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従来の紙による入札手続きを、パソコンなどを利用し、イン
ターネットを通じて行うものです。

応札者及び発注者のコスト削減や事務の効率化を図ります。

国土交通省や多数の自治体で運用されている電子入札コア
システムを採用しています。

※和歌山県公共工事等電子入札システムは、（一財）日本建設情報総合センター
（JACIC）が開発した電子入札コアシステムVer.5.3をベースにして、和歌山県の入札制度
等に対応するようカスタマイズしたシステムです。
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１．電子入札とは



※原則、県土整備部及び農林水産部、商工観光労働部公営企業課、教育委員会事務局総務課発注の
案件が対象となります。
※建設工事に係る委託業務とは、建設工事にかかる測量、設計、調査等の業務をいいます。

H２７.４.１以降
公告分～

予定価格（税抜）
500万円以上

すべての工事

土木一式工事以外

土木一式工事

建設工事に
かかる

委託業務
全て

建設工事

  

　
Ｈ２７．３．３１迄

予定価格（税抜）
500万円未満

電 子 入 札

紙 入 札

全て
電 子 入 札

電 子 入 札
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２．電子入札の対象範囲
※電子入札の対象範囲は、平成27年4月1日以降公告分から下図のとおり変更となりました。



※予定価格（税抜）５００万円未満の工事については内訳書の提出が不要でしたが、
平成２７年４月１日公告分から全て内訳書の提出が必要になりました。

H２７．４．１以降
公告分～

予定価格（税抜）
５００万円以上

建設工事に
かかる

委託業務
全て

H２７．３．３１迄

建設工事

　

予定価格（税抜）
５００万円未満

内訳書必要

内訳書不要 全て
内訳書が必要

内訳書必要
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３．電子入札の変更点（内訳書の添付）



４．電子入札の手順

電子入札を行うために、何をすればよいか

①パソコン、インターネット回線を準備する。
※本資料P11～15

②公共工事等電子入札ホームページを見る。
※本資料P6～10

③ICカードを準備する。
※本資料P16

④パソコンに必要な設定を行い、システムへの利用者登録を行う。
※本資料P17～24

⑤電子入札に参加する。

わからないことがあれ
ば、随時、ヘルプデスク
（フリーダイヤル0120-
032-092）へ問い合わ
せる。
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和歌山県ホームページアドレス

https://www.pref.wakayama.lg.jp/

５．和歌山県公共工事等電子入札ホームページ

和歌山県ホームページから公共工事等電子入札ホームページへ移ります。

県ホームページ→入札・物品・役務→（公共工事等電子入札システム）

6

①

②
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7

５．和歌山県公共工事等電子入札ホームページ

和歌山県ホームページから公共工事等電子入札ホームページへ移ります。

県ホームページ→入札・物品・役務→（公共工事等電子入札システム）
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和歌山県公共工事等電子入札ホームページアドレス

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/ebid/index.html

＜注意＞「お気に入り」に登録する場合は、この画面を登録してください。
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和歌山県公共工事等電子入札ホームページに掲載の情報を必ず定期的にご覧ください。
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/ebid/index.html
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５．和歌山県公共工事等電子入札ホームページ



（和歌山県公共工事等入札情報システムの入口）

公告、設計図書等、質問回答、
入札経過・結果について閲覧・
ダウンロードするシステム

入札取り止め等が掲載されます
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５．和歌山県公共工事等電子入札ホームページ



電子入札システム利用者登録、
案件概要確認、入札書等提出、
落札決定通知書等の受領など
を行うシステム
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（和歌山県公共工事等電子入札システムの入口）
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５．和歌山県公共工事等電子入札ホームページ



①パソコン、ソフトウェア、インターネット回線を
ご準備ください。

②ICカードを購入してください。

まず、公共工事等電子入札のホームページ
（特にメニューの「事前準備」、「マニュアル」）
をご覧ください。

③パソコンに必要な設定を行ってください。

④システムへの利用者登録（ICカードをシステム
へ登録）してください。

ホームページメニューの「新着情報」、「重要な
お知らせ」、「マニュアル」、「運用基準/様式/要領」
等をご覧のうえ、電子入札案件にご参加ください。

システムについて不明な点がありましたら、
ホームページメニューの「よくある質問と回答」
又は、ヘルプデスク(0120-032-092)をご利用
ください。

なお、個別の入札案件の内容については、
各発注機関にお問い合わせください。
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６．電子入札参加事前準備の流れ



