
⻑崎県

平成３０年度

建設関連業務委託の
電子入札化に伴う説明会
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説明内容

１．電子入札導入の目的と概要

２．事前準備①〜⑤

３．今後のスケジュール

４．システムの操作方法

５．Ｑ＆Ａ

６．質疑応答
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などの提出

入札執行通知書

落札決定通知書

などの発行

などの受領

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

発注者応札者

１－１．電子入札とは

入札書

入札執行通知書

落札決定通知書
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１－２．電子入札導入の目的

公正な競争の促進

コストの縮減

手続きの透明性向上

入札の参加機会が拡大することにより、入札本来の競争
性が高まることにつながる。

入札行為に必要な移動コストの削減や入札事務に必要な
コストの縮減が期待される。

システムを利用することによる、手続きの透明性の向上が

期待される。
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１−３．電⼦認証と電⼦署名について

電子認証とは？

通信相手が｢確かに本人であるか｣の確認を取るための電子的な本人
確認の仕組み

従来の紙入札 電子入札

インターネットを通じて互い
に顔の見えないところから
入札を行う。

企業代表者は入札室に
集まって入札を行う。

【入札参加者の確認】 【入札参加者の確認】

委任状・身分証明書
通信相手が確かに本人である
かの確認をとる必要がある。

電子認証が必要
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１－４．電子認証のリスク回避について

インターネット利用に伴って発生するリスク

代表的なもの

◎内容の盗み見

◎内容の改ざん

◎なりすまし

第三者等による

◎否認

送信者本人が、
後になって送信し
ていないとして
否認する。

電子入札で
は発生させて
はならないた
め

リスク
回避

電子認証 システム

送信文書
の暗号化

電子署名
の付加
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認証局とは？

電子認証を行うにあたり、信頼できる第三者による「本人証明」と「暗号化
通信」を行う機関。

ＩＣカードを利用



・WTO案件を除く競争入札を対象。随意契約、事務委託、設計金額１００

万円未満の３社見積り合わせは対象外

・電子登録者とは、長崎県への電子入札参加申請を行い、電子入札参加決定

通知書を受理し、電子入札システムにおいて利用者登録を適正に行った者
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【特例対応】

平成30年10月1日時点で資格者名簿に掲載されている受注者については、
電子入札参加申請無しで長崎県から電子入札参加決定通知書を郵送いたし
ます。

１－５．電子入札の対象
適用開始 対象者 対象案件

平成31年4月1日以
降に公告または指名
執行通知されるもの

⻑崎県調査・設計・
測量業務等入札参加
資格名簿（資格者名
簿）に掲載された、
電子登録者のみ

競争入札にかかる全
ての建設関連業務委
託について電子入札
の完全実施



説明内容

１．電子入札導入の目的と概要

２．事前準備①〜⑤

３．今後のスケジュール

４．システムの操作方法

５．Ｑ＆Ａ

６．質疑応答
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２－１.入札参加資格申請の電子申請開始
１．電子申請スケジュール

※③の申請を行わない場合、平成31年4月1日からの電子入札に
参加できなくなりますのでご注意ください。

２．ホームページのご案内

「⻑崎県HP」→「組織で探す」→「土木部」の「監理課」→「建設業関
係」⇒「新着情報」

①電子申請利用登録の開始 H30.9.3（⽉）〜

②入札参加資格変更届の開
始

H30.9.3（⽉）〜

③平成31・32年度入札参加
資格申請の期間

H30.11.1（⽊）〜
H30.11.30（金）
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２－２．事前準備①－１
電子入札に使用する機器など
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※ＩＣカード購入手続きには、約２週間～
１ヶ月程度必要となる場合があります。

種 類 概 要 購入先・契約先

パソコン
Ｗｉｎｄｏｗｓ系

パソコン
家電量販店等

インターネット
インターネット回線

接続サービス契約
プロバイダ等

ＩＣカード

ＩＣカード

ＩＣカードリーダ

電子入札コアシステ
ム関連ソフトウェア

電子入札コアシステ
ム対応認証局



パソコン推奨仕様

ＯＳ

Windows ７ HomePremium(32/64bit版)/Professional (32/64bit版)

