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利用者登録について

登録 変更 ICカード更新

① 電子入札新規参入者

利用者登録メニュー画面には３つのボタンがあります。
それぞれの使い分けについて説明します。

② 電子認証（ICカード）の商
号及びICカード名義人が
変更となった場合

③ 旧ICカードの有効期限が
切れている場合

① 連絡先電話番号
を変更する場合

① 現在使用中のICカード
が有効期限内で新IC
カードに更新する場合

② 電子メールアドレ
スを変更する場合
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利用者登録-02．利用者登録

平成３０年１０月
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利用者登録-02．利用者登録

利用者登録について
電子入札システムを利用するためには、利用者登録を行う必要があります。

利用者登録は、長崎県建設工事競争入札参加資格名簿（格付表）、又は長崎県調査・設計・測量業務等
入札参加資格名簿（資格者名簿）とICカードを関連付けるものです。
なお、ICカードの名義人は、格付表又は資格者名簿に登載された代表者又は、受任者でなければなりま

せんので、ICカードを購入される際にはご注意ください。
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利用者登録-02．利用者登録

長崎県電子入札ホームページ
を開きます。

【電子入札ログイン】
ボタンを選択します。

【電子入札ログイン】
ボタンを選択します。
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利用者登録-02．利用者登録

「利用者登録／電子入札選択
画面」が表示されます。

お使いのパソコンにインス
トールされているJavaのバー
ジョンの【利用者登録】
ボタンを選択します。

バージョンがわからない場合
は＜説明＞ボタンを選択し、
確認してください。

電子入札システムにログイン
すると左記の画面が表示され
ます。

調達機関に「長崎県」を選択
し、【◎工事・業務】ボタン
を選択します。
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利用者登録-02．利用者登録

利用者登録メニュー画面が表
示されます。
【登録】ボタンを選択します。

日時が表示されたら、画面左
にある【利用者登録処理】
ボタンを選択します。

※注意
画面上部にある

『年月日時分』が表示される
まで【利用者登録処理】
ボタンを押さないで下さい。

ここで、表示される時刻は
ご使用になっているPCの
時刻ではなく、
長崎県電子入札サーバの
時刻が表示されています。

『年月日時分』が表示される
まで他のボタンを押下しない
で下さい。
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利用者登録-02．利用者登録

長崎県から送付された

“電子入札参加決定通知書”
に記載された「登録番号」
｢企業名称」「パスワード」
を入力し、【検索】ボタンを
選択します。

＜注意＞

正式名称として外字など特殊
な文字を使用している場合で
も、電子入札参加決定通知書
に記載された文字を入力して
ください。

また、（株）や（有）等を入
力する際には全て全角文字で
入力してください。

（株）･･･ＯＫ
(株)、㈱･･･ＮＧ

＜注意＞
電子入札参加決定通知書（パスワードなし）をお持ちの方へ

平成１８年３月末までに発行された電子入札参加決定通知書はパス
ワードが記載されておりません。この場合においては、登録番号がパ
スワードになります。「パスワード」欄には登録番号を入力してくだ
さい。

ICカードをリーダに差込み、
認証局から発行されたPIN番
号を入力し【OK】ボタンを
押下します。

※担当者名については入力
する必要はありません。

半角

パスワード （半角英数字）*******
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利用者登録-02．利用者登録

ICカードの利用者
情報が表示されま
す。

本社情報が表示さ
れます。

利用者登録の入力画面が
表示されます。
連絡先を入力し、
【入力内容確認】ボタンを
選択します。

※代表窓口情報の連絡先氏
名とICカード利用部署情報
のICカード取得者氏名が同
じであることを確認してく
ださい。
異なっている場合、
そのICカードで長崎県電子
入札システムに使用できな
くなります。

営業所情報が表示
されます。

＜画面説明＞
「企業情報」には「本社情報」、
「代表窓口情報」には「営業所情報」、

「ＩＣカード利用部署情報」には「ICカード利用者情報」が表示されます。

代表者名義のＩＣカードを使用する場合は、以下の表示になります。
「企業情報」・・・本社情報
「代表窓口情報」・・・本社情報
「ＩＣカード利用部署情報」・・・本社情報

受任者名義のＩＣカードを使用する場合は、以下の表示になります。

「企業情報」・・・本社情報
「代表窓口情報」・・・営業所情報
「ＩＣカード利用部署情報」・・・営業所情報
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利用者登録-02．利用者登録

登録内容確認画面が表示
されます。
入力内容を確認し、

【登録】ボタンを押し、
登録します。

また修正する場合は

【戻る】ボタンを押し、
修正してください。
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利用者登録-02．利用者登録

利用者登録は完了しました。

必要に応じて印刷できます。

【印刷】ボタンで印刷後、

【×】ボタンで画面を閉じ
ます
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利用者登録-02．利用者登録

利用者登録が終わると、連絡先E-mail宛てに利用者登録処理完了主旨のメールが届きます。
電子入札システムにログイン後、以下の操作により登録情報を確認できます。
※複数営業所を登録(委任)している場合、メール内に営業所名称の記載をしておりませんので、
登録処理を行った本社／営業所のICカードでのログインをお願い致します。

電子入札システムにログ
イン後、【登録者情報】
ボタンを選択します。

「業者概要」・
「登録利用者一覧」が
表示されますので、

登録内容を確認してくだ
さい。

「×」ボタンで画面を
閉じます。

**************************************************************
長崎県電子入札システム
ヘルプデスク ：095-822-7921

095-824-1111(内線5456／5457)
E-mail       ：E-nyusatu@pref.nagasaki.lg.jp
URL ：http://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~e-nyusatu/
**************************************************************
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利用者登録-03．電話番号・Eメールアドレス変更

平成３０年１０月
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利用者登録-03．電話番号・Eメールアドレス変更

利用者情報の変更について
長崎県では、電子入札システムへの登録情報のうち、利用者が変更できる項目は

電話番号及びEメールアドレスのみとなっています。
その他の情報（企業名称、代表者名、住所など）については、「電子入札参加申請書」を

提出してください。



3

利用者登録-03．電話番号・Eメールアドレス変更

電子入札システムにログインす
ると左記の画面が表示されます。

調達機関に「長崎県」を選択し、
【◎工事・業務】ボタンを選択
します。

長崎県電子入札ホームページを表示し、
【電子入札ログイン】ボタンを選択し
ます。
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利用者登録-03．電話番号・Eメールアドレス変更

「利用者登録／電子入札選択
画面」が表示されます。

お使いのパソコンにインス
トールされているJavaのバー
ジョンの【利用者登録】
ボタンを選択します。

バージョンがわからない場合
は＜説明＞ボタンを選択し、
確認してください。

『年月日時分』が表示される
まで他のボタンを押下しない
で下さい。

日時が表示されたら、画面左
にある【利用者登録処理】
ボタンを選択します。

※注意
画面上部にある

『年月日時分』が表示される
まで【利用者登録処理】
ボタンを押さないで下さい。

ここで、表示される時刻は
ご使用になっているPCの
時刻ではなく、
長崎県電子入札サーバの
時刻が表示されています。
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利用者登録-03．電話番号・Eメールアドレス変更

利用者登録メニュー画面が
表示されます。【変更】ボ
タンを選択します。

ICカードをリーダに差込み、
認証局から発行されたPIN
番号を入力し【OK】ボタ
ンを押下します。

※担当者名については入力
する必要はありません。
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利用者登録-03．電話番号・Eメールアドレス変更

登録情報が表示されます。

長崎県では、利用者情報は
電話番号及びEメールアドレス
のみ変更が可能となっていま
す。

電話番号及びメールアドレス
を入力後、【入力内容確認】
ボタンを押下します。

＜画面説明＞
「企業情報」には「本社情報」、
「代表窓口情報」には「営業所情報」、

「ＩＣカード利用部署情報」には「ICカード利用者情報」が表示されます。

代表者名義のＩＣカードを使用する場合は、以下の表示になります。
「企業情報」・・・本社情報
「代表窓口情報」・・・本社情報
「ＩＣカード利用部署情報」・・・本社情報

受任者名義のＩＣカードを使用する場合は、以下の表示になります。

「企業情報」・・・本社情報
「代表窓口情報」・・・営業所情報
「ＩＣカード利用部署情報」・・・営業所情報

本社情報が表示され
ます。

営業所情報が表示さ
れます。

ICカードの利用者情
報が表示されます。
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利用者登録-03．電話番号・Eメールアドレス変更

変更内容確認画面が表示
されます。

入力内容を確認し、

【変更】ボタンを押し、
変更します。

また修正する場合は

【戻る】ボタンを押し、
修正してください。
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利用者登録-03．電話番号・Eメールアドレス変更

変更処理は完了しました。

必要に応じて印刷できます。

【印刷】ボタンで印刷後、
【×】ボタンで画面を
閉じます。
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利用者登録-03．電話番号・Eメールアドレス変更

