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３. 電子入札システムの共通操作 

３．１ 電子入札システムログイン 

（１） 電子入札システムのログイン 

ICカードを使用し、電子入札システムにログインします。 

操 作 

① 電子入札システムをクリックします。 

操作中は、｢利用者登録/電子入札｣選択画面(受注者用)画面を閉じないようご注意 

ください。 
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（２） 兵庫県電子入札共同運営システム受注者クライアント画面の表示 

兵庫県電子入札共同運営システム《受注者クライアント》画面が表示されます。 

操 作 

必要なファイルを読み込みますので、画面上部中央に時刻が表示されるまで、 

操作をしないでお待ちください。 

① 〔電子入札システム〕をクリックします。 
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（３） PIN番号の入力 

PIN番号を入力する画面が表示されます。 

操 作 

① IC カードをカードリーダに差し込みます。 
② 「PIN番号」を入力します。 

入力した PIN番号は｢********｣で表示されます。 

●英字の大文字・小文字を区別します。入力するときは、注意してください。 
●担当者の入力は不要です。 

③ OK をクリックします。 

通信中ダイアログが表示されます。 

PIN番号を入力し、OK をクリックすると、通信中ダイアログが表示されるまでに 
少し時間がかかりますが、クリックなどの操作を行わないで、そのままお待ちくださ
い。 

また、通信中ダイアログが表示されている間も、操作を行わないでください。 

② 

③ 



３．１ 電子入札システムログイン 

3－4 

（４） 調達案件検索画面 

《調達案件検索》画面が表示されます。 

調達案件検索の操作は、3.2調達案件検索 P.3-5を参照してください。 
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３．２ 調達案件検索 

（１） 調達案件検索 

《調達案件検索》画面で、入札に参加する調達案件を検索します。 

操 作 

① 検索条件を設定します。 
●画面下側が表示されていない場合は、画面を下へスクロールします。 

●検索条件の設定方法は、次のとおりです。必要に応じて、各検索項目を設定します。 

・ 部局：▼をクリックし、部局の条件を設定します。 

・ 課係、事務所： 

  ▼全てをクリックすると、すべての課係、事務所にチェックが付きます。 

・ 入札方式： 

 ▼全てをクリックすると、すべての入札方式にチェックが付きます。 

 工事またはコンサルの入札方式の条件を設定します。 

・ 工事種別/コンサル種別： 

 ▼全てをクリックすると、すべての工事またはコンサルにチェックが付きます。 

 工事またはコンサルの条件を設定します。 

・ 案件状態： 

 ▼をクリックし、全て・申請可能・申請書提出済・入札書提出可能・ 

 入札書提出済の条件を設定します。 

・ 検索日付： 

 ▼をクリックし、指定しない・申請書締切日・入札締切受付予定日時・ 

 開札予定日時の日付を設定します。 

・ 案件番号： 

 調達案件番号がわかっている場合は、入力します。 

 調達案件番号だけで検索する場合は、右側のチェックを付けます。 

・ 案件名称：入札件名の一部を入力します 

・ 表示件数： 

 ▼をクリックし、1ページに表示する件数を 10、25、50、100件から設定 

 します。 

・ 案件表示順序： 

 ▼をクリックし、案件番号・案件名称・入札方式・案件状態・公告日/公示日等・ 

 申請受付締切日付・入札(見積)書受付締切日付・開札日付の昇順または降順で 

 表示順序を設定できます。 
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② 調達案件一覧をクリックします。 

●検索する条件を設定しないで、調達案件一覧をクリックすると、過去の案件も 

含めて、全調達案件を表示します。 

 

 

 
 

 

 

 

▼△アドバイス△▼ 

調達案件検索画面で別の条件を設定するには 

 

《調達案件検索》画面で設定した検索条件は、新たに検索条件を指定するか、ブラウザを閉じ

るまで保存されます。 

新たに検索条件を指定する場合は、画面左上の調達案件検索をクリックし、再度検索条件を設

定してください。 

 

効率よく検索するには 

 

参加資格のある入札方式を指定して、検索します。 

(例)通常型指名競争入札方式にチェックを付けます。 
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（２） 調達案件一覧画面の確認 