Windows 8.1 エディションなしPro(32/64bit版）

Windows 10 Home pro (32/64bit版）

ブラウザ
Internet Explorer 11

※ 通常、 Internet Explorerは、標準でインストールされています

ウィルス対策
コンピュータウィルス対策ソフト等により必ず対策を行ってください

電子入札にて添付する資料のチェックにも使用するため必要です

２－３．事前準備①－２
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【パソコン準備】
電子入札を行うためには、インターネットに接続され、かつ
長崎県電子入札システムの推奨仕様に適しているパソコンが
必要です。

※ InternetExplorer及びJREのバージョンは、OSに関係なく32bit版に限ります。



２－４．事前準備②－１

ＩＣカードリーダＩＣカード
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【ICカード及びICカードリーダ購入】
・ICカード及びICカードリーダの購入が必要
・長崎県の電子入札システムに対応するICカードを発行している民間

認証局は複数あり（次のページ）
・各社のホームページ等で費用やサービス内容、申込方法を確認のこと
・工事で既にＩＣカードを持っている業者についても、業務委託の

電子入札ではそのＩＣカードは使用せずに、新たに購入する必要あり
・購入方法は、各民間認証局に問い合わせること



２－５．事前準備②－２
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コアシステム対応認証局 ホームページアドレス 連絡先

株式会社帝国データバンク http://www.tdb.co.jp/typeA/ 0570-011999
(ナビダイヤル)

東北インフォメーション・
システムズ株式会社

https://www.toinx.net/ebs/info.html 022-799-5566

日本電子認証株式会社 http://www.ninsho.co.jp/aosign/ 0120-714-240

株式会社ＮＴＴネオメイト http://www.e-probatio.com/ 0120-851-240

三菱電機インフォメーショ
ンネットワーク株式会社

http://www.diacert.jp/plus/ 03-6771-5108

・ＩＣカードとカードリーダは別々の会社で購入しないこと

・カードの有効期限は１～５年があるようだが、各認証局に問い合わせること

・今後、カードの有効期限が切れる場合は、各認証局へカードの失効及び新カードの入

手手続きを行い、受注者側で電子入札システムにより再度利用者登録を行う



【参加申請】

・⻑崎県電⼦⼊札システムを利⽤するためには、建設企画課
へ参加申請書の提出が必要です。

しかし、今回は特例措置として参加申請書の提出は省略し、
県から参加決定通知書を郵送します。

（10月1日時点で調査・設計・測量業務等入札参加資格名簿に
掲載されている業者のみ）

・今回登録以降に、代表者変更や商号名称等の変更があった
場合は速やかに変更の申請書を提出するようにしてください。

（変更の申請を行わないまま入札に参加した場合無効となる
場合がありますので、ご注意ください。）

・詳しい申請方法については、HPの「電子入札参加申請手続
き」のページを参考にご覧ください。

２−６．事前準備③ 電子入札参加申請
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２−７．事前準備④

【パソコン設定】

・ICカード・ICカードリーダが届いたらICカードリーダを
パソコンに接続して設定を開始してください。

・設定⽅法は⺠間認証局によって異なります。

説明書を参考に設定し、ご不明な点があればICカードを購
⼊した⺠間認証局にお問合せください。

・その他の細かい環境設定については、別冊の３ページ
「環境設定マニュアル」をご覧ください。

なお、「⻑崎県 建設工事（建設関連業務委託） 電子入
札HP」の「トップページ→初めての方→事前準備」にも
同様の内容を掲載しております。
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【利用者登録】

⻑崎県電⼦⼊札システムに初めてログインするとき、利⽤
者登録（ICカードの登録）を行う必要があります。

別冊の１７ページ「利用者登録マニュアル」を参考に利
用者登録を行ってください。

※利用者登録の際に、「電子入札参加決定通知書」の登録
番号及びパスワードが必要となります。

・ＩＣカードの登録内容に変更があった場合も再度利用者
登録（ＩＣカード更新含む）を行う場合があります。

（例：代表者変更、商号名称変更、住所変更等）

２−８．事前準備⑤
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説明内容

１．電子入札導入の目的と概要

２．事前準備①〜⑤

３．今後のスケジュール

４．システムの操作方法

５．Ｑ＆Ａ

６．質疑応答
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３ー１. 建設関連業務委託の電子入札化スケジュール

