
入札契約手続きで問い合わせが 
多い事項等について 

日時：平成29年1月30日（月） 

場所：大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー） 

    2階 咲洲ホール 

            大阪府総務部契約局 



目 次 

・契約局ホームページについて             2-  6 

・入札案件の確認方法について             7-14 

・入札日程について                15-18 

・受注希望工種について              19-27 

・参加資格確認申請書の提出及び                  
      参加資格確認通知書の確認等について      28-46  
・建設工事競争入札参加資格の総合評定値及び 
      等級区分（ランク付け）について              47-56 

・その他                                                     57-58 
 
 
  

1 



Ｑ１ 大阪府契約局ホームページの場所が分かりません。 
 

Ａ１ 大阪府ホームページ「よく見られるページ」から行くこと 

ができます。 
 

Ｑ２ 入札案件を見たいのですが。 
 

Ａ２ 大阪府契約局ホームページの「案件情報検索」から入札公告 

案件を検索することができます。 
 

Ｑ３ 入札結果を見たいのですが。 
 

Ａ３ 大阪府契約局ホームページの「入札結果」から入札結果情報を 

検索することができます。 
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3 

契約局ホームページについて①（QA1） 



4 

契約局ホームページについて②（QA1） 



5 

契約局ホームページについて③（QA1） 
 



6 

契約局ホームページについて④（QA1） 



7 

入札案件の確認方法について①（QA2～3） 



8 

入札案件の確認方法について②（QA2～3） 
 



9 

入札案件の確認方法について③（QA2～3） 



10 

入札案件の確認方法について④（QA2～3） 



11 

入札案件の確認方法について⑤（QA2～3） 



12 

入札案件の確認方法について⑥（QA2～3） 



13 

入札案件の確認方法について⑦（QA2～3） 



14 

入札案件の確認方法について⑧（QA2～3） 



Ｑ４ 建設工事の入札って何曜日に公告されますか？ 
 

Ａ４ 部局ごとに入札公告曜日が固定されています。 
 

Ｑ５ 住宅まちづくり部の入札公告って何曜日ですか？ 
 

Ａ５ 住宅まちづくり部の入札公告曜日は木曜日です。 
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16 

入札日程について①（QA4～5） 
    建設工事における入札公告の固定曜日一覧（平成 28年度の場合） 

部局 公告日の固定曜日 

住宅まちづくり部 木曜日 

都市整備部 

（本庁を除く） 

火曜日 金曜日 

建築一式工事 

電気工事 

管工事 

設備補修工事 

電気通信工事 

下水道施設防食補修工事 

土木一式工事 

舗装工事 

造園工事 

交通安全施設工事 

フェンス工事 

橋梁補修・補強工事 

塗装工事 

しゅんせつ工事 

法面処理工事 

鋼橋上部工事 

ＰＣ橋上部工事 

電気防食工事 

プラント機械設備工事   プラント電気設備工事   プラント電気通信設備工事 

環境農林水産部 

水曜日 
土木一式工事以外 

金曜日 
土木一式工事 

プラント機械設備工事   プラント電気設備工事   プラント電気通信設備工事 

教育庁 水曜日、金曜日 

警察本部 水曜日 

府民文化部 
（万博記念公園事務所） 

金曜日 

上記以外 固定曜日はありません 

   （注意事項）   ※上記公告曜日が祝日等の閉庁日に該当する場合は、翌週の該当曜日の公告となりますのでご注意ください。 

※なお、ランク・予定価格等により随時公告（固定曜日以外）となる場合があります。 
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入札日程について②（QA4～5） 



18 

入札日程について③（QA4～5） 



Ｑ６ 受注希望工種の登録が無いため、入札参加資格が無いと通知が 

ありました。システムで登録していると思いますが？ 
 

Ａ６ 受注希望工種は、発注担当部ごとに申請する必要があります。 

   発注担当部は、次の４区分です。 

     ①都市整備部・環境農林水産部・ 

住宅まちづくり部（タウン推進局）・ 

府民文化部（万博公園事務所） 

     ②住宅まちづくり部（タウン推進局を除く） 

     ③教育庁（教育委員会）  

     ④警察本部 

   都市整備部で受注希望工種を申請している場合でも、住宅ま 

ちづくり部の入札案件に参加する場合は、住宅まちづくり部 

の受注希望工種を申請する必要があります。 
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Ｑ７ 都市整備部の入札案件に、「土木」で受注希望工種を申請して、 

入札に参加しています。住宅まちづくり部の入札案件には「建 

築」の受注希望工種で参加したいと思いますが、可能でしょうか？ 
 

Ａ７ 受注希望工種は、４区分の発注担当部ごとに別々に申請するこ 

とが可能です。大阪府電子調達（電子入札）システムから、住 

宅まちづくり部の受注希望工種を「建築」で申請してください。 

   なお、既に住宅まちづくり部の受注希望工種を「土木」で申請 

済の場合でも、今年度初めて住宅まちづくり部の入札に参加す 

る場合であれば、受注希望工種の変更が可能です。 

※なお、受注希望工種を変更できるのは、年度内に１回限り 

です。再変更はできませんのでご注意ください。 
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Ｑ８ 受注希望工種の申請は、どのように行えばよいでしょうか？ 
 

Ａ８ 大阪府電子調達（電子入札）システムのホームページから、 

電子申請することができます。 

受注希望工種の確認及び変更（年度内に１回限り）も同様に 

電子申請することができます。 

なお、申請は、平日（土、日曜日及び休日を除く。）の午前 

９時から午後６時までにお願いします。 

また、登録はおおむね２０～３０分で完了しますが、入札参 

加申請期間に注意の上、余裕をもって申請してください。 
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22 

受注希望工種について①（QA6～8） 



23 

受注希望工種について②（QA6～8） 



24 

受注希望工種について③（QA6～8） 



25 

受注希望工種について④（QA6～8） 



26 

受注希望工種について⑤（QA6～8） 



27 

受注希望工種について⑥（QA6～8） 



Ｑ９ 大阪府電子調達（電子入札）システムで、調達案件一覧から「入札参加資格

確認申請書」を提出すると、「参加資格確認申請書受信確認通知」が表示さ

れました。入札書の提出期間となり、入札書を提出しようとしたところ、提

出ができませんでした。なぜ？ 
 

Ａ９ 自動審査の結果、入札への参加資格が無かったからです。 

大阪府電子調達（電子入札）システムで、「入札参加資格確認申請書」の提

出があると、「参加資格確認申請書受信確認通知」が画面に表示されます。

これは「入札参加資格確認申請書」をシステムで受信したことに関する通知

です。（参加申請受付票も同様です。） 

自動審査を行った結果、入札への参加資格が有るか無いかは、別に「参加

資格確認通知書」として表示されますので、必ずそちらを確認してく

ださい。 

※なお、調達案件一覧にある参