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１ 前提条件 

１.１. 基本条件 

港湾空港関連入札・契約情報（以下、入札情報サービス）にアクセスするためには、以下の条件を満た

す環境を用意する必要があります。 
 
ソフトウェア環境 ・ OS：以下のいずれか 

Windows 10 
・ ブラウザ： 

Microsoft Edge 
・PDF閲覧ソフト：入札説明書等のファイル（PDF形式）を参照する際に必要 

AcrobatReader等 
推奨端末設定 
※中長期発注予定の場

合 

①ブラウザの拡大縮小  100％ 
②ディスプレイの解像度  1366×768 
③Microsoft Edge(Chromium版) 
 
※標準の規定は上記を想定している。 
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２ 操作手順 

２.１. 受注者ホームページの表示 
①受注者ホームページ 

 

(1) ホームページの表示 
受注者ホームページの起動は、ブラウザを

立ち上げ、URL に 
『https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/』を指

定すると当画面が表示されます。 
 

(2) お知らせ欄に新着情報として過去 6 日以内に公告

された入札公告情報へのリンクを表示します。 
その他、公表資料の更新情報、システムメンテンス

情報等を表示します。 

②入札公告情報 

 

(1) 新着情報は PDF で提供しています。 
別ウィンドウまたは新しいタブで表示さ

れる想定ですが、使用環境の設定によっ

てはファイルダウンロードダイアログ画

面が表示される場合もあります。 
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２.２. 調達情報検索の操作手順 

２.２.１. 中長期発注の見通しの参照 
中長期発注の見通しを検索する場合は、以下の手順に従って行って下さい。 
 

①メニュー 

 

(1) 「メニュー」－「中長期発注の見通し」

をクリックすると、②の中長期発注の見

通し検索条件指定画面が表示されます。 

②中長期発注の見通し検索条件指定 

 

(1) 検索条件を設定して検索ボタンをクリッ

クすると、④の中長期発注の見通し検索

結果画面が表示されます。 
検索結果の件数が多い場合には③の中長

期発注の見通し検索結果表示確認画面が

表示されます。 

③中長期発注の見通し検索結果表示確認 

 

(1) 表示するボタンをクリックすると、④の

中長期発注の見通し検索結果画面が表

示されます。 
 

(2) 条件指定画面に戻るボタンをクリック

すると、②の中長期発注の見通し検索条

件指定画面に戻り、条件を追加すること

ができます。 
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④中長期発注の見通し検索結果 

 
 

(1) 参照したい事業名をクリックすると、⑤

の中長期発注の見通し内容表示画面が

表示されます。 
 

(2) 検索結果の他ページを参照する場合は、

前へボタンもしくは次へボタンをクリ

ックします。 
 

⑤中長期発注の見通し内容表示 

 
 

(1) 戻るボタンをクリックすると、④の中長

期発注の見通し検索結果画面に戻りま

す。 
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２.２.２. 工事／発注の見通しの参照 
工事案件の発注の見通しを検索する場合は、以下の手順に従って行って下さい。 
 

①メニュー 

 

(1) 「メニュー」－「工事検索・発注の見通

し」をクリックすると、②の発注の見通

し・工事検索条件指定画面が表示されま

す。 

②発注の見通し・工事検索条件指定 

 

(1) 検索条件を設定して検索ボタンをクリ

ックすると、④の発注の見通し・工事検

索結果画面が表示されます。検索結果の

件数が多い場合には③の発注の見通し・

工事検索結果表示確認画面が表示され

ます。 

③発注の見通し・工事検索結果表示確認 

 

(1) 表示するボタンをクリックすると、④の

発注の見通し・工事検索結果画面が表示

されます。 
 

(2) 条件指定画面に戻るボタンをクリック

すると、②の発注の見通し・工事検索条

件指定画面に戻り、条件を追加すること

ができます。 
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④発注の見通し・工事検索結果 

 
 

(1) 参照したい工事名をクリックすると、⑤

の発注の見通し内容表示（工事検索）画

面が表示されます。 
 

(2) 検索結果の他ページを参照する場合は、

前へボタンもしくは次へボタンをクリ

ックします。 
 

⑤発注の見通し内容表示（工事検索） 

 
 

(1) 戻るボタンをクリックすると、④の発注

の見通し・工事検索結果画面に戻りま

す。 
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２.２.３. 工事／入札公告等の参照 
工事案件の入札公告等発注情報を検索する場合は、以下の手順に従って行って下さい。 
 

①メニュー 

 
 

(1) 「メニュー」－「工事検索・入札公告等」 
をクリックすると、②の入札公告等・工

事検索条件指定画面が表示されます。 
 
※ この画面からは、一般競争入札、公募型指名

競争入札の案件が検索できます。 

工事希望型競争入札、指名競争入札、随意契

約の案件を検索する場合は、「2.2.5. 工事

／入札説明書等の入手の参照」の手順で検索

を行ってください。 

 
②入札公告等・工事検索条件指定 

 
 

(1) 検索条件を設定して検索ボタンをクリ

ックすると、④の入札公告等・工事検索

結果画面が表示されます。 
 

(2) 検索結果の件数が多い場合には③の入

札公告等・工事検索結果表示確認画面

が表示されます。 

③入札公告等・工事検索結果表示確認 

 
 

(1) 表示するボタンをクリックすると、④の

入札公告等・工事検索結果画面が表示さ

れます。 
 

(2) 条件指定画面に戻るボタンをクリック

すると、②の入札公告等・工事検索条件

指定画面に戻り、条件を追加することが

できます。 
 

④入札公告等・工事検索結果 

 

(1) 参照したい工事名をクリックすると、⑤

の入札公告等内容表示（工事検索）画面

が表示されます。 
 

(2) 検索結果の他ページを参照する場合は、

前へボタンもしくは次へボタンをクリ

ックします。 
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⑤入札公告等内容表示（工事検索） 

 
 

(1) 戻るボタンをクリックすると、④の入札

公告等・工事検索結果画面に戻ります。 
 

(2) 文書タイトル右方のリンクをクリック

する⑥の該当する関連資料が別ウィン

ドウまたは新しいタブで表示されます。 
 

(3) 文書タイトル下方のリンクのうち、「入

札説明書等のダウンロード」をクリック

すると⑩の入札説明書等ダウンロード

画面）が表示されます。 
 

(4) 「入札結果へのリンク」をクリックする

と⑦もしくは⑧の画面が表示されます。 
 

⑥各種関連資料 

 
 

(1) 別ウィンドウまたは新しいタブで該当

する関連資料が表示されます。 
 

(2) 画面右上またはタブの× をクリックす

ると画面が閉じます。 
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⑦入札結果へのリンク・掲載データあり 

 
 

(1) 別ウィンドウまたは新しいタブで該当す

る関連資料が表示されます。 
 

(2) 戻るや画面右上またはタブの× をクリ

ックすると画面が閉じます。 
 

⑧入札結果へのリンク・掲載データなし 

 
 

(1) 「入札結果へのリンク」をクリックし、

対応するデータが存在していない場合

は、メッセージ画面が別ウィンドウまた

は新しいタブで表示されます。 
 

(2) 画面右上またはタブの× をクリックす

ると画面が閉じます。 
 

⑨入札説明書等ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ利用者登録画面 

 
 

(1) 別ウィンドウで入札説明書等ダウンロー

ド利用者登録画面が表示されます。 
 

(2) 画面右上の× をクリックすると画面が

閉じます。 
 

(3) 個人情報の利用についてリンクをクリッ

クすると、⑫の個人情報の利用画面が表

示されます。 
 

(4) 入札説明書等のダウンロードについてリ

ンクをクリックすると、⑬のダウンロー

ドヘルプ画面が表示されます。 
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⑩入札説明書等ダウンロード画面 

 

(1) 別ウィンドウで入札説明書等ダウンロード画面

が表示されます。 
 

(2) 入札説明書等の種類リンクをクリックすると、該

当するファイルがダウンロードされます。 
 

(3) 画面を開いたままで入札説明書等の公開期間終了

を迎えた場合、入札説明書等の種類リンクをクリ

ックすると、⑪のダウンロード・公開期間外のダイ

アログが表示されます。 
 

(4) 閉じるボタンまたは画面右上の× をクリックす

ると画面が閉じます。 
 

⑪ダウンロード・公開期間外 

 

(1) ダウンロードの公開期間外に入札説明書

等のダウンロードを行なおうとすると

（ダウンロード画面の表示中に公開期間

が終了した場合など）、ダイアログが表示

されます。 
 

(2) OK ボタンをクリックすると、ダイアロ

グが閉じます。 
 

⑫個人情報の利用画面 

 
 

(1) 別ウィンドウで個人情報の利用画面が表

示されます。 
 

(2) 画面右上の× をクリックすると画面が

閉じます。 
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⑬ダウンロードヘルプ画面 

 
 

(1) 別ウィンドウでダウンロードヘルプ画面

が表示されます。 
 

(2) 「入札説明書のダウンロード操作マニュ

アル」のリンクをクリックすると、入札説

明書等のダウンロード抜粋版の操作説明

書（PDF）が別ウィンドウで表示されま

す。 
 

(3) 各項目名のリンクをクリックすると、ク

リックした項目の内容が表示されるよ

う、表示が移動します。 
 

(4) 各項目タイトル横の「→top」のリンクを

クリックすると、ページ上部の各項目名

のリンクが表示されるよう、表示が移動

します。 
 

(5) 画面右上の× をクリックすると画面が

閉じます。 
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２.２.４. 工事／入札結果の参照 
工事案件の入札結果を検索する場合は、以下の手順に従って行って下さい。 
 

①メニュー 

 
 

(1) 「メニュー」－「工事検索・入札結果」 
をクリックすると、②の入札結果・工事

検索条件指定画面が表示されます。 
 

②入札結果・工事検索条件指定 

 
 

(1) 検索条件を設定して検索ボタンをクリ

ックすると、④の入札結果・工事検索結

果画面が表示されます。 
 

(2) 検索結果の件数が多い場合には③の入

札結果・工事検索結果表示確認画面が表

示されます。 

③入札結果・工事検索結果表示確認 

 
 

(1) 表示するボタンをクリックすると、④

の入札結果・工事検索結果（工事検索）

画面が表示されます。 
 
(2) 条件指定画面に戻るボタンをクリック

すると、②の入札結果・工事検索条件指

定画面に戻り、条件を追加することが

できます。 
 

  



 
 

 ２-12 

④入札結果・工事検索結果 

 
 

(1) 参照したい工事名をクリックすると、

⑤の入札結果内容表示画面が表示され

ます。 
 

(2) 検索結果の他ページを参照する場合

は、前へボタンもしくは次へボタンを

クリックします。 
 

⑤入札結果内容表示（工事検索） 

 
 

(1) 戻るボタンをクリックすると、④の入

札結果・工事検索結果画面に戻ります。 
 

(2)「入札公告等へのリンク」をクリックす

ると⑥もしくは⑦の画面が表示されま

す。 
 

⑥入札公告等へのリンク・掲載データあり 

 

