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1-1. 導入の背景と目的
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背景
電子入札システムとは、入札公告や指名通知から開札までの手続きを、

インターネットを利用して電子的に行うものです 。

奈良県内の自治体での導入が進んでおり、田原本町においても契約事務の

効率化・一元化及びその拡張性の観点から、導入の必要性が高まっています。

目的
公共調達事務の効率化、迅速化及び入札手続の透明性、公正性、

競争性の向上及びこれに関わる企業等の負担軽減を図ることが目的です。

また、事務手続きに関する対面での接触機会を減らすことで、新型コロナ
ウイルスの感染拡大防止を図ります。



利便性の向上（入札に係るコスト削減）
事業者においては、郵便入札への参加に必要であった郵送料が節減できるほか、

役場へ来庁する回数が減少します。

紙資源の節約（ペーパーレス化の推進）
電子化システムの利用により、紙での提出が最小限となるため、紙資源の節約に

なります。

業務の効率化・迅速化（機会の拡大及び行政サービスの向上）
事業者においては、事務所でのパソコン操作により複数の入札に参加することが

できます。

発注者においては、入札や入札結果の公表に関する業務の効率化を図ることが

できます。

1-2. 導入のメリット
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電子入札システムで扱う範囲

入札方式

電子入札コアシステム

 参加申請書の提出

 指名通知書等の確認

 入札書の提出

 開札結果の確認

1-3. 範囲・入札方式

5

方式 建設工事
測量・設計

コンサルタント等

一般競争入札 ○ ○

指名競争入札 ○ ○

入札情報サービス(PPI)

 発注見通しの公表

 入札公告の閲覧

 開札結果の閲覧

 公告、設計書等のダウンロード



電子入札システム運用開始：令和３年４月１日（木）

1-4. 導入スケジュール
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区分 方式 令和２年度 令和３年度

建設工事
一般競争入札

指名競争入札

測量・設計
コンサルタント等

一般競争入札

指名競争入札

電子入札

電子入札

電子入札

R3/4/1

電子入札郵便入札

郵便入札

郵便入札

郵便入札

令和３年４月１日以降に公告、指名通知を行う案件はすべて電子入札

システムにて実施します。

システムへの利用者登録の開始は令和３年３月中旬を予定しています。



1-5. 処理の流れ
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発注者（田原本町） 入札参加者（業者）

調達案件作成 入札公告の確認

参加申請参加申請受付

参加資格審査 参加資格確認

業者選定 指名通知確認

入札書提出入札書受付

入札締切通知・開札 締切通知受領

入札結果通知 入札結果確認

一般競争入札の場合

指名競争入札の場合

契約手続き

参加申請書

入札書

内訳書

添付資料

事後審査 事後審査資料提出

一般競争入札の場合



機器（パソコン、回線）等の準備
以下の推奨環境を満たしているパソコンやソフトウェア、回線が必要です。

① ハードウェア環境

1-6. 準備事項 ( 1/3 )
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項目 推奨環境

パソコン Windows パソコン

CPU Intel Core Duo 1.6GHz 同等以上
Intel Core i3 3.0GHz 以上を推奨

メモリ ２GB以上を推奨

ディスク 空き容量が１GB以上

ディスプレイ解像度 1,024×768（VGA）以上

USBポート 空きUSBポート１ポート以上
※ ICカードリーダが接続できること

プリンタ 通知書を印刷する場合は、Ａ４用紙を印刷できるプリンタを
ご準備ください



1-6. 準備事項 ( 2/3 )
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② ソフトウェア環境

③ ネットワーク環境

項目 推奨環境

OS Windows8.1/Windows8.1 Pro
Windows10 Home/Pro
※ 32bit版/64bit版のどちらでも可

ブラウザ Internet Explorer 11
※Microsoft Edge、Chrome、Firefoxには非対応

.Net Framework .Net Framework4.6.1以降

電子入札関連ソフト 電子入札システム対応の民間認証局より提供

項目 推奨環境

回線 インターネットに接続できる回線があること

電子メール 電子メールが送受信できる環境であること

通信プロトコル 次の通信プロトコルが通過可能であること
「HTTP」「HTTPS」「LDAP」



1-6. 準備事項 ( 3/3 )
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ICカード等の準備
電子入札システムをご利用いただくためには、入札参加資格を申請した際の

代表者（委任している場合は受任者）名義のICカード及びICカードリーダが

必要です。

対応のIC カードをお持ちでない方は、電子入札コアシステム対応の民間認証局

よりご購入ください。

※ ICカードのお申し込みから取得までは、およそ２週間～１ヶ月ほどかかります

【電子入札コアシステム対応の民間認証局お問い合わせ一覧】

URLはこちら

http://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/inadvance/agencylist.html

