
公共事業労務費調査オンラインシステムＦＡＱ（システム全般＋調査対象企業向け機能）

NO カテゴリー 利⽤者 質問 回答 関連する質問・リンク
1 全般 全員 利⽤できる環境を、教えてください。 Windows10の入っているPCで、ブラウザは、Microsoft Edge 44 以上、または、Google Chrome 79 以

上となります。

2 全般 全員 システムの利⽤可能時間を、教えてください。 4:00から25:00まで、利⽤できます。

3 全般 全員 ログイン画面が表示されません。どのようにすれば
よろしいでしょうか︖

ブラウザを確認してください。（Edge／Chrome）
次に、信頼済みサイトの登録、およびポップアップブロックを無効化してください。
信頼済みサイトへの登録アドレスは、以下のとおりです。
　　https://romuhi-chosa.rm.keg.jp

4 全般 調査対象企業 何から始めたらよいですか。 【元請企業の場合】
対象工事において元請企業の場合、以下の手順で進めてください。
①【公共事業労務費調査オンライン調査のご案内】（以下、オンライン調査案内書）を受領後、オンラインシス
テムにアクセスの上、ユーザ登録を実施し、対象企業名簿、施工体系図を登録します。
②調査対象となっている下請企業にオンライン調査案内書を送付します。さらに下請企業がいる場合には、送付
の依頼を⾏ってください。
③調査対象工事の調査票・確認資料を提出します。
（調査対象労働者を雇⽤していない場合は調査票の提出は必要ありません。）
※複数の調査対象工事を担当する場合、対象工事追加機能を利⽤し担当工事を追加できます。対象工事を
追加したら、調査票を提出できます。
※詳しくは、操作説明書【調査対象企業(元請企業)編】、説明会資料（元請企業編）を参照
【下請企業の場合】
対象工事において下請企業の場合、以下の手順で進めてください。
①オンライン調査案内書を受領し、調査対象となっている下請企業がさらにいる場合には、これを送付します。
②オンラインシステムにアクセスの上、ユーザ登録を実施します。
③調査対象工事の調査票・確認資料を提出します。
※複数の調査対象工事を担当する場合、対象工事追加機能を利⽤し担当工事を追加できます。追加した対
象工事に対して、調査票を提出できるようになります。
※詳しくは、操作説明書【調査対象企業（下請企業）編】、説明会資料（下請企業編）を参照

●オンラインシステムのURL
https://romuhi-chosa.rm.keg.jp

●対象企業名簿のダウンロードサイト
https://www.mlit.go.jp/totikensa
ngyo/const/sosei_const_tk2_000
006.html

●調査票のダウンロードサイト
https://www.mlit.go.jp/totikensa
ngyo/const/sosei_const_tk2_000
006.html

5 アカウント関連 調査対象企業 ログインIDを発⾏する⽅法は︖ ポータル画面より、「■初めてご利⽤の⽅はこちら　企業アカウント発⾏」をクリック後、開いた画面で、以下の情報
を登録してください。
　・工事ファイルID、工事ファイルパスワード（オンライン調査案内書に記載）
　・工事名称
　・調査対象企業名称
　・元請・下請の別
　・ログインID　（メールアドレスを登録）
　・パスワード
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公共事業労務費調査オンラインシステムＦＡＱ（システム全般＋調査対象企業向け機能）

NO カテゴリー 利⽤者 質問 回答 関連する質問・リンク
6 アカウント関連 調査対象企業 パスワードを忘れた場合の対処⽅法は︖ ポータル画面より、「■パスワードをお忘れの⽅はこちら　パスワード紛失」をクリック後、開いた画面で、以下の情報

を登録してください。登録後、パスワード再設定のメールが届きます。
　・工事ファイルID
　・工事ファイルパスワード（オンライン調査案内書に記載）
　・ログインID　（メールアドレスを登録）

7 アカウント関連 調査対象企業 パスワードの変更をしたい。 ログイン認証画面の「パスワード設定/変更」リンクを押下してください。
次に、該当する「設定/変更区分」をチェックし、必要事項を入⼒し、変更します。

