
平成２９・３０年度
福岡市・水道局・交通局

競争入札参加資格審査申請

パソコン環境などの事前確認事項

Internet Explorerで申請を行ってください。
Google Chromeなど他のブラウザには対応していません。対応外のブラウザでは途中でエラーにな
り、申請を最後まで進めることができません。
（推奨バージョン Windows7、8.1、10→IE11／Windows Vista→IE9）

申請前にブラウザの環境設定が必要です。
クライアント環境設定マニュアルをご覧いただき「5.互換表示設定」、「7.ポップアップの
許可設定」を設定後に申請を行ってください。

パソコン環境

登録業者名簿に登録があり、区分(工事・製造、委託、物品)の追
加申請をする方で登録情報に変更事項がある場合は先に変更届
を提出してください。
・変更届は即時反映ではありません。変更内容が未反映の状態で登録申請に進むと変更前の情報
で申請書が作成されます。必要書類を送付後、変更完了のメールを確認してから申請のお手続き
をお願い致します。
・今回の申請では現在登録中の区分の申請区分業種(工事種目や委託種目)の変更、追加はでき
ません。
※役員情報（代表者及び代理人を除く）の変更がある場合は平成29年8月1日以降に「変更届」
を提出してください。

【変更届提出の流れ】
①インターネット申請にログインし「登録内容の確認」をクリック
②現在の情報が表示されます。画面左下「変更があるので変更届を提出します」をクリック
その後該当箇所を変更し、手続きを完了させてください。

入力時間が30分経過するとタイムアウトエラーとなります。
入力時間が30分を超えるとデータを送信できません。情報入力ページにある「一時保存」ボタンのご
利用をお願い致します。
※「一時保存」ボタンは対象ページの情報入力終了後そのページの入力内容を確定させる為のボタン
です。入力途中での一時保存はできません。

注意事項

http://keiyaku.city.fukuoka.lg.jp/files/ver1.03.pdf


№ 分類 Q A 問合先

1 電子申請
全般

「次へ」を押しても画面が変わらず次へ進めませ
ん。

◆Internet Explorer以外のブラウザを使用
Internet Explorerで改めて申請を行ってください。
◆Internet Explorerを使用
ブラウザの環境設定が必要です。
こちらをご参照ください。

ヘルプ
デスク

2 電子申請
全般

「サーバーが混雑しています」・「HTTPステータス
500 例外レポート」・「HTTPステータス404」と
表示され進めません。

アクセスが集中している状態です。IEキャッシュクリア
の後パソコンを再起動して頂き、時間を置いてから
再度申請をお願い致します。
※IEキャッシュクリア手順書をご参照ください

ヘルプ
デスク

3 電子申請
全般

入力内容の一時保存はできますか？ 1ページ全ての項目を入力して頂いた後「一時保
存」ボタンを押下して頂くことで一時保存が可能で
す。(ログアウトした翌日以降も入力された内容は
保持されます)
※「一時保存」ボタンがあるページのみ有効です

ヘルプ
デスク

4 電子申請
全般

登録済みのICカードが無いと資格審査申請は
行えませんか？

資格審査申請の操作ではICカードは不要です。 ヘルプ
デスク

5 電子申請
全般

誤った入力内容で送信してしまったのですが、ど
うすれば良いですか？

◆データ送信当日であればご自身で修正が可能で
す。
インターネット申請メニュー＞手続済申請書の修正
「申請書選択」＞該当の申請書にチェックし「修正
実行」＞ステップ9まで進めて頂き、最後に「完了」
ボタンを押下し、データを送信してください。

◆データ送信翌日以降はご自身で修正等は行え
ません。契約課にご連絡頂き、対応についてご相
談ください。

ヘルプ
デスク

契約課

6 電子申請
全般

既に名簿登載済みで、区分(工事・製造、委託、
物品関連)の追加を希望です。どこからログイン
すれば良いですか？

「継続申請、変更届出、修正など」から進み、定期
申請時に利用したユーザーIDとパスワードを使用し
進んでください。

ヘルプ
デスク

7 電子申請
全般

既に名簿登載済みで、区分(工事・製造、委託、
物品関連)の追加を希望です。継続申請からで
はなく新規申請してしまいました。どうすれば良い
ですか？

契約課へご連絡ください。 契約課

8 電子申請
全般

既に名簿登載済みで、申請画面上の「商号又
は名称」のフリガナが途中で切れているのですが、
変更届が必要ですか？

◆既に名簿登載済みの方の場合、濁点も1文字と
して数え、10文字までの表示となっている場合があ
りますが、変更届は不要です。
既に提出された場合は取下げは不要です。そのま
ま申請を進めてください。
◆新規の方は、文字+濁点で1文字と数え、10文
字までの入力・表示となります。

