

入札参加資格審査システム（測量・建設コンサルタント等）申請Ｑ＆Ａ集 （１／３）

②利用者ＩＤを入力します。

③パスワード再発行をクリックします。

①「ログイン」をクリックします。

④ご登録いただいている、申請事務
担当者のE-mailアドレス宛に、仮パス
ワードが発行されます。



Ｑ９
①システムを利用中に、「ログインが正しく行われていないか、不正な遷移です。」と表示されます。
②システムを利用中に、「「ブラウザの戻るボタン操作」、「同一セッション内での複数ウインドウ操作」、
「処理途中画面への直接アクセス」はサポートされません。」と表示されます。

Ａ９

以下の操作を行った場合、継続的に以降の操作ができなくなるおそれがありますので行わないようにしてください。
万一、以下の操作を行った場合については、再度ログイン画面より利用者ＩＤとパスワードを入力し、ログインを行ってください。
　（１）ブラウザの戻るボタンの利用
　（２）複数ブラウザを開いての操作
　（３）過去の履歴等への直接アクセス

Ｑ１０ 自治体からの承認通知（メール）が届かない。

Ａ１０
以下のような理由が考えられますが、ご不明な点等ございましたら、下記のヘルプデスクまでお問い合わせください。
　・審査が完了しておらず、承認通知が発行されていない。
　・登録あるE-maiｌアドレスが誤っている。システムの「申請担当者変更」に登録されている、E-maiｌアドレスをご確認ください。

Ｑ１１ ログイン後、電子申請しようとすると、「対象となる申請データがありません」と表示される。

Ａ１１
既に電子申請であげられた申請データが存在します。システムの「審査状況[検索・一覧]」で、「審査状況」の「入力中及び審査
中のみ」にチェックを入れて「検索」ボタンをクリックし、ご確認ください。

■送付書類

Ｑ1２ 証明書類等は、全て原本が必要ですか。
Ａ1２ 控えまたはコピーでかまいません。

Ｑ1３ 市町村税で完納証明書が発行されない場合はどうしたらよいですか。

Ａ1３
添付書類送付票の「納税証明書の提出について」を確認・チェックしたうえ、（法人）市町村民税及び固定資産税の納税証明書を
送付願います（固定資産税の納税義務がない場合等は、「イ．固定資産税」の納税義務なし又は非課税にチェックをすること）。
なお、納税時期未到来等の場合は、「納税時期未到来証明書」等の事実確認ができる書類を送付願います。

Ｑ1４ 電子申請を行い、必要書類を準備したのですが、これらの書類はどこに送付すればよいですか。

Ａ1４

申請書類は以下送付先までお願い致します。
【申請書類の送付先】
　〒503-0807　岐阜県大垣市今宿６－５２－１８（ワークショップ２４　４階）
　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　宛て

■その他

Ｑ1５ 入札参加資格審査システムを利用するには何が必要ですか。

Ａ1５

インターネットに接続できる一般的なパソコン環境であればご利用いただけますが、参考までに以下に入札参加資格審査システ
ムの利用推奨環境を示します。
【 パソコン本体 】　対象OSがサポートしている端末
【 対象OS 】 　［推奨］Windows8、Windows8.1、Windows10
【 画面解像度 】 　［推奨］1024×768（XGA）以上のカラーモニタ
【 CPU 】 　［推奨］ご利用のOSが推奨している動作環境
【 メモリ 】 　［推奨］ご利用のOSが推奨している動作環境
【 ブラウザ 】 　［推奨］Internet Explorer１１
【 インターネット環境 】  インターネットに接続できる回線であること
　(アナログ回線、ISDN、ADSL、FTTH、専用線等)
　　　　　　　　　［推奨］ISDN以上　※電子メールが利用できること
【 その他必要なソフト 】　［推奨］Microsoft Excel 2013
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Adobe Reader　又は Adobe Acrobat

Ｑ1６ 入札参加資格審査システムでは、どの自治体に申請ができますか。
Ａ1６ 入札参加資格審査システムで申請が可能な自治体は、岐阜県及び岐阜県内の全市町村です。

入札参加資格審査システム（測量・建設コンサルタント等）申請Ｑ＆Ａ集 （２／３）



Ｑ１７ 申請内容の審査状況はどこで確認ができますか。
システムログイン後の左側メニュー「審査状況（検索・一覧）」にて、各申請の審査状況が確認できます。
※既に審査済みとなっている申請を表示させるためには、検索条件の審査状況欄で「審査済みを含む」
　 にチェックを入れて検索してください。

Ｑ１８ その他分からないことがあるのですが、どこに確認すればよいですか。 

Ａ１８

以下にヘルプデスクを設置しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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
　　（受付時間　午前８時３０分から午後５時１５分まで（土日・祝日を除く）。
　　　ただし、電子申請、メール、ＦＡＸ等は、２４時間入力・送信可能です。）

Ａ１７

入札参加資格審査システム（測量・建設コンサルタント等）申請Ｑ＆Ａ集 （３／３）

①「審査状況（検索・一覧）」

をクリックします。

②「審査済みを含む」

にチェックを入れます。

③「検索」をクリックします。

審査状況は以下の５区分となります。

「 申 請 中 」 ： 送付書類がセンター未到着の状態（未審査）

「 審 査 中 」 ： 書類が到着し、センター及び各自治体で審査を行っている状態（審査中）
「通知済(承認)」 ： 審査が完了し、各自治体で承認通知が行われた状態（審査済）

「通知済(否認)」 ： 審査が完了し、各自治体で否認通知が行われた状態（審査済）
「 不 備 あ り 」 ： 申請内容・書類等に不備がある状態（要修正）



問い合わせ先　０５８４－８１－１３７０

入札参加資格審査ヘルプデスク
公益財団法人　岐阜県建設研究センター

Ｐ５～Ｐ１６参照

Ｐ１７～Ｐ２０参照
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