
令和５年度用 建築物の解体工事実態調査

建築物の解体工事実態調査票の提出等について

建築物の解体工事実態調査は、「長崎県電子申請システム」を利用して「建築物の解体
工事実態調査票」のファイルを入手し、「長崎県電子申請システム」を利用して必要事項
を記入した「建築物の解体工事実態調査票」のファイルを提出していただきます。

  「長崎県電子申請システム」（以下「電子申請システム」という。）の操作方法等は、
以下のとおりです。

・ この調査で電子申請システムを利用するためには、利用者登録が必要です。

・ 利用者登録をする場合は、以下の「Ⅰの①～③」の手順で電子申請システムのペ
ージに移動し、「Ⅱ」の手順で利用者登録をしてください。

・ 既に利用者登録をしている場合は、「Ⅰの①～③」の手順で電子申請システムのペ
ージに移動し、「Ⅲ」又は「Ⅳ」の手順を実施してください。

Ⅰ．電子申請システムの「令和５年度用 建築物の解体工事実態調査」
のページへ移動する方法

① 「建築物の解体工事実態調査」のページへ移動します。

ａ． 長崎県ホームページのトップページの上部にある「検索」欄に「建築
課」と入力して検索します。

ｂ． 検索結果の画面に「建築課｜長崎県」という項目が表示されるので、
この項目をクリックして建築課のページに移動します。

ｃ． 建築課のページから ⇒ 「各種調査」のページ ⇒ 「建築物の解体
工事実態調査」のページに移動してください。

② 「①」で移動した建築課の「建築物の解体工事実態調査」のページに『長崎県電子
申請システムの「令和５年度用 建築物の解体工事実態調査」のページへ』という表
示があります。

  そのすぐ下のホームページアドレス（ＵＲＬ：青色の文字で表示）をクリックし、
電子申請システムの「手続き申込」の「利用者ログイン」の画面に移動します。

③ 【利用者登録をする方】は、「Ⅱ」の利用者登録手続きへ進んでください。
  【既に利用者登録をしている方】は、登録した利用者ＩＤ（登録したメールアドレ

ス）及びパスワードを入力して、『電子申請システムの「令和５年度用 建築物の解体
工事実態調査」のページ』に移動し、「Ⅲ」又は「Ⅳ」の手順に進んでください。

1/11



令和５年度用 建築物の解体工事実態調査

（注意） 電子申請システムのトップページからは、電子申請システムの「令和５年度
用 建築物の解体工事実態調査」に入ることはできません。

Ⅱ．電子申請システムの利用者登録について

  「Ⅰの①～②」の操作で表示される「利用者ログイン」画面に、以下に記載してい
る 利用者登録を促す表示 があります。

  この手続きは利用者登録せずに、利用することはできません。

   利用者登録した後、申込みをしてください。
利用者登録される方はこちら

【 利用者登録手順 】

① 「利用者ログイン」画面の「利用者登録を促す表示」の右下の青色の文字、「利用者
登録される方はこちら」をクリックします。

② 「利用者管理」の「利用者登録説明」の画面が表示されるので、利用者規約を確認
のうえ、「同意する」ボタンを押します。

③ 「利用者管理」の「利用者 ID 入力」の画面が表示されるので、記載事項を確認の
うえ、利用者区分（法人を選択してください。）及び利用者ＩＤ（使用しているメール
アドレス）を入力して「登録する」ボタンを押します。

④ 「利用者管理」の「メール送信完了（利用者登録）」の画面が表示されるので、記載
事項を確認してください。（確認後、電子申請システムを閉じていただいて結構です。）

⑤ 「③」の登録後直ぐに、電子申請システム（メールアドレス： pref-nagasaki@
s-kantan.com）より登録したメールアドレス宛に、「【登録アドレス確認メール】」
という件名のメールが届きます。

⑥ 届いたメールに記載しているホームページアドレス（URL）をクリックして「利用
者管理」の「利用者登録」画面に移動し、パスワードなどの必要事項を入力します。

  必要事項の入力が済んだら、画面下部の「確認に進む」ボタンを押します。

⑦ 「利用者管理」の「利用者登録確認」の画面が表示されますので、入力した内容に
誤りがないか確認し、問題がなければ画面下部の「登録する」ボタンを押します。

⑧ 「利用者管理」の「利用者登録完了」の画面が表示されますので、電子申請システ
ムを閉じていただいて結構です。

クリック
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【参考】
  ※ 「Ⅱ」（電子申請システムの利用者登録）の操作手順について、操作に伴う画面

