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1. 概要 

1.1. 概要 
 

林野庁競争参加有資格者名簿のサイト（https://www.maff-ebic.go.jp/rinya_meibo/）では、

全国の森林管理局（林野庁本庁を含む）に登録されている建設工事及び測量・建設コンサ

ルタント等に係る競争参加有資格者の名簿及び資格確認通知書の閲覧及び検索ができま

す。 

表示される有資格者名簿及び資格確認通知書は随時更新されます。 

 

 

 

 

 

  

https://www.maff-ebic.go.jp/rinya_meibo/
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2. 建設工事 
本章は、建設工事の競争参加資格者名簿及び資格確認通知書の閲覧及び検索方法につ

いて説明します。 

名簿の表示方法として、「名簿の閲覧」と「名簿及び資格確認通知書の検索」の２通りがあり

ます。 

「名簿の閲覧」 

… 森林管理局を指定し、指定した局の全ての有資格者または指定した音で始まる有資

格者の名簿を表示します。（操作方法は 5ページを参照） 

「名簿及び資格確認通知書の検索」 

… 入力した検索条件に合致する有資格者の名簿及び資格確認通知書を表示します。

なお、検索結果が１件の有資格者となる場合は、「資格確認通知書」として表示され、検

索結果が２件以上の有資格者となる場合は、名簿として表示されます。（操作方法は、7

ページを参照） 
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2.1. 名簿の閲覧 
 

建設工事の名簿の閲覧を行う手順です。 

操作手順 

1. 林野庁 競争参加有資格者名簿兼資格確認通知書のトップページ

（https://www.maff-ebic.go.jp/rinya_meibo/）をブラウザで開きます。 

2. 建設工事の「1.名簿の閲覧」にて、森林管理局（①）を選択し、「全

て」（②）または、「ア」「イ」「ウ」等の音別のリンク（③）をクリック

します。 

・ ②の「全て」を選択した場合、選択した森林管理局の全ての有資格者が表示されま

す。 

・ ③の音別のリンクを選択した場合、選択した森林管理局の有資格者のうち、指定し

た音で始まる有資格者の名簿を表示します。 

 

① ② 

③ 
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3. 指定した条件の競争参加有資格者名簿が表示されます。 

 

 

名簿表示内容についての補足 

・ 「格付け」欄の「*」はランク外を意味します。 

・ 「順位」欄は、対象森林管理局内の資格点数に対する順位です。 

表示された名簿を印刷・保存する場合 

・ 印刷・保存は、ブラウザの操作により行って下さい。 

ブラウザ 操作 操作例 

Microsoft Edge 印刷 画面右上の設定「…」→「印刷」→「プリンター」から

任意プリンターを選択 

保存 画面右上の設定「…」→「印刷」→「プリンター」から

「Microsoft Print to PDF」を選択 

Google Chrome 印刷 画面右上の設定「 … 」→「印刷...」→「送信先」から

任意プリンターを選択 

保存 画面右上の設定「 … 」→「印刷...」→「送信先」から

「PDFに保存」を選択 

 

4. 「閉じる」をクリックし、競争参加有資格者名簿を閉じます。 
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2.2. 名簿及び資格確認通知書の検索 

2.2.1. 「資格確認通知書」を表示する場合 

「資格確認通知書」を表示する場合の手順です。 

操作手順 

1. 林野庁 競争参加有資格者名簿兼資格確認通知書のトップページ

（https://www.maff-ebic.go.jp/rinya_meibo/）をブラウザで開きます。 

2. 建設工事の「2.有資格者名簿兼資格確認通知書の検索」にて、自社（１

件）の検索結果のみが表示されるように検索条件（①～⑤）を入力後、

検索ボタン（⑥）をクリックします。 

 
 

・ ①～⑤の検索項目は全て任意項目です。自社（１件）の検索結果のみが表示され

るように選択・入力して下さい。 

・ ①～⑤の条件を複数項目に対して指定した場合、全ての条件を満たす有資格者を

検索します。 

・ ①～⑤の入力方法は以下のとおりです。 

② 

③ 

④ 

⑤ 

① 

⑥ 
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No. 入力項目 入力方法 

① 登録している森林管理局 全てまたは特定の森林管理局を選択します。 

② 登録番号 半角６文字で入力します。（入力例：「A00001」） 

③ 商号、名称（漢字） ６０文字以内で入力します。 

（半角カタカナ文字は入力できません） 

④ 商号、名称（フリガナ） 全角カタカナ文字で入力します。 

１２０文字以内で入力します。 

（半角カタカナ文字は入力できません） 

⑤ 住所 ６０文字以内で入力します。 

（半角カタカナ文字は入力できません） 

 