①パソコンやソフトウェアを準備してください。

推奨するパソコンの性能、ソフトウェア環境等は次ページ以降に掲載しているとおりです。
なお、環境設定には、”Administrator”権限が必要となります。

電子入札システムで使用できないパソコンにご注意ください。

和歌山県の電子入札システムで使用できないパソコンは、以下のとおりですので
パソコンの買い換え時には、ご注意ください！

・ Windows 8
（Windows 8.1に無償でアップグレードが可能ですので Windows 8.1 での

ご利用をお願いします）

・ Windows XP から Windows 7 など、OSをアップグレード（上書きインストール）
したもの

・ Windows 7 の Windows XP Mode
(Windows7は2020年1月14日にサポート終了)

※Windows 7 及び Window Vista はサポート期限が終了したため、
推奨環境から除外しました。
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６．電子入札参加事前準備①



クライアントOS
必要性能 Windows 8.1 Windows 10

CPU
PAE、NX、SSE2をサポートする

1.0GHz以上のプロセッサを推奨

メモリ
1.0GB以上(32ﾋﾞｯﾄ)

2.0GB以上(64ﾋﾞｯﾄ)推奨

ディスク空容量 1ドライブの空き16GB以上

ICカード接続 シリアルポート又はUSBポートの空きがあること

グラフィックプロセッサ
Windows Display Driver Model (WDDM) 1.0 以上のドライバーを搭載した

DirectX9 グラフィックプロセッサ 推奨

６．電子入札参加事前準備①
（１）パソコンの性能

・マシン：ソフトウェア条件に示すOSが動作するPC／AT互換機
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（２）ソフトウェア等

OS JAVA実行環境
ブラウザ
(32bit版)

Windows 8.1      （32bit/64bit）
Windows 8.1pro  （32bit/64bit）

JRE8.0 Update191 Internet Explorer 11 
Windows 10 Home （32bit/64bit）
Windows 10 Pro    （32bit/64bit）

※認証局によっては上記OS、ブラウザが対応していない場合がございますので、各認証局に対応
状況をご確認ください。

※JAVA実行環境（ JRE8.0 Update191）の取得方法については各認証局にご確認ください。
※電子入札対応ソフト（電子入札でICカードを使用するために必要なソフトウェア）は、各認証局にご確認ください。
※添付資料の作成・閲覧に必要なソフトウェアは、電子入札運用基準よりご確認ください。
※マッキントッシュ（Mac)は利用不可です。
※Windows8.1（64bit）をご利用の場合は、Internet Explorer（32bit）をお使いください。
※Windows8.1（32bit/64bit）を利用する際、スタート画面のタイルのInternet Explorerは使用できません。デスクトップ

のInternet Explorerを使用してください。
※Windows10ではInternet Explorerをお使いください。Microsoft Edgeは対応しておりません。
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６．電子入札参加事前準備①
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（３）インターネット環境
・通過が必要なプロトコル：ＨＴＴＰ、ＨＴＴＰＳ、ＬＤＡＰ
・通信速度：回線速度は操作性に直接影響しますので、できるだけ高速かつ安定性の良い回線

（光ファイバ、ADSL、CATVなど）をご利用ください。
・プロバイダ：プロバイダ（インターネット接続業者）との契約が必要です。

（４）電子入札対応ソフト
電子入札でＩＣカードを使用するために必要なソフトウェア
（詳細はご利用になる各認証局へご確認ください。）

（５）添付資料の作成・閲覧に必要なソフト
添付資料は、Excel、Word、PDF等の形式にて作成していただきます。
詳細は、ホームページに掲載の電子入札運用基準にてご確認ください。
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６．電子入札参加事前準備①



