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４．８ 簡易公募型/公募型プロポーザル 

簡易公募型/公募型プロポーザルとは、発注者が業者の参加を公示により募り、見積参加希

望者の技術力などを判断するための技術提案書などの提出を求めます。発注者は提出された

技術提案書などをもとに審査し、その結果選定された業者が見積を行う方式です。参加する

場合は、まず参加表明書を提出します。審査の結果、発注者から選定通知書を受けた業者が、

簡易公募型/公募型プロポーザルに参加できます。 

（１） 業務の流れ 

 

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 



４．８ 簡易公募型/公募型プロポーザル 

4－92 

（２） 参加表明書の提出 

簡易公募型/公募型プロポーザルに参加する場合は、まず入札参加の意思を表明して審査を

受けるための参加表明書を提出します。 

《調達案件一覧》画面で案件情報を確認し、参加表明書を提出します。 

参加表明書には、必要に応じて関係書類を添付し、提出します。 

操 作 

① 《調達案件検索》画面で検索条件を入力し、調達案件一覧をクリックします。 

●調達案件検索の操作は、3.2調達案件検索 P.3-4を参照してください。 

② 《調達案件一覧》画面で、参加表明書を提出する案件の競争参加資格確認申請/参加表
明書/技術資料欄の提出欄の提出をクリックします。 

② 
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▼△アドバイス△▼ 

調達案件概要の確認 

 

調達案件情報の詳細を確認したい場合は、調達案件情報の調達案件名称欄の名称をクリックす

ると、別ウィンドウで調達案件概要が表示されます。 

閉じるをクリックすると、《調達案件概要》画面が閉じられます。 
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《参加表明書》画面が表示されます。 

③ 特定 JVとして参加する場合は、「JV参加」の□をクリックし、チェックを付けます。 

●経常 JVとして参加する場合は、□にチェックは付けないでください。 

●チェックを付けると、「共同企業体名称」が入力できます。 

●JVとして参加する場合の取り扱いは、発注者によって異なる場合があります。 

 ここで説明している方式以外に、別途個別の企業としてあらかじめ登録しなければ 

 ならない場合もありますので、該当する発注者にご確認ください。 

④ 「商号（連絡先名称）」、「連絡先氏名」、「連絡先住所」、「連絡先電話番号」、「連絡先
E-Mail」を確認します。 

●利用者登録で登録した情報が表示されます。 

変更する場合は、項目を再度入力します。 

⑤ 画面を下へスクロールします。 

関係書類など、発注者が添付ファイルによる提出を指定しているものは、あらかじめ作成し

たファイルを添付します。 

添付ファイルの名称は、発注者から指定がある場合は、その指定に従い、指定がない場合は、

企業名と書類名を付けるなどして、「誰が」「何を」提出するものか分かりやすいものとして

ください。ファイルサイズはシステム側での自動圧縮後のサイズで合計 1MBまでです。 

必ず、最新のウイルス定義ファイルに更新したウイルス対策ソフトにより、ウイルスチェッ

クを行ってから、添付してください。 

⑥ 添付資料の参照をクリックします。 

④ 

⑥ 

③ 
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⑦ ファイルを保存してある場所から、添付ファイルを選択し、開くをクリックします。 

 

▼△注 意△▼ 

連絡先などの変更入力 

 

表示される連絡先などの情報は、利用者登録で登録した情報です。 

｢部署｣、｢担当者｣、｢住所｣、｢電話番号｣、｢E-Mail｣を案件ごとに変更できます。 

ただし、変更した連絡先などはこの案件だけで有効です。 

⑦ 
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⑧ 添付資料追加をクリックします。 

添付資料の横のボックスに選択した添付資料が追加されます。 

●添付資料を開くで選択したあと、必ず、添付資料追加をクリックします。 

 参照の横のボックスのファイル名は残って表示されます。 

 添付した資料を表示する場合は、表示をクリックします。 

 添付した資料を削除する場合は、削除をクリックします。 

複数の資料を添付する場合は、⑥～⑧の操作を繰り返します。 

参加表明書の入力を中止する場合は、戻るをクリックし、《調達案件一覧》画面に戻ります。 

 

⑧ 
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⑨ 内容を確認し、提出内容確認をクリックします。 

 
 

 
 
 
 
 

⑨ 

 

▼△注 意△▼ 

「表示」ボタンついて 

 

Windows XP SP3以降、表示ボタンを押して添付ファイルの内容を表示することができなくなり

ました。（表示ボタンを押しても反応しません） 

添付ファイルの内容はファイルエクスプローラー等であらかじめ確認しておいてください。 
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《参加表明書》画面が表示されます。 