ヘルプ
デスク

9 ユーザー
ID・パス
ワード

ユーザーIDとパスワードを忘れて(紛失して)しま
いました。どうすれば良いですか？

ユーザーIDとパスワードは、前回資格が認定された
際の「認定結果」画面や通知メール内でご確認くだ
さい。控えなどが無い場合は再発行の手続きが必
要です。こちらを参照の上お手続きをお願いします。
※再発行手続きは郵送となります。

※ユーザーIDとパスワードは電話、メール、窓口で
はお答えできません。ご了承下さい。

契約課

10 ユーザー
ID・パス
ワード

ユーザーIDとパスワードの再発行申請をしていま
すが、申請期間に間に合わない場合どうすれば
良いですか？

契約課にご相談ください。 契約課

多くお寄せいただくご質問と回答です。お問合せの前にご確認ください。

ＦＡＱ

http://keiyaku.city.fukuoka.lg.jp/files/gokann.pdf
http://keiyaku.city.fukuoka.lg.jp/application/2008-0329-1504-2.html


№ 分類 Q A 問合先

11 ユーザー
ID・パス
ワード

ユーザーIDとパスワードを入力してもログインでき
ません。

◆ブラウザはIEを利用してください。
◆互換表示設定を行ってください。→こちら
◆ログインの入口に誤りはないかご確認ください。
・新規の方：下段の「新規申請者(2)登録申請な
ど」の「仮IDでログイン」より進んでください
・区分追加の方：上段「継続申請、変更届出、修
正など」の「ログイン」より進んでください
◆ユーザーID/パスワードに間違いやすい文字がな
いかご確認ください。※大文字小文字を区別します。
例) 「l」（小文字のエル）と「I」（大文字のアイ）
「0」（ゼロ）と「O」（オー）等
※区分追加の方：ユーザーIDは大文字「H」と
7桁の数字です
◆パスワードを変更していないかご確認ください。
◆以前の資格認定時の通知メールからコピー＆
ペーストをお試しください。
※スペース(空白)が入らないようご注意ください

ヘルプ
デスク

12 ユーザー
ID・パス
ワード

一度資格が切れています。今回の申請に、以
前使用していたユーザーIDとパスワードを使用で
きますか？

以前のユーザーIDとパスワードはご利用頂けません。
今回新たに新規申請を行ってください。

ヘルプ
デスク

13 ユーザー
ID・パス
ワード

複数の区分で（委託と物品など)登録をしてい
ます。それぞれユーザID・パスワードが異なります。
申請はどうすれば良いですか？

業者番号が同じであれば１つのユーザID・パスワー
ドは共通でご利用頂けます。
いずれか１つのユーザID・パスワードでログインした
後、それぞれの業種の申請をお願い致します。

ヘルプ
デスク

14 メールアド
レス

複数の区分で登録をしています。
それぞれ別のメールアドレスを登録することはでき
ますか？

登録できるメールアドレスは1つのみです。 ヘルプ
デスク

15 メールアド
レス（代
理申請)

複数の区分で申請希望です。代理申請者の
メールアドレスは、それぞれの区分毎に登録でき
ますか？

できません。メールアドレスは１つのみの登録となりま
す。ステップ6の代理申請者用メールアドレス登録確
認画面は、最初の区分の申請画面でのみ表示さ
れ、その後の区分では表示されません。

ヘルプ
デスク

16 メールアド
レス確認
ID

メールアドレス確認IDは、ログインする度に発行
する必要がありますか？

初回申請時に送信テストも含めて発行してください。
２回目以降は初回申請時に発行したメールアドレ
ス確認IDでログイン可能です。
紛失した場合は再発行してください。