の表示状況を６ページ以降に添付していますので、参考にしてください。

※ 利用者登録を削除したい場合は、５月以降にお願いします。
  （利用者登録の削除方法は、10 ページ以降をご覧ください。）

Ⅲ．「令和５年度用 建築物の解体工事実態調査票」のファイルの入手

  「Ⅰの①～③【既に利用者登録をしている方】」で移動した『電子申請システムの「令
和５年度用 建築物の解体工事実態調査」のページ』の「手続き申込」の「手続き説
明」の画面下部に、ファイル名(R5 年度用解体工事実態調査票)【】R5 用解体調査.xlsx
（エクセルファイル）を添付しています。

  このファイルを、ダウンロードしてください。

  ※ ダウンロード後に、電子申請システムを閉じてください。

Ⅳ．必要事項を記入した「令和５年度用 建築物の解体工事実態調査票」
のファイルの提出

  「Ⅲ」でダウンロードしたファイル「(R5 年度用解体工事実態調査票)【】R5 用解
体調査.xlsx」(以下、「調査票ファイル」という。)に必要事項を記入し、ファイル名を
以下のとおりに変更し、電子申請システムを利用してご提出ください。

【提出する調査票ファイルの名称】
※ ダウンロードした調査票ファイルのファイル名の(R5 年度用解体工事実態調

査票)の部分は削除し、【】の中に会社名を記入して下さい。

変更例 ： (株)○○建設の場合 ⇒【(株)○○建設】R5 用解体調査.xlsx

                （会社名を記入）

【 必要事項を記入した調査票ファイルの提出方法 】
① 「Ⅰの①～③【既に利用者登録をしている方】」の手順で『電子申請システムの「令

和５年度用 建築物の解体工事実態調査」のページ』に移動し、「手続き申込」の「手
続き説明」の画面を表示します。
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  「手続き申込」の最初の画面「手続き説明」の下部に表示している「利用規約」を
確認し、「同意する」ボタンを押します。

② 「手続き申込」の次の画面の「申込」画面が表示されますので、各項目に必要事項
を入力してください。

※ 「手続き申込」の「申込」画面の「６）」の項目で、調査票ファイル
（必要事項を記入し、ファイル名を変更したもの。）を添付します。

③ 「手続き申込」の「申込」画面で、必要な項目の入力が全て済んだら、画面下部に
ある「確認に進む」ボタンを押します。

④ 「手続き申込」の次の画面の「申込確認」画面が表示されます。入力した内容に誤
りがなければ、画面下部にある「申込む」ボタンを押します。

⑤ 「手続き申込」の「申込完了」が表示されます。記載事項を確認したうえで、電子
申請システムを閉じてください。

   以上で、提出手続きは終わりです。

【参考】
※ 「③」の「申込」画面の「３）～５）及び７）」の項目は、利用者登録時に入力を

したデータが自動的に反映されます。

※ 必要事項を記入した調査票ファイルを提出すると、電子申請システム（メールア
ドレス： pref-nagasaki@s-kantan.com）から利用者登録で登録したメールアドレ
ス宛に、「調査票の提出確認メール」という件名のメールが届きます。

【注意事項】
• 必要事項を入力済みの調査票ファイルの提出並びに電子申請システムを利用

する際の注意点

ア） ファイル名の最後の部分に付いている調査票ファイルのファイル形式
を表す定型の文字（拡張子）が「.xlsx」のファイルをご提出ください。

※ セキュリティー上の問題で、ご提出いただく調査票ファイル（エ
クセルファイル）のファイル形式は、拡張子が「.xlsx」（Excel2007
以降のバージョンで作成可能）のファイルに限ります。
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  イ） 調査票ファイルの（記入する事項以外の）内容及びファイルに添付の
シートの構成を変更しないでください。

