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４．２ 指名競争入札 

指名競争入札とは、入札参加資格者名簿の中から、発注者がいくつかの条件により指名業者

を選定し、選定（指名）された業者が入札に参加する方式です。 

発注者から指名通知書を受けた業者は、指名競争入札に参加することができます。 

（１） 業務の流れ（落札方式：総合評価以外の場合） 

 

審 査 

入札参加者 発注者 

案件登録 

指名通知書の発行 指名通知書の確認 P.4-38 

入札書提出 P.5-2 

入札締切通知書の確認 P.5-35 

落札通知書の確認 P.5-39 開札結果登録 

入札書受付票の確認 P.5-23 

入札締切通知書の発行 

入札締切（自動処理） 

指名選定業者の登録 

見積明細書の確認 

調達案件検索 P.3-9 

入札書受付票の発行（自動発行） 
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（２） 業務の流れ（総合評価の場合） 

 

指名通知書の発行 

審 査 

入札参加者 発注者 

案件登録 

指名選定業者の登録 

開札結果登録 

入札書受付票の発行（自動発行） 入札書受付票の確認 P.5-23 

入札締切通知書の確認 P.5-35 

落札通知書の確認 P.5-39 

入札締切通知書の発行 

入札締切（自動処理） 

提案書等提出 P.4-43 

入札書提出 P.5-2 

提案書等受付通知書の発行 

提案書等審査結果通知書の発行 提案書等審査結果通知書の確認 P.4-54 

見積明細書の確認 

提案書等受付通知書の確認 P.4-50 

指名通知書の確認 P.4-38 

調達案件検索 P.3-9 



４．２ 指名競争入札 

4－41 

（３） 指名通知書の確認 

指名通知書が発行されると、指定したメールアドレスへお知らせが送信されます。 

《調達案件一覧》画面で調達案件情報を確認し、指名通知書を確認します。 

操 作 

① 《調達案件一覧(調達案件検索)》画面で検索条件を入力し、検索をクリックします。 

●調達案件検索の操作は、3.2調達案件検索 P.3-9を参照してください。 

② 《調達案件一覧》画面で、指名通知書を確認する案件の通知書欄の表示をクリック 
します。 

通知書欄に｢未参照有り｣と表示がある場合は、未確認の通知書があります。 
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▼△アドバイス△▼ 

調達案件情報の確認 

 

調達案件情報の詳細を確認したい場合は、調達案件情報の入札件名欄の名称をクリックする

と、別ウィンドウで調達案件概要が表示されます。 

閉じるをクリックすると、《調達案件概要》画面が閉じられます。 
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（４） 指名通知書の確認 

《通知書一覧》画面が表示されます。 

操 作 

① 通知書名欄の指名通知書をクリックします。 

通知書確認欄に未参照と表示がある場合は、未確認の通知書があります。 
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（５） 通知書一覧画面に戻る 

《指名通知書》画面が表示されます。 

必要に応じて、指名通知書を印刷します。 

●印刷の操作は、3.3帳票印刷・帳票一覧 P.3-18を参照してください。 

操 作 

① 戻るをクリックします。 

《通知書一覧》画面に戻ります。 
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（６） 調達案件一覧画面に戻る 

一度、通知書を参照すると、通知書確認欄に参照済と表示されます。 

操 作 

① 戻るをクリックします。 

《調達案件一覧》画面に戻ります。 
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（７） 提案書等の提出 

指名競争入札(落札方式が総合評価)に参加する場合は、まず入札参加の意思を表明し、審査

を受けるための提案書等を提出します。 

提案書に添付する資料は案件によって異なりますので、入札公告を確認し、添付資料を添付

して発注者に提出します。 

操 作 

① 《調達案件一覧(調達案件検索)》画面で検索条件を入力し、検索をクリックします。 

●調達案件検索の操作は、3.2調達案件検索 P.3-9を参照してください。 

② 《調達案件一覧》画面で、証明書等を提出する案件の証明書等/提案書等欄の提出を 
クリックします。 

 



４．２ 指名競争入札 

4－47 

（８） ファイルの添付 

《提案書等提出》画面が表示されます。 

操 作 

発注者が添付ファイルによる提出を指定しているものは、あらかじめ作成したファイ

ルを添付します。 

添付ファイルの名称は、発注者から指定がある場合は、その指定に従い、指定がない

場合は、企業名と書類名を付けるなどして、「誰が」「何を」提出するものか分かりや

すいものとしてください。ファイルサイズは 3MBまでです。 

必ず、最新のウイルス定義ファイルに更新したウイルス対策ソフトにより、ウイルス

チェックを行ってから、添付してください。 

① 添付資料の参照をクリックします。 
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（９） 添付ファイルの選択 

