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最終更新：令和 ２ 年１０月 ６ 日【九州】

電子調達システム事業者用Ｑ＆Ａ（素材生産事業等）

【問１】

電子調達システムの試行的運用による発注業務のシステム化を進めることにより、

事業者にどのようなメリット、デメリットがあるのか。

【答】

電子調達システムの試行的運用による発注業務のシステム化により、事業者のメリ

ットとして入札書類等の持ち込みに要する時間や各種経費の削減、デメリットとして

電子調達システム利用環境の整備費用が考えられます。

【問２】

電子調達システムを使用可能な業務の範囲は。

【答】

電子調達システムは、物品・役務（製造の請負、物件の貸借、運送及び保管等を含

む）並びに簡易な公共事業（公共工事、建設コンサルタント業務等のうち、「公共事

業支援システム（官庁営繕業務を含む）の対象業務」を除く）における、「入札」「契

約」「検査」「請求」「支払」一連の発注業務について対応しています。

なお、他部局の状況を確認しながら、当面は「入札」業務を対象とします。

【問３】「電子調達システム」と「電子入札システム」の違いは。

【答】

電子調達システムとは、政府が行う、「物品・役務」及び「一部の公共事業」に係

る一連の調達手続きをインターネット経由で電子的に行う府省共通のシステムで、次

の案件が対象となります。

①物品

②事務系役務（庁舎清掃業務、事務機器リース、車両借り上げ等）

③現場系役務（素材生産事業、伐採系森林整備、収穫調査、検知業務、巡視業務、

建設機械借り上げ等）

電子入札システムとは、農林水産省における公共工事等の入札手続きをパソコンか
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らインターネットを通じて行うシステムで、治山や林道等の工事、調査測量が対象と

なります。

【問４】

電子調達システムの試行的運用開始後、紙による入札等を行うことは出来るのか。

【答】

電子調達システムの試行的運用開始後、当面の間については、紙による入札も可能

です。

【更問１】

紙で入札に参加する場合、どのような手続きが必要になるのか。

【答】

入札公告に「電子調達システムにより行う入札」と明記されている入札に紙で参加

する場合、別紙「電子入札案件の紙入札方式での参加について」に必要事項を記入し

事前に提出することによって紙による入札が可能となります。

【更問２】

紙で入札に参加する場合、別紙「電子入札案件の紙入札方式での参加について」は

何時までに提出すれば良いのか。

【答】

競争参加資格申請書提出期限までに紙入札が明らかな場合、申請書と同時に提出を

お願いします。なお、申請書提出期限以降入札日までの間に機器の障害等により紙に

よる入札とする場合は、入札締切日時までに速やかに提出をお願いします。

【更問３】

紙による入札が可能となっているが、入札書を投函する入札箱はどのようになるの

か。

【答】

入札書を郵送された場合は、開札日までの間、発注を行った森林管理局署等におい

て、施錠可能な什器等で一時的に保管する必要があります。

その後、開札日に入札執行官において入札箱へ投函を行います。（投函にあたって

は、執務室で行うのではなく、入札を実施する会場において行うこととなります。）

なお、紙で持参した場合又は郵送された場合は、入札を実施した会場において、こ

れまでと同様に紙入札事業者に対し、落札結果を読み上げることとなります。

【更問４】

紙による入札はどの様に処理するのか。

【答】

開札後、各森林管理局署等において、電子調達システムへ開札結果等の情報登録を
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行う必要があります。

【更問５】

落札宣言はいつ、誰が、どのように実施するのか。

【答】

電子入札を可とした入札については、電子調達システム上で電子開札、落札宣言を

行うこととなります。

【問５】

事業者が電子調達システムを使用するためには、何を準備する必要があるのか。

また、初期費用はどの程度か。

【答】

電子調達システムを利用するにあたり、パソコン及びインターネット環境を整備し

ていただく必要があります。

その後、電子調達システムポータルサイトへ掲載されているマニュアルに基づき、

利用環境の準備、電子証明書の取得、利用者登録を行っていただきます。

また、初期費用について、パソコンやインターネット環境の整備に必要な経費のほ

か、電子証明書（ＩＣカード又はファイル）の発行（7,600～15,000円）及びカード

リーダーの購入経費（6,500～9,500円）が考えられます。なお、電子証明書について

は、認証局（電子証明書発行機関）により有効期間（３ヶ月、１～５年、２年、４年）

やＩＣカード又はファイルどちらを選択したかにより購入経費が異なります。（ＩＣ

カードとファイルどちらを選択しても機能の違いはありませんが、ファイルを選択さ

れた場合、別途、セットアップが必要となります。）

なお、１年間の有効期間で電子証明書の発行を行う場合、事業者の負担額はＩＣカ

ードを選択された場合は約17,000円から25,000円、ファイルを選択された場合は約

8,000円となります。（以下の表を参照）
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（注）上表については、参考として整理したものであり、電子調達システム導入時期によっては、

