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３．４ 業務フロー図 

（１） 一般競争入札 

 

入札書受信確認通知の確認 P.5-11 

入札書受付票の発行 

調達案件検索 P.3-4 

競争参加資格確認申請書の提出 P.4-2 

競争参加資格確認申請書受信確認通知の確認 P.4-8 

競争参加資格確認通知書の確認 P.4-12 

入札書提出 P.5-2 

落札者決定通知書の確認 P.5-25 

競争参加資格確認申請書受付票の確認 P.4-11 

 
競争参加資格確認申請書受付票の発行 

 

競争参加資格確認通知書の発行 

 

資格有りの場合 

審 査 

入札参加者 発注者 

調達案件登録 

開札結果承認 

開札状況登録 

内訳書の確認 

入札書受付票の確認 P.5-17 

入札締切通知書の確認 P.5-22 入札締切通知書の発行 
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（２） 事後審査型一般競争入札 

入札書受信確認通知の確認 P.5-11 

入札書受付票の発行 

調達案件検索 P.3-4 

入札参加申込書の提出 P.4-133 

入札書提出 P.5-2 

落札者決定通知書の確認 P.5-25 

入札参加受付票の確認 P.4-141 

 

入札参加申込書受付票の発行 

 

審 査 

入札参加者 発注者 

調達案件登録 

開札結果承認 

開札状況登録（事後審査） 

内訳書の確認 

入札書受付票の確認 P.5-17 

入札締切通知書の確認 P.5-22 入札締切通知書の発行 

落札候補者決定通知書の確認 P.5-30 開札結果承認 

開札状況登録 

事後審査書類の提出（郵送など） 
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（３） 指名競争入札 

 

 

調達案件検索 P.3-4 

受領確認書の提出 P.4-18 

受領確認書受信確認通知の確認 P.4-19 受領確認書の受信確認 

審 査 

入札参加者 発注者 

調達案件登録 

指名通知書の発行 指名通知書の確認 P.4-15 

入札書受信確認通知の確認 P.5-11 

入札書受付票の発行 

入札書提出 P.5-2 

落札者決定通知書の確認 P.5-25 開札結果承認 

開札状況登録 

内訳書の確認 

入札書受付票の確認 P.5-17 

入札締切通知書の確認 P.5-22 入札締切通知書の発行 
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（４） 公募型指名競争入札 

 

 

 

 

調達案件検索 P.3-4 

技術資料の提出 P.4-23 

技術資料受信確認通知の確認 P.4-28 

指名/非指名通知書の確認 P.4-31 

技術資料受付票の確認 P.4-30 技術資料受付票の発行 

指名/非指名通知書の発行 

審 査 

入札参加者 発注者 

調達案件登録 

入札書受信確認通知の確認 P.5-11 

入札書受付票の発行 

入札書提出 P.5-2 

落札者決定通知書の確認 P.5-25 

指名された場合 

開札結果承認 

開札状況登録 

内訳書の確認 

入札書受付票の確認 P.5-17 

入札締切通知書の確認 P.5-22 入札締切通知書の発行 
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（５） 工事希望型指名競争入札 

 

 

入札書受信確認通知の確認 P.5-11 

調達案件検索 P.3-4 

技術資料の提出 P.4-38 

技術資料受信確認通知の確認 P.4-42 

入札書提出 P.5-2 

入札書受付票の確認 P.5-17 

落札者決定通知書の確認 P.5-25 

受領確認書の受信確認 

入札参加者 発注者 

調達案件登録 

入札書受付票の発行 

開札結果承認 

開札状況登録 

内訳書の確認 

提出依頼書の発行 提出依頼書の確認 P.4-35 

入札書締切通知書の発行 入札締切通知書の確認 P.5-22 

指名/非指名通知書の確認 P.4-46 

技術資料受付票の確認 P.4-45 技術資料受付票の発行 

指名された場合 

審 査 

指名/非指名通知書の発行 

審 査 
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（６） 随意契約 

 

 

 

 

 

調達案件検索 P.3-4 

提出意思確認書の提出 P.4-53 

提出意思確認書受信確認通知の確認 P.4-54 

見積書提出 P.6-2 

見積書受付票の確認 P.6-13 

決定通知書の確認 P.6-21 

提出意思確認書の受信確認 

審 査 

見積参加者 発注者 

調達案件登録 

見積書受付票の発行 

開札結果承認 

開札状況登録 

見積依頼通知書の発行 見積依頼通知書の確認 P.4-50 

見積書締切通知書の発行 見積締切通知書の確認 P.6-18 

提出意思確認書受付票の確認 P.4-57 提出意思確認書受付票の発行 

内訳書の確認 
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（７） 簡易公募型/公募型競争入札 

 