《調達案件一覧》画面が表示されます。 

画面を下へスクロールすると、調達案件一覧を確認できます。 

入札方式別の操作は、4.入札方式別の操作を参照してください。 
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▼△アドバイス△▼ 

調達案件一覧画面で表示されるボタンと操作 

 

①ページ切替をクリックすると、複数ページある調達案件を確認できます。 

②最新表示をクリックすると、《調達案件一覧》画面を再表示できます。 

③案件表示順序の▼をクリックし、表示順序の設定ができます。 

④表示順序は昇順または降順が設定できます。 

 

 

 

 

① 

③ 
② 

④ 

▼△アドバイス△▼ 

調達案件一覧画面で表示される情報 

・ 調達案件名称：調達案件の件名が表示されます。 

・ 入札方式：調達案件の入札方式が表示されます。 

・ 競争参加資格確認申請/参加表明書/技術資料： 

 提出・再提出・受付票・通知書欄に、提出・表示が表示されます。 

 それぞれの提出・表示をクリックすると、書類の提出・提出内容の確認ができます。 

・ 受領確認/提出意思確認書： 

 通知書・提出・再提出・受付票欄に、提出・表示が表示されます。 

 それぞれの提出・表示をクリックすると、書類の提出・提出内容の確認ができます。 

・ 技術提案書： 

 提出・再提出・受付票・通知書欄に、提出・表示が表示されます。 

 それぞれの提出・表示をクリックすると、書類の提出・提出内容の確認ができます。 

●企業プロパティ、作業状況確認の表示方法は P.3-12参考を参照してください。 

▼△注 意△▼ 

画面上部の日時表示 

 

すべての業務で、画面上部に表示される電子入札システムの日時(日本標準時刻)を基準としま

す。使用しているパソコンに設定されている時間と、ずれている場合もありますので、特に締

切日時に気を付けてください。 
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（３） 入札状況一覧の表示 

《入札状況一覧》画面で、入札書提出・見積書提出処理、入札書提出・見積書提出以降の 

処理、調達案件の状況が確認できます。 

操 作 

① 《調達案件検索》画面で、検索条件を設定します。 
② 入札状況一覧をクリックします。 

設定した検索条件の調達案件が《入札状況一覧》画面に表示されます。 

●検索する条件を設定しないで、入札状況一覧をクリックすると、過去の案件も 

含めて、全調達案件を表示します。 
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（４） 入札状況一覧の確認 

受付票/通知書一覧の表示の下に、｢未参照有り｣と表示されている場合は、未確認の帳票が

あります。 

操 作 

① 受付票/通知書一覧欄の表示をクリックします。 
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（５） 入札状況通知書一覧の確認 

《入札状況通知書一覧》画面が表示されます。 

通知書確認欄に、未参照と表示されている場合は、未確認の通知書があります。 

通知書表示欄の表示をクリックすると通知書の内容が確認できます。 

入札書受付票の操作は、5.4入札書受付票の確認 P.5-33を参照してください。 
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▼△参考△▼ 

企業プロパティ変更 

《入札状況一覧》画面で、企業プロパティ欄の変更をクリックすると、企業プロパティ変更 

画面が表示されます。表示される内容は、利用者登録を行った際に登録した内容です。 

《企業プロパティ変更》画面では、案件ごとに、｢商号(連絡先名称)｣、｢連絡先氏名｣、 

｢連絡先住所｣、｢連絡先電話番号｣、｢連絡先 E-Mail｣を変更できます。 

変更する場合は、変更内容を入力し、変更をクリックします。 

戻るをクリックすると、《入札状況一覧》画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業状況確認 

入札書提出以降、発注者の作業状況を確認するには、《入札状況一覧》画面で状況欄の表示を

クリックします。現在の案件状況・作業状況を確認できます。 

作業状況は、入札書提出開始日以降いつでも確認できます。 

戻るをクリックすると、《入札状況一覧》画面に戻ります。 

発注者から連絡がある場合は、作業状況に表示されます。 

自動最新取得 ON になっていると、表示が自動更新されます。 
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（６） 登録者情報の確認 