６．電子入札参加事前準備②
②ＩＣカードを購入してください。

※電子入札システムを利用するためには、電子入札コアシステム対応認証局（下表参照）から購入したＩＣカードと
ＩＣカードリーダ等が必要となります。

※ＩＣカードを購入した認証局の設定手順に従い、JAVA実行環境（JRE)・ＩＣカードリーダのドライバ・電子入札
対応ソフトウェア等をインストールしてください。

（注意）ICカード購入の際は、ICカードの名義にご注意ください。
和歌山県公共工事等電子入札では、県と契約を締結する権限を有する方の名義に限ります。
※具体的には、代表者（ただし、代表者から契約を締結する権限について委任を受けた者がいる場合は、当該受任者に限る）の名義となります。

認証事業者名（サービス名） 問い合わせ先URL 電話番号

株式会社ＮＴＴネオメイト

（e-ProbatioPS2）
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
（DIACERT-PLUSサービス）

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

株式会社帝国データバンク

（TDB電子認証サービスTypeA）
http://www.tdb.co.jp/typeA/ 0570-011999

東北インフォメ－ション・システムズ株式会社

（TOiNX電子証明書発行サービス）
https://www.toinx.net/ebs/info.html 022-799-5566

日本電子認証株式会社

（AOSignサービス）
http://www.ninsho.co.jp/aosign/ 0120-714-240

電子認証登記所（商業登記に基づく電子認証制度）

（法人認証カードサービス）

http://www.ninsho.co.jp/hojin
http://www.legal.co.jp/hojin/
http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION

03-5148-5115
03-3580-4111

令和2年5月13日現在[ コアシステム対応認証局一覧（和歌山県公共工事等電子入札システムに対応するＩＣカード販売会社）]
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③パソコンの設定を行ってください。
※本資料では、和歌山県公共工事等電子入札をご利用いただくための最低限必要な設定を説明しています。

お使いのパソコンによっては他の設定が必要な場合があります。詳しくは、ヘルプデスク、和歌山県公共工事等
電子入札ホームページに掲載の説明、お使いのパソコンやソフトウェアのマニュアル・サポートセンター等にて
ご確認ください。

（１）ＪＡＶＡポリシーの設定を行ってください。
・初めて和歌山県公共工事等電子入札システムを利用する場合、既に国交省や他府県等で
電子入札の経験がある方を含め全ての利用者において、和歌山県公共工事等電子入札シス
テム用の「JAVAポリシーの設定」が必ず必要です。

（注意）設定がなされていない場合、
電子入札画面において時刻が
表示されず、正常に操作する事が
できません。

・設定方法については、認証局によって方法が
異なりますので、「下記のＵＲＬをJAVAポリシー
に設定したい」旨、ＩＣカードを購入された認証局に
お問い合わせください。

Javaポリシー設定ＵＲＬ → https://www.calsebid.pref.wakayama.lg.jp/CALS/

正しくJAVAポリシーが設定されていれば、
上図のように時刻が表示されます。
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６．電子入札参加事前準備③



（２）Internet Explorerに関する設定を行ってください。
※この設定を行うことにより、電子入札システム及び入札情報システム（公告や設計図書をダウンロードするシステム）を

正常に利用していただくことが可能になります。
※この設定を行うことにより、Internet Explorer 11 を利用していただくことが可能になります。

お使いのICカードが、Internet Explorer 11 に対応しているかは、購入された認証局にお問い合わせください。
（Windows Vista のサポートが終了したため、Internet Explorer 9 についても推奨環境から除外しました。）
※設定方法

電子入札ホームページから「電子入札事前準備」をクリックし、「（３） パソコンの設定を行ってください」の
「２ Internet Explorerに関する設定を必ず行ってください。」「３ Windows 7、Windows8.1、Windows10をご利用の場合、
JIS2004対応フォントの使用制限を行ってください。」をご覧いただき、設定を行ってください。

18

６．電子入札参加事前準備③



④システムへの利用者登録を行ってください。
※利用者登録の手順は以下を参考にしてください。（ホームページにもマニュアルを掲載しています。）

（１）電子入札システム（利用者登録）起動
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６．電子入札参加事前準備④



