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一般財団法人住宅金融普及協会
構造計算適合性判定業務



はじめに

　普及協会の電子申請システムは、株式会社ダイレクトクラウド社の「DirectCloud」を活用して
実施するシステムです。

　DirectCloudは「ISO/IEC27017:2015」に基づく認証を受けており、情報セキュリティ対策への
取組みが適切かつ継続的に運用管理されています。
　電子申請の申込み前に、以下のURL にアクセスが可能かご確認ください。アクセスできない場合
は、予めご相談ください。

　ご利用に際しては、電子データによる副本の提出が可能か申請者等において同計画の確認申請を
行う建築主事又は確認検査機関との調整をお願いします。

　【普及協会電子申請システムログインページ】
　　　　https://fukyukyokai.directcloud.jp/login
　【普及協会電子申請システムを使用する際の推奨環境】

●ドライブ：Windows、MacOS
●Web アプリケーション：

Windows：Edge 80.0 以上、Chrome 80.0 以上、Firefox 78.0 以上
MacOS：Chrome 80.0 以上、Safari 13.0 以上

※その他の動作環境等の詳細は、ダイレクトクラウド社のサポートページ を参照ください。
https://directcloud.jp/support/system

電子申請が行われた場合であっても、次の書類は押印の上書面で交付します。原則、代理者あて
郵送としますが、窓口での受け取りをご希望の場合はその旨ご連絡ください。

・期間を延長する旨の通知書
・申請書等の補正又は追加説明書の提出を求める書類
・適合するかどうかを決定することができない旨の通知書
・適合判定通知書
・適合しない旨の通知書

　次の書類については電子交付します。ただし、電子署名はいたしません。従来押印の上書面で交
付していた受付書及び請求書について押印をご希望の場合は、押印の上書面で交付しますので別途
ご相談ください。

・受付書
・請求書
・副本

　申請者等（建築主、代理者、設計者）と協会の関係者のみがアクセス可能なフォルダを
DirectCloud内に作成し、申請者等はそのフォルダ内に本申請に係る書類をアップデートすることに
より申請を行い、協会は判定業務を行います。
　判定終了時は、判定通知書は書面にて交付し、副本は当該フォルダから一定期間申請者等がダウ
ンロードできるよう配置します。
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Ⅰ　電子申請事務処理手順
【電子申請事務処理の流れ】

1 案件登録 ① 案件登録申請（予定案件、担当者等）

② 案件専用フォルダの作成
ID、メールアドレス登録

ログインパスワード設定依頼

③ ログインパスワード設定 利用登録完了

2 申請・受付処理 ④ 申請書類一式アップロード ⑤

　⑥

3 判定
⑦

⑧

⑨ 追加書類アップロード ⑩

4 交付
⑪

⑫ 副本ダウンロード

申請者等
Direct

Cloud-BOX
協会

判定通知書交付（書面）
副本アップロード

受付の要件を満たしている
ことを確認して受付処理

判定業務

必要に応じて、
追加説明書を求める書類、期間延長通知（書面）

追加書類を確認

受付書・請求書交付（電子又は書面）
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【電子申請事務処理手順】
①

メール送信先： fukyu116@hlpa.or.jp

②

③

④

⑤
⑥

⑦ 協会は判定業務を行います。
⑧

⑨

⑩
⑪

⑫

【申請者等ができること】

　協会の電子申請システムでは、構造計算適合性判定を受けようとする案件の申請者等（建
築主、代理者、設計者）から申請書類のアップロードを行う「アップロード担当者」、副本
等の閲覧及びダウンロードを行う「ダウンロード担当者」を決めていただきます。
(「アップロード担当者」と「ダウンロード担当者」は同じ方にすることも可能です。)
　申請者等は、本申請前に電子申請案件登録申請書に必要事項を入力し、メールにより協会
に当該案件の登録申請を行っていただきます。