実際と異なる場合があります。

【問６】

事業者が電子調達システムを使用する場合、入札毎に使用料は発生するのか。

【答】

事業者が電子調達システムを利用するにあたり、入札毎の使用料等は発生しませ

ん。

【問７】

電子入札システムと電子調達システムを同じパソコンで併用することは可能か。

【答】

治山や林道の土木工事の入札において使用している電子入札システムと、物品調達

や素材生産事業等の入札で使用する電子調達システムとは異なるシステムであり、同

一端末で併用した利用は動作保証対象外となるため、併用しての利用はしないでくだ

さい。

【問８】

複数のパソコンで電子調達システムを利用することは可能か。

【答】

複数のパソコンで電子調達システムを利用することはできますが、利用するパソコ

ンごとに端末環境の事前準備が必要になります。

合計
電子

証明書
ＩＣカード
リーダー

株式会社ＮＴＴネオメイト http://www.e-probatio.com/ １年～５年 24,500 15,000 9,500

三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 http://www.diacert.jp/plus/ １年～３年、４年10ヶ月 17,500 11,000 6,500

株式会社帝国データバンク http://www.tdb.co.jp/typeA/index.html ２年～５年 19,940 13,440 6,500

東北インフォメーション・システムズ株式会社 https://www.toinx.net/ebs/info.html ２年１ヶ月、４年６ヶ月 20,540 11,040 9,500

日本電子認証株式会社 https://www.ninsho.co.jp/aosign/ １年１ヶ月～４年１ヶ月、５年 24,000 15,000 9,000

電子認証登記所 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html ３ヶ月～27ヶ月（３ヶ月単位） 7,900 7,900 （不要）

セコムトラストシステムズ株式会社（CD-R媒体） https://www.secomtrust.net/service/ninsyo/forgid.html ２年、３年 7,600 7,600 （不要）

I
C
カ
ー

ド

フ

ァ
イ
ル

有効期間URL

費用
認証局

（電子証明書発行機関）

単　位 ： 円（税抜き）
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【問９】

他省庁で行われている電子調達システムによる入札へ参加している事業者につい

ては、そのまま、森林管理局署等で行われる入札へ参加することは可能か。

【答】

既に他省庁において物品調達などで電子調達システムにより行われている入札へ参

加されている事業者については、すでに利用されている電子証明書を使って、森林管

理局署等で行われる電子調達システムによる入札への参加は可能となります。

【問10】

役務の資格のみを有している事業者が、誤って物品の調達案件に申請を行った場

合、入札に参加できるのか。

【答】

開札前に、当該入札を行う森林管理局署等が電子調達システム上で誤って申請した

事業者に対して「無効通知書」を発行することにより、当該入札の参加資格がなくな

ります。

【問11】

事業者への周知等については、どのように行うのか。

【答】

事業者への周知等については、今回実施する説明会、森林管理局ＨＰへの掲載等に

より周知することとします。

【問12】

事業者向けの操作説明会等は定期的に行われるのか。

【答】

林野庁本庁、森林管理局署等において、定期的な説明会等は予定しておりません。

なお、電子調達システムにおける発注者及び事業者向けの操作説明会等については、

年１回（例年10月～11月）総務省主催で開催されています。（令和元年度は東京・

大阪で開催）
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また、操作説明会の他に、電子調達システムポータルサイトにおいて、事業者の練