（２）利用者登録メニュー ～ ＰＩＮ番号入力

「登録」をクリックすると、

ＰＩＮ番号入力ダイアログが

表示されますので、

ＩＣカードをカードリーダに

挿入したうえでＰＩＮ番号を

入力し、ＯＫをクリックします。

旧カードの有効期限内に新カードを登録する場合

登録した内容を変更する場合

新規に登録する場合 及び
有効期限が切れた後で登録する場合
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６．電子入札参加事前準備④



（３）資格審査情報検索（入札参加業者検索）

利用者登録を行うための資格審査情報

を入力します。

「登録番号」欄に、建設業者の方は建

設業許可番号を、測量・コンサル等業者

の方は県より通知されている業者番号を

入力し、「商号又は名称」欄に、企業名を

入力して検索ボタンをクリックします。
※「商号又は名称」欄に、システム
使用禁止文字は入力しないでください。

※利用者登録時、この部分の記載に基づいて
「登録番号」欄、「商号又は名称」欄に入力し

てください。
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６．電子入札参加事前準備④



①利用者登録画面

「企業情報」

「代表窓口情報」

「ＩＣカード利用部署情報」

を入力し、「入力内容確認」

ボタンを押下します。

②登録内容確認画面

入力した内容に間違いが

なければ「登録」ボタンをク

リックします。

※注意！よくある質問です！
部署などが無い場合、
部署名を入力する項目には
企業名（商号又は名称）を
入力してください。

（４）利用者情報登録 ～ 入力内容確認

①
②
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６．電子入札参加事前準備④



（５）登録完了

下の画面が表示されれば、登録完了となります。

23

６．電子入札参加事前準備④



※和歌山県では、システムへの登録完了について、

Ｅメールでの通知はしておりません。

※図を参考に、「利用者登録／電子入札システム」

選択画面（受注者用）で「電子入札システム」をクリック

し、ＰＩＮ番号を入力して、ＯＫをクリックしてください。

利用者登録が完了していなければシステムへログイン

できませんので、ログインできれば利用者登録が完了して

いることが確認できます。

（６）登録完了の確認

24

６．電子入札参加事前準備④



７．電子入札案件手続きフロー
（条件付き一般競争入札）

１ 公告、技術資料作成要領、設計図書等の閲覧
（入札情報システム）

２ 質問及び回答の閲覧
（入札情報システム）

３ 入札書の提出
（電子入札システム）

４ 入札経過書の閲覧
（入札情報システム）

５ 入札結果の閲覧（入札情報システム）、
落札決定通知書の受領（電子入札システム）

質問受付・回答予定日、入札書提出期間、
開札予定日、入札経過・結果公表予定日等
の日程については、それぞれの案件の公告
をご覧ください。

25



（１）公告、技術資料作成要領、設計図書、質問及び回答の閲覧
公告日以後、入札情報システムにてダウンロードできます。（公共工事等電子入札システムホームページ内

の「入札情報システム入口」から入札情報システムへログインします。）
公告や入札結果等はどなたでもダウンロードできますが、技術資料作成要領及び設計図書は、その工事の

業種に入札参加している方が、公共工事等電子入札システムに利用者登録済みのＩＣカードを使用する場合
のみダウンロードできます。

① ②

26

７．電子入札案件手続きフロー
（条件付き一般競争入札）



④

閲覧したい発注機関名を
クリックします。

③

27

【注意】！よくある質問です！
発注機関一覧が表示されない場合は、資料18ページ記載
のとおりInternet Explorerの設定を行ってください。

７．電子入札案件手続きフロー
（条件付き一般競争入札）



案件概要とﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできる
ﾌｧｲﾙ一覧が表示されます。

⑥－１（公告等をダウンロード）

ファイル名を
クリックします。

閲覧したい工事名を
クリックします。

⑤ 各項目をクリックすると、公告日順や更新日時
順などに並びかえすることができます。

28

７．電子入札案件手続きフロー
（条件付き一般競争入札）



⑥－２（設計図書等をダウンロード）

認証ボタンをクリックします。

ＩＣカードをカードリーダに挿入

したうえでＰＩＮ番号を入力し、

ＯＫをクリックします。

※注意！
認証ボタンをクリックしてPIN番号を
入力しないと設計図書等のファイル名を
クリックしてダウンロードできません。

正常に認証されると設計図書、技術資料
作成要領等のファイル名がクリック可能と
なります。

ファイル名を
クリックします。

→県土整備部の
一覧はこちら

29

※ダウンロードしたいファイル名の左側のチェック
ボックスにチェックをつけて「一括ダウンロード」
ボタンをクリックすると、複数のファイルを一括
（ zip圧縮形式）でダウンロードすることができます。

