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１ はじめに

1. J・ラインと電子申請・長期保管システムについて

J・ラインは、インターネットを利用した電子審査システムや確認申請予約システムの総称です。
電子申請・長期保管システムは、申請書に必要な押印を電子証明書による電子署名によって行い、インターネッ
トにて申請を行うためのシステムです。ここでは、電子審査システムと電子申請・長期保管システムついて説明
します。

2. 動作環境

J・ライン及び電子申請・長期保管システムのご利用には、下記の動作環境を満たす必要があります。
OS…Windows 7、8.1
ブラウザ…Internet Explorer 9、10、11

※ Javascript および Cookie を有効にする必要があります。

3. ユーザーコードの取得（J・ライン）

当センターホームページに手順を記載しておりますので、その手順に従ってユーザーコードを取得してください。

URL ： http://www.abhc.jp/jigyo/jline/index.html

4. ログイン・ログアウト・パスワード変更（J・ライン）

当センターホームページにある J ラインへのリンクバナーからログインページを開き、ユーザーコードとパスワー
ドを入力し、ログインボタンを押してください。

パスワードを忘れた場合は、ログ
インページにある「パスワードを
忘れた方」のリンクからパスワー
ドの再発行をリクエストするこ
とができます。
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パスワードの変更・ログアウト

面右上に表示されたユーザー名をクリックすると、個人設定とログアウトと表示されます。
個人設定をクリック後、パスワードをクリックするとパスワード変更登録画面に移動します
ログアウトする場合はログアウトをクリックします。

※ パスワードはユーザー様で管理をお願い致します。

5. 電子証明書の取得

本申請を電子申請で行うには、サーバー認証ができる以下のいずれかの電子証明書が必要となります。

 セコムパスポート for G-ID （セコムトラストシステム）
 DIACERT サービス カテゴリ B （ジャパンネット）

発行にあたってご不明な点はお問合せください。ただし、当センターはセコムパスポート for G-ID を
推奨しております。DIACERT サービス カテゴリ B （ジャパンネット）の発行については大変お
手数ですが、発行元のジャパンネット（株）にお問い合わせください。

6. 電子申請・長期保管システムへのログインについて

電子申請・長期保管システムについては、ご利用条件、ユーザーID・パスワードの発行、システムへのアクセス
方法、受付や交付の手続きの詳細、電子証明書のアップロード方法等についてご説明させていただいたうえでご利
用をお願いしております。

7. 申請の流れ

事前審査

•訂正はＪ・ラインに
よる事前審査の段階
で全て完了させてお
きます。

本申請

•電子申請・長期保管
システムによって
Ｊ・ラインによる審
査済書類に電子署名
を付与します。

確認済証交付

•電子申請・長期保管
システムから電子証
明書の検証を行い確
認済証を交付します。

長期保管

•電子申請・長期保管
システムにより電子
データを長期保管し
ます。保管期間はタ
イムスタンプ付与に
より長期の見読性を
確保します。
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8. 申請図書ファイルの作成

(１) 確認申請書

当システムの利用前に、確認申請書（第 1 面～第 6 面）、意匠図、建築計画概要書、工事届、消防用設備の工事計
画届、構造計算書等ごとに PDF を作成してください。ただし、意匠、設備、構造図については、付近見取図、配
置図、平面図、屋根伏図、軸組図、電気平面図、衛生平面図等、図面１枚ごとに PDF を作成してください。

申請図書 ファイル名（例）
確認申請書、建築計画概要書、工事届 申請書.pdf、概要書.pdf、工事届.pdf
消防用設備の工事計画届 消防.pdf
敷地調査票 敷地調査票.pdf
付近見取図 付近見取図.pdf
配置図 配置図.pdf
平面図 １階平面図.pdf、２階平面図.pdf
立面図 立面図.pdf
構造図（伏図、軸組図等） 基礎伏図.pdf、○階床伏図.pdf
構造計算書 構造計算書.pdf、安全証明書.pdf
設備図 １階設備図.pdf、２階設備図.pdf

電子申請の場合について

電子申請の場合は、以下の書類のスキャンデータも作成してください。
 委任状（建築主の押印があるもの。）
 名古屋市の場合は合議書類、調書等
 都市計画の許可証
 敷地調査票（愛知県海部地方の場合）
 浄化槽通知書（浄化槽を設置する場合）
 その他必要な書類