習環境（Webチュートリアル）が設置されており、指定のシナリオに基づく、「入札」

「契約締結」「納品」「検査」「請求」の操作手順を確認する事が可能です。

【問13】

電子調達システムにおける電子認証を受けないと、電子調達システム上の入札公

告を閲覧できないのか。

【答】

電子調達システムにおける電子認証を受けていなくても、電子調達システムにおい

て調達情報を閲覧できます。

なお、従前のとおり、電子調達システムによる入札についても、森林管理局署等の

ＨＰ等へも入札公告の掲載を行います。

【問14】

応札額が予定価格超過となった場合、その場で再入札を行うことは可能なのか。

また、入札不調が続いた場合、不落随契を行うことは可能なのか。

【答】

電子開札により応札額が予定価格を超過した場合、同日付けで再入札を行うことは

可能です。ただし、入札参加事業者への通知書発行等の時間を考慮すると、１～２時

間程度の間隔を開ける必要があります。（郵便入札があった場合の再入札については、

従来の取り扱いと同様です。）

また、入札不調による不落随契は可能です。

【更問１】

再入札となったことは、どこで確認するのか。

【答】

電子調達システムにおいて再入札となった場合、電子調達システムで入札に参加さ

れた事業者には、電子調達システムで通知書が発行されます。紙で入札された方につ

いては、その場で再入札であることをお知らせすることになります。

【問15】

競争参加資格確認申請書類については、電子調達システムにおいて提出するのか、

従来どおり、紙により提出をするのか。
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【答】

競争参加資格確認申請書類については、電子入札又は紙入札どちらで応札を行うか

により対応が異なります。電子入札を行うのであれば、電子調達システムにおいて提

出していただきます。紙による入札の場合は、紙により提出していただきます。（競

争参加資格確認申請書類を電子により提出された事業者については、入札書を紙によ

る提出へ切り替えることが可能ですが、競争参加資格確認申請書類を紙により提出さ

れた事業者については、入札書を電子による提出へ切り替えることができません。）

また、競争参加資格確認申請書類を電子調達システムで提出する場合は、提出後、

再提出や取下げができないことから注意する必要があります。

【問16】

電子調達システムにおいて、一般競争入札（最低価格落札方式）以外に、一般競

争入札（総合評価落札方式）の使用は可能か。

【答】

電子調達システムにおいて、一般競争入札（総合評価落札方式）を行うことは可能

です。

なお、電子調達システムにおける技術提案書の提出にあたっては、最大で３ＭＢ、

50 ファイルまで添付可能となっています。（圧縮を行っても３ＭＢを超過する場合は、

郵送（簡易書留に限る。）、電送又は電子メールで一括で送付いただくこととなります。）

また、技術提案資料を電子調達システムで提出する場合は、提出後、再提出や取下

げができないことから注意する必要があります。

【問17】

現場系役務契約で整理されている「素材生産事業等（造林事業を除く。）」とは、

どの様な契約が含まれるのか。

【答】

素材生産事業等（造林事業を除く。）に含まれる契約については、木材供給費によ

る素材生産事業や、搬出を伴う伐採系森林整備事業、収穫調査、検知業務、巡視業務、

鳥獣被害対策業務等が含まれます。

【問18】

本社において電子証明書を取得した場合、支社で電子証明書を取得しなくても、
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本社のＩＣカードを利用し、電子調達システムは利用できるのか。

