
電子入札説明会資料 
 
○概 要 
電子入札とは、現在紙と手作業で行っている入札・開札業務並びにこれに関連する指名、

参加資格申請受付等の事務処理を電子化し効率化することを目的としている。また、インタ
ーネットより誰でも閲覧可能である「入札情報サービス（PPI）」も同時に開発し、入札公告、
仕様書、入札結果等を掲載する。（裏面イメージ図参照） 
 
○導入効果 
入札参加者側 
・ 地理的、時間的な制約が解消されるほか、移動に伴う経費や待ち時間、仕様書閲覧作業 
が大幅に削減され県・市町村の入札情報が一元化されることで、効率化が期待できる。 
 
発注者側 

 ・入札の透明性、競争性の確保が期待できる。 
・自動処理が可能となり、開札等の事務処理が軽減される。（行政コストの削減） 
 
 
 
※来年度で 47 都道府県に導入完了予定。 
 

○島根県の状況 
・運用開始前、実践実験を行い、各会社から応札して練習を行った。 
・H21.4 主に 1000 万円以上の一般競争入札(簡易型含む)工事・業務委託案件でスタート 
・H21.10 から建設関連業務委託については、全案件に拡大（紙での応札も認める） 
・H21.12 から建設工事について全案件に拡大（郵便での応札も認める） 
・H22.04 から全案件に拡大（紙入札は、災害の障害時を除き認めない。） 
 
平成 22 年 4 月以降、電子入札の設定ができていない業者は、原則指名しません。 
 
 
○市町村共同利用について 
 島根県の電子入札は、県内市町村との共同利用を前提とした形である。 
 ・平成 21年度より共同利用参加の団体は、松江市、浜田市、出雲市、益田市、雲南市、奥
出雲町、邑南町、吉賀町の計 8 団体である。（10 月現在運用中は、奥出雲町と吉賀町を除
く 6市町）なお、その他の市町村についても、引き続き参加の働きかけを行っている。 

 
 

紙入札が認められる期間に電子入札のご準備をお願いします 
 

～全国知事会による指針（平成 18年 12 月緊急報告）～ 
入札透明性等の社会的要請の高まりから、公共調達改革の一環として、今後 3年以内に

全面導入を目指す。 

県庁技術管理課 2009.10 
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入札案件登録

※業務委託は再度入札あり

公告掲載③閲　　覧

　電子調達システムは、現在紙と手作業で行っている入札・開札業務並びにこれに関連する入札公
告、指名、参加資格申請及び入札結果公表等の事務処理の電子化を行うことで、「入札情報サービ
ス」と「電子入札システム」で構成される。

⑪落札者決定通知⑫通知書受理

⑩入札結果登録

⑥入　　札

⑧予定価格登録

⑨開　　札　※

（閲　　覧）

※簡易型一般の場合は、審査の
ため一時保留となり、入札参加
者へ保留通知書を発行する。

電子調達システム（システムと事務処理の流れ等）のイメージ図

［電子調達システム］

ダウンロード

送信、④受理 受理、送信

※予定価格事前公
表の場合は、この
時点で登録する

�入札情報サービス

�電子入札システム

⑤入札説明書等
への質問・回答

②指名通知
※紙やFAXではない

（辞退届）

入　札

入札結果

①入札公告
　仕様書、図面
　金抜き設計書

入札結果

落札者決定通知

島根県
市町村事業者

⑦保管

入札案件
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●ポータルサイト(電子調達システムの入口)この画面はICカード不要
【トップページ画面】（https://choutatsuweb.pref.shimane.lg.jp/）

　○　お知らせ
　★　初めてご利用の方へ　←まずはこれを必ずお読み下さい。
　　　　・準備する機器類、利用者登録方法などを掲載している。
　○　操作マニュアル
　★　練習環境（チュートリアル）
　　　　・インターネット上で操作方法の練習できます。（ICカード等は不要）。
　○　電子調達概要
　○　県と市町村との共同利用について（利用者規約）
　○　電子くじについて
　　　　・同価の場合に実行する電子くじの紹介。詳細は、別紙にて。
　○　FAQ（よくある質問）
　○　関係機関のホームページ（リンク集）
　

　
注意）

〔ポータルサイトについて〕
　島島根県のホームページの入札情報にもこのページのリンクがあります。ポータルサイ
トには次のことが掲載されています。（情報入手のため必ず見ること。）

　このポータルサイトは、平成21年4月以降は24時間ご覧いただけますが、メンテナンス
のため、17:00～24:00に閲覧できないときもあります。

・操作が不明な場合やトラブルに関することもフリーダイヤルの島根県専用ヘル
プデスク（操作説明員）があるので安心。ただし、混み合う（電話が通じない）
時もありますので、しばらくたってからおかけ直しください。