ヘルプ
デスク

17 メールアド
レス確認
ID

メールアドレス確認IDを入力し「次へ」を押すと、
「入力されたIDが正しくありません」と表示され進
めません。

◆メールアドレス確認IDは5文字です。大文字小
文字を区別します。入力に誤りが無いかご確認くだ
さい。
◆メール本文からコピーし、貼り付けてください。それ
でも進めない場合はメールアドレス確認IDを再発行
して再度お試しください。

ヘルプ
デスク

18 メールアド
レス確認
ID

「送信」ボタンを押してもメールアドレス確認IDが
記載されたメールが届きません。

以下の原因が考えられます。
①入力したメールアドレスに誤りがある
②迷惑メールフォルダ等に振り分けられている
※迷惑メールとして削除されていないかご確認くださ
い。メールはkeiyaku.FB@city.fukuoka.lg.jpか
ら送信されています。
③メールボックスの容量オーバーで受信できていない
※ご利用のプロバイダへご確認ください

ヘルプ
デスク

プロバイ
ダ

19 メールアド
レス確認
ID

メールアドレス確認IDが記載されたメールが複
数あります。どの確認IDを利用すれば良いです
か？

一番新しい日付のメールアドレス確認IDをご利用く
ださい。

ヘルプ
デスク

20 入力内容 【工事・製造】
「水道局本市最高実績」「他官庁最高実績」
が無い場合、空白で良いですか？

空白ではなく「0」を入力して下さい。 ヘルプ
デスク

21 入力内容 【工事・製造】
業種別売上高割合明細入力はどのように入力
すれば良いですか？

１つの業種の枠で、合計が100になるように入力し
てください。入力内容について不明点がある場合は
契約課へお尋ねください。

契約課

http://keiyaku.city.fukuoka.lg.jp/files/gokann.pdf
mailto:eiyaku.FB@city.fukuoka.lg.jp


№ 分類 Q A 問合先

22 入力内容 【委託・物品・物品購入】
決算と、申請区分業種欄の、前年または
前々年売上高が無い場合、空白で良いです
か？

空白ではなく「0」を入力して下さい。 ヘルプ
デスク

23 入力内容
エラー

【共通】
「代表者・役員情報」で「次へ」ボタンを押すと、
「未入力チェックエラー」と出ます。

不要な行（空欄行）の「削除」ボタンを押し、削除し
てください。

ヘルプ
デスク

24 電子申請
エラー
（経審）

【工事・製造】
ステップ8の画面で「審査基準日が有効期限
を過ぎています」と表示され次に進めません。

お手元の経営事項審査結果通知書の審査基準日
が平成27年8月31日以降のものでない場合は申請
できません。また、受審中で最新の通知書がまだお手
元に届いていない場合は、届き次第、申請期間内に
申請をお願い致します。

◆最新の通知書である場合も、取得後約1ヶ月以内
であれば、エラー表示されます。こちらのお手続きをお
願いいたします。

ヘルプデ
スク

25 電子申請
エラー
（経審）

【工事・製造】
ステップ8の画面で「一般も特定も許可されて
います。特般にしてください」・「業種の許可が
合致しません。一般特定の選択も併せて確
認してください」・「経営審査情報が存在しませ
ん 入力した許可番号を確認してください」と
表示され次に進めません。

◆入力内容にお間違いないか再度ご確認ください。
◆建設業許可業種部分で一般も特定もチェックがあ
る場合、営業許可・登録部分の大臣/県知事許可
番号欄を「特般」にしてください。

内容に間違いがない場合、経営事項審査結果通知
書の取得後約1ヶ月以内であれば、エラー表示されま
す。こちらのお手続きをお願いいたします。

ヘルプ
デスク

26 入力内容
エラー

【委託・物品・物品売払】
ステップ8で「次へ」を押下すると、「申請区分
業種の年間平均実績高の合計に誤りがあり
ます」と表示され進めません。

年間平均売上高を手入力するとエラーとなります。必
ず「計算」ボタンを押して進めてください。
それでも進めない場合は、区分業種毎の年間平均
売上高の合計が「決算」の項目の年間平均売上高
より小さくなるよう調整してください。（前年・前々年
売上高の数値を少し小さくする等）※入力内容につ
いて不明な場合は契約課へご連絡ください。