《登録者情報》画面で、利用者登録の内容が確認できます。 

操 作 

① 登録者情報をクリックします。 

《業者概要、登録利用者一覧》画面が表示されます。 
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（７） 保存データの表示 

《保存データ表示》画面で、保存データの内容が確認できます。 

操 作 

① 保存データ表示をクリックします。 

《保存データ表示》画面が表示されます。 
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（８） 保存データの選択 

保存データを選択します。 

操 作 

① 参照をクリックします。 
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（９） 保存ファイルの選択 

《ファイルの選択》画面が表示されます。 

保存するファイルを選択します。 

操 作 

① 保存するファイルを選択し、開くをクリックします。 
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（１０） 保存データの表示 ① 

保存データを表示します。 

操 作 

① 表示をクリックします。 
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（１１） 保存データの表示 ② 

保存データが表示されます。 

操 作 

① ブラウザの×(閉じる)をクリックします。 
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（１２） 署名の検証 

署名を検証します。 

操 作 

① 署名検証をクリックします。 
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（１３） 署名検証の表示 ① 

署名検証成功 証明書(1/2)が表示されます。 

操 作 

① 次をクリックします。 
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（１４） 署名検証の表示 ② 

署名検証成功 証明書(2/2)が表示されます。 

操 作 

① 閉じるをクリックします。 

《保存データ表示》画面に戻ります。 

 



３．３ 帳票印刷・帳票一覧 

3－22 

３．３ 帳票印刷・帳票一覧 

（１） 帳票印刷 

発注者へ申請書を提出したり、発注者から発行された受付票や通知書を確認したりする際、

その内容を記載した帳票を印刷できます。 

申請書、受付票、通知書などが印刷できるのは、次のとおりです。 

 

 発注者へ申請書を提出する場合(P.3-24参照) 

 発注者へ申請書を提出後、受信確認通知を確認する場合 

受信確認通知は必ず印刷してください。 

操作方法は、4.入札方式別の操作 P.4-1を参照してください。 

 発注者へ入札書・見積書を提出する場合 

入札書は必ず印刷してください。 

操作方法は、5.入札書提出以降の操作 P.5-2・6.見積書提出以降の操作 P.6-2 を参照し

てください。 

 発注者から発行された通知書を確認する場合(P.3-26参照) 
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（２） 発注者へ申請書を提出する場合 

発注者へ申請書を提出する場合は、提出時に申請内容を印刷できます。 

次の操作は、一般競争入札工事で、競争参加資格確認申請書を提出する際の印刷方法です。 

なお、競争参加資格確認申請書の操作は 4.1一般競争入札 P.4-1を参照してください。 

操 作 

① 印刷をクリックします。 
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（３） 競争参加資格確認申請書の印刷 

帳票ウィンドウが開き、《競争参加資格確認申請書》画面が表示されます。 

競争参加資格確認申請書を印刷します。 

操 作 

① (印刷)をクリックします。 

競争参加資格確認申請書が接続しているプリンタから印刷されます。 

② ブラウザの×(閉じる)をクリックします。 

競争参加資格確認申請書を提出します。 

競争参加資格確認申請書の提出は 4.1一般競争入札 P.4-1を参照してください。 
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（４） 発注者から発行された通知書を確認する場合 

発注者から発行された受付票や通知書を確認する場合は、発行後、受付・通知内容を印刷で

きます。 

次の操作は、一般競争入札で、競争参加資格確認申請書受付票を確認する際の印刷方法です。 

《調達案件一覧》画面で案件情報を確認し、受付票や通知書を印刷します。 

操 作 

① 《調達案件検索》画面で検索条件を入力し、調達案件一覧をクリックします。 
●調達案件検索の操作は、3.2調達案件検索 P.3-5を参照してください。 

② 競争参加資格確認申請/参加表明書/技術資料欄の受付票欄の表示をクリックします。 
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（５） 競争参加資格確認申請書受付票の印刷 ① 

《競争参加資格確認申請書受付票》画面が表示されます。 

操 作 

① 印刷をクリックします。 
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（６） 競争参加資格確認申請書受付票の印刷 ② 