(２) 中間・完了検査申請書

当システムの利用前に、中間・完了検査申請書の PDF データを作成してください。
検査申請書は確認申請書とは異なり、検査申請書に添付する書類を全て１つのファイルにまとめて（結合させて）
PDF ファイルを作成してください。
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２ 事前審査

1. 事前審査から電子署名への流れ（詳細）

正本

センターが確認に必要な書類を整理します。

電子署名・アーカイブタイムスタンプ

事前審査

訂正確認

補正アップロード

申請図書アップロード

事前申請

補正ダウンロード

本申請
（電子署名・タイムスタンプの付与）

確認済証受理
副本ダウンロード

申請図書の作成

ダウンロード・郵送
（印刷して郵送）

受付・郵送書類受理
（電子署名・タイムスタンプの付与）

確認済証交付

発送

ダウンロードした電子データの有効性が確認できる期間はアーカイブタイムスタンプ付与後 10 年間となります。

電子署名依頼

メール送付

電子署名完了メールタイムスタンプは電子署名と一緒に自動で付与されます。

署名用 郵送・DL 用

正本

基本的には正本は"１ファイル"に結合します。

消防同意

電子署名完了メール

副本データダウンロード

申請者様

訂正アップロード

愛知県建築住宅センター

…申請者様の業務

正本 正本以外

…申請者様の電子証明書

…センターの業務

…センターの電子証明書

…タイムスタンプ
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2. 事前審査登録

(１) メニューページ表示

J・ラインにログインし、メニューページを表示します。

メニュー一覧

面右上に表示されたユーザー名をクリックすると、個人設定とログアウトと表示されます。
 確認

建築申請・中間検査・完了検査・仮使用認定・フラット 35 適合証明、省エネ適判、性能向上計画（３０条）
の電子審査登録が行えます。

 評価
住宅性能評価・長期優良住宅技術審査・低炭素建築物技術審査・BELS・住宅性能証明・省エネラベル・現金
取得者向け新築対象住宅証明書、認定表示（３６条）の電子審査登録が行えます。

 構造適判
構造計算適合性判定の電子審査登録が行えます。

 一覧照会
審査状況や訂正内容の確認が行えます。

 WEB 予約
確認申請受付の予約が行えます（本申請を電子申請で行う場合は予約は必要ありません。）

本マニュアルはこのページからもダウンロードできます。
評価新規登録、適判新規登録の実施方法はそれぞれのマニュアルを参照してください。

J ラインをクリックするとメニューが切替わります。
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(２) 新規登録

メニューページより「確認」を選択し STEP.01 から STEP.0５まで情報を入力してください。申請種別は背景色が
白いアイコンのみ選択できます。例えば、下記の図（STEP.02）では「確認申請」と「フラット 35」は同時申請
可能ですが、「確認申請」と「中間検査」は同時申請不可となりますので、別々に新規登録してください。

仮使用認定は STEP.02 でその他を選択してください。

申請事務所

J・ラインによる事前審査後に電子申請にて本申請をする場合は、名古屋本部を選択してください。

申請書を提出する事務所を選択します。

電子申請の場合は名古屋を選択してくださ

い。

申請種別を選択します。グレーアウト

したアイコンは選択できません。

工事名称（物件名称）、

コメントを入力し、添

付ファイルを登録しま

す。

必要であれば追加通知先やグループ連

絡先を選択します。

建築物や工作物などの種別を選択します。
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工事名称

工事名称を入力します。
入力した工事名称（物件名称）は最終的に電子申請・長期保管システムに保管されたデータを検索する際のキーワ
ード検索でも使用します。

コメント

コメントがある場合は記入してください。
J・ラインによる事前審査後に電子申請にて本申請をする場合は、「電子申請希望」と入力してください。

あらかじめ当センターとの協議によって、全ての物件で電子申請を希望される場合は、「電子申
請希望」の記入は不要です。
「電子申請希望」と記入されている場合でも、当センターの業務規程上、電子申請でお受けでき
ない物件の場合は、紙文書での申請をお願いすることとなりますのでご注意ください。

