
電子入札実施説明会

令和４年４月21日（木）

勝山市財政課契約検査係
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４　入札の期間・期日・期限等の例

５　郵便入札からの変更点と注意点

６　電子入札システムを利用するための準備

７　利用者登録の方法

８　入札の方法

９　模擬入札の実施

１０　その他の留意事項

１１　電子入札システムの操作に関するお問い合わせ
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１　電子入札の目的

（１）利便性の向上（郵送料や移動コストなどの削減）

　入札書を郵送することなく、また、入札会場に赴くことがなくなるため、時間的拘束から開放され
ます。また、郵送料や交通費、人件費などの経費節減が可能となり、利便性が向上します。

（２）透明性、競争性の促進

　幅広く工事等の入札情報を開示することで、透明性を確保し、事業者の入札参加の機会が拡大
され、競争性が促進されます。

（３）入札契約事務の効率化、迅速化(行政サービスの向上）

　入札や入札結果の公表に関する業務の効率化・迅速化を図ることができます。
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２　電子入札の対象、実施時期等

（１）発注区分

　・勝山市内業者のみ対象の建設工事（すべての工種対象）

　・勝山市内業者のみ対象の工事関係委託（測量、建設コンサルタント業務等）

　※市外業者を含む案件の場合は紙入札になります。

　※令和5年度以降は、市外業者も電子入札の対象にする予定です。

（２）発注方式

　すべての入札方式（随意契約は対象外）

　※総合評価落札方式も電子入札の対象となります。

（３）実施時期

　令和４年６月１日以降に公告する案件から（初回の公告日はR4.6.7を予定しています。）

（４）対象者

　勝山市内の建設工事及び工事関係委託の競争入札等参加資格登録業者
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３　電子入札の流れ
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③入札書等提出
④開札・審査対象者選定

⑤資格確認申請書の提出依頼

⑥資格確認申請書の提出

⑦資格確認申請書の審査・
落札決定通知

⑧入札結果登録 ⑨入札結果閲覧
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PPI…入札情報サービスシステム
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４　入札の期間・期日・期限等の例　（R4.６月）

 

設計図書閲覧期間

公告日

設計図書閲覧期間

質問期限

　　回答
閲覧期限

入札期間

開札日

申請書提出期間

契約書配布
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４　入札の期間・期日・期限等の例　（R4.６月）

 
No. 手続き等 期間・期日・期限等

1 入札公告 R4.6.7（火）午前9時

2 設計図書等の閲覧期間 R4.6.7（火）午前9時～R4.6.13（月）午後5時

3 質問の受付期限 R4.6.10（金）午後4時

4 回答の閲覧期限 R4.6.13（月）午後5時

5 入札期間
R4.6.14（火）午前8時30分～R4.6.14（火）午後5時
R4.6.15（水）午前8時30分～R4.6.15（水）午後4時

6 開札日時 R4.6.16（木）午前9時以降

7
入札参加資格確認申請書
等の提出期間

R4.6.16（木）午後1時～R4.6.16（木）午後5時まで
R4.6.17（金）午前8時30分～R4.6.17（金）正午まで

8 契約書の配布 R4.6.17（金）午後1時以降

※総合評価落札方式やJV案件の場合は、期間・期日等が異なります。 7

５　郵便入札からの変更点と注意点

（１）設計図書の閲覧は、PPIのみとし（ICカード登録者限定）、従前の市民会館での書類等の閲覧
は廃止します。

（２）設計図書等の閲覧確認を行いますので、設計図書等をダウンロードせずに行った入札は無効
とします。（設計図書等をダウンロードするにはICカードで認証する必要があります。）

（３）建設工事における工事費内訳書の押印は不要とします。（電子入札システムによる電送とな
るため）

（４）入札参加資格確認申請書の提出は、電子入札システムによる電送を原則とします。

（５）入札金額が同額の場合のくじ引きについては、入札書提出時に３桁の任意の数字を記入（入
力）する方法（福井県と同様）にて行います。

　　　https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/kuji.html
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５　郵便入札からの変更点と注意点

（６）電子入札システムにより開札処理を行うため、開札の立会は廃止します。

（７）電子入札システムにより開札処理を行うため、落札決定保留中の開札状況等（入札金額、最
低制限価格、落札候補者、落札候補順位等）のお問い合わせについては、お答えできません。

