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第５章 申請・審査状況の確認 

５-１ 申請・審査状況の確認 

申請後、申請先各団体での審査状況について、ログイン後のメニューから随時確認することがで

きます。 

申請者は申請が認定されるまで申請内容の確認を行うことができます。 

 

審査状況の確認は次のような画面構成となっています。 

 

5-1-1 入札参加資格申請システム メニュー  「申請・審査状況確認」を選択します。 

    

    

5-1-2 申請・審査状況確認  申請・審査状況の一覧が表示されます。 

    

    

5-1-3 申請内容照会  申請内容の照会が可能です。 

    



 

入札参加資格申請システム 操作マニュアル 

第５章 申請・審査状況確認 

 

５-２ 

５-１-１ 入札参加資格申請システム メニュー 

 

 

申請後にシステムへログインします。〔入札参加資格申請システム メニュー〕画面の「申請・審

査状況確認」のリンクを押下します。 

 

５-１-２ 申請・審査状況確認 

 

 

審査状況確認画面が表示されます。<申請内容表示>ボタンを押下すると、申請内容の詳細が表示さ

れます。 

 

【項目説明】 

 

(1) 入札参加資格申請情報 

受付番号 

申請の受付番号が表示されます。 

(2) 

(1) 

(3) 
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申請日 

申請日が表示されます。 

商号又は名称 

申請者の商号又は名称が表示されます。 

申請種類 

申請年度および申請種類が表示されます。 

 

(2) 申請状況 

No 

行番号が表示されます。 

申請先団体 

申請先の団体名が表示されます。 

契約営業所名 

申請先団体への契約営業所名が表示されます。 

審査状況 

申請について申請先団体での現在の審査状況が表示されます。また、申請先団体が審査理 

由を記入した場合、審査理由もあわせて表示されます。 

 

(3) 処理の選択 

<申請内容表示>ボタン 

〔3 申請内容照会〕画面が表示されます。 

<メニューに戻る>ボタン 

〔1 入札参加資格申請システム メニュー〕画面が表示されます。 

 

５-１-３ 申請内容照会 

 

(1) 

(2) 

(14) 
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(5) 

(3) 

(4) 
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申請内容が表示されます。 

 

【項目説明】 

(1) 申請内容情報 

申請先団体 

申請先団体名がすべて表示されます。 

受付番号 

申請の受付番号が表示されます。 

業者統一番号 

継続申請又は変更申請の場合、業者統一番号が表示されます。新規申請の場合は表示され 

ません。 

法人・個人 

申請者の申請者種別が表示されます。 

会社法人等番号 

会社法人等番号が表示されます。 

 

(11) 

(13) 

(12) 

(14) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
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(2) 入力者情報 

申請時に「入力者情報の確認〕画面で入力した情報が表示されます。（入力項目は、操作

マニュアル第４章新規申請〔4-2-3 入力者情報の確認〕を参照） 

 

(3) 業者基本情報 

申請時に「業者基本情報入力画面」で入力した情報が表示されます。（入力項目は、操作

マニュアル第４章新規申請〔4-2-5 業者基本情報入力〕を参照） 

 

(4) 契約営業所情報 

申請時に「契約営業所情報の入力」画面で入力した情報が表示されます。（入力項目は、

操作マニュアル第４章新規申請〔4-2-6 契約営業所情報入力〕を参照） 

 

(5) 申請先団体別契約営業所 

申請時に「申請先団体別契約営業所の選択」画面で入力した情報が表示されます。（入力

項目は、操作マニュアル第４章新規申請〔4-2-7 申請先団体別契約営業所の選択〕を参照） 

 

(6) 希望営業種目情報 

申請時に「 希望営業種目の入力」画面で入力した情報が表示されます。（入力項目は、操

作マニュアル第４章新規申請〔4-2-8 希望営業種目の入力〕を参照） 

 

(7) 申請先団体別希望営業種目 

申請時に「申請先団体別希望営業種目の選択」画面で入力した情報が表示されます。（入

力項目は、操作マニュアル第４章新規申請〔4-2-9 申請先団体別希望営業種目の選択〕を

参照） 

 

(8) 有資格者情報 

申請時に「有資格者情報の入力」画面で入力した情報が表示されます。（入力項目は、操

作マニュアル第４章新規申請〔4-2-10 有資格者情報の入力〕を参照） 

 

(9) 納税状況 

申請時に「納税状況の入力」画面で入力した情報が表示されます。（入力項目は、操作マ

ニュアル第４章新規申請〔4-2-11 納税状況の入力〕を参照） 

 

(10) ISO認証取得状況 

申請時に「ISO認証取得状況の入力」画面で入力した情報が表示されます。（入力項目は、

操作マニュアル第４章新規申請〔4-2-12 ISO認証取得状況の入力〕を参照） 

 