７．電子入札案件手続きフロー
（条件付き一般競争入札）



⑦詳細検索

⑧－１調達区分欄の「▼」をクリックし、
検索したい調達区分を選択します。
（一例として「工事」を設定します。）

このページと次のページでは、検索方法の一例として、発注業種、発注機関及
び予定価格の検索条件設定により案件を絞り込む方法を紹介します。

⑧－２業種欄の「▼」をクリックし、
検索したい業種を選択します。
（一例として「土木一式工事」を
設定します。）

30

７．電子入札案件手続きフロー
（条件付き一般競争入札）



⑪詳細検索結果

⑨－１部（本庁・出先）欄の
「▼」をクリックし、
検索したいものを選択します。

⑩－２予定価格を
5百万円～1千5百万円に設定し、
「検索」をクリックします。

⑨－２所属名欄の
「▼」をクリックし、
検索したい所属を選択します。
（一例として海草建設部を
設定します。）

⑪全工事の中から「発注業種が土木一式工事」で「海草建設
部発注」で「予定価格が５百万円から１千５百万円」の工事だ
けを絞り込んで表示します。

31

⑩－１予定価格公表区分の
「▼」をクリックし、
事前公表を選択します。

７．電子入札案件手続きフロー
（条件付き一般競争入札）



▼をクリックし、発注方式を設定します。

必要に応じ、条件を組み合わせて検索できます。

▼をクリックし、発注年度を設定します。

▼をクリックし、調達区分を設定します。

▼ をクリックするし、業種を選択します。

・ 応札期間、公告日・指名通知日、 開札予定日

カレンダーで日付を設定します。

工事名を入力します。

▼をクリックし、部・所属名を選択します。

予定価格（税抜）・（税込）を入力します。

工事番号を入力します。

32

▼をクリックし、指定なし・事前公表・事後公表
を選択します。

７．電子入札案件手続きフロー
（条件付き一般競争入札）



33

「発注機関一覧」からの検索と「案件検索」との切替

「発注機関一覧」からの検索と 「案件検索」との切替は、画面左上のボタンで行います。
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７．電子入札案件手続きフロー
（条件付き一般競争入札）



予定価格の非表示

建設工事

建設工事に係る委託業務

予定価格(税抜)１億円以上

予定価格(税抜)３千万円以上

予定価格は事後公表

3434

７．電子入札案件手続きフロー
（条件付き一般競争入札）



非表示の例

35

入札情報システム
の画面

電子入札システム
の画面

予定価格の項目が表示されない

７．電子入札案件手続きフロー
（条件付き一般競争入札）



入札情報の検索方法

3636

予定価格公表区分で、事前公表を選択しなければ、
予定価格での検索ができません。

７．電子入札案件手続きフロー
（条件付き一般競争入札）



（２）入札書の提出
入札書提出期間中に、電子入札システムにて入札書を提出できます。（公共工事等電子入札

システムホームページ内の「電子入札システム入口」から電子入札システムへログインします。）

①

③

ＩＣカードをカードリーダに挿入した

うえでＰＩＮ番号を入力し、ＯＫを

クリックします。

②

37

７．電子入札案件手続きフロー
（条件付き一般競争入札）



応札する場合、検索条件を設定し、画面左の
「入札状況一覧」ボタンをクリックします。

④

発注部局欄で選択した部局（初期表示は商工観光労働部）以外
の入札案件は検索されませんのでご注意ください。

検索したい案件が見つからない場合、調達案件検索画面にお
いて違う部局が設定されていないか再度ご確認ください。

注意！

入札書提出期間中の案件に表示される
入札書提出ボタンをクリックします。

⑤

案件名称を

クリックすると、
当該案件の
概要を確認
できます。
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７．電子入札案件手続きフロー
（条件付き一般競争入札）



