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制限付き一般競争入札（申請入札同時方式）



東大阪市上下水道局（水道事業）では、入札事務について
更なる公平性・透明性の確保、事業者の利便性向上及び事務
の効率化を図るために、電子入札システムを導入しました。

本資料では、上下水道局（水道事業）が導入する
電子入札の概要と、導入に伴う入札制度の
変更を含む今後の予定について
紹介いたします。

東大阪市上下水道局（水道事業）では、入札事務について
更なる公平性・透明性の確保、事業者の利便性向上及び事務
の効率化を図るために、電子入札システムを導入しました。

本資料では、上下水道局（水道事業）が導入する
電子入札の概要と、導入に伴う入札制度の





■メリットは・・・

入札の過程や結果の情報を即座にインター

電子入札の導入目的電子入札の導入目的

ネットで公表できます。

事業者の皆さんの市役所へ出向く時間や
コストが削減されることになります。

入札から契約までに要する時間短縮が可能となります。

入札の過程や結果の情報を即座にインター

電子入札の導入目的電子入札の導入目的

事業者の皆さんの市役所へ出向く時間や

入札から契約までに要する時間短縮が可能となります。



電子入札開発の状況電子入札開発の状況

■国や府と同じ基本システム

東大阪市では、豊中・吹田・高槻・枚方・茨木東大阪市では、豊中・吹田・高槻・枚方・茨木
・八尾・富田林・寝屋川・河内長野・柏原・羽曳野
・門真の１２市と共に電子入札システムの運営を
行っています。

近畿地方整備局（国土交通省）や近畿農政局（農林水産省）
大阪市などで運用中の電子入札システムと同じ
を導入しています。

電子入札に必要なICカード（写真）も共通で使用できます。

電子入札開発の状況電子入札開発の状況

東大阪市では、豊中・吹田・高槻・枚方・茨木東大阪市では、豊中・吹田・高槻・枚方・茨木
・八尾・富田林・寝屋川・河内長野・柏原・羽曳野

電子入札システムの運営を

近畿地方整備局（国土交通省）や近畿農政局（農林水産省） 、大阪府、
大阪市などで運用中の電子入札システムと同じJACICのコアシステム

カード（写真）も共通で使用できます。
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電子入札の実施計画電子入札の実施計画

利用者登録受付

平成２１年度 平成２２年度

平成２１年９月から

電子入札実施

利用者登録受付 平成２１年９月から

平成２１年１０月から

電子入札の実施計画電子入札の実施計画

平成２２年度 平成２３年度

平成２１年９月から

平成２４年度

平成２１年９月から

平成２１年１０月から

順次拡大予定



電子入札参加に必要な手続き電子入札参加に必要な手続き

■受注者側で準備が必要な設備等

★パソコン
◎ハードウェアのスペック◎ハードウェアのスペック
◎必要なソフトウェア

★ＩＣカード／ＩＣカードリーダ

上記の詳細な内容については、大阪地域市町村共同利用電子入札システムの
ホームページに掲載されている「動作環境と設定」をご覧ください。
（ＵＲＬ http://www.nyusatsu.ebid-osaka.jp/index.html

★インターネット接続回線
◎設計図書のダウンロードを行うために、高速回線を推奨します。

上記の詳細な内容については、大阪地域市町村共同利用電子入札システムの
ホームページに掲載されている「動作環境と設定」をご覧ください。

osaka.jp/index.html）

◎設計図書のダウンロードを行うために、高速回線を推奨します。



電子入札参加に必要な手続き電子入札参加に必要な手続き

■利用者登録（業者登録）の方法

電子入札システムに利用者登録するためには、本市・調度課とは別に、
上下水道局（水道事業）に業者登録が必要です。上下水道局（水道事業）に業者登録が必要です。

使用できるICカードは、JACICコアコンソーシアムの認定認証局が発行する

詳しくは、大阪地域市町村共同利用電子入札システムのホームページに掲載されている
「対応認証局」をご覧ください。
（ＵＲＬ http://www.nyusatsu.ebid-osaka.jp/index.html

！
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上下水道局（水道事業）に業者登録が必要です。上下水道局（水道事業）に業者登録が必要です。

コアコンソーシアムの認定認証局が発行するICカードです。

大阪地域市町村共同利用電子入札システムのホームページに掲載されている

osaka.jp/index.html）



利用者登録の機能概要利用者登録の機能概要

電子入札システムによる利用者登録の手続きの流れと、
主要画面のサンプルをご紹介いたします。

利用者登録

利用者登録メニュー

PIN番号入力

資格審査情報検索

利用者登録

登録確認

利用者登録の機能概要利用者登録の機能概要

電子入札システムによる利用者登録の手続きの流れと、
主要画面のサンプルをご紹介いたします。

資格審査情報検索

利用者登録

登録確認

企業IDの通知



利用者登録の入口をクリック
してください。



②利用者登録処理をクリックしてください。

①時刻表示を確認してください

②利用者登録処理をクリックしてください。



クリックしてください。クリックしてください。



①番号を入力してください。
②入力後、OKをクリックして
ください。



①登録番号には、ホームペ①登録番号には、ホームペ
ージ又は窓口で公表する業
者名簿の業者番号を「0」も含
め入力してください。

③申請されたパスワー
ドを入力してください。

④全て入力後、検索ボタン
をクリックしてください。

②商号又は名称には、以下の
例に沿った入力をしてください。
例：『サンプル建設㈱東大阪支
店』の場合、『サンプル建設株式
会社』と入力してください。なお、
支店、営業所名は必要ございま
せん。㈱や㈲といった外字はシ
ステム上にあってはエラーとなる
ためです。全て入力後、検索ボタン