必要に応じて、参加表明書を印刷します。 

●印刷の操作は、3.3帳票印刷・帳票一覧 P.3-16を参照してください。 

参加表明書を提出します。 

⑩ 内容を確認し、提出をクリックします。 

参加表明書の内容に修正がある場合は、戻るをクリックし、《参加表明書》画面で 
修正します。 

⑩ 
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《参加表明書受信確認通知》画面が表示されます。 

参加表明書が発注者に受信されると、発注者から参加表明書受信確認通知が発行されますの

で、その内容を確認します。 

参加表明書受信確認通知は、参加表明書が正常に送信されたことを証明するものです。 

後から印刷することができないため、必ずこの時点で印刷してください。 

⑪ 印刷をクリックします。 

《参加表明書受信確認通知》画面が表示されます。 

⑫ マウスを右クリックし、メニューから「印刷」をクリックします。 

ブラウザの印刷機能を用いて印刷してください。 

⑬ ブラウザの× (閉じる)をクリックします。 

⑪ 
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⑭ 調達案件一覧をクリックします。 

調達案件一覧は、印刷すると水色に変わります。 

グレー表示のときは、クリックしても《調達案件一覧》画面に戻りませんので、 

必ず参加表明書受信確認通知を印刷してください。 

《調達案件一覧》画面が表示されます。 

●添付資料等の内容に不備があり、再度、提出しなおす必要がある場合は、発注者の許可が

必要です。 

再提出の操作は、P.4-10アドバイスを参照してください。 

⑭ 
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（３） 参加表明書受付票の確認 

参加表明書が発注者に受理されると、参加表明書受付票が発行されます。 

《調達案件一覧》画面で、参加表明書受付票を確認します。 

操 作 

① 「調達案件一覧》画面で、参加表明書受付票を確認する案件の競争参加資格確認申請/ 
参加表明書/技術資料欄の受付票欄の表示をクリックします。 

《参加表明書受付票》画面が表示されます。 

必要に応じて、参加表明書受付票を印刷または保存します。 

●印刷または保存の操作は、3.3帳票印刷・帳票一覧 P.3-16を参照してください。 

《調達案件一覧》画面に戻ります。 
② 戻るをクリックします。 

① 

② 
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（４） 選定/非選定通知書の確認 

発注者は、提出された参加表明書を審査し、その結果、選定の場合は選定通知書、非選定の

場合は非選定通知書を発行します。 

《調達案件一覧》画面で、選定通知書を確認します。 

操 作 

① 《調達案件一覧》画面で、選定通知書を確認する案件の競争参加資格確認申請/参加表
明書/技術資料欄の通知書欄の表示をクリックします。 

《選定通知書》画面が表示されます。 
必要に応じて、選定通知書を印刷または保存します。 

●印刷または保存の操作は、3.3帳票印刷・帳票一覧 P.3-16を参照してください。 

《調達案件一覧》画面に戻ります。 
② 戻るをクリックします。 

① 

② 
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▼△参 考△▼ 

非選定通知書の確認 

 

審査の結果、非選定の場合は、非選定通知書に非選定とした理由や説明要求期限が表示されま

す。説明要求をする場合は、各発注者へお問い合わせください。 

必要に応じて、非選定通知書を印刷または保存します。 

●印刷または保存の操作は、3.3帳票印刷・帳票一覧 P.3-16 を参照してください。 

 

 

▼△注 意△▼ 

過去の選定通知書を表示した際のエラーについて 

過去の通知書を画面表示した際に、以下のようなエラー画面が表示された場合は「了解」ボタ

ンを押してください。 

 

 

なお、本エラー画面が表示された通知書は以下のように「保存」ボタンが表示されませんので

通知書を保管したい場合は「印刷」ボタンで印刷してください。 
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（５） 技術提案書の提出 

選定された受注者は、《調達案件一覧》画面で技術提案書を提出します。 

技術提案書には、必ず必要書類(技術者配置予定調書、施工実績調書など)を添付し、提出し

ます。 

操 作 

① 《調達案件検索》画面で検索条件を入力し、調達案件一覧をクリックします。 
●調達案件検索の操作は、3.2調達案件検索 P.3-4を参照してください。 

② 《調達案件一覧》画面で、技術提案書を提出する案件の技術提案書欄の提出欄の提出を
クリックします。 

② 
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《技術提案書》画面が表示されます。 

③ 特定 JVとして参加する場合は、「JV参加」の□をクリックし、チェックを付けます。 

●経常 JVとして参加する場合は、□にチェックは付けないでください。 

●チェックを付けると、「共同企業体名称」が入力できます。 

●JVとして参加する場合の取り扱いは、発注者によって異なる場合があります。 

 ここで説明している方式以外に、別途個別の企業としてあらかじめ登録しなければ 

 ならない場合もありますので、該当する発注者にご確認ください。 

④ 「商号（連絡先名称）」、「連絡先氏名」、「連絡先住所」、「連絡先電話番号」、「連絡先
E-Mail」を確認します。 

●利用者登録で登録した情報が表示されます。 

変更する場合は、項目を再度入力します。 

⑤ 画面を下へスクロールします。 

配置予定技術者届や技術者の資格・工事経験調書など、発注者が添付ファイルによる提出を

指定しているものは、あらかじめ作成したファイルを添付します。 

添付ファイルの名称は、発注者から指定がある場合は、その指定に従い、指定がない場合は、

企業名と書類名を付けるなどして、「誰が」「何を」提出するものか分かりやすいものとして

ください。ファイルサイズは合計で 1MBまでです。 

必ず、最新のウイルス定義ファイルに更新したウイルス対策ソフトにより、ウイルスチェッ

クを行ってから、添付してください。 

⑥ 添付資料の参照をクリックします。 

④ 

③ 

⑥ 
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⑦ ファイルを保存してある場所から、添付ファイルを選択し、開くをクリックします。 