年度 H30 H31

項目 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

説明会

事前準備①
（機器導入）

事前準備②
（ICカード及びICカード
リーダー購入）

事前準備③
（入札参加申請）

事前準備④
（パソコン設定）

事前準備⑤
（利用者登録）

模擬入札

平成31・32年度入札参加
資格申請（定期申請）

運用開始

平成31年4月1
日以降より公告
及び入札執行通
知する案件から

12/10～17（指名競争入札）

1/15～22（一般競争入札）

H31.2月末ま
でに全ての準
備をお願いし
ます
※（模擬入札
参加有無にか
かわらず）

約１時間

約１０分

県から参加決定通知書発送

民間認証局より購入
約２週間～１ヶ月

模擬入札に参加するために可能な限り11月上旬までに
民間認証局へ購入手続きを開始してください
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監理課への申請

ICカード

届き次第

作業可能



模擬入札に参加して頂く事で、実際の入札をスムーズに
行って頂く事と、現在の登録状況を確認して頂く事を目的
としています。
模擬入札案件への参加は任意ですが、できる限り参加頂

きますようよろしくお願いします。

11月中旬にはHPに掲載予定ですので、詳しくはHPをご
覧ください。

３－２．模擬入札
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回数 期間 入札方式 対象者

第１回 12月10⽇〜17日 指名競争入札

平成30年11月30日ま
でに利用者登録を行っ
ており、今回の模擬入
札の開札日まで有効な
カードがある方

第２回 1月15⽇〜22日 一般競争入札

平成30年12月28日ま
でに利用者登録を行っ
ており、今回の模擬入
札の開札日まで有効な
カードがある方



説明内容

１．電子入札導入の目的と概要

２．事前準備①〜⑤

３．今後のスケジュール

４．システムの操作方法

５．Ｑ＆Ａ

６．質疑応答
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４−１．従来の紙⼊札と電⼦⼊札との違い

紙入札 電子入札 備考

①事前準備の有
無

無 有 パソコンやＩＣカード等の事
前準備

②通知書 紙 電子 （電子入札システム上）

③設計図書 紙orＣＤ 電子入札システム経
由でのダウンロード

（電子入札システム上）

④入札書の提出 当日 開札日の3日前から前
日の17時までの間

（電子入札システム上）

⑤開札日当日の
立会い

必要 不要 電子入札でも立会いが必要な
場合もある。（紙移行）

⑥再入札の開札 ただちに 原則２４時間後 入札書が揃い次第開札を行う
場合がある。
（電子入札システム上）
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郵送

電子入札システム

郵送・FAX

受 注 者発 注 者

入札執行通知書発行

設計図書の配布 設計図書の入手

設計図書への質問書提出設計図書への質問書受付

質問書に対する回答書 回答書の確認

入札執行通知書受理

電子入札ｼｽﾃﾑ

電子入札ｼｽﾃﾑ

開 札 (電子入札システム）

落札決定通知書発行 落札決定通知書受理

契 約 （紙ベース）

投函

電子入札ｼｽﾃﾑ

入札締切通知書発行 入札締切通知書受理

入札書提出入札書受付

電子入札ｼｽﾃﾑ

電子入札ｼｽﾃﾑ

電子入札システム

22

４－２．指名競争入札の電子入札手続フロー
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４－３．入札執行通知書について

紙入札により実施される入札執行通知書とほぼ変わりはありません。

ただし、電子入札の場合、入札書が開札当日の投函ではなく、一定
期間（３日間）となるため、下記に示すとおり『入札書等の提出期間』
の表示があります。



紙入札の場合、入札会場にて１回目入札で落札者がいない時に会場でただちに
２回目の入札を行っていましたが、電子入札の場合、ただちに入札が出来ない
ので、再入札を行う手段として『再入札通知書』というものを利用します。

４－４．再入札通知書について

再入札の場合、下記に示すとおり『再入札締切予定日時』の表示が
あり、期日までに2回目の入札を行っていただきます。
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紙入札の場合、入札会場にて２回目入札で落札者がいない時に会場でただちに
不落随意契約の見積合わせを行っていましたが、電子入札の場合、ただちに入
札が出来ないので、見積合わせを行う手段として『見積依頼通知書』というも
のを利用します。

４－５．見積依頼通知書について（不落随意契約の場合のみ）

再入札の場合、下記に示すとおり『見積締切予定日時』の表示があ
り、期日までに見積書の提出を行っていただきます。
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紙入札の場合、入札会場にて口頭で『落札！！！』と宣言していましたが、
電子入札の場合、入札会場に全ての入札参加者がいないので、落札決
定を知らせる術として『落札者決定通知書』というものを利用します。