電子入札システム 認証局 検索

http://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/inadvance/agencylist.html


（２）電子入札システム操作説明 ～入札準備編～

2-1. 案件の検索・確認

2-2. 利用者登録



2-1. 案件の検索・確認 ( 1/7 )
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入札情報サービス
案件の公告情報や入札結果等は、入札情報サービスより確認することが

できます。入札情報サービスへのアクセス方法は、後日ホームページへ掲載します。

【入札情報サービスの主な機能】

※ 本説明会では「入札公告の閲覧」機能について説明します。
※ その他の機能については、後日ホームページに掲載するマニュアルを参照してください。

機能 内容

発注見通しの公表 案件の発注見通しを確認する機能です。

入札公告の閲覧
案件の公告情報を確認する機能です。
案件への参加に必要な資料等をダウンロードできます。

入札結果の閲覧 案件の入札結果を確認する機能です。



2-1. 案件の検索・確認 ( 2/7 )
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入札公告の閲覧手順
入札公告の閲覧は、入札情報サービスのトップメニューからそれぞれの手続きに該

当するボタンを押して行います。

案件の確認
・ 参加要件の確認
・ 日程の確認
・ 公告、設計書のダウンロード

調達区分の指定
・ 建設工事
・ 設計コンサルタント等

田原本町ホームページ

入札情報サービス
トップメニュー

入札公告検索

入札公告一覧画面

入札公告詳細画面



2-1. 案件の検索・確認 ( 3/7 )
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入札情報サービストップメニュー

閲覧したい調達区分の
「入札公告情報」をクリックします



入札公告検索

2-1. 案件の検索・確認 ( 4/7 )
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検索条件を入力して
「検索」ボタンをクリックします



2-1. 案件の検索・確認 ( 5/6 )
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入札公告一覧画面

閲覧したい案件の「件名」をクリックすることで
案件の詳細を確認することができます



2-1. 案件の検索・確認 ( 6/7 )
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入札公告詳細画面

案件の詳細確認や
資料のダウンロードを行うことができます



2-1. 案件の検索・確認 ( 7/7 )
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入札公告詳細画面
設計図書等の閲覧の際は、指名通知書等で通知されるパスワードを入力し、

資料を確認します。

業者番号とパスワードを入力することで、
パスワードが設定された資料が
ダウンロードできます。



2-2. 利用者登録 ( 1/7 )
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電子コア入札システム
電子入札コアシステムでは、主に参加申請や入札書の提出を行います。

田原本町の電子入札システムは、奈良県や奈良市と同じコアシステムを

ベースとして開発されています。そのため、システムの操作は基本的に、奈良県や
奈良市のシステムと大きな差はありません。

利用者登録
電子入札システムは、ICカードでログインします。そのため、利用者登録を行って

いない場合、電子入札システムを利用することができません。

【電子入札システムの利用者登録機能】

ICカード内の証明書情報と、登録業者情報を結びつける作業を行います。

この利用者登録作業後、初めて電子による参加申請、入札書の提出が
可能になります。



利用者登録の手順
利用者登録の手続きは、電子入札システムの利用者登録メニューから

それぞれの手続きに該当するボタンを押して行います。

2-2. 利用者登録 ( 2/7 )
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田原本町
ホームページ

利用者登録／電子入札
選択画面

利用者登録メニュー

資格審査情報検索

利用者情報入力／登録

作業の指定
・ 登録
・ 変更
・ ICカード更新



2-2. 利用者登録 ( 3/7 )

21

利用者登録／電子入札選択画面

「利用者登録」をクリックします



2-2. 利用者登録 ( 4/7 )
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利用者登録メニュー

① 「利用者登録処理」ボタンを
クリックし、利用者登録メニューを開きます

② 「登録」ボタンをクリックします



資格審査情報検索

2-2. 利用者登録 ( 5/7 )

23

① 「業者番号」、「商号又は名称」に
入力します

※「業者番号」、「商号又は名称」には業者番
号通知書（令和３年３月上旬頃通知予
定）に記載の 「業者番号(10桁)」と「商号又
は名称」を記載の通りに入力してください