添付ファイルを選択します。 

操 作 

① 添付ファイルを選択し、開くをクリックします。 

 

▼△アドバイス△▼ 

添付資料 

 

添付する資料は、案件によって異なりますので、入札公告をご確認ください。 
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（１０） 添付ファイルの追加 

添付資料のファイルの場所が表示されます。 

添付ファイルを追加します。 

操 作 

① 添付資料追加をクリックします。 

添付資料:に添付資料が添付されます。 

●添付資料を開くで選択したあと、必ず、添付資料追加をクリックします。 

 添付した資料を削除する場合は、削除をクリックします。 

提案書等の添付ファイルは 1つです。複数ファイルの添付はできません。 

提案書等の入力を中止する場合は、戻るをクリックし、《調達案件一覧》画面に戻り

ます。 
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（１１） 提出内容の確認 

《提案書等提出》画面が表示されます。 

操 作 

① 提出内容を確認し、提出内容確認をクリックします。 
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（１２） 提出内容の提出 

《提案書等提出内容確認》画面が表示されます。 

操 作 

① 提出内容を確認し、提出をクリックします。 

提案書の内容に修正がある場合は、戻るをクリックし、《提案書等提出》画面で修正

します。 

提案書等が発注者に提出されます。 
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（１３） 提案書等送信の完了 

《提案書等送信完了》画面が表示されます 

操 作 

① 調達案件一覧をクリックします。 

《調達案件一覧》画面に戻ります。 
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（１４） 提案書等受付通知書の確認 

提案書等が発注者に受理されると、発注者から提案書等受付通知書が発行されます。 

《調達案件一覧》画面で、証明書等受付通知書を確認します。 

操 作 

① 《調達案件一覧》画面で、提案書等受付通知書を確認する案件の通知書欄の表示を 
クリックします。 

通知書欄に｢未参照有り｣と表示がある場合は、未確認の通知書があります。 
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（１５） 提案書等受付通知書の確認 

《通知書一覧》画面が表示されます。 

通知書確認欄に未参照と表示がある場合は、未確認の通知書があります。 

操 作 

① 通知書名欄の提案書等受付通知書をクリックします。 
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（１６） 提案書等受付通知書の表示 

《提案書等受付通知書》画面が表示されます。 

必要に応じて、提案書等受付通知書を印刷します。 

●印刷の操作は、3.3帳票印刷・帳票一覧 P.3-18を参照してください。 

操 作 

① 戻るをクリックします。 

《通知書一覧》画面に戻ります。 
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（１７） 調達案件一覧画面に戻る 

一度、通知書を参照すると、通知書確認欄には、参照済と表示されます。 

操 作 

① 戻るをクリックします。 

《調達案件一覧》画面に戻ります。 
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（１８） 提案書等審査結果通知書の確認 

発注者は、提出された提案書等を審査し、その結果、合否の通知を、提案書等審査結果通知

書で発行します。 

《調達案件一覧》画面で、提案書等審査結果通知書を確認します。 

操 作 

① 《調達案件一覧》画面で、証明書等審査結果通知書を確認する案件の通知書欄の表示を 
クリックします。 

通知書欄に｢未参照有り｣と表示がある場合は、未確認の通知書があります。 
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（１９） 提案書等審査結果通知書の確認 

《通知書一覧》画面が表示されます。 

通知書確認欄に未参照と表示がある場合は、未確認の通知書があります。 

操 作 

① 通知書名欄の提案書等審査結果通知書をクリックします。 
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（２０） 提案書等審査結果通知書の表示 

《提案書等審査結果通知書》画面が表示されます。 

必要に応じて、提案書等審査結果通知書を印刷します。 

●印刷の操作は、3.3帳票印刷・帳票一覧 P.3-18を参照してください。 

操 作 

① 戻るをクリックします。 

《通知書一覧》画面に戻ります。 
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（２１） 調達案件一覧画面に戻る 

一度、通知書を参照すると、通知書確認欄には、参照済と表示されます。 

操 作 

① 戻るをクリックします。 

《調達案件一覧》画面に戻ります。 

 


