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■本書の概要 
 

本書では、  「ちば電子調達システム」において、香取市で実施する建設工事に係る一般競争入札 

（市町村版事後審査） に関し、発注から落札までの電子調達（入札）システムの基本的な使用方法を中

心に記したものです。 

一般競争入札 （市町村版事後審査） に参加する際は必ず入札公告をご覧いただき、 必要な手続

きをしていただくようお願いします。 

なお、一般競争入札 （市町村版事後審査）について、不明な事項がある場合は、下記連絡先までお

問い合わせください。 

 

 ■注意事項 
 

本書は、千葉県電子自治体共同運営協議会作成のマニュアルを香取市の運用にあわせて編纂した

ものですので、他の団体へ入札の際には一部手順等が異なる場合があることに注意してください。 

 

連絡先 

香取市企画財政部財政課 

契約検査班 電話（直通）：0478-50-1207 
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第１編 入札手続のフロー（流れ）及び概要 
 

第１   工事 一般競争入札（市町村版事後審査）の全体フロー（流れ） 
 

「ちば電子調達システム」において、建設工事に係る一般競争入札（市町村版事後審査） に関する

電子入札の全体フロー（流れ）は以下のとおりです。（併せて次ページの入札書提出のフロー（流れ）を

参照してください） 

 

（持参による提出） 

☎ 「落札候補者決定、資格格確認書類の提出を 
求める旨」の電話連絡及び通知文書の送付 

（本書第２編第１ 参照） 

（本書第２編第２ 参照） 

（本書第２編第２ 参照） 

（本書第２編第２ 参照） 

（本書第２編第３ 参照） 
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６P～ 

39P～ 

（電話による連絡・文書郵送等） 



第２   工事 一般競争入札（市町村版事後審査） 入札書提出のフロー（流れ） 
 

電子入札で執行される一般競争入札（市町村版事後審査） 案件における、 入札書提出以降の処

理は、 次のとおりです。一般競争入札（市町村版事後審査） に関する電子入札全体のフロー（流れ）

は前ページを参照してください。 

 

７：くじ引き 

９ 
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12P～ 

17P～ 25P～ 

26P～ 

28P～ 30P～ 

32P～ 

33P～ 

35P～ 37P～ 

辞退申請書の提出 

（持参による提出） 



２．入札書の提出 
「一般競争入札（市町村版事後審査）」では、一般競争入札（ＷＴＯ・事前審査型）や一

般競争入札 （千葉県版事後審査） とは異なり、競争参加資格確認申請書を提出することな
く、入札期間となります。 
入札に参加する場合は、 公告等に記載の入札期間内に入札書の提出を行ってください。 
入札書の提出方法は 「本書第２編第２」 をご覧ください。 

 

３．開 札 
 開札手続はパソコン上の電子入札システムで行われます。 
 開札後に資格確認審査を行うため、保留通知が電子入札システムにより、送信されます。  
 開札時における各種通知書の受領方法については「本書第２編第２」をご覧ください。 

 

４．落札候補者の決定 
発注者は予定価格と最低制限価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行っ

た者を落札者候補者として決定し、発注者から落札候補者あてに落札候補者の決定及び競争
参加資格の確認書類の提出を求める旨の連絡が、 電話連絡により行われます。（電話連絡
後、落札候補者決定通知書の郵送等により通知されます。） 

 

５．資格確認書類の提出（落札候補者のみ） 
電話連絡及び通知書を受けた場合は、 落札候補者は公告に定められた期限までに、 発注

者の指示に従って、資格確認書類〈一般競争入札（事後審査型）参加資格確認申請書及び資
格確認資料〉を財政課に提出してください。 

 

６．競争参加資格の審査 
落札候補者から競争参加資格の確認書類が提出された後、 発注者は競争参加資格の確認

審査を行います。 

 

＜競争参加資格の確認審査結果が、資格「あり」の場合＞ 

競争参加資格の確認審査結果が、資格「あり」の場合、次の「７．落札決定」がなされま
す。 

 

＜競争参加資格の確認審査結果が、資格「なし」の場合＞ 

競争参加資格の確認審査結果が、資格「なし」の場合、次順位者の落札候補者に競争参加

資格の確認書類の提出を求めます。 

競争参加資格 「なし」 の場合は、資格がないことの理由が記載された 「一般競争入札

（事後審査型）参加資格確認結果通知書」 が発注者から送付（郵送等）されます。 

 