利用者変更が終わると、連絡先E-mail宛てに利用者変更処理完了主旨のメールが届きます。
電子入札システムにログイン後、以下の操作により登録情報が変更されていることを確認できます。
※複数営業所を登録(委任)している場合、メール内に営業所名称の記載をしておりませんので、
変更処理を行った本社／営業所のICカードでのログインをお願い致します。

電子入札システムにログ
イン後、【登録者情報】
ボタンを選択します。

「業者概要」・
「登録利用者一覧」が
表示されますので、

変更内容を確認してくだ
さい。

【×】ボタンで画面を
閉じます。

**************************************************************
長崎県電子入札システム
ヘルプデスク ：095-822-7921

095-824-1111(内線5456／5457)
E-mail       ：E-nyusatu@pref.nagasaki.lg.jp
URL ：http://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~e-nyusatu/
**************************************************************



1

利用者登録-04．ICカード有効期限の更新

平成３０年１０月
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利用者登録-04．ICカード有効期限の更新

ICカードの更新について
※現在使用しているICカードが有効期限を過ぎている場合は、新規登録処理を行ってください。

・現在使用しているICカードが有効期限内で、ICカードの内容に変更がない場合に、このマニュアルに
従って更新処理を行ってください。

・更新処理には、現在使用しているICカードと新しく取得したICカードの2枚が必要になります。
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利用者登録-04．ICカード有効期限の更新

電子入札システムにログインす
ると左記の画面が表示されます。

調達機関に「長崎県」を選択し、
【◎工事・業務】ボタンを選択
します。

長崎県電子入札ホームページを表示し、
【電子入札ログイン】ボタンを選択し
ます。
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利用者登録-04．ICカード有効期限の更新

「利用者登録／電子入札選択
画面」が表示されます。

お使いのパソコンにインス
トールされているJavaのバー
ジョンの【利用者登録】
ボタンを選択します。

バージョンがわからない場合
は＜説明＞ボタンを選択し、
確認してください。

『年月日時分』が表示される
まで他のボタンを押下しない
で下さい。

日時が表示されたら、画面左
にある【利用者登録処理】
ボタンを選択します。

※注意
画面上部にある

『年月日時分』が表示される
まで【利用者登録処理】
ボタンを押さないで下さい。

ここで、表示される時刻は
ご使用になっているPCの
時刻ではなく、
長崎県電子入札サーバの
時刻が表示されています。
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利用者登録-04．ICカード有効期限の更新

利用者登録メニュー画面が
表示されます。

【ICカード更新】ボタンを
選択します。

現在使用しているICカード
が挿入されていることを確
認して、【OK】をクリック
します。

（新しく取得したICカード
を挿入していた場合はここ
で挿し替えてください。）
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利用者登録-04．ICカード有効期限の更新

現在使用しているICカード
のPIN番号を入力し、
【OK】をクリックします。

現在使用しているICカード
を抜き、
新しく取得したICカードを
挿入し、
【OK】をクリックします。
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利用者登録-04．ICカード有効期限の更新

新しく取得したICカードの
PIN番号を入力し、
【OK】をクリックします。

内容を確認後、

【更新】ボタンをクリック
します。
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利用者登録-04．ICカード有効期限の更新

左の画面が表示されると、
更新完了です。

【×】ボタンで

必ず全てのブラウザを閉じ
てください。

（備考）更新した新しいICカードで電子入札システムにログイン後、
以下の操作により登録情報を確認できます。

電子入札システムにログ
イン後、【登録者情報】
ボタンを選択します。

「業者概要」・
「登録利用者一覧」が
表示されますので、

変更内容を確認してくだ
さい。

【×】ボタンで画面を
閉じます。
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様式第１号の２（第４条関係）
（ 新規 ・ 変更 ）

電 子 入 札 参 加 申 請 書（建設関連業務）

長崎県知事 様

印

長崎県が電子入札に付する入札案件について
下記の名義人のＩＣカードを使用して入札参加したいので申請します。

記

申請事項（長崎県電子入札システムに登録するＩＣカードの名義人）
No１ 営業所名

役職／氏名

郵便番号

住所

No２ 営業所名

役職／氏名

郵便番号

住所

No３ 営業所名

役職／氏名

郵便番号

住所

No４ 営業所名

役職／氏名

郵便番号

住所

No５ 営業所名

役職／氏名

郵便番号

住所

申請者（本社）

会社名

委託／業務区分

県内／県外

整理番号

連絡先氏名 連絡先電話番号

※建設工事、建設関連業務委託は、交付する利用者番号が異なるので申請書もそれぞれ作成してください。
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長崎黒■置工事 (亀改■嶽 潜姜託)電子入れ

トッ7 綱いての方 儡停凛覇督 瓢 よくお3置旧 嶺糧入れ 岡い0せ リン,

,トップページ→ よくある質問…………………………………一……………………………………… … ……………………e、 n関ⅢⅢ含世`!立Iトマツプ

よ くあ る 質 問  1電 子入本L全般 2事前準備 3Юカード利用者登録 4入札手続き 5エラーメッセージ等

よくある質問と回答を掲載しています。
このページや他のページに掲載がない質問がある場合には、「お問合せ」から電子入札ヘルプデスクまでご連絡ください。

電11.電子入札全般

Q:1-1 電子入本とと1ま イ可ですんヽ ?

Q:1-2電子入札を行うメリッHよ何ですか ?

Q:1-3入本と金額は聞札日まで、誰も見ることができないようになつているのですか ?

Q:14電子入札ではインターネットを使用しますが、セキュリティ上の問題はないのでしょうか ?

Q:15電子入札システムの処理は、日常使つているワープロやブラウザなどに比べて、動作が非常に遅いように感

じるのでずが、何に時間がかかつているのですか ?

Q:1-6長 崎県の電子入札の対象となる入札案件を教えてください。

Q:1-7電子入札システムが使用できる時間帯を教えてください。

Q:1-8電子入札に慣れるための練習の予定はありますか?

Q:19委託業務の電子入札が始まるのは具体的にいつからでしょうか ?

Q:110全ての発注業務が電子入札になりますか ?

Q:1-11工 事との違いはなんですか ?

電12.事前準備

▲ページの先頭ヘ

Q:2-1電 子入札を行うために必要なものは何ですか?

Q:22電子入札を行うためのパソコンの仕様について教えてください。

Q:2-3利 用するインターネット回線はどのように選べば良いのですか ?

Q:2-4利 用するプロバイダはどのように選べば良いのですか?

Q:2-5ファイアウォールを使用していますが、電子入札を行う場合、設定の変更が必要ですか ?

Q:2-6」 avaのランタイムのバージョンが、電子入札システムの動作環境に記載されたものと異なつているパソコンが

ありますが、動作可能ですか ?

Q:歩7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、長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 ?

Q:2-3「安全な通信を行うための証明書のインストール」は、既に国土交通省等の電子入札コアシステムに参加して

いる場合でも必要ですか ?

Q:29電子入札システムに使用するパソコンは、他の業務と兼用しても良いでしょうか ?

Q:2-10念 のため予備のパソコンを用意しているのでずが、予備のパソコンにも設定は必要ですか?

Q:2■ 1電子入札に使用するパソコンに障害が発生する可能性を考慮し、複数のパソコンにカードリーゲの設定を行

いました。この場合、それぞれのパソコンから利用者登録を行う必要がありますか?

Q:212電子入札では、ICカ ード1ま 何枚用意すればよいのでしょうか ?



Q⊇-13発注機関別に電子入札用電子証明書 (ICカード)を用意する必要がありますか ?

Q之-141Cカードを取得する際の「名義人」について教えてください。

Q215ポップアップブロックの設定方法を教えてください。

Qセ封6商号、住所、氏名等に"たつさき"、 "はしごたか"等、外字と思われる文字は使用できますか ?

Q2-17電子入札を行うためにはカードの費用等、どのくらいのコストがかかりますか ?

Q:2-181Cカードの有効期限が切れる場合はどうしたらよいのでしょうか?又、カードの有効期限はどれくらいなので

しょうか?

Q2-19有効期限を失念し、ICカードの有効期限が切れてしまった場合はどうしたらよいのでしょうか ?

Q:2-20工事でICカードを持つているが、そのカードを使用しても問題ありませんか ?

Q認-21電子入札システムは、国等の案件においても使用できますか?

▲ページの先頭ヘ

電愛
d・ iCカードー利用者登録

Q:3-1電子入札用電子証明審(ICカ ード)と は何ですか ?

Q:3-2民 間認証局とは何ですか ?

Q:許3電子入札におけるICカ ードの利用には、どういう意味があるのですか ?

Q遇 4電子入札用電子証明審(ICカ ード)はどのように使用するのでずか?また、使用上の注意点があれば、教え

てください。

Q:3-51Cカ ードとカードリーダーの購入先が違う場合でも使用できますか?

Q:3-61Cカードの更新に伴つて、認証局を変更しました。注意することがありますか ?

QB-7個 人事業主の場合、ICカードに会社名が記載されませんが、電子入札システムに参加できますか ?

Qお-8電子入札システムを利用する場合、ICカードを、いつカードリーダに挿入ずればよいのでしょうか?

