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今回の機能改良項目は以下のとおりです。 

 

項番 改良項目 改良内容 操作方法 

1 

一般競争入札(段階選抜

型)方式の改良 

・一次審査結果通知書表示内容の変更 

順位を表示せず選抜／非選抜の表示に変更します。 

・技術提案採否結果通知書の改良 

技術提案採否結果通知書で技術提案を採用しない、

または競争参加資格なしと通知された業者は、入札

書の提出を行えないように変更します。 

 

P1 

2 

電子くじ機能の追加改良 入札（見積）書において「電子くじ番号」の入力が可能

となり、その「電子くじ番号」を用いて落札業者を決定

するためのくじ判定が行えるようになります。 
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1. 一般競争入札（段階選抜型）方式の改良 
1.1  一次審査結果通知書作成開始時期の改良 

1.1.1  一次審査結果通知書(表示)画面 
順位の入力を行わないため、順位を表示しないように変更します。 

 

(1)選抜の場合 

 
図 1-1 一次審査結果通知書(表示)画面 

 

 「審査結果」を「選抜／非選抜」と表示するように変更します。 

 「上位〇者に該当」を「選抜」と表示するように変更します。 

 

(2)非選抜の場合 

 
図 1-2 一次審査結果通知書(表示)画面 

 

 定例文の「審査結果理由の」を「非選抜と認めた理由について」と表示するように

変更します。 

 「審査結果」を「選抜／非選抜」と表示するように変更します。 

 「上位〇者に該当しない」を「非選抜」と表示するように変更します。 

「審査結果」を 
「選抜／非選抜」に 
変更する 

「審査結果理由の」を 
「非選抜と認めた理由について」に変更する 

「審査結果」を 
「選抜／非選抜」に 
変更する 

「上位○者に該当しない」を 
「非選抜」に変更する 

「上位○者に該当しない」を 
「非選抜」に変更する 

「上位○者に該当」を 
「選抜」に変更する 
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1.1.2  一次審査結果通知書(表示)(印刷)画面 
順位の入力を行わないため、順位を表示しないように変更します。 

 

(1)選抜の場合 

 
図 1-3 一次審査結果通知書(表示)(印刷)画面 

 

 「審査結果」を「選抜／非選抜」と表示するように変更します。 

 「上位〇者に該当」を「選抜」と表示するように変更します。 

 

(2)非選抜の場合 

 
図 1-4 一次審査結果通知書(表示)(印刷)画面 

 

 定例文の「審査結果理由の」を「非選抜と認めた理由について」と表示するように

変更します。 

 「審査結果」を「選抜／非選抜」と表示するように変更します。 

 「上位〇者に該当しない」を「非選抜」と表示するように変更します。 

 

 

  

「上位○者に該当」を 
「選抜」に変更する 

「上位○者に該当しない」を 
「非選抜」に変更する 

「審査結果」を 
「選抜／非選抜」に 
変更する 

「上位○者に該当しない」を 
非選抜に変更する 

「審査結果」を 
「選抜／非選抜」に 
変更する 

「審査結果理由の」を 
「非選抜と認めた理由について」に変更する 
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1.1.3  入札結果画面(公開検証機能) 
「上位○者に該当」「上位○者に該当しない」の文言を「選抜」「非選抜」と表示するよう

に変更します。 

改良以前に一次審査結果通知書を発行し選抜業者順位が登録されている案件の場合でも

画面・通知書に表示されていた「上位○者に該当」「上位○者に該当しない」の文言を「選

抜」｢非選抜」と表示するようにします。 

 

 
図 1-5 入札結果画面 

 

  

「上位○者に該当しない」を 
「非選抜」に変更する 
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1.1.4  一次審査結果通知書(保存データ表示ツール) 
「上位○者に該当」「上位○者に該当しない」の文言を「選抜」「非選抜」と表示するよう

に変更します。 

改良以前に一次審査結果通知書を発行し選抜業者順位が登録されている案件の場合でも

画面・通知書に表示されていた「上位○者に該当」「上位○者に該当しない」の文言を「選

抜」｢非選抜」と表示するようにします。 

 
(1)選抜の場合 

 
図 1-6 一次審査結果通知書 

 

