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◆ 注意 ◆

◆指名競争入札の場合の操作手順の概要

１ 指名通知のおしらせ【メール】

２ 指名通知書の確認・受領確認書の提出【電子入札システム】

３ 入札書の提出【電子入札システム】

４ 開札、落札決定【電子入札システム】

◆随意契約の場合の操作手順の概要

１ 見積依頼のおしらせ【メール】

２ 見積依頼書の確認【電子入札システム】

３ 見積書の提出【電子入札システム】

４ 開札、落札決定【電子入札システム】

◆随意契約の電子くじ実施について

平成２１年３月２４日以降に見積依頼する案件より、 低価格の方が複数あった場合には

電子くじにより契約相手方を決定します。

電子メールの確認

指名通知書・見積依頼書が発行されると、通知書発行をお知らせする電子メールが送信され

ます。電子メールには、発注機関の名称や案件名称が記載されていますので確認を行います。

なお、電子メールはインターネット回線やプロバイダ、利用者パソコンの状況、利用者登録

時のメールアドレス誤設定などにより届かなかったり遅延したりする場合がありますので、こ

まめに調達案件一覧（4 ページ）をご確認ください。

電子入札システムから送信されるメールについては、16 ページもご覧下さい。

メール 指名競争入札の場合⇒◇指名競争入札通知書到着のお知らせ

標題 随意契約の場合 ⇒◇見積依頼書到着のお知らせ

宮崎県

メール 宮崎県県土整備部 発注機関を確認

本文 管理課

電子入札システムにて通知書を確認してください。

調達案件番号：4500000000000000000-00
調達案件名：○○○○○○○○○○○ 案件名称を確認

発行日時：20xx 年 xx 月 xx 日 xx 時 xx 分
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諸規定を確認します

①宮崎県公共事業情報サービスのページを表

示します。

②諸規定を押します。

※このページに記載された入札実施に関する

諸規定を必ず確認してください。

・電子入札実施要領、運用基準

・その他、入札実施に関する諸規定

電子入札システムに入ります

③電子入札システムボタンを押します。

電子入札システムの運用時間は

７時～２２時です

（休日・祝日も利用可能）

ただし、メンテナンスを実施する際

には上記運用時間内であっても運用を

停止する場合があります。

なお、早朝及び夜間、休日・祝日に

おける問い合わせは受け付けておりま

せん。

②「諸規定」を確認する

③押す
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④確定を押します

⑤電子入札を利用するパソコンのＪＲＥバ

ージョンにあった方の電子入札システム

を押します。

※利用されている JRE のバージョンが不明

な場合は JRE バージョン確認を押すと、

バージョンを確認することができます。

⑥「セキュリティ情報」画面が表示された

場合ははいを押してください。

この画面は表示されない場合もあります。

⑦画面上部中央に"年月日・時刻 "が表示さ

れるのを確認します。

※"年月日・時刻"が表示されない場合は、

電子入札システムの設定が完了してい

ない可能性が有ります。再度設定の確

認を行ってください。

⑧電子入札システムを押します

⑨ PIN 番号を入力します。担当者名は入力

不要です。

※ PIN 番号とは、認証局から通知された IC
カードの暗証番号です。

⑩ OK ボタンを押します。

④押す

⑤

JREのバージョンが

不明な場合は押す

⑧押す

⑥押す

⑦日時表示を確認

⑨入力

⑩押す
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案件の検索（その１）
検索条件を指定して案件を表示します。