ヘルプ
デスク

契約課

27 電子申請
エラー

ステップ9の画面で「完了」ボタンがグレーになっ
ていてクリックできません。

「登録内容」・「宛名ラベル」・「台帳印刷」・「ダウン
ロード」全ての項目を確認すると「完了」ボタンが押せ
るようになります。

ヘルプ
デスク

28 電子申請
エラー

ステップ9の画面で「登録内容の確認」などの
ボタンをクリックすると「サーバーが混雑していま
す」と表示されて印刷ができません。

アクセスが集中している状態です。
お手数ですが、パソコンを再起動して頂き、お時間を
開けてから再度お手続きをお願い致します。

宛名ラベルと申請区分台帳は、インターネット申請メ
ニューからも印刷することができます。

ヘルプ
デスク

29 状況確認 ステップ9の画面でパソコンがフリーズしてしまい
ました。データは送信できていますか？

ブラウザを立ち上げ直し、インターネット申請メニューの
「申請／審査状況○確認」よりご確認ください。「申
請書送信済」と記載されていればデータは送信できて
います。インターネット申請メニューから宛名ラベルと申
請区分台帳を印刷し、必要書類を郵送してください。

ヘルプ
デスク

30 状況確認 データが送信されているか確認できますか？ インターネット申請メニューの「申請／審査状況○確
認」より確認できます。「申請書送信済」と記載されて
いればデータは送信できています。必要書類を郵送し
てください。

ヘルプ
デスク

31 状況確認 申請が受理されているか確認できますか？ インターネット申請メニューの「申請／審査状況○確
認」より確認できます。「受理・審査中」と記載されて
いれば申請は受理されています。

ヘルプ
デスク

32 状況確認 今回送信したデータを確認したり、印刷するこ
とはできますか？

インターネット申請メニューの「台帳印刷」から確認、
印刷を行って下さい。

ヘルプ
デスク



№ 分類 Q A 問合先

33 状況確認 申請区分台帳に役員情報が記載されていま
せん。役員情報の確認はできますか？

確認できます。
◆新規の方
インターネット申請メニューの「申請希望／役員情
報」＞ステップ5 申請希望情報登録「次へ」クリック
＞役員情報
◆区分追加の方
インターネット申請メニュー＞「登録内容の確認」＞
ステップ４ 入札参加資格変更届出確認「登録申
請に進みます」クリック＞ステップ5 申請希望情報登
録「次へ」クリック＞役員情報

ヘルプ
デスク

34 状況確認 代理申請者には受理や認定結果のメールは
届きますか？

代理申請者には以下のメールが送信されます。
◎補正指示 ◎受理完了

ヘルプ
デスク

35 認定結果 今回の申請の結果はいつ頃確認できますか？ 7月末頃メールでお知らせし、8月1日以降にイン
ターネット申請にログインしてご確認いただけます。

契約課

36 補正 補正指示がありましたが、補正内容はどこから
確認できますか？

インターネット申請メニューの「申請／審査状況○
確認」よりご確認ください。補正内容の確認は1度
のみです。※補正内容確認前に「登録内容の確
認」などに進まれると補正内容の確認ができなくなり
ます。ご注意下さい。

ヘルプ
デスク

37 補正 補正指示がありましたが、「申請書送信済」と
表示され補正内容が確認できません。

補正内容を確認する前に「登録内容確認」や「手
続済申請書の修正○申請書選択」へ進まれた場
合、補正内容確認済みの状態となり、確認できま
せん。補正内容を契約課にお尋ねください。

契約課

38 補正 補正指示がありましたが、「補正情報の内容は
現在編集中です。しばらくしてから再度確認願
います。」と記載され、補正内容の確認ができ
ません。

契約課へご連絡ください。 契約課

39 送付書類 申請に必要書類はどこで確認できますか？ 申請要領をご参照ください。提出書類について不明
な点は契約課へお尋ねください。

契約課

40 送付書類 書類の作成方法が分かりません。
どうしたら良いですか？

申請要領をご参照ください。
書類作成について不明点がある場合は契約課へご
連絡ください。

契約課

41 送付書類 変更届と資格審査申請の書類は1つの封筒
にまとめて送付しても良いでしょうか？

それぞれ別の封筒で送付してください。
宛名ラベルの貼り間違いにご注意ください。
※複数区分業種申請する場合も封筒はそれぞれ
別にして送付してください。

契約課

42 送付書類 必要な書類が揃わず、申請の翌日までに発送
できません。どうしたらいいですか？

最終提出期限までにまとめて発送してください。
（消印有効・持参不可）間に合わない可能性が
ある場合は、契約課へご相談ください。

契約課

43 送付書類 新しい会社で事業開始初年度のため財務諸
表の提出ができません。どうすれば良いです
か？

設立初年度で財務諸表が提出できない場合は、そ
の旨を記載したメモを他の書類と共に提出してくださ
い。また、情報入力画面の年間平均売上高（実
績高）は「０」と入力をお願いします。