添付ファイル

ファイル参照ボタンを押すとファイル選択ダイアログが表示されます。申請図書が複数ある場合は、同時に選択し
アップロードすることができます。また、間違えて選択した場合はファイル名一覧の右側にある取消ボタンから取
消せます。

                     

アップロードするファイルを全て選

択します。（Ctrl+A）

取消しボタン

クリック

開くをクリック
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【申請書アップロード時の注意事項】
添付ファイルは圧縮せずに PDF でお送りください。
PDF ファイルにパスワードはかけないでください。
PDF ファイルに直接電子署名をしないでください。
同一ファイル名の場合は上書きされますのでご注意ください。
ファイル名は、特殊な記号（Ⅲや③など。一般的に環境依存文字又は機種依存文字と言われます。）
を含まず、「平面図」「立面図」などとしてください。特殊な文字が含まれていると、物件の登録
ができません（下記アップロードエラー画面参照。）
図面は一枚毎に PDF で保存してください。
本申請を電子申請で行う場合について、消防同意が必要な物件は、（建築主が押印した）委任状
をスキャンした PDF ファイルをアップロードしてください（押印した委任状は後日郵送していた
だきます。）

【アップロードエラー画面】

追加通知先

通常はログインされた方に受付完了等のメールが配信されます。
その他の方にも連絡したい場合は、追加通知先を選択する必要があります。例えば、設計担当者や営業の方などを
追加してください。

グループ（元請）から審査状況の公開を要求されている方で、そのグループからの依頼された申請で
ある場合、グループ連絡先を選択していただくことができます。グループ連絡先を選択しますと、グ
ループにも全てのメール通知が配信され、申請一覧照会から審査状況などの確認ができるようになり
ます。グループは設定がある方のみ表示されます。グループ設定を希望される場合はご連絡ください。

アップロードエラーが発生した場合、こちらの画面が
表示されます。
電子審査登録へ戻るボタンから戻って、ファイル名を
確認してください。

過去に登録された方の情報は
こちらから選択できます。
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(３) 登録処理

登録するボタンから登録処理を実行します。アップロードにはしばらく時間がかかる場合がありますので、そのま
ま画面を触らずお待ちください。アップロードが完了すると、下記のような完了画面が表示されます。
赤枠のボタンは同一団地内などの確認申請や同じ物件で評価申請などを続けて登録される場合にご利用ください。
添付ファイル以外の記入項目が引き継がれた状況から、再度電子審査登録を行うことができます。青枠のボタンは
続けて新規物件の電子審査登録を行うことができます。

3. 申請物件の状況を確認する

メニューから「申請一覧照会」を選択します。（絞込み検索を行うこともできます。）

一覧は物件番号または工事名称で昇順、降順へ並び替えができます。
（∧：昇順、∨：降順）

工事名称で絞り込めます。

登録画面に戻ります。

確認、評価、適判、あるいは
すべてで絞り込めます。

審査状況で絞り込めます。

メニューに戻
ります。

同一団地内などの確認申請や同じ物件で評
価申請などを続けて登録される場合

続けて新規物件の電子審査登録を行う場合
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審査状況一覧

 審査待ち   ・・・  電子審査登録が完了し、審査の順番待ちの状況です。
 審査中     ・・・  審査担当者が決定し、審査を行っている状況です。
 訂正中     ・・・  審査担当者より訂正の連絡を受けた状況です。
 訂正確認中 ・・・ 補正図書をアップロードし、訂正審査を行っている状況です
 申請準備中 ・・・ 電子審査が完了した状況です。
 同意中     ・・・ 確認申請を提出し、照合や消防同意を行っている状況です
 交付済     ・・・ 確認済証が交付された状況です。

物件は交付後１００日で表から消えます。

4. 訂正内容の確認と補正図面のアップロードをする

申請一覧照会から工事名称をクリックすると物件詳細が開きます。
物件詳細より訂正内容の確認と補正図面をアップロードします。

電子審査登録を行った内容・
審査状況・審査担当者などが
確認できます。

アップロード済の申請図書が
確認できます。

審査開始前の場合は、削除ボ
タンで申請をキャンセルでき
ます。キャンセル完了メール
が申請者と申請事務所に送信
されます。

ファイル名をクリックすると
ダウンロードできます。
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赤枠に審査担当者からの補正・経過表が表示されます。ファイル名をクリックするとダウンロードできます。
訂正内容を確認し、補正図書を青枠からアップロードしてください。（※1）
その際、補正図面は前回と同じファイル名としてください。（※2）

