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１．利用者登録の手順

① 当機関 HP の構造計算適合性判定業務の Ⅰ構造計算適合性判定業務 又は、４−１−１ 構造計算適合性

判定の流れ、にある【WEB 申請のご案内】をクリックすると、NICE 構造適判 WEB 申請のご案内のページ

に入ります。

このページには、

・NICE WEB 申請システム利用規約

・NICE WEB 申請システム利用マニュアル

・NICE WEB 申請システム申請書作成フォーム

がありますので、これらをご確認ください。

② 【WEB 申請のご案内】のページの【WEB 申請システムログイン】をクリックすると、NICE システムのログイ

ン画面（図 1-1）に入ることができます。

③ 初めて、NICE 構造適判 WEB 申請システムをお使いになる方は、ログイン画面（図１－１）の「新規登録」ボタンをク

リックしてください。

図１－１
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④ WEB申請システムを利用するための登録申込み画面が表示されます。（図１－２）

必要事項を入力し、「登録内容の確認」ボタンをクリックしてください。

・パスワードは、英数混在で 8文字以上としてください。

・このパスワードは、NICE 構造適判WEB申請システム起動時に必要となりますので必ず控えておいて

ください。

  図１－２

⑤ お申込み内容の確認が表示されます。（図１－３）

表示されている内容をご確認頂き、「登録」ボタンをクリックしてください。

  図１－３

以上で利用者登録は完了です。

・当機関にて内容を確認後、メールにて ID を送信させて頂きます。通常２～３営業日程度かかります。

・送信させて頂きました ID と、上記「図１－２」の際に設定されたパスワードにより、NICE 構造適判 WEB 申請にログイ

ンが可能となります。
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２．NICE 構造適判 WEB 申請システムのログイン

① WEB 申請のご案内のページの【WEB 申請システムログイン】をクリックすると、NICE システムのログイン

画面（図２-1）に入ることができます。

NICE 構造適判 WEB 申請システム新規登録時に設定した「ログイン ID」と「パスワード」を入力し「ログイン」ボタンをク

リックします。

  図２－１

② NICE 構造適判 WEB 申請システムに入り、メニュー画面が開きます。（図２－２）

  図２－２
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1．構造適判申請の手順

１－１事前申請 データ作成手順

NICE 構造適判 WEB 申請にログインします。（図１－１－１）

ログイン画面の「物件一覧」をクリックして物件一覧画面を表示し、新規データを作成する場合は「物件追加」をクリック

します。

  図１－１－１

物件情報追加画面が表示されます。（図１－１－２）

必要事項（オレンジの縦線がある項目）を入力します。

今回は、構造適判の申請を作成します。

入力完了後、「作成」ボタンをクリックしてください。

  図１－１－２
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構造適判-申請画面が表示されます。（図１－１－３）

「編集開始」ボタンをクリックし、基本的な申請情報を入力してください。

  図１－１－３

申請に必要な図書等の添付を行います。（図１－１－４）

「ファイル一覧」を開き、「追加」ボタンをクリックします。

  図１－１－４
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エクスプローラーが開きます。（図１－１－５）

NICE ＷＥＢ申請システム申請書作成フォームで出力した申請書（PDF）及び添付したいファイルを選択し、「開く」ボタ

ンをクリックするか、添付したい全てのファイルを選択しドラッグ＆ドロップで添付してください。

なお、入力済みの NICE ＷＥＢ申請システム申請書作成フォームも併せて添付してください。

  図１－１－５

・添付する図書等のファイルは、図１－１－５のように各々１ファイルごとに申請してください。

ファイルが添付できない場合は、当機関までご連絡ください。ファイルの種類によっては添付できないものがあります

・添付ファイルの容量には制限がございます。（1 ファイルあたり 100MB まで）

全てのファイルを添付していただけましたら、「保存」ボタンをクリックします。（図１－１－６）

  図１－１－６
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１－２ 事前申請 申請手順

申請履歴画面の「申請」ボタンをクリックします。（図１－２－１）

※「編集開始」ボタンが押されている状態では、「申請」ボタンはクリックできません。

必ず「保存」ボタンをクリックしてから「申請」ボタンをクリックしてください。

  図１－２－１

申請画面が表示されます。（図１－２－２）

署名方法は紙申請を選択し、必要事項（オレンジの縦線がある項目）を入力後、文書名の横の□をクリックし

全てのファイルにチェックが入っていることを確認のうえ、申請画面の「申請」ボタンをクリックしてくださ

い。

  図１－２－２

申請が完了しますと、申請履歴画面に記録されます。（図１－２－３）
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以上で事前申請は完了です。