・ 検索条件に合致する有資格者数が２件以上の場合、「資格確認通知書」として表

示されませんので、条件を絞って検索して下さい。 

 

3. 「資格確認通知書」が表示されます。 

 

表示内容についての補足 

・ 「格付け」欄の「*」はランク外を意味します。 

・ 「順位」欄は、対象森林管理局内の資格点数に対する順位です。ただし、検索条件

で全ての森林管理局を指定した場合は「－」を表示します。 

・ 「その他」欄は、土木・建築以外の工種名を表示します。 

・ 「登録局」欄は、登録されている森林管理局を表示します。 
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表示された「資格確認通知書」を印刷・保存する場合 

・ 印刷・保存は、ブラウザの操作により行って下さい。 

ブラウザ 操作 操作例 

Microsoft Edge 印刷 画面右上の設定「…」→「印刷」→「プリンター」から

任意プリンターを選択 

保存 画面右上の設定「…」→「印刷」→「プリンター」から

「Microsoft Print to PDF」を選択 

Google Chrome 印刷 画面右上の設定「 … 」→「印刷...」→「送信先」から

任意プリンターを選択 

保存 画面右上の設定「 … 」→「印刷...」→「送信先」から

「PDFに保存」を選択 

 

4. 「閉じる」をクリックし、「資格確認通知書」を閉じます。 
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2.2.2. 名簿を検索表示する場合 

建設工事の名簿の検索を行う手順です。 

操作手順 

1. 林野庁 競争参加有資格者名簿兼資格確認通知書のトップページ

（https://www.maff-ebic.go.jp/rinya_meibo/）をブラウザで開きます。 

2. 建設工事の「2.有資格者名簿兼資格確認通知書の検索」にて、検索条件

（①～⑤）を入力後、検索ボタン（⑥）をクリックします。 

 
 

・ ①～⑤の検索項目は全て任意項目です。検索結果を絞り込む場合に選択・入力し

て下さい。 

・ ①～⑤の条件を複数項目に対して指定した場合、全ての条件を満たす有資格者を

検索します。 

 

  

② 

③ 

④ 

⑤ 

① 

⑥ 
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・ ①～⑤の入力方法は以下のとおりです。 

No. 入力項目 入力方法 

① 登録している森林管理局 全てまたは特定の森林管理局を選択します。 

② 登録番号 半角６文字で入力します。（入力例：「A00001」） 

③ 商号、名称（漢字） ６０文字以内で入力します。 

（半角カタカナ文字は入力できません） 

④ 商号、名称（フリガナ） 全角カタカナ文字で入力します。 

１２０文字以内で入力します。 

（半角カタカナ文字は入力できません） 

⑤ 住所 ６０文字以内で入力します。 

（半角カタカナ文字は入力できません） 

 

・ 検索条件に合致する有資格者数が５００件以上の場合、検索結果が表示されませ

んので、条件を絞って検索して下さい。 

 

3. 指定した条件に合致する競争参加有資格者名簿が表示されます。 

 

名簿表示内容についての補足 

・ 「格付け」欄の「*」はランク外を意味します。 

・ 「順位」欄は、対象森林管理局内の資格点数に対する順位です。ただし、検索条件

で全ての森林管理局を指定した場合は「－」を表示します。 
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・ 「その他」欄は、土木・建築以外の工種名を表示します。 

・ 「登録局」欄は、登録されている森林管理局を表示します。 

 

表示された名簿を印刷・保存する場合 

・ 印刷・保存は、ブラウザの操作により行って下さい。 

ブラウザ 操作 操作例 

Microsoft Edge 印刷 画面右上の設定「…」→「印刷」→「プリンター」から

任意プリンターを選択 

保存 画面右上の設定「…」→「印刷」→「プリンター」から

「Microsoft Print to PDF」を選択 

Google Chrome 印刷 画面右上の設定「 … 」→「印刷...」→「送信先」から

任意プリンターを選択 

保存 画面右上の設定「 … 」→「印刷...」→「送信先」から

「PDFに保存」を選択 

 