Q:3-9有効期限が到来したIcカードには、どのような現象が生じますか ?

Q:3引 0市町村合併により住所が変更になるのですが、ICカードの再取得や、県への変更届の提出が必要ですか ?

Q:3-11 lCカ ードが利用者登録済みかどうか確認する方法がありますか?

Qむ 12参加決定通知書にパスワードが記載されておりません。利用者登録 Iま どのようにしたら良いですか ?

QB司 3企業情報が変更になつたのですが、どのような手続きが必要ですか ?

Q:3141Cカードの更新処理はどのように行うのでしょうか。

▲ページの先頭へ

電愛4.入札手続き

Q4-1設計図書等 (入札説明書)はどこから取得したらよいでしょうか?

Q4-2自分が利用しているパソコンの時計と、電子入札システムに表示される時計の表示時間がずれていますが、

入札書等の提出はどちらの時間に合わせればよいのでしょうか?

Q4-3入札手続きは「資格を有するICカードの名義人である代表者等」本人が直接行う必要がありますか?

Q4-4県 内の営業所に対し年間委任を行つていますが、電子入札の手続き(操作等)は当該営業所から行う必要が

ありますか?

Q:4-5利 用者登録が完了した後、ICカード名義人である代表者等 (代表者又は受任者)の退職等によりICカ ード情

報に変更が生じた場合の取り扱いについて教えてください。

Q:牛6本店代表者と受任営業所長名義のICカードを利用者登録していますが、使用する際の注意点について教え

てください。

Q4-7複数の案件の入札が重なつた場合の取り扱いについて教えてください。



Q4-8破損等を考慮して、2枚以上のICカードを使用することは可能ですか ?

Q4-91Cカードが失効/破損・パソコンが故障/破損した場合は、紙入札で参加することができますか?

Q4-10申込書や入札書の受付締切日時が可7:OOである場合、¬7:00に操作中、または通信中であれば、期限肉

に処理を行つたものとして受付されるのですか ?

Q4コ 1申込書、または入札書等を送信する場合、どこまでが入札参加者の責任になるのですか ?

Q4-12「 申請書」・「申込書」の受付締切日時までに、再度提出を行いたい場合の取扱いについて教えてください。

Q413電 子入札において使用する様式及び委任状の作成方法について教えてください。

Q4-14電子入札の添付ファイルについて、フアイル形式の指定はありますか、また圧縮ソフトを使用できますか ?

Q勢-15工事費内訳善の様式はありますか?

Q4引 6横算専用ソフトにより作成した工事内訳書は使用できますか?また工事費内訳書について、作成上の注意

点があれば教えてください。

Q4-17電子入札では添付ファイルの容量の上限が2MBとなつていますが、これは1つ のファイルのサイズですか?

それとも添付するファイルの合計のサイズですか?

Q4引 8「 申込書」等の添付ファイルや工事費内訳書を送付するたびに、ウイルスチェックを行う必要がありますか ?

Q:4-19申 込書の添付資料又は工事費内訳書の電子ファイル容量が2MBに収まらず、電子入札システムによる提

出ができない場合の手続きについて教えてください。

Q4-20工事費内訳書のフアイル形式の指定はありますか ?

Q4-21入 札書の提出は、いつからできるのですか ?

Q4-22入 札金額の入力内容は確認できますか ?また、入札書送付後に誤りに気付いた場合の取り扱いについて

教えてください。

Q:牛23電子入札では、発注者 Iよ 開札前に入札金額を知ることができるのですか ?

Q4-24開札時における(立ち会いは可能ですか ?

Q4-25落本と結果は、どのようにして知ることができるのでしょうか ?

Q4-26(企 業情報の変更等の)特別な理由がない場合、紙入札を希望してもよいか ?電子入札は強制でしょうか ?

Q:4-27提 出資料の添付ファイル名にr式」、「閥」の文字を使用しないようになっていまずが、使用した場合は入札が

無効になるのでしょうか ?

Q:牛28台風などで電子入札に障害が起きた場合はどうなるのですか ?

Q4-29再入札の締切日はいつになりますか ?

▲ページの先頭へ

電15.エラーメッセージ等

Q:5-1電子入札システムが開けません。 (インターネットが終了する)

Q:5-2時刻が表示されません。

Q:5-3「署名検証が行われませんでした(署名検証エラィ )」 というメッセージ表示されます。

Q:5-4 PIN番 号の入力画面が表示されません。(電子入札システム・利用者登録 )

Q:55電子入札システムにログインすると、「セキュリティで保護された接続でページを表示しようとしていますど、も

しくは「このページにはセキュリティで保護されている項目と保護されていない項目が含まれています」というメッセー

ジが表示されます。

Q:5-6「 Javaア プレットインストールの中止」、「3ava plug in install errOr」 等のメッセージが表示されます。

Q:5-71Cカ ードのPIN番号入力後に、「ログインに失敗しました」というメッセージが表示されます。

Q:5-3電子入札の初期画面で、時刻が表示がされずに「Javaが有効ではありません」いうメッセージが表示されま

す。利用者登録は完了しています。



Qi5-9利 用者登録画面で「入力内容確認」ボタンをクリックすると、「連絡先メールアドレスにはASCH文字を入力し

てください」というメッセージが表示されます。

Qi5-10「APPLET―CRITICAL―XXXXXXXX-19999」 というエラーメッセージが表示されます。

Q:5-11「APPLET―CRITICAL―XXXXXXXX-03001デバイスが使用できません」というエラーメッセージが表示され

ます。

Q:5-12「APPLET一 XXXXXXXX―XXXXXXXX-10048」 というエラーメッセージが表示されます。

Q:5-13「APPLET―XXXXXXXX―XXXXXXXX-10016～ 10022」 というエラーメッセージが表示されます。

Q:5-14入札書受付票が発行されているにもかかわらず、入札書の受付メールが届きません。

Q:5-15入札書の提出時において「提出内容確認」ボタンをクリックした後、提出画面に「ファイルのサイズが大きすぎ

ます。サイズの小さいフアイルを添付して、再度処理を行つてください」というメッセージが表示されます。

Q:5-16通知書等の印刷がうまくできません。

Q:5-17「サーパと通信中」というメッセージが表示されたままで先に進めません。

Q:518「 印刷」ボタン、「提出」ボタン等をクリックした後、すぐに次の画面に移動せず、白い画面が表示されたり、画

面がフリーズしまず。

Q:5-19(マ ニュアルを見ても)操作途中で分からなくなった場合やエラーが出たときなどどうすればよいですか

'
▲ページの先頭へ

-1.「電子入札全般」のよくある質問と回答

Q:1-1  電子入本しとは作丁ですか?

電子入札とは、インターネットを利用して、発注者と入札参加者との間で入札手続きを行うものです。

従来の入札では、応札者は、入札公告を閲覧し、応札できる案件を判断した上で、入札参加申請等の手続きを経て、

発注者のもとに出向いて入札を行っていました。  
｀

電子入札は、これらの手続きをインターネットとコンピュータを用いて電子化したもので、応札者は発注者のもとへ出

向くことなく、インターネットを利用して、入札に参加することができます。

また、発注者はあらかじめ定めた時間と場所において開札処理を行い、その結果を応札者に、インターネッHこより通

知します。

▲ページの先頭ヘ

Q:1-2 電子入札を行うメリッHま何ですか ?

電子入札の主なメリットとして、以下の3点が挙げられます。

1 建設コストの縮減

申請書の提出など入札手続きにかかる移動経費が大幅に削減されます。このことにより、トータル建設コストの

縮減に結びつくと考えられます。

2事務の効率化

入札に伴う書類の作成、送付業務が自動化されることにより、事務が効率化できます。

3受注機会の拡大

個々の発注案件の特性に応じた入札参加条件を満たず者が、インターネットを通じて、物理的な移動距離の制約

なしに入札に参加できるようになることによつて、より多くの応札者の参入が期待されます。これによって、公共事

業の競争性の向上が図られます。このことは応札者側から見ると、より多くの案件に応札する機会が拡大するこ

とを意味しています。



▲ページの先頭ヘ

Q:1-3 入札金額は開札日まで、誰も見ることができないようになつているのですか?

電子入札システムでは、入札書は暗号化の上、専用サーバに厳重に保管されるため、開札時間まで誰も中身を見る

ことができない仕組みとなつています。

▲ページの先頭へ

Q:卜4 電子入札ではインターネットを使用しますが、セキュリティ上の問題はないのでしょうか?

電子入札システムでは、インターネット上で情報を暗号化して送受信するプロトコルであるSSL(Secu「 e sOcket

Layer)を用いて通信を行います。

また、認証局が発行する電子証明書αCカード)を利用して電子署名を付与することで、より高度なセキュリティを実現

しています。

▲ページの先頭ヘ

Q:1-5 電子入札システムの処理は、日常使つているワープロやブラウザなどに比べて、動作が非

常に遅いように感じるのですが～何に時間がかかつているのですか?