(11)申請書類（電子ファイル）一覧 
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申請時に「申請書類アップロード」画面で入力した情報が表示されます。（入力項目は、

操作マニュアル第４章新規申請〔4-2-13 申請書類アップロード〕を参照）ファイル名の右 

横の<ダウンロード>ボタンを押下しますと、アップロードした申請書類ファイルをダウン

ロードの上、確認できます。 

 

(12) 共通審査自治体 

申請時に「共通審査自治体の確認」画面で確認した情報が表示されます。（入力項目は、

操作マニュアル第４章新規申請〔4-2-14 共通審査自治体の確認〕を参照） 

 

(13) 別送書類一覧 

別送書類欄の<表示>ボタンを押下すると、各申請先団体の別送書類一覧が表示されます。 

 

(14) 処理の選択 

<印刷する>ボタン 

現在表示されている画面が印刷されます。 

<メニューに戻る>ボタン 

〔1 入札参加資格申請システム メニュー〕画面が表示されます。 
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５-２ 名簿登録内容照会 

入札参加資格の認定後、過去の申請履歴を含めて入札参加資格者名簿の登録内容を確認するに

は、メニュー画面から「名簿登録内容照会（過去の申請履歴を含む）」リンクを押下します。 

（この場合、「本店ＩＤ」でシステムへログインします。「本店ＩＤ」については操作マニュ

アル「第７章 ＩＤ・パスワードの変更・確認」をご参照ください。） 

 

名簿登録内容照会は次のような画面構成となっています。 

 

5-2-1 入札参加資格申請システム メニュー  「名簿登録内容照会」を選択します。 

    

    

5-2-2 名簿照会  申請・審査状況の一覧が表示されます。 

    

    

5-2-3 変更履歴照会  申請内容の照会が可能です。 
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５-２-１ 入札参加資格申請システム メニュー 

 

 

「本店ＩＤ」でシステムへログインします。〔入札参加資格申請システム メニュー〕画面の「名

簿登録内容照会（過去の申請履歴を含む）」のリンクを押下します。 
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５-２-２ 名簿照会 

 

 

名簿照会画面が表示されます。過去の申請履歴がある場合、名簿に登録された年度の申請履

歴が表示されます。 

 

【項目説明】 

 

(1) 名簿登録情報ヘッダー 

名簿登録された年度ごとの情報が表示されます。 

業者統一番号 

申請者の業者統一番号が表示されます。 

法人・個人 

申請者の区分が表示されます。 

会社法人等番号 

会社法人等番号が表示されます。 

 

(2) 

(1) 

(3) 
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(2) 名簿登録情報項目選択タブ 

名簿登録情報項目が表示されます。項目名を押下すると各申請情報が表示されます。 

<業者基本情報>タブ 

     申請者の基本情報が掲載された画面が表示されます。 

        <契約営業所情報>タブ 

申請者の契約営業所の情報が掲載された画面が表示されます。 

<申請先別契約営業所>タブ 

申請先団体別の業者の契約営業所一覧が掲載された画面が表示されます。 

<希望営業種目情報>タブ 

申請者の業種、営業種目と基本順位が掲載された画面が表示されます。 

<申請先別希望営業種目>タブ 

申請先団体別の申請業者の業種、営業種目が掲載された画面が表示されます。 

<契約実績情報>タブ 

契約実績情報が掲載された画面が表示されます。 

<有資格者情報>タブ 

申請者の有資格者情報が掲載された画面が表示されます。 

<許可・登録等>タブ 

申請者の有する許可・登録等の情報が掲載された画面が表示されます。 

<特約・代理店取扱メーカー>タブ 

申請者の特約・代理店および取扱メーカーの情報が掲載された画面が表示されます。 

<事故情報履歴>タブ 

申請者の事故情報履歴の有無が掲載された画面が表示されます。 

 

(3) 処理の選択 

<変更履歴を照会する>ボタン 

〔3 変更履歴照会〕画面が表示されます。 

<メニューに戻る>ボタン 

〔1 入札参加資格申請システム メニュー〕画面が表示されます。 
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５-２-３ 変更履歴照会 

 
 

変更履歴がある場合、一覧として表示されます。 

 

【項目説明】 

 

(1) 変更履歴情報 

変更日 

変更を行った年月日が表示されます。 

受付番号 

システムが採番した変更受付番号が表示されます。番号のリンク（下線の付いた文字列）

を押下すると〔変更履歴情報〕画面がサブウインドウで表示されます。 

 

〔変更履歴情報〕画面 

(2) 

(1) 
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当画面は「業者基本情報」を変更した場合のサンプルです。「変更前」と「変更後」とし

て対比して表示されます。 

 

 

変更種別 

変更種別が表示されます。 

 

(2) 処理の選択 

<閉じる>ボタン 

本画面が閉じられます。 


