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平成 30 年（2018 年）３月 12 日 

新しい電子入札システム（平成 30 年３月 12 日以降）

をご利用いただくにあたって 

 

競争入札参加資格にご登録の事業者様へ 

 

日頃より、横須賀市の入札・契約にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

新しい電子入札システムが平成 30 年３月 12 日（月）より稼働しました。 

つきましては、新しい電子入札システムについて、以下の手順でご利用いただきますよう、

ご理解、ご協力のほど、お願い申し上げます。 

 

１ 新しい電子入札システム用の「業者番号・パスワード」及び「電

子認証用ＣＤ」がお手元にあることを確認してください。 
 

 新しい電子入札システムでは、平成 30 年２月以降にお渡しした、新しい

「業者番号・パスワード」及び「電子認証用ＣＤ」が必要になります。 

 

２ 入札関連のホームページの構成・内容を確認してください。 
 

 ＜入札の広場＞ ⇒ ＜横須賀市入札情報ポータルサイト＞ ⇒ ＜発注掲

示板＞の構成となります。それぞれページの内容を確認してください。 

 

３ 新しい電子入札システム用のインストールを行ってください。 
 

 練習案件に参加する前に、インストールマニュアルをダウンロードし、お

使いのパソコンに新システム用のインストール・設定を行ってください。 

 

４ 練習案件から参加申請書と入札書を送付してください。 
 

 入札参加操作マニュアルをダウンロードし、平成 30 年３月中に練習案件

に参加して、正常に入札書が送付できることを確認してください。 

 

５ 業者登録情報を確認してください。 

 電子入札システムにログインし、登録情報を確認してください。なお、本

社情報のうち、一部の項目がセットされていませんが、次回の登録更新申請

時に入力して、申請をお願いします。  
 必要に応じて、随時、登録更新（変更）の電子申請を行ってください。申

請の際は、登録更新（変更）ガイドをダウンロードしてから行ってください。 
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入札関連情報のホームページの変更について 

 
入札（見積り合わせ）等に関するホームページの構成が３画面になります。それぞれのページに対し

て、随時更新しますので、今後は必ず、＜入札の広場＞ ⇒ ＜横須賀市入札情報ポータルサイト＞ ⇒ 

＜発注掲示板＞の順に、３画面の最新の情報を確認しながら画面遷移を行ってください。 

（※ ブックマークされる場合は、「入札の広場」をブックマークしてください。） 

 

１ 入札の広場 

入札情報ポータルサイトの入口や入札以外のプロポーザル等の発注情報への入口を掲載しています。 

 

２ 横須賀市入札情報ポータルサイト 

入札制度や電子入札システム関連情報、発注掲示板への入口を掲載しています。 

 

３ 発注掲示板 

入札（見積り合わせ）の発注情報や開札結果の情報が閲覧できます。 

 

【１ 入札の広場】               【２ 入札情報ポータルサイト）】 

   

 

【３ 発注掲示板】 

  

入札の広場の「入札情

報ポータルサイト」をク

リックしてください。 

「入札情報ポータル

サイト」の発注掲示板

項目の閲覧希望業種の

ボタンをクリックして

ください。 

タブをクリックすると、

業種が切り替わります。 
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新電子入札システム用のパソコン設定・操作マニュアル掲示場所について 

 

新しい電子入札システム用のインストールマニュアルや操作マニュアルは、＜入札の広場＞ ⇒ ＜横

須賀市入札情報ポータルサイト＞ ⇒ ＜電子入札システムマニュアルガイド＞に掲載していますので、

ダウンロードし、印刷してご利用ください。 

 

【入札の広場のホームページ】 

http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1620/keiyaku/index.html 

 

① 入札の広場               ②入札情報ポータルサイト 

 

 

③ 電子入札システムマニュアルガイド 

 

② 横須賀市入札情報ポ

ータルサイトの「電子入

札システムマニュアルガ

イド」をクリックしてく

ださい。 

① 入札の広場の「入札

情報ポータルサイト」を

クリックしてください。 

③－１  

「インストールマニュアル」をクリックしてダ

ウンロードし、お使いのパソコンにインストール

と設定を行ってください。 

③－２  

「入札参加マニュアル（詳細版）」をクリックし

てダウンロードし、練習案件に参加してください。 

 