　「アップロード担当者」には、アップロード用のURLと「アップロード用パスワード」が
別メールで送信されます。本申請書類一式をアップロードしてください。

　協会は、判定通知書を書面交付するとともに、判定済みである旨のスタンプを押印した副
本、判定通知書の写しを当該案件専用フォルダに配置します。

　協会は、申請された案件専用のフォルダ（案件フォルダ）を作成し「ダウンロード担当
者」に権限を付与します。フォルダ名は案件名（建築物の名称又は工事名とし、長い場合は
略称とする場合があります。）とします。
　「ダウンロード担当者」には、登録されたメールアドレス宛にログインパスワード登録用
メールが送信されます。
　「ダウンロード担当者」は、ログインパスワード登録用のメールを受け取ったら２４時間
以内に「ログインパスワード」を登録してください。

⇒ 「ダウンロード担当者」のシステム登録完了

　協会は内容を確認し、受付の要件を満たしていることを確認の上受付処理を行います。

　協会は、追加説明書類等の確認を行います。

　必要に応じて、追加説明書の提出を求める書類、期間延長通知等（いすれも書面）をお送
りするとともに写しを案件フォルダに配置します。

　「アップロード担当者」は、本申請を行ったアップロード用URLに本申請時に送信された
「アップロード用パスワード」でアクセスし（上記④）、追加説明書類等をアップロードし
ます。

　協会は、受付処理終了後、受付書及び請求書を案件フォルダに配置します。希望者には押
印した書面を交付します。

　「ダウンロード担当者」は、副本をダウンロードし保存するとともに確認機関に提出しま
す。

アップロード

削除・上書き保存

閲覧・ダウンロード

申請者等（建築主、代理者、設計者）

ダウンロード担当者 アップロード担当者

×

×

〇

〇

×

×
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Ⅱ　案件登録

以下の手順で案件登録を行ってください。

a　案件登録申請

「ログインパスワード」登録メール送信

「ログインパスワード」登録

　システムにログイン可能

a 案件登録申請

メール送信先： fukyu116@hlpa.or.jp

注）

　「ダウンロード担当者」はシステムに登録され、「ID（メールアドレス）」と「ログインパス
ワード」を用いてシステムにログインし、アップロードした申請図書等を閲覧、及び副本をダウ
ンロードすることができます。

申請者等 協会

　申請者等は、適合性判定の本申請を行おうとする２営業日前までに「電子申請案件登録
申請書」に必要事項を入力しメールにより協会に案件登録申請を行ってください。

　「電子申請案件登録申請書」はExcel形式で協会ホームページからダウンロードできま
す。Excel形式のままメールに添付して送信してください。
　※PDFに変換しないでください！！

　申請にあたっては、申請書類の閲覧及びダウンロードが可能な「ダウンロード担当者」と申請
書類のアップロードを行う「アップロード担当者」を登録していただきます。「ダウンロード担
当者」と「アップロード担当者」は同じ方にすることも可能です。

ｂ　「ダウンロード担当者」の
　　システム登録完了

　登録の対象は、判定通知後副本をダウンロードする必要のある方に限定させていただ
きます。一般的には建築主、代理者、構造設計者の各担当計３名程度と考えています。
３名を超えても差し支えありませんが、人数が多い場合は、制限させていただく場合が
ありますのであらかじめご了承ください。

　案件フォルダの作成及び
　権限付与

ｃ　案件フォルダの閲覧及び
　　フォルダ内ファイルの
　　ダウンロード可能
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【電子申請案件登録申請書のひな形】

　「ダウンロード担当者」のIDは協会に申し出ない限り、その後も有効です。
　また、「ログインパスワード」は１年間有効です。有効期限が切れたら再設定を要求されます
ので、再設定の上ご利用ください。

　「アップロード担当者」は個別案件ごとのフォルダに設定されたURLに指定された「アップ
ロード用パスワード」でアクセスしてアップロードを行います。URLと「アップロード用パス
ワード」は別メールで通知されます。
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ｂ 「ダウンロード担当者」のシステム登録（初めてご利用の方のみ）

