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はじめに 

本書の記載範囲 

本書は、「公共事業労務費調査オンラインシステム」における調査対象企業（下請企業）向けの

操作説明書です。 

 

なお、本書は、各システム画面の「操作に困ったら」リンクをクリックすることにより PDF ファ

イル形式にて呼び出す事が可能です。各システム画面に対応した該当ページを呼び出します。 

 
 

 
 

システムの利用時間帯 

 

     本システムの利用可能時間帯は、4：00～25：00 までとなっています。 

   1：00～4：00 はシステムが停止いたしますので、ご注意ください。 
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第１章 基本操作 

第１節 起動方法 

１．１ システムの起動 

公共事業労務費調査オンラインシステムを起動するには、以下の二つがあります。 
 

ブラウザから、以下のＵＲＬを指定してログイン画面を起動します。(第２節 ログイン 参照) 

https://romuhi-chosa.rm.keg.jp/rmh/kigyo 

 
 

 

 
  

▽ アドバイス △ 

 

システム動作保証範囲(OS とブラウザバージョン組合せ表) 
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 ※画面を起動できない場合は、上記ＵＲＬを信頼済みサイトに登録した上で、インターネ 

       ットオプションより「ポップアップブロック」の制限を解除してください。具体的な手 

       順は以下のとおりです。 

 

１． Windows のスタートボタンの右にある虫眼鏡のボタンをクリックし、テキストボックスに

「インターネットオプション」と入力する。テキストボックスの上にある黒いエリアに

「インターネットオプション コントロールパネル」と表示されるので、それをクリック

する。 
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２． インターネットオプション画面より、[セキュリティ]タグを選択し、「信頼済みサイト」

ゾーンを選択して、[サイト]ボタンをクリックしてください。 
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３． 以下画面のように、「この Web サイトをゾーンに追加する」の入力欄に、システム URL の

ドメイン部分(https://romuhi-chosa.rm.keg.jp)を入力し、[追加]ボタンをクリックして

ください。 

 

 

 

４． 以下画面のように、「Web サイト」の欄に追加されたことを確認し、[閉じる]ボタンをク

リックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



公共事業労務費調査オンラインシステム 

操作説明書（調査対象企業（下請企業）編） 

V66102-01 
１．１ システムの起動     

１-６ 
 

５． インターネットオプション画面より、[プライバシー]タグを選択し、『ポップアップブロ

ックを有効にする』のチェックを外した状態にして[OK]ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェックを外した状態にしてください。 
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第２節 ログイン 

２．１ 労務費調査オンラインシステムのログイン 

【操作】 
1.1 システムの起動に記載されるＵＲＬを入力すると、『ログイン』画面（調査対象企業）
が表示されます。 

 
【画面項目説明】 
 

ログイン画面（調査対象企業） 

 
① 『ログイン』画面が表示されますので，ログイン名、パスワードを入力し、ログインをクリ

ックします。 

・ログイン名･･･利用者のログイン ID を入力します。 
メールアドレスで入力し、Tab キー又は enter キーを押下すると、パスワ
ード枠に遷移します。 

・パスワード･･利用者のパスワードを入力します。Tab キーを押下すると、ログインにマウ
スのフォーカスが移動します。また、enter キーを押下すると、ログイ
ンを押下されたのと同じ動作をします。 
入力したパスワードは機密保護の為に｢●｣で表示されます。 

・ログイン･･････クリックすると、入力されたログイン ID、パスワードにより利用者の接
続を実行します。 

② 初めてご利用の場合は「初めてご利用の方はこちら 企業アカウント発行」リンクをクリッ
クしてください。 

          「調査対象企業アカウント発行」画面に遷移します。(３.２ 企業アカウント発行 参照) 

③ パスワードを忘れた場合は「パスワードをお忘れの方はこちら パスワード紛失」リンクを
クリックしてください。 

「パスワード紛失」画面に遷移します。(３.３パスワード紛失 参照)   

④ パスワードを設定・変更する場合は「パスワードを設定、変更する場合はこちら パスワー

①  
②   
③   
④  

⑤  
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ド設定/変更」リンクをクリックしてください。 

「パスワード設定/変更」画面に遷移します。(３.４ パスワード設定／変更 参照)   

⑤ お知らせは、必要に応じ、お伝えすべき事を表示しています。ご確認ください。 

           「公共工事労務費調査（調査票及び確認資料の提出等）に関することはこちら」リンクを

クリックすると、公共事業労務費調査（令和３年 10 月調査）のご案内を表示します。
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第３節 ログイン ID・パスワードについて 