4. 「閉じる」をクリックし、競争参加有資格者名簿を閉じます。 

 

建設工事の名簿及び資格確認通知書の閲覧及び検索方法についての説明は、以上です。 
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3. 測量・建設コンサルタント等 
本章は、測量・建設コンサルタント等の競争参加有資格者名簿及び資格確認通知書の閲覧

及び検索方法について説明します。 

名簿の表示方法として、「名簿の閲覧」と「名簿及び資格確認通知書の検索」の２通りがあり

ます。 

「名簿の閲覧」 

… 森林管理局を指定し、指定した局の全ての有資格者または指定した音で始まる有資

格者の名簿を表示します。（操作方法は 14ページを参照） 

「名簿及び資格確認通知書の検索」 

… 入力した検索条件に合致する有資格者の名簿及び資格確認通知書を表示します。

なお、検索結果が１件の有資格者となる場合は、「資格確認通知書」として表示され、検

索結果が２件以上の有資格者となる場合は、名簿として表示されます。（操作方法は、

17 ページを参照） 
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3.1. 名簿の閲覧 
 

測量・建設コンサルタント等の名簿の閲覧を行う手順です。 

操作手順 

1. 林野庁 競争参加有資格者名簿兼資格確認通知書のトップページ

（https://www.maff-ebic.go.jp/rinya_meibo/）をブラウザで開き、ペー

ジ下部へスクロールします。 
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2. 測量・建設コンサルタント等の「1.名簿の閲覧」にて、森林管理局

（①）を選択し、「全て」（②）または、「ア」「イ」「ウ」等の音別のリ

ンク（③）をクリックします。 

・ ②の「全て」を選択した場合、選択した森林管理局の全ての有資格者が表示されま

す。 

・ ③の音別のリンクを選択した場合、選択した森林管理局の有資格者のうち、指定し

た音で始まる有資格者の名簿を表示します。 

 
 

3. 指定した条件の競争参加有資格者名簿が表示されます。 

 

 

  

① ② 

③ 
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表示された名簿を印刷・保存する場合 

・ 印刷・保存は、ブラウザの操作により行って下さい。 

ブラウザ 操作 操作例 

Microsoft Edge 印刷 画面右上の設定「…」→「印刷」→「プリンター」から

任意プリンターを選択 

保存 画面右上の設定「…」→「印刷」→「プリンター」から

「Microsoft Print to PDF」を選択 

Google Chrome 印刷 画面右上の設定「 … 」→「印刷...」→「送信先」から

任意プリンターを選択 

保存 画面右上の設定「 … 」→「印刷...」→「送信先」から

「PDFに保存」を選択 

 

4. 「閉じる」をクリックし、競争参加有資格者名簿を閉じます。 
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3.2. 名簿及び資格確認通知書の検索 

3.2.1. 「資格確認通知書」を表示する場合 

「資格確認通知書」を表示する場合の手順です。 

操作手順 

1. 林野庁 競争参加有資格者名簿兼資格確認通知書のトップページ

（https://www.maff-ebic.go.jp/rinya_meibo/）をブラウザで開き、ペー

ジ下部へスクロールします。 
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2. 測量・建設コンサルタント等の「2.有資格者名簿兼資格確認通知書の検

索」にて、自社（１件）の検索結果のみが表示されるように検索条件

（①～⑤）を入力後、検索ボタン（⑥）をクリックします。 

 
 

・ ①～⑤の検索項目は全て任意項目です。自社（１件）の検索結果のみが表示され

るように選択・入力して下さい。 

・ ①～⑤の条件を複数項目に対して指定した場合、全ての条件を満たす有資格者を

検索します。 

  

② 

③ 

④ 

⑤ 

① 

⑥ 
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・ ①～⑤の入力方法は以下のとおりです。 

No. 入力項目 入力方法 

① 登録している森林管理局 全てまたは特定の森林管理局を選択します。 

② 登録番号 半角６文字で入力します。（入力例：「C00001」） 

③ 商号、名称（漢字） ６０文字以内で入力します。 

（半角カタカナ文字は入力できません） 

④ 商号、名称（フリガナ） カタカナ文字で入力します。 

１２０文字以内で入力します。 

（半角カタカナ文字は入力できません） 

⑤ 住所 ６０文字以内で入力します。 

（半角カタカナ文字は入力できません） 

・ 検索条件に合致する有資格者数が２件以上の場合、「資格確認通知書」として表

示されませんので、条件を絞って検索して下さい。 

 