(1) 別ウィンドウまたは新しいタブで該当

する関連資料が表示されます。 
 
(2) 画面右上またはタブの× をクリックす

ると画面が閉じます。 
 

⑦入札公告等へのリンク・掲載データなし 

 
 

(1) 対応するデータが存在しない場合、メッ

セージ画面が別ウィンドウまたは新し

いタブで表示されます。 
 

(2) 画面右上またはタブの× をクリックす

ると画面が閉じます。 
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⑧定福利費概算額がある場合 

 
 

(1) 入札調書かつ工事で総合評価方式のも

のは法定福利費概算額が表示されます。 
 

(2) 下に表示されている脚注リンクをクリ

ックすると、⑨の法定福利費概算額の説

明ページが別ウィンドウで表示されま

す。 
 

⑨法定福利費概算額の説明ページ 
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２.２.５. 工事／入札説明書等の入手の参照 
入札説明書がダウンロード可能となっている工事案件を検索する場合は、以下の手

順に従って行って下さい。 
 

①メニュー 

 
 

(1) 「メニュー」－「工事検索・入札説明書

等の入手」 をクリックすると、②の入札

説明書等・工事検索条件指定画面が表示

されます。 
 
※ この画面からは、工事希望型競争入札、指名

競争入札、随意契約の案件が検索できます。 

また、一般競争入札、公募型指名競争入札の

入札公告等についても、入札説明書等が公開

中でダウンロード可能となっている案件を

検索することができます。 

 
②入札説明書等・工事検索条件指定 

 
 

(1) 検索条件を設定して検索ボタンをクリッ

クすると、⑤の入札説明書・工事検索結

果画面が表示されます。 
 

(2) 検索結果の件数が 0 件の場合には③の入

札説明書等・工事検索結果表示確認画面

(1)が表示されます。 
 

(3) 検索結果の件数が多い場合には④の入札

説明書等・工事検索結果表示確認画面が

表示されます。 
 

③入札説明書等・工事検索結果表示確認 

 

(1) 条件指定画面に条件設定画面に戻るボタ

ンをクリックすると、②の入札説明書等・

工事検索条件指定画面に戻り、条件を追

加することができます。 

④入札説明書等・工事検索結果表示確認 

 

(1) 表示するボタンをクリックすると、⑤の

入札説明書等・工事検索結果画面が表示

されます。 
 

(2) 条件指定画面に戻るボタンをクリック

すると、②の入札説明書等・工事検索条

件指定画面に戻り、条件を追加すること

ができます。 
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⑤入札説明書等・工事検索結果 

 
 

(1) 参照したい工事名をクリックすると、⑥

‐1 入札説明書ダウンロードパスワード

入力画面(初期表示)が表示されます。 
 

(2) 検索結果の他ページを参照する場合は、

前へボタンもしくは次へボタンをクリ

ックします。 
 

(3) 条件指定画面へボタンをクリックする

と、②の入札説明書等・工事検索条件指

定画面に戻り、条件を追加することがで

きます。 
⑥‐1 入札説明書ダウンロードパスワード入

力画面(初期表示) 

 

(1) 別ウィンドウで入札説明書等ダウンロー

ドパスワード入力画面が表示されます。 
 

(2) 認証ボタンをクリックすると、入力した

パスワードの認証処理を行う、認証成功

の場合は⑦の入札説明書等ダウンロード

利用者登録画面が表示されます、認証失

敗の場合は⑥‐2 の入札説明書ダウンロ

ードパスワード認証画面（認証失敗）が

表示されます。 
 

(3) 閉じるボタンまたは画面右上の×をク

リックすると、画面が閉じます。 
 

⑥‐2 入札説明書ダウンロードパスワード認

証画面(認証失敗) 
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⑦入札説明書等ダウンロード利用者登録画

面 

 
 

(1) 別ウィンドウで入札説明書等ダウンロー

ド利用者登録画面が表示されます。 
 

(2) 利用者情報を入力して、登録ボタンをク

リックすると、⑧入札説明書等ダウンロ

ード画面が表示されます。 
 
(3) 画面右上の×をクリックすると画面が

閉じます。 
 
(4) 個人情報の利用についてリンクをクリッ

クすると、⑩の個人情報の利用画面が表

示されます。 
 
(5) 入札説明書等のダウンロードについてリ

ンクをクリックすると、⑪のダウンロー

ドヘルプ画面が表示されます。 
 

⑧入札説明書等ダウンロード画面 

 

(1) 別ウィンドウで入札説明書等ダウンロ

ード画面が表示されます。 
 
(2) 入札説明書等の種類リンクをクリックす

ると、該当するファイルがダウンロード

されます。 
 

(3) 画面を開いたままで入札説明書等の公開

期間終了を迎えた場合、入札説明書等の

種類リンクをクリックすると、⑨のダウ

ンロード・公開期間外のダイアログが表

示されます。 
 
(4) 閉じるボタンまたは×をクリックする

と画面が閉じます。 
 

⑨ダウンロード・公開期間外 

 

(1) ダウンロードの公開期間外に入札説明書

等のダウンロードを行なおうとすると

（ダウンロード画面の表示中に公開期間

が終了した場合など）、ダイアログが表示

されます。 
 

(2) OK ボタンをクリックすると、ダイアロ

グが閉じます。 
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⑩個人情報の利用画面 

 
 

(1) 別ウィンドウで個人情報の利用画面が表

示されます。 
 

(2) 画面右上の×をクリックすると画面が

閉じます。 

⑪ダウンロードヘルプ画面 

 

(1) 別ウィンドウでダウンロードヘルプ画面

が表示されます。 
 

(2) 「入札説明書のダウンロード操作マニュ

アル」のリンクをクリックすると、入札説

明書等のダウンロード抜粋版の操作説明

書（PDF）が別ウィンドウで表示されま

す。 
 

(3) 各項目名のリンクをクリックすると、ク

リックした項目の内容が表示されるよ

う、表示が移動します。 
 

(4) 各項目タイトル横の「→top」のリンクを

クリックすると、ページ上部の各項目名

のリンクが表示されるよう、表示が移動

します。 
 

(5) 画面右上の× をクリックすると画面が

閉じます。 
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２.２.６. 業務／発注の見通しの参照 
業務案件の発注の見通しを検索する場合は、以下の手順に従って行って下さい。 
 

①メニュー 

 
 

(1) 「メニュー」－「業務検索・発注の見通

し」をクリックすると、②の発注の見通

し・業務検索条件指定画面が表示されま

す。 

②発注の見通し・業務検索条件指定 

 
 

(1) 検索条件を設定して検索ボタンをクリッ

クすると、④の発注の見通し・業務検索

結果画面が表示されます。 
 

(2) 検索結果の件数が多い場合には③の発注

の見通し・業務検索結果表示確認画面が

表示されます。 
 

③発注の見通し・業務検索結果表示確認 

 
 

(1) 表示するボタンをクリックすると、④の

発注の見通し・業務検索結果画面が表示

されます。 
 

(2) 条件指定画面に戻るボタンをクリック

すると、②の発注の見通し・業務検索条

件指定画面に戻り、条件を追加すること

ができます。 
 

④発注の見通し・業務検索結果 

 
 

(1) 参照したい業務名をクリックすると、⑤

の発注の見通し内容表示（業務検索）画

面が表示されます。 
 

(2) 検索結果の他ページを参照する場合は、

前へボタンもしくは次へボタンをクリ

ックします。 
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⑤発注の見通し内容表示（業務検索） 

 
 

(1) 戻るボタンをクリックすると、④の発注

の見通し・業務検索結果画面に戻りま

す。 
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２.２.７. 業務／入札公告等の参照 
業務案件の入札公告等発注情報を検索する場合は、以下の手順に従って行って下さい。 
 

①メニュー 

 
 

(1) 「メニュー」－「業務検索・入札公告等」 
をクリックすると、②の入札公告等・業

務検索条件指定画面が表示されます。 
 
※ この画面からは、公募型競争入札、簡易型公

募型競争入札、公募型プロポーザル、簡易型

公募型プロポーザルの案件が検索できます。 

指名競争入札、標準プロポーザル、随意契約

の案件を検索する場合は、「2.2.9. 業務／

入札説明書等の入手の参照」の手順で検索を

行ってください。 

 
②入札公告等・業務検索条件指定 

 
 

(1) 検索条件を設定して検索ボタンをクリッ

クすると、④の入札公告等・業務検索結

果画面が表示されます。 
 

(2) 検索結果の件数が多い場合には③の入札

公告等・業務検索結果表示確認画面が表

示されます。 

③入札公告等・業務検索結果表示確認 

 
 

(1) 表示するボタンをクリックすると、④の

入札公告等・業務検索結果画面が表示さ

れます。 
 

(2) 条件指定画面に戻るボタンをクリック

すると、②の入札公告等・業務検索条件

指定画面に戻り、条件を追加することが

できます。 
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④入札公告等・業務検索結果 

 
 

(1) 参照したい業務名をクリックすると、⑤

の入札公告等内容表示（業務検索）画面

が表示されます。 
 

(2) 検索結果の他ページを参照する場合は、

前へボタンもしくは次へボタンをクリ

ックします。 
 

⑤入札公告等内容表示（業務検索） 

 
 

(1) 戻るボタンをクリックすると、④の入札

公告等・工事検索結果画面に戻ります。 
 

(2) 文書タイトル右方のリンクをクリック

すると該当する関連資料が別ウィンド

ウまたは新しいタブで表示されます。 
 

(3) 文書タイトル下方のリンクのうち、「入

札説明書等のダウンロード」をクリック

すると⑧の入札説明書等ダウンロード利

用者登録画面が表示されます。 
 

(4) 「入札結果へのリンク」をクリックする

と⑥もしくは⑦の画面が表示されます。 
 

⑥入札結果へのリンク・掲載データあり 

 

(1) 別ウィンドウまたは新しいタブで該当

する関連資料が表示されます。 
 

(2) 画面右上またはタブの×をクリックす

ると画面が閉じます。 
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⑦入札結果へのリンク・掲載データなし 

 

(1) 「入札結果へのリンク」をクリックし、

対応するデータが存在していない場合

は、メッセージ画面が別ウィンドウまた

は新しいタブで表示されます。 
 

(2) 画面右上またはタブの×をクリックす

ると画面が閉じます。 
 

⑧入札説明書等ダウンロード利用者登録画

面 

 
 

(1) 別ウィンドウで利用者登録画面が表示さ

れます。 
 

(2) 画面右上の×をクリックすると画面が

閉じます。 
 

(3) 利用者情報を入力し登録ボタンをクリ

ックすると、⑨の入札説明書等ダウンロ

ード画面が表示されます。 
 

(4) 「個人情報の利用について」をクリック

すると、⑪の個人情報の利用画面が表示

されます。 
 

(5) 「入札説明書等のダウンロードについ

て」をクリックすると、⑫のダウンロー

ドヘルプ画面が表示されます。 
 

⑨入札説明書等ダウンロード画面 

 
 