(2)非選抜の場合 

 
図 1-7 一次審査結果通知書 

 

  

「審査結果」を 
「選抜／非選抜」に 
変更する 

「審査結果」を 
「選抜／非選抜」に 
変更する 

「審査結果理由の」を 
「非選抜と認めた理由

について」に変更する 

「上位○者に該当」を 
「選抜」に変更する 

「上位○者に該当しない」を 
「非選抜」に変更する 

「上位○者に該当しない」を 
「非選抜」に変更する 
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1.2  技術提案採否結果通知書の改良 

1.2.1  技術提案採否結果通知書(表示)画面 
技術提案採否結果に加えて、資格有無を確認できるように変更します。 

 

 
図 1-8 技術提案採否結果通知書(表示)画面 

 

 競争参加資格の有無ラベル及び技術提案採否結果通知書作成時に選択した競争参

加資格有無を表示します。 

 改良適用前に技術提案採否結果通知書を発行している業者の場合、「競争参加資格

の有無」欄には「有」が表示されます。 

 理由または条件欄は技術提案に基づく入札の可否及び競争参加資格の有無にかか

る内容となるため、技術提案に基づく入札の可否欄から外に出し、競争参加資格

の有無欄の下に表示位置を変更します。 

 
 

1.2.2  技術提案採否結果通知書(印刷)画面 
技術提案採否結果に加えて、資格有無を確認できるように変更します。 

 

 
図 1-9 技術提案採否結果通知書(発行/印刷)画面 

 

 競争参加資格の有無ラベル及び技術提案採否結果通知書作成時に選択した競争参

加資格有無を表示します。 

 理由または条件欄は技術提案に基づく入札の可否及び競争参加資格の有無にかか

る内容となるため、技術提案に基づく入札の可否欄から外に出し、競争参加資格

の有無欄の下に表示位置を変更します。 

 
  

競争参加資格の有無を追加 

表示位置変更 

競争参加資格の有無を追加 

表示位置変更 
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1.2.3  入札状況一覧画面 
技術提案採否結果通知書で技術提案を採用しない、または競争参加資格なしと通知された

業者は、入札書の提出を行えないように変更します。 

 

 
図 1-10 入札状況一覧画面 

 

 技術提案採否結果通知書を受領した業者の場合に表示していた入札書提出ボタン

及び辞退届ボタンを、技術提案採否結果通知書にて技術提案を採用しないとされ

た業者、または参加資格なしとされた業者の場合、入札書提出ボタン及び辞退届

欄の辞退届ボタンを表示しないよう変更します。 

 

 

1.2.4  技術提案採否結果通知書(保存データ表示ツール) 
技術提案採否結果に加えて、資格有無を確認できるように変更します。 

 

 
図 1-11 技術提案採否結果通知書 

 

 競争参加資格の有無ラベル及び技術提案採否結果通知書作成時に選択した競争参

加資格有無を表示します。 

 改良適用前に技術提案採否結果通知書を発行している業者の場合、「競争参加資格

の有無」欄には「有」が表示されます。 

 理由または条件欄は技術提案に基づく入札の可否及び競争参加資格の有無にかか

る内容となるため、技術提案に基づく入札の可否欄から外に出し、競争参加資格

の有無欄の下に表示位置を変更します。 

  

ボタン表示条件の変更 

表示位置変更 

競争参加資格の有無を追加 
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2. 電子くじ機能の追加改良 
入札（見積）書において「電子くじ番号」の入力を可能とし、その「電子くじ番号」を用

いて落札業者を決定するためのくじ判定が行えるよう変更します。 

 
2.1  電子くじ番号の追加 

2.1.1  入札書提出画面 

 
図 2-1 入札書提出画面 

 

 「電子くじ番号」3 桁（半角数字）必須入力とし、3 桁に満たない、または半角数

字以外が入力されている状態で「提出内容確認」ボタンを押下した場合は、警告ダ

イアログを表示します。 

 

図 2-2「電子くじ番号」警告ダイアログ 

 
 

「電子くじ番号」を追加する 
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2.1.2  再入札書提出画面 