３．１ ログイン ID・パスワードの管理 

 
・変更後のパスワードは、他の人に知られないよう、厳重に管理してください。 

・パスワードを忘れた場合は、「３.３ パスワード紛失」を参照してください。 

 ・国土交通省のセキュリティポリシーに合わせて、パスワードの有効期間は 180 日間としています。 

期限の一週間前にパスワードの変更を促すメッセージが表示されますので、「３.４ パスワード設

定/変更」にてパスワードを変更願います。 

パスワード認証に失敗した回数が 10 回になった場合、エラーメッセージが表示され、アカウント

がロックされます。アカウントを復元させるには、ヘルプデスクにご連絡願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽ アドバイス △ 

 
【パスワードの設定ルール】 

 

①8 文字以上 64 文字以内 

②半角英数字および記号が使用できます。スペースは使用できません。 

③英大文字１文字以上、英小文字１文字以上、数字または記号 1 文字以上を含む文字列で設

定してください。 

④氏名やアカウント名に含まれる 3 文字以上連続する文字は使用できません。 (田中

（Tanaka）さんの場合は、「12ana463X」は使用できません。） 

⑤過去 3回までに設定したパスワードと同じ文字列は使用できません。 
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３．２ 企業アカウント発行 

  ・初めてご利用の場合、アカウント発行を行います。 

【操作】 

『ログイン』画面の「初めてご利用の方はこちら 企業アカウント発行」リンクをクリックし 

て起動します。 

【画面項目説明】 

   調査対象企業アカウント発行画面 

    
① アカウント発行を行います。 

「工事ファイル ID」、「工事ファイルパスワード」、「工事名称」、「調査対象企業名称」、「ログイ

ン ID」、「設定パスワード」、「設定パスワード（再確認）」を入力して下さい。「元請・下請の

別」を選択して下さい。 

入力ミスを防ぐために、設定パスワード（再確認）に、設定パスワードと同じ値を入力します。 

書面調査案内に記載している工事ファイル ID、パスワードを登録します。 

ログイン ID は調査対象企業のメールアドレスを入力します。 

② アカウント発行をクリックすると、登録確認メッセージが表示されます。はいをクリックし

て、アカウント発行成功の場合、確認メールが送信されます。処理完了後、メッセージを表示

し、「はい」が選択されると、「ログイン画面」に遷移します。 

 

ログイン画面へをクリックすると、登録・更新処理されずに「ログイン画面」に戻ります。 

①  

②  
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  確認メールの URL をクリックすると、アカウントの有効開始年月日がシステム日付に更新さ

れ、「ログイン画面」に遷移します。 
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３．３ パスワード紛失 

企業ユーザがパスワードを紛失した際に、再発行を行います。 

【操作】 

『ログイン』画面の「パスワードをお忘れの方はこちら パスワード紛失」リンクをクリック

し 

て起動します。 

【画面項目説明】 

   パスワード紛失画面 

 

 
① パスワードの再発行を行います。 

書面調査案内に記載している工事ファイル ID、パスワードを登録します。「ログイン ID」

を入力して下さい。 

② 確認をクリックすると、登録確認メッセージが表示されます。はいをクリックして登録され

ている IDまたはパスワードを入力されたメールアドレスに通知し、「ログイン画面」に遷移

します。 

ログイン画面へをクリックすると、登録・更新処理されずに「ログイン画面」に戻ります。

①  

②  
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３．４ パスワード設定／変更 

 

パスワードの新規設定及び変更を行います。 

【操作】 
『ログイン』画面の「パスワードを設定、変更する場合はこちら パスワード設定/変更」

リンクをクリックして起動します。 

【画面項目説明】 

パスワード設定／変更 

 
 

① パスワードの変更を行います 

入力ミスを防ぐために、新規パスワード(再確認)に、新規パスワードと同じパスワードを入力

します。(パスワードは機密保護の為に｢●｣で表示されます。) 

② 設定／変更をクリックすると、登録確認メッセージが表示されます。はいをクリックして登

録します。 

ログイン画面へをクリックすると、登録・更新処理されずに「ログイン画面」に戻ります。 

 

①  

②  
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▽ アドバイス △ 

 
【パスワードの設定ルール】 

 