をクリックしてください。



※連絡先、部署名など
該当するものがない場
合は、会社名及び代表
者職氏名を入力してくだ
さい。

①全ての空欄
に入力してくだ
さい。

②入力後クリッ
クしてください。



確認後クリック
してください。



印刷ボタンをクリックし
て印刷後、右上の「×」
で終了してください。



システムの機能概要システムの機能概要

電子入札システムによる制限付き一般競争入札（申請入札同時方式）の
入札手続きの流れと、主要画面のサンプルをご紹介いたします。

案件検索

案件一覧表示

案件概要表示

発注図書ダウンロード

申請／入札書提出

受付票確認

システムの機能概要システムの機能概要

電子入札システムによる制限付き一般競争入札（申請入札同時方式）の
入札手続きの流れと、主要画面のサンプルをご紹介いたします。

発注図書ダウンロード

申請／入札書提出

受付票確認

審査結果通知

開札

入札結果通知



電子入札システムの入口を
クリックしてください。クリックしてください。



①時刻表示の確認を
してください。

②時刻表示の確認後、
ここをクリックしてください。

時刻表示の確認を
してください。



②
ックしてください。

①番号を入力してくださ
い。

②入力後、OKボタンをクリ
ックしてください。



検索条件を入力し検索条件を入力し
て発注案件一覧の
ボタンをクリックして
ください。



①発注案件①発注案件
名称をクリッ
クして、案件
の概要を確
認してくださ
い。

②
ただきます。取得ボタンをクリックしてくださ
い。

③発注図書の取得後、入札書受付開始日時以後に入札状況一覧
をクリックしてください。

②概要の確認後、発注図書を取得してい
ただきます。取得ボタンをクリックしてくださ
い。

発注図書の取得後、入札書受付開始日時以後に入札状況一覧
をクリックしてください。



確認後、閉じるボタンをクリ
ックしてください。前画面に
もどります。



取得ボタンをクリックして、ファイルを取得
してください。
取得後、戻るボタンをクリックしてください。



入札書提出の部分をクリックしてください。



※電子入札参加申請書を
添付してください。
またＪＶで参加される方は、
協定書 も添付してください。

※工事費内訳書
(システム添付用)
のみを添付してく
ださい。

①入力必要な空欄
に入力と必要な添
付資料を添付して
ください。

②入力後、提出内
容確認をクリックし容確認をクリックし
てください。

③確認の画面移り
ますので、再度確
認し、提出してくだ
い。



入札書提出をクリック
してください。



印刷をクリック
してください。



①入札書提出後、競争参加資格確認申請書受付票を送
信します。（提出後、１０分前後の時間を要する場合があ
ります。）
②表示をクリックすると次ページの受付票が表示されま
す。

入札書提出後、競争参加資格確認申請書受付票を送
信します。（提出後、１０分前後の時間を要する場合があ

②表示をクリックすると次ページの受付票が表示されま





①入札書提出後、入札書受付票を送信します。（提出後、
１０分前後の時間を要する場合があります。）
②表示をクリックすると次ページが表示されます。
※参照後は「未参照有り」は消えます。

入札書提出後、入札書受付票を送信します。（提出後、
１０分前後の時間を要する場合があります。）
②表示をクリックすると次ページが表示されます。
参照後は「未参照有り」は消えます。



入札書提出後、受付票を送信します。（提出後、１０分前後
の時間を要する場合があります。）

表示をクリックすると次ページの

入札書提出後、受付票を送信します。（提出後、１０分前後
の時間を要する場合があります。）

表示をクリックすると次ページの
受付票が表示されます。





入札書締切後、通知書を送信します。入札書締切後、通知書を送信します。



①事前審査の後、競争参加資格確認通知書を送信しま
す。
②表示をクリックすると次ページの通知書が表示されま
す。

事前審査の後、競争参加資格確認通知書を送信しま

②表示をクリックすると次ページの通知書が表示されま





表示をクリックすると次ページの
落札者決定通知書が表示されま
す。





電子入札の疑似体験を希望される事業者の方は、大阪地域
市町村共同利用電子入札システムのホームページに掲載さ
れている「操作サポート」をご活用ください。
（ＵＲＬ http://www.nyusatsu.ebid（ＵＲＬ http://www.nyusatsu.ebid

また、公共工事に係る入札の「透明性の確保」、「公平な競争
の促進」、「適正な施工の確保」と、「不正
のためには事業者の皆様のご支援が不可欠となります。今後
とも皆様のご理解、ご協力を、重ねてお願い申し上げます。

東大阪市上下水道局

される事業者の方は、大阪地域
市町村共同利用電子入札システムのホームページに掲載さ
れている「操作サポート」をご活用ください。

http://www.nyusatsu.ebid-osaka.jp/index.html）http://www.nyusatsu.ebid osaka.jp/index.html）

また、公共工事に係る入札の「透明性の確保」、「公平な競争
の促進」、「適正な施工の確保」と、「不正行為の排除の徹底」
のためには事業者の皆様のご支援が不可欠となります。今後
とも皆様のご理解、ご協力を、重ねてお願い申し上げます。

東大阪市上下水道局 水道総務部 管財課


