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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.5-12 

入札書受付票の発行 

調達案件検索 P.3-5 

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.4-11 

競争参加資格確認通知書の確認 P.4-17 

入札書提出 P.5-2 

落札者決定通知書の確認 P.5-45 

競争参加資格確認申請書受付票の確認 P.4-15 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.5-33 

入札締切通知書の確認 P.5-41 入札締切通知書の発行 
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（２） 指名競争入札 

 

 

調達案件検索 P.3-5 

受領確認書の提出 P.4-24 

受領確認書受信確認通知の確認 P.4-27 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.4-21 

入札書受信確認通知の確認 P.5-12 

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.5-45 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.5-33 

入札締切通知書の確認 P.5-41 入札締切通知書の発行 



３．４ 業務フロー図 

3－38 

（３） 公募型指名競争入札 

 

 

 

調達案件検索 P.3-5 

技術資料の提出 P.4-31 

技術資料受信確認通知の確認 P.4-40 

指名/非指名通知書の確認 P.4-45 

技術資料受付票の確認 P.4-43 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.5-12 

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.5-45 

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.5-33 

入札締切通知書の確認 P.5-41 入札締切通知書の発行 
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（４） 公募型競争入札 

 

調達案件検索 P.3-5 

参加表明書の提出 P.4-49 

参加表明書受信確認通知の確認 P.4-57 

指名/非指名通知書の確認 P.4-62 

入札書提出 P.5-2 

入札書受付票の確認  P.5-33 

落札者決定通知書の確認 P.5-45 

参加表明書受付票の確認 P.4-60 参加表明書受付票の発行 

指名/非指名通知書の発行 

指名された場合 

審 査 

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 

入札書締切通知書の発行 

入札書受信確認通知の確認 P.5-12 

入札締切通知書の確認 P.5-41 
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（５） 公募型プロポーザル 

 

調達案件検索 P.3-5 

参加表明書受信確認通知の確認 P.4-74 

選定/非選定通知書の確認 P.4-79 

見積書提出 P.6-2 

見積書受付票の確認 P.6-25 

決定通知書の確認 P.6-37 

選定/非選定通知書の発行 

 

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 

参加表明書受付票の発行 

参加表明書の提出 P.4-66 

見積締切通知書の発行 見積締切通知書の確認 P.6-33 

技術提案書の提出 P.4-82 

技術提案書受付票の発行 

 

技術提案書受付票の確認 P.4-92 

審 査 

特定/非特定通知書の発行 

 

特定/非特定通知書の確認 P.4-94 

参加表明書受付票の確認 P.4-77 

技術提案書受信確認通知の確認 P.4-89 

選定された場合 

特定された場合 
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（６） 標準プロポーザル 

 

調達案件検索 P.3-5 

提出意思確認書の提出 P.4-102 

提出意思確認書受信確認通知の確認 P.4-105 

見積書提出  P.6-2 

見積書受付票の確認 P.6-25 

決定通知書の確認 P.6-37 

提出意思確認書受付票の発行 

 

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 

提出要請書の発行 提出要請書の確認 P.4-98 

見積締切通知書の発行 見積締切通知書の確認 P.6-33 

提出意思確認書受付票の確認 P.4-108 

技術提案書の提出 P.4-110 

技術提案書受付票の発行 

 

技術提案書受信確認通知の確認 P.4-117 

審 査 

特定/非特定通知書の発行 

 

特定/非特定通知書の確認 P.4-122 

技術提案書受付票の確認 P.4-120 

特定された場合 
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（７） 工事希望型指名競争入札 

 

 

 

入札書受信確認通知の確認 P.5-12 

調達案件検索 P.3-5 

技術資料の提出 P.4-129 

技術資料受信確認通知の確認 P.4-136 

入札書提出 P.5-2 

入札書受付票の確認 P.5-33 

落札者決定通知書の確認 P.5-45 

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.4-126 

入札書締切通知書の発行 入札締切通知書の確認 P.5-41 

指名/非指名通知書の確認 P.4-141 

技術資料受付票の確認 P.4-139 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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（８） 随意契約 

 

 

 

調達案件検索 P.3-5 

提出意思確認書の提出 P.4-148 

提出意思確認書受信確認通知の確認 P.4-151 

見積書提出 P.6-2 

見積書受付票の確認 P.6-25 

決定通知書の確認 P.6-37 

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.4-145 

見積締切通知書の発行 見積締切通知書の確認 P.6-33 

提出意思確認書受付票の確認 P.4-155 提出意思確認書受付票の発行 



３．４ 業務フロー図 

3－44 

（９） 事後審査型一般競争入札 

 

 

入札書受信確認通知の確認 P.5-12 

入札書受付票の発行 

調達案件検索 P.3-5 

入札参加申込書の提出 P.4-158 

入札参加申込書受信確認通知の確認 P.4-167 

入札書提出 P.5-2 

保留通知書の確認 P.5-45 

入札参加申込書受付票の確認 P.4-170 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 

内訳書の確認 

入札書受付票の確認 P.5-33 

入札締切通知書の確認 P.5-41 入札締切通知書の発行 

落札者決定通知書の確認 P.5-45 開札結果承認 

開札状況登録 