③－３  

業者登録更新（変更）申請を行う際に、「業者登

録更新（変更）ガイド」をクリックしてダウンロ

ードし、申請を行ってください。 
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各種入口について 

 

１ 練習案件の入口について 

(1) ＜入札情報ポータルサイト＞の「発注掲示板」の見出しの中から、練習案件に参加する業種のボ

タンをクリックして、＜発注掲示板＞に進んでください。 

(2) ＜発注掲示板＞の「練習案件の入口」をクリックし、練習案件メニューにログインしてください。 
 

（入札情報ポータルサイト）         （発注掲示板） 

 
 

（練習案件ログイン画面） 

 

 

２ 「電子入札システムのログイン」入口について 

新しい電子入札システムによる業者情報の登録更新（変更）申請は、平成 30 年３月 12 日（月）より

行えます。また、新しい電子入札システムによる発注は、平成 30 年４月以降、随時開始されます。い

ずれも電子入札システムにログインして、登録申請や入札参加を行っていただきますが、ログインの入

口は、＜発注掲示板＞の右上に表示されている「電子入札システムログイン」ボタンになります。 

  

① 参加する練習案件

の業種ボタンをクリッ

クして、発注掲示板へ

進んでください。 

② 発注掲示板画面の

下部にある「練習案件

の入口」をクリックし

てください。 

③ 平成 30 年２月以降にお渡し

した新しい電子入札システム用

の「業者番号・パスワード」で

ログインしてください。 

※業者番号は、10 桁すべて入力

してください。 

発注掲示板画面の右上にある「電子

入札ログイン」ボタンをクリックし

てください。 

 
※ 練習案件の入口は、上記１「練

習案件の入口について」になりま

すので、ご注意ください。 

平成 30 年２月以降にお渡しし

た新しい電子入札システム用の

「業者番号・パスワード」でロ

グインしてください。 

※業者番号は、10 桁すべて入力

してください。 
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業者登録情報について 

 

１ 新しい電子入札システムにログインし、登録されている業者情報を確認してください。 
 
(1) 新しい電子入札システムでは、「本社情報」と「登録種別（工事・業務委託・物件調達）

ごとの契約者情報」をそれぞれ登録していただくようになりました。 
 

 本社情報のうち、「郵便番号」、「電話番号」、「ＦＡＸ番号」、「メールアドレス」、「主な業種」、

「従業員数」、「会社設立年月日」、「法人番号」の項目については、ゼロや空欄で設定されてい

て、正しい情報がセットされていない項目がありますが、当該項目については、次回、新システ

ムで初めて更新申請する際に、入力していただきますようお願いします。 

 本社情報にかかる上記以外の項目で、従前に登録した情報と異なる場合は、契約課までご連絡

をお願いします。 

 

(2) 工事成績点・格付け情報について 

「工事成績・格付け情報」画面の情報には、正しい情報がセットされていません。平成 30 年５月

以降の初回の格付け時に正しい情報がセットされますので、ご了承ください。従いまして、平成 30

年３月まで実施する郵便入札には、当該画面の情報は使用しませんのでご注意ください。 

 

２ 次回の登録更新・変更申請について 

平成 30 年３月 12 日（月）以降、必要に応じて随時、電子申請及び必要書類の提出をお願いします。 

 

３ 更新（変更）申請の審査結果について 

更新（変更）申請に不足書類がある等の不備がある場合は、電子入札システム上で修正指示が出ま

すので、申請後は、随時、電子入札システムにログインして、申請の審査状況を確認してください。 

 

４ 複数の登録種別（工事／業務委託／物件調達）に登録がある場合 

一度の更新（変更）申請で複数の登録種別の申請を行うことができます。たたし、一部の種別を申請

して、後から他の種別を申請する場合は、先に申請した種別の登録が完了しない限り、残りの種別の申

請はできませんので、ご注意ください。 

 