指名通知書(見積依頼書)の確認、入札書(見積書)提出時の検索条件例

⑪部局を選択します。

⑫「工事」及び「委託」の指名競争入札と随意契約選択します。

※業務内容によっては、建設工事の会社に「委託」の指名通知書や見積依頼書を発行

する場合がありますので、「工事」・「委託」の両方を選択してください。

⑬「案件状態」で全てを選択し、「結果登録済みの案件を表示しない場合はチェックし

てください」の□チェックを外します。

⑭指名通知書、見積依頼書を確認する時には調達案件一覧ボタンを押します。

入札書・見積書を提出する時には入札状況一覧ボタンを押します。

開札状況の確認・落札決定通知の閲覧時の検索条件例

⑪部局を選択します。

⑫「工事」及び「委託」の指名競争入札と随意契約選択します。

⑬「案件状態」で入札書提出済を選択し、「結果登録済みの案件を表示しない場合はチ

ェックしてください」の□チェックを外します。

⑭入札状況一覧ボタンを押します。

※「入札情報サービス」と「電子入札システム」では部局・発注機関名称が異なる

場合がありますのでご注意ください。

入札情報サービスでの名称 電子入札システムでの名称
環境森林部 西臼杵支庁（環境森林）
農政水産部 西臼杵支庁（農政水産） 総務部 西臼杵支庁
県土整備部 西臼杵支庁（県土整備）
環境森林部 ○○農林振興局（環境森林）
農政水産部 ○○農林振興局（農政水産）

農政水産部 ○○農林振興局

農政水産部 ○○土木事務所（農政水産） 県土整備部 ○○土木事務所
農政水産部 ○○港湾事務所（農政水産） 県土整備部 ○○港湾事務所

⑪部局を選択

⑬

⑫

⑭
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案件の検索（その２）
○Ａ 簡易案件検索ボタンを押すと「簡易調達案件検索」画面が表示され、簡単な条件入力で検索

を行えます。

細かな条件を指定して、表示される案件数を絞りたい場合には、前ページの「案件の検索

（その１）」の方法をご利用ください。

○Ｂ 部局を選択します。

○Ｃ 検索方法をで参加中の調達案件を選択します。

○Ｄ 「結果登録済の案件を表示しない場合はﾁｪｯｸしてください」の欄の□チェックを外します。

○Ｅ 指名通知書、見積依頼書を確認する時には調達案件一覧ボタンを押します。

入札書、見積書を提出する時には入札状況一覧ボタンを押します。

(Ｂ)

(Ｃ)

(Ｄ)

(Ａ)

(Ｅ)
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指名通知書の確認 ※随意契約の場合は８ページへ
⑮調達案件一覧画面を表示し、通知書欄の表示

ボタンを押します。

検索結果が多い場合には、次ページ以降に

表示されている場合があります。ページ切替

ボタンを押してください。

⑯「指名競争入札通知書」の内容を確認後戻る

ボタンを押します。

⑰提出欄の提出ボタンを押します。

※受領確認書は、指名通知を見たことを発注機

関に知らせる機能です。入札書提出意思の有

無に関わらす、必ず提出してください。

なお、平成 22 年 4 月より受領確認書を提出し

ていないと入札書を提出することはできませ

ん。

⑱提出内容確認ボタンを押します。

⑮押す

ページ切替

⑯押す

⑰押す

⑱押す
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⑲「受領確認書」の確認画面が表示されますの

で提出ボタンを押します。

⑳「受領確認書送信確認票」が表示されますの

で、印刷ボタンを押します。

○21 印刷用の別画面が表示されますので、プリン

タアイコンを押して印刷します。

○22 印刷用画面は、右上の×を押して閉じます。

○23 調達案件一覧ボタンを押して、調達案件一覧

画面に戻ります。

○24 提出欄のボタンが提出から表示に変わってい

ることを確認してください。

※電子入札システムでの次の操作は、入札書提

出となります。電子入札システムは終了し、

入札情報サービス【入札公告】から設計書等

のダウンロードを行ってください。

⑲押す

⑳押す

(21)押す
(22)押す

(23)押す

(24)確認
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見積依頼書の確認
○25 調達案件一覧画面を表示し通知書欄の表示