電子入札システムの処理時間を大別すると、「クライアントPC側の処理時間」と「通信時間」と「サーバ側の処理時間」

とに分けられます。

このうち「通信時間」ではインターネットを介した通信を行いますので、通信回線状況に応じた時間を要します。

また、「クライアントPC側の処理時間」と「サーバ側の処理時間」のうち約8割では、セキュリティの処理(電子署名、IC

カードアクセス、暗号化処理など)が行われています。

▲ページの先頭ヘ

Q:卜6 長崎県の電子入札の対象となる入札案件を教えてください。

工事については、平成24年 1月 より、下記の条件の案件を対象としています。

【適用範囲 】

建設業法に規定する建設工事のうち、

長崎県総務部、環境部、水産部、農林部、土木部、振興局及び警察本部において、指名競争入札及び一般競争入札

で発注する全工事が電子入札の対象となります。仲ro及び随意契約案件を除く)

【上記の施行時期 】

平成24年 1月 4日 以降に入札公告及び入札執行通知をおこなう建設工事から適用しています。

委託については、平成31年 4月 より、下記の条件の案件を対象としています。

【適用範囲 】

建設関連業務委託のうち、

長崎県総務部、環境部、水産部、農林部、土木部、振興局及び警察本部において、指名競争入札及び一般競争入札

で発注する全業務が電子入札の対象となります。(W‐「O及び随意契約案件を除く)

【上記の施行時期 】

平成3刊 年4月 1日 以降に入札公告及び入札執行通知をおこなう建設関連業務委託から適用しています。

Q:1-7 電子入札システムが使用できる時間帯を教えてください。

電子入札システムヘのアクセス時間は、8:OO～ 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時までとなりまずのでご注意ください。

▲ページの先頭ヘ



▲ページの先頭へ

Q:1-3 電子入札に慣れるための練習の予定はありますか?

電子入札による手続きの理解を深め、操作等に十分慣れた上で本番に臨めるよ引こ架空案件による模擬入札を行う

場合があります。詳しくは模擬入札のページをご確認ください(時期によつては実施していない場合もあります)。

▲ページの先頭へ

Q:1-9 委託業務の電子入札が始まるのは具体的にいつからでしょうか?

平成31年 4月 1日 以降に入札公告及び入札執行通知をおこなう建設関連業務委託が対象です。

▲ページの先頭ヘ

Q:1-10 全ての発注業務が電子入札になりますか?

随意契約は対象外となります。設計金額が100万円未満の3社見積り合わせも対象外となります。

▲ページの先頭ヘ

Q:1-11 工事との違いはなんですか?

入札書を提出する際に、内訳書の添付が不要であること。

入札回数が2回 +随意契約のため、再入札が存在すること。

一般競争入札 (事後)の時、申請書提出の段階で全ての書類を添付する必要があること。(工事は開札後に提出

する)

公開ランダムが無いこと。

様式の違いによる細かい文言の違いがあること。

▲ページの先頭ヘ

‐
2.「事前準備」のよくある質問と回答

Q:2-1 電子入札を行うために必要なものは何ですか?

電子入札を行う場合、以下の機器と関連ソフトウェアが必要となります。

詳細は「事前準備」のページをご参考ください。

・インターネッHこ接続できるパソコン

・電子証明書CCカード)(コ アシステム対応民間認証局発行のもの)

・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関連ソフトウェア」は、ICカード購入時にコアシステム対応民間認証局から提供されます。

▲ページの先頭へ

Q:2-2 電子入札を行うためのパソコンの仕様について教えてください。

動作環境については下記のページを参照してください。

・推奨クライアント環境

・長崎県独自の注意事項

▲ページの先頭ヘ



インターネットの接続方法としてはゲイヤルアップやADSL(専用回線等様々あり、また現在、地域によつては接続で

きない方法がありますが、回線速度は操作性に直接影響しますので、できるだけ高速で、かつ安定性の良い「ADS
L」 、または「光ファイバー回線」を推奨します。

Q:2-3 利用するインターネット回線はどのように選べば良いのですか?

▲ページの先頭へ

▲ページの先頭ヘ

Q:2-5 フアイアウォールを使用していますが、電子入札を行う場合、設定の変更が必要ですか?

ファイアウォールとは、組織内のコンピュータネットワークヘの外部からの侵入を防ぐハード/ソフトシステムです。

ファイアウォールを設定している場合、前項に示しました通信プロトコルが通過できるような設定が必要となります。

▲ページの先頭ヘ

Q:2-6 Javaのランタイムのバージョンが、電子入札システムの動作環境に記載されたものと異

なっているパソコンがありますが、動作可能ですか?

」ava2 Rundme Enuronment Standard Edtton(JRE)はバージョンについては下記の「長崎県電子入札システム動作条

件」を確認してください。

長崎県電子入札システム動作条件

▲ページの先頭ヘ

Q:2-7 国上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、長崎県の電子入札シ

ステムをインストールしても問題ありませんか?

電子入札システムを初めてご利用になる場合には、「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、および

「Javaポ リシーの設定」の操作が必要です。

ただし、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」

のインストニルは不要であり、「Javaポ リンーの設定」で長崎県電子入札システムのURLを追加設定することにより、

使用可能となります。

これは、国土交通省などの電子入札システムが、長崎県と同じ「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。

長崎県内で「電子入札コアシステム」を採用している団体 :長崎市・佐世保市日諫早市 ,大村市 B壱岐市・雲仙市日南

島原市

Q2-8「安全な通信を行うための証明書のインストール」は、既に国土交通省等の電子入札コアシ

ステムに参加している場合でも必要ですか?

必要です。長崎県と入札参加者との間で通信を行う際に、自己証明書(安全な通信を行うための証明書)が必要とな

りますので、インストールは必ず行つてください。

Q2-4 利用するプロパイダはどのように選べば良いのですか?

インターネットを利用する場合、プロ′`イダ(ISP)との契約が必要となります。電子入札システムでは、以下に挙げる通

信プロトコルを使用しますので、これらすへてが通過可能であるプロバイダをお選びください。

・ HTTP:HyperText Transfer Protocol

・ HTTPS:Hypettext Transfer ProtocoI Security

・ SWTP:Simple Mail Transfer Protocol

・ LDAP:Lightweight Directory Access PrOtOcol

▲ページの先頭ヘ



▲ページの先頭ヘ

Q:2-9 電子入札システムに使用するパソコンは、他の業務と兼用しても良いでしょうか ?

基本的には、他の業務と兼用して使用できます。

(他の業務で電子入札とは別のバージョンの」avaのインストールを要する場合は兼用できません。)

ただし、他の業務と兼用する場合、発注者からのメールの確認や入札事務処理と他業務の処理が重なつて、入札事

務処理に支障が出る可能性があります。可能であれば、電子入札の専用機により参加をお願いします。

▲ページの先頭ヘ

Q:2-10 念のため予備のパソコンを用意しているのですが、予備のパソコンにも設定は必要です

か ?

ICカードリーダのセットアップ、ポリシー設定、証明書のインストールといつた1台 日と同じ作業を行つてください。

パソコンの設定については、事前準備 パソコン設定のページを参考にしてください。

▲ページの先頭ヘ

Q:2-11 電子入札に使用するパソコンに障害が発生する可能性を考慮し、複数のパソコンにカード

リーダの設定を行いました。この場合、それぞれのパソコンから利用者登録を行う必要があります
か ?

利用者登録は、ICカード単位で登録を行うものですので、いずれかのパソコンから一度だけ行つてください。

▲ページの先頭へ

Q:2-12 電子入札では、ICカードは何枚用意すればよいのでしようか ?

ICカードの破損、PIN番号の無効等により、ICカードが使用できなくなることがあります。

(PIN番号を一定回数誤つて入力した場合、そのICカードは使用できなくなります。対応方法はICカードを発行する民

間認証局により異なります。詳細は各民間認証局にお問い合わせください。)

以上の理由により、ICカードは、予備として複数枚を準備されることをお奨めします。

複数枚のICカードを有する場合、同一案件処理の途中で利用者登録済の別のICカードに切り替えて手続を進めるこ

とができます。

▲ページの先頭へ

Q2-13 発注機関別に電子入札用電子証明書 (ICカード)を用意する必要がありますか?

長崎県が行うすべての電子入札への応札は、1枚のICカードで参加ができるようになつています。

ただし、工事と委託のどちらにも参加する場合は、2枚のICカードが必要になります。

▲ページの先頭ヘ

Q:2-14 1C力 ~ドを取得する際の「名義人」について教えてください。

長崎県の電子入札では、ICカードの名義人は「格付表 (資格者名簿)に登載されている者 (代表者、または代表者から

入札契約に関する年間委任を受けている者 (営 業所長等)、 以下「代表者等」という)」 に限ります。

従つて、ICカードの名義人が代表者等以外である場合、利用者として承認できません。

特定」Vの場合は、「代表構成員」である単体企業の代表者等の名義によるICカードをご利用ください。

また、当該」Vの他の構成員は、全て利用者登録を完了している者でなければなりません。

▲ページの先頭へ



ポップアウプブロックの設定についての詳しい手順は、こちらのページを参考に設定を行つてください。

Q:2-15 ポツプアツププロックの設定方法を教えてください。

▲ページの先頭ヘ

Q2-16 商号、住所、氏名等に"たつさき
〃
、"はしごたか"等、外字と思われる文字は使用できます

か ?