(1) 別ウィンドウで入札説明書等ダウンロー

ド画面が表示されます。 
 

(2) 入札説明書等の種類リンクをクリックす

ると、該当するファイルがダウンロード

されます。 
 

(3) 画面を開いたままで入札説明書等の公開

期間終了を迎えた場合、入札説明書等の

種類リンクをクリックすると、⑩のダウ

ンロード・公開期間外のダイアログが表

示されます。 
 

(4) 閉じるボタンまたは画面右上の×をク

リックすると画面が閉じます。 
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⑩ダウンロード・公開期間外 

 
 

(1) ダウンロードの公開期間外に入札説明書

等のダウンロードを行なおうとすると

(ダウンロード画面の表示中に公開期間

が終了した場合等)、ダイアログが表示さ

れます。 
 

(2) OK ボタンをクリックすると、ダイアロ

グが閉じます。 
 

⑪個人情報の利用画面 

 
 

(1) 別ウィンドウで個人情報利用画面が表示

されます。 
 

(2) 画面右上の×をクリックすると画面が

閉じます。 
 

⑫ダウンロードヘルプ画面 

 

(1) 別ウィンドウでダウンロードヘルプ画面

が表示されます。 
 

(2) 「入札説明書のダウンロード操作マニュ

アル」のリンクをクリックすると、入札説

明書等のダウンロード抜粋版の操作説明

書（PDF）が別ウィンドウで表示されま

す。 
 

(3) 各項目名のリンクをクリックすると、ク

リックした項目の内容が表示されるよ

う、表示が移動します。 
 

(4) 各項目タイトル横の「→top」のリンクを

クリックすると、ページ上部の各項目名

のリンクが表示されるよう、表示が移動

します。 
 

(5) 画面右上の×をクリックすると画面が閉

じます。 
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２.２.８. 業務／入札結果の参照 
業務案件の入札結果を検索する場合は、以下の手順に従って行って下さい。 
 

①メニュー 

 
 

(1) 「メニュー」－「業務検索・入札結果」 
をクリックすると、②の入札結果・業務

検索条件指定画面が表示されます。 
 

②入札結果・業務検索条件指定 

 
 

(1) 検索条件を設定して検索ボタンをクリッ

クすると、④の入札結果・業務検索結果

画面が表示されます。 
 

(2) 検索結果の件数が多い場合には③の入札

結果・業務検索結果表示確認画面が表示

されます。 

③入札結果・業務検索結果表示確認 

 
 

(1) 表示するボタンをクリックすると、④の

入札結果・業務検索結果画面が表示され

ます。 
 

(2) 条件指定画面に戻るボタンをクリック

すると、②の入札結果・業務検索条件指

定画面に戻り、条件を追加することがで

きます。 
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④入札結果・業務検索結果 

 
 

(1) 参照したい業務名をクリックすると、⑤

の入札結果内容表示（業務検索）画面が

表示されます。 
 

(2) 検索結果の他ページを参照する場合は、

前へボタンもしくは次へボタンをクリ

ックします。 
 

⑤入札結果内容表示（業務検索） 

 
 

(1) 戻るボタンをクリックすると、④の入札

結果・業務検索結果画面に戻ります。 
 

⑥入札公告等へのリンク・掲載データあり 

 
 

(1) 別ウィンドウまたは新しいタブで該当す

る関連資料が表示されます。 
 

(2) 画面右上またはタブの×をクリックす

ると画面が閉じます。 
 

⑦入札公告等へのリンク・掲載データなし 

 
 

(1) 対応するデータが存在しない場合、メッ

セージ画面が別ウィンドウまたは新しい

タブで表示されます。 
 

(2) 画面右上またはタブの×をクリックす

ると画面が閉じます。 
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２.２.９. 業務／入札説明書等の入手の参照 
入札説明書がダウンロード可能となっている業務案件を検索する場合は、以下の手

順に従って行って下さい。 
 

①メニュー 

 
 

(1) 「メニュー」－「業務検索・入札説明書等

の入手」 をクリックすると、②の入札説

明書等・業務検索条件指定画面が表示さ

れます。 
 
※ この画面からは、指名競争入札、標準プロポ

ーザル、随意契約の案件が検索できます。 

また、公募型競争入札、簡易型公募型競争入

札、公募型プロポーザル、簡易型公募型プロ

ポーザルの入札公告等についても、入札説明

書等が公開中でダウンロード可能となって

いる案件を検索することができます。 

②入札説明書等・業務検索条件指定 

 
 

(1) 検索条件を設定して検索ボタンをクリッ

クすると、⑤の入札説明書・業務検索結果

画面が表示されます。 
 

(2) 検索結果の件数が 0 件の場合には③の入

札説明書等・業務検索結果表示確認画面

が表示されます。 
 

(3) 検索結果の件数が多い場合には④の入札

説明書等・業務検索結果表示確認画面が

表示されます。 
 

③入札説明書等・業務検索結果表示確認 

 
 

(1) 条件指定画面に戻るボタンをクリックす

ると、②の入札説明書等・業務検索条件指

定画面に戻り、条件を追加することがで

きます。 
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④入札説明書等・業務検索結果表示確認 

 
 

(1) 表示するボタンをクリックすると、⑤の

入札説明書等・業務検索結果画面が表示

されます。 
 

(2) 条件指定画面に戻るボタンをクリックす

ると、②の入札説明書等・業務検索条件

指定画面に戻り、条件を追加することが

できます。 
 

⑤入札説明書等・業務検索結果 

 

(1) 参照したい業務名をクリックすると、⑥

－1 の入札説明書ダウンロードパスワー

ド入力画面(初期表示)が表示されます、ダ

ウンロードパスワードが設定されていな

い案件の場合は⑦入札説明書等ダウンロ

ード利用者登録画面が表示されます。が

表示されます。 
 

(2) 検索結果の他ページを参照する場合は、

前へボタンもしくは次へボタンをクリ

ックします。 
 
(3) 条件指定画面へボタンをクリックする

と、②の入札説明書等・業務検索条件指

定画面に戻り、条件を追加することがで

きます。 
 

⑥－1 入札説明書ダウンロードパスワード

入力画面(初期表示) 

 
 

(1) 認証ボタンをクリックすると、入力した

パスワードの認証処理を行う、認証成功

の場合は⑦の入札説明書等ダウンロード

利用者登録画面が表示されます、認証失

敗の場合は⑥―2 の入札説明書ダウンロ

ードパスワード入力画面(認証失敗)が表

示されます。 
 

(2) 閉じるボタンまたは画面右上の×をクリ

ックすると、画面が閉じます。 
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⑥－2 入札説明書ダウンロードパスワード

入力画面(認証失敗) 

 
 

 

⑦入札説明書等ダウンロード利用者登録画

面 

 

(1) 別ウィンドウで入札説明書等ダウンロー

ド利用者登録画面が表示されます。 
 
(2) 利用者情報を入力して、登録ボタンをク

リックすると、⑧の入札説明書等ダウン

ロード画面が表示されます。 
 

(3) 画面右上の×をクリックすると画面が閉

じます。 
 
(4) 個人情報の利用についてリンクをクリッ

クすると、⑩の個人情報の利用画面が表

示されます。 
 
(5) 入札説明書等のダウンロードについてリ

ンクをクリックすると、⑪のダウンロー

ドヘルプ画面が表示されます。 
 

⑧入札説明書等ダウンロード画面 

 

(1) 別ウィンドウで入札説明書等ダウンロー

ド画面が表示されます。 
 

(2) 入札説明書等の種類リンクをクリックす

ると、該当するファイルがダウンロード

されます。 
 

(3) 画面を開いた状態で入札説明書等の公開

期間終了を迎えた場合、入札説明書等の

種類リンクをクリックすると、⑨のダイ

アログが表示されます。 
 

(4) 閉じるボタンまたは画面右上の×をクリ

ックすると画面が閉じます。 
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⑨ダウンロード・公開期間外 

 
 

(1) ダウンロードの公開期間外に入札説明書

等のダウンロードを行なおうとすると

（ダウンロード画面の表示中に公開期間

が終了した場合など）、ダイアログが表示

されます。 
 

(2) OK ボタンをクリックすると、ダイアロ

グが閉じます。 

⑩個人情報の利用画面 

 

(1) 別ウィンドウで個人情報の利用画面が表

示されます。 
 

(2) 画面右上の×をクリックすると画面が閉

じます。 

⑪ダウンロードヘルプ画面 

 

(1) 別ウィンドウでダウンロードヘルプ画面

が表示されます。 
 

(2) 「入札説明書のダウンロード操作マニュ

アル」のリンクをクリックすると、入札説

明書等のダウンロード抜粋版の操作説明

書(PDF)が別ウィンドウで表示されます。 
 

(3) 各項目名のリンクをクリックすると、クリ

ックした項目の内容が表示されるよう、表

示が移動します。 
 

(4) 各項目タイトル横の「→top」のリンクを

クリックすると、ページ上部の各項目名の

リンクが表示されるよう、表示が移動しま

す。 
 

(5) 画面右上の× をクリックすると画面が閉

じます。 
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２.３. 物品・その他サービス 

「物品・その他サービス」で扱う情報は入札情報サービスでは範囲外であるため、

「物品・その他サービス」の情報(HTML)を参照するためのリンク情報のみ提供してい

ます。 
 

①メニュー 

 
 

(1) 「メニュー」－「物品・その他サービス」 
をクリックすると、「物品・その他サービ

ス」画面が別ウィンドウまたは新しいタ

ブで表示されます。 
 

②メニュー・物品・その他サービス 

 
 

(1) 画面右上またはタブの×をクリックす

ると画面が閉じます。 
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２.４. 入札結果データの公表 

 
①メニュー 

 
 

(2) 「メニュー」－「入札結果データの公表」 
をクリックすると、「入札情報サービス入

札結果データの公表（港湾空港関連）」画

面が別ウィンドウまたは新しいタブで表

示されます。 
 

②メニュー・入札結果データの公表 

 
 

(2) 画面右上またはタブの×をクリックす

ると画面が閉じます。 
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２.５. 掲載件数一覧 

 
①メニュー 

 
 

(1) 「メニュー」－「掲載件数一覧」 をクリ

ックすると、入札情報サービス掲載件数

(港湾空港関連)の一覧画面が別ウィンド

ウで表示されます。 
 

②メニュー・掲載件数一覧 

 
 

(1) 画面右上の×をクリックすると画面が

閉じます。 
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２.６. 有資格者名簿の公表 

 
①メニュー 

 
 

(3) 「メニュー」－「有資格者名簿の公表」 
をクリックすると、「国土交通省有資格者

名簿公表メニュー」画面が別ウィンドウ

または新しいタブで表示されます。 
 

②メニュー・有資格者名簿の公表 

 
 

(3) 画面右上またはタブの×をクリックす

ると画面が閉じます。 
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２.７. 港湾空港関連以外（ＰＰＩ） 

 
①メニュー 

 
 

