
不動産鑑定士試験（電子申請）不動産鑑定士試験（電子申請）

パソコンから受験願書等を申し込むことができますパソコンから受験願書等を申し込むことができます

不動産鑑定士試験出願の流れ（概要）不動産鑑定士試験出願の流れ（概要）

―２０１８年２月―

平成３０年２月１６日（金）～３月９日（金）２４:００まで

＜提出するもの＞

１．不動産鑑定士試験受験願書（電子申請用）xlsファイル
２．写真（郵送による提出でも可能） JPEGファイル

電子申請による受験願書等の提出期間 等電子申請による受験願書等の提出期間 等

＜試験・申請書の記載方法に関する問い合わせ先＞

国土交通省土地・建設産業局地価調査課
（鑑定評価指導室）

TEL ： 03-5253-8111（代表）
受付時間 平日：9:30～18:00

（12:00～13:00を除く。）

「電子政府」で検索してください。 電子政府 検索

e-Gov電子申請システムはこちら

１ パソコンの環境設定

２ 申請書の作成・送信

e-Gov電子申請システムの手続検索機能から、『不動産鑑定士試
験』を検索し、申請に必要な様式・添付書類等の作成・送信を行い
ます。

『不動産鑑定士試験受験願書（電子申請用）』の電子媒体が詳細
情報ページに掲載されていますので、ご利用のパソコン等へ保存し
ておきます。

e-Gov電子申請システムの利用には、下記①②の導入が必要です。
①Java実行環境（Java Runtime Environment）
②e-Gov電子申請用プログラム（クライアントモジュール）
※導入作業が済んでいない方は「e-Gov電子申請システムご利用
の流れ」を御参照のうえ、e-Gov電子申請システムの導入を行って
ください。

e-Gov電子申請システムを利用して提出した申請書の審査状況及
び手数料納付情報を確認することができます。

３ 審査状況・手数料納付情報の確認

e-Gov電子申請システム

※受験手数料は、受験願書を送信後、３月１４日（水）までに金融機関へ納付してください。

＜電子申請システムに関する問い合わせ先＞
e-Gov電子政府利用支援センター

TEL ：050-3786-2225 （050-3822-3345）
受付時間 平日：9:00～17:00

土日祝：9:00～17:00

＜受験手数料＞
（窓口・郵送） １３，０００円 → （電子申請） １２，８００円



推奨環境

Internet Explorer 11.0

Windows ７ 推奨

Windows ８．１ 推奨

Windows １０ 推奨

１．e-Gov電子申請システムの推奨環境の確認、設定手順
e-Gov電子申請システムを利用して電子申請を行うには、事前準備が必要となります。
以降の手順に沿って、必要な確認・設定等を行って下さい。

画面 確認事項

１． 電子政府総合窓口
(e-Gov)のトップページ

２． e-Gov電子申請システム
のトップページ

【e-Gov電子申請システムへ)をクリック

e-Gov：http://www.e-gov.go.jp/

【e-Gov電子申請システムの利用準備をする】をクリック

１



２

１．e-Gov電子申請システムの推奨環境の確認、設定手順

. 画面 確認事項

３． パソコンの動作環境が、
各ステップの条件を満たし
ているかを確認し、チェッ
クを入れてください。

※不動産鑑定士試験の電
子申請には、チェック３の
電子証明書は必要ありま
せん。

確
認
後
、
チ
ェ
ッ
ク
を
つ
け
る
。

『判定結果』が『×』の場合、
マニュアル３ページ、項番４へ

インストールを行っていない場合、
マニュアル５ページ、項番１２へ



３

１．e-Gov電子申請システムの推奨環境の確認、設定手順

. 画面 確認事項

４．

上記のメッセージが表示された場合は、Java実行環境がインストールされて
いないか、インストールされているバージョンが推奨環境ではないため、新
たにJava実行環境をインストールする必要があります。

e-GovにおけるJavaの推奨
環境は、
「Java SE 8 Update 161 」
(H30.2.2現在)となります。

５． 【Javaを準備する】を
クリックして表示された画面
です。

６． ※ORACLE社のダウン
ロードページが別ウインド
ウで表示されます。

７．

クリック

クリック

クリック

クリック



４

１．e-Gov電子申請システムの推奨環境の確認、設定手順

. 画面 確認事項

８． セキュリティの警告ダイアロ
グが表示されます。

９． ダウンロードが終わると、再
度セキュリティの警告ダイ
アログが表示されます。

１０． ※インストール中に古い
バージョンのＪａｖａが検出さ
れた場合、古いバージョン
のＪａｖａはアンインストール
します。

１１． インストールに時間がかか
る場合があります。

クリック

クリック

クリックすると、インストールが開始します

インストール終了後、クリックする
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１．e-Gov電子申請システムの推奨環境の確認、設定手順

. 画面 確認事項

１２． 再度、『e-Gov電子申請シ
ステムの利用準備をする』
のページに戻ります。

画面を下にスクロールし、
『詳細情報を開く』をクリック
し、『e-Gov電子申請用プロ
グラムについて』の詳細情
報を開きます。

１３． ステップ３まで画面を下にス
クロールします。

１４． 利用許諾の画面が別ウィン
ドウで開きますので、内容
を確認してください。

クリック

クリック

クリック
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１．e-Gov電子申請システムの推奨環境の確認、設定手順