【ログインパスワード登録用メール】

　「ログインパスワード」登録の有効期限は24時間です。24時間以内に「ログインパス
ワード」の登録を行ってください。

　案件登録申請を行ったら、２営業日以内にログインパスワード登録用メールが届きま
す。ログインパスワード登録用URLをクリックして、「ログインパスワード」を登録して
ください。

ここをクリックして「ログインパスワード」を
登録してください。
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パスワード設定ルール

・パスワード設定ルールにしたがって、「ログインパスワード」を登録してください。

・
・

！！

「ログインパスワード」の有効期限は１年間です。有効期限が切れた場合は再設定が必
要です。

　次の案件以降、「ログインパスワード」登録の手続きは不要です。
　ただし、 申請案件のフォルダの作成 、 「ダウンロード担当者」への権限の付与 、
「アップロード担当者」へのアップロードを依頼するメールの送信 を行う必要があるため
案件登録申請は必要です 。
　案件登録申請後、２営業日以内に案件フォルダが作成されますので、 「ダウンロード担
当者」 はログインしてご確認ください。

　ログインパスワード登録メールにあるパスワード登録用URLをクリックすると、次のよ
うな画面が開きます。

　これで「ダウンロード担当者」のシステム登録は完了です。「ID（メールアドレス）」
と登録した「ログインパスワード」でシステムにログインすることができます。
　次の案件以降は「ログインパスワード」登録の手続きは不要です。ログイン画面のURL
にアクセスし、「ID（メールアドレス）」と今回登録した「ログインパスワード」でシス
テムにログインできます。

IDに有効期限はありません。協会に申し出ない限り、その後も有効です。
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●「ログインパスワード」登録の有効期限が切れた場合

【ログイン画面】

【パスワードリセット画面】

　「ログインパスワード」登録の有効期限が切れた場合は、DirectCloudログインURLをク
リックしてログイン画面を開きパスワードリセットの手続きを行ってください。

「パスワードをお忘れですか？」を
クリックしてください。

「ゲストユーザーですか？」を
クリックしてください。

DirectCloudログインURL　　https://fukyukyokai.directcloud.jp/login

ゲストIDはメールアドレスです。
メールアドレスを入力して
「確認」をクリックしてください。
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【パスワードリセットの案内メール】

・以上により、パスワードを設定することができます。

・完了をクリックしてメールを確認してください。「パスワードリセットについて」
　というメールが届きます。

・URLをクリックすると、パスワード登録画面（P6参照）と同様のリセット画面が
　開きます。新しいパスワードを登録してください。

ここをクリックして「ログインパスワード」
リセットの手続きを行ってください。
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【ログイン画面】

「ログインパスワード」の有効期限は
１年です。
ご自身でしっかりと管理をお願いします。

　ログイン画面のURLは　https://fukyukyokai.directcloud.jp/login　です。ファイルの閲
覧やダウンロードに必要ですのでお気に入りに登録することをお勧めします。

　ログイン時に連続して５回パスワード入力を間違えるとロックがかかります。ロックが
かかった場合は、協会にご連絡ください。協会で解除手続きを行います。なお、解除手続
きにはお時間をいただく場合がありますのであらかじめご承知おきください。

！！　この画面をお気に入りに
　　　　登録しておくと便利です　！！

「ログインパスワード」を忘れた場合、有効期限が切れた場合や、
セキュリティ確保のため「ログインパスワード」を変更したい場合
は、パスワードリセットの手続き（P7参照）を行ってください。

電子申請システムへのログイン

ユーザーID（メールアドレス）を入力して
ください。

ご自身で登録した「ログインパスワード」を
入力してください。
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　普及協会電子申請システムへのログインにあたってはセキュリティ確保の観点から「二
要素認証」としています。ログイン時には登録されたアドレスにワンタイムパスワードが
届きますので、５分以内にワンタイムパスワードを入力してログインしてください。

10



ｃ 案件フォルダの閲覧等

【DirectCloudの画面】

　協会が案件フォルダを作成するまで多少お時間をいただきます。作成が完了するまで
は、この画面に案件フォルダはありません。

　ログインしましたら、「共有」に案件フォルダができていることを確認してください。
下のDirectCloudの画面は案件名「testマンション」の案件フォルダです。