帳票ウィンドウが開き、《競争参加資格確認申請書受付票》画面が表示されます。 

競争参加資格確認申請書受付票を印刷します。 

操 作 

① (印刷)をクリックします。 

競争参加資格確認申請書受付票が接続しているプリンタから印刷されます。 

② ブラウザの×(閉じる)をクリックします。 
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（７） 帳票保存 

発注者へ申請書を提出したり、発注者から発行された通知書を確認したりする際、その内容

を記載した帳票を保存できます。 

申請書や通知書などが保存できるのは、次のとおりです。 

 

 発注者へ申請書を提出する場合(P.3-29参照) 

 発注者へ申請書を提出後、受信確認通知を確認する場合 

 発注者へ入札書・見積書を提出する場合 

 発注者へ辞退届・辞退申請書を提出する場合 

 発注者から発行された通知書を確認する場合(P.3-26参照) 
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（８） 発注者へ申請書を提出する場合 

発注者へ申請書を提出する場合は、提出時に申請内容を保存できます。 

次の操作は、一般競争入札工事で、競争参加資格確認申請書受付票を保存する場合を例に説

明します。 

なお、競争参加資格確認申請書の操作は 4.1一般競争入札 P.4-2を参照してください。 

操 作 

① 保存をクリックします。 

 



３．３ 帳票印刷・帳票一覧 

3－30 

（９） 競争参加資格確認申請書受付票の保存 ① 

ファイルのダウンロードが表示されます。 

操 作 

① 保存をクリックします。 
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（１０） 競争参加資格確認申請書受付票の保存 ② 

ファイルのダウンロードが表示されます。 

操 作 

① このファイルの処理方法のこのファイルをディスクに保存するをクリックします。 
② OK をクリックします。 
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（１１） 競争参加資格確認申請書受付票の保存 ③ 

《名前を付けて保存》画面が表示されます。 

操 作 

① 保存する場所を指定します。 
② 「ファイル名」を入力します。 
③ 保存をクリックします。 
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（１２） 競争参加資格確認申請書受付票の保存 ④ 

《ダウンロードの完了》画面が表示されます。 

操 作 

① 閉じるをクリックします。 

競争参加資格確認申請書受付票が保存されます。 
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（１３） 帳票一覧 

兵庫県電子入札共同運営システムで印刷可能な帳票は、次のとおりです。 

入札方式 発信元 帳票名称 使用内容 

一般競争入札 

受注者 競争入札参加資格確認申請書 
受注者が競争入札参加資格確認の意思表示をするために使

用。 

発注者 
競争入札参加資格確認申請書 

受付票 

発注者が競争入札参加資格確認申請書を受付けた場合に使

用。 

発注者 競争入札参加資格確認通知書 
発注者が入札参加希望企業に対し、競争入札参加資格の有無

を通知するために使用。 

発注者 技術資料受付票 
落札方式が総合評価拡充版の場合に、技術資料を提出(任意)

した業者に対して、受付を通知するために使用。 

発注者 評価点通知書 
落札方式が総合評価拡充版の場合に、評価点を通知するため

に使用。 

事後審査型 

一般競争入札 

受注者 入札参加申込書 受注者が入札参加の意思表示をするために使用。 

発注者 入札参加申込書受付票 発注者が入札参加申込書を受付けた場合に使用。 

発注者 技術資料受付票 
落札方式が総合評価拡充版の場合に、技術資料を提出(任意)

した業者に対して、受付を通知するために使用。 

発注者 評価点通知書 
落札方式が総合評価拡充版の場合に、評価点を通知するため

に使用。 

指名競争入札 

発注者 指名通知書 発注者が指名業者に指名を通知するために使用。 

受注者 受領確認書 受注者が指名通知書を受付けた場合に使用。 

発注者 技術資料受付票 
落札方式が総合評価拡充版の場合に、技術資料を提出(任意)