４－６．落札者決定通知書について



４−７．建設⼯事の電⼦⼊札との違い

工事 建設関連業務委託

入札回数 １ ２＋随意契約

内訳書の提出 必要 不要

公開ランダム 有 無

一般競争入札（事後）の
申請書添付資料提出時期

開札後 申請時
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「http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/tochi-
kensetsugyo/test-tochi-kensetsugyo/nyuusatsuyoukou/ 」

要綱の詳しい内容については下記HPをご覧ください。
要綱に関するお問合せは 建設企画課 公共契約指導班まで
TEL：０９５−８９４−３０２７



問い合わせ窓口

◇⻑崎県電⼦⼊札ヘルプデスク〔対応時間９：００〜１７：００〕
【Tel】 095-822-7921、095-824-1111

（内線：5456、5457)
【E-mail】 nagasakiken-e-nyusatu-

helpdesk@pref.nagasaki.lg.jp

◇⻑崎県⼟⽊部建設企画課 技術情報班

【Tel】 095-824-1111(内線：3023)
【E-mail】 E-nyusatu@pref.nagasaki.lg.jp

• 電子入札システムが使用できる時間帯

• 電⼦⼊札システムへのアクセス時間は、８：００〜２０：００とします。
また、土曜、日曜及び休日（県の閉庁日）は利用できません。
※入札書提出締切等については、１７時までとなりますので

ご注意ください。
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説明内容

１．電子入札導入の目的と概要

２．事前準備①〜⑤

３．今後のスケジュール

４．システムの操作方法

５．Ｑ＆Ａ

６．質疑応答
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Ｑ＆Ａ
（電子入札ＨＰに掲載していない

もの）
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（Q1）電子入札のスケジュールとカード購入などの参加
準備のタイミングがよくわからないのですが。いつまで
にカード購入すればいいか？
いつまでにPCの設定すればいいか？

（A1)電子入札の準備にかかる期間は機器やインター
ネット環境が整っている場合でも、⺠間認証局へのＩ
Ｃカード申込みに約2週間〜1ヶ月程度かかります。
12/10からの模擬入札に参加して頂くためには11月30
日までに利用者登録を完了させる必要がありますので、
ただちに⺠間認証局へのカード申込みを推奨します。
4/1からの本格運用に対しては、2月末までに全ての準
備を整えて頂く必要があります。ただし、平成31･32
年度の入札参加資格申請は平成30年11月中に申請す
る必要があります。
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（Q2）平成31年2月末までに準備が間に合わないとどうな
るか？

（A2)あくまで平成30年11月中に「平成31・32年度入
札参加資格申請」を行っており、かつ「電子入札参加
決定通知書」を受領済であることが前提になりますが、
一般競争入札は4/1以降にカードがあれば、通常10分
程度で終わる利用者登録を行うことで参加可能となり
ます。指名は電入に登録されてる業者しか指名されな
いので、間に合わない場合は、登録が終わるまで4/1
以降に指名されない事となります。
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（Q3）（説明会時点で）入札参加資格申請中ですがどう
なりますか？

（A3) ９月末までに申請をされている場合、電子入札
の事前準備が整えば模擬入札に間に合います。10月中
の申請は、模擬入札の１回目に間に合いませんが、２
回目には間に合う可能性があります。いずれにしても
入札参加資格決定通知書が届くまでの間にＩＣカード
購入やＰＣ設定等の電子入札参加の準備を行うように
して下さい。
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（Q4）入札参加資格申請をしていません、どうすればい
いですか？

（A4) 10月中に申請すれば、2回目模擬入札には間に
合う可能性があります。11月中の申請であれば模擬入
札には間に合わないですが、平成31年４月からの入札
には参加可能ですが、併せて電子入札参加申請書を県
へ提出する必要があります。入札参加資格決定通知が
届くまでの間にＩＣカード購入やＰＣ設定等の電子入
札参加の準備を行うようにし、4月1日の運用開始に向
けて平成31年2月末までに準備を行うようにしてくだ
さい。
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（Q5）国土交通省の電子入札システムをインストールし
ているパソコンに、⻑崎県の電⼦⼊札システムをインス
トールしても問題ありませんか？

（A5）既に電子入札コアシステムをご利用のパソコ
ンにおいては、新たな｢電子入札コアシステム対応ソ
フトウェア｣のインストールは不要であり、「Ｊａｖ
ａポリシーの設定」で⻑崎県電⼦⼊札システムのＵＲ
Ｌを追加設定することにより、使用可能となります。