また、支社に対して、ＩＣカードを複数枚発行することはできるのか。

【答】

本社において電子証明書を取得した場合、本社の電子証明書により、支社において

電子調達システムを利用することは可能です。

ただし、本社で取得した電子証明書について、支社に対してＩＣカードを複数枚発

行することについては、認証局により取り扱いが異なりますので、申請を予定してい

る認証局へ事前に確認をお願いします。

【問19】

共同事業体による電子調達システムによる入札等の手続きは、共同事業体の「代

表者」である業者が行うことになるのか。

【答】

電子調達システムを利用する場合、申請情報と資格情報が一致している必要があり、

全省庁統一資格では、共同事業体での登録ができないことから、共同事業体の代表者

である事業者が行う必要があります。

【更問１】

代表者とした場合は、例として「Ａ社・Ｂ社・Ｃ社共同事業体」と言う構成で、代

表者がＡ社の場合は、「Ａ社の登録カード」で、共同事業体を全てカバーすることに

なり、また、総合評価の技術提案書等の申請なども、紙ベースでは３社の連名になっ

ているが、電子上の関わりは個人の会社（Ａ社）になると言うことになるのか。

【答】

技術提案資料等の提出書類上は共同事業体としての提出となりますが、電子調達シ

ステム上では、共同事業体の代表者である事業者との関わりになります。

【更問２】

Ａ社単独入札（上とは別な物件）と言う場合もあり、電子上は単独でも複数（共同

事業体）でも同様の手続きになるが、申請書等で「単独なのか共同事業体なのかを判

断」すると言うことになるのか。

【答】

電子調達システムの表面上では、登録情報しか見ることができないので、「共同事

業体」「単独」どちらの申請かは色分けが出来ないそうなので、申請書類等で確認を

することとなります。
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【問20】

電子調達システムの操作方法等が分からない場合、どこに問い合わせするのか。

【答】

問い合わせ先は内容に応じて次のとおりとなります。

○電子調達システムに関する内容

【電子調達システムヘルプデスク】

電話番号:0570-014-889（ナビダイヤル）017-731-3177（IP電話等をご利用の場

合）

FAX番号:017-731-3178

メール : メールでの問い合わせ可

受付時間:平日 9時00分～17時30分 （国民の祝日・休日、12月29日から1月3

日までの年末年始を除く）

○利用者情報の申請や更新等に関する内容

【調達ポータルヘルプデスク】

電話番号:0570-000-683（ナビダイヤル）017-731-3351（IP電話等をご利用の場

合）

FAX番号:017-731-3352

メール :メールでの問い合わせ可

受付時間:平日 9時30分～18時00分 （国民の祝日・休日、12月29日から1月3

日までの年末年始を除く

○電子証明書に関する内容については発行元の認証局へ

○全省庁統一資格に関する内容は

【統一資格ヘルプデスク】（全省庁統一資格審査事務処理センター）

・電話 03-5511-1155

・受付時間 9:30～17:30（土・日・祝日を除く）

【問21】

いつから電子調達システムによる入札が始まるのか。

【答】

現場系役務については、第３四半期以降に実施する案件のうち、四半期毎に１件以

上を電子調達システムにより試行的に実施することとし、令和３年度以降においては、

一般競争に係る全ての物品、事務系役務、現場系役務（単独で実施する造林事業を除

く）の調達を電子調達システムにより行う予定としています。
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【問22】

電子調達システムによる入札であることは何を見れば分かるのか。

【答】

入札公告に電子調達システムによる入札であることを明記しお知らせすることとし

ています。

【問23】

電子調達システムで落札した場合、契約も電子調達システムで行うことになるの

か。

【答】

電子調達システムは一連の調達手続をインターネット経由で電子的に行う府省共通

のシステムで将来的には契約等の利用も進めていくこととしていますが、当面は利用

者登録から入札までについて、電子調達システムを利用した発注を進めることとして

いるので、契約はこれまでと同様になります。

【問24】

電子調達システムでは、最低価格を設定するのか。最低価格を設定しないと低価

格が増えるのではないか。

【答】

現在、最低価格の設定は行っていませんが、「当該契約の内容に適合した履行がさ

れないこととなるおそれがあると認められる場合」の基準として調査基準価格を設け、

基準に該当した場合、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどう

か調査を行い落札者を決定することとしています。

【問25】

電子調達システムになっても、全省庁統一資格の等級は林野の等級になるのか。

【答】



- 11 -

代わることはありません。従来どおりです。

【問26】

資料の字が小さく見にくいのでホームページ等に原本を掲載してほしい。

【答】

ホームページに掲載したのでご確認下さい。

（ｱﾄﾞﾚｽ：https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/denshi_chotatsu/index.html）

【問27】

技術提案書の書類は今までどおりでよいのか。

入札時の内訳書はネットで一緒に送ることになるのか。

【答】

技術提案書は今までどおりです。

電子調達システムで入札に参加する場合、電子調達システムで内訳書も提出をお願

いします。

【問28】

従来の入札では、入札は代表者で、契約は委任された事業所で行っているが、電

子調達システムになった場合どのような取扱になるのか。

【答】

今回は、入札までを電子調達システムで行うこととしていることから、契約等実施

する時にお知らせします。

【問29】

今回は電子調達システムは入札までとなっているが、今後確認まですることにな

るのか。また、申請を電子調達システムで行った後、開札までにトラブルが発生し

た場合の対応は。

【答】

今回は入札までとなっていますが、将来的には確認に至るまで行うことになります。
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いつからなるのかについては、分かり次第お知らせします。