⑥

⑥－１．入札金額を半角数字で
入力してください。
入力と同時に、画面右側へ
カンマ数字、漢数字が表示
されますので、間違いのない
よう入力願います。

⑥－４．再度必要な書類が添付
されているか確認のうえ、書類
添付チェック欄で「はい」にチェ
ックを入れてください。

⑥－２．参照ボタンをクリックし、
パソコン内のファイルを指定し、
内訳書追加ボタンをクリックし、
一番左のボックスにファイル名を
移動させてください。
※１つのファイルしか添付でき
ません。

⑥－３．内訳書と同様の添付方法
で、一番左のボックスに
ファイル名を移動させてください。
※複数のファイルが添付できます。
※入札書と同時に提出が必要な
書類（内訳書以外）を
すべて添付してください。

※ＪＶ参加の場合、JV参加欄に
チェックを入れ、かつ、企業体
名称欄にJVの名称を入力して、
ＪＶの代表者のＩＣカードで
入札書を提出してください。

⑥－５．提出内容確認ボタンをクリックします。
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７．電子入札案件手続きフロー
（条件付き一般競争入札）



⑦入札金額、添付資料、工事名等、提出内容に誤りが
ないか確認し、印刷を行い、入札書提出ボタンを
クリックします。
※この画面を印刷しないと、入札書提出後に入札金額
を確認することができません。
※一度提出すると引替え・変更・取り消しはできません
のでご注意ください。

⑦

⑧入札書が電子入札システムに到達すると、自動的に
受信確認通知が表示されます。
※この画面を印刷しないと、入札状況一覧画面に
移れません。

⑧
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７．電子入札案件手続きフロー
（条件付き一般競争入札）



⑨

⑩

⑨入札状況一覧画面に戻り、「未参照有り」の赤文字が表示され
ていれば、すぐ上の「表示」ボタンをクリックしてください。

⑩入札状況通知書一覧画面で「表示」ボタンをクリックしてください。
⑪入札書受付票が発行されたことをもって、入札書が提出された

こととなります。
※入札書受付票は印刷されることをお勧めします。
※保留通知書、落札決定通知書なども同様の操作で確認できます。

⑪
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７．電子入札案件手続きフロー
（条件付き一般競争入札）



（３）入札経過書の閲覧
公告に記載された開札状況公表日以後、

入札情報システムにて、落札決定前の開札
状況が記載された入札経過書がダウンロード
できます。

（４）入札結果の閲覧、落札決定通知書の受領
落札決定後、入札情報システムにて入札結果

がダウンロードできます。
また、電子入札システムにて、落札業者、落札

金額等が記載された落札決定通知書を確認でき
ます。

※各システムによる操作、処理は以上となります。
この後、落札された方は従来どおりの契約手続きに入ります。

※本資料における説明は、説明会用に簡略化したものです。
各システムの操作方法については、 必ずそれぞれのシステムマニュアルをご覧ください。

※本説明は通常の電子入札案件におけるフロー例です。案件によっては異なる場合があります。

入札情報システム

42

７．電子入札案件手続きフロー
（条件付き一般競争入札）



８．注意事項

（１）入札書提出時のトラブル回避について
パソコンやインターネットの接続トラブル等により締切時間を過ぎてしまい、結果的に入札書を提出

できなかったというようなトラブル回避のため、以下の対応をお願いします。
①３日間の入札書提出期間のうち、原則、初日・２日目に応札することとしてください。
②いつでも問い合わせできるよう、パソコンやプロバイダのサポート窓口の連絡先を準備しておいて

ください。
③トラブル発生時に備えて、可能であればICカード、電子入札を行うことができるパソコン、プロバイダ

（インターネット回線）等を複数用意しておくことをお勧めします。
※原則、電子入札案件において紙による入札書の提出は認めません。

（２）システム使用禁止文字について
以下の文字について、電子入札システムでの使用は禁止します。

半角ｶﾀｶﾅ、半角記号、機種依存文字（①、Ⅱ、﨑、髙など）、外字（独自に作成した文字）

※実際の「商号又は名称」又は「代表者氏名」に、システム使用禁止文字が含まれている場合、電子入札
システム上では 「山﨑建設」 →「山＊建設」、 「髙田建設」 →「＊田建設」などのように表示されます。
※実際の「商号又は名称」又は「代表者氏名」に含まれる文字とＩＣカードに記載されている文字が違う場合、