. 画面 確認事項

１５． ※メールアドレスの入力は
必須ではありません。
e-Gov電子申請システムか
らの案内を希望する場合は、
メールアドレスを入力します。

１６． セキュリティの警告ダイアロ
グが表示された場合、
チェックを外して【実行】をク
リックします。

１７． ダウンロードをクリックした
後に、エラーメッセージが表
示された場合、以下までお
問合せください。

電子政府利用支援センター
・ 050 – 3786 - 2225
・ 050 - 3822 – 3345

１８． インストール先のフォルダ
を選択すると、ダウンロード
が開始します。
※インストール後にファイル
の保存場所の変更、削除、
又は、名前の書換えを行う
と正常に動作しなくなること
がありますのでご注意くだ
さい。
※OSのディスクのクリーン
アップを行った場合、正常
に動作しなくなることがあり
ますのでご注意ください。

クリック

クリック

チェックを外す

クリック

クリック



７

２．受験願書様式の取得の手順

. 画面 確認事項

１９． １ページの項番１と同様の
手順で、e-Gov電子申請シ
ステムのページに移動しま
す。

『電子申請メニュー』をクリッ
クします。

２０． 申請者（申請者・代理人）を
クリックします。

２１．

２２． 該当する申請が検索されま
す。

クリック

クリック

【 不動産鑑定士 】 と入力

クリック

クリック



. 画面 確認事項

２４． ※「申請する」をクリックして
も画面が変わらない場合は、
本マニュアルの１３ページを
ご覧ください。

８

２．受験願書様式の取得の手順

. 画面 確認事項

２３． 「申請書様式」より『不動産
鑑定士試験受験願書(電子
申請用)』のファイルをダウ
ンロードし、申請を始める前
に作成してください。

『不動産鑑定士試験受験願書(電子申請用)』のファイルを
ダウンロードし、申請を始める前に作成してください。

クリック

３．電子申請の手順



９

３．電子申請の手順

. 画面 確認事項

２５． Javaの起動確認ダイアログ
が表示された場合は、
チェックを外して【実行】をク
リックします。

※表示されるまで時間を要
すことがあります。

２６． 前回申請を中断した場合等
は「申請データ削除の確
認」が表示されますので「削
除」をクリックしてくだ
さい。

※表示されるまで時間を要
すことがあります。

２７． ワークフォルダの確認ダイ
アログが表示された場合は、
「了解」クリックしてください。

※表示されるまで時間を要
すことがあります。

２８． ワークフォルダの確認ダイ
アログが表示されたら、【了
解】をクリックしてください。

クリック

チェックを外す

了解

クリック

クリック

クリック



１０

３．電子申請の手順

. 画面 確認事項

２９． 申請者に関する基本情報
を入力します。

３０． 「提出年月日」
「住所」
「氏名」
この三点を記入した後に
受験願書及び顔写真の添
付を行ってください。

３１．

クリック

「提出年月日」
「住所」
「氏名」を入力します

受験願書及び顔写真の添付はこちらをクリック

添付又は別送を選択

【参照】ボタンをクリックし、
『不動産鑑定士試験受験願書（電子申請用）』選択する

クリック

【参照】ボタンをクリック、『顔写真』選択する



１１

３．電子申請の手順

. 画面 確認事項

３２． 申請データをサーバに送信
する前に保存します。

３３． 申請内容を確認し、チェック
ボックスをクリックします。
その後、提出ボタンをクリッ
クしてください。

３４． 申請内容が表示されます。
「表示内容を保存する」又
は「表示内容を印刷する」を
選択してください。

※審査状況や納付情報を
確認する際に、「到達番号」
と「問合せ番号」が必要に
なります。

クリック

申請書のタイトルが表示されます

クリック

クリック

手数料納付情報が
表示されます。

保存又は印刷をクリック



. 画面 確認事項

３５． １ページの項番１と同様の
手順で、e-Gov電子申請シ
ステムのページに移動しま
す。

『電子申請メニュー』をクリッ
クします。

３６．

３７．

１２

クリック

クリック

４．e-Gov電子申請システムでの審査状況及び手数料納付情報の確認等

申請を完了した時（到達確認をした時）に表示される
到達番号と問合せ番号を入力して審査状況の確認ができます。
また、電子納付に必要な納付番号、確認番号、収納機関番号も
確認することができます。

クリック

受験手数料は、３月１４日（水）までに金融機関へ納付してください。

金融機関のATMやインターネットバンキングを利用して納付することが可能です。
電子納付を取り扱う金融機関については、「電子納付情報Webサイト」をご確認ください。

（注意）受験願書を送信する前に納付することはできません。以下の手順で納付手続を
行ってください。

① 受験願書の送信

② 「手数料納付情報」で納付番号、確認番号、収納機関番号を確認・メモしてください。

③ 電子納付を取り扱う金融機関を「電子納付情報Webサイト」で確認。

④ ②の番号により、１２，８００円を金融機関に納付（３月１４日（水）まで）



. 画面 確認事項

１． ご利用のブラウザ等のポッ
プアップブロック機能によっ
て表示制限されている可能
性があります。以下の設定
変更をお試しください。

２．

３．

１３

・参考 「申請する」ボタンを押しても画面が変わらない場合

クリック

タブをクリック

クリック

【*.e-gov.go.jp】 と入力し、
追加ボタンを押す

上記の方法でも解決しない場合は、e-Gov電子政府利用支援センターへお問合せください。
TEL ：050-3786-2225 （050-3822-3345）
受付時間 平日：9:00～17:00

土日祝：9:00～17:00