５ 登録種別（工事／業務委託／物件調達）の追加について 

いずれかの登録種別（工事・業務委託・物件調達）に登録中の事業者様が、登録種別を追加する場合

は、新規登録申請ではなく、更新もしくは変更申請で追加申請を行っていただくようになります。 

※ なお、追加した種別は、原則、更新（変更）申請が承認された日の翌月１日が登録開始日となりま

すが、平成 30 年３月中に申請が承認された場合は、平成 30 年５月１日の登録開始となりますので、

ご注意ください。 

 

６ 工事の発注者評価項目について（市内事業者） 
 

 工事の市内事業者様は、毎年、登録更新申請時に「発注者評価項目」についても申請していた

だきますようお願いします。ただし、平成 30 年２月 28 日（水）までに発注者評価項目の調査

票を提出された事業者様は、平成 30 年５月１日（火）以降の登録更新申請から、更新の都度、

毎年、発注者評価項目にかかる必要書類の提出してください。 

 発注者評価項目に変更が生じた場合は、随時、変更申請を行ってください。 
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その他新しい電子入札システムご利用前に確認いただきたい事項 

 

１ 「業者番号・パスワード」や「電子認証用ＣＤ」について 
 

 平成 30 年２月以降にお渡しした新しい「業者番号・パスワード」、「電子認証用ＣＤ」を使用し

てください。従来のものは使用できません。 
 

 「業者番号」は６桁から 10 桁に、「パスワード」は６桁から８桁に桁数が変更になります。電子

入札システムにログインする際に入力する業者番号は、10 桁すべてを入力してください。 
 

 複数の種別（工事／業務委託／物件調達）に登録中でも、１業者１つの「業者番号・パスワード」、

「電子認証用ＣＤ」となります。 

 

２ 電子入札システムの操作方法について 

従来のシステムと比較して、「入札参加」や「業者情報の登録更新（変更）申請」の画面デザイン、

入力項目、操作方法が変更になります。操作マニュアルをダウンロードして操作してください。 

 

３ 電子くじ 

電子入札システムで開札した結果、同額で複数の落札候補者が存在した場合、電子くじを行います。

入札書送付時に入札金額と電子くじで使用する「くじ番号」を入力していただきます。 

 

４ 案件に対する質問書の送付・回答確認 

案件に対する「質問書送付・回答確認」を電子入札システムで行っていただくようになります。質問

書送付マニュアルをダウンロードして、当該操作を行ってください。ＦＡＸでは受付けできませんの

で、ご注意ください。 

 

５ 「工事のＪＶ案件」や「業務委託・物件調達の競争見積り合わせ」 

原則、「工事のＪＶ案件」や「業務委託・物件調達の競争見積り合わせ」も電子入札システムで発注

します。入札に参加する際には、電子認証用ＣＤが必要となりますので、ご注意ください。 
 

※ なお、ＪＶ業者が入札書を送付する際は、代表構成員が、自社の保有している電子認証用ＣＤを使

用して、入札書を送付するようになります。 

 

６ 参加申請書、入札書、入札辞退届の送付時にご確認いただきたいこと 

参加申請書、入札書、入札辞退届を送付する際に、各々の編集画面で「Java」に関連する必要なア

プリケーション（JavaWebStart）が起動していることが必要となります。参加申請書、入札書、入札

辞退届の「送付」ボタンをクリックする前に「Ｊ」マークが、パソコン画面右下のタスクトレイに表

示されていることを確認してください。「Ｊ」マークが表示されていないと送付できません。 

※「Ｊ」マークが表示されない場合は、インストールマニュアルに沿って、インストール・設定を行

ってください。 

 

【 お問い合わせ先 】 

横須賀市財政部契約課 

受付時間：平日８時 30分～12時  

13 時～17時 15 分 

電 話：046‐822‐9791 

Ｆ Ａ Ｘ：046‐828‐3839 

E - m a i l：co-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp 

「Ｊ」マークが隠れている

場合もあるので、矢印もク

リックしてみてください。 