※１年分でも提出できる場合は１年分のみ提出
してください。

契約課

44 送付書類 【委託・物品・物品売払】
申請区分台帳の「その他」欄に「○千円」と表
示されています。このままで良いのでしょうか。

申請区分業種毎の年間平均売上高の合計より、
「決算」の年間平均売上高の方が大きい場合、そ
の差額が自動的に「その他」欄に表示される仕様で
す。そのままで問題ありません。

契約課

45 送付書類 【物品】
代理店・特約店証明は支店でも良いですか？

代理店・特約店証明は本店での提出をお願い致し
ます。

契約課

その他、ご不明な点は下記までお問合せください
パソコンの操作方法について
インターネット申請ヘルプデスク

０９２－７１８－１６１０ （開庁日の９：００～１７：３０）
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ブラウザ（Internet Explorer）のキャッシュクリア方法

画面遷移できないといった現象がある際に、パソコンの内部に貯まったＷｅｂ上のデー
タを削除することで改善する場合があります。
※インターネット申請システムは一旦閉じ、別のブラウザで行って下さい。

①画面右上の歯車のマーク、または
左上メニューバーの「ツール」をク
リックします。

②「インターネットオプション」を
選択します。

インターネットオプションが開きます。

③「全般」のタブを開いた状態で、
④「閲覧の履歴」欄にある「設定」を
クリックします。

「Webサイトデータの設定」ダイア
ログが開きます。

⑤「Webサイトを表示するたびに確
認する」にチェックします。

※元々他のボタンにチェックがあっ
た場合は、移ります。

⑥「OK」でダイアログを閉じます。

①

②

③

④

⑤

⑥
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前の画面に戻ります。

⑦「閲覧の履歴」欄にある「削除」
をクリックします。

⑦

⑧

「閲覧の履歴の削除」ダイアログが
表示されます。

⑧「インターネット一時ファイルお
よびWebサイトのファイル」と、
「クッキーとWebサイトデータ」の
２つのみにチェックします。

※他の項目は全てチェックを外しま
す。

⑨「削除」をクリックすると、待機
状態となります。

終了すれば、インターネットオプ
ションを「OK」で閉じます。

以上で操作は完了です。

⑨



経営事項審査に関するエラー表示時のお手続き

工事・製造の申請時、ステップ8の画面で「次へ」を押すと次のようなエラーメッセージが表示される場合
があります。

※必ず確認してください※

◆お手元の経営事項審査の結果通知書は直近のものかご確認ください。

◆審査基準日は平成27年8月31日以降かご確認ください。
→お手元に有効な結果通知書が無ければ、申請はできません。
受審中であれば、結果通知書が届き次第、申請期間内に申請可能です。

※ご不明点は契約課へお尋ねください

◆入力内容(許可番号、知事/大臣許可、一般/特定、本店・支店情報など)に
誤りがないか今一度ご確認ください。

◆一般・特定の両方の許可にチェックをしている場合は、「特般」を選択してください。

入力内容に誤りが無いにもかかわらず上記のエラーメッセージで進めない場合、
経営事項審査結果のデータがシステムに反映していないため、入力環境の設定が必要となります。
設定には下記2点の書類が必要です。
・経営事項審査結果通知書
・国土交通大臣又は都道府県知事発行の許可通知書(有効期限が最新のもの)
書類をご準備のうえヘルプデスクへお問合せお願いします。

・「審査基準日が有効期限を過ぎています」
・「業種の許可が合致しません。一般特定の選択も併せて確認してください」
・「経営審査情報が存在しません 入力した許可番号を確認してください」
・「一般も特定も許可されています。特般にしてください」

まずは入力内容に誤りが無いかよくご確認ください。
誤りが無い場合、下記のご案内手順で手続きを行ってください。

インターネット申請ヘルプデスク
０９２－７１８－１６１０ （開庁日の９：００～１７：３０）