(1) 「メニュー」－「港湾空港関連以外(ポー

タルサイト)」 をクリックすると、ＰＰＩ

のホームページが別ウィンドウまたは新

しいタブで表示されます。 
 

②メニュー・港湾空港関連以外(ポータルサ

イト) 

 
 

(1) 画面右上またはタブの×をクリックす

ると画面が閉じます。 
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２.８. オンラインヘルプの操作手順 

オンラインヘルプを使用する場合は、以下の手順に従って行って下さい。 
 

①メニューの場合 

 
 

(1) 「メニュー」－「ヘルプ」をクリックする

と、別ウィンドウで③のオンラインヘル

プ画面(1)が表示されます。 
 

②その他の画面の場合 

 

(1) 画面右上の「ヘルプ」をクリックすると

別ウィンドウで④のオンラインヘルプ画

面(2)が表示されます。 

③オンラインヘルプ画面(1) 
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④オンラインヘルプ画面(2) 

 
 

(1) 各項目の説明が表示されます。 
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２.９. 入札説明書等のダウンロードについて 

 
①メニュー 

 
 

(1) 「メニュー」－「入札説明書のダウンロー

ドについて」をクリックすることにより、

②のダウンロードヘルプ画面を表示しま

す。 
 

②ダウンロードヘルプ画面 

 
 

(1) 「入札説明書のダウンロード操作マニュ

アル」のリンクをクリックすると、入札説

明書等のダウンロード抜粋版の操作説明

書(PDF)が別ウィンドウで表示されます。 
 

(2) 各項目名のリンクをクリックすると、ク

リックした項目の内容が表示されるよ

う、表示が移動します。 
 

(3) 各項目タイトル横の「→top」のリンクを

クリックすると、ページ上部の各項目名

のリンクが表示されるよう、表示が移動

します。 
 

(4) 画面右上の×をクリックすると画面が閉

じます。 
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２.１０. 問合せ先 

 
①メニュー 

 
 

(1) 「メニュー」－「ヘルプ」をクリックする

ことにより、ヘルプ画面を表示する。 
 

②ヘルプ画面(1) 

 
 

(1) 「４．問合せ先」をクリックして問合せ先

一覧を表示する。 

③ヘルプ画面(2) 

 
 

(1) 案件の内容に関する問合せは、記載され

ている各発注機関に問い合わせる。 
入札情報システムに関する問合せは、ヘ

ルプデスクのメールアドレス 
(ysk.nil-help-bidinfo@gxb.mlit.go.jp)に問い合わ

せる。 
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３ 画面説明 

３.１. 受注者ホームページ画面 

作成者が、クライアントのブラウザより入札情報サービスにアクセスすると、最初に次のページ

が表示されます。 

 

 
 メニュー 

メニューは、常時ブラウザの右側に表示されており、いつでも操作可能です。 

1) ホーム 
受注者ホームページ(当画面)を表示します。 

2) ヘルプ 
オンラインヘルプを別ウィンドウで表示します。 

3) 中長期発注の見通し 
中長期発注の見通し検索条件指定画面を表示します。 

4) 工事検索 
① 発注の見通し 

発注の見通し・工事検索条件指定画面を表示します。 
② 入札公告等 

入札公告等・工事検索条件指定画面を表示します。 
③ 入札結果 

入札結果・工事検索条件指定画面を表示します。 
④ 入札説明書等の入手 

入札説明書等・工事検索条件指定画面を表示します。 
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5) 業務検索 
① 発注の見通し 

発注の見通し・業務検索条件指定画面を表示します。 
② 入札公告等 

入札公告等・業務検索条件指定画面を表示します。 
③ 入札結果 

入札結果・業務検索条件指定画面を表示します。 
④ 入札説明書等の入手 

入札説明書等・業務検索条件指定画面を表示します。 

6) 物品・その他サービス 
「物品・その他サービス」画面を別ウィンドウまたは新しいタブで表示します。 

7) 入札結果データの公表 
入札情報サービス入札結果データ公表（港湾空港関連）画面を別ウィンドウで表示しま

す。 

8) 掲載件数一覧 
入札情報サービス掲載件数（港湾空港関連）一覧画面を別ウィンドウで表示します。 

9) 有資格者名簿の公表 
国土交通省有資格者名簿公表メニュー画面を別ウィンドウで表示します。 

10) 入札説明書等のダウンロードについて 
 入札説明書等のダウンロードヘルプ画面を別ウィンドウで表示します。 

11) 港湾空港関連以外(PPI) 
統合 PPI のホームページを別ウィンドウまたは新しいタブで表示します。 
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３.２. 調達情報検索画面 

３.２.１. 検索条件指定画面 
３.２.１.１.中長期発注の見通し検索条件指定 

 
 

 検索条件指定 

1) 発注機関・局選択 
① 初期状態では「全ての局」がチェックされています。 
② 発注機関・局を指定する場合は該当する発注機関・局をチェックします。(複数選択可

能) 
③ 発注機関・局をひとつだけチェックした場合、事務所指定の項目が選択入力可能にな

ります。 
④ 発注機関・局を複数選択した場合は、いずれかの条件を満たす案件が対象となります。 
⑤ 「全ての局」をチェックすると、自動的に「全ての局」以外のチェックが外れます。

「全ての局」以外をチェックすると、自動的に「全ての局」のチェックが外れます。 

2) 公開日選択 
「全て」か「過去何日以内」か「期間指定」のいずれかをチェックします。 

3) 公開日／日数入力 
① 指定した日数以内に公開された案件を対象とする場合に指定します。 
② 当項目を設定すると公開日選択は、「過去 日以内」がチェックされます。 

例：「１」を入力した場合は、前日、及び当日公開された案件が対象となります。 
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4) 公開日／期間指定 
① 指定した期間に公開された案件を対象とする場合に指定します。月日または日の省略

が可能です。 
② 月日を省略した場合、前の日付には 1 月 1 日が、後ろの日付には 12 月 31 日が設定

されます。 
③ 日を省略した場合は、前の日付には 1 日が、後ろの日付には 31 日が設定されます。 

（注意）月を省略して、日を入力することはできません。 

5) 事務所指定 
① 事務所名を選択入力します。(選択しない場合はすべての事務所が対象となります。) 
② 発注機関・局(「全ての局」を除く)をひとつだけ指定した場合に、当項目の設定は有

効になります 

6) AND／OR 
条件文字列を複数入力時の検索条件を AND(すべて含む)か、OR(いずれかを含む)を選択

入力します。 

7) 検索文字 
検索条件に使用する文字列を入力します。(最大 5 件) 

8) クリアボタン 
検索文字の条件をクリアします。 

 その他の機能 

1) 並び順 
① 検索結果画面の案件の表示順を指定します。 
② 表示順には、「発注機関・局」、「公開日」が指定可能です。 

2) 検索ボタン 
クリックすることにより指定された条件で検索を実行します。 

3) ヘルプ 
当画面のオンラインヘルプが別ウィンドウで表示されます。 
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３.２.１.２.発注の見通し・工事検索条件指定 

 
 

 検索条件指定 

1) 発注機関・局選択 
① 初期状態では「全ての局」がチェックされています。 
② 発注機関・局を指定する場合は該当する発注機関・局をチェックします。(複数選択可

能) 
③ 発注機関・局をひとつだけチェックした場合、事務所指定の項目が選択入力可能にな

ります。 
④ 発注機関・局を複数選択した場合は、いずれかの条件を満たす案件が対象となります。 
⑤ 「全ての局」をチェックすると、自動的に「全ての局」以外のチェックが外れます。

「全ての局」以外をチェックすると、自動的に「全ての局」のチェックが外れます。 

2) 入札契約方式選択 
① 初期状態では「全ての方式」がチェックされています。 
② 入札契約方式を指定する場合は該当する入札契約方式をチェックします。(複数選択

可能) 
③ 入札契約方式を複数選択した場合は、いずれかの条件を満たす案件が対象となります。 
④ 「全ての方式」をチェックすると、自動的に「全ての方式」以外のチェックが外れま

す。「全ての方式」以外をチェックすると、自動的に「全ての方式」のチェックが外

れます。 
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3) 工種区分選択 
① 初期状態では「全ての区分」がチェックされています。 
② 工種区分を指定する場合は該当する工種区分をチェックします。(複数選択可能) 
③ 工種区分を複数選択した場合は、いずれかの条件を満たす案件が対象となります。 
④ 「全ての区分」をチェックすると、自動的に「全ての区分」以外のチェックが外れま

す。「全ての区分」以外をチェックすると、自動的に「全ての区分」のチェックが外

れます。 

4) 入札予定時期選択 
① 初期状態では「全ての工期」がチェックされています。 
② 入札予定時期を指定する場合は該当する工期をチェックします。(複数選択可能) 
③ 入札予定時期を複数選択した場合は、いずれかの条件を満たす案件が対象となります。 
④ 「全ての工期」をチェックすると、自動的に「全ての工期」以外のチェックが外れま

す。「全ての工期」以外をチェックすると、自動的に「全ての工期」のチェックが外

れます。 

5) 事務所指定 
① 事務所名を選択入力します。(選択しない場合はすべての事務所が対象となります。) 
② 発注機関・局(「全ての局」を除く)をひとつだけ指定した場合に、当項目の設定は有

効になります 

6) 文字列検索条件 
① 文字列の検索範囲を選択入力します。 
② 「全文書」が指定された場合、公告文書全体が文字列検索の対象となります。 
③ 「工事名」が指定された場合は、工事名のみが文字列検索の対象となります。 

7) AND／OR 
条件文字列を複数入力時の検索条件を AND(すべて含む)か、OR(いずれかを含む)を選択

入力します。 

8) 検索文字 
検索条件に使用する文字列を入力します。(最大 5 件) 

9) クリアボタン 
検索文字の条件をクリアします。 

 その他の機能 

1) 並び順 
① 検索結果画面の案件の表示順を指定します。 
② 表示順には、「発注機関・局」、「入札契約方式」、「工種区分」、「入札予定時期」

が指定可能です。 

2) 検索ボタン 
クリックすることにより指定された条件で検索を実行します。 

3) ヘルプ 
当画面のオンラインヘルプが別ウィンドウで表示されます。  
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３.２.１.３.入札公告等・工事検索条件指定 

 
 検索条件指定 

1) 発注機関・局選択 
① 初期状態では「全ての局」がチェックされています。 
② 発注機関・局を指定する場合は該当する発注機関・局をチェックします。(複数選択可

能) 
③ 発注機関・局をひとつだけチェックした場合、事務所指定の項目が選択入力可能にな

ります。 
④ 発注機関・局を複数選択した場合は、いずれかの条件を満たす案件が対象となります。 
⑤ 「全ての局」をチェックすると、自動的に「全ての局」以外のチェックが外れます。

「全ての局」以外をチェックすると、自動的に「全ての局」のチェックが外れます。 

2) 入札契約方式選択 
① 初期状態では「全ての方式」がチェックされています。 
② 入札契約方式を指定する場合は該当する入札契約方式をチェックします。(複数選択