       また、シート名は変更しないでください。

  ウ） 迷惑メール対策等を行っている場合は、「pref-nagasaki@s-kantan
      .com」からのメールの受信が可能な設定にしてください。

Ⅴ）「令和５年度用 建築物解体工事実態調査票」の変更点（概要）
   今回使用する調査票ファイルの「R５年度入札用 実態調査票」シートは、以下

の点を変更しています。

① レイアウトを変更しました。
（土木部建築課長宛にデータを提出していただくということを明確にしま

した。）

② 調査項目の「１）」の回答を入力すると入力した内容により、その後の
調査手順の説明の表示が変わるようにしました。

③ 解体工事の施工実績の記入欄のうち、「県発注の工事」の欄を削除しま
した。

④ 記入対象欄がわかりやすいよう、表示方法を修正しました。

⑤ その他、説明文などを修正しています。

■ 「令和５年度用 建築物の解体工事実態調査」に不明の点がございましたら、下記担
当者までお問い合わせください。

住所 ：〒850-8570 長崎県長崎市尾上町３番１号
長崎県土木部建築課 計画指導班：建築物の解体工事実態調査担当者

TEL ：（直）０９５-８９４-３０９５ （代）０９５-８２４-１１１１
FAX ：０９５-８２７-３３６７
E-mail アドレス ： kenchiku_keikaku_02@pref.nagasaki.lg.jp

   ※ メールアドレスの「lg」の部分は、アルファベット小文字の「エルジー」
です。「＠」を含めた記号・文字・数字は、全て半角（小文字）です。
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【利用者登録手続き方法】

① 利用者ログイン画面

② 利用者登録説明画面

① 電子申請システムに移
動すると、最初に表示さ
れる画面です。

・利用者登録へ移動

② 「利用者ログイン」画面
で「利用者登録をされる
方はこちら」を押せば、こ
の画面に移動します。

  記載内容をご確認いた
だき、問題がなければ「同
意する」ボタンを押して
ください。

・利用者 ID 登録画面へ移動
（メールアドレス）

クリックして次へ移動

クリックして次へ移動
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③ 利用者 ID入力画面

④ メール送信完了画面

⑤ 受信メール

③ 登録するメールアドレ
スを記入する画面です。

  メールアドレスなどを
入力して「登録する」ボタ
ンを押してください。

④ 「利用者登録手続きを
続けるホームページアド
レス（URL）」をメールで
送信した旨が表示されま
す。

  電子申請システムのペ
ージ（画面）を閉じていた
だいて結構です。

⑤ メールアドレス登録直
後に、登録したメールア
ドレス宛に送信されるメ
ールです。

法人を選択

メールアドレスを記入

必要事項を入力後
クリックして登録

利用者登録を続けるペー
ジ（画面）のホームページ
アドレスです。
クリックして移動

差出人の ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ は、
pref-nagasaki@s-kantan.com
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⑥ 利用者登録画面 ⑥ 法人の登録画面です。
  パスワードなどの必要

事 項 を 記 入 し て く だ さ
い。

  「必須」の表示のある項
目は、必ず記入してくだ
さい。

  「必須」の表示がない項
目は、必要に応じて記入
してください。

  必要事項を記入後、「確
認へ進む」ボタンを押し
てください。

必要事項を入力後
クリックして次へ移動
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⑦ 利用者登録確認画面

⑧ 利用者登録完了画面

⑦ パスワードは表示され
ません。

  記入した内容に問題が
なければ「登録する」ボタ
ンを押してください。

  記入した内容を修整す
る場合は、「入力へ戻る」
ボタンを押して、前の画
面に戻り修正をしてくだ
さい。

⑧ 利用者登録が完了した
旨を表示する画面です。

  電子申請システムのペ
ージ（画面）を閉じていた
だいて結構です。

入力事項が正しければ
クリックして登録
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【利用者登録の削除方法】

利用者登録の削除の操作手順は、以下のとおりです。

  ① 電子申請システムにログインする。
  ・ 検索エンジンで長崎県電子申請システムのページを検索。
       長崎県電子申請システムの「手続き申込」の「手続き一覧」の画面でログ

イン。

  ② ログインした画面の右上に、「利用者情報」というボタン（グレー）が表示されて
いるのでそのボタンを押す。

  ③ 次に表示される「利用者管理」の「利用者詳細」の画面では、利用者登録の詳細
が表示される。この画面の下部（右下）にある「削除する」ボタンを押すと、利用者
登録情報が削除できる。

■利用者登録の削除の画面表示は、以下のとおりです。

長崎県電子申請システムの「手続き申込」の「手続き一覧」の画面よりログイン

１．ログイン後の長崎県電子申請システムの「手続き申込」の「手続き一覧」の画面

   
・ 利用者情報ボタンを押し次の画面に

移動。

ログイン前の「利用者登録」が、ログ
イン後は「利用者情報」にボタンの表
示が変わる。
「利用者情報」ボタンを押す。
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４．利用者詳細の画面（利用者登録の削除）

・ 「利用者管理」の「利用者詳細」の
画面が表示される。

「削除する」ボタンを押せば、表示さ
れている利用者登録が削除できる。
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