住所、代表者氏名等に外字(=機種依存文字といいます。特定の機種や環境のみで表示することができる文字のこ

と)を含む場合、電子入札サー′`が外字を認識しないため外字文字については「?」と表示されます。

この不具合の回避の為に参加申請書作成時には、必ず外字の使用を確認し、外字である場合は」IS水準に基づく漢

字またはひらがな等に置き換えて記入してください。

▲ページの先頭ヘ

Q:2-17 電子入札を行うためにはカードの費用等、どのくらいのコストがかかりますか?

料金やサービスの内容は各認証局で異なりますのでご確認ください。発注者としての指定はありません。

▲ベージの先頭ヘ

Q2-18 1C力 ~ドの有効期限が切れる場合はどうしたらよいのでしようか?又、カードの有効期限

はどれくらいなのでしようか?

有効期限前に、民間認証局へカードの失効及び新カードの入手 (有償)の手続きをおこない、参加者側で電子入札シ

ステムによりICカード更新、つまり再度利用者登録をして頂きます。カードの有効期限は1～ 5年があるようですが、詳

しくは各認証局に問い合わせてください。

▲ページの先頭ヘ

Q:2-19 有効期限を失念し、ICカードの有効期限が切れてしまつた場合はどうしたらよいのでしょう

か ?

民間認証局へ再度申請手続き〔新カードの入手 (有償 )〕 をして頂くことになります。期限切れによる変更手続き中に指

名を受けた場合は、紙入札承認申請を各発注機関へ行つてください。

ただし、一般競争入札ではICカードの有効期限切れによる紙入札移行はできません。

▲ベージの先頭ヘ

Q:2-20 工事でICカードを持つているが、そのカードを使用しても問題ありませんか?

使用できません。長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。

▲ページの先頭ヘ

Q:2-21 電子入札システムは、国等の案件においても使用できますか?

こちらでは判断できませんので各発注機関に尋ねてください。

AF
3.『 ICカードー利用者登録」のよくある質問と回答

▲ページの先頭ヘ



インターネットなどを利用した電子文書のやりとりにおいて、なりすましや改ざんを防止するために使用される「電子証

明書」の情報を格納しているカードのことです。

電子入札では、インターネットを利用して電子文書の送受信を行うため、送信されてきた電子文書が本当に送信者の

ものかどうかを確認する必要があります。

この本人確認の方法として、送信者及び受信者以外の第二者機関(民間認証局)が発行した電子証明書(ICカ ード)を

使用します。

送信者が電子証明書OCカード)を使用して電子文書に署名 (電子署名)を行い、受信者が民間認証局に署名の所有

者及び有効性を照会することにより、送信者の確認(電子認証)を行います。

Q:3-1 電子入札用電子証明書(iCカード)と は何ですか?

▲ヘージの先頭へ

▲ページの先頭ヘ

Q:3-3 電子入札におけるICカードの利用には、どういう意味があるのですか?

従来の紙入札では、入札書等に代表者等の個人印を押印することにより、間違いなく本人であるということを証明して

いましたが、電子入札では、従来の個人印に代わるものとして、電子証明書OCカード)による電子署名により、本人で

あることを証明します。

▲ページの先頭へ

0:3-4 電子入札用電子証明書(ICカード)はどのよ引こ使用するのですか?また、使用上の注意

点があれば、教えてください。

応札者及び発注者は、使用するパソコンに接続されている「ICカードリーダ」にこの「電子入札用電子証明書(ICカー

ド)」 を挿入して、電子入札の処理を行います。

途中で引き抜いてしまうと、本人性の確認ができなくなりますので、処理が無効となつてしまいまず。

電子入札の途中においては、民間認証局との間できめ細かく本人性の確認をしていますので、くれぐれも途中でIC

カードを引き抜かないようにしてください。

▲ページの先頭へ

Q:3-5 1C力 ~ドとカードリーダーの購入先が違う場合でも使用できますか?

使用できない場合もありますので、各民間認証局にお問い合わせください。

▲ページの先頭ヘ

複数の認証局のソフトウェアを1台のパソコンにインストールすると、正常に動作しないことがあります。

そのため、同じパソコンを使用する場合は、旧認証局のソフトウェアを完全にアンインストールした後で、新認証局のソ

Q:3-2 民間認証局とは何ですか?

従来の入札では、入札を希望する企業が公共発注機関に出向きますので“対面方式
″
で直接相手が誰なのかを確認

できます。

それに対して、電子入札の場合はネットワーク上でのやり取りとなるため、相手が本当に入札しようとしている企業の

者なのか、また本当に発注機関の担当者なのかといった目視確認ができません。

このため、発注者と応札者の間で確実に電子的なやり取りができるように、信用に足る第三者による「本人証明」と

「晴号化通信」が必要となつてくるわけです。これが認証局の仕事です。

認証局が双方に本人性を証明してくれることによつて、安心して入札処理が行えるのです。

Q:3-6 1Cカードの更新に伴つて、認証局を変更しました。注意することがありますか?



フトウェアをインストールする必要があります。

詳細は各民間認証局にお問い合わせください。

▲ページの先頭へ

Qお-7 個人事業主の場合、ICカードに会社名が記載されませんが、電子入札システムに参加でき

ますか?

個人事業主の場合、ICカードの会社名、会社住所が空襴となりますが、ICカードの名義人が県の格付表に登載され

ている有資格者であれば問題ありません。そのICカードにより利用者登録を行つてください。

▲ページの先頭ヘ

Q:3-8 電子入札システムを利用する場合、ICカードを、いつカードリーダに挿入すればよいので

しょうか?

カードリーダは、使用するパソコンを起動する時点で接続しておく必要があります。

ICカードについては、PIN番号入力前までに挿入してください。また、電子入札システムのすべての操作が終了するま

では、ICカードを抜かないようにしてください。

▲ページの先頭ヘ

Q:3-9 有効期限が到来したICカードには、どのような現象が生じますか?

有効期限が到来すると以下の現象が生じます。

・電子入札システムに接続できなくなります。

・「ICカードの更新」機能を利用できなくなります。

※「ICカードの更新」を行うことにより、新ICカード(利用者登録を行つていない新規に取得したICカード)は、旧IC

カード(利用者登録を行つた有効期限間近のICカード)で行つた入札手続きを継承して行う(過去の案件情報を参

照する)ことができます。ただし、「ICカードの更新」を行うと、有効期限内であっても旧ICカードは使用できなくなり

ます。

▲ページの先頭へ

Q:3-10 市町村合併により住所が変更になるのですが、ICカードの再取得や、県への変更届の提

出が必要ですか?

県への変更届は不要です。また、住所変更後においても、旧住所が記載されたICカードを使用できます。

ただし認証局によつては再発行手続きが必要になる場合があります。詳細については各民間認証局へお問い合わせ

ください。

▲ページの先頭ヘ

Q:3-11 lCカ ードが利用者登録済みかどうか確認する方法がありますか?

利用者登録画面において「登録」ボタンをクリックしてPIN番号を入力してください。

・利用者登録済であれば、「挿入されているICカードの利用者は既に登録されています」というメッセージが表示さ

れます。

・利用者登録が完了していない場合は、利用者登録の入力画面が現れますので、登録を行つてください。

・利用者登録済みの方が利用者登録した内容を知りたい場合は、「利用者登録」の「変更」により確認できます。

終了するときはそのままブラウザを閉じてください。

▲ページの先頭ヘ



Q:3-12 参加決定通知書にパスワードが記載されておりません。利用者登録はどのよ引こしたら

良いですか?

▲ページの先頭へ

Q:3-13 企業情報が変更になったのですが、どのような手続きが必要ですか?

電子入札参加申請手続きのページをご参照ください。

▲ページの先頭へ

Q:3-14 1Cカードの更新処理はどのように行うのでしょうか。

【現在使用中のICカードが有効期限内で新ICカードに更新する場合】
・メニューの「操作説明書」の「2-41Cカード有効期限の更新」をご参照ください。

【使用していたICカードの有効期限が切れている場合】

・メニューの「操作説明書」の「2-2利用者登録」をご参照ください。

▲ページの先頭ヘ

4.「入札手続き」のよくある質問と回答

平成刊8年4月 2日までに電子入札参加申請をされた方には、パスワードが記載されていない参加決定通知書を送付

しております。

この通知書の記載内容により利用者登録される場合は、利用者登録画面のパスワード入力欄には登録番号を入力し

てください。

Q4-1 設計図書等 (入札説明書)はどこから取得したらよいでしょうか ?