※1 アップロードについては 2 の(2)の要領で行ってください。
※2 同じファイル名で訂正をアップロードすると★印が付きます。

審査担当者が審査を行っている間はロック中になります。ロック中は、ファイルの上書き更新ができ
ません。また申請準備中になると全てのアップロードができなくなります。
ロック中にアップロードしたい場合は審査担当者まで御連絡ください。
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３ 本申請（電子申請）

1. 署名依頼メールの確認/申請書等アップロードデータの確認

(１) 署名依頼メールの確認

審査担当者が訂正内容に問題無いことを確認し審査が完了したら、確認申請書等のＰＤＦファイルを電子申請・長
期保管システムにアップロードします。
アップロード後、申請者様宛（あらかじめ登録していただいたユーザー様）に署名依頼メールが送付されます。
メールに記載された電子申請・長期保管システムのログインサイトにアクセスして、アップロードデータの確認を
します。

(２) アップロードデータの確認

電子申請・長期保管システムにアクセスすると、センターがアップロードしたデータの確認ができます。このデー
タが電子申請用のデータとなりますので、電子署名を実施する前に確認を行ってください。
なお、確認申請書等は申請書とそれに添付する図面等を 1 ファイルに結合してアップロードします（ファイルを
別々にアップすると 1 ファイル毎に電子署名が必要となり手間が増えるため。）
結合の順番等にご要望がある場合は事前に申し出てください。申し出が無い場合は当センターの判断にてページ順
を決定します。

事前にお伝えした ID、パスワ
ードを入力してログインして
ください。

本マニュアルはここからダウンロード
することも可能です。
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確認の手順

データを確認する場合は DL ボタンをクリックします。ファイルを開く又は保存でデータを確認してください。

確認した書類は、参照欄にチェックが入ります。

［確認申請時にアップロードするデータの例］
アップロードする書類 署名 押印 郵送
確認申請書 要 不要 不要
建築計画概要書 不要 不要 不要
建築工事届 不要 要 要
消防用工事届 不要 不要 不要
ＯＣＲ票（名古屋市） 不要 不要 不要
浄化槽調書 不要 不要 不要

ダウンロードボタン
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(３) その他アップロードファイルに関すること

フォルダ構成

アップロードしたデータは「１．申請フォルダ」というフォルダに物件ごとに格納します。
複数件の申請データが有る場合は、物件ごとのフォルダを参照してデータを確認してください。
なお、フォルダのファイル名は J・ﾗｲﾝ番号となります。

ファイルの公開期間

アップロードしたデータの公開期間は概ね 1 カ月程度としますが、電子署名された確認申請書等以外の電子デー
タは確認済証等交付後に削除しますのでそれまでに確認をしてください。
なお、電子署名が完了した中間検査申請書及び完了検査申請書の電子データについては、検査済証等交付後に非
公開となります。

郵送が必要な書類について

郵送が必要な書類についても、アップロードされたデータをダウンロードしたものをプリントアウトして郵送す
ることが可能です。
ただし、押印が必要な書類で事前に建築主様から押印をいただいている書類については、電子データのアップロ
ードを行いませんのでそのまま郵送の手続きをとって下さい。
（手続きについては後述します。）

【建築計画概要書等の印刷について】
建築計画概要書、OCR 票（名古屋市）等の押印が必要ない書類についてはセンターにて電子データを
印刷して行政庁等に送付しますので郵送は不要です。
また、下記の一部地域については消防工事届もセンターにて印刷して消防の手続きが可能となります
ので郵送は不要となります。

（消防工事届の郵送が不要となる地域）
 愛知県内を管轄する消防署全て
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2. 電子署名

アップロードデータの確認をしたら、押印が必要な方（全員）の電子署名を実施します。署名をするのは各申請書
のみです。

(１) 電子署名

各申請書にチェックを入れ、電子署名ボタンをクリックし、署名実行画面を開きます。

プレビュー画面の下に証明書と認証コードを入力する部分があります。

証明書をプルダウンから選択します（通常は 1 つのみです。）

クリック

プレビュー

署名情報

署名実行画面
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認証コードを入力し署名を実行するボタンをクリックして電子署名は完了です。

