
～みやすまオンラインの活用について～

■お問い合わせ
●本部 確認審査：建築確認第一課・第二課 TEL：022-262-0401 e-mail:kakunin@mkj.or.jp

検査：検査課 TEL：022-262-1541 e-mail:kensa@mkj.or.jp
申請受付：事業管理課 TEL:022-262-1541 e-mail:gyoumu@mkj.or.jp 各課共通 FAX：022-213-2789

●県北事務所 TEL：0229-29-9177 FAX：0229-29-9188 e-mail:kenpoku@mkj.or.jp

会員登録 書類アップ
ロード

事前審査
審査結果

通知

補正
事前審査

完了
本申請 確認済証交付

○審査の流れ

みやすまオンラインシステムは

『インターネット経由で申請図書や審査結果の受け渡しをすることにより
建築確認の事前審査や設計住宅性能評価の申請ができるシステム』

です。

WEB申請のご案内 資料-5

○主な特徴

・郵送申請により来社されることなく確認済証の交付ができます。

・事前審査の進捗状況を画面で照会いただけます。

・ペーパーレスで経費削減ができます。

・来社不要のため、往復の交通費を削減でき、時間の有効活用ができます。

・パートナー会員の設定を行うことで、物件情報を共有できます。

来社
不要

進捗
照会

コスト

削減

グループ

機能

※本申請時には、紙面での書類提出となります。

（ ）会員登録 書類アップ
ロード

書類確認
補正書類

提出
検査済証

交付

○検査補正の流れ

みやすまオンラインでは、中間検査、完了検査の補正に係る書類を
ＷＥＢ上で送ることができます。

検査の補正データの受け渡しも⾏えます。

（ ）
（ ）

（ ）
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Q＆A
Ｑ1. WEB申請とは何ですか？

Ａ1. 今までの事前申請は紙の書面を窓口までご持参いただいていましたが、

WEB申請をご利用いただくと、インターネット経由でいつでもどこからでも申請いただけます。

Ｑ2. WEB申請システムは誰でも利用できますか？

Ａ2. インターネットの接続環境があれば、当センターホームページより会員登録を行うことにより、

どなたでもご利用いただけます。詳しくは、当センターホームページの利用マニュアルをご覧ください。

Ｑ3. 会員登録はどのように行いますか？

Ａ3. ①センターＨＰの から仮登録します。

②自動配信メールの手順に従い、会員登録を行います。

③ から登録したID、パスワードをログインし、利用開始します。

Ｑ4. 利用（受付）時間に制限はありますか？

Ａ4 365日24時間ご来店不要で、いつでもどこからでもご利用いただけます。

なお、業務時間外・定休日等にご申請の場合は、受付日は翌営業日となりますのでご了承ください。

Ｑ5. どのような物件でも利用できますか？

Ａ5. 現在、確認申請については４号建築物のみのお取扱いとなります。また、設計住宅性能評価及び構造計算適合性判定の

申請も対応しています。

Ｑ6.  WEB申請でアップロードする書類はどのようなものですか？（申請図書ファイルのまとめ方）

Ａ6. 提出していただく申請図書は、

次の①～③の書類を フォルダ別にまとめてください。

①申プロフォルダ…ICBAの確認申請プログラムで作成した

ZIPデータ

②各種申請書フォルダ…確認申請書、工事届、概要書、

委任状等の書類データ

③図面フォルダ…案内図、配置図、平面図等 図面関係

のデータ

また、ファイル形式は、①PDF形式、②DocuWorks形式の

どちらかで提出ください。

Ｑ7. WEB申請システム利用の費用はかかりますか？

Ａ7. 年会費、入会費等システム利用の費用はかかりません。

Q8. みやすまのポイントは付与されますか？

Ａ8. 申請手数料1000円につき15ポイント付与されます。（※申プロのデータ添付の場合）

Ｑ9. WEB申請を利用した場合の手数料は変わりますか？

Ａ9. これまでの料金と同額になります。

Ｑ10. WEB申請システムを利用すると審査時間は変わりますか？

Ａ10. 審査にかかる時間は通常の申請と変わりませんが、訂正等にご来所いただく時間を短縮することができます。

Q11. 郵送の提出方法について教えてください。

A11. 事前審査の完了後、センターから送付した提出書類一式を印刷し、委任状や振込用紙控えのコピー等を添付して

郵送にて提出ください。 （書類の提出による送料は申請者様でご負担願います）

書類と入金を確認したうえで確認済証と副本を郵送いたします。（送料は当面センターが負担します）

Ｑ12. 検査の補正利用とはなんですか？

Ａ12. WEB申請同様、補正した書類や工事写真等をみやすまオンラインにアップロードし、事前確認依頼ができます。

（確認したもののうち、押印が必要な図書については、別途紙面で提出をお願いします）

①申プロ
フォルダ

・ＩＣＢＡの確
認申請プログ
ラムで作成し
たzipデータ

②各種
申請書
フォルダ

・確認申請書・
委任状・工事

届・概要書 etc.

③図面
フォルダ

・案内図 ・配
置図 ・平面
図 ・立面図

etc.

詳しくはホームページをご覧ください。
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