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４. 入札方式別の操作 

４．１ 一般競争入札 

一般競争入札とは、あらかじめ概要などを示した公告を行い、広く一般に入札参加希望者を

募り、その中の資格要件を満たした業者全員が入札に参加する方式です。 

一般競争入札に参加する場合は、まず、競争参加資格確認申請書を提出します。 

発注者は提出された申請書を審査後、その結果を通知し、入札参加資格を認められた業者が

入札に参加できます。 

（１） 業務の流れ 

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） 競争参加資格確認申請書の提出 

《調達案件一覧》画面で案件情報を確認し、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には、必ず必要書類(技術資料など)を添付し、提出します。 

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 《調達案件一覧》画面で、競争参加資格確認申請書を提出する案件の競争参加資格確認 
申請/参加表明書/技術資料欄の提出欄の提出をクリックします。 
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▼△アドバイス△▼ 

調達案件概要の確認 

 

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。 

●落札方式が総合評価拡充版の場合、「評価値の算出方式」「評価項目名称」「疑義の受付期限」 

 も表示されます。 

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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（３） 競争参加資格確認申請書の入力 

競争参加資格確認申請書を入力します。 

操 作 

① JV として参加する場合は、「JV参加」の□をクリックし、チェックを付けます。 

●チェックを付けると、「企業体名称:」が入力できます。 

●JVとして参加する場合の取り扱いは、発注者によって異なる場合があります。 

 ここで説明している方式以外に、別途個別の企業としてあらかじめ登録しなければ 

 ならない場合もありますので、該当する発注者にご確認ください。 

② 「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」を確認します。 

●利用者登録で登録した情報が表示されます。変更する場合は、項目を再度入力しま

す。 

③ 画面を下へスクロールします。 
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配置予定技術者届や技術者の資格・工事経験調書など、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。 

④ 添付資料の参照をクリックします。 
 
 

▼△注 意△▼ 

連絡先などの変更入力 

表示される連絡先などの情報は、利用者登録で登録した情報です。 

｢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 

案件ごとに変更できます。 

ただし、変更した連絡先などはこの案件だけで有効です。 

② 

④ 

① 
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（４） 添付ファイルの選択 

《ファイルの選択》画面が表示されます。 

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。 
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（５） 添付ファイルの追加 

選択した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。 

添付資料の項目に選択した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。 

添付した資料を表示する場合は、表示をクリックします。 

添付した資料を削除する場合は、削除をクリックします。 

複数の資料を添付する場合は、(3)競争参加資格確認申請書の入力～(5)添付ファイル

の追加の操作を繰り返します。 

競争参加資格確認申請書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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 ▼△参 考△▼ 

VE 提案書の追加 

 

添付資料を添付する同じ操作で、VE提案書を追加できます。 

① VE提案書の参照をクリックします。 

② ファイルを選択し、開くをクリックします。 

③ VE提案書追加をクリックします。 
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（６） 提出内容の確認 

競争参加資格確認申請書の提出内容を確認します。 

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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（７） 競争参加資格確認申請書の提出 

《競争参加資格確認申請書》画面が表示されます。 

必要に応じて、競争参加資格確認申請書を印刷します。 

●印刷の操作は、3.3帳票印刷・帳票一覧 P.3-22を参照してください。 

競争参加資格確認申請書を提出します。 

操 作 

① 表示内容を確認し、提出をクリックすると、競争参加資格確認申請書が発注者に提出され
ます。 

競争参加資格確認申請書の内容に修正がある場合は、戻るをクリックし、 
《競争参加資格確認申請書》画面で修正します。 
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（８） 競争参加資格確認申請書受信確認通知の印刷 ① 

競争参加資格確認申請書が発注者に受信されると、発注者から競争参加資格確認申請書受信

確認通知が発行されますので、その内容を確認します。 

競争参加資格確認申請書受信確認通知は、競争参加資格確認申請書が正常に送信されたこと

を証明するものです。 

後から印刷することができないため、必ずこの時点で印刷してください。 

操 作 

① 印刷をクリックします。 
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（９） 競争参加資格確認申請書受信確認通知の印刷 ② 

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

競争参加資格確認申請書受信確認通知を印刷します。 

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信確認通知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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（１０） 調達案件一覧画面に戻る 

《調達案件一覧》画面に戻ります。 

操 作 

① 調達案件一覧をクリックします。 

調達案件一覧は、印刷すると、水色に変わります。 

グレー表示のときは、クリックしても《調達案件一覧》画面に戻りませんので、必ず

競争参加資格確認申請書受信確認通知を印刷してください。 
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▼△アドバイス△▼ 

競争参加資格確認申請書の再提出 

 

競争参加資格確認申請書の内容に不備がある場合、発注者の判断で再申請が許可されることが

あります。 

許可があった場合は、《調達案件一覧》画面で、競争参加資格確認申請書を再提出する案件の

競争参加資格確認申請/参加表明書/技術資料欄の再提出欄の再提出をクリックし、内容を修正

の上、再度提出します。 

競争参加資格確認申請書の提出の操作は、(3)競争参加資格確認申請書の入力を参照してくだ

さい。 
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（１１） 競争参加資格確認申請書受付票の確認 

競争参加資格確認申請書が発注者に受理されると、競争参加資格確認申請書受付票が発行さ

れます。 

《調達案件一覧》画面で、競争参加資格確認申請書受付票を確認します。 

操 作 

① 《調達案件一覧》画面で、競争参加資格確認申請書受付票を確認する案件の 
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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（１２） 調達案件一覧画面に戻る 

《競争参加資格確認申請書受付票》画面が表示されますので、内容確認後《調達案件一覧》

画面に戻ります。 

必要に応じて、競争参加資格確認申請書受付票を印刷または保存してください。 

●印刷または保存の操作は、3.3帳票印刷・帳票一覧 P.3-22を参照してください。 

《調達案件一覧》画面に戻ります。 

操 作 

① 戻るをクリックします。 

 

 

▼△アドバイス△▼ 

競争参加資格確認申請書受付票の保存 

 

保存をクリックすると、競争参加資格確認申請書受付票を保存できます。 

保存の操作は、3.3帳票印刷・帳票一覧を参照してください。 
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（１３） 競争参加資格確認通知書の確認 

発注者は、提出された競争参加資格確認申請書を審査し、その結果、指名・非指名を通知す

る、競争参加資格確認通知書を発行します。 

《調達案件一覧》画面で、競争参加資格確認通知書を確認します。 

操 作 

① 《調達案件一覧》画面で、競争参加資格確認通知書を確認する案件の競争参加資格確認 
申請/参加表明書/技術資料欄の通知書欄の表示をクリックします。 

《競争参加資格確認通知書》画面が表示されます。 
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（１４） 調達案件一覧画面に戻る 

《競争参加資格確認通知書》画面の競争参加資格の有無欄に、審査結果が表示されますので、

内容確認後《調達案件一覧》画面に戻ります。 

必要に応じて、競争参加資格確認通知書を印刷または保存してください。 

●印刷または保存の操作は、3.3帳票印刷・帳票一覧 P.3-22を参照してください。 

《調達案件一覧》画面に戻ります。 

操 作 

① 戻るをクリックします。 

▼△アドバイス△▼ 

競争参加資格確認通知書の保存 

 

保存をクリックすると、競争参加資格確認通知書を保存できます。 

保存の操作は、3.3帳票印刷・帳票一覧 P.3-22を参照してください。 

 

 



４．１ 一般競争入札 

4－19 

 

 

▼△参 考△▼ 

競争参加資格確認通知書(非指名の場合)の確認 

 

《競争参加資格確認通知書》画面の競争参加資格の有無欄に、審査結果が表示されます。 

必要に応じて、競争参加資格確認通知書を印刷または保存します。 

●印刷または保存の操作は、3.3帳票印刷・帳票一覧を参照してください。 

 

 

 

 