-3-



●操作の練習（別名：チュートリアル）について
【トップページ画面】

〔練習環境（チュートリアル）について〕
　・電子入札の練習環境で、操作にＩＣカードは不要です。
　・ここでの操作ができれば、問題なく本番も可能です。
　　（ただし、全く画面が一緒ではありません）

操作ガイドもでてきます
ので、必ず試して下さい。

������
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●入札情報サービス（略称：ＰＰＩ）の紹介(ＩＣカードは不要です。）
１．トップページ画面

２．入札案件の検索について
２－１入札案件簡易検索画面（発注機関の選択）

・発注機関を選択し、２－２の入札案件簡易検索画面（区分・入札方式の選択）に進みます。

・入札情報サービス（ＰＰＩ）では、２種類の検索方式（簡易、詳細）、各種情報、更新情報一覧
及びメンテナンス等のお知らせを掲載しています。
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２－２入札案件簡易検索画面（区分・入札方式の選択）

・区分・入札方式を選択し、２－４の入札案件一覧画面へ進みます。

２－３入札案件詳細検索画面

・詳細検索では、簡易検索よりも詳しい情報を入力しての検索が可能であり、条件を入力して検索
ボタンを押下すれば２－４の入札案件一覧画面へ進みます。
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２－４入札案件一覧画面

２－５入札案件詳細画面

・入札案件詳細画面では、詳細な案件情報及びその案件に対する添付資料を閲覧、ダウンロードす
ることができます。

・入札案件一覧画面にて、詳細ボタンをクリックすると、２－５の入札案件詳細画面へ進みます。

��� !"#$%&'�(
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３．入札結果の検索について
３－１入札結果簡易検索画面（発注機関の選択）

・発注機関を選択し、３－２の入札結果簡易検索画面（区分・入札方式の選択）に進みます。

３－２入札結果簡易検索画面（区分・入札方式の選択）

・区分・入札方式を選択し、３－４の入札結果一覧画面へ進みます。
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３－３入札結果詳細検索画面

３－４入札結果一覧画面

・詳細検索では、簡易検索よりも詳しい情報を入力しての検索が可能であり、条件を入力し検索ボ
タンを押下すれば３－４の入札結果一覧画面へ進みます。

・入札結果一覧画面にて、詳細ボタンをクリックすると、３－５の入札結果詳細画面へ進みます。
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３－５入札結果詳細画面

４．各種情報一覧画面

・皆様へ提供する資料等ありましたら、こちらに掲載します。

・入札結果詳細画面では、詳細な入札結果を閲覧することができます。
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５．更新情報一覧画面

・発注者が入札公告を更新した場合、修正日、発注部局等の情報が掲載されるので、細めに閲覧し
てください。なお、訂正等の情報については、お知らせでも掲載します。
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ICカードの購入と必要な機器について 

★電子入札には、有料のＩＣカードが必ず必要です★ 
１．必要な機器（設備類）について 

 １）ICカード（代表者印の代わりとなるもので有料） 
 ２）ICカードリーダ（カードの情報を読み取るもので有料） 
 ３）パソコン（基本的には、現在お使いのものでかまいません） 
 ４）インターネット環境（インターネットに接続しておく必要があります。） 
 
 
 
 
 
 
※ パソコンは現在使用中のものでかまいませんが、いくつかの留意事項があります。 
１）あまり古いパソコン（6・7年前に購入）は、動作に影響がでますのでおやめ下さい。 
２）最新のパソコンであるWindowsVista（ビスタ）SP2以降と 7（セブン）は動作しません。 
３）かなりの頻度で使うパソコン（現場に持って出る等）は、控えた方がよろしいです。 
 

 入札が年間数回しかない企業の方は、専用パソコンとする必要はないと思いますが各企業の判
断でご検討ください。 
 
２．ＩＣカードとリーダーライタの購入方法等 
１）ICカードは次頁の民間会社から購入します。この表以外からは購入できません。 
 どのカードを購入するかは、サービス内容（金額・サポート体制・親切さ）を勘案し各社
で判断ください。県が推奨する会社等はございません。 
 ※ＩＣカードには有効期限があります。有効期限切れにご注意を！ 

 
申込に必要な書類 （例） 

7 電子証明書発行申込書 ※Webサイト等で入手 
7 印鑑登録証明書 ※ＩＣカードの名義人のもの 
7 住民票 ※ＩＣカードの名義人のもの 
7 印鑑証明書 ※代表者印が押印されているもので法務局発行のもの  
7 商業登記簿謄本 ※法務局発行のもの 
7 委任状・印鑑登録証明書（ＩＣカードを代理人が受け取る場合） 
7 ＩＣカードリーダ申込書（ＩＣカードリーダを同時に申し込む場合） 