8 アカウント関連 調査対象企業
（元請企業）

オンライン調査案内書を紛失したので、工事番
号、工事パスワードを再発⾏可能ですか。

発注機関に、再発⾏を依頼してください。
連絡先は、右記よりご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/totikensan
gyo/const/sosei_const_tk2_00000
6.html

9 アカウント関連 調査対象企業 ログインＩＤ、パスワードの申請をしたが、メールの
返信がありません。

次の可能性がありますので確認ください。
・メールアドレスに誤りがないか、確認ください。
・受信拒否設定がされていないか、確認ください。
・迷惑メールフォルダに振り分けられていないか、確認ください。
・容量オーバーなどでプロバイダで⽌まってないか、確認ください。
上記に当てはまらないようであれば、ヘルプデスクに問合せください。

10 アカウント関連 調査対象企業 ログインＩＤ登録時にエラーとなります。なぜでしょ
うか。

対象企業名簿に登録されているメールアドレスと異なるメールアドレスをログインIDに設定している場合、エラー表
示となるため、対象企業名簿に登録されているメールアドレスをログインIDに設定してください。対象企業名簿に
自身のメールアドレスが登録されていない場合は、元請企業もしくは上位の下請企業に連絡し、対象企業名簿
にメールアドレスの登録を依頼してください。

11 対象工事追加 調査対象企業 メニューの対象工事追加とは何ですか。 複数のオンライン調査案内書を受領した場合、⼀つのアカウントですべての調査票提出できるよう、メニュー画面
に対象工事追加機能を設けています。
「対象工事追加」メニューより、複数の対象工事ID/PWを登録し、工事の追加を⾏うことができます。
その後、調査票提出画面より、追加した工事情報を選択し、調査票を提出できます。
対象工事において元請企業の場合、対象企業名簿等も追加できます。

12 対象工事追加 調査対象企業 工事ファイルID、工事ファイルパスワードが分かり
ません。

発注機関より元請企業に配布される、オンライン調査案内書に、記載されています。
その後、元請企業が、下請企業に、順次連絡することになっておりますが、連絡が⾏き届いていない可能性があり
ますので、元請企業は、発注機関に、下請企業は、元請企業もしくは、上位の下請企業にご連絡ください。
発注機関の連絡先は、右記よりご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/totikensan
gyo/const/sosei_const_tk2_00000
6.html

13 対象工事追加 調査対象企業 追加した対象工事内容の編集⽅法を教えてくだ
さい。

⼀覧より対象の工事を選択してください。⾏をクリックするとセルが濃い⻘になります。【編集】ボタンが活性化されま
すので、編集ボタンを押下してください。画面上部にて対象工事の修正が可能です。最後に【登録】ボタンを押下
することで反映されます。
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公共事業労務費調査オンラインシステムＦＡＱ（システム全般＋調査対象企業向け機能）

NO カテゴリー 利⽤者 質問 回答 関連する質問・リンク
14 対象企業名簿登録 調査対象企業 複数の調査対象工事のオンライン調査案内書を

受領しましたが、調査対象工事それぞれにアカウ
ント作成する必要があるでしょうか︖

必要ありません。
複数の調査対象工事のオンライン調査案内書を受領された場合、その中の⼀つの工事ID/PWで調査対象企
業のアカウント作成して、システムにログインした後、対象工事追加画面で調査対象工事を追加できます。この⼀
つのIDですべての調査対象工事の調査票提出が可能です。また元請企業では、調査対象工事に現況調査
票、対象企業名簿、施工体系図の提出も同⼀IDで利⽤いただけます。

15 対象企業名簿登録 調査対象企業
（元請企業）

対象工事の元請企業としてオンライン調査案内
書を受領後、直ぐに下請企業に展開してもいい
でしょうか︖

下請企業のアカウント作成は、該当工事の対象企業名簿に下請企業のメールアドレスが存在していることを前提
としています。
そのため、元請企業がオンライン調査案内書を受領後、元請企業のアカウントを作成し、該当工事の対象企業
名簿をアップロードした上で、下請企業に対象企業名簿に登録している調査票作成者連絡先のメールアドレスで
アカウント作成するよう周知してください。