　「testマンション」フォルダは、協会の受付手続きが終了すると「〇〇〇〇〇号testマ
ンション」のように受理番号を付したフォルダ名に変更します。

＊ 実際は「testマンション」の部分が実際の案件名（建築物の名称又は工事名とし、
　長い場合は略称とする場合があります。）となります。

　「testマンション」フォルダ内の「testマンションアップロード用」フォルダは「アップ
ロード担当者」がアップロードした際に保存されるフォルダです。
　「ダウンロード担当者」は、「testマンション」フォルダ（変更後の「〇〇〇〇〇号test
マンション」）内にあるファイル（「testマンションアップロード用」フォルダ内のファ
イルを含みます）を閲覧及びダウンロードすることが可能です。

11



Ⅲ　本申請（電子申請）

【アップロードを依頼するメール】

　【アップロード用パスワードを通知するメール】

　案件登録申請後２営業日以内に「アップロード担当者」にファイルのアップロードを依
頼するメールと「アップロード用パスワード」をお知らせするメールが届きます。

アップロード可能の終了日です。
なお、終了日が過ぎてからアップロードする必要が生じた場合は協会にご連絡ください。

容量が不足する場合は協会にご連絡ください。

追加説明書等のアップロードにも利用しますので、「アップロード用
パスワード」を保存・管理するとともにURLをお気に入りに登録する
と便利です（Ⅳ参照）。

このパスワードが「アップロード用パスワード」です。

ここをクリックしてアップロードしてください。
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　受取フォルダのURLをクリックすると次のような画面が開きます。

　「アップロード用パスワード」を入力してOKをクリックすると次のような画面が開きま
す。

　申請データをドラッグ＆ドロップで追加して、送信ボタンをクリックしてください。　
これでアップロードは完了です。

ここには何も書き込まないでください。
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　同一名称のファイルを再アップロードして上書きすることはできません。また、一度
アップロードしたファイルを削除することもできません。誤ったファイルをアップロード
した場合は協会にご連絡ください。

　アップロードするデータの形式は、原則ドキュワークスでお願いします。ドキュワーク
スでのアップロードが困難な場合はPDFでも結構です。
　それ以外の形式をご希望の場合は、事前に協会にご相談ください。

　アップロードできるのは、本申請書類のみです。事前審査時の判定員の指摘に対する回
答案などは、別途メールでのやりとりをお願いします。

　アップロードが完了すると次のようなメールが「アップロード担当者」に届きます。
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　アップロードが完了すると「ダウンロード担当者」にこのようなメールが届きます。

アップロード完了後、「ダウンロード担当者」にこのメー
ルが届くまで10分程度タイムラグがあります。「アップ
ロード担当者」に完了メールが到着した後、しばらくして
から「ダウンロード担当者」にこのメールが届きます。
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　「本受付」となりましたら、フォルダ名を受付番号付きに変更します。

　案件名「testマンション」の場合のフォルダ名は

　「testマンション」→「〇〇〇〇〇号testマンション」 となります。

　それ以降のダウンロードについては、個別にご相談ください。

　なお、このフォルダにアクセスできるのは判定通知書交付から2週間とします。

　【受付書及び請求書は案件フォルダ内ににアップロードします】

　協会が本申請書類一式を受理した日付が「申請日」となります。本申請書類のアップ
ロードが営業時間後（17:00以降）となった場合は翌営業日の受理となりますのでご了承く
ださい。

　その他、協会が電子で交付する副本や、書面で交付するもの（判定通知書等）の写しも
ここにアップロードしますので、適宜ダウンロードしてください。

　協会が申請に不備がないことを確認した後に「本受付」となります。

　その後、協会が受付番号付きのフォルダ内に「受付書」及び「請求書」をアップロード
します。押印・電子署名はありません。押印をご希望の場合は個別に協会にご連絡くださ
い。別途書面に押印して郵送等によりお渡しします。