システム使用禁止文字が含まれている可能性があります。
＜例＞実際の商号→「山﨑建設」、ＩＣカードに記載されている商号「山崎建設」

この場合、ホームページメニューの「事前準備」に掲載しているシステム使用禁止文字変更申出手続きを
とってください。詳細は、県技術調査課へお問い合わせください。
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８．注意事項
（３）入札書への添付書類について

①条件付き一般競争入札における入札書提出時に、内訳書を
添付し忘れる、又は、違う内容のファイルを添付してしまった場
合、必要なファイルが添付されていないと見なされ失格になりま
すのでご注意ください。
平成２７年４月１日公告分から全ての入札に内訳書の添付が必
要になっております。

※内訳書は、ホームページメニューの「運用基準／様式／要
領」に掲載しております。

②入札書提出画面で内訳書添付欄には１つしかファイルを添付
できません。内訳書ファイルを添付した後、別の内訳書ファイル
添付の操作を行うと、最初の内訳書ファイルを上書きします。

③入札担当者連絡票についても、添付していただくようお願いし
ます。
※入札担当者連絡票は、ホームページメニューの「運用基準／
様式／要領」に掲載しております。

④電子入札案件において、入札書に添付するファイル（内訳書、
入札担当者連絡票等）には、押印は必要ありません。

（４）JV参加の場合
ＪＶとして入札される場合、入札書提出画面で必ずＪＶ参加欄

にチェックを入れ、かつ、ＪＶ名称を入力のうえ提出してください。

ＪＶ参加欄へのチェックやＪＶ名称の入力が無い状態で入札書
を提出されると、単体企業での入札であると見なされることにな
ります。

44



（５）ランダム係数について

ランダム係数は、最低制限価格及び調査基準価格を算出する際に使用する係数であり、
各業者の応札時間をもとにランダム係数を算出します。

・建設工事
→ 「0.9850～1.0150」の0.0001刻みの数値（301通り）

・建設工事に係る委託業務
→ 「0.9700～1.0300」の0.0001刻みの数値（601通り）

【ランダム係数の算出方法】

１．各業者の入札書受付日時の 秒の下一桁目、１０分の１秒、１００分の１秒、１０００分の１秒の単位を合計する。

２．秒の下一桁目の合計と１０００分の１秒の合計の数字を入れ替える。
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８．注意事項

(2) (3) (4)
A業者 5 23 9 31 26 7 9 5
B業者 5 24 9 25 16 4 9 3
C業者 5 24 9 27 49 0 1 6

分
秒
(1)

10分の１秒以下
月 日 時

↓ ↓ ↓ ↓

21 11 19 14

14 11 19 2121 11 19 14
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発注機関の名称： 平成２３年　５月２４日

30,000,000 円

平成２３年　５月２４日　９時４６分

一般競争入札

 00-000001

 27-000001

 00-000002

 

29,400,000 円 00-000001

28,000,000 円

1,400,000 円

落札

平成23年 5月20日 18時38分26秒795

平成23年 5月24日  9時25分16秒493

入 札 経 過 書

備 考

落札・決定

（単位：円）

28,200,000

28,000,000

平成23年 5月24日  9時27分49秒234

27,500,000

上記金額に当該金額の１００分の５に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額である。

テスト工業

以上　　　３者

落 札 者 名

入 札 者 名

　　＜入札経過＞

テスト工業

入札額

28,000,000

入 札 状 況

テスト工務店　

Ｃ業者

契 約 方 法

工 事 場 所 和歌山市JJ123地内

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

開 札 日 時

平成２３年度　テスト　第０１２３－０１号

県土整備政策局　技術調査課長

研修会用テスト案件

工 事 年 度 及 び 工 事 番 号

工 事 名

落 札 決 定 額

５ ／ １ ０ ０ 相 当 額

４２３－０４－０００６

入 札 書 記 載 金 額

）
最 低 制 限 価 格

26,355,477
( 税 抜 き ）

1.0063円/ 係数円 （基準額（税込み）
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８．注意事項
３．それぞれの１桁目の数字を取り出し、４桁の数字を算出する。

