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物品の電子入札に関する説明会

Ⅰ．電子入札の概要および実施計画について

Ⅱ．電子入札にあたっての準備事項について

Ⅲ．電子入札の操作方法について

Ⅳ．電子入札の普及啓発について

Ⅴ．操作練習のご案内について

　『参考』　　１．電子入札ホームページの探し方、情報の見方

　　　　　　　 ２．入札情報サービスシステムについて

富山県出納事務局会計課
平成１７年１１月25日（平成１８年９月４日一部改訂）
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Ⅰ．電子入札の概要および実施計画について

１．電子入札とは

電子入札とは、従来紙で行われていた入札に伴う資格審査申請からはじまる一連の入札手続を
インターネット上で実現するものです。
インターネット上でのやり取りを安全に、確実に行うためにICカード（電子認証）を活用しています。

★富山県の電子入札システムは公共工事
で使用している「コアシステム」を基盤とし
て構築しています。

★これにより、
①システム構築費の削減、
②ほかのコアシステム採用の発注機関　

　との共通した操作性を実現しています。
③物品調達と公共工事は良く似た電子
　入札方式となっています。
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２．電子入札のメリット

受注者においては、

①移動コスト、移動時間の縮減

②入札事務の効率化

③入札参加機会の増加

　インターネットで
社内に居ながら複数
箇所の入札ができる
　ので楽になる。

電子入札導入

○○ △△XX

今日は、あと３ヵ所の
事務所に行かなきゃ！

　入札が重なると、あち
こちの入札会場に行かな
　　くてはいけない。

△△△入札会場

OO

XX
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発注者においては、

①入札の透明性の確保

②入札事務の効率化・迅速化

③行政サービスの向上

電子入札導入

指名通知書

インターネットを利用する
から指名通知書などの発送も
　　パソコンで迅速にでき
　　　　　るぞ！

AA事務機 BB販売　 C機械販売

指名通知書等の送付作業
が大変だ。

AA事務機 BB販売　 C機械販売

　入札事務を手作業で
やっているから、指名
通知書などの発送作業が
　　　大変だ！
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３．富山県の電子入札の特徴

①電子入札コアシステムの採用
　　・電子入札コアシステムを採用している自治体と『ＩＣカードの共用』、『同一の操作手順』での運用
　　　が可能です。
　　　ただし、富山県の公共工事等で使用しているＩＣカードとは共用できません。

②利用者登録の方式
　　・暗証番号で利用者を確認することで安全・確実な利用者登録を行います。

③同価の場合のくじの方式
　　・契約番号、業者番号、入札金額総額で生成する文字列を演算して『電子くじ』を行って落札者を
　　　決定します。

④紙との併用の実施
　　・電子入札案件の場合でも、紙での入札が可能です。

⑤入札情報サービス
　　・入札関連情報を、ホームページから提供します。
　　　この操作にはICカードは不要です。

⑥実施計画
　　・平成18年１月から会計課において調達する事務用機械、電気・通信機械、理化学機械の指名競

　　　争入札案件について電子入札を導入し、順次拡大を図ることとしております。
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Ⅱ．電子入札にあたっての準備事項について

１．電子入札開始（平成18年1月）までの受発注者の日程

11月 12月 1月 2月 3月 4月

説明会

操作練習

★３　暗証番号届

電子入札の開始
①該当する案件の登録、指名を行います。
②該当する案件の電子入札を行います。

物品電子入札ホームページからの情報提供（重要なお知らせ、電子入札運用基準、入札心得、準備マニュアル、操作マニュアル等）

ヘルプデスク（電子申請：暗証番号届、電子入札等）

★４　利用者登録

★１　パソコンなどの事前準備
★２　パソコンの設定

★
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２．電子入札開始(平成18年1月）までの受注者側での準備の流れ

★１パソコンなど
　の事前準備

★２パソコンの
　　設定

★３暗証番号届

説明会（本日）

★４利用者登録

電子入札可能

電子申請により暗証番号届を行います。

電子入札システムへ利用者登録を行います。

本運用に先立ち、操
作練習を計画してい
ます。
実施要領は12月中旬
に物品電子入札ホー
ムページでお知らせ
します。

電子入札用に、パソコン、インターネット環境、ＩＣ
カード（電子証明書）、ＩＣカードリーダを調達しま
す。ＩＣカードは認証局により異なりますが約1ヶ
月ほどかかります。
※富山県の公共工事の電子入札で使用している
ICカードとは別のＩＣカードが必要になります。

電子入札のためにパソコン環境の設定を
行います。

電子入札を実施します。
利用者登録が完了していない場合は、
電子入札で参加はできません。紙での
入札となります。

以降では★印の手順を説明します。

★１～４の操作は
各マニュアルを参照

11月

12月

1月
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★１　パソコンなどの事前準備

（１）電子入札用のパソコンを準備します。
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（２）インターネットに接続します。