①8 文字以上 64 文字以内 

②半角英数字および記号が使用できます。スペースは使用できません。 

③英大文字１文字以上、英小文字１文字以上、数字または記号 1 文字以上を含む文字列で設

定してください。 

④氏名やアカウント名に含まれる 3文字以上連続する文字は使用できません。 (田中

（Tanaka）さんの場合は、「12ana463X」は使用できません。） 

⑤過去 3回までに設定したパスワードと同じ文字列は使用できません。 
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第４節 メニュー画面について 

４．１ メニュー画面の階層について 

利用者がログイン認証されると、公共事業労務費調査オンラインシステムの『メニュー』画面

が表示されます。 

メニューは業務の階層が第 1階層から第２階層までツリー表示されます。第 2 階層のメニュー

から業務画面に遷移します。 

 

 

以下に機能のメニュー構成を示します。 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

  

第２階層 第１階層 

対象工事情報 対象工事追加 

労務費調査 調査書類提出 

調査書類確認 

コメント履歴一覧 
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４．２ メニュー画面の操作方法 

 

利用者がログイン認証されると、ログイン者に与えられたアクセス権限情報に基づき、公共事業

労務費調査オンラインシステムの『メニュー』画面が表示されます。 

メニューは業務の階層が第 1階層から第 2階層までツリー表示されます。 

 

① メニュー画面起動時、画面右側にログインした組織情報が表示されます。 

 

② 連絡事項タイトルの下に、連絡事項情報があれば表示されます。 

 

③ リンクとなっている第 2階層をクリックすると、それぞれの業務画面に遷移します。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 1 階層 

第 2 階層 

 
連絡事項情報 
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▽ アドバイス △ 

 
トップメニュー画面へ戻る場合 

各業務画面遷移後、トップメニュー画面へ戻りたい場合は、画面左上の をクリックし

てください。 

 

システムログアウト 

各業務画面からシステムログアウトしたい場合は、画面左上の「ログアウト」をクリック

してください。 

 

操作説明書 

各業務画面の操作説明書(本書)を確認したい場合は、画面の「操作に困ったら」をクリッ

クしてください。操作説明書の該当ページが自動的に呼び出されます。 

 

メニュー表示 

ログインユーザの権限によりメニュー表示を行います。 
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第２章 対象工事情報 
    対象工事情報機能は、ログイン者の権限情報に応じて表示されます。 

第１節 対象工事追加 

  対象工事を追加、編集します。 

【操作】  

『メニュー』画面から対象工事追加を選択して起動します。 

【画面項目説明】 

対象工事追加画面 

 
① 工事ファイルＩＤ、工事ファイルパスワードを入力してください。 

工事ファイル ID、工事ファイルパスワードと共に入力し、フォカースを離れて、ファイルＩＤ、パ

スワード、工事情報の存在チェックを行い、工事名称を取得します。 

元請・下請の別は▼をクリックして一覧から選択します。 

追加をクリックすると、対象工事を追加します。 

行データ選択すると、選択された行データが画面編集部へ反映します。 

編集をクリックすると、選択された対象工事を編集します。 

登録をクリックすると、対象工事を登録します。 

クリアをクリックすると、画面が初期化します。 

メニューへ戻るをクリックすると、メニュー画面へ遷移します。

① 
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第２節 対象工事追加（ポップアップ） 

【画面項目説明】 

       対象工事追加（ポップアップ）画面 

 

 

② 工事ファイルＩＤ、工事ファイルパスワードを入力してください。 

工事ファイル ID、工事ファイルパスワードと共に入力し、フォカースを離れて、ファイルＩＤ、

パスワード、工事情報の存在チェックを行い、工事名称を取得します。 

元請・下請の別は▼をクリックして一覧から選択します。 

追加をクリックすると、対象工事を追加します。 

行データ選択すると、選択された行データが画面編集部へ反映します。 

編集をクリックすると、選択された対象工事を編集します。 

登録をクリックすると、対象工事を登録します。 

クリアをクリックすると、画面が初期化します。 

戻るをクリックすると、対象工事追加（ポップアップ）画面を閉じます。 
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第３章 労務費調査 
    労務費調査機能は、ログイン者の権限情報に応じて表示されます。 

第１節 調査書類提出 

１．１ 調査書類提出方法選択 

調査書類提出方法の選択を行います。 

【操作】  

『メニュー』画面から調査書類提出を選択して起動します。 

【画面項目説明】 

調査書類提出方法選択画面 
 

  