16 対象企業名簿登録 国⼟交通省、事務局、
構成機関、調査委託会社、
元請企業

既に登録済の対象企業名簿の情報（メールアド
レス以外　※）を修正することは可能ですか︖

※企業名、電話番号、FAX番号等のメールアド
レス以外の情報

可能です。
既に登録済の対象企業名簿（エクセル）を修正して、再アップロードすれば該当の企業情報を修正可能です。
なお、本システムでは、メールアドレスに紐づいて、企業情報を更新します。そのため、異なるメールアドレスで再登
録した場合は、別の企業情報として追加されますので、ご注意ください。

また、⼀度取り込んだ調査対象企業を、後から調査対象外とする場合は、対象企業名簿（Excel）にて、当
該企業の「対象職種の有無」を「１.有→０.無」に修正後、システムに再度登録することで更新可能です。

ただし、該当工事の調査票が提出後の修正・削除は出来ません。

17 対象企業名簿登録 国⼟交通省、事務局、
構成機関、調査委託会社、
元請企業

既に登録済の対象企業名簿の情報（メールアド
レス）を修正することは可能ですか︖

可能です。
本システムでは、メールアドレスに紐づいて、企業情報を更新します。そのため、メールアドレスを修正する場合は、
当該企業のメールアドレス修正前の情報削除と、メールアドレス修正後の企業情報追加の両⽅を⾏うことで、対
応可能です。
（１）メールアドレス修正前の企業情報を削除
　　対象企業名簿（Excel）にて、当該企業の「対象職種の有無」を「１.有→０.無」に修正後、システムに再
度登録すると、古いメールアドレスの企業情報が名簿から削除されます。
（２）メールアドレス修正後の企業情報を追加
　　対象企業名簿（Excel）にて、別の⾏に当該企業情報をコピーし、メールアドレスを修正後、システムに再度
登録してください。

ただし、該当工事の調査票が提出後の修正・削除は出来ません。

18 対象企業名簿登録 国⼟交通省、事務局、
構成機関、調査委託会社、
元請企業

既に登録済の対象企業名簿の情報を削除する
ことは可能ですか︖

可能です。
対象企業名簿（Excel）にて、当該企業の「対象職種の有無」を「１.有→０.無」に修正後、システムに再度
登録することで削除可能です。
ただし、該当工事の調査票が提出後の修正・削除は出来ません。
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公共事業労務費調査オンラインシステムＦＡＱ（システム全般＋調査対象企業向け機能）

NO カテゴリー 利⽤者 質問 回答 関連する質問・リンク
19 対象企業名簿登録 調査対象企業

（元請企業）
メニューの対象企業名簿とは何ですか。 元請企業の⽅が、調査対象工事に係わる対象企業名簿（エクセル）を作成し、登録するためのメニューです。

対象企業名簿を登録していただいた後に、下請企業の⽅がアカウントを作成可能となりますので、最初に⾏ってい
ただく必要があります。

20 対象企業名簿登録 調査対象企業 対象企業名簿が登録できません。 対象企業名簿はエクセルのみ登録可能です。ファイルの末尾が.xlsもしくは.xlsxであることを確認してください。
また、必ずファイル選択後に【対象企業名簿を登録する】ボタンを押下してください。

21 対象企業名簿登録 調査対象企業 対象企業名簿登録後メニューに戻ろうとすると
「アップロードを⾏っていないファイルがあります。よ
ろしいでしょうか︖」と表示されてしまう。