（８）事務手続きの電子化及び効率化を図るため、電子入札で実施する入札では、すべて紙によ
る入札を認めないこととします。

（９）ICカードの名義等に変更が生じた場合は、入札参加資格者名簿の変更届が提出され、当該
変更の事由が生じてから３０日以内に新しいＩＣカードの取得手続きが行われて、かつ、旧ＩＣカード 
使用通知書の提出があり、入札手続きに支障がないと認められる場合は、代表者変更前のＩＣ
カードの使用を可能とします。
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６　電子入札システムを利用するための準備

（１）インターネットに接続されているパソコンの準備

（２）インターネットに接続できる通信環境の整備

（３）電子証明書（ICカード）及びICカードリーダの購入

※ICカード及びカードリーダは、コアシステム対応のもので民間認証局より購入する必要があります。

※ICカード及びカードリーダの購入からセットアップまで約１か月間かかります。

※すでに民間認証局より購入したICカード及びカードリーダを用いて福井県電子入札システムを

利用されている場合は購入の必要はございません。ただし、利用者登録は必要となります。

※ICカードの名義は、勝山市競争入札等参加資格者名簿に登載されている代表者の名義となり
ます。これ以外の名義のICカードを用いた入札は無効となるので注意が必要です。
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６　電子入札システムを利用するための準備

（４）電子証明書（ICカード）及びICカードリーダのパソコンへのセットアップ 

※パソコンへのセットアップの方法は、ICカード購入先の民間認証局へお尋ねください。

（５）電子証明書（ICカード）を勝山市の電子入札システムに登録（利用者登録) 

※登録の方法は勝山市ホームページをご参照ください。

　　https://www.city.katsuyama.fukui.jp/site/nyuusatsu/19686.html

※登録する際は、勝山市のID（商号又は名称）及び暗証番号（登録番号）が必要です。（令和４年
２月１５日に簡易書留郵便にて郵送済み）
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７　利用者登録の方法

（１）勝山市ホームページから

電子入札システムにアクセス

します。
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７　利用者登録の方法

（２）利用者登録先の選択

　「調達機関」から「勝山市」を選択し、「利用者登録」へ進みます。

「勝山市」選択
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７　利用者登録の方法
（３）勝山市が交付するIDとパスワードを入力

「利用者登録」→「登録」→ICカードで認証→IDとパスワードを入力し、検索します。

勝山市が交付するIDとパスワードを入力
「登録番号」にパスワード（数字11ケタ）
「商号又は名称」にID
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７　利用者登録の方法

（４）入札参加者（事業者）の連絡先等を入力します。

勝山市競争入札等参加資格者名
簿に登録されている代表者名
ICカード取得時の者と同一であ
ること。
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７　利用者登録の方法

（５）利用者登録の内容確認
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７　利用者登録の方法

（６）利用者登録の確認

①正しく利用者登録が行われると、登録したメールアドレスに電子メールが自動送信されます（登
録後数分程度で届きます）。

②このメールが届かない場合は、メールアドレスを間違えているか、または正しく登録されていませ
ん。利用者登録のサイトに再度アクセスして内容を確認してください。

③利用者登録の際に登録内容の印刷を促すところがありますので、印刷しておくことを強くお勧め
します。
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８　入札の方法　（条件付き一般競争入札事後審査型）

（１）入札公告の確認

電子入札案件は、毎月第１、３火曜日に「入札情報サービスシステム（PPI)」にて公告します。

勝山市を選択
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８　入札の方法

（２）設計図書等のダウンロード

入札に参加する案件の設計図書等

をPPIからダウンロードしてください。

※設計図書等をダウンロードせずに

行った入札は無効となります。

※設計図書等をダウンロードするには

ICカードで認証する必要があります。
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８　入札の方法

（３）入札案件の検索

電子入札システムにログインし、

「調達案件検索」から入札する

案件を検索し、「入札状況一覧」を

表示します。

※電子入札システムにログイン

するにはICカードをカードリーダに

差し込み、パスワード（PIN）を入力

する必要があります。
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８　入札の方法

（４）入札書の提出

必要事項を入力又は確認し、

提出してください。

・入札金額

・くじ番号（任意の３桁）

・建設工事の場合は、工事費内

訳書を添付

・総合評価の場合は、技術資料を

添付

※電子入札システムの稼働時間

は、平日の８：３０～１７：００です。
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８　入札の方法

（５）事後審査書類の提出

落札候補者となった場合は「入札参加資格

確認申請書等提出依頼」が通知されますので、

「調達案件一覧」から該当する案件について

「入札参加資格確認申請書」に必要事項を

入力し提出してください。（原則電送とします。）

【添付資料】※添付ファイルの容量は3MBまで

・入札参加資格確認申請書（様式第４号）

・配置予定技術者等調書（様式第５号）

・技術検定合格証明書等の写し

・雇用関係を証明する書類の写し　ほか
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８　入札の方法

（６）審査結果、落札決定

審査の結果、入札参加資格が確認できた場合は、「入札参加資格確認通知書」及び「落札決定
通知書」が通知されます。
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９　模擬入札の実施