・いろいろな接続サービスがありますが、高速なブロードバンド（ISDN、ADSL、
　FTTH）やケーブルテレビ（ＣＡＴＶ）の接続を推奨します。
・インターネットサービスプロバイダと接続契約を行います。
　利用可能になるまで時間がかかる場合がありますので注意してください。
・インターネットサービスプロバイダについてはパソコン購入時に電気店等へ
　お問合せください。
・ HTTP、HTTPS(SSL)、LDAP、SMTPの４つのプロトコル通過が必要ですので、
　詳細は社内のネットワーク管理者または、インターネットサービスプロバイダ
に確認してください。

インターネット
接続環境

ＩＣカードはインターネット上の印鑑として電子署名に使います。
電子署名をした電子文書には法的根拠が認められますから、
実際の紙文書における印鑑と同じ役割を果たします。
ＩＣカード、ＩＣカードリーダは、電子入札コアシステム対応認証
局から取得します。

（３）ＩＣカード（電子証明書）を準備します。

ICカード

競争入札参加資格審査申請された名義人のICカードを電子入札コアシステム
対応認証局から取得します。
　取得に際しては各種書類が必要になるなど調達には約1ヶ月かかる場合があ
ります。
★この製品の要件によって、上記のハードウェア条件、ソフトウェア条件が変更
される場合があります。

ICカード
リーダ
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（３）－１　ＩＣカードの取得先　（H17.4.1　現在）

電子入札コアシステム対応認証局の情報は、
JACIC（（財）日本建設情報総合センター）のホーム
ページ（http://www.jacic.or.jp）の「ＪＡＣＩＣ業務案内」
「電子入札コアシステム」「電子入札コアシステム対
応認証局」のページから入手できます。

http://www.yonden.co.jp/business/ninsho/

株式会社ＮＴＴアプリエ 株式会社帝国データバンク
URL　http://www.e-probatio.com/ URL　http://www.tdb.co.jp/typeA/
TEL　0120-851-240 TEL　03-5775-2911
FAX　06-6348-1016 FAX　03-5775-3138

ジャパンネット株式会社 日本商工会議所
URL　http://www.japannet.jp/ URL　http://ca.jcci.or.jp/
TEL　03-3265-9256 TEL　03-3283-7944
FAX　03-5276-6426 FAX　03-3211-4859

東北インフォメーション・システムズ株式会社 株式会社中電シーティーアイ
URL　https://www.toinx.net/ebs/info.html URL　https://repository.cti.co.jp/G2B/
TEL　022-799-5566 TEL　052-587-0553
FAX　022-799-5565 FAX　052-563-3984

日本電子認証株式会社 株式会社ミロク情報サービス
URL　http://www.ninsho.co.jp/aosign/ URL　http://ca.mjs.co.jp
TEL　0120-714-240 TEL　03-5361-7369
FAX　03-5148-5695 FAX　03-3355-7439

四国電力株式会社
URL
TEL　0120-944-075
FAX　087-825-3022

※富山県の公共工事・委託業務の電子入札に参加され、すでにＩＣカードを取得されている場合
でも､共通して使用できないために新たにＩＣカードを取得する必要があります。
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★２　パソコンの設定
　
（１）～（６）の操作は、電子入札コアシステム対応認証局から提供されるマニュアル等を参照して行っ
てください。

（１）ＩＣカードリーダ（ドライバー）のインストール
　　・ＩＣカードリーダとパソコンの仲介をするソフトウェアをインストールします。
（２） java.実行環境（ＪＲＥ）のインストール
　　・電子入札システムの実行に必要なソフトウェアをインストールします。
　　・富山県電子申請システムではＪＲＥ1.4.2_10を推奨していますが、電子入札コアシステム対

応認証局が推奨するバージョンをインストールしてください。　　　
（３）ＩＣカード（ドライバー）のインストール
　　・ＩＣカードリーダとＩＣカードの仲介をするソフトウェアをインストールします。
（４）セキュリティポリシー（java.policyポリシー）の設定
　　・富山県電子入札システムのＵＲＬを設定します。
　　　https://ebid.cals.pref.toyama.jp/　　（電子入札システム）　 　　H18.09.04以降は https://ebid.cals.pref.toyama.lg.jp /

　　 https://trial.cals.pref.toyama.jp/　 　(接続確認用システム)  　　H18.09.04以降は https://trial.cals.pref.toyama.jp/