 
 あくまで例ですので、まずは認証局にお聞きください。 
 
２）リーダライタも、認証局から購入します。 
   ICカードと異なる認証局のＩＣカードリーダはご使用になれない場合があります。 
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ＩＣカードの購入先一覧 
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カードの設定についての相談や方法は、すべて購入先の民間会社の対応となります。県が設
定の仕方等をお教えすることはできませんのでご承知ください。 
 
 

３．設定作業（まずは、ここが最も重要） 

IC カードとリーダライタが届いたら、設定をする必要があります。（単にパソコンにつな
げればいいという訳ではありません。） 
設定方法は、購入先から説明書等が送られてくると思いますが、この設定が初心者又はパ

ソコンに不慣れな方は、大変苦労されるようです。有料ですが設定をしてくれるサービス会
社もありますのでご検討ください。（設定方法は各認証局へ問い合わせをすること。） 

最も多くの企業が困ったこと。設定
さえできれば、あとはヘルプデスク
等もあるので安心です。 
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●利用者登録について
　ポータルサイトの電子入札システム（入口）をクリック

調達機関を島根県・松江市・出雲市・・・選択

　利用者登録をクリック

利用者登録処理をクリック

　登録をクリック

カード差し込み確認

PIN番号を入力後　ＯＫをクリック

PIN番号とは、キャッシュカードの暗証番号と
同じものですので、他に漏れないように注意
が必要です。（担当者名は不要です）
番号は認証局から発行されます。

«

¬



®

¯

°

±
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　【資格審査情報検索画面】

入札参加者は、こ
の画面で発注者か
ら聞いた10桁の番
号、名称（会社
名）を入力して、
次の詳細入力画面
へ進みます。
　番号等は、21.3
月末に全社に利用
者登録番号をお送
りしていますので
紛失した方は、再
発行の手続きが必
要です。
　再発行の方は、
0852-22-6550にお
電話ください。市
町のものは市町へ
電話してくださ
い。

²³´�µ¶./·¸¹
º»¼»½¾¿À��
sÁÂ�01ÃYÄ$ÅÆ
[\Ç¾¿À��sÁÂ
�01
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●利用者登録詳細入力について
　【利用者登録画面】　　

資格審査情報とし
て、調達機関側で登
録されている内容が
表示される。

ICカードの中の情
報が表示される。

部署がない会社は、
会社名を記載する。

入力間違いが多い
ですので、要確認
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・特にメールアドレスを
もう一度確認

※登録が終わると必ず皆さんが登録したメールに登録完了メールがありますので、
　メールがこない方は、間違ったアドレスを入力した可能性があります。変更が必要です。
　また、貴社のパソコン設定で迷惑メールとして勝手に削除される場合がありますので
　メールがこない場合は、設定等の再確認が必要です。
　
※代表窓口情報などの入力については、ポータルサイトメニューの「初めてご利用の方」をご覧く
ださい。

★利用者登録は、各団体毎に実施する必要はありますが、最初の1回実施していただければ以後は不
要です。（市町へ登録する方は、調達機関を○○市として再度入力が必要）なお、ＩＣカードが失
効、更新した場合は、再度利用者登録をしていただくことになります。
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●指名通知書の確認・受理について

　１．指名通知書の確認

　検索条件を設定して『調達案件一覧』ボタンをクリック

 あまり検察条件を広げると沢山案件がでてきて
貴社の案件が探しにくくなりますので、ある程度
絞って検索した方がよろしいです。

　該当案件の通知書欄の『表示』ボタンをクリック

　指名通知書が表示されます

※この画面で必要に応じて印刷、保存を行ってください。

��È8��É
Êt�Ëst�
�ÌÍ�01
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　２．受領確認書の提出
調達案件一覧から提出欄の『提出』ボタンをクリック

　『提出内容確認』ボタンをクリック

　『提出』ボタンをクリック

『提出』ボタンをクリック

　『印刷』ボタンをクリック

　『調達案件一覧』ボタンをクリック

受領確認書を提出すると『提出』が『表示』に変わる

『表示』ボタンに切り替わります。

��ÎÏÐÑ��Â·ÒËÍ
Ó�ËÔÏÕÈ8�Öª×
~nºØÂÙÚ.Í1
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●入札書の提出について（札入れは、基本2日ありますが、土日祝日・夜間は入札できません）

調達機関を選択し、工事・業務をクリック

　電子入札システムをクリック

電子入札システムをもう一度クリック

ＰＩＮ番号を入力
担当者名は不要です。

���Û��ÔÜ\+
Ý��Þßà�sá
ÙÍâã+äã��
01

���[\ãå©Í·(æçè
+Ó�éêëÂÙÍìÍç�í
)+îï./�Àð1���[
\�Îí)+îï./ìÍÒËT
Uéñ.Í1
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　丸数字順に選択して下さい。

