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修正履歴 

年月日 項 目 内 容 

H18.3.14 新規作成  
H26.3.24 公募型指名競争入札技術資料提出画

面差し替え 
添付できるファイルの容量が合計で２ＭＢまで

に変更になったことにより画面を差し替え、説明

を変更しました。 
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４．２ 公募型指名競争入札方式 

 

４．２．１ ＜技術資料を提出する＞ 

 
調達案件一覧の表示 

 
対象となる案件を検索し、調達案件一覧に表示させます。 
 

 
  

操作説明 

 
対象とする「調達案件名称」行－「入札参加資格確認申請／技術資料／参加

表明書 提出」列の、提出ボタン①をクリックします。 
 

① 



第４章 入札書（見積書）提出前の作業 
４．２ 公募型指名競争入札方式 

 ４-17 

公募型指名競争入札技術資料提出画面の表示 
 

 
 

    

① 
② 

⑦ 

⑤ 

⑧ 

⑥ 

④ 

③ 
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操作説明 

 

公募型指名競争入札技術資料を作成・提出します。 
 
1. JV として参加するのか、単独で参加するのか確認して下さい。 

・ JV として参加する場合、JV 参加①にチェックし、企業体名称②を入力し

ます。 
・ 続いて JV 構成を入力します。構成員業者の資格者番号⑤、出資比率⑥を

入力し構成員追加ボタン⑦をクリックして下さい。この操作を全構成業者

について行ってください。その際、必ずご自分の資格者番号・出資比率も

登録してください。 
※資格者番号は 16 桁で入力します（利用者登録申請時に入力した 9 桁の番号

に、システムで自動付番される番号を含めて 16 桁となります）。自社の資格者

番号は、公募型指名競争入札技術資料画面や調達案件一覧等で確認できます。

他構成員の資格者番号は、他構成員の IC カードでシステムにログインした際

に、同様の画面から確認できます。 
・ 単独で参加する場合、JV 参加①、企業体名称②、資格者番号⑤、出資比

率⑥には何も入力しないでください。 
 

2. 添付資料の追加を行います。 
・ 参照ボタン③をクリックして、添付資料を指定します。続いて、添付資料

追加ボタン④をクリックします。添付資料が複数ある場合は、同様の操作

を繰り返し添付を行ってください。 
 

3. 提出内容確認ボタン⑧をクリックします。 
    
 

項目説明 

 
（連絡先） 

JV 参加 ：JV 参加の場合、このチェックボックスをチェックします。 
企業体名称 ：JV 参加の場合、企業体名称を入力します。（60 文字以内） 
氏名 ：連絡先氏名を入力します。 
部署名 ：連絡先部署名を入力します。 
住所 ：連絡先住所を入力します。 
電話番号 ：連絡先電話番号を入力します。 
E-Mail ：連絡先 E メールアドレスを入力します。 

（JV 構成員） 
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資格者番号 ：JV 参加の場合、資格者番号を入力します。 
出資比率 ：JV 参加の場合、出資比率を入力します。 

 
提出内容確認ボタン ：提出内容確認画面に移動します。 
戻るボタン ：調達案件一覧画面に戻ります。 

 

 
 

 
 

 
 

※ 連絡先について 
・ 各市町村より当該案件について連絡等がある場合、連絡先に

入力された担当者、電話番号等に連絡が行きます。 
・ 連絡先 E メールについては、各種通知書が発行される際に、

ここで入力されたアドレス宛に通知書発行のお知らせメール

が発信されます。 
・ 連絡先を変更したい場合、この画面で変更して申請書を提出

してください。ここでの変更内容は当該案件に限って有効に

なります。 

※ 添付資料について 
・ 添付できるファイルの容量は合計で２ＭＢまでです。２ＭＢ

を超える場合やファイル形式については、各市町村の指示内

容に従って下さい。 
 

※ ＪＶの参加申請について 
・ ＪＶとして参加される場合、ＪＶ構成企業のうち、IC カード

利用者登録している代表構成員の企業のカードを使用して参

加申請を行ってください。なお、入札・見積に関する権限に

ついての委任状を書面にて提出してください。 
・ 参加申請後の各作業（指名（非指名）通知書の確認、入札書

の提出等）は、参加申請時に使用された企業の IC カードを使

用して作業を行ってください。 
・ ＪＶ参加チェック、企業体名称を入力されないと、参加申請

時に使用された IC カードの所有企業の単独での参加申請と

みなされますので注意してください。 
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公募型指名競争入札技術資料の内容確認 
 

 
 

操作説明 

 

内容を確認した後、提出ボタン①をクリックします。 
これで公募型指名競争入札技術資料が提出されます。 
 

※ この画面で提出ボタンをクリックすると、実際の提出処理が行われますのでご

注意下さい。 
    

① 
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項目説明 

 