署名を実行して完了するボタンは絶対にクリックしないでください。誤ってクリックしてしまっ
た場合、この本申請は無効とさせていただきます。
証明書はあらかじめ登録しておいた電子証明書が表示されます。
元の画面に戻る場合はファイル一覧へボタンをクリックします。

使用する証明書を選択（通常は１つ）

パスワードを入力

署名を実行するをクリック

署名実行後画面
署名実行後メッセージ

絶対にクリックしないで
ください
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(２) 署名検証

処理結果ボタンをクリックし、署名結果を確認します。

検証するデータにチェックを入れ結果表示ボタンをクリックします。

処理結果が正常終了となれば検証終了です。
証明書が失効している場合（有効期限切れ）などは正常にはなりません。

署名が完了し、ファイル一覧を表示すると署名欄にマークが入ります。

クリック

クリック

正常終了である
ことを確認



【電子審査システム操作マニュアル（電子申請対応版）】

19 / 23 (一財)愛知県建築住宅センター

3. 郵送書類のダウンロード・発送

郵送が必要な書類については、署名依頼メール受理後に速やかに郵送してください。
アップロードファイルを使用することも可能ですが、既に建築主の方から押印をいただいている場合はセンターで
はアップロードはしませんので注意してください。

(１) 郵送が必要な書類

紙文書での郵送が必要となるのは、次の書類です。

確認申請の場合

□ 委任状
□ 建築工事届
□ 敷地調査票（愛知県海部地方の場合）
□ その他必要な書類

検査の場合

□ 委任状
□ 緑化施設工事完了届一式（概要書、配置図を含む。緑化施設工事完了確認証明通知書は電子データで可。）
□ 浄化槽完了報告書
□ その他必要な書類

(２) 手順

申請物件ごとに書類の余白部分に J・ライン番号を記入して下記まで送付してください。
書類の枚数が複数枚ある場合は、先頭ページに J・ラインを記入しホチキス留をしてください。
複数件の申請書をまとめて送付していただく場合については、申請物件ごとに各書類をクリップ留めをする等、申
請物件ごとに書類をまとめて提出をしてください。
なお、郵送していただく書類は、信書に該当しますので、郵便か信書便対応の便を使用してください。

署名済マーク
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【郵送先】
一般財団法人愛知県建築住宅センター 事業本部 確認審査課・検査課 宛
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 4 丁目３－２６ 昭和ビル 1 階
TEL：052-264-4055

4. 受付

申請者様側の電子署名が完了すると、署名完了メールがセンターに届きます。
センターで署名検証を行い、当センターにて電子署名・アーカイブタイムスタンプを付与して受付完了となります。

複数の方の署名が必要な場合は、全員の署名完了後の受付となります。最後の方の電子署名が完
了した日時をもって受付日の判断となります。
当センターの営業時間外に電子署名を実施した場合等の受付日の考え方に関しては、業務約款に
記載しております。
引受承諾書は紙で発行し、確認済証等とともに郵送いたします。
手数料は料金後納の協定に基づき、後日請求となります。
消防同意がある場合は、当センターで消防書類の印刷を行います。

5. 変更が発生した場合

消防同意における変更

消防での訂正箇所を再度センターにて審査することとなります。
その際は、J・ラインに再度訂正後のデータをアップしてください。
J・ラインによる本申請受付後の訂正に関する事前審査の手続きをさせていただいたのち、センターにて電子申請・
長期保管システムに訂正後のデータを再度アップロードしますので、アップロードデータに電子署名を実施してく
ださい。

訂正は前述の事前審査や電子署名と同じように実施してください。
消防にて訂正をする際、センターから消防に送付した書類（確認申請書の第 1 面のコピー）に訂
正を施した図面の種類等を記載していただくと交付までの作業がよりスムーズになります。

検査後の変更

変更があった場合の手続きとしては、計画変更調書を提出する、検査申請書に追記する（軽微な変更として記入す
る）、追加図書を提出する等の手続きが考えられますが、いずれの手続きも消防同意における変更と同様、J・ライ
ンを利用しての手続き⇒電子申請・長期保管システムでの電子署名の再実行という手続きとなります。
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6. 交付