可能) 
③ 入札契約方式を複数選択した場合は、いずれかの条件を満たす案件が対象となります。 
④ 「全ての方式」をチェックすると、自動的に「全ての方式」以外のチェックが外れま

す。「全ての方式」以外をチェックすると、自動的に「全ての方式」のチェックが外

れます。 
  



 
 

 ３-46

3) 工種区分選択 
① 初期状態では「全ての区分」がチェックされています。 
② 工種区分を指定する場合は該当する工種区分をチェックします。(複数選択可能) 
③ 工種区分を複数選択した場合は、いずれかの条件を満たす案件が対象となります。 
④ 「全ての区分」をチェックすると、自動的に「全ての区分」以外のチェックが外れま

す。「全ての区分」以外をチェックすると、自動的に「全ての区分」のチェックが外

れます。 

4) 入札日／受付期間選択 
「全て」か「今後何日以内」か「期間指定」のいずれかをチェックします。 
(注意) 

公募型指名競争入札の技術資料提出に係る掲示を検索する場合は、技術資料受付期間が検

索対象の項目となります。この場合、設定した条件と技術資料の受付期間で重複する期間(日)

が 1日でもある場合、表示対象となります。 

 例）技術資料提出期間が 4 月 10 日から 20 日の場合を条件として 
①4 月 1 日から 10 日を設定した場合、対象となる。 
②4 月 11 日から 15 日を設定した場合、対象となる。 
③4 月 5 日から 21 日を設定した場合、対象となる。 
④4 月 20 日を設定した場合、対象となる。 
⑤4 月 21 日から 23 日を設定した場合は対象とならない。 

5) 入札日／日数入力 
① 指定した日数以内に入札日もしくは技術資料受付期間を迎える案件を対象とする場

合に指定します。 
② 当項目を設定すると入札日／受付期間選択は、「今後 日以内」がチェックされます。 

例：「1」を入力した場合は、翌日、及び当日に入札日もしくは技術資料受付期

間を迎える案件が対象となります。 

6) 入札日／期間指定 
① 初期表示には、期間指定の開始日に操作日の日付がはいります。 
② 指定した期間に入札日もしくは技術資料受付期間を迎える案件を対象とする場合に

指定します。月日または日の省略が可能です。 
③ 月日を省略した場合、前の日付には 1 月 1 日が、後ろの日付には 12 月 31 日が設定

されます。 
④ 日を省略した場合は、前の日付には 1 日が、後ろの日付には 31 日が設定されます。 

(注意) 月を省略して、日を入力することはできません。 

7) 事務所指定 
① 事務所名を選択入力します。(選択しない場合はすべての事務所が対象となります。) 
② 発注機関・局(「全ての局」を除く)をひとつだけ指定した場合、当項目の設定は有効

になります。 
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8) 文字列検索条件 
① 文字列の検索範囲を選択入力します。 
② 検索範囲には、「全文書」、「工事名」が指定可能です。 
③ 「全文書」が指定された場合、公告文書全体が文字列検索の対象となります。 
④ 「工事名」が指定された場合、工事名のみが文字列検索の対象となります。 

9) AND／OR 
条件文字列複数入力時の検索関係を AND(すべて含む)か OR(いずれかを含む)を選択

入力します。 

10) 検索文字 
検索条件に使用する文字列を入力します。(最大 5 件) 

11) クリアボタン 
検索文字の条件をクリアします。 

 その他の機能 

1) 並び順 
① 検索結果画面の案件の表示順を指定します。 
② 表示順には、「発注機関・局」、「入札契約方式」、「工種区分」、「入札日／受付

期間」が指定可能です。 

2) 検索ボタン 
クリックすることにより指定された条件で検索を実行します。 

3) ヘルプ 
当画面のオンラインヘルプが別ウィンドウで表示されます。 
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３.２.１.４.入札結果・工事検索条件指定 

 
 

 検索条件指定 

1) 発注機関・局 
① 初期状態では「全ての局」がチェックされています。 
② 発注機関・局を指定する場合は該当する発注機関・局をチェックします。(複数選択可

能) 
③ 発注機関・局をひとつだけチェックした場合、事務所指定の項目が選択入力可能にな

ります。 
④ 発注機関・局を複数選択した場合は、いずれかの条件を満たす案件が対象となります。 
⑤ 「全ての局」をチェックすると、自動的に「全ての局」以外のチェックが外れます。

「全ての局」以外をチェックすると、自動的に「全ての局」のチェックが外れます。 

2) 入札契約方式 
① 初期状態では「全ての方式」がチェックされています。 
② 入札契約方式を指定する場合は該当する入札契約方式をチェックします。(複数選択

可能) 
③ 入札契約方式を複数選択した場合は、いずれかの条件を満たす案件が対象となります。 
④ 「全ての方式」をチェックすると、自動的に「全ての方式」以外のチェックが外れま

す。「全ての方式」以外をチェックすると、自動的に「全ての方式」のチェックが外

れます。 

3) 予定価格 
予定価格を指定します。(千円単位で入力) 

4) 公開日選択 
「全て」か「過去何日以内」か「期間指定」のいずれかをチェックします。 
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5) 公開日／日数入力 
① 指定した日数以内に公開された案件を対象とする場合に指定します。 
② 当項目を設定すると公開日選択は、「過去 日以内」がチェックされます。 

例：「1」を入力した場合は、前日、及び当日公開された案件が対象となります。 

6) 公開日／期間指定 
① 指定した期間に公開された案件を対象とする場合に指定します。月日または日の省略

が可能です。 
② 月日を省略した場合、前の日付には 1 月 1 日が、後ろの日付には 12 月 31 日が設定

されます。 
③ 日を省略した場合は、前の日付には 1 日が、後ろの日付には 31 日が設定されます。 

(注意) 月を省略して、日を入力することはできません。 

7) 入札日／契約日選択 
「全て」か「過去何日以内」か「期間指定」のいずれかをチェックします。 

8) 公開日／日数入力 
① 指定した日数以内に入札日もしくは契約日を迎えた案件を対象とする場合に指定し

ます。 
② 当項目を設定すると入札日／契約日選択は、「過去 日以内」がチェックされます。

例：「1」を入力した場合は、前日、及び当日に入札日もしくは契約日を迎えた案件

が対象となります。 

9) 入札日／期間指定 
① 指定した期間に入札日もしくは契約日を迎えた案件を対象とする場合に指定します。

月日または日の省略が可能です。 
② 月日を省略した場合、前の日付には 1 月 1 日が、後ろの日付には 12 月 31 日が設定

されます。 
③ 日を省略した場合は、前の日付には 1 日が、後ろの日付には 31 日が設定されます。 

   (注意) 月を省略して、日を入力することはできません。 

10) 事務所指定 
① 事務所名を選択入力します。(選択しない場合はすべての事務所が対象となります。) 
② 発注機関・局(「全ての局」を除く)をひとつだけ指定した場合、当項目の設定は有効

になります。 

11) 文字列検索条件 
① 文字列の検索範囲を選択入力します。 
② 検索範囲には、「全文書」、「工事名」が指定可能です。 
③ 「全文書」が指定された場合、公告文書全体が文字列検索の対象となります。 
④ 「工事名」が指定された場合、工事名のみが文字列検索の対象となります。 

12) AND／OR 
条件文字列複数入力時の検索関係を AND(すべて含む)か OR(いずれかを含む)を選択

入力します。 
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13) 検索文字 
検索条件に使用する文字列を入力します。(最大 5 件) 

14) クリアボタン 
検索文字の条件をクリアします。 

 その他の機能 

1) 並び順 
① 検索結果画面の案件の表示順を指定します。 
② 表示順には、「発注機関・局」、「入札契約方式」、「公開日」、「入札日／契約日」

が指定可能です。 

2) 検索ボタン 
クリックすることにより指定された条件で検索を実行します。 

3) ヘルプ 
当画面のオンラインヘルプが別ウィンドウで表示されます。 
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３.２.１.５.入札説明書等の入手・工事検索条件指定 

 

 
 検索条件指定 

1) 発注機関・局 
① 初期状態では「全ての局」がチェックされています。 
② 発注機関・局を指定する場合は該当する発注機関・局をチェックします。(複数選択可

能) 
③ 発注機関・局をひとつだけチェックした場合、事務所指定の項目が選択入力可能にな

ります。 
④ 発注機関・局を複数選択した場合は、いずれかの条件を満たす案件が対象となります。 
⑤ 「全ての局」をチェックすると、自動的に「全ての局」以外のチェックが外れます。

「全ての局」以外をチェックすると、自動的に「全ての局」のチェックが外れます。 

2) 入札契約方式選択 
① 初期状態では「全ての方式」がチェックされています。 
② 入札契約方式を指定する場合は該当する入札契約方式をチェックします。(複数選択

可能) 
③ 入札契約方式を複数選択した場合は、いずれかの条件を満たす案件が対象となります。 
④ 「全ての方式」をチェックすると、自動的に「全ての方式」以外のチェックが外れま

す。「全ての方式」以外をチェックすると、自動的に「全ての方式」のチェックが外

れます。 
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3) 工種区分選択 
① 初期状態では「全ての区分」がチェックされています。 
② 工種区分を指定する場合は該当する工種区分をチェックします。(複数選択可能) 
③ 工種区分を複数選択した場合は、いずれかの条件を満たす案件が対象となります。 
④ 「全ての区分」をチェックすると、自動的に「全ての区分」以外のチェックが外れま

す。「全ての区分」以外をチェックすると、自動的に「全ての区分」のチェックが外

れます。 

4) 入札日／受付期間選択 

「全て」か「今後何日以内」か「期間指定」のいずれかをチェックします。 

(注意) 公募型指名競争入札の技術資料提出に係る掲示を検索する場合 は、技術資料受

付期間が検索対象の項目となります。この場合、設定した条件と技術資料の受付

期間で重複する期間（日）が 1日でもある場合、表示対象となります。 

例）技術資料提出期間が 4 月 10 日から 20 日の場合、条件として 
①4 月 1 日から 10 日を設定した場合、対象となる。 
②4 月 11 日から 15 日を設定した場合、対象となる。 
③4 月 5 日から 21 日を設定した場合、対象となる。 
④4 月 20 日を設定した場合、対象となる。 
⑤4 月 21 日から 23 日を設定した場合は対象とならない。 

5) 入札日／日数入力 
① 指定した日数以内に入札日もしくは技術資料受付期間を迎える案件を対象とする場

合に指定します。 
② 当項目を設定すると入札日／受付期間選択は、「今後 日以内」がチェックされます。 

例：「1」を入力した場合は、翌日、及び当日に入札日もしくは技術資料受付期間を

迎える案件が対象となります。 

6) 入札日／期間指定 
① 初期表示には、期間指定の開始日に操作日の日付がはいります。 
② 指定した期間に入札日もしくは技術資料受付期間を迎える案件を対象とする場合に