 
図 2-3 再入札書提出画面 

 
 「電子くじ番号」3 桁（半角数字）必須入力とし、3 桁に満たない、または半角数

字以外が入力されている状態で「提出内容確認」ボタンを押下した場合は、警告ダ

イアログを表示します。 

 

図 2-4「電子くじ番号」警告ダイアログ 

 
 
  

「電子くじ番号」を追加する 
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2.1.3  見積書提出画面 

 
図 2-5 見積書提出画面 

 
 「電子くじ番号」3 桁（半角数字）必須入力とし、3 桁に満たない、または半角数

字以外が入力されている状態で「提出内容確認」ボタンを押下した場合は、警告ダ

イアログを表示します。 

 

図 2-6「電子くじ番号」警告ダイアログ 

 
 
  

「電子くじ番号」を追加する 
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2.1.4  入札書提出内容確認画面 

 
図 2-7 入札書提出内容確認画面 

 

 入札書提出画面で入力された「電子くじ番号」を表示します。 

 
 

2.1.5  入札書提出内容確認(印刷)画面 

 
図 2-8 入札書提出内容確認(印刷)画面 

 

 入札書提出画面で入力された「電子くじ番号」を表示します。 

 
  

「電子くじ番号」を追加する 

「電子くじ番号」を追加する 
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2.1.6  再入札書提出内容確認画面 

 
図 2-9 再入札書提出内容確認画面 

 

 再入札書提出画面で入力された「電子くじ番号」を表示します。 

 
 

2.1.7  再入札書提出内容確認(印刷)画面 

 
図 2-10 再入札書提出内容確認(印刷)画面 

 

 再入札書提出画面で入力された「電子くじ番号」を表示します。 

  

「電子くじ番号」を追加する 

「電子くじ番号」を追加する 
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2.1.8  見積書提出内容確認画面 

 
図 2-11 見積書提出内容確認画面 

 

 見積書提出画面で入力された「電子くじ番号」を表示します。 

 
 

2.1.9  見積書提出内容確認(印刷)画面 

 
図 2-12 見積書提出内容確認(印刷)画面 

 

 見積書提出画面で入力された「電子くじ番号」を表示します。 

 
  

「電子くじ番号」を追加する 

「電子くじ番号」を追加する 
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2.1.10  入札書受信確認通知画面 

 
図 2-13 入札書受信確認通知画面 

 

 入札書提出画面で入力された「電子くじ番号」を表示します。 

 

 

2.1.11  入札書受信確認通知(印刷)画面 

 
図 2-14 入札書受信確認通知(印刷)画面 

 

 入札書提出画面で入力された「電子くじ番号」を表示します。 

 
 

2.1.12  再入札書受信確認通知画面 

 
図 2-15 再入札書受信確認通知画面 

 

 再入札書提出画面で入力された「電子くじ番号」を表示します。 

 
  

「電子くじ番号」を追加する 

「電子くじ番号」を追加する 

「電子くじ番号」を追加する 
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2.1.13  再入札書受信確認通知(印刷)画面 

 
図 2-16 再入札書受信確認通知(印刷)画面 

 

 再入札書提出画面で入力された「電子くじ番号」を表示します。 

 
 

2.1.14  見積書受信確認通知画面 

 
図 2-17 見積書受信確認通知画面 

 

 見積書提出画面で入力された「電子くじ番号」を表示します。 

 
 

2.1.15  見積書受信確認通知(印刷)画面 

 
図 2-18 見積書受信確認通知(印刷)画面 

 

 見積書提出画面で入力された「電子くじ番号」を表示します。 

 
  

「電子くじ番号」を追加する 

「電子くじ番号」を追加する 

「電子くじ番号」を追加する 
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2.2  保存データ表示ツールの表示内容変更 
入札（見積）書において「電子くじ番号」が表示されるよう変更します。 

2.2.1  入札書 

 
図 2-19 入札書 

 
 

2.2.2  再入札書 

 
図 2-20 再入札書 

 
 

「電子くじ番号」を表示する 

「電子くじ番号」を表示する 
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2.2.3  見積書 

 
図 2-21 見積書 

 

「電子くじ番号」を表示する 
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