 

調達案件検索 P.3-4 

参加表明書の提出 P.4-59 

参加表明書受信確認通知の確認 P.4-64 

指名/非指名通知書の確認 P.4-68 

参加表明書受付票の確認 P.4-67 参加表明書受付票の発行 

指名/非指名通知書の発行 

審 査 

入札参加者 発注者 

調達案件登録 

入札書受信確認通知の確認 P.5-11 

入札書受付票の発行 

入札書提出 P.5-2 

落札者決定通知書の確認 P.5-25 

指名された場合 

開札結果承認 

開札状況登録 

入札書受付票の確認 P.5-17 

入札締切通知書の確認 P.5-22 入札締切通知書の発行 

内訳書の確認 
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（８） 簡易指名型/指名型プロポーザル 

 

 

調達案件検索 P.3-4 

提出意思確認書の提出 P.4-75 

提出意思確認書受信確認通知の確認 P.4-76 

審 査 

見積参加者 発注者 

調達案件登録 

提出要請通知書の発行 提出要請通知書の確認 P.4-72 

技術提案書受付票の確認 P.5-88 

技術提案書の提出 P.5-80 

提出意思確認書受付票の発行 提出意思確認書受付票の確認 P.5-79 

技術提案書受付票の発行 

技術提案書受付票の発行 

特定/非特定通知書の発行 特定/非特定通知書の確認 P.5-89 

見積書提出 P.6-2 

見積書受付票の確認 P.6-13 見積書受付票の発行 

決定通知書の確認 P.6-21 開札結果承認 

開札状況登録 

見積書締切通知書の発行 見積締切通知書の確認 P.6-18 

技術提案書受信確認通知の確認 P.4-86 
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（９） 簡易公募型/公募型プロポーザル 

 

調達案件検索 P.3-4 

参加表明書の提出 P.4-92 

参加表明書受信確認通知の確認 P.4-99 

選定/非選定通知書の確認 P.4-102 

参加表明書受付票の確認 P.4-101 参加表明書受付票の発行 

選定/非選定通知書の発行 

審 査 

見積参加者 発注者 

調達案件登録 

技術提案書受付票の確認 P.4-112 

技術提案書の提出 P.4-104 

技術提案書受付票の発行 
技術提案書受付票の発行 

特定/非特定通知書の発行 特定/非特定通知書の確認 P.4-113 

見積書提出 P.6-2 

見積書受付票の確認 P.6-13 見積書受付票の発行 

決定通知書の確認 P.6-21 開札結果承認 

開札状況登録 

見積書締切通知書の発行 見積締切通知書の確認 P.6-18 

技術提案書受信確認通知の確認 P.4-110 
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（１０） 簡易型制限付き一般競争入札 

 

 

調達案件検索 P.3-4 

審 査 

入札参加者 発注者 

調達案件登録 

入札書受信確認通知の確認 P.5-11 

入札書受付票の発行 

入札書提出 P.5-2 

落札者決定通知書の確認 P.5-25 開札結果承認 

開札状況登録 

入札書受付票の確認 P.5-17 

入札締切通知書の確認 P.5-22 入札締切通知書の発行 

内訳書の確認 
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（１１） 代表通知型指名競争入札 

 

 

調達案件検索 P.3-4 

特定建設工事共同企業体建設工事入札参加資

格審査申請の提出 P.4-120 

特定建設工事共同企業体建設工事入札参加資

格審査申請受信確認通知の確認 P.4-126 

審 査 

入札参加者 発注者 

調達案件登録 

代表構成員選定通知書の発行 代表構成員選定通知書の確認 P.4-117 

審査申請受付票の発行 審査申請受付票の確認 P.4-128 

指定/非指定通知書の発行 指定/非指定通知書の確認 P.4-129 

入札書提出 P.5-2 

入札書受付票の確認 P.5-17 入札書受付票の発行 

落札者決定通知書の確認 P.5-25 開札結果承認 

開札状況登録 

内訳書の確認 

入札書締切通知書の発行 入札締切通知書の確認 P.5-22 