② 「検索」ボタンをクリックします



2-2. 利用者登録 ( 6/7 )
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利用者情報入力

必要事項を入力し、
「入力内容確認」ボタンをクリックします



2-2. 利用者登録 ( 7/7 )
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利用者情報登録

内容を確認して
「登録」ボタンをクリックします

※ 以上で利用者登録処理は完了です



（３）電子入札システム操作説明 ～入札参加編～

3-1. 参加申請書の提出

3-2. 入札書の提出

3-3. 開札結果の確認

3-4. 指名通知書の確認



入札参加の手順
ここでは、入札参加時に操作する画面を一部ご紹介します。

電子入札システムで案件を検索する方法や各画面を開く手順は、

後日ホームページに掲載するマニュアルを参照してください。

【入札参加時に操作する主な画面】

※1 一般競争入札と同様の画面のため、本説明会では省略します。

（３）電子入札システム操作説明 ～入札参加編～

27

入札方式 画面

一般競争入札

参加申請書提出画面／参加資格確認画面

入札書提出画面

入札結果通知書画面

指名競争入札

指名通知書確認画面

入札書提出画面 ※1

入札結果通知書画面 ※1



簡易調達案件検索画面

3-1. 参加申請書の提出 ( 1/7 )
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① 電子入札システムへログインすると
簡易調達案件検索画面が表示されます

② 「調達案件検索」
ボタンをクリックします



調達案件検索画面

3-1. 参加申請書の提出 ( 2/7 )
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検索条件を入力して
「調達案件一覧」ボタンをクリックします

※ 参加申請ではなく、入札処理(入札書の提出等)を
行う際は、「入札状況一覧」ボタンをクリックして
検索してください



調達案件一覧画面

3-1. 参加申請書の提出 ( 3/7 )
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参加申請を行う案件の
「提出」ボタンをクリックします

発注者からのアナウンスがある場合、クリックし、
確認します。



3-1. 参加申請書の提出 ( 4/7 )
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参加申請書入力画面

② 「提出内容確認」
ボタンをクリックします

① 参加に必要な書類を
確認し、添付資料を登録します



3-1. 参加申請書の提出 ( 5/7 )
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参加申請書入力画面（共同企業体として参加する場合）
共同企業体として参加する場合、代表構成員のICカードで参加申請を行います。

① JVとして参加する
場合、チェックします

② 企業体名称を入力します

③共同企業体での入札参加に必要な
書類を添付します



3-1. 参加申請書の提出 ( 6/7 )
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参加申請書提出画面

内容を確認して
「提出」ボタンをクリックします

※ 以上で参加申請処理は完了です



3-1. 参加申請書の提出 ( 7/7 )
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参加資格確認画面

参加資格の有無及び
その理由を確認します



3-2. 入札書の提出 ( 1/2 )
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入札書入力画面

① 入札金額を入力します ② くじ番号を入力します

※ 落札候補者が複数あった
場合、この番号をもとに
抽選を行います

③ 内訳書を添付します

※ 建設工事の場合は
必須です

④ 「提出内容確認」
ボタンをクリックします



3-2. 入札書の提出 ( 2/2 )
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入札書提出画面

② 「入札書提出」ボタンをクリックします

※ 以上で入札書提出処理は完了です① 「印刷」ボタンを
クリックします



落札結果通知書画面

3-3. 開札結果の確認
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落札企業名称及び
落札金額、備考の内容を
確認します



指名通知書確認画面

3-4. 指名通知書の確認
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指名された案件の日程及び
入力欄（注意事項）を確認します

※入札情報サービスで設計書を閲覧する際に
必要なパスワードも記載されています。



（４）その他

4-1. くじの実施方法について



くじ番号を利用した電子くじを実施
公平に落札者が決定するようシステムで自動的にくじを実施します

4-1. くじの実施方法について
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① 入札書提出の際、任意の3桁のくじ番号を入力します。

② 入札書が到着した順に0、1、2、・・・と番号を

割り当てます。

③ くじ番号と入札書到着日時のミリ秒合計を求め、
確定くじ番号が決定されます。

④ 開札の際、③の確定くじ番号の合計を同札者の数で

割った余りを求めます。

⑤ ④で求めた余りと入札書到着順の番号が一致する
業者を落札候補者（事後審査審査順）第1位とします。

⑥ 順位が確定した業者を除き、くじを繰り返し、第３位まで決定します。

社名 A社 B社 C社

入札書到着順 0 1 2

入札書到着日時 2020/6/1 11:10:01:123 2020/6/1 15:30:05:234 2020/6/1 17:05:07:005

くじ番号 663 445 568

確定くじ番号 786（663+123） 679（445+234） 573（568+005）

確定くじ番号合計 2038

応札者数で割った余り 1（ 2038 ÷ 3 ＝ 679、余り1）

落札候補者 落札候補第1位

3桁のくじ番号を
入力します。



以上で、電子入札システム導入に関する説明は終了です

【お問い合わせは以下までお願いします】

問い合わせ先 ：田原本町 総務部 総務課 契約検査係

TEL ：0744-34-2108

FAX ：0744-32-2977

【電子入札ヘルプデスクのご案内】

利用者登録開始 ：令和３年３月中旬を予定

ヘルプデスク開設時期 ：令和３年３月中旬を予定

※ TEL・メールは、後日ホームページに掲載します。
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