指定します。月日または日の省略が可能です。 
③ 月日を省略した場合、前の日付には 1 月 1 日が、後ろの日付には 12 月 31 日が設定

されます。 
④ 日を省略した場合は、前の日付には 1 日が、後ろの日付には 31 日が設定されます。 

(注意) 月を省略して、日を入力することはできません。初期表示には、  期間指定

の開始日に操作日の日付がはいります。 
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 その他の機能 

1) 並び順 
① 検索結果画面の案件の表示順を指定します。 
② 表示順には、「発注機関・局」、「入札契約方式」、「工種区分」、「入札日／受付

期間」が指定可能です。 

2) 検索ボタン 
クリックすることにより指定された条件で検索を実行します。 

3) ヘルプ 
当画面のオンラインヘルプが別ウィンドウで表示されます。 
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３.２.１.６.発注の見通し・業務検索条件指定 

 

 
 検索条件指定 

1) 発注機関・局 
① 初期状態では「全ての局」がチェックされています。 
② 発注機関・局を指定する場合は該当する発注機関・局をチェックします。(複数選択可

能) 
③ 発注機関・局をひとつだけチェックした場合、事務所指定の項目が選択入力可能にな

ります。 
④ 発注機関・局を複数選択した場合は、いずれかの条件を満たす案件が対象となります。 
⑤ 「全ての局」をチェックすると、自動的に「全ての局」以外のチェックが外れます。

「全ての局」以外をチェックすると、自動的に「全ての局」のチェックが外れます。 

2) 入札契約方式選択 
① 初期状態では「全ての方式」がチェックされています。 
② 入札契約方式を指定する場合は該当する入札契約方式をチェックします。(複数選択

可能) 
③ 入札契約方式を複数選択した場合は、いずれかの条件を満たす案件が対象となります。 
④ 「全ての方式」をチェックすると、自動的に「全ての方式」以外のチェックが外れま

す。「全ての方式」以外をチェックすると、自動的に「全ての方式」のチェックが外

れます。 
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3) 業務区分選択 
① 初期状態では「全ての区分」がチェックされています。 
② 業務区分を指定する場合は該当する業務区分をチェックします。(複数選択可能) 
③ 業務区分を複数選択した場合は、いずれかの条件を満たす案件が対象となります。 
④ 「全ての区分」をチェックすると、自動的に「全ての区分」以外のチェックが外れま

す。「全ての区分」以外をチェックすると、自動的に「全ての区分」のチェックが外

れます。 

4) 入札予定時期選択 
① 初期状態では「全ての工期」がチェックされています。 
② 入札予定時期を指定する場合は該当する工期をチェックします。(複数選択可能) 
③ 入札予定時期を複数選択した場合は、いずれかの条件を満たす案件が対象となります。 
④ 「全ての工期」をチェックすると、自動的に「全ての工期」以外のチェックが外れま

す。「全ての工期」以外をチェックすると、自動的に「全ての工期」のチェックが外

れます。 

5) 事務所指定 
① 事務所名を選択入力します。(選択しない場合はすべての事務所が対象となります。) 
② 発注機関・局(「全ての局」を除く)をひとつだけ指定した場合、当項目の設定は有効

になります。 

6) 文字列検索条件 
① 文字列の検索範囲を指定します。 
② 検索範囲には、「全文書」、「業務名」が指定可能です。 
③ 「全文書」が指定された場合、公告文書全体が文字列検索の対象となります。 
④ 「業務名」が指定された場合は、業務名のみが文字列検索の対象となります。 

7) AND／OR 
条件文字列複数入力時の検索関係について、AND(すべて含む)または OR(いずれかを

含む)を選択入力します。 

8) 検索文字 
検索条件に使用する文字列を入力します。(最大 5 件) 

9) クリアボタン 
検索文字の条件をクリアします。 
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 その他の機能 

1) 並び順 
① 検索結果画面の案件の表示順を指定します。 
② 表示順には、「発注機関・局」、「入札契約方式」、「業務区分」、「入札予定時期」

が指定可能です。 

2) 検索ボタン 
クリックすることにより指定された条件で検索を実行します。 

3) ヘルプ 
当画面のオンラインヘルプが別ウィンドウで表示されます。 
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３.２.１.７.入札公告等・業務検索条件指定 

 

 
 検索条件指定 

1) 発注機関・局 
① 初期状態では「全ての局」がチェックされています。 
② 発注機関・局を指定する場合は該当する発注機関・局をチェックします。(複数選択可

能) 
③ 発注機関・局をひとつだけチェックした場合、事務所指定の項目が選択入力可能にな

ります。 
④ 発注機関・局を複数選択した場合は、いずれかの条件を満たす案件が対象となります。 
⑤ 「全ての局」をチェックすると、自動的に「全ての局」以外のチェックが外れます。

「全ての局」以外をチェックすると、自動的に「全ての局」のチェックが外れます。 

2) 入札契約方式選択 
① 初期状態では「全ての方式」がチェックされています。 
② 入札契約方式を指定する場合は該当する入札契約方式をチェックします。(複数選択

可能) 
③ 入札契約方式を複数選択した場合は、いずれかの条件を満たす案件が対象となります。 
④ 「全ての方式」をチェックすると、自動的に「全ての方式」以外のチェックが外れま

す。「全ての方式」以外をチェックすると、自動的に「全ての方式」のチェックが外

れます。 
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3) 業務区分選択 
① 初期状態では「全ての区分」がチェックされています。 
② 業務区分を指定する場合は該当する業務区分をチェックします。(複数選択可能) 
③ 業務区分を複数選択した場合は、いずれかの条件を満たす案件が対象となります。 
④ 「全ての区分」をチェックすると、自動的に「全ての区分」以外のチェックが外れま

す。「全ての区分」以外をチェックすると、自動的に「全ての区分」のチェックが外

れます。 

4) 入札日／受領期限日選択 
「全て」か「今後何日以内」か「期間指定」のいずれかをチェックします。 

5) 入札日／日数入力 
① 指定した日数以内に入札日もしくは技術資料提出期間を迎える案件を対象とする場

合に指定します。 
② 当項目を設定すると入札日／受領期限日選択は、「今後 日以内」がチェックされま

す。 
例：「1」を入力した場合は、翌日、及び当日に入札日もしくは技術提案書受領期限

日を迎える案件が対象となります。 

6) 入札日／日数入力 
① 初期表示には、期間指定の開始日に操作日の日付がはいります。 
② 指定した期間に入札日もしくは技術提案書受領期限日を迎える案件を対象とする場

合に指定します。月日または日の省略が可能です。 
③ 月日を省略した場合、前の日付には 1 月 1 日が、後ろの日付には 12 月 31 日が設定

されます。 
④ 日を省略した場合は、前の日付には 1 日が、後ろの日付には 31 日が設定されます。 

(注意) 月を省略して、日を入力することはできません。 

7) 事務所指定 
① 事務所名を選択入力します。(選択しない場合はすべての事務所が対象となります。) 
② 発注機関・局(「全ての局」を除く)をひとつだけ指定した場合、当項目の設定は有効

になります。 

8) 文字列検索条件 
① 文字列の検索範囲を指定します。 
② 検索範囲には、「全文書」、「業務名」が指定可能です。 
③ 「全文書」が指定された場合、公告文書全体が文字列検索の対象となります。 
④ 「業務名」が指定された場合は、業務名のみが文字列検索の対象となります。 

9) AND／OR 
条件文字列複数入力時の検索関係について、AND(すべて含む)または OR(いずれかを

含む)を選択入力します。 

10) 検索文字 
検索条件に使用する文字列を入力します。(最大 5 件) 
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11) クリアボタン 
検索文字の条件をクリアします。 

 その他の機能 

1) 並び順 
① 検索結果画面の案件の表示順を指定します。 
② 表示順には、「発注機関・局」、「入札契約方式」、「業務区分」、「入札日／受領

期限日」が指定可能です。 

2) 検索ボタン 
クリックすることにより指定された条件で検索を実行します。 

3) ヘルプ 
当画面のオンラインヘルプが別ウィンドウで表示されます。 
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３.２.１.８.入札結果・業務検索条件指定 

 

 
 検索条件指定 

1) 発注機関・局 
① 初期状態では「全ての局」がチェックされています。 
② 発注機関・局を指定する場合は該当する発注機関・局をチェックします。(複数選択可

能) 
③ 発注機関・局をひとつだけチェックした場合、事務所指定の項目が選択入力可能にな

ります。 
④ 発注機関・局を複数選択した場合は、いずれかの条件を満たす案件が対象となります。 
⑤ 「全ての局」をチェックすると、自動的に「全ての局」以外のチェックが外れます。

「全ての局」以外をチェックすると、自動的に「全ての局」のチェックが外れます。 

2) 入札契約方式選択 
① 初期状態では「全ての方式」がチェックされています。 
② 入札契約方式を指定する場合は該当する入札契約方式をチェックします。(複数選択

可能) 
③ 入札契約方式を複数選択した場合は、いずれかの条件を満たす案件が対象となります。 
④ 「全ての方式」をチェックすると、自動的に「全ての方式」以外のチェックが外れま

す。「全ての方式」以外をチェックすると、自動的に「全ての方式」のチェックが外

れます。 

3) 予定価格 
予定価格を指定します。(千円単位で入力) 

4) 公開日選択 
「全て」か「過去何日以内」か「期間指定」のいずれかをチェックします。 
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5) 公開日／日数入力 
① 指定した日数以内に公開された案件を対象とする場合に指定します。 
② 当項目を設定すると公開日選択は、「過去 日以内」がチェックされます。 

例：「1」を入力した場合は、前日、及び当日公開された案件が対象となります。 

6) 公開日／期間指定 
① 指定した期間に公開された案件を対象とする場合に指定します。月日または日の省略

が可能です。 
② 月日を省略した場合、前の日付には 1 月 1 日が、後ろの日付には 12 月 31 日が設定

されます。 
③ 日を省略した場合は、前の日付には 1 日が、後ろの日付には 31 日が設定されます。 

(注意) 月を省略して、日を入力することはできません。 

7) 入札日／契約日選択 
「全て」か「過去何日以内」か「期間指定」のいずれかをチェックします。 

8) 入札日／日数入力 
① 指定した日数以内に入札日もしくは契約日を迎えた案件を対象とする場合に指定し

ます。 
② 当項目を設定すると入札日／契約日選択は、「過去 日以内」がチェックされます。

例：「1」を入力した場合は、前日、及び当日に入札日もしくは契約日を迎えた案件

が対象となります。 

9) 入札日／期間指定 
① 指定した期間に入札日もしくは契約日を迎えた案件を対象とする場合に指定します。

月日または日の省略が可能です。 
② 月日を省略した場合、前の日付には 1 月 1 日が、後ろの日付には 12 月 31 日が設定

されます。 
③ 日を省略した場合は、前の日付には 1 日が、後ろの日付には 31 日が設定されます。 

(注意) 月を省略して、日を入力することはできません。 

10) 事務所指定 
① 事務所名を選択入力します。(選択しない場合はすべての事務所が対象となります。) 
② 発注機関・局（「全ての局」を除く）をひとつだけ指定した場合、当項目の設定は有