（５）ブラウザーへの証明書の登録
　　・インターネットエクスプローラ（ＩｎｔｅｒｎｅｔＥｘｐｌｏｒｅ）に証明書を登録します。
（６）ＩＣカードの動作確認
　　・電子入札コアシステム対応認証局のマニュアル等に従って動作することを確認します。
（７）「LGPKIにおけるアプリケーションCAの自己署名証明書」のインストール
　　・接続先が確かに富山県のサーバーであることを確認し、盗聴を防止するためのアプリ
　　　ケーションCAの自己署名証明書（H18.09.04以降は第二世代）をブラウザにインストールし

ます。　
　　・証明書は　http://www.lgpki.jp/Manual/install.htm　からダウンロードします。
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暗証番号届（電子申請）をクリックします。

富山県の電子入札システムへの利用者登録に先立ち、電子申
請システムを用いて暗証番号届を実行します。
　電子申請で暗証番号届ができるのは月曜日から土曜日（祝
日を除く。）の４：１５～２４：００までになります。
　
　操作方法は「入札参加資格審査電子申請の手引き」「電子
申請利用方法」「暗証番号届について」の操作マニュアルを
　参照ください。

★３　暗証番号届

（１）暗証番号届をクリックします。

電子申請を
クリックします。

入札参加資格者暗証番
号届をクリックします。

（３）暗証番号届をクリックします。（２）電子申請をクリックします。



13

（５）暗証番号を入力します。（４）申請者情報を入力します。

代表者の申請者情報を入力します。
連絡先には代表者の場合はチェック、または
委任されている場合は受任者の連絡先を入力
します。
入力内容を確認して、本申請をクリックします。

※「メールアドレス」欄の電子メールアドレスに、
暗証番号届の結果が通知されますので、正確
に入力してください。

②ここで暗証番号を入力し、
チェックボタンをクリックします。

①業者番号を入力し、名簿情
報表示をクリックします。
業者番号は〔07〕で始まる半角
8桁の番号です。
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（６）署名送信ボタンをクリックします。 （７）暗証番号届が有効になるのを待ちます。

ICカードをICカードリーダに正しくセットして、
PIN番号を入力して、OKをクリックします。
　ここでは、代表者のICカード（委任されて
いる場合は受任者名義のICカード）を使用
します。

後日の問合せ等に必要な、「到達番号」
「問合せ番号」を控えます。

申請後、富山県から『受付終了通知』
メールが届いた後に、電子入札の利用者
登録が可能になります。

『受付終了通知』メールが１週間以内に
届かない場合は出納事務局会計課へ連
絡してください。



15

電子入札システムに電子入札の利用者と、使用するICカードを登録します。
操作方法は別途、「利用者登録マニュアル」を参照してください。

★４　利用者登録

（１）電子入札システムをクリックします。 （３）物品、役務をクリックします。

（２）電子入札システムをクリックします。 （４）利用者登録をクリックします。
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（５）利用者登録処理をクリックします。

ICカードをカードリーダに
セットしてPIN番号を入力

します。電子入札システム
はこれにより操作者を認
証します。

（６）ICカードのPIN番号を

　　　入力します。
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（７）登録番号、商号・名称、暗証番号での資格審査情報の検索

（８）業者情報、 ICカードの登録

登録番号、商号又は名称、暗証番号を正確に入力します。
・登録番号：業者番号の先頭に〔07〕を付けた8桁の半角　
　　　　　　　 文字です。
・商号又は名称：入札参加資格審査申請された名称です。
　　　　　　　 (株)などを記載通りに入力してください。
・暗証番号：事前に届け出た暗証番号です。

利用者登録が完了した旨のメールが届き
ます。　数日してもメールが届かない場合
は、「連絡先メールアドレス」の記入ミスが
考えられますので、「利用者情報の変更」
に示す操作で、確認・訂正してください。

「連絡先メールアドレス」に指定
したアドレスへ各種の通知を発
送しますので、正確に記入して
ください。
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※　利用者登録における留意事項

★ＩＣカードの名義人について

　（ア）受任者がいない場合
　　　暗証番号届、利用者登録ともに、代表者のICカードで行います。
　（イ）受任者がいる場合
　　　暗証番号届、利用者登録ともに、受任者のICカードで行います。

　※受任者（県外業者等で代表者から入札・見積権限及び契約権限について委任を
　　 受けた場合の当該委任先の代表者）

①はじめに、暗証番号届(電子申請）を行い、有効になった旨の富山県からの

　　受付終了通知メールを待ちます。

②次に、電子入札システムへの利用者登録を行います。

③以下の点にご注意ください。
　・ 電子入札により入札に参加する場合は、利用者登録をする必要があります。
　・物品と工事・委託業務では、それぞれの資格別にICカードの登録が必要です。
　・同一資格への複数枚のICカードの登録が可能です。

　・操作練習に参加された場合でも新たに、電子入札システム（本番用）への
　 利用者登録が必要です。
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Ⅲ．電子入札の操作方法について　
　 操作方法は「電子入札」の操作マニュアルを