«
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　○入札書の入力（従前の入札書：紙がこの画面になります。）

●電子くじについて　（計算式はポータルサイトで公開）

・電子くじ判定方法の例
《入札状況》
応札者 ④到着番号(※2)
Ａ 0
Ｂ 1
Ｃ 2

１位の当選番号の算出
３社の中から、落札順位１位を決定する方法は、次のとおりである。
《当選番号の算出》
応札者 ③くじ番号
Ａ 392
Ｂ 251
Ｃ 112

当選番号⑤＝2（余り）となり、入札書到着番号④＝2である応札者Cが落札順位1位となる

（392+251+112）÷3＝251
 余り　2

※1：③くじ番号＝①電子くじ番号（入札書画面で入力された番号）＋②入札書受信日時の秒
※2：入札書が到着した順番（入札書受信日時を昇順にした順番）を、０からの連続した番号で表したもの。
　　 ただし、入札書受信日時が同一の場合は、企業ID順（昇順）で、到着番号を決定する。

⑤当選番号の算出

98,900,000 111 H20.03.10　09:00:01 112（111+01）
98,900,000 222 H20.03.10　09:01:29 251（222+29）
98,900,000 333 H20.03.10　09:03:59 392（333+59）

　島根県電子調達共同利用システムに組み込まれた「電子くじ機能」は、以下のような手順で落札者を決定し
ます。

入札金額 ①電子くじ番号 ②入札書受信日時 ③くじ番号(※1)
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　内容を確認して、印刷をクリック。

×ボタンを押す。
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確認だけお願いします。（入札は終了しています。）
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●落札者決定通知書の受理について
〔落札者決定通知書画面〕 Êtíó�40�Wä1
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◎電子入札に関するよくある質問 
 

１．H22.4以降、電子入札対象案件で紙入札は認められるか？ 
⇒H22.4 以降、島根県の発注する電子入札対象案件で、業者側が紙入札とすることができるのは、非
常時のみです。（停電や急な代表者の変更による不測の事態の場合のみ）紙入札を受理する際は事前電
話連絡後、証拠を持参のこと。電子入札の開札が終わるまで待機して下さい。 
 
２．入札がうまく操作できなく締切間際に何かあった時にはどうすればいいですか？ 
⇒すぐに発注機関の担当者へ電話連絡をして下さい。開札時間を過ぎ、入札が終わってから（又は１
分前などに）電話する方がおられますが対応できません。 
 
３．業務委託の再度入札の間隔（時間） 
⇒再度入札の時間は 20～30分以内とする。その日の入札状況（例えば入札案件が相当数ある場合）に
より延ばす場合もあります。（発注者側は相手が待機していることを考慮し設定します。） 
 
４．札入れの日数 
⇒電子での札入れは、原則、開札日の前々日の 9:00～17:00 前日の 9:00～16:00 までの 2 日間としま
す。ただし、不測の事態もありますので 2日目の 14:00までには応札を終えてください。 
 
５．22.4月から全面なので 3月頃に準備しようと思うのですがよろしいですか？ 
⇒3月までは従前の郵便や紙持参入札を認めます。ただし 3月は申込み等が混雑し 4月に間に合わない
ことや設定がうまくいかず 4月を過ぎると入札に参加ができません。 
 
６．指名されたことがありませんが、電子入札の準備が必要ですか？ 
⇒発注見通し等で対象案件があるかどうかを確認し、なければ準備してもらう必要はありません。た
だし、発注見通しは全ての入札予定が掲載されていません。H22.4 以降は、電子入札の準備ができて
いない企業は原則指名しません。 
 
７．ICカードの値段は？何枚必要ですか？ 
⇒年 1 万円前後です。有効期限やサービス内容で年単価は各社異なります。枚数は 1 枚でよろしいか
と思います。（ご心配なら予備でもう１枚ご購入下さい。） 
 
８．指名通知書は紙や FAXでも届きますか？ 
⇒届きませんので常にメールのチェックが必要になります。メール通知があれば、ＩＣカードを差し
てパソコンで電子入札システムの操作（指名の受理確認）を行います。 
 
９．市町村の電子入札の状況はどうですか？ 
⇒電子入札システムは、市町村と共同利用をしていますので新たな設備の追加は不要です。 
 現在、松江市・出雲市・浜田市・益田市・雲南市・邑南町が実施中で吉賀町と奥出雲町が準備中で
す。その他の市町村は現在検討中です。市町村で利用する場合は、利用者登録を島根県とは別にする
必要があります。対象金額等は市町の担当者にお聞きください。 
  
 