した業者に対して、受付を通知するために使用。 

発注者 評価点通知書 
落札方式が総合評価拡充版の場合に、評価点を通知するため

に使用。 

公募指名 

競争入札 

受注者 技術資料 受注者が技術資料を提出するために使用。 

発注者 技術資料受付票 発注者が技術資料を受付けた場合に使用。 

発注者 指名/非指名通知書 
発注者が入札参加希望企業の中から、審査に合格した入札参

加希望者に指名/非指名を通知するために使用。 

発注者 技術資料受付票 
落札方式が総合評価拡充版の場合に、技術資料を提出(任意)

した業者に対して、受付を通知するために使用。 

発注者 評価点通知書 
落札方式が総合評価拡充版の場合に、評価点を通知するため

に使用。 

公募競争入札 

受注者 参加表明書 受注者が参加意思を表明するために使用。 

発注者 参加表明書受付票 発注者が参加表明書を受付けた場合に使用。 

発注者 指名/非指名通知書 
発注者が入札参加希望企業の中から、審査に合格した入札参

加希望者に指名/非指名を通知するために使用。 

公募型 

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ 

受注者 参加表明書 受注者が参加意思を表明するために使用。 

発注者 参加表明書受付票 発注者が参加表明書を受付けた場合に使用。 

発注者 選定/非選定通知書 
発注者が入札参加希望企業の中から、審査に合格した入札参

加希望者に選定/非選定を通知するために使用。 

受注者 技術提案書 受注者が技術提案書を提出するために使用。 

発注者 技術提案書受付票 発注者が技術提案書を受付けた場合に使用。 

発注者 特定/非特定通知書 
発注者が入札参加希望企業の中から、審査に合格した入札参

加希望者に特定/非特定を通知するために使用。 
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入札方式 発信元 帳票名称 使用内容 

標準 

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ 

発注者 提出要請書 発注者が技術提案書を受注者に提出要請するために使用。 

受注者 技術提案書 受注者が技術提案書を提出するために使用。 

発注者 技術提案書受付票 発注者が技術提案書を受付けた場合に使用。 

受注者 提出意思確認書 受注者が提出意思確認書を提出するために使用。 

発注者 提出意思確認書受付票 発注者が提出意思確認書を受付けた場合に使用。 

発注者 特定/非特定通知書 
発注者が入札参加希望企業の中から、審査に合格した入札参

加希望者に特定/非特定を通知するために使用。 

工事希望型 

指名競争入札 

発注者 提出依頼書 発注者が技術提案書を受注者へ提出依頼するために使用。 

受注者 技術資料 受注者が技術資料を提出するために使用。 

発注者 技術資料受付票 発注者が技術資料を受付けた場合に使用。 

発注者 指名/非指名通知書 
発注者が入札参加希望企業の中から、審査に合格した入札参

加希望者に指名/非指名を通知するために使用。 

発注者 技術資料受付票 
落札方式が総合評価拡充版の場合に、技術資料を提出(任意)し

た業者に対して、受付を通知するために使用。 

発注者 評価点通知書 
落札方式が総合評価拡充版の場合に、評価点を通知するため

に使用。 

随意契約 

発注者 見積依頼通知書 発注者が見積書を受注者へ提出依頼するために使用。 

受注者 提出意思確認書 受注者が提出意思確認書を提出するために使用。 

発注者 提出意思確認書受付票 発注者が提出意思確認書を受付けた場合に使用。 

全方式共通 

受注者 入札書/再入札書 受注者が入札価格を記入して発注者に提出するために使用。 

発注者 
再入札通知書 発注者が再度入札をする場合に受注者に通知するために使用。 

入札書受付票 発注者が入札書を受付けた場合に使用。 

受注者 見積書/再見積書 受注者が見積価格を記入して発注者に提出するために使用。 

発注者 
再見積通知書 

発注者が再度見積をする場合に受注者に通知するために使

用。 

見積書受付票 発注者が見積書を受付けた場合に使用。 

受注者 辞退届 受注者が入札を辞退する際に使用。 

発注者 辞退届受付票 発注者が辞退届を受付けた場合に使用。 

発注者 入札締切通知書 発注者が入札を締め切った場合に使用。 

発注者 見積締切通知書 発注者が見積を締め切った場合に使用。 

発注者 評価点通知書 
落札方式が総合評価拡充版の場合に、評価点を通知するため

に使用。 

発注者 変更通知書 発注者が入札に係る各種変更通知を行う場合に使用。 

発注者 保留通知書 
発注者が入札・開札後に金額の調査などをするために 

落札者の決定を保留する場合に使用。 

発注者 取止め通知書 発注者が入札を取止める場合に使用。 

発注者 中止通知書 発注者が入札を中止する場合に使用。 
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３．４ 業務フロー図 