 

▼△注 意△▼ 

連絡先などの変更入力 

 

表示される連絡先などの情報は、利用者登録で登録した情報です。 

｢部署｣、｢担当者｣、｢住所｣、｢電話番号｣、｢E-Mail｣を案件ごとに変更できます。 

ただし、変更した連絡先などはこの案件だけで有効です。 

⑦ 
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⑧ 添付資料追加をクリックします。 

添付資料の横のボックスに選択した添付資料が追加されます。 

●添付資料を開くで選択したあと、必ず、添付資料追加をクリックします。 

 参照の横のボックスのファイル名は残って表示されます。 

 添付した資料を表示する場合は、表示をクリックします。 

 添付した資料を削除する場合は、削除をクリックします。 

複数の資料を添付する場合は、⑥～⑧の操作を繰り返します。 

技術提案書の入力を中止する場合は、戻るをクリックし、《調達案件一覧》画面に戻ります。 

 

⑧ 
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⑨ 内容を確認し、提出内容確認をクリックします。 

 
 

 
 
 
 

⑨ 

▼△注 意△▼ 

「表示」ボタンついて 

 

Windows XP SP3以降、表示ボタンを押して添付ファイルの内容を表示することができなくなり

ました。（表示ボタンを押しても反応しません） 

添付ファイルの内容はファイルエクスプローラー等であらかじめ確認しておいてください。 
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《技術提案書》画面が表示されます。 

必要に応じて、技術提案書を印刷します。 

●印刷の操作は、3.3帳票印刷・帳票一覧 P.3-16を参照してください。 

技術提案書を提出します。 

⑩ 内容を確認し、提出をクリックします。 

技術提案書の内容に修正がある場合は、戻るをクリックし、《技術提案書》画面で 
修正します。 

⑩ 
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《技術提案書受信確認通知》画面が表示されます。 

技術提案書が発注者に受信されると、発注者から技術提案書受信確認通知が発行されますの

で、その内容を確認します。 

技術提案書受信確認通知は、技術提案書が正常に送信されたことを証明するものです。 

後から印刷することができないため、必ずこの時点で印刷してください。 

⑪ 印刷をクリックします。 

《技術提案書受信確認通知》画面が表示されます。 

⑫ マウスを右クリックし、メニューから「印刷」をクリックします。 

ブラウザの印刷機能を用いて印刷してください。 

⑬ ブラウザの× (閉じる)をクリックします。 
 
 
 
 

⑪ 
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⑭ 調達案件一覧をクリックします。 

調達案件一覧は、印刷すると水色に変わります。 

グレー表示のときは、クリックしても《調達案件一覧》画面に戻りませんので、 

必ず技術提案書受信確認通知を印刷してください。 

《調達案件一覧》画面が表示されます。 

●添付資料等の内容に不備があり、再度、提出しなおす必要がある場合は、発注者の許可が

必要です。 

再提出の操作は、P.4-10アドバイスを参照してください。 

⑭ 
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（６） 技術提案書受付票の確認 

技術提案書が発注者に受理されると、技術提案書受付票が発行されます。 

《調達案件一覧》画面で、技術提案書受付票を確認します。 

操 作 

① 《調達案件一覧》画面で、技術提案書受付票を確認する案件の技術提案書欄の受付票欄
の表示をクリックします。 

《技術提案書受付票》画面が表示されます。 

必要に応じて、技術提案書受付票を印刷または保存します。 

●印刷または保存の操作は、3.3帳票印刷・帳票一覧 P.3-16を参照してください。 

《調達案件一覧》画面に戻ります。 
② 戻るをクリックします。 

① 

② 
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（７） 特定/非特定通知書の確認 

発注者は、提出された技術提案書を審査し、その結果、特定の場合は特定通知書、非特定の

場合は非特定通知書を発行します。 

《調達案件一覧》画面で、特定通知書を確認します。 

操 作 

① 《調達案件一覧》画面で、特定通知書を確認する案件の技術提案書欄の通知書欄の表示
をクリックします。 

《特定通知書》画面が表示されます。 

必要に応じて、特定通知書を印刷または保存します。 

●印刷または保存の操作は、3.3帳票印刷・帳票一覧 P.3-16を参照してください。 

《調達案件一覧》画面に戻ります。 
② 戻るをクリックします。 

① 

② 
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▼△参 考△▼ 

非特定通知書の確認 

 

審査の結果、非特定の場合は、非特定通知書に非特定とした理由や説明要求期限が表示されま

す。説明要求をする場合は、各発注者へお問い合わせください。 

必要に応じて、非特定通知書を印刷または保存します。 

●印刷または保存の操作は、3.3帳票印刷・帳票一覧 P.3-16 を参照してください。 

 

 