•国⼟交通省などの電⼦⼊札システムが、⻑崎県と同
じ「コアシステム」をベースに開発されていること
によります。

•⻑崎県内で「電⼦⼊札コアシステム」を採⽤してい
る団体：⻑崎市・佐世保市・諫早市・⼤村市・壱岐
市・雲仙市・南島原市
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（Q6）他の自治体の入札で使用しているＩＣカードは使
用できますか？

（A6）国⼟交通省などの電⼦⼊札システムが、⻑崎
県と同じ「コアシステム」をベースに開発されている
場合は、使用できます。

ただし、工事と委託のＩＣカードは別々に取得する必
要があります。

⻑崎県は⼯事が先に電⼦⼊札化を⾏い、後から委託業
務が電子入札化される関係で、システムの都合上カー
ドは別々となります。
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（Q7）委託の電子入札を行う上で、発注者のメリット
は？

（A7）

・入札当日の対応負担軽減や資料配布の郵送代の縮減

・入札参加機会の拡大により競争性が高まる

・システム化により入札手続きの誤り防止

・手続きの透明性の向上による談合防止
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（Q8）委託の電子入札を行う上で、受注者のメリッ
トは？

（A8）

・移動コストと時間がカットできる

・受注者同士の顔合わせがないことによる談合防止



（Q9）事後審査型一般競争入札参加申込書を提出する際に、
添付ファイルが添付できませんどうしたらよいですか？

（A9）添付できる合計サイズの上限は2MB（電子入
札システムによる自動圧縮後）までとなります。

２ＭＢ（電子入札システムによる自動圧縮後）を超え
る場合、「紙媒体提出通知書」を電子入札システム上
へ添付し、添付できなかったファイルを紙媒体で発注
機関へ提出してください。
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参考資料
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◇長崎県土木部HP
http://www.pref.nagasaki.jp/department/dobokubu/index.html
（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで「長崎県土木部」と検索すると一番上に表示されます。）

長崎県の入札制度情報（入札制度を知る方法は？）
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長崎県の入札制度情報（入札制度を知る方法は？）

◇長崎県入札情報サービスポータルサイト
https://www.doboku.pref.nagasaki.jp/bidding/info/index.html
（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで「長崎県入札情報」と検索すると一番上に表示されます。）
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長崎県の入札制度情報（入札制度を知る方法は？）

◇長崎県土木部 入札・契約制度
http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/tochi-kensetsugyo/test-tochi-kensetsugyo/

（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで「長崎県土木部 入札契約制度」と検索すると一番上に表示されます。）

◇長崎県土木部建設企画課 公共工事契約指導班
【Tel】 095-824-1111（内線3027）
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長崎県の入札制度情報（入札制度を知る方法は？）

◇電子入札HP
https://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~e-nyusatu/
（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで「長崎県電子入札」と検索すると一番上に表示されます。）

◇長崎県電子入札ヘルプデスク
【Tel】 095-822-7921、095-824-1111(内線：5456)
【E-mail】 nagasakiken-e-nyusatu-helpdesk@pref.nagasaki.lg.jp

◇長崎県土木部建設企画課 電子入札担当
【Tel】 095-824-1111(内線：3023)
【E-mail】 E-nyusatu@pref.nagasaki.lg.jp
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インターネットの種類

インターネットへの接続方法として、一般電話回線、ＩＳＤＮ、ＡＤＳ
Ｌ、光ファイバーなどありますが、回線速度は操作性に影響します
ので、できるだけ高速で、かつ安定性の良い「ＡＤＳＬ」または「光
ファイバー回線」を推奨します。

一般電話回線やISDNの低速回線であっても電子入札システムを
利用することはできます。

電子入札をはじめるには
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２－３．事前準備①－２

通信プロトコルについて

ＨＴＴＰ、ＨＴＴＰＳ、ＳＭＴＰ、ＬＤＡＰの通過が必要です。

ＨＴＴＰは、 電子入札の操作画面を見るために必要です。
一般的なインターネット上のホームページを閲覧することが
できれば使用可能と判断できます。

ＨＴＴＰＳは、SSL通信（暗号通信）を行うために必要です。
HTTPと同じ一般的なイーネット上のホームページを閲覧す
ることができれば使用可と判断できます

ＳＭＴＰは、 電子入札システムにて電子メールを送るため必要です。
外部(社外)との電子メールの送受信ができれば使用可能と
判断できます。

ＬＤＡＰは､ 電子認証を行うために必要です。
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