申請後のトラブルについては、トラブルが発生した早い段階で執行官に相談し指示

に従って下さい。

【問30】

電子調達システムで入札する場合、金額を入力し一時保存することができるの

か。

【答】

一時保存はできないことから、必ず確認してから提出ボタンを押下してください。

【問31】

電子入札システムで使用しているカードリーダを電子調達システムで使用してよ

いか。

【答】

電子入札システムと電子調達システムを同じパソコンで併用した利用は動作保証対

象外となりますが、カードリーダは併用可能です。

【問32】

電子カードの申込先はどこになるのか。及び申請期間はどのくらいかかるか。

【答】

ICカードタイプの電子証明書は、電子調達システムに対応した認証局（資料参照）

の中から任意に認証局を選択して申請していただくことになります。申請すれば2週

間ほどで発行されると聞いていますが、それぞれの認証局でご確認下さい。

【問33】

添付ファイルは、何個でも添付できるのか。（入札書・内訳書など）

【答】

添付ファイルの数に制限はありませんが、１回にアップロード可能な最大ファイル

サイズは３ＭＢで、最大１０ＭＢの添付が可能となっています。
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【問34】

郵便入札は無くなるのか。

【答】

紙によって入札に参加し、入札公告に郵便入札も可とする旨の明記がされているも

のに限ります。

【問35】

ファイルタイプ（電子証明書の取得）の場合、複数のパソコンで使用できるのか。

（入札当日不具合等が発生した場合、別のパソコンで使用可能か。）

【答】

ファイルタイプの場合、複数のパソコンに電子証明書をインストールすることは可

能です。

【問36】

技術提案書については、電子調達システムで提出することになるのか、これまで

どおり、紙で提出するのか。

システムで提出するとなれば、容量が大きくなりすぎるのではないか。

【答】

電子調達システムで入札に参加する場合の技術提案書については、申請書等と一緒

に電子調達システムにより提出していただくことになります。

添付ファイルの数に制限はありませんが、１回にアップロード可能な最大ファイル

サイズは３ＭＢで、最大１０ＭＢの添付が可能となっています。

【問37】

競争参加資格申請書をシステム内で一時保存し、不足分を含めたものを上書き保

存して申請することは可能か。

それとも、全てが完備した時点でしかシステムで申請できないのか。

【答】
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電子調達システム内に一時保存することはできませんが、添付ファイルの数には制