交付後、確認済証等を紙文書で郵送いたします。
確認申請書の副本については、ダウンロード先をメールにて通知致しますので、そのメールに記載されたログイン
サイトにアクセスしてダウンロードをしてください。

画面が開いたら（１）の「署名依頼メールの確認」に記載した手順のとおりダウンロードを実施してください。

事前にお伝えした ID、パスワ
ードを入力してログインして
ください。

DL をクリック

当センターが署名を完了後数日すると記号が A（アーカイ
ブスタンプ）に変わりますが、エラーではありません。
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ダウンロードした確認申請書（PDF データ）は副本となりますが、副本を印刷した紙文書は副本の写
しという扱いになります。

タイムスタンプについて

電子文書を長期にわたって保存するには、その電子文書が不正アクセス等によって改ざんされていないことを公的
に証明し長期にわたって見読性を担保する仕組みが必要となります。タイムスタンプはその証明書としての役割を
担っています。
タイムスタンプ付与によって有効性が担保できる期間は当初から１０年間です。10 年を超える長期にわたって副本
の有効期間を延長する場合には、再度タイムスタンプを付与することによって有効期間を更新していく必要があり
ます。

ダウンロードした確認申請書の副本は受付時に当センターでタイムスタンプを付与しており、有効期
間はその付与した日から 10 年間となります。１０年間は有効な文書として取扱いが可能ですが、そ
れ以降も保管していく場合については、恐れ入りますが、申請者様にてタイムスタンプを付与する等
により管理を行ってください。
なお、電子申請・長期保管システムから確認申請書をダウンロードできる期間は確認済証交付日から
１５年となりますので、その間にダウンロードしていただいた確認申請書はその時点において常に有
効な電子文書となります。

建築主様へ確認申請書を電子データでお渡しする際に気を付けていただくこと

建築主様に副本として PDF データを USB メモリー等に保存してお渡しするなどのケースが考えられますが、上記
のとおり電子文書の取扱いにおける有効期間の有無等があることをご説明ください。
また、電子申請・長期保管システムにご登録されていない建築主様については、同システムを介して署名検証がで
きないため、AdobeReader や AdobeAcrobat のアプリケーションで直接署名検証を行うことになります。
その場合、検証を行うアプリケーションと電子証明書の関連付けが必要となります。
下記 URL から手順書をダウンロードして検証を実施してください。

URL ： http://www.abhc.jp/
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４ メール配信
J・ラインへの審査登録（事前審査）をしていただいてから確認済証等交付までの間、下記のタイミングで、ユー
ザ－コード取得申請時に登録していただいたメールアドレスにメールを配信します。
内容によって送付元のシステムが異なりますのでご注意ください。

メール種別 送付するタイミング 送付先 送付元（システム）
① ファイル受取通知 J・ラインへの登録時 J・ライン登録時に追加した連絡

先や選択したグループの方
J・ライン

② 担当者決定・審査開始
通知

審査担当者決定時 J・ライン登録時に追加した連絡
先や選択したグループの方

J・ライン

③ 補正通知（※） 補正内容（経過表）の
アップロード時

J・ライン登録時に追加した連絡
先や選択したグループの方

J・ライン

④ 補正ファイル受取通
知

補正データのアップロ
ード時

J・ライン登録時に追加した連絡
先や選択したグループの方

J・ライン

⑤ 電子署名依頼 本申請用データアップ
ロード時

署名対象者 電子申請・長期保管
システム

⑥ 引受通知 本申請受付時 J・ライン登録時に追加した連絡
先や選択したグループの方

J・ライン

⑦ 確認済通知 確認済証等交付時 J・ライン登録時に追加した連絡
先や選択したグループの方

J・ライン

⑧ ファイル移動通知 副本データを保管用フ
ォルダに移動した時

署名対象者 電子申請・長期保管
システム

⑨ キャンセルメール 申請取り下げ時 J・ライン登録時に追加した連絡
先や選択したグループの方

J・ライン

構造がある物件の場合は、意匠と構造で通知がわかれて送付されます。