ボタンを押します。

○26 見積依頼書の内容を確認後、戻るボタンを

押します。

(25)押す

(26)押す
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入札書、見積書の提出

※マニュアルでは随意契約の画面を使用しています。指名競争入札の場合には、ボタンや通知

書の「見積」部分が「入札」となります。

○27 見積書提出（指名競争の場合は入札書提出）ボタン

を押します。

（辞退する場合には辞退届欄の提出ボタンを

押します。）

○28 検索された案件が多い場合には、複数ペ

ージに分けて表示されます。ページ切替ボ

タンを押してください。

※入札書、見積書の提出期間は、指名通知

書や見積依頼書をご覧ください。

※指名競争入札の場合、受領確認書が提出さ

れていないと右のメッセージが表示されま

す。ＯＫボタンを押して、調達案件一覧か

ら受領確認書を提出してください。（6 ペ

ージ参照）

パソコンが壊れ修理が間に合わない場合や、 IC カードの更新手続き中の場合な

どは「紙入札」に切り替える事が可能ですが、発注機関に連絡を行ったうえで、開

札時刻までに入札書等を持参する必要があります。

入札書・見積書の提出は、十分な時間の余裕を持って操作してください。

《紙入札へ切り替える場合の手続き》

○A 発注機関へ連絡を行います。

○B 「紙入札（見積）方式移行承諾願い」（様式７）を発注機関へ提出します。

○C 発注機関が、紙方式への切り替えを認めた場合には、指名通知書・見積依頼書に記載

された開札日時に入札書・見積書、委任状（代表者以外の方が持参される場合）を書

面で持参します。

※○B ○C で利用する様式は、「様式のダウンロード」（２ページ②諸規定の下）に掲載して

います。なお、パソコンの故障などで、このページをご覧いただけない場合には、発

注機関にご相談ください。

※ ICカードの有効期限切れによる紙入札への切り替えは認められません。

(28)ページ切替

(27)押す
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○29 見積書（指名競争の場合は入札書）に見積金額（指

名競争の場合には入札額）とくじ番号を入力しま

す。

※「くじ番号」は電子くじで落札候補者を

決定する場合に利用する数字です。任意

の３桁の数字を入力してください。電子

くじの仕組みや計算方法については、諸

規定のページ（②参照）をご覧ください。

○30 提出内容確認ボタンを押します。

○31 内容を確認後、見積書提出（指名競争の場合は

入札書提出）ボタンを押します。

○32 内容を再確認し、見積書（指名競争の場合は入

札書）を提出する場合は OK ボタンを押し

ます。

(29)入札金額などを入力

(30)押す

(31)押す

(32)押す
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○33 「見積書送信確認票」（指名競争の場合は「入札書送信

確認票」）が表示されますので、印刷ボタンを押

します

※送信確認票は、見積書（指名競争の場合は入札書）が

正常に送られたことを証明するものです。必ず

印刷し保管してください。

※通信障害等、何らかの原因により送信確認票が

表示されなかった場合には、全てのインターネ

ットエクスプローラーを閉じた後、再度電子入

札システムを起動し、○38 の「見積書受付確認

通知書」（指名競争の場合は「入札書受付確認通知書」）を

表示させて印刷・保管してください。

なお、見積書（指名競争の場合は入札書）が正常に送

信されていない場合（送信確認票や受付確認通

知書が表示されない場合）には、再度見積書（指

名競争の場合は入札書）を提出してください。

○34 印刷用の画面が表示されますので、プリンタ

アイコンを押して印刷を行います。

○35 右上の×ボタンで印刷用の画面を閉じてくだ

さい。

○36 入札状況一覧ボタンを押します。

(33)押す

Ａ

電子くじを実施する場合には、○30 で入

力した「くじ番号」と○Ａ に表示されて

いる見積書受付日時を用いて当選者が

決まります。電子くじの仕組みについ

ては、諸規定のページ（②参照）をご

覧ください。

(34)押す
(35)押す

(36)押す
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○37 「受付票／通知書一覧」欄の表示ボタンを押し