3. 「資格確認通知書」が表示されます。 

 

 

表示内容についての補足 

・ 「登録局」欄は、登録されている森林管理局を表示します。 
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表示された「資格確認通知書」を印刷・保存する場合 

・ 印刷・保存は、ブラウザの操作により行って下さい。 

ブラウザ 操作 操作例 

Microsoft Edge 印刷 画面右上の設定「…」→「印刷」→「プリンター」から

任意プリンターを選択 

保存 画面右上の設定「…」→「印刷」→「プリンター」から

「Microsoft Print to PDF」を選択 

Google Chrome 印刷 画面右上の設定「 … 」→「印刷...」→「送信先」から

任意プリンターを選択 

保存 画面右上の設定「 … 」→「印刷...」→「送信先」から

「PDFに保存」を選択 

 

4. 「閉じる」をクリックし、「資格確認通知書」を閉じます。 

 

  



 

3. 測量・建設コンサルタント等 

 

21 
 

3.2.2. 名簿を検索表示する場合 

測量・建設コンサルタント等の名簿の検索を行う手順です。 

操作手順 

1. 林野庁 競争参加有資格者名簿兼資格確認通知書のトップページ

（https://www.maff-ebic.go.jp/rinya_meibo/）をブラウザで開き、ペー

ジ下部へスクロールします。 
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2. 測量・建設コンサルタント等の「2.有資格者名簿兼資格確認通知書の検

索」にて、検索条件（①～⑤）を入力後、検索ボタン（⑥）をクリック

します。 

 
 

・ ①～⑤の検索項目は全て任意項目です。検索結果を絞り込む場合に選択・入力し

て下さい。 

・ ①～⑤の条件を複数項目に対して指定した場合、全ての条件を満たす有資格者を

検索します。 

  

② 

③ 

④ 

⑤ 

① 

⑥ 
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・ ①～⑤の入力方法は以下のとおりです。 

No. 入力項目 入力方法 

① 登録している森林管理局 全てまたは特定の森林管理局を選択します。 

② 登録番号 半角６文字で入力します。（入力例：「C00001」） 

③ 商号、名称（漢字） ６０文字以内で入力します。 

（半角カタカナ文字は入力できません） 

④ 商号、名称（フリガナ） カタカナ文字で入力します。 

１２０文字以内で入力します。 

（半角カタカナ文字は入力できません） 

⑤ 住所 ６０文字以内で入力します。 

（半角カタカナ文字は入力できません） 

・ 検索条件に合致する有資格者数が５００件以上の場合、検索結果が表示されませ

んので、条件を絞って検索して下さい。 

 

3. 指定した条件に合致する競争参加有資格者名簿が表示されます。 

 

 

名簿表示内容についての補足 

・ 「登録局」欄は、登録されている森林管理局を表示します。 
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表示された名簿を印刷・保存する場合 

・ 印刷・保存は、ブラウザの操作により行って下さい。 

ブラウザ 操作 操作例 

Microsoft Edge 印刷 画面右上の設定「…」→「印刷」→「プリンター」から

任意プリンターを選択 

保存 画面右上の設定「…」→「印刷」→「プリンター」から

「Microsoft Print to PDF」を選択 

Google Chrome 印刷 画面右上の設定「 … 」→「印刷...」→「送信先」から

任意プリンターを選択 

保存 画面右上の設定「 … 」→「印刷...」→「送信先」から

「PDFに保存」を選択 

 

4. 「閉じる」をクリックし、競争参加有資格者名簿を閉じます。 

 

測量・建設コンサルタント等の名簿及び資格確認通知書の閲覧及び検索方法についての説明は、以

上です。 



 

4. 問い合わせ先 
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4. 問い合わせ先 
当サイトに関する問い合わせ先は以下のとおりです。 

なお、競争参加資格の申請に係る疑問点等については、所在地を管轄する各森林管理局

（経理課）へ問い合わせ下さい。 

 

農林水産省林野庁林政課会計経理第１班 

03-6744-2282 

受付時間：９：３０～１７：００ （土日、祝日、年末年始を除く） 
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