長崎県建設工事設計図書等交付システム (電子入札システム経由)よ り取得していただきます。

【長崎県建設工事設計図書等交付システム利用時間 】

駐OO～ 2α00(県の開庁日 )

● 操作方法についてはこちら

長崎県建設工事設計図書等交付システム操作マニュアル

0取扱要領についてはこちら

長崎県設計図書等交付要領

▲ページの先頭ヘ

Q:4-2 自分が利用しているパソコンの時計と、電子入札システムに表示される時計の表示時間が

ずれていますが、入札書等の提出はどちらの時間に合わせればよいのでしょうか?

電子入札システムはサーバ上の時間を基準として、すべての受付開始日時や締切日時等が設定されていますので、

電子入札システム画面上部中央に表示される時刻が電子入札での標準時刻になります。

従つて、自分のパソコンが表示する時間が受付時間内であっても、電子入札システムが表示する時計で受付締切時

間が経過していれば、入札書等は受理されませんので、余裕をもつて入札書等の提出を行つていただくようお願いし

ます。

Q:牛3 入札手続きは「資格を有するICカードの名義人である代表者等」本人が直接行う必要があ

りますか?

▲ページの先頭ヘ



入札手続きに際しては、代表者等以外が手続きすることを想定していますが、この場合、「代表者等名義のICカードを

使用する者」は「当該代表者等からICカードの使用に係る権限の委任を受けた者」と見なします。

従つて、応札者において、取り扱いを社内運用ルールとして管理していただくようお願いします。

▲ページの先頭ヘ

Q4-4 県内の営業所に対し年間委任を行つていますが、電子入札の手続き(操作等)は当該営業

所から行う必要がありますか?

必要ありません。                   .
電子入札はインターネット経由で入札に参加できるシステムですので、入力する場所を制限しません。

なお、受任営業所の資格により入札する場合に使用するICカードの名義人は、当該営業所の代表者等であることが

必要です。

ただし、当該ICカードの名義人以外が使用する場合の取扱いは、前項と同じです。

▲ページの先頭へ

▲ページの先頭ヘ

▲ページの先頭ヘ

Q4-7 複数の案件の入札が重なつた場合の取り扱いについて教えてください。

電子入札においては、入札期間を3日 間設けていますので、複数の案件の入札が重複しても問題ありません。

※入札書の提出に際しては、余裕をもつて作業されますようお願いします。

Q4-5 利用者登録が完了した後、ICカード名義人である代表者等 (代表者又は受任者)の退職等

によりICカード情報に変更が生じた場合の取り扱いについて教えてください。

利用者登録完了後において「企業名称」又は「ICカード名義人(代表者又は受任者 )」 に変更が生じた場合、そのIC

カードは使用できませんので使用を直ちに中止し、認証局に対し失効及び再発行の申請を行つてください。

この場合において、再発行の申請 (準備)中であつて、再発行が入札手続きに間に合わないときは、紙入札承認申請

書に申請 (準備)中 の事実を証する書類 (電子証明書発行申請書の写し又は法務局変更登記申請書の写し又は株主

総会議事録の写し)を添えて、定められた期限までに発注機関への承認申請を行つてください。発注機関の承認後に

おいて、紙入札による入札参加が可能となります。(この手続きは、入札案件毎に必要です)

再発行の申請 (準備)中であることが確認できない場合は紙入札を認めません。

また、入札参加資格審査申請書記載事項変更届 (又は入札参加に係る委任事項変更届)とは別に電子入札参加申

請書 (変更)も併せて、提出しなければなりません。

Q4-6 本店代表者と受任営業所長名義のICカードを利用者登録していますが、使用する際の注

意点について教えてください。

入札公告に定める参加資格要件を満たさない者の名義のICカードにより入札手続きを行うと、当該入札は無効になり

ます。本店代表者と受任営業所長名義のICカードの使い分けについてご注意ください。

1.受任営業所長の資格により入札参加する場合は、当該受任営業所長名義のICカードを使用しなければなりませ

ん。

2本店代表者の資格により入札参加する場合は、当該本店代表者名義のICカードもしくは受任している営業所長

名義のICカードを使用して参加することができます。

0:牛8 破損等を考慮して、2枚以上のICカードを使用することは可能ですか?

t▲
ページの先頭ヘ



ICカードは複数枚使用できます。

使用されるICカードすべてにおいて利用者登録が必要です。また利用者登録に入力する「登録番号」、「商号又は名

称」、「パスヮード」は同じものになります。

▲ベージの先頭へ

▲ページの先頭ヘ

▲ページの先頭ヘ

▲ぺ=ジの先頭へ

Q4-12「申請書」口「申込書」の受付締切日時までに、再度提出を行いたい場合の取扱いについて

教えてください。

【事前審査型の場合】

競争参加資格確認申請書の取り下げは発注機関の許可が必要になります。

再提出をご希望の方は各発注機関へ直接お問合わせください。

【事後審査型の場合】

事後審査型一般競争入札参加申込書は入札参加者が電子入札システムで取り下げ処理を行い再提出することが

できますも

メニューの「操作説明審」の「4-a事後審査型一般競争入札参加申込書の提出」の取り下げの操作をご参照くださ

い 。

Q4-9 1Cカードが失効/破損・パソコンが故障/破損した場合は、紙入札で参加することができま

す か ?

長崎県では電子入札を行う案件については、原則的に紙での入札参加は認めておりません。

例外的に大規模な天災、インターネット上における通信障害及び電子入札サーパの故障などの場合には紙入札とな

る場合がありますが、応札者側におけるICカードの期限切れ、破損、またはパソコンの障害による紙入札への移行は

認められません。

長崎県ではICカードの破損等を考慮し、複数枚のICカードを登録できるようになっていますので、有効期限を重複させ

ない等の方法で対処してください。紙入札への移行につきましては、電子入札要綱をご確認ください。

Q:牛10 申込書や入札書の受付締切日時が17:00である場合、17:00に操作中、または通信

中であれば、期限内に処理を行つたものとして受付されるのですか?

受付時刻は、申込書や入札書が発注者サーバに到達した時点で判断しますので、操作中、または通信中に締切日時

を迎えると「期限切れ」となり受付されません。たとえ締切日時より前に「送信」ボタンをクリックしていても、サーバとの

通信中に締切時間を迎えた場合は受付られませんので、余拾を持つて提出していただくようお願いします。

受付締切日時が17i00である場合、16:59:59999市までに発注者サーバに到着しなければ受付られません。

Q:牛11 申込書、または入札書等を送信する場合、どこまでが入札参加者の責任になるのです

か ?

入札参加者は、発注者の電子入札サーバに到達するまでが責任の範囲となり、発注者は、サーバに到達してからが

責任の範囲となります。

発注者のサーバに入札参加者のデータが到着すると、直ちに「受信確認通知」が入札参加者のパソコンに表示されま

す。必ず、この「受信確認通知」画面で、送信したデータが正常にサーバに登録されたことを確認してください。

「受信確認通知」ま必ず印刷し、落札決定まで保管してください。

発注者サーバから「受信確認通知」が返ってくるのは、「申込書Ⅲ「申請書」・「委任状」・「入札害」・「事後審査資料」提

出直後に限られ、以降は再表示されませんので注意してください。

▲ページの先頭ヘ



Q4-13 電子入札において使用する様式及び委任状の作成方法について教えてください。

電子入札において使用する様式は電子入札実施要綱において定めています。

委任状は、メニューの「書類」よリダウンロエドが可能です。

▲ページの先頭ヘ

Q4-14 電子入札の添付ファイルについて、フアイル形式の指定はありますか、また圧縮ソフトを

使用できますか?

ファイ)レ形式はPDFのみと制限されています。(詳細は電子入札要綱をご確認ください)

また、添付された電子フアイルは、電子入札システムで自動的に圧縮されますので、他の圧縮ソフトを使用しないでく

ださい。他の圧縮ソフトを使用した電子ファイルは正常に開かないことがあります。また、フォルダ形式による添付も行

わないでください。

▲ページの先頭ヘ

Q:牛15 工事費内訳書の様式はありますか?

工事費内訳書の様式は定められておりません。任意で作成していただきます。

▲ページの先頭へ

Q:4-16 積算専用ソフHこより作成した工事内訳書は使用できますか?また工事責内訳春につい

て、作成上の注意点があれば教えてください。

積算専用ソフトウェアを使用して作成した工事費内訳書であつても、長崎県が定めるファイル形式 (PDF形式のみ添

付可。詳細は電子入札要綱をご確認ください)であれば電子入札システムによる提出が可能です。PDF以外のファイ

ル形式の場合は添付できませんのでご注意ください。工事費内訳書を作成する時の注意点は以下のとおりです。

紙面で作成した工事費内訳書をスキャナーを使用して電子ファイル化(PDF)する場合、解像度を低く設定しすぎ

ると工事費内訳書の表示内容が不鮮明となり、内容不備 (内容が確認できない)として入札を無効にすることが

あります。提出前に必ず明瞭に表示するか確認してください。

工事費内訳書には、「工事番号」・「工事名称」・「工事場所」・「企業名称(JV対象工事にあってはJV名 称)」 イ代

表者名等」を記入してください。

入札書に添付できる工事費内訳書の電子ファイル数は1個に限られ複数のファイルは添付できません。またフォ

ルゲ形式による添付も行わないでください。

※詳しくは 工事費内訳書取扱要領 をご覧ください。

▲ページの先頭へ

Q4-17 電子入札では添付ファイルの容量の上限が2MBとなっていますが、これは1つのフアイ

ルのサイズですか?それとも添付するファイルの合計のサイズですか?