４．算出した４桁の数字を「３０１」（建設工事の場合）で割って余りを取り出す。 （※）委託業務の場合「６０１」

４１９１ ÷ ３０１ ＝ １３ ・・・ ２７８ （０≦（余り）≦３００）

５．余りを「１００００」で割る。

２７８ ÷ １００００ ＝ ０．０２７８

６．「１００００」で割った数字に「０．９８５０」を足しランダム係数を算出する。 （※）委託業務の場合「０．９７００」

０．０２７８ ＋ ０．９８５０ ＝ １．０１２８ ←ランダム係数

入札書受付日時が表示されます。

4 1 9 114 11 19 21



（６）元号改正に伴なう年度の取扱いについて
年度標記については、５月現在では「平成」となっておりますが、５月末に実施するシステムメンテナンス以降は、

「令和」標記となります。
工事番号についても上記メンテナンス日以降は「令和」標記となりますが、システムメンテナンス以前に公告された
案件の工事番号については、メンテナンス日以降も「平成」標記となりますのでご注意ください。
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８．注意事項
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９．よくあるご質問と回答

Q１ 国交省等で既に使用しているＩＣカードは和歌山県の電子入札でも使用できるのか。
Ａ１ 和歌山県と契約を締結する権限を有する方の名義であれば、国交省等で既に使用しているコアシステム対応認証局の

ICカードをご利用いただけます。

Ｑ２ 工事とコンサルの両方で和歌山県に入札参加しているが、ＩＣカードは２枚必要になるのか。
Ａ２ 公共工事等電子入札システムでは、工事とコンサルそれぞれ別のＩＣカードにて利用者登録を行う必要があるので、

２枚必要となります。

Ｑ３ 内訳書や入札担当者連絡票等の各様式はどこにあるのか。
また、各様式のファイルの形式・バージョン等はどのようなものか。

Ａ３ 各様式については、公共工事等電子入札ホームページメニューの「運用基準/様式/要領」に掲載しています。
ファイル形式・バージョン等についても、同ページに掲載している「電子入札運用基準」にて定めております。

Q４ 電子入札における公告や落札決定通知、利用者登録完了等について、別途ｅメール等で知らせが来るのか。
Ａ４ 公共工事等電子入札システムでは、各種通知について別途ｅメール等ではお知らせいたしません。

入札情報システムや電子入札システムにログインしてご確認願います。

Q５ 他人にＩＣカードを貸して入札させても良いのか（代理入札）。
Ａ５ 代理入札については、ＩＣカードを貸した者、借りた者、双方とも３か月の入札参加資格停止となります。

ＩＣカードを会社等と関係のない他人に貸与しないようにしてください。

Q６ Windows Vista、Internet Explorer 9 などの推奨環境外のパソコン、ブラウザは利用可能か。
Ａ６ これらのパソコン等がただちに利用できなくなることはありませんが、システム推奨環境としているOSを搭載した

パソコン及び最新のブラウザへ移行することをお勧めいたします。
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１０．わからないことがあれば・・・

まず、ヘルプデスク（問い合わせ対応窓口）にお気軽にお電話ください。

お問い合わせ例：

・電子入札の参加準備について

・システムを利用するためのパソコン設定について

・システムの操作方法について

・システム操作時のエラーやトラブルに関する対処について、など。

※ただし、個別の入札案件の内容や、制度に関するご質問の場合は各発注機関又は技術調査課に、

ＩＣカードに関するご質問の場合はＩＣカードを購入された各認証局にお問い合わせいただくよう、

ヘルプデスクのオペレータがご案内する場合がありますのでご了承ください。

ヘルプデスク電話番号：０１２０－０３２－０９２
E-mailアドレス nyusatsu.wakayama.fs@hitachi-systems.com

（対応時間：平日９：００～１７：３０）
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