印刷ボタン ：公募型指名競争入札技術資料印刷ウィンドウが表示さ 
れます。 

 （印刷方法については、３．８＜帳票を印刷する＞を参照してください） 
提出ボタン     ：公募型指名競争入札技術資料受付表画面が表示されま

す。 
戻るボタン ：前画面に戻ります。 
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公募型指名競争入札技術資料受信確認通知の表示 
 

 
       

操作説明 

    

公募型指名競争入札技術資料がサーバに送信されたことを示す「公募型指名競

争入札技術資料受信確認通知」が表示されます。 
これで公募型指名競争入札技術資料の提出は完了です。 
 
印刷を行いたい場合は、印刷ボタン①をクリックし、印刷用ウィンドウを呼び

出してから印刷してください。印刷完了後、調達案件一覧ボタン②をクリックす

ると、調達案件一覧画面に戻ります。 
 
※ 印刷は Internet Explorer の機能を使って行います。印刷ボタン①をクリック

しただけでは印刷されません。 
※ 公募型指名競争入札技術資料受信確認通知は、画面を閉じたり別の画面に移る

とこの後表示することができませんので注意してください。 

① ② 
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項目説明 

 

印刷ボタン ：印刷用ウィンドウを表示します。 

調達案件一覧ボタン ：調達案件一覧を表示します。 
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公募型指名競争入札技術資料受信確認通知の印刷 
 

 
    

    

操作説明 

    

印刷用の新しいウインドウが開かれるので、ブラウザの印刷アイコン①をクリ

ックし印刷したのち、×ボタン②でウインドウを閉じます。 
 

※印刷方法については、３．８＜帳票を印刷する＞にも記載されています。 

 

① 

② 
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４．２．２ ＜技術資料受付票を表示する＞ 

 
提出した技術資料が受理されると、技術資料受付票が発行されます。 

 
調達案件一覧の表示 

 
対象となる案件を検索し、調達案件一覧に表示させます。 

 

 
    

操作説明 

    
対象とする「調達案件名称」行－「入札参加資格確認申請／技術資料／参加表

明書 受付票」列の、表示ボタン①をクリックします。 

① 
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技術資料受付票の確認 
 

 
    

操作説明 

    

技術資料受付票の内容を確認します。 
確認後、戻るボタン①をクリックすると調達案件一覧画面に戻ります。 
印刷を行いたい場合は、印刷ボタンをクリックし、通知書の内容を印刷する別

ウィンドウを呼び出してから印刷してください。 
       

※ 印刷は Internet Explorer の機能を使って行います。印刷ボタンをクリックし

ただけでは印刷されません。 
 

 

項目説明 

 

印刷ボタン ：技術資料受付票印刷ウインドウを表示します。 
 （印刷方法については、３．８＜帳票を印刷する＞を参照してください） 

① 
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保存ボタン ：技術資料受付票保存ウインドウを表示します。 
 （保存方法については、３．９＜帳票を保存する＞を参照して下さい。） 
戻るボタン ：調達案件一覧を表示します。 
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４．２．３ ＜指名通知書（非指名通知書）を表示する＞ 

 
提出された技術資料に対し審査が終了すると、指名通知書または非指名通知書が発行

されます。 
 

調達案件一覧の表示 
 
対象となる案件を検索し、調達案件一覧に表示させます。 

 

 

    

操作説明 

 
対象とする「調達案件名称」行－「入札参加資格確認申請／技術資料／参加表

明書 通知書」列の、表示ボタン①をクリックします。 
 

※ 指名通知書または非指名通知書が発行されていない案件には、表示ボタン

が表示されません。 

① 
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指名通知書（非指名通知書）の確認 
 

 
※ 指名通知書の場合の例 

 

操作説明 

指名通知書（非指名通知書）の内容を確認します。 
確認後、戻るボタン①をクリックすると調達案件一覧画面に戻ります。 
 
印刷を行いたい場合は、印刷ボタンをクリックし、通知書の内容を印刷する別

ウィンドウを呼び出してから印刷してください。 

① 

 
 
 
 
 ※ここに、市町村毎の指名通知書本文が表示されます 
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※ 印刷は Internet Explorer の機能を使って行います。印刷ボタンをクリックし

ただけでは印刷されません。 
 

 

項目説明 

 

印刷ボタン ：指名通知書（非指名通知書）印刷ウィンドウを表示しま

す。 
 （印刷方法については、３．８＜帳票を印刷する＞を参照してください） 
保存ボタン    ：指名通知書（非指名通知書）保存ウインドウを表示しま

す。 
 （保存方法については、３．９＜帳票を保存する＞を参照して下さい。） 
戻るボタン ：調達案件一覧画面に戻ります。 

 
 
 

※ 非指名通知書の場合、次のような画面になります。 
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