添付するファイルの合計サイズの上限を、2MB(電子入札システムによる圧縮後)としています。

▲ページの先頭ヘ

「申込書」に添付するファイルや工事費内訳書がウイルスに感染している場合、ウイルスチェックソフトウェアにより馬E

除され、添付ファイル自体が発注者に届かないことがあります。その場合、発注者に対し、添付ファイルが提出されて

Q:4-18「申込書」等の添付ファイルや工事費内訳喜を送付するたびに、ウイルスチェックを行う必

要がありますか?



いないこととなり、入札が無効になることがあります。

また、ウイルスは発注者のみならず、広範囲にわたつて悪影響を及ぼしますので、必ず、提出前にウイルスチェックを

行つていただきまずようお願いします。

ウイルス対策ソフトの指定はありませんが、ご使用中のウイルス対策ソフHよ必ず最新のパターン(ウイルス定義)に

更新してウイルスチェックを行つていただきますようお願いします。

▲ページの先頭ヘ

▲ページの先頭ヘ

Q4-20 工事費内訳書のファイル形式の指定はありますか?

長崎県が定めるファイル形式(PDFの み添付可。詳細は電子入札要綱をご確認ください)で作成してください。

フアイル名には英数文字の他、」IS第 1及び第2水準の漢字も使用できます。(重要な注意事項 もご参照ください。)

▲ページの先頭へ

Q4-21 入札書の提出はtいつからできるのですか?

入札書は、「入札書受付開始日時」から「入札書受付締切日時」までの期間に提出します。

この期間以外は、入札状況一覧画面に「入札書提出」ボタンが表示されないため、入札書の提出が行えません。これ

らの基準となる時刻は、電子入札システムで統一的に管理され、常時、画面上部中央に表示しています。

▲ページの先頭ヘ

Q4-22 入札金額の入力内容は確認できますか?また、入札喜送付後に誤りに気付いた場合の

取り扱いについて教えてください。

入札登録処理の流れの中に、入力した金額を表示し、登録してよいか確認する画面がありますので、ここでよくご確認

ください。

一旦提出が完了すると、入札書締切日時前であつても入札書及ぴ工事費内訳書の再提出はできませんので、ご注意

ください。

入札後に金額を確認するためには、事前に「入札書」の印用1画面を印用Jしておく必要があります。

Q4-19 申込書等の添付資料又は工事費内訳書の電子ファイル容量が2MBに収まらず、電子入

札システムによる提出ができない場合の手続きについて教えてください。

添付する電子ファイルの圧縮後容量が2MBを超えると、電子入札システムでは提出できません (その旨メッセージが

表示されます)。 その場合の手続きは以下のとおりです。

(1)電子入札要綱に定める紙媒体提出通知書 (様式第3号または様式第3号の2)に所定の事項を記入してくださ

い。様式は、メニューの「書類」の「2.提 出書類等 (ワード形式)」 から入手できます。

(2)電子入札システムによる申込書等 (工事費内訳書にあつては、入札書)提出の際に、(1)で作成した紙媒体提出

通知書の電子ファイル(PDF形 式のみ添付可)だけを添付して提出してください。

(3)電子入札システムにより提出できなかつた申込書等の添付資料又は工事費内訳書は、(2)で提出した紙媒体提

出通知書の印刷物を添えて、全て紙面により提出期限までに発注機関へ持参してください。

なお、工事費内訳書は金額が見えないよう封書とし、「工事番号」「工事名称」「工事場所」「開札日」「JV名 称」「企

業名称 (営業所名含む)」「代表者名等」「工事費内訳書」を表記して持参してください。

Q:牛23 電子入札では、発注者が開札前に入札金額を知ることはできるのですか?

▲ページの先頭ヘ



できません。

発注者は、入札案件の進捗 (入札書や辞退届の提出状況)の確認はできますが、提出された入札書の内容について

は、開本と予定日時になるまで見ることができません。

▲ページの先頭ヘ

Q〕…24 開札時における、立ち会いは可能ですか?

電子入札による入札案件に際し、希望する入札参加者は立ち会うことができます。

また紙入札者は、提出期限までに書面による入札書を発注機関に持参し、開札には立ち会わなければなりません。な

お、代理人を立ち会わせるときは委任状が必要です。立ち会いを希望する者がいないときは、直接当ほ該入札に関係な

い職員を立ち会わせるものとします。

▲ページの先頭ヘ

Q:4-25 落札結果は、どのようにして知ることができるのでしようか?

落札結果は、電子入札システムが発行する「落札者決定通知書」によりご確認ください。

「落札結果通知書」が発行されると同時に「落札者決定通知書到着のお知らせ」メールが、事前に登録された入札参

加者の連絡先メールアドレスに送付されます。

▲ページの先頭ヘ

Q:4-26(企業情報の変更等の)特別な理由がない場合、紙入札を希望してもよいか?電子入札

は強制でしようか?

特別な理由がない場合は認められませんので、原則として電子入札で入札参加していただきます。

▲ページの先要へ

Q4-27 提出資料の添付フアイル名に「式J、「問Jの文字を使用しないよ引こなつていますが、使用

した場合は入札が無効になるのでしようか?

電子入札要綱第10条に定める電子ファイルの推奨環境や禁止文字の使用にかかわらず発注機関でファイルを開くこ

とができないものは無効とします。

▲ページの先頭ヘ

Q4-28 台風などで電子入札に障害が起きた場合はどうなるのですか ?

広域的な障害が発生した場合は、その原因調査を行い入札の中止等のお知らせを行います。(電子入札要綱第29

条 )

▲ページの先頭ヘ

Q4-29 再入札の締切日はいつになりますか?

原則24時間後としますが、あくまでも案件ごとによつては異なります。

tヽれ '''

5.『エラーメッセージ」のよくある質問と回答

▲ページの先頭ヘ

Q:5-1 電子入札システムが開けません。(インターネットが終了する)



ポップアップブロックが作動すると、電子入札システムが表示されなくなります。

画面上部の「ポップアップがブロックされました"|」 と表示されている部分をクリックして、「このサイトのボップアップを

常に許可する(A)」 を選択してください。それ以降、電子入札システムが正常に表示されるようになります。

対処方法につきましては、電子入札システムが不調の場合には「2internetExpiorerの 異常終了」をご参照ください。

▲ページの先頭ヘ

▲ページの先頭へ

Q:5-3「署名検証が行われませんでした(署名検証エラー)」 というメッセージ表示されます。

以下の事項を確認してください。ICカードを購入した認証局から「修正モジ主―ル」が提供されていませんか?

認証局によっては、解決用の修正モジュール(認証局によって呼称が異なります)が提供されている場合がありますの

で、認証局のホームページ等によりご確認ください。

▲ページの先頭ヘ

Q:5-4 PIN番号の入力画面が表示されません。(電子入札システムロ利用者登録 )