必ずファイル選択後に【対象企業名簿を登録する】ボタンを押下してください。

22 対象企業名簿登録 調査対象企業 対象企業名簿を登録するにあたり、エラーが出ま
す。

必須入⼒項目が記入されていることを確認ください。
特に企業のメールアドレスについては、企業のアカウントのＩＤとなるため、必ず入⼒する必要があります。

23 施工体系図登録 調査対象企業
（元請企業）

施工体系図登録は必要ですか。 審査時に⽤いる資料であることから施工体系図の提出は必要となります。

24 施工体系図登録 調査対象企業
（元請企業）

施工体系図が登録できません。 施工体系図はPDF、JPEG、PNG、エクセル、ワードのみ登録可能です。ファイルの末尾が
pdf、jpg、png、xls、xlsx、doc、docxのいずれかであることを確認してください。
また、必ずファイル選択後に【施工体系図を登録する】ボタンを押下してください。

25 施工体系図登録 調査対象企業
（元請企業）

施工体系図登録後メニューに戻ろうとすると「アッ
プロードを⾏っていないファイルがあります。よろしい
でしょうか︖」と表示されてしまう。

必ずファイル選択後に【施工体系図を登録する】ボタンを押下してください。

26 施工体系図登録 調査対象企業
（元請企業）

既に登録済の施工体系図を修正することは可能
ですか︖

可能です。
既に登録済の施工体系図に対して、修正したファイルを、再アップロードすることで差し替えすることができます。

27 調査書類提出 調査対象企業 調査書類提出（ウェブ版）に確認資料が必須
マークがないのに、必須エラーが表示しているのは
なぜでしょうか︖

①就業規則、給与規定⼜は雇⽤契約書と③賃⾦台帳、賃⾦⽇計表(調査⽉分)は必須項目です。
それ以外は、入⼒されたデータによっては、必須チェックされます。例えば⑬建設キャリアアップシステムに関する確
認資料に関する確認資料は、能⼒評価のレベルが1〜4に登録している場合、必須です。

28 調査書類提出 調査対象企業 エクセル版調査票とは何ですか。 調査票の提出⽅法は、2通りあります。
従前から運⽤しているエクセルの調査票（注）をシステムにアップロードを⾏う⽅法とシステムの画面に直接入⼒
する⽅法があります。

（注）エクセルの調査票は、国⼟交通省ホームページからダウンロードして、ご利⽤ください。

エクセル調査票ダウンロードのリンク
https://www.mlit.go.jp/totikensa
ngyo/const/sosei_const_tk2_000
006.html
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公共事業労務費調査オンラインシステムＦＡＱ（システム全般＋調査対象企業向け機能）

NO カテゴリー 利⽤者 質問 回答 関連する質問・リンク
29 調査書類提出 調査対象企業 エクセル版調査票の登録画面で、対象工事が選

択肢にありませんが、どうしたらよいですか。
【追加】ボタンを押下し、追加してください。
【追加】ボタン押下後の画面にて、以下の情報を入⼒し、【登録】ボタンを押下することで選択肢に追加がされま
す。
・工事ファイルＩＤ
・工事ファイルパスワード
・工事名称
・元請・下請の別をリストから選択

30 調査書類提出 調査対象企業 エクセル版調査票を修正し、再登録したいのです
が、どうしたらよいですか。

既に調査票を提出済の場合は、審査状態により、再登録の仕⽅が異なります。
初めにメニューの調査書類確認を選択し、次画面の最下段にある【審査状況を確認する】ボタン押下し、審査状
態を確認ください。
ア．審査状態が「①提出済」の場合、調査書類確認画面で提出済の調査書類を【入⼒内容を引戻しする】ボ
タンを押下し、引戻し後に、再登録、編集が可能となります。
イ．審査状態が「⑤差戻し」の場合、調査書類は、再登録、編集可能です。
ウ．審査状態が「②受理」、「③⼀次審査済」の場合、審査者に差戻しを依頼し、上記イと、同じ操作になりま
す。

31 調査書類提出 調査対象企業 エクセル版調査票の9⽉と10⽉は、⼀緒に登録
する必要がありますか。

⼀緒に登録することが望ましいですが、別々に登録することも可能です。
別々に登録した場合、調査票のヘッダー情報（基本情報）は、先に登録した情報が優先保持されますので、
修正がある場合には、エクセル版調査票の読取り後に画面入⼒にて修正してください。

