
番号 地区 質 問 回 答

1 島原

電子入札システムを利用するパソコンは３２ビット版のみです
か？６４ビット版も可能ですか？

３２ビット版、６４ビット版ともに利用可能です。

2

島原
対馬
壱岐
県央

電子入札システムの利用者登録時に登録するメールアドレスを
ＯＣＮのアドレスで登録しても問題ありませんか？

問題ありません。ただし、ＯＣＮのメール受信設定によってはメール
が受信できない場合がありますので、その場合はプロバイダにご確
認ください。
問題がないのは電子入札システムに限ったことで、これは受注者の
皆様に対して添付ファイルを送付しないためです。
余談になりますが、通常業務において、添付ファイル付メールが送れ
ない場合がある件についてはセキュリティの問題上解決しておりま
せん。

3 島原

建設関連業務委託の電子入札システムは、物品調達の入札に
関するシステムと関係はありますか？

物品調達の入札に関するシステムは、所管が別になりますので、物
品管理室にお問合せください。（095-895-2881）

4 島原

指名を受けた時はお知らせメールが届きますか？ 指名を受けた際は、利用者登録時に登録したメールアドレスにお知
らせのメールが届きます。メール受信後、電子入札システムにログイ
ンし、内容を確認してください。

5 島原
監理課への１１月の定期申請（指名願い）でもＩＣカードは必要で
すか？

不要です。あくまで電子入札システムを利用するためにＩＣカードが必
要です。

6 島原

随意契約や１００万円以下の案件についても電子入札システム
の対象となりますか？

ＷＴＯ案件、随意契約、事務委託、設計金額１００万円以下の３者見
積合わせ分については平成３１年４月以降も紙入札です。

7
島原
県央

落札者が決定した時に発注者から発行される落札決定通知書は
参加者全員に通知されますか？
またお知らせメールは届きますか？
届く場合はいつまでに入札参加者に届きますか？

落札決定通知書は参加者全員に通知されます。（辞退者含む、不参
加者は含まない）また、落札決定通知書が届いたらお知らせメール
が届きます。
原則当日に届きますが、開札時間が遅い場合や審査に時間を要す
る場合は次の日以降になる場合もございます。

8 島原

これまで紙入札を実施していた道路の除草工事は電子入札シス
テムの対象でしょうか？

平成３１年４月１日からの電子入札化には関係ありません。これまで
どおり建設関連維持業務委託は紙入札です。
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9 島原

雲仙市は委託の電子入札を既に行っているのですが、長崎県の
利用者登録を行う際、同じＩＣカードを使用できますか？

雲仙市は長崎県と同じ電子入札コアシステムを利用しておりますの
で、同じＩＣカードを利用できます。ただし、工事と委託は別々のＩＣ
カードが必要になります。

10 電話

（県外業者からの質問）
特例対応で10月5日付けの電子入札参加決定通知書が本社と
営業所の分送られてきていますが、本社の分も登録しなくてはな
りませんか？

長崎県としては、システム導入初年度の特例対応として、平成３０年
１０月１日時点で資格者名簿に掲載されている全ての本社及び営業
所に送付しておりますので、本社の分も登録するかどうかは申請時
の委任状況により、各参加者の判断となります。
例えば、長崎県の入札に関しては、営業所に対して本社の権限を

全て委任している場合は、本社で登録する必要はありません。

11
長崎２
県北
対馬

同額の場合、これまでは会場でくじ引きを行っていました。電子
入札システムではどうなりますか？

電子入札システム上で自動的にくじ番号が設定され、システム上で
抽選を行います。

12 対馬

電子入札に参加出来ない場合、紙入札を国は認めていますが、
長崎県でも認めてもらえないのでしょうか？

基本的に紙への移行は認めておりませんが、代表者や会社名の変
更中は特例として紙移行出来る場合がございます。ただし、あらかじ
め電子入札システムに登録していないと紙移行出来ません。
執行方法によっても違いがありますので、詳しくは要綱が公表された
のちにご確認ください。

13 対馬

国と同じ電子入札システムが利用できますか？ 電子入札コアシステムと同じマークのものが存在する場合使用可能
です。ただし、長崎県用の設定変更が必要になります。

14 対馬

指名を受けたが、停電があって入札書を提出出来ない時はどう
なりますか？

会社の施設内限定の問題の場合は、長崎県で特別の対応はできま
せん。
広域的な範囲で停電等の障害が発生し、かつ確認がとれる場合は、
延長等（中止含む）手続きを行います。