（１） 一般競争入札 

 

入札書受信確認通知の確認 P.5-12 

入札書受付票の発行 

調達案件検索 P.3-5 

競争参加資格確認申請書の提出 P.4-2 

競争参加資格確認申請書受信確認通知の確認 P.4-11 

競争参加資格確認通知書の確認 P.4-17 

入札書提出 P.5-2 

落札者決定通知書の確認 P.5-45 

競争参加資格確認申請書受付票の確認 P.4-15 競争参加資格確認申請書受付票の発行 

競争参加資格確認通知書の発行 

資格有りの場合 

審 査 

入札参加者 発注者 

調達案件登録 

開札結果承認 

開札状況登録 

内訳書の確認 

入札書受付票の確認 P.5-33 

入札締切通知書の確認 P.5-41 入札締切通知書の発行 
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（２） 指名競争入札 

 

 

調達案件検索 P.3-5 

受領確認書の提出 P.4-24 

受領確認書受信確認通知の確認 P.4-27 受領確認書の受信確認 

審 査 

入札参加者 発注者 

調達案件登録 

指名通知書の発行 指名通知書の確認 P.4-21 

入札書受信確認通知の確認 P.5-12 

入札書受付票の発行 

入札書提出 P.5-2 

落札者決定通知書の確認 P.5-45 開札結果承認 

開札状況登録 

内訳書の確認 

入札書受付票の確認 P.5-33 

入札締切通知書の確認 P.5-41 入札締切通知書の発行 
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（３） 公募型指名競争入札 

 

 

 

調達案件検索 P.3-5 

技術資料の提出 P.4-31 

技術資料受信確認通知の確認 P.4-40 

指名/非指名通知書の確認 P.4-45 

技術資料受付票の確認 P.4-43 技術資料受付票の発行 

指名/非指名通知書の発行 

審 査 

入札参加者 発注者 

調達案件登録 

入札書受信確認通知の確認 P.5-12 

入札書受付票の発行 

入札書提出 P.5-2 

落札者決定通知書の確認 P.5-45 

指名された場合 

開札結果承認 

開札状況登録 

内訳書の確認 

入札書受付票の確認 P.5-33 

入札締切通知書の確認 P.5-41 入札締切通知書の発行 
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（４） 公募型競争入札 

 

調達案件検索 P.3-5 

参加表明書の提出 P.4-49 

参加表明書受信確認通知の確認 P.4-57 

指名/非指名通知書の確認 P.4-62 

入札書提出 P.5-2 

入札書受付票の確認  P.5-33 

落札者決定通知書の確認 P.5-45 

参加表明書受付票の確認 P.4-60 参加表明書受付票の発行 

指名/非指名通知書の発行 

指名された場合 

審 査 

入札参加者 発注者 

調達案件登録 

入札書受付票の発行 

開札結果承認 

開札状況登録 

内訳書の確認 

入札書締切通知書の発行 

入札書受信確認通知の確認 P.5-12 

入札締切通知書の確認 P.5-41 
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（５） 公募型プロポーザル 

 

調達案件検索 P.3-5 

参加表明書受信確認通知の確認 P.4-74 

選定/非選定通知書の確認 P.4-79 

見積書提出 P.6-2 

見積書受付票の確認 P.6-25 

決定通知書の確認 P.6-37 

選定/非選定通知書の発行 

 

見積参加者 発注者 

調達案件登録 

見積書受付票の発行 

開札結果承認 

開札状況登録 

参加表明書受付票の発行 

参加表明書の提出 P.4-66 

見積締切通知書の発行 見積締切通知書の確認 P.6-33 

技術提案書の提出 P.4-82 

技術提案書受付票の発行 

 