効になります。 

11) 文字列検索条件 
① 文字列の検索範囲を指定します。 
② 検索範囲には、「全文書」、「業務名」が指定可能です。 
③ 「全文書」が指定された場合、公告文書全体が文字列検索の対象となります。 
④ 「業務名」が指定された場合は、業務名のみが文字列検索の対象となります。 

12) AND／OR 
条件文字列複数入力時の検索関係について、AND(すべて含む)または OR(いずれかを

含む)を選択入力します。 
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13) 条件文字列 
検索条件に使用する文字列を入力します。(最大 5 件) 

14) クリアボタン 
文字列検索の条件をクリアします。 

 その他の機能 

1) 並び順 
① 検索結果画面の案件の表示順を指定します。 
② 表示順には、「発注機関・局」、「入札契約方式」、「公開日」、「入札日／契約日」

が指定可能です。 

2) 検索ボタン 
クリックすることにより指定された条件で検索を実行します。 

3) ヘルプ 
当画面のオンラインヘルプが別ウィンドウで表示されます。 
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３.２.１.９.入札説明書等の入手・業務検索条件指定 

 
 
 検索条件指定 

1) 発注機関・局 
① 初期状態では「全ての局」がチェックされています。 
② 発注機関・局を指定する場合は該当する発注機関・局をチェックします。(複数選択可

能) 
③ 発注機関・局をひとつだけチェックした場合、事務所指定の項目が選択入力可能にな

ります。 
④ 発注機関・局を複数選択した場合は、いずれかの条件を満たす案件が対象となります。 
⑤ 「全ての局」をチェックすると、自動的に「全ての局」以外のチェックが外れます。

「全ての局」以外をチェックすると、自動的に「全ての局」のチェックが外れます。 

2) 入札契約方式選択 
① 初期状態では「全ての方式」がチェックされています。 
② 入札契約方式を指定する場合は該当する入札契約方式をチェックします。(複数選択

可能) 
③ 入札契約方式を複数選択した場合は、いずれかの条件を満たす案件が対象となります。 
④ 「全ての方式」をチェックすると、自動的に「全ての方式」以外のチェックが外れま

す。「全ての方式」以外をチェックすると、自動的に「全ての方式」のチェックが外

れます。 
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3) 業務区分選択 
① 初期状態では「全ての区分」がチェックされています。 
② 業務区分を指定する場合は該当する業務区分をチェックします。(複数選択可能) 
③ 業務区分を複数選択した場合は、いずれかの条件を満たす案件が対象となります。 
④ 「全ての区分」をチェックすると、自動的に「全ての区分」以外のチェックが外れま

す。「全ての区分」以外をチェックすると、自動的に「全ての区分」のチェックが外

れます。 

4) 入札日／受領期限日選択 
「全て」か「今後何日以内」か「期間指定」のいずれかをチェックします。 

5) 入札日／日数入力 
① 指定した日数以内に入札日もしくは技術資料提出期間を迎える案件を対象とする場

合に指定します。 
② 当項目を設定すると入札日／受領期限日選択は、「今後 日以内」がチェックされま

す。 
例：「1」を入力した場合は、翌日、及び当日に入札日もしくは技術提案書受領期限

日を迎える案件が対象となります。 

6) 入札日／期間指定 
① 初期表示には、期間指定の開始日に操作日の日付がはいります。 
② 指定した期間に入札日もしくは技術提案書受領期限日を迎える案件を対象とする場

合に指定します。月日または日の省略が可能です。 
③ 月日を省略した場合、前の日付には 1 月 1 日が、後ろの日付には 12 月 31 日が設定

されます。 
④ 日を省略した場合は、前の日付には 1 日が、後ろの日付には 31 日が設定されます。 

(注意) 月を省略して、日を入力することはできません。 
 その他の機能 

1) 並び順 
① 検索結果画面の案件の表示順を指定します。 
② 表示順には、「発注機関・局」、「入札契約方式」、「業務区分」、「入札日／受領

期限日」が指定可能です。 

2) 検索ボタン 
クリックすることにより指定された条件で検索を実行します。 
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３.２.２. 件数確認画面 
件数確認画面に関しては、工事、業務の違いは特にないため文書種別ごとに記述します。 

３.２.２.１.中長期発注の見通し検索結果表示確認 
検索条件指定画面で設定された条件に該当する案件の件数が多い場合に下の画面が表示されます。 

 
 条件に該当する案件が最大件数を超える場合 

   
 

1) 表示するボタン 

検索結果画面を表示します。 

2) 条件指定画面に戻るボタン 
検索条件指定画面に戻りますので、条件の追加などを行なってください。 
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３.２.２.２.発注の見通し・工事／業務検索結果表示確認 
検索条件指定画面で設定された条件に該当する案件の件数が多い場合に下の画面が表示されます。 

 
 条件に該当する案件が最大件数を超える場合 

 
 

1) 表示するボタン 

検索結果画面を表示します。 

2) 条件指定画面に戻るボタン 
検索条件指定画面に戻りますので、条件の追加などを行なってください。 
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３.２.２.３.入札公告等・工事／業務検索結果表示確認 
検索条件指定画面で設定された条件に該当する案件の件数が多い場合に下の画面が表示されま

す。 
 
 条件に該当する案件が最大件数を超える場合 

   
 

1) 表示するボタン 
検索結果画面を表示します。 

2) 条件指定画面に戻るボタン 
検索条件指定画面に戻りますので、条件の追加などを行なってください。 
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３.２.２.４.入札結果・工事／業務検索結果表示確認 

検索条件指定画面で設定された条件に該当する案件の件数が多い場合に下の画面が表示されま

す。 

 
 条件に該当する案件が最大件数を超える場合 

   
 

1) 表示するボタン 
検索結果画面を表示します。 

2) 条件指定画面に戻るボタン 
検索条件指定画面に戻りますので、条件の追加などを行なってください。 
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３.２.２.５.入札説明書の入手・工事／業務検索結果表示確認 
検索条件指定画面で設定された条件に該当する案件の件数が多い場合に下の画面が表示されま

す。 
 
 条件に該当する案件が最大件数を超える場合 

      
 

1) 表示するボタン 
検索結果画面を表示します。 

2) 条件指定画面に戻るボタン 
検索条件指定画面に戻りますので、条件の追加などを行なってください。 
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３.２.３. 検索結果一覧画面 
３.２.３.１.中長期発注の見通し検索結果 

検索条件指定画面で設定した検索条件に該当する中長期発注の見通しが一覧形式で表示されま

す。 
 

 
 

1) 前へボタン 
検索結果一覧の前ページを表示します。 

2) 次へボタン 
検索結果一覧の次ページを表示します。 

3) 条件指定画面へボタン 
検索条件指定画面に戻ります。 

4) ヘルプ 
当画面に関するオンラインヘルプを表示します。 

5) 発注機関・局名 
該当案件の発注機関・局（事務所）が表示されます。 

6) 事業名 
① 該当案件の事業名が表示されます。 
② 事業名をクリックすると調達案件情報・内容表示画面を表示します。 

7) 公開日 
該当案件の公開開始日が表示されます。 
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３.２.３.２.発注の見通し・工事検索結果 

検索条件指定画面で設定した検索条件に該当する発注の見通しが一覧形式で、表示されます。 
 

 

 
1) 前へボタン 

検索結果一覧の前ページを表示します。 

2) 次へボタン 
検索結果一覧の次ページを表示します。 

3) 条件指定画面へボタン 
検索条件指定画面に戻ります。 

4) ヘルプ 
当画面に関するオンラインヘルプを表示します。 

5) 発注機関・局名 
該当案件の発注機関・局（事務所）が表示されます。 

6) 工事名 
① 該当案件の工事名が表示されます。 
② 工事名をクリックすると調達案件情報・内容表示画面を表示します。 
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7) 入札契約方式 
該当案件の入札契約方式が表示されます。 

8) 工種区分 
該当案件の工種区分が表示されます。 

9) 入札予定時期 
該当案件の入札予定時期が表示されます。 

10) 公開日 
該当案件の公開開始日が表示されます。 
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３.２.３.３.入札公告等・工事検索結果 

 

 

1) 前へボタン 
検索結果一覧の前ページを表示します。 

2) 次へボタン 
検索結果一覧の次ページを表示します。 

3) 条件指定画面へボタン 
検索条件指定画面に戻ります。 

4) ヘルプ 
当画面に関するオンラインヘルプを表示します。 

5) 発注機関・局名 
該当案件の発注機関・局（事務所）が表示されます。 

6) 工事名 
① 該当案件の工事名が表示されます。 
② 工事名をクリックすると調達案件情報・内容表示画面を表示します。 

7) 入札契約方式 
該当案件の入札契約方式が表示されます。 

8) 工種区分 
該当案件の工種区分が表示されます。 
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9) 入札日／受付期限日 
該当案件の工種区分が表示されます。 
（注意） 
公募型指名競争入札方式の場合、技術資料受付期間の終了日が表示されます。 
よって、技術資料受付期間が 4 月 10 日から 20 日の場合、条件に 4 月 10 日から 15 日を

設定し検索すると表示対象になり、入札日の欄には「20xx/4/20」が表示されます。 

10) 公告日 
該当案件の公告日が表示されます。 
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３.２.３.４.入札結果・工事検索結果 

 
 

1) 前へボタン 
検索結果一覧の前ページを表示します。 

2) 次へボタン 
検索結果一覧の次ページを表示します。 

3) 条件指定画面へボタン 
検索条件指定画面に戻ります。 

4) ヘルプ 
当画面に関するオンラインヘルプを表示します。 

5) 発注機関・局名 
該当案件の発注機関・局（事務所）が表示されます。 

6) 工事名 
① 該当案件の工事名が表示されます。 
② 工事名をクリックすると調達案件情報・内容表示画面を表示します。 

7) 入札契約方式 
該当案件の入札契約方式が表示されます。 

8) 入札日／契約日 
該当案件の入札日／契約日が表示されます。 
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9) 公開日 
該当案件の公開日が表示されます。 

10) 備考 
該当案件の落札率が表示されます。 

11) 契約済 
当該案件が落札後であれば空白が表示され、契約済であれば○印が表示されます。 
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３.２.３.５.入札説明書等・工事検索結果 

 
1) 前へボタン 

検索結果一覧の前ページを表示します。 

2) 次へボタン 
検索結果一覧の次ページを表示します。 

3) 条件指定画面へボタン 
検索条件指定画面に戻ります。 

4) 発注機関・局名 
該当案件の発注機関・局（事務所）が表示されます。 

5) 工事名 
① 該当案件の工事名が表示されます。 
② 工事名をクリックすると調達案件情報・内容表示画面を表示します。 

6) 入札契約方式 
該当案件の入札契約方式が表示されます。 

7) 工種区分 
該当案件の工種区分が表示されます。 

8) 入札日／受付期限日 
該当案件の入札日／受付期限日が表示されます。 

9) 公告日 
該当案件の公告日が表示されます。 
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３.２.３.６.発注の見通し・業務検索結果 