15 対馬

電子入札システム用のインターネット回線として、対馬ケーブル
は利用可能ですか？

利用可能です。
ただし、動作状況によっては別途契約内容の確認が必要な場合もあ
りますので対馬ケーブルへお尋ねください。

16 対馬

ADSL回線でも時間帯によっては速度が遅い時間帯があります。
その時間帯にフリーズする可能性はある。フリーズしたせいで入
札に参加できなかった場合どうなりますか？

速度低下によるフリーズにて入札書の提出が出来ない場合、長崎県
では対応できかねますので、締切時刻に対して余裕をもって入札書
を提出してください。



17 長崎１

長崎市役所のICカードを既に持っていますが、そのICカードにて
利用者登録できますか？

長崎市役所は委託の電子入札を長崎県よりも早く導入しておりま
す。同じコアシステムを採用しておりますので、ICカードは共通のも
のを利用できます。ただし、長崎市と違い、工事と委託では別々のIC
カードが必要になりますのでご注意ください。

※ICカードが共通のものであっても、長崎県電子入札システム利用
者登録は必ず必要です。

18
長崎１
長崎２

電子入札システムにて質問の回答があった際、お知らせメール
が届きますか？

お知らせメールは届きます。ただし、対象者は、指名競争入札では
指名されているすべての者、一般競争入札では申請書を提出した者
となり、回答書を登録（掲載）します。

19 県央

一般競争入札にて設計図書をＣＤで地方機関に受け取りに行っ
てましたが、それはどうなりますか？

電子入札システムからダウンロードすることになります。
なお、ダウンロードしないまま、入札すると、その入札は無効となりま
す。

21 上五島

入札書の書式は変更されますか？ 入札書の提出は電子入札システムに金額を入力していただく形にな
りますので、様式に記入する必要はございません。ただし、紙移行し
た時用に入札書の様式をHPに掲載しております。

22 上五島

随意契約はこれまでどおり紙入札ということですが、今後電子入
札に変えて頂けませんか？本庁に離島から１日がかりで行くの
が大変です。

随意契約は見積回数制限が無いため、電子入札での運用になじま
ないことから移行は今のところ考えておりません。

23 上五島

電子入札システムにログインする際にＪＡＶＡの更新ボタンをもし
も押してしまった場合どうなりますか？

更新作業により推奨のＪＡＶＡから外れた場合、入れ替えが必要にな
ります。更新してしまった場合、詳しくは民間認証局（説明資料７ペー
ジに示すICカード発行元）へお尋ねください。

24
上五島
下五島
長崎２

指名競争入札の場合での辞退の操作方法を教えてください。 指名競争入札の場合、入札書提出開始期間中に辞退ボタンが入札
書提出ボタンの横に出現します。その辞退ボタンから進んでいただ
ければ辞退可能です。

25 下五島

電子入札システム用のインターネット回線として、NTTのLTE回線
は使用可能でしょうか？

ADSL、光ファイバー回線を推奨しておりますが、低速の通信回線で
も電子入札システムの起動はできます。
しかし、フリーズ等の危険がございますので、慎重な判断をお願い

いたします。



26 県北

佐世保市役所のICカードを持っていますが、そのカードを利用で
きますか？

佐世保市役所は委託の電子入札を長崎県よりも早く導入しておりま
す。同じコアシステムを採用しておりますので、ICカードは共通のも
のを利用できます。ただし、佐世保市と同様に、工事と委託では別々
のICカードが必要になりますのでご注意ください。

※ICカードが共通のものであっても、長崎県電子入札システム利用
者登録は必ず必要です。

27 県北

説明会後に、監理課への１１月の入札参加資格申請と建設企画
課へ電子入札参加資格申請の２回の申請が必要ということでしょ
うか？

（平成30年10月１日時点で資格者名簿に掲載されている業者）
監理課に資格者名簿の電子申請を11/1～11/30に行いますが、建
設企画課への電子入札参加申請書提出は不要です。つまり、今後
必要な申請は何も情報に変更がなければ申請は１回のみです。ただ
し、電子入札システム上の利用者登録は必要です。

（平成30年10月１日時点で資格者名簿に掲載されていない新規参
入業者）
監理課に資格者名簿の電子申請を11/1～11/30に行いますが、そ
の後、建設企画課への電子入札参加申請書提出も必要です。つま
り、今後必要な申請は申請は２回です。電子入札システム上の利用
者登録も必要です。