① エクセル版調査票をクリックすると、調査書類提出（エクセル版）画面へ遷移します。 

ウェブ版調査票作成をクリックすると、調査書類提出（ウェブ版）画面へ遷移します。

➀ 
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１．２ 調査書類提出（エクセル版） 

画面よりアップロードされた Excel 版調査票の内容をデータベースに取り込み、修正を行います。 

【操作】  

『調査書類提出方法選択』画面からエクセル版調査票を選択して起動します。 

【画面項目説明】 

調査書類提出（エクセル版）画面 

 
① 画面必須項目を入力してください。 

対象工事は▼をクリックして一覧から選択します。 

     追加をクリックすると、対象工事追加画面をポップアップで表示します。 

     エクセル版調査票（９月）を選択してください。 

エクセル版調査票（１０月）を選択してください。 

調査票をアップロードするをクリックすると、選択されたエクセル版調査票をアップロードしま

す。調査書類提出（ウェブ版）画面へ遷移します。 

➀ 
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１．３ 調査書類提出（ウェブ版） 

WEB 画面より、直接、調査票のデータ項目を入力後、修正、提出を行います。 

【操作】 

『調査書類提出方法選択』画面からウェブ版調査票作成を選択して起動します。 
『調査書類提出（エクセル版）』画面から調査票をアップロードするをクリックして起動します。 
『調査書類確認』画面から入力内容を編集するをクリックして起動します。 

【画面項目説明】 

調査書類提出（ウェブ版）画面 

    

 
①  画面必須項目を入力してください。 

対象工事は▼をクリックして一覧から選択します。 

追加をクリックすると、対象工事追加画面をポップアップで表示します。 

元請・下請の別は▼をクリックして一覧から選択します。 

賃金支払事業主建設業許可番号は▼をクリックして一覧から選択します。 

事業所規模は▼をクリックして一覧から選択します。

➀ 
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② 賃金計算期間はカレンダーボタンをクリックして日付を選択します。 
上記期間の賃金支払日はカレンダーボタンをクリックして日付を選択します。 

行追加をクリックすると、公共事業労務費調査・９月調査票エリアの「様式-1」、「様式-1-1」、「様

式-2」と「様式-3」エリアのテーブルの行を追加します。 

行削除をクリックすると、公共事業労務費調査・９月調査票エリアの「様式-1」、「様式-1-1」、「様

式-2」と「様式-3」エリアのテーブルの最終行を削除します。 

  様式－１タブをクリックすると、９月調査票の様式－１（賃金調査票）を表示します。 

 様式－１－１タブをクリックすると、９月調査票の様式－１－１（補足調査票）を表示します。 

 
様式－２タブをクリックすると、９月調査票の様式－２（各種手当内訳票）を表示します。 

➁ 
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様式－３タブをクリックすると、９月調査票の様式－３（年計票（労働日数・臨時の給与））を表示

します。 
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＊以下の公共事業労務費調査・９月調査票の項目を入力してください。 
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③ 賃金計算期間はカレンダーボタンをクリックして日付を選択します。 

上記期間の賃金支払日はカレンダーボタンをクリックして日付を選択します。 

行追加をクリックすると、公共事業労務費調査・１０月調査票エリアの「様式-1」、「様式-1-1」、「様

式-2」と「様式-3」エリアのテーブルの行を追加します。 

行削除をクリックすると、公共事業労務費調査・１０月調査票エリアの「様式-1」、「様式-1-1」、「様

式-2」と「様式-3」エリアのテーブルの最終行を削除します。 

  様式－１タブをクリックすると、１０月調査票の様式－１（賃金調査票）を表示します。 

様式－１－１タブをクリックすると、１０月調査票の様式－１－１（補足調査票）を表示します。 

➂ 
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様式－２タブをクリックすると、１０月調査票の様式－２（各種手当内訳票）を表示します。 

 
様式－３タブをクリックすると、１０月調査票の様式－３（年計票（労働日数・臨時の給与））を表

示します。
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＊以下の公共事業労務費調査・１０月調査票の項目を入力してください。 
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④  確認資料が表示されます。 

参照をクリックしファイルを選択した後、追加をクリックすると追加確認メッセージが表示され

ます。はいをクリックして確認資料ファイルを追加します。 

ファイルが追加されると削除が表示されます。 

削除をクリックすると、削除確認メッセージが表示されます。はいをクリックすると、確認資料

➃ 
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ファイルを削除します。 

入力内容を保存するをクリックすると、入力内容を保存します。 

入力内容を確認・提出するをクリックすると、確認メッセージが表示されます。はいをクリックす

ると、調査票を提出します。調査書類確認画面へ遷移します。 

 

 
 