限がないことから、確認ができたものから順にアップし完了後提出ボタンを押下して

申請して下さい。

【問38】

入札時に第一回入札で不落となった案件を、時間をずらして再入札をすることに

なると思うが、再入札時に通信障害等が発生した場合の取扱はどうなるのか。

【答】

トラブルが発生した早い段階で執行官に相談の上対応をお願いします。

【問39】

ＩＣカードとファイルの違いはなにか。それぞれのメリット、デメリットについ

て伺いたい。

【答】

ICカードタイプとは、電子証明書をICカード内に格納するもので、ファイルタイプ

は電子証明書をパソコンに格納するタイプになります。

それぞれのメリット、デメリットは、費用の面では、ファイルタイプの方が安く、

ファイルタイプは複数のパソコンにインストールが可能ですが、ICカードタイプは複

数枚所有したい場合は、それぞれ購入しなければなりません。ただ、セキュリティー

対策上では、ファイルタイプは、パソコンを社員で共用している場合等悪用されるお

それがあるのに対し、ICカードタイプは同じパソコンを使用してもカードがなければ

使用できないことからカードを管理することでリスク管理できるというメリットがあ

ります。

【問40】

ＩＣカードやファイルは認証局で購入することはわかったが、認証局に電話等し

て手続きすることになるのか、具体的に教えてほしい。

【答】

各認証局によって手続きに違いがあることから、各認証局のホームページ等で確認

し手続きをお願いします。
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【問41】

電子入札システム及び県の電子調達システムはJAVAを外しているのに国の電子調

達システムは残っている。どちらかに統一してほしい。

【答】

JAVAについては、令和2年1月のシステム改修以降使用しないこととなっています。

【問42】

「ＩＣカードリーダ」とはどのようなものか。

【答】

「ICカードリーダ」とは、ICカードに記録された電子情報を読むための機器になり

ます。

【問43】

電子証明書とはどのようなものか。

【答】

電子証明書とは、本人確認手段やデータ改ざんを防止するため、利用する電子的な

身分証明となります。

【問44】

電子証明書を取得するのに必要なものは。

【答】

電子調達システムに対応した各認証局へお問い合わせ下さい。

【問45】

電子証明書（ＩＣカード）は、会社名義か、代表者の個人名まで登録が必要か。

また、代表者名は何時（競争参加資格確認申請から入札までの間を含む）でも変

更可能か。なお、変更手続きの方法は。
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【答】

電子証明書の名義・変更等については、予定している電子調達システムに対応した

認証局にご確認下さい。

【問46】

利用者登録において、「代表者登録」と「代理人登録」の違いはなにか。

また、代理人登録が必要な場合はどのような場合か。

【答】

代表者登録は、電子調達システム利用に当たって１事業者１回必ず行っていただく

もので、代理人登録とは、事業者の代表者や代理人への委任権限を有する担当者から

入札業務、契約業務に関する権限の委任を受けた者等を登録する場合に必要となるも

のです。

ただ、代理人を登録するには代表者が登録されている必要がありますので、事業者

内（社内、担当部署等）で調達ポータルに代表者登録が完了しているかどうか確認し

て登録を行って下さい。

【問47】

電子調達システムは２４時間稼働しているのか。

また、申請・入札等が出来ない時間があるのか。

【答】

電子調達システムは、24時間365日利用可能となっています。

（システムメンテナンス時を除きます）

【問48】

入札書を提出するタイミングは。

【答】

入札公告に指定された期間内に行っていただくことになるので、入札公告等でご確

認下さい。

【問49】
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入札結果が判明するのは何時か。

【答】

入札開札後に電子調達システムにより手続きが終了次第、開札結果が送付されるこ

とになっています。

【問50】

落札者決定通知書は入札参加者全員に送信されるのか。

【答】

全員に送信されます。

【問51】

再入札が同日に行われる場合、入札開始・締め切り時間の通知は、電子調達シス

テムで発行されるのか。

【答】

電子調達システムで入札に参加している場合には、電子調達システムによりお知ら

せすることになります。

【問52】

再入札を紙入札に変更することは可能か。

（入札締め切り時間内に紙入札の申請を行い、入札書の持参が可能な場合）

【答】

電子調達システムで入札に参加している場合、再入札を紙による入札に変更するこ

とができるのは、電子調達システムに通信障害等のトラブルが発生した場合に限りま

す。

【問53】

電子調達システム用の「パソコン」、「ＩＣカードリーダ」は、複数の会社で共有

できるのか。（数社で協同組合を結成しているため）

※電子証明書（ＩＣカード）は、それぞれの会社で取得。
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【答】

カードリーダの共有は可能ですが、パソコンを共有する場合は、電子証明書が同じ

認証局であることが前提となります。

【問54】

共有できる場合の「パソコン」、「ＩＣカードリーダ」の設定があるか。

【答】

ICカードリーダの設定は特にありませんが、パソコンについては、取得した電子証

明書の認証局にご確認下さい。

【問55】

「パソコン」、「ＩＣカードリーダ」を共有する社のＡ社が（１号物件）、Ｂ社が

（２号物件）、Ｃ社が（３号物件）など複数の案件にそれぞれ申請する場合、申請、

入札、再入札で「ＩＣカード」を入れ替えるタイミングは。

【答】

入札公告等で指定された期間内で、それぞれの電子証明書を使って申請等行ってい

ただくことになります。

【問56】

システム上で、任意の番号でとはなっているが「くじ番号」を入力する数字は、

システム先から送られている「くじ番号」なのか。

【答】

申請者が任意に登録した３桁の番号になります。

【問57】

「くじ番号」が他の者と重複した場合、「エラー表示」されるのか。

【答】

電子調達システムのくじ番号は、各業者が任意に登録した電子くじ番号（３桁）に
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入札書が受け付けられた時間のミリ秒（３桁）を加算して求められていることから重

複することはありません。

【問58】

紙入札時は、「申請書」や「資格審査結果通知書（全省庁統一）」と同時に技術提

案書を提出していたが、電子調達システム上でも、同時提出とするのか。

【答】

申請書と同時に提出していただくことになります。

なお、容量が大きい場合には、次の内容を記載した書面（様式は自由）を電子調達

システムにより、申請書等として送信し指定された送付先等に送付等することになり

ます。

① 郵送、電送又は電子メールする旨の表示

② 郵送、電送又は電子メールする書類の目録

③ 郵送、電送又は電子メールする書類のページ数

④ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号

【問59】

電子入札システムと電子調達システムを同じパソコンで使用できないことは理解

できたが、現在、電子入札用の「ICカード」を保有しており、そのカードで電子調

達システムで利用することは可能か。

【答】

電子調達システム対応の認証局の電子証明書であれば、利用可能であることから、

お持ちの電子証明書の認証局にご確認下さい。