技術提案書受付票の確認 P.4-92 

審 査 

特定/非特定通知書の発行 

 

特定/非特定通知書の確認 P.4-94 

参加表明書受付票の確認 P.4-77 

技術提案書受信確認通知の確認 P.4-89 

選定された場合 

特定された場合 
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（６） 標準プロポーザル 

 

調達案件検索 P.3-5 

提出意思確認書の提出 P.4-102 

提出意思確認書受信確認通知の確認 P.4-105 

見積書提出  P.6-2 

見積書受付票の確認 P.6-25 

決定通知書の確認 P.6-37 

提出意思確認書受付票の発行 

 

審 査 

見積参加者 発注者 

調達案件登録 

見積書受付票の発行 

開札結果承認 

開札状況登録 

提出要請書の発行 提出要請書の確認 P.4-98 

見積締切通知書の発行 見積締切通知書の確認 P.6-33 

提出意思確認書受付票の確認 P.4-108 

技術提案書の提出 P.4-110 

技術提案書受付票の発行 

 

技術提案書受信確認通知の確認 P.4-117 

審 査 

特定/非特定通知書の発行 

 

特定/非特定通知書の確認 P.4-122 

技術提案書受付票の確認 P.4-120 

特定された場合 
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（７） 工事希望型指名競争入札 

 

 

 

入札書受信確認通知の確認 P.5-12 

調達案件検索 P.3-5 

技術資料の提出 P.4-129 

技術資料受信確認通知の確認 P.4-136 

入札書提出 P.5-2 

入札書受付票の確認 P.5-33 

落札者決定通知書の確認 P.5-45 

受領確認書の受信確認 

入札参加者 発注者 

調達案件登録 

入札書受付票の発行 

開札結果承認 

開札状況登録 

内訳書の確認 

提出依頼書の発行 提出依頼書の確認 P.4-126 

入札書締切通知書の発行 入札締切通知書の確認 P.5-41 

指名/非指名通知書の確認 P.4-141 

技術資料受付票の確認 P.4-139 技術資料受付票の発行 

指名された場合 

審 査 

指名/非指名通知書の発行 

審 査 
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（８） 随意契約 

 

 

 

調達案件検索 P.3-5 

提出意思確認書の提出 P.4-148 

提出意思確認書受信確認通知の確認 P.4-151 

見積書提出 P.6-2 

見積書受付票の確認 P.6-25 

決定通知書の確認 P.6-37 

提出意思確認書の受信確認 

審 査 

見積参加者 発注者 

調達案件登録 

見積書受付票の発行 

開札結果承認 

開札状況登録 

見積依頼通知書の発行 見積依頼通知書の確認 P.4-145 

見積締切通知書の発行 見積締切通知書の確認 P.6-33 

提出意思確認書受付票の確認 P.4-155 提出意思確認書受付票の発行 
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（９） 事後審査型一般競争入札 

 

 

入札書受信確認通知の確認 P.5-12 

入札書受付票の発行 

調達案件検索 P.3-5 

入札参加申込書の提出 P.4-158 

入札参加申込書受信確認通知の確認 P.4-167 

入札書提出 P.5-2 

保留通知書の確認 P.5-45 

入札参加申込書受付票の確認 P.4-170 入札参加申込書受付票の発行 

審 査 

入札参加者 発注者 

調達案件登録 

開札結果承認 

開札状況登録 

内訳書の確認 

入札書受付票の確認 P.5-33 

入札締切通知書の確認 P.5-41 入札締切通知書の発行 

落札者決定通知書の確認 P.5-45 開札結果承認 

開札状況登録 
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３．５ アナウンス表示 

（１） アナウンス一覧 

調達案件に対する発注者からのアナウンスを一覧で閲覧できます。 

操 作 

① 《調達案件一覧》画面の yyyy/mm/dd hh/mm 更新をクリックします。 

 
 

② 《アナウンス一覧》画面の表示をクリックします。 
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（２） アナウンス表示 

《アナウンス表示》画面が表示され、アナウンスの内容が閲覧できます。 

① 《アナウンス一覧》画面の戻るをクリックすると、《アナウンス一覧》画面に戻ります。 

    

 