⑤ 入力内容を編集するをクリックすると、調査書類提出（ウェブ版）画面へ遷移します。 

上記の内容で提出するをクリックすると、確認メッセージが表示されます。はいをクリックすると、

調査票を修正します。調査書類提出完了画面へ遷移します。 

 

メニューに戻るはこちらをクリックすると、メニュー画面へ遷移します。

➄ 
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第２節 調査書類確認 

２．１ 調査書類確認 

調査書類内容の確認、審査、及び調査書類の修正、提出、調査票ダウンロードを⾏います。 

【操作】 

『調査書類提出（ウェブ版）』画面から入力内容を確認・提出するをクリックして起動します。 
『メニュー』画面から調査書類確認を選択して起動します。 
『コメント履歴一覧画面』画面から管理番号リンクをクリックして起動します。 

【画面項目説明】 

調査書類確認画面 

  

① 公共事業労務費調査・基本情報が表示されます。 

対象工事は▼をクリックして一覧から選択します。 

 

➀ 

➁ 



公共事業労務費調査オンラインシステム 

操作説明書（調査対象企業（下請企業）編） 

V66102-01 
２．１ 調査書類確認    

３-２２ 
 

② 公共事業労務費調査・９月調査票が表示されます。 

エクセル版調査票をダウンロードするをクリックすると、９月調査票をダウンロードします。 

調査票のセルコメントをクリックすると、調査票コメント入力画面を表示します。 

   様式－１タブをクリックすると、９月調査票の様式－１（賃金調査票）を表示します。 

  様式－１－１タブをクリックすると、９月調査票の様式－１－１（補足調査票）を表示します。 

 

様式－２タブをクリックすると、９月調査票の様式－２（各種手当内訳票）を表示します。 

 
 

様式－３タブをクリックすると、９月調査票の様式－３（年計票（労働日数・臨時の給与））を表示

します。 
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③ 公共事業労務費調査・１０月調査票が表示されます。 

エクセル版調査票をダウンロードするをクリックすると、９月調査票をダウンロードします。 

調査票のセルコメントをクリックすると、調査票コメント入力画面を表示します。 

   様式－１タブをクリックすると、１０月調査票の様式－１（賃金調査票）を表示します。 

様式－１－１タブをクリックすると、１０月調査票の様式－１－１（補足調査票）を表示します。 
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様式－２タブをクリックすると、１０月調査票の様式－２（各種手当内訳票）を表示します。 

 
様式－３タブをクリックすると、１０月調査票の様式－３（年計票（労働日数・臨時の給与））を表

示します。 
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④ 確認資料が表示されます。 

確認資料ファイルのリンクをクリックすると、確認資料ファイルをダウンロードします。 

確認資料を編集するをクリックすると、確認資料を編集します。 
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⑤ 入力内容を編集するをクリックすると、調査書類提出（ウェブ版）へ遷移します。 

審査状況を確認するをクリックすると、審査状況確認画面へ遷移します。 

 

 

⑥ 入力内容を引戻しするをクリックすると、入力内容を引戻します。 

➄ 

➅ 
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２．２ 審査状況確認 

    審査状況確認を⾏います。 

【操作】  

『調査書類確認』画面から審査状況を確認するをクリックして起動します。 

【画面項目説明】 

審査状況確認画面 
 

 

    閉じるをクリックすると、審査状況確認画面を閉じます。
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２．３ 調査票コメント入力 

調査種類審査に対して、問い合わせ、回答を記入します。 

【操作】  

『調査書類確認』画面から調査票のセルコメントをクリックして起動します。 

【画面項目説明】 

調査票コメント入力画面 

    

 

① 調査票コメントが表示されます。 

コメント・回答を行いたいコメントを選択してください。 

登録をクリックすると、確認メッセージが表示されます。はいをクリックすると、調査票コメント

を登録します。 

クリアをクリックすると、入力している調査票コメントを全てクリアします。 

キャンセルをクリックすると、調査票コメント入力画面を閉じます。 

 
コメントが入力されるとセルの右上に が表示され、色によってコメントの状態を示します。 
黄色 ：コメントのみ  赤色 ：要修正  緑色 ：確認済 
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第３節 コメント履歴 

３．１ コメント履歴一覧 

コメント履歴の検索、コメント履歴一覧の閲覧を行います。 

【操作】  

『メニュー』画面からコメント履歴一覧を選択して起動します。 

【画面項目説明】 

コメント履歴一覧画面 

 

 

① 対象工事は▼をクリックして一覧から選択します。 

管理番号リンクをクリックすると、調査書類確認画面へ遷移します。 

➀ 