32 調査書類提出 調査対象企業 ウェブ版調査票とは何ですか。 本システムでは、エクセル版調査票をシステムにアップロードして登録する⽅法の他に、ウェブ画面上から、直接、
調査票の入⼒を⾏うことが出来るようにしています。

33 調査書類提出 調査対象企業 画面右下に表示される「調査員へのメッセージ」と
は何ですか。

公共事業労務費調査をスムーズに⾏うため、調査員へ伝えたいメッセージを、入⼒してください。

34 調査書類提出 調査対象企業 調査票の入⼒を中断したい場合は、どうしたらよ
いですか。（中断した場合に入⼒したデータは、
保持されますか）

調査書類提出の調査票入⼒画面の⼀番下に【入⼒内容を保存する】ボタン押下で、⼀時保存できます。次回
ウェブ版調査票画面に戻る場合同じ工事情報を選択し、前回保存された内容が表示できます。

35 調査書類提出 調査対象企業 確認資料の拡張⼦の制限はありますか︖ 拡張⼦が以下のファイルのみ登録可能となっています。
jpg、jpeg、png、pdf

36 調査書類確認 調査対象企業 調査票提出後、審査状態はどこで確認できます
か︖

審査状況確認画面で確認できます。
調査書類確認画面で【審査状況を確認する】ボタン押下で審査状況確認画面が開きます。
提出後、管理番号、審査状況を確認できます。
審査状態は下記の流れになります。
①提出済→②受理→③⼀次審査済→④⼆次審査済
審査途中随時に審査者により⑤差戻は可能です。
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NO カテゴリー 利⽤者 質問 回答 関連する質問・リンク
37 調査書類確認 調査対象企業 管理番号とは何ですか︖ 管理番号は調査票提出後、システムが該当調査票を管理するための番号になります。問合せの際など、当該管

理番号にて、調査票を特定します。

38 コメント履歴⼀覧 調査対象企業 コメント履歴とは何ですか︖ 審査者側が調査票の内容に対し疑問が生じる場合、その内容に対し問い合わせることです。

39 コメント履歴⼀覧 調査対象企業 コメント履歴を⾒て、何をすれば良いですか︖ 審査者の疑問を回答する必要があります。コメント履歴⼀覧のあるコメントの管理番号をクリックして、調査票確
認画面に遷移します。コメントされた内容の右上に三角形マークがついています。その内容セルをダブルクリックで調
査票コメント入⼒画面が表示できます。その画面でコメントに対し回答は可能になります。

40 コメント履歴⼀覧 調査対象企業 調査票のコメント欄の▼マークの⾊（⾚⾊、⻩
⾊、⻘⾊）の意味を教えてください。

⾚⾊は該当は要修正、⻩⾊は質問、⻘⾊はすでに確認済の意味。

41 調査進捗状況 調査対象企業
（元請企業）

調査進捗状況には何が表示されますか︖ 元請企業が、管理する下請企業の、調査書類の提出、および審査状態を表示します。

42 調査進捗状況 調査対象企業
（元請企業）

審査状態には、何が表示されますか︖ 受理前、審査中、⼀次審査済、⼆次審査済、差戻を表示します。

43 調査進捗状況 調査対象企業
（元請企業）

審査状態が、「差戻」の場合は、何をすれば良い
ですか︖

「差戻」の場合、調査票を修正し、再提出することが必要になります。

44 調査進捗状況 調査対象企業
（元請企業）

審査が完了した場合は、どのような表示となります
か︖

調査進捗状況の審査状態が、「⼆次審査済」と表示されています。

45 調査進捗状況 調査対象企業
（元請企業）

追加した対象工事は⼀部のみ進捗状況しか確
認できないのはなぜでしょうか︖

進捗状況確認できるのは元請企業としての対象工事です。下請企業としての対象工事の進捗状況は確認でき
ません。
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