７．落札決定 
落札者が決定すると電子入札システムにより入札参加者全てに落札決定通知が送信されま

す。 
落札決定通知の受理の仕方は、「本書第２編第２の９」を参照してください。 

 

８．入札結果の照会 
入札情報サービスから落札情報を確認します。 
入札の結果の照会方法については「本書第２編第３」をご覧ください。 
 

 

 

１． 入札予定（公告）の確認、設計図書等の入手 

始めに入札情報サービスから入札予定の案件を確認します。 

入札予定（公告）の確認、設計図書等の入手方法は 「本書第２編第１」 をご覧ください。 

 

 
 

第３   工事 一般競争入札（市町村版事後審査）の概要 
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第１   入札情報サービスによる入札予定（公告）の確認等 
 

１ 入札予定（公告）の確認、設計図書等の入手 

始めに入札情報サービスから入札予定の案件を確認します。 
 

（1）《ちば電子調達システム》画面を表示し、【システム入口】ボタンをクリックします。 
 

（2）《ちば電子調達システム》画面の《システムメニュー》で【入札情報サービス】ボタン

をクリックします。 

 

第２編 電子調達（入札）システムの操作方法 
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（3）該当する項目をクリックします。 

※ここでは、業種が「工事」の場合を説明します。 
 

（4）《入札情報サービス》のトップページが表示されます。 

メニュー左側の【入札予定（公告）】ボタンをクリックします。 
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（5）《入札予定（公告）検索》画面が表示されます。 

【詳細切替】ボタンをクリックします。 
 

（6）《入札予定（公告）検索》画面に詳細検索用の項目が表示されます。 

  検索条件（「入札方式」の「事後審査）市町村」にチェックをし、その他「年度」、「調

達機関」で香取市、「調達区分」を選択してください。）選択し、【検索】ボタンをクリッ

クします。 

※検索条件は全て入力する必要はありません。 条件は必要なもののみ入力してください。 
 

検索条件の「入札方式」の「事後審査）市町村」にチェック

をし、その他「年度」、「調達機関」で香取市、「調達区分」 

などを選択します。 
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調達機関で「香取市」 
を選択 



ワンポイント 

詳細検索では以下の検索条件により検索を行うことができます。 

《年度》 で発注年度を選択します。 

《調達機関》 で「香取市」を選択します。 

《調達区分》 で調達の区分を選択します。 

《入札方式》 で該当する入札方式にチェックを入れます。 

《工種又は業種》 で工種または業種を選択します。 

《公告日／指名通知日》 で公告日または指名通知日の範囲を指定します。 

《地域選択》で【地域選択】ボタンをクリックし、地域を選択します。 

《文字列検索》 に案件名称や場所などを入力します。 

《表示件数》 で検索結果の案件表示件数を選択します。 

 

（7） 条件に一致した案件が画面下に一覧表示されます。 案件の詳細を参照したい場合は、

【表示】ボタンをクリックします。 

 

検索条件を正しく入力しても表示されない場合は、「入札方

式」などの検索条件が違う可能性があります。再度検索条件

を確認してください。 
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（8）《入札予定（公告）表示》画面に案件の詳細が表示されます。 
  案件の詳細が表示された際に、詳細情報の下の《説明文書等》に添付ファイルとして 
「公告」や「設計図書書」等が表示されている場合は、【ダウンロード】ボタンをクリック
します。 

 
※「認証」が「あり」 となっている場合の添付ファイルのダウンロード方法は、次頁をご

覧ください。 
 

「認証」が「あり」となっている場合の添付

ファイルのダウンロード方法は、次頁をご

覧ください。 

 

（9）《ファイルのダウンロード》画面が表示されます。 
  そのまま画面に表示する場合は【開く】ボタンをクリックします。 

自分のパソコンに保存する場合は【保存】ボタンをクリックし、保存場所を指定して保存
します。 
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認証が 「あり」 の場合の添付ファイルのダウンロード方法 
 

（1）認証が「あり」となっている《説明文書
等》の添付ファイルの【ダウンロード】ボ
タンをクリックします。 

 

（2）左の認証を JRE のバージョンに合った 
【IC カード認証】ボタンをクリックします。 
 

（3） P I N 番号を入力する画面が表示され
ます。 

PIN 番号を正確に入力し、【ＯＫ】ボタ

ンをクリックします。 

 

（4） IC カードで認証を行う旨のメッセージ
が表示されます。 

 

（5）《ファイルのダウンロード》画面が表示
されます。 

【保存】ボタンまたは【開く】ボタンを

クリックします。 
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