ます。

○38 「見積書受付確認通知書」（指名競争の場合は「入札

書受付確認通知書」）欄の表示ボタンを押します。

※「見積書受付確認通知書」（指名競争の場合は「入札書

受付確認通知書」）が発行されるまでには、見積書（指

名競争の場合は入札書）提出から５分程度かかりま

す。表示ボタンが表示されていない場合は、数

分待ってから 新表示ボタンを押してくださ

い。

※「見積書受付確認通知書」（指名競争の場合は「入札書

受付確認通知書」）が発行されると、「見積書受付確

認のお知らせ」（指名競争の場合は「入札書受付確認のお

知らせ」）メールも送信されます(P16 のⅠ)

(37)押す

(38)押す
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開札状況の確認

予定価格を落札者決定後に公表する案件では、再入札や不落随契が実施される場合があり

ます。必ず、開札予定時刻に電子入札システムを開いて、開札状況を確認してください。

○39 案件を検索（4･5 ページ参照）し、入札状況一

覧画面で「状況」欄の表示ボタンを押します。

○40 「案件状況」欄に開札の進行状況が随

時表示されます。

開札の進行に合わせて「案件状況」欄の表示が次の様に変化します。

Ａ開札が始まる前 ⇒ 入札(見積)受付

Ｂ開札が始まった時 ⇒ 入札(見積)締切 ※メールも送信されます(P16 のⅢ)

Ｃ入札書を開いた時 ⇒ 開札執行済み

Ｄ再入札を実施する時 ⇒ 入札(見積)受付※メール送信有(P16 のⅣ)

Ｅ開札が始まった時 ⇒ 入札(見積)締切 ※メール送信有(P16 のⅢ)

Ｆ入札書を開いた時 ⇒ 開札執行済み

Ｇ不落随契を行う時 ⇒ 状況登録済み ※メール送信有(P16 のⅤ)

※作業状況欄で、随意契約対象者には「随契」と表示されます

Ｈ見積依頼書を発行した時 ⇒ 入札(見積)受付※メール送信有(P16 のⅥ)

Ｉ開札が始まった時 ⇒ 入札(見積)締切 ※メール送信有(P16 のⅢ)

Ｊ入札書を開いた時 ⇒ 開札執行済み

Ｈ再見積依頼書を発行した時 ⇒ 入札(見積)受付※メール送信有(P16 のⅥ)

Ｉ開札が始まった時 ⇒ 入札(見積)締切 ※メール送信有(P16 のⅢ)

Ｊ見積書を開いた時 ⇒ 開札執行済み

Ｋ落札候補者が決まった時 ⇒ 状況登録済み（落札候補有り）

Ｌ落札者が決まった時 ⇒ 結果登録済み（落札者決定／契約締結）※メール有(P16 のⅦ)