28
長崎１
県北

質問があった場合、質問期限等は電子入札システムでは従来と
変更になりますか？

工事と同じです。見積期間が１０日以上の一般競争入札（一般競争
入札試行含む）の場合、入札期日の７日（休日を除く）前までとなりま
す。見積期間が１０日以上の一般競争入札（一般競争入札試行含
み）以外の場合、入札期日の５日（休日を除く）前までとなります。見
積期間が５日以上１０日未満の場合は、入札期日の４日（休日を除
く）前までとなります。見積期間が５日未満の場合は、各発注機関の
決定によります。

29 県北

入札執行通知のお知らせメールは何時くらいに届きますか？
また、お知らせメールが届かない場合はどうなりますか？

入札執行通知書到着メールは、原則９時過ぎに届きますが、正式な
時間は定まっておりません。（１７時頃に届く場合もあります。）
メールが届かないことが無いように、メールアドレスを登録する際に、
利用者登録完了メールが届きますので、そのメールの受信を必ず確
認してください。もしも、メールが届かない場合はメールアドレスの変
更をお願いします。

30 県北

入札執行通知以外の通知が発行された場合もお知らせメールは
届きますか？

届きます。



31 県北

電子入札システムを利用するにあたり、複数のパソコンにシステ
ム入れて利用してもよろしいですか？

問題ありません。

32
長崎２
県北

契約する場合に設計図書を発注機関に取りに行く必要がありま
すか？契約書は郵送していいですか？

システムでダウンロードした設計図書を契約書に添付してかまいま
せん。契約書は郵送でも持参でもどちらでもかまいません。

33 県北

落札した場合の発注者監督員の確認方法はどうなりますか？ 落札決定後、発注機関に問い合わせてください。

34 長崎２

契約書を作成する期限が７日以内なので、設計図書を郵送で受
け取る場合契約書作成の時間が厳しい場合があります。１０日
以内の契約等に延ばせませんか？

長崎県独自で定めているルールではありませんので、契約日数の変
更は出来ません。

35 長崎２

設計書に対する質問書の提出は質問がある場合のみ提出する
のでしょうか？それとも毎回提出するのですか？

質問がある時のみ提出してください。

36 長崎２

模擬入札の参加は自由ということですが、参加しない場合はどう
したらよいですか？

参加は各社にて判断してください。指名は指名執行通知書とともに
何度か参照のメールが届きますが、システムにログインしなければ、
「参加しない」となります。一般競争入札は１月１５日になってから申
請書を提出する必要があるため提出しなければ「参加しない」となり
ます。

37 長崎２

電子入札システムを利用するためのICカードは本社と支社で
別々に作成必要ですか？

本社と支社それぞれに別々のICカードにて利用者登録が必要です。
ただし、入札に参加しない社のICカード作成は必須事項ではありま
せん。



38 長崎２

本社、支店がともに電子入札参加決定通知書が来ている場合双
方ともにICカードを発行しなければならないですか？

どちらとも登録するかどうかは申請時の委任状況により、参加者が
判断することになります。
ちなみにICカードの利用者登録を行っていない場合、指名には入り
ません。

39 長崎２

パソコンの不具合等があった時に紙移行は可能ですか？
また、その際辞退をFAXで知らせてもよいですか？

基本的に紙への移行は認めておりませんが、代表者や会社名の変
更中は紙移行出来る場合がございます。
ただし、あらかじめ電子入札システムに登録していないと紙移行出
来ません。
執行方法によっても違いがありますので、詳しくは要綱が公表された
のちにご確認ください。また、やむをえない場合、辞退をFAXで知ら
せても問題ありません。

40 長崎２

辞退作業を行わない場合ペナルティはありますか？ 現在の取扱ではペナルティはありません。

41 長崎２
電子入札システムを利用するためのICカードは工事で既に持っ
てますが、委託用のICカードを買う必要がありますか？

工事で登録していた場合、そのICカードは委託で登録出来ませんの
で購入が必要です。

42 長崎２
工事のように取り止め通知書や保留通知書はありますか？ あります。

43 長崎２
指名業者の事前公開は電子入札開始とともに始まりますか？ 始まりません。

44 長崎２
メールアドレスは支店と本店の利用者登録の際同じメールアドレ
スを登録可能ですか？

登録可能です。