 
 

1) 前へボタン 
検索結果一覧の前ページを表示します。 

2) 次へボタン 
検索結果一覧の次ページを表示します。 

3) 条件指定画面へボタン 
検索条件指定画面に戻ります。 

4) ヘルプ 
当画面に関するオンラインヘルプを表示します。 

5) 発注機関・局名 
該当案件の発注機関・局（事務所）が表示されます。 

6) 業務名 
① 該当案件の業務名が表示されます。 
② 業務名をクリックすると調達案件情報・内容表示画面を表示します。 

7) 入札契約方式 
該当案件の入札契約方式が表示されます。 

8) 業務区分 
該当案件の業務区分が表示されます。 

9) 入札予定時期 
該当案件の入札予定時期が表示されます。 

10) 公開日 
該当案件の公開日が表示されます。 
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３.２.３.７.入札公告等・業務検索結果 

 
 

1) 前へボタン 
検索結果一覧の前ページを表示します。 

2) 次へボタン 
検索結果一覧の次ページを表示します。 

3) 条件指定画面へボタン 
検索条件指定画面に戻ります。 

4) ヘルプ 
当画面に関するオンラインヘルプを表示します。 

5) 発注機関・局名 
該当案件の発注機関・局（事務所）が表示されます。 

6) 業務名 
① 該当案件の業務名が表示されます。 
② 業務名をクリックすると調達案件情報・内容表示画面を表示します。 

7) 入札契約方式 
該当案件の入札契約方式が表示されます。 

8) 業務区分 
該当案件の業務区分が表示されます。 

9) 入札日／受領期限日 
該当案件の入札日が表示されます。 

10) 公告日 
該当案件の公告日が表示されます。 
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３.２.３.８.入札結果・業務検索結果 

 

1) 前へボタン 
検索結果一覧の前ページを表示します。 

2) 次へボタン 
検索結果一覧の次ページを表示します。 

3) 条件指定画面へボタン 
検索条件指定画面に戻ります。 

4) ヘルプ 
当画面に関するオンラインヘルプを表示します。 

5) 発注機関・局名 
該当案件の発注機関・局（事務所）が表示されます。 

6) 業務名 
① 該当案件の業務名が表示されます。 
② 業務名をクリックすると調達案件情報・内容表示画面を表示します。 

7) 入札契約方式 
該当案件の入札契約方式が表示されます。 

8) 入札日／契約日 
該当案件の入札日／契約日が表示されます。 

9) 公開日 
該当案件の公開日が表示されます。 

10) 備考 
該当案件の落札率が表示されます。 

11) 契約済 
当該案件が落札後であれば空白が表示され、契約済であれば○印が表示されます。 
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３.２.３.９.入札説明書等・業務検索結果 

 
 

1) 前へボタン 
検索結果一覧の前ページを表示します。 

2) 次へボタン 
検索結果一覧の次ページを表示します。 

3) 条件指定画面へボタン 
検索条件指定画面に戻ります。 

4) 発注機関・局名 
該当案件の発注機関・局（事務所）が表示されます。 

5) 業務名 
① 該当案件の業務名が表示されます。 
② 業務名をクリックすると調達案件情報・内容表示画面を表示します。 

6) 入札契約方式 
該当案件の入札契約方式が表示されます。 

7) 業務区分 
該当案件の業務区分が表示されます。 

8) 入札日／受領期限 
該当案件の入札日が表示されます。 

9) 公告日 
該当案件の公告日が表示されます。 
 

  



 
 

 ３-82

３.２.４. 調達情報内容表示画面 
内容表示画面に関しては、工事、業務の違いは特にないため文書種別ごとに記述します。 

３.２.４.１.中長期発注の見通し・内容表示 
選択した公告文書の内容が表示されます。 
 

 
 
1) 戻るボタン 

検索結果画面に戻ります。 
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３.２.４.２.発注の見通し・内容表示（工事、業務） 
選択した公告文書の内容が表示されます。 
 

 
 
1) 戻るボタン 

検索結果画面に戻ります。 
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３.２.４.３.入札公告等・内容表示（工事、業務） 
選択した公告文書の内容が表示されます。 
 

 

 

1) 入札説明書等のダウンロード 
リンクをクリックすると、表示されている入札公告に関連する入札説明書等をダウンロー

ドする為の入札説明書等ダウンロード利用者登録画面が別ウィンドウで表示されます。 

2) 入札結果へのリンク 
リンクをクリックすると、表示画面に対応する入札結果の調達情報本文が別ウィンドウま

たは新しいタブで表示されます。 

3) 関連文書へのリンク 
① 該当文書に関連文書へのリンクがある場合、画面右上（戻るボタンの左）にリンクが表

示されます。 
② 該当文書名をクリックすると、対応する文書が表示されます。 

4) 戻るボタン 
検索結果画面に戻ります。 
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「入札説明書等のダウンロード」をクリックすると、別ウィンドウで入札説明書等ダウンロー

ド利用者登録画面が表示されます。 
 

 
 

「入札結果へのリンク」をクリックすると、別ウィンドウまたは新しいタブで対応する入札結

果の調達情報が表示されます。 
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３.２.４.４.入札結果・内容表示（工事） 
選択した公告文書の内容が表示されます。 
 

 
 

1) 評価値 
該当案件の落札方式が総合評価方式の場合は「評価値」が表示されます。 

2) 入札公告へのリンク 
リンクをクリックすると、表示画面に対応する入札公告等の調達情報本文が別ウィンドウ

または新しいタブで表示されます。 

3) 戻るボタン 
検索結果画面に戻ります。 
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「入札公告等へのリンク」をクリックすると、別ウィンドウまたは新しいタブで対応する入札公

告等の調達情報が表示されます。 
 

 

 
 対応するデータが存在していない場合はメッセージ画面が表示されます。 
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３.２.４.５.入札結果・内容表示（業務） 
選択した公告文書の内容が表示されます。 
 

 
 

1) 入札公告へのリンク 
リンクをクリックすると、表示画面に対応する入札公告等の調達情報本文が別ウィンドウ

または新しいタブで表示されます。 
 

＊ 表示画面は工事の場合と同様のイメージとなります。 
 

2) 戻るボタン 
検索結果画面に戻ります。 
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３.２.５. 入札説明書等ダウンロードパスワード入力画面（初期表示） 
 

 
 

1) 認証ボタン 
ボタンをクリックすると、入力したパスワードの認証処理を行う、認証成功の場合は、入

札説明書等ダウンロード利用者登録画面が表示されます。 

2) 閉じるボタン 
ボタンをクリックすると、画面が閉じます。 

3) パスワード 
入札説明書等ダウンロードパスワードを入力します。 
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３.２.６. 入札説明書等ダウンロード利用者登録画面 

 
 

 主な機能 

1) 登録ボタン 
ボタンをクリックすると、PAS による認証後、入札説明書等ダウンロード画面が表示され

ます。 

2) 入札説明書等のダウンロードについて 
リンクをクリックすると、ダウンロードヘルプ画面が別ウィンドウで表示されます。 

3) 個人情報の利用についてのリンク 
リンクをクリックすると、個人情報の利用についての画面が別ウィンドウで表示されます。 
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 利用者情報入力 

1) 業者コード 
利用者の業者コードを入力します。 

2) 会社名 
利用者の会社名を入力します。（必須入力項目） 

3) 会社略称 
利用者会社の略称を入力します。 

4) 会社所在地 
利用者の所在地を入力します。 

5) 代表者氏名 
利用者会社の代表者氏名を入力します。 

6) 電話番号 
利用者の電話番号を入力します。 

7) 連絡担当部署名 
利用者の連絡担当部署名を入力します。 

8) 連絡担当者氏名 
利用者会社の連絡担当者氏名を入力します。（必須入力項目） 

9) 連絡先電話番号 
利用者の連絡先電話番号を入力します。（必須入力項目） 

10) 連絡先メールアドレス 
利用者の連絡先メールアドレスを入力します。（必須入力項目） 

11) 連絡先メールアドレス(確認) 
確認用の利用者の連絡先メールアドレスを入力します。（必須入力項目） 
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３.２.７. 入札説明書等ダウンロード画面 

 
 

 主な機能 

1) 閉じるボタン 
ボタンをクリックすると、入札説明書等のダウンロード画面を閉じます。 

2) 入札説明書等の種類のリンク 
リンクをクリックすると、指定された入札説明書等のファイルがダウンロードされます。 

3) サイズ(キロバイト) 
入札説明書等のダウンロードファイルのサイズを表示します。(単位：キロバイト) 

4) 更新日 
入札説明書等のダウンロードファイルの更新日を表示します。 
入札情報作成支援システム側で更新された入札説明書等のファイルについては、更新日を

赤字で表示します。更新されていない場合は、更新日は空白を表示します。 

5) ダウンロードに関するコメント 
ダウンロードに関するコメントを表示します。 
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入札説明書等のダウンロード画面を開いたまま入札説明書等の公開期間が終了を迎えた

場合、入札説明書等のダウンロードを行なおうとすると以下のダイアログが表示されます。 
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３.３. 掲載件数一覧画面 

メニュー画面から「掲載件数一覧」をクリックすると、入札情報サービス掲載件数の一覧画面が

別ウィンドウで表示されます。 
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３.４. オンラインヘルプ画面 

(1) オンラインヘルプ画面① 
受注者ホームページ画面のメニューから、「ヘルプ」をクリックすると、オンラインヘルプ画面

が別ウィンドウで表示されます。 
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(2) オンラインヘルプ画面② 
各画面に対する説明が表示されます。以下は検索条件指定画面の例です。 
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３.５. 個人情報利用画面 

入札説明書等ダウンロード利用者登録画面から「個人情報の利用について」をクリックすると、

個人情報利用画面が別ウィンドウで表示されます。 
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３.６. ダウンロードヘルプ画面 

受注者ホームページ画面のメニューまたは入札説明書等ダウンロード利用者登録画面から、

「入札説明書等のダウンロードについて」をクリックすると、ダウンロードヘルプ画面が別ウィ

ンドウで表示されます。 
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 主な機能 

1) 入札説明書等のダウンロード操作マニュアル 
リンクをクリックすると、入札説明書等のダウンロード抜粋版の操作説明書（PDF）が別

ウィンドウまたは新しいタブで表示されます。 

2) （各項目名のリンク） 
リンクをクリックすると、クリックした項目の内容が表示されるよう、表示が移動します。 

3) （各項目名の）→ｔｏｐ 
リンクをクリックすると、ページ上部の各項目名のリンクが表示されるよう、表示が移動

します。 

4) （３．基本操作の項目内）入札説明書等のダウンロード操作マニュアル 
リンクをクリックすると、入札説明書等のダウンロード抜粋版の操作説明書（PDF）が別

ウィンドウまたは新しいタブで表示されます。 
 