以下の理由が考えられます。

・「Javaポリシー」の設定が正しく行われていない可能性があります。事前準備 Javaポ リシーの設定を参考に、長

崎県の電子入札システムのポリシー設定のURLが正しく入力されているか、ご確認ください。
・未対応の」avaがインストールされている可能性があります。

システム設定の自動確認にてご利用の」avaのパージョンと長崎県電子入札システム動作条件をご確認ください。

※対処方法については各民間認証局へお問合せください。

▲ページの先頭ヘ

Q:5-5 電子入札システムにログインすると、「セキュリティで保護された接続でページを表示しよう

としています」、もしくは「このページにはセキュリティで保護されている項目と保護されていない項目
が含まれています」というメッセージが表示されます。

最初に電子入札システムをご利用になるときに、ブラウザの設定によってはこれらのメッセージが表示されることがあ

りますが、問題はありません。「OK」もしくは「はい」をクリックして先へ進んでください。

Q:5-2 時刻が表示されません。

l Javaポリシーの設定が正しく行われていない可能性があります。

既に国土交通省などで電子入札コアシステムをご利用されている場合でも、長崎県独自の設定が必要です。

事前準備 」avaポリシーの設定のURLが登録されているかを認証局提供のJavaポ リシー設定ツールを使用して

ご確認ください。

2コアシステム対応ソフトウェアのインストールに不備がある可能性があります。認証局のインストール・マニュアル

に従つてソフトウェアを削除後、再度インストールしてください。

3.長崎県電子入札システムで使用する」avaの バージョンは長崎県電子入札システム動作条件に記載のバージョ

ンとなります。

」REのパージョンは、Javaコンソールの1行 日の表示で確認することができますので、お使いのパソコンに他の

バージョンが共存する場合は他バージョンを削除するか、削除できない場合は別途パソコンをご用意ください。

設定につきましては各民間認証局へお問合せください。

Q:5-6「 Javaァプレットインストールの中止」、「Java plug itt instell error」 等のメッセージが表示さ

れます。

▲ページの先頭ヘ



Windows起動時に入力するログインユーザ名が全角文字(ひらがな、漢字、全角の英数字(ABC、 123など))で設定

されている場合に発生します。これは、電子入札システムが使用する「Java」 が全角文字に対応していないために起

こるものです。ご使用中のログインユーザ名を確認していただき、全角文字である場合は、以下の手順により、新規口

グインユーザの作成、電子入札システム関連ソフトウェアのインストールを行つてください。

1.管理者権限を有する半角英数文字のログインユーザ名を作成してください。

2.旧 ログインユーザ名(全角文字のログインユーザ名)にてインストールした電子入札システム関連ソフトウェアを、

ICカードを取得した認証局の説明書に従つて、完全にアンインストールしてください。

&上記1の管理者権限を有するログインユーザ名でパソコンにログインし直し、認証局の説明書に従つて、電子入

札関連ソフトウェアを再インストー,レし、設定を行つてください。

▲ページの先頭ヘ

▲ページの先頭ヘ

Q:5-8 電子入札の初期画面で、時刻が表示がされずに「Javaが有効ではありません」いうメッ

セージが表示されます。利用者登録は完了しています。

画面上部のメニューバーから「ツール」→「インターネットオプション」→「詳細設定」を選択し、「Java(sun)」 にチェックが

されているか確認してください。

チェックがされていない場合はチエックし、パソコンを再起動してください。

▲ページの先頭ヘ

Q:5-9 利用者登録画面で「入力内容確認」ボタンをクリックすると、「連絡先メールアドレスにはAS
CII文字を入力してください」というメッセージが表示されます。

連絡先メールアドレス欄に、全角文字もしくは全角スペースが入力されています。半角英数文字で入力し直してくださ

い 。

▲ベージの先頭ヘ

Q:5-7 1C力~ドのPIN番号入力後に、「ロゲインに失敗しました」というメウセージが表示されます。

【「ログインに失敗しました」の文字色が、赤色である場合】

・利用者登録が完了していないことが原因であると考えられます。「利用者登録のお知らせ」メールが届いているこ

とををご確認ください。

「利用者登録」が完了すると、「利用者登録のお知らせ」という題名のメールが、「利用者登録」で登録された「メー

ルアドレス」に送信されます。

※電子入札システムを利用するためには、まず最初に、「利用者登録」を行つてください。

・利用者登録完了しているにもかかわらず、表示された場合 → 電子入札のホームページをお気に入りに再登録し

てください。

【「ログインに失敗しました」の文字色が、黒色である場合】

以下の理由が考えられます。

・PIN番号の入力間違い(キーボードの入カモード、アルフアペットの大文字/小文字の区分)

・ICカードが失効している・lCカードが挿入されていない

・カードリーダ等に必要なソフトウエアの不具合

※PIN番号の確認、カードリーダの接続状況を確認後、キャッシュのクリア(③・④一時ファイルの削除)を行い、パ

ソコンを再起動してください。

解決しない場合は、各民間認証局にお問い合わせください。

Q:5-10 「APPLET―CRITICAL― XXXXXXXX-19999」 というエラーメッセージが表示されます。



以下に挙げる原因が考えられます。
,「Javaポリシー」の設定が正しく行われていない可能性があります。

既に国土交通省などで電子入札をされている場合でも、長崎県独自の設定が必要です。長崎県のURLが正確

に設定されているか(特に、先頭部分がhttpsになつているか)など、もう一度、設定内容を確認し、ブラウザを立ち

上げ直してみてください。

事前準備 」avaポリシーの設定もご参照ください。

・」avaキャッシュのクリアを行つてください。手順は下記のページを参考にしてください。

インターネットー時ファイルの削除 [」 ava]

ドライパの削除、インストールの手順は、各民間認証局のマニュアルを参照してください。

・ポップアップブロック・アドォン・ブラウザ拡張等が原因と想定されます。

①lnettnetEx』 orerのポップアップの許可サイトヘの追加手順 (こちらで解決しない場合、②・③をご確認くださ

い 。 )

▲ベージの先頭へ

▲ページの先頭へ

▲ページの先頭へ

Q:5-11 「APPLET―CRITICAL一XXXXXXXX-03001デ バ イスが 使 用 できませ ん 」というエラーメッ

セージが表示されます。

以下に挙げる原因が考えられます。

・ICカード、またはICカードリーダの接続不良が考えられます。

ICカードリーダの接続を確認し、確実にICカードをlCカードリーダに差し込んで、パソコンを再起動してください。

・ICカード関連ソフトウェアのインストール不備が考えられます。

ICカードリーゲのドライバ、ICカードのドライバを削除して、再インストールを行つてください。

ドライバの削除、インストールの手順は、各民間認証局のマニュアルを参照してください。

Q:5-12 「APPLET―XXXXXXXX―XXXXXXXX… 10048」 というエラーメッセージが表示されます。 (

以下に挙げる原因が考えられます。

・処理の途中で、マウスのボタンを2回 押した可能性があります。

電子入札システムでは、ひとつの処理が終了してから、次の操作画面が表示されるようになっています。処理内

容によつては時間がかかる場合もありますが、確実に次の画面が表示されてから次の操作を行うようにしてくださ

い 。

・ポップアップブロック,ア ドオン・ブラウザ拡張等が原因と想定されますので、下記のページを参考に設定の変更を

お願いします。

①lnettnetExplorerの ポップアップの許可サイトヘの追加手順

(こちらで解決しない場合、②・③をご確認ください。)

Q:5-13 資料の提出力`ある場合、「ApPLET―XXXXXXXX工 XXXXXXXX-10016～ 10022フ ァイ,レ

が見つかりません」等のエラTメッセージが表示され提出することができません。

以下に挙げる原因が考えられます。

・必要な設定がされていない可能性があります。

下記URLよ リアクセス頂き、lnternet Ex湖 orerの設定をお願いします。

hternet Explorerの 設定はこちら

・提出するファイルがパソコン本体以外(USB・ ファイルサーバ等)に保存されていませんか ?

パソコン本体以外に保存されたファイルを添付した場合、エラーとなり提出が出来ない場合があります。

提出するファイルはパソコン本体(デスクトップ等)に保存したものを添付してください。 '

▲ページの先頭ヘ



Q:5-14 入札書受付票が発行されているにもかかわらず、入札書の受付メールが届きません。

お知らせメールの到着には、時間がかかる場合があります。

時間が経うても受信しない場合は、登録メールアドレス・メールサーバーの状況を確認ください。

▲ページの先頭ヘ

Q:5-15 入札書の提出時において「提出内容確認」ボタンをクリックした後、提出画面に「フアイル

のサイズが大きすぎます。サイズの小さいフアイルを添付して、再度処理を行つてください」というメッ

セージが表示されます。

添付ファイルの容量が2MBを超えています。ファイル容量を合計2MB以下にして添付し直し、再度提出処理を行つ

てください。

対処方法についてはQ:4-18を参照ください。

▲ページの先頭ヘ

Qi5-16 通知書等の印刷がうまくできません。

指名通知書等の印刷はブラウザの印刷機能を利用して行いますが、ブラウザの設定やプリンタの機種によっては1

ページに収まりきらない場合があります。この場合は、以下の方法で1ページに収まることがあります。印刷画面最上

部のツールバーの「プレビュー」の「ページ設定」で、「余白」を最小値にするか「倍率指定」により縮小を選択してくださ

い。印刷画面最上部のツールバーに「プレビュー」が見あたらない場合は、右クリックにより「プレビュー」ボタンを追加

してください。設定方法はこちらをご覧下さい。

▲ページの先頭ヘ

Q:5‥ 17「サ~パと通信中」というメッセージが表示されたままで先に進めません。

ISDN、 アナログ等の低速回線を使用されている場合

送信できるデータ量が少ないため、30分以上かかる場合があります。なるべく他の作業を行わず、送信処理が

完了するまでお待ちください

ネットワークの通信状況

高速回線(ADSL、 ケーブル、光など)であつても、ネットワークの通信量が普段よりも多いときには時間がかかり

ます。この場合、しばらく時間をあけて試してください。

ダイアログ右上の「X」ボタンをクリックしてダイアログを閉じ、インターネット(IE)を再起動してください。

▲ページの先頭ヘ

Q:5-18「印刷」ボタン、「提出』ボタン等をクリックした後、すぐに次の画面に移動せず、白い画面

が表示されたり、画面がフリーズします。

ダイアログ右上の「X」ボタンをクリックしてゲイアログを開じ、インターネット(IE)を再起動してください。

Q:5-19 (マニュアルを見ても)操作途中で分からなくなった場合やエラーが出たときなどどうすれ

ばよいですか?

建設企画課のヘルプデスクにご相談下さい。ただし応対時間は平日の9:OO～ 可7:OOまでとなっておりますのでご了

承ください。

▲ベージの先頭ヘ