システムにログインして正しくアップロードされて
いることをご確認ください。
ログイン方法はP9
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Ⅳ　追加説明等

・申請書等の補正又は追加説明書の提出を求める書類

・期間を延長する旨の通知書

　アップロードの手順は本申請時（P12参照）と同じです。

　補正が必要な場合、協会は次の書類を押印の上代理者に郵送するとともに、写しを案件
フォルダにアップロードします。

　誤ったファイルをアップロードした場合は協会にご連絡ください。申請者等が同一ファ
イル名のものを上書きすることはできません。また、一度アップロードしたものを削除す
ることもできません。

　協会が追加説明書類等に不備がないことを確認した後に「受付」となります。

　「アップロードを依頼するメール」や「パスワードを通知するメール」を削除した場合
など、アップロードができない場合は協会にご連絡ください。再度メールを送信します。
　メールの送信まで多少お時間をいただく場合があります。ご了承ください。

　追加説明書等が完成したら、「アップロード担当者」が本申請時に送信された「アップ
ロードを依頼するメール」記載のURLに「パスワードを通知するメール」記載の「アップ
ロード用パスワード」でアクセスし、追加説明書等をアップロードしてください。

　ファイル名の最後に（追加）と入れるなど追加説明の資料であることを明示してくださ
い。（例：「testマンション構造図（追加）」、「testマンション追加説明書」等）
　2回目以降の追加の場合は、「「testマンション構造図（追加２）」と表記するなど、何
回目かもわかるようなファイル名としてください。

　アップロードが完了したら、「ダウンロード担当者」にメールが届きます。

　追加説明資料は判定員が事前に内容確認を行います。メール等により判定員に内容確認
後に追加説明資料をアップロードしてください。

　協会が追加説明書類等を受理した日付が「提出日」となります。追加説明書類等のアッ
プロードが協会の営業時間後（17:00以降）となった場合は翌営業日が提出日となりますの
でご了承ください。
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Ⅴ　判定通知

① 判定通知書の交付

② 副本のダウンロード

※

　判定通知書は書面で交付します。交付方法については個別にご相談ください。

　判定済みの副本は協会の判定済みのスタンプをデータに押印したうえで、案件フォルダ
に配置します。併せて、判定通知書の写も配置しますので、ダウンロードの上、確認検査
機関に持ち込んでください。
　ダウンロードは通知書交付後２週間以内に行ってください。

　確認検査機関等による補正がないことが確定し、判定手数料が入金されていることが確
認できた後に判定通知書等の交付となります。

　各種通知書の写しや副本は、
協会がここにアップロードしま
す。

フォルダまたは６ファイル以上を一括選択してダウンロードする場合は、ZIP形式の
ファイルに圧縮されます。

　通知書交付後2週間を経過する
と、このフォルダにアクセスす
ることができなくなるためこの
フォルダが見えなくなります。

Google Chrome、Microsoft Edge、Mozilla Firefoxで複数のファイルを一括選択してダ
ウンロードする場合、５ファイルまでは個別にダウンロードされます。

Safariで複数のファイルを一括選択してダウンロードする場合は、ファイル数にかかわ
らずZIP形式のファイルに圧縮されます。
ZIP形式に圧縮された場合、文字化けが生じることがあります。文字化けが生じた場合
は、お手数ですがZIPファイルに圧縮されないように５ファイルごと（Safariの場合は１
ファイルごと）にダウンロードしていただくようお願いします。
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Ⅵ　計画変更

　　　【お問い合わせ先】

　　　　審査本部　構造判定課

　〒112-0014
　　　東京都文京区関口1-24-2　関口町ビル

　TEL　：　03-5654-7593
E-mail：　fukyu116@hlpa.or.jp

　構造計算適合性判定の「電子申請」に関するお問い
合わせ・ご依頼につきましては、下記までご連絡くだ
さい。

　計画変更の申請の際は、再度「案件登録申請」の手続き（P3参照）が必要です。
それ以降の手続きも新規申請と同様ですので、それぞれの章をご参照ください。
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