※随意契約決定通知書（指名競争の場合は「落札決定通知書」）が発行された時に表示されます。指

名競争入札・随意契約の場合は、事後審査の必要が無いため、通常は開札日に決定通知

書が発行されます。

(39)押す

(40)確認する

再

度

入

札

不
落
随
契

参加者名 入札額

再

見

積

指
名
競
争
入
札

随

意

契

約
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再入札・不落随契・再見積になった場合の操作

○41 「受付票 /通知書一覧」欄の表示ボタン

を押して「入札状況通知書一覧」画面を

開きます。

○Ａ 指名競争入札で、 低制限価格が有る場

合に、１回目の入札で 低制限価格未満

となった方は失格となり、摘要欄に「失

格」と表示されます。

○42 通知書の表示ボタンを押して通知書を

表示し、前回の 低価格や提出締切時刻

などを確認します。

○43 見積書提出（指名競争の場合は入札書提出）ボタ

ン（辞退される場合には辞退ボタン）を

押します。提出方法は○27 ～○38 と同じで

す。

○44 状況欄の表示ボタンを押して開札状況

を確認します。

※全者の見積書（指名競争の場合は入札書）が揃

った場合には、締切時刻を待たずに開札

を行う場合があります。開札を円滑に行

うために、早めに再見積書・再入札書を

提出して頂くようお願いします。開札時

刻を変更した場合には、「日時変更通知」

が発行され、○41 「受付票 /通知書一覧」

で確認することができます。

※指名競争入札の再入札は１回です。再入

札で落札候補者が決まらない場合は、不

落随契となる場合があります。

※見積金額が予定価格以下とならない場合

は、再度、見積依頼書を発行する場合が

あります。落札者が決まるか、入札が取

りやめになるまで電子入札システムを確

認して頂くようお願いします。

(43)確認

(44)提出

画面を更新

する時に押す

Ａ

(45)提出 (46)押す
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決定通知の確認

○45 案件を検索（4･5 ページ参照）し、入札

状況一覧画面で「受付票 /通知書一覧」

欄の表示ボタンを押して「入札状況通知

書一覧」画面を開きます。

○46「随意契約決定通知書」（指名競争の場合は「落

札決定通知書」）の表示ボタンを押します。

※「随意契約決定通知書」（指名競争の場合は「落

札決定通知書」）は、参加者全者に発行され

ます。

(45)押す

(46)押す
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（参考）電子入札システムから発行されるメール
電子入札システムから、以下の時点において「お知らせ」のメールが送信されます。
なお、電子メールはインターネット回線やプロバイダ、利用者パソコンの状況、利用者登録

時のメールアドレス誤設定などにより届かなかったり遅延したりする場合があります。
※随意契約の場合には、「入札」の部分が「見積」と表記されます。

Ⅰ入札書（見積書）を提出した時
標題：指名競争の時⇒◇入札書受付確認通知書到着のお知らせ

随意契約の時⇒◇見積書受付確認通知書到着のお知らせ
時期：入札書（見積書）提出後、すぐに送信されます。

Ⅱ辞退届を提出した時
標題：◇辞退届受付確認通知書到着のお知らせ
時期：辞退届提出後、すぐに送信されます。

Ⅲ開札が始まった時
標題：◇入札書受付締切通知書到着のお知らせ
時期：開札を始めた時に送信されます。開札の進行状況により開札予定時刻よりも若干遅れ

る場合があります。

Ⅳ再入札書が届いた時
標題：◇再入札書到着のお知らせ
時期：予定価格事後公表の案件で、１度目の開札で有効札が全て予定価格を上回り、再入札

書が発行された時に送信されます。電子入札システムの入札状況一覧画面で、再入札
通知書を確認してください。

Ⅴ不落随契を行う時
標題：◇不落随契のお知らせ
時期：予定価格事後公表の案件で、再入札を実施しても落札候補者が決まらず、不落随契を

実施する場合に発行されます。電子入札システムの入札状況一覧画面を確認してくだ
さい。なお、このメールは、随意契約の見積依頼を行う方（ 低入札額の方）以外の
方にも発行されます。

Ⅵ不落随契の見積依頼書を発行した時
標題：◇再見積依頼書到着のお知らせ
時期：予定価格事後公表の案件で、再入札を実施しても落札候補者が決まらず、不落随契を

実施する場合に発行されます。電子入札システムの入札状況一覧画面で見積依頼書を
確認してください。なお、このメールは、随意契約の見積依頼を行う方（ 低入札額
の方）のみに発行されます。

Ⅶ落札者（契約相手方）を決定した時
標題：指名競争の時⇒◇落札決定通知書到着のお知らせ

随意契約の時⇒◇随意契約決定通知書到着のお知らせ
時期：落札者（契約相手方）が決定し、「落札決定通知書」・「随意契約決定通知書」が発行

された時に送信されます。落札者だけでなく、参加者全員に発行されます。

Ⅷ日時が変更された時
標題：◇入札(見積合わせ)日時変更通知書到着のお知らせ
時期：入札事務の都合などにより日時を変更した場合に送信されます。

再入札や不落随契の際に、全者の札が揃った場合などは日時を変更して開札時刻を早
める場合があります

Ⅸ電子くじとなった時
標題：◇くじ実施のお知らせ
時期：開札の結果、電子くじとなった場合に送信されます。当選者は落札決定通知書・随意

契約決定通知書でご確認ください。
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