  図１－２－３

申請を行うと、申請履歴画面にメッセージやファイルの送信を行えるようになります。

申請書 PDF を作成する際に使用した NICE ＷＥＢ申請システム申請書作成フォームを申請履歴画面から送信し

ます。※既に、ファイル一欄で送付していただいた場合は、再度の送信は不要です。（図１－２－４）

「添付」ボタンまたはドラッグ＆ドロップでファイルを添付することが可能です。

  図１－２－４
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ファイルを添付後、「送信」ボタンで送信します。（図１－２－５）

  図１－２－５
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２．事前補正申請の手順

２－１ 事前補正申請

当機関から補正依頼がメールで届きましたら、NICE構造適判WEB申請にログインします。

物件一覧画面の申請状況及び画面下の申請一覧画面の申請状況が赤文字で「事前補正依頼中」と表示されてい

ることを確認します。（図２－１－１）

※申請状況：申請物件の進捗状況が表示されています。

表示されている文字で現在の進捗状況を確認することが可能です。表示されている文字が黒色の場合は当機

関が審査中であることを表しており、申請物件の編集を行うことができない状態です。

赤文字の場合は、補正等で申請者側が作業すべき事項があることを表しており、申請物件の編集を行うこと

ができる状態です。

  図２－１－１

補正依頼物件をクリックし、物件を開きます。（図２－１－２）

申請履歴画面から補正依頼の内容をご確認ください。

  図２－１－２
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補正内容を確認後、補正が必要なファイルを修正してください。

修正完了後、ファイル一覧を開き、補正が必要なファイルを再アップロードします。（図２－１－３）

判定が「審査済」となっているファイルの訂正は不要です。また「審査済」のファイルには当機関のスタンプ

が押印されておりますのでご了承願います。

※申請書につきましては、再度 Excel申請書にて訂正していただいた後、PDFへ出力し、再度アップロード

をお願い致します。併せて最新の Excel申請書の送付もお願い致します。

  図２－１－３

その他の添付図書を補正する場合は、訂正が必要なファイルを選択し、「削除」ボタンをクリックしてファイ

ル一覧から削除してください。

※訂正前のファイルにつきましては、ファイル一覧画面からは削除されますが、申請履歴画面の「事前申請を

送信」をクリックしていただきますと、その際に添付いただきましたファイルを確認することができます。

その他の添付図書を補正する場合は、訂正したファイルが分かるようにファイル名の後ろに「２」等の更新番

号を付けて再アップロードしてください。
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補正ファイルの添付が完了しましたら、「保存」ボタンをクリックします。（図２－１－４）

ファイルを選択（背景が青い状態）時に、右側の上下矢印（①）でファイルの順序を変更することができます。

  図２－１－４

保存完了後、申請履歴画面の「申請」ボタンをクリックしてください。（図２－１－５）

  図２－１－５

①
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申請画面が表示されますので、内容をご確認していただき、申請対象のファイルをチェックのうえ「申請」

ボタンをクリックしてください。（図２－１－６）

  図２－１－６

申請が完了しますと、申請履歴画面に記録されます。（図２－１－７）

以上で事前補正申請は完了です。

  図２－１－７
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3.申請者側で表示される申請状況（ステータス）一覧

事前申請時

申請状況表示 操作状況 編集作業

空欄 データのみ作成し、申請をしていない状況 可

空欄 申請はしたが、機関側で却下された状況 可

事前申請中 申請済で機関側が未受理の状況 不可

事前審査中 機関側が申請を受理した状況（補正時含む） 不可

事前補正申請時

申請状況表示 操作状況 編集作業

事前補正依頼中 機関側より事前補正依頼が届いている状況 可

事前補正申請中 事前補正依頼後、補正申請を行っている状況 不可

事前申請 or事前補正申請時

申請状況表示 操作状況 編集作業

正本依頼中 機関側より正本依頼が届いている状況 不可

審査中 機関側が正本を受け取った状況 不可

本引受後の補正申請時

申請状況表示 操作状況 編集作業

補正依頼中 本引受後、機関側より補正依頼が届いている状況 可

補正ファイル送信中 補正依頼後、補正申請を行っている状況 不可

補正正本依頼中 補正依頼後、機関側より正本依頼が届いている状況 不可

申請中 機関側が正本を受け取った状況 不可

補正審査中 補正依頼後、機関側が受理をした状況 不可

審査完了時

申請状況表示 操作状況 編集作業

審査終了 機関側で審査終了ボタンが押された状況 不可

取下げ時

申請状況表示 操作状況 編集作業

取下げ 機関側で取下げボタンが押された状況

※機関側が取下取消ボタンを押さない限り編集は不可となる

不可