参照してください。ここでは、指名競争入札（最低価格）を説明します。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

落札結果通知書
の発行

再入札通知書の
発行

入札書等の
受付

指名通知書の
発行

調達案件の
登録

指名通知書の
確認

入札書等の
送付

再入札通知の
確認

落札結果の
確認

入札結果を
公開

開札結果
登録

予定価格の
登録

入札書

印

通知書

通知書

通知書

契　約

入札書

印

入札書

印

入札書

印

入札書

印

応札者

開札執行

発注者
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（１）物品電子入札ホームページの
　　「電子入札システム」をクリックします。

（２）「電子入札システム」をクリックします。

・電子入札システムの運用時間は、平日
午前８：３０から午後５：００までです。
・入札情報サービスシステムは、24時間利
用できます。
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（３）「物品、役務」をクリックします。

（４）「電子入札システム」をクリックします。

（５）ICカードのPIN番号を

　　　入力します。
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（６）調達案件一覧を参照します。

（７）通知書一覧を確認します。

（８）指名通知を確認します。
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（９）入札書を提出します。

（１０）開札日に、
　　　調達案件一覧から状態を確認します。

（１１）落札状況を
　　　　　　　確認します。
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Ⅳ．電子入札の普及啓発について

②説明会の開催
１．普及啓発の手段

　　①電子入札のホームページ

　　②説明会

　　③操作練習

１

２

３

練習用サイト（接続確認
システム）を用いて操作
練習の場を提供します。

③操作練習

①物品電子入札ホームページ
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２．問合せ窓口

内容・区分 問合せ窓口

ＩＣカード
ICカードリーダ
Ｊａｖａポリシー
　　（主としてＰ．１１の内容）

該当する認証局に問合せください。

入札参加資格者暗証番号届
　　（Ｐ．１２～Ｐ．１４の内容）

富山県電子申請システムヘルプデスク
電話：0120-771-824
受付時間：平日10:30～12:00　13:00～20:00

利用者登録
　　（Ｐ．１５～Ｐ．１８の内容）

電子入札の操作
　　（Ｐ．１９～Ｐ．２３の内容）

案件の内容 該当案件を担当する部局

電子入札制度

電子入札ヘルプデスク
電子メールによる受付：　s-buppin@pref.toyama.lg.jp

富山県　出納事務局会計課　用度管理係
TEL　：　０７６－４４４－３４２３・３４２４
FAX　：　０７６－４４４－４４３２
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Ⅴ．操作練習のご案内について

１．操作練習の要領

仮想の案件で、指名競争の電子入札を実施します。　希望する受注者の方に、
『指名通知受領→入札→落札決定通知受領』　の操作を練習していただけます。

２．実施のスケジュール

平成１７年１２月 平成１８年１月

ホームページで案内イベント
利用者登録

操作練習期間

指名　入札　　開　札

３．詳細について

①富山県の入札参加資格があり、電子入札の環境が整備済み、または期日までに整備される方。
②１２月中旬に実施要領の詳細を物品電子入札ホームページで案内いたします。
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４．電子入札の練習概要

練習参加者練習参加者

インターネット

専用回線専用回線

富山県富山県

発注者発注者

電子入札システム
①案件登録
②指名通知
③入札締切
④開札
⑤落札者決定通知

コア対応認証局

①電子証明書の発行
②電子証明書の検証

（操作練習用）

①利用者登録
②指名通知受領
③入札
④落札者決定通知受領

ICカード
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『参考』　
１．富山県電子入札ホームページの探し方、情報の見方

ここでは、イ
説明を行います。

ンターネットエクスプローラでの

（１）インターネットエクスプローラの起動

①インターネットエクスプローラ
（ＩｎｔｅｒｎｅｔＥｘｐｌｏｒｅｒ）を起動します。

②省略時のホームページが表示されます。
アドレス部に http://www.pref.toyama.jp/

を入力して「Ｅｎｔｅｒ」キーを押します。

（２）富山県ホームページのアドレス入力

③富山県のホームページが
表示されます。

（３）県ホームページの表示
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（４）電子入札システムの選択 （５）電子入札ホームページ

④「電子入札システム」を
クリックします。

物品電子入札ホームページから、
いろいろな情報が入手できます。
　内容を随時更新しますので適宜
繰り返して閲覧してください。

⑤電子入札ホームページが表示さ
れます。
「物品・役務の電子入札」をクリック
します。

（６）物品電子入札ホームページ
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２．入札情報サービスシステムについて

（１）「入札情報サービスシステム」のクリック
入札情報サービスシステムの利用には
「ＩＣカード」は必要ありません。

（２）「入札情報サービスシステム」のクリック

（３）メニューの選択