電子入札システム及び入札情報サービスシステム（PPI)の操作練習を目的として模擬入札を実施
します。従来から福井県の電子入札に参加されている事業者の方も、この模擬入札にご参加いた
だき操作方法の再確認を行ってください。

※ 模擬入札への参加は任意です。参加・不参加に関わらず、不利益になることはありません。

※ 操作練習であり、模擬入札案件の落札結果について市との間で何ら権利・義務等は発生いた
しません。

※ 操作方法でご不明な点があれば、電子入札システム受注者用マニュアル（福井県ホームペー
ジ）をご確認いただくか、福井県電子入札ヘルプデスク0120-27-6611にお問い合わせください。

（１）模擬入札に参加出来る方

勝山市の入札等参加資格を有する勝山市内の建設工事業者及び工事関係委託（測量・コンサ
ル等）業者の方で、電子入札システムへの利用者登録が済んでいる方
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９　模擬入札について

（２）模擬入札実施日程

No. 手続き等 期間・期日・期限等

1 入札公告 R4.5.17（火）午前9時　※PPIにアクセスし内容を確認してください。

2 設計図書等の閲覧期間 R4.5.17（火）午前9時～R4.5.23（月）午後5時

3 質問の受付期限 R4.5.20（金）午後4時

4 回答の閲覧期限 R4.5.23（月）午後5時

5 入札期間
R4.5.24（火）午前8時30分～R4.5.24（火）午後5時
R4.5.25（水）午前8時30分～R4.5.25（水）午後4時

6 開札日時 R4.5.27（金）午前9時以降

7
入札参加資格確認申請書
等の提出期間

R4.5.27（金）午後1時～R4.5.27（金）午後5時まで
R4.5.30（月）午前8時30分～R4.5.30（月）正午まで

8 契約書の配布 模擬入札のためなし
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９　模擬入札について

（３）模擬入札案件内容　　※内容は変更になる場合があります。

　　入札等参加資格の登録番号に対応する入札に参加してください。

入札案件番号 対象者（入札等参加資格登録番号） 模擬入札件名

1200 10002～10055 【模擬】テスト工事１

1201 10056～10115 【模擬】テスト工事２

1202 10117～10201 【模擬】テスト工事３

1203 10202～10215 【模擬】テスト工事４

1204 10216～10302 【模擬】テスト工事５

1205 10303～10405、19003 【模擬】テスト工事６

2200 12002～12010、19009～19015 【模擬】テスト業務１

※注意　模擬入札のため、工種（業種）や、入札参加条件等は、すべて架空のものです。
　　　　　 そのため、入札等参加資格の登録番号に対応する入札に参加してください。 26



１０　その他の留意事項

（１）電子入札システムの対応ブラウザについて

　5月16日から現在のIE11からMicrosoft Edge（Edge）へ切り替わります。

　Edgeで電子入札システムを使用するには、パソコンの環境条件や設定変更等が必要になります。

　詳しくは、電子入札システムのトップ画面から「電子入札システムを利用できる端末（パソコン）に
ついて」（４月下旬掲載予定）をご確認ください。
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１１　電子入札システムの操作に関するお問い合わせ

（１）電子入札システム受注者用マニュアル（福井県ホームページ）

　　　　https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/manual.html

（２）練習用チュートリアル （擬似システム ）（福井県ホームページ）

　　電子入札システムの操作を擬似的に体験するためのチュートリアルです。（ＩＣカードは不要）

　　　　https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/practice.html

（３）電子入札の操作の支援のためヘルプデスクを開設しています。

   
福井県電子入札ヘルプデスク
（フリーダイヤル）０１２０－２７－６６１１
運用時間：９時から１２時および１３時から１７時（土曜、日曜、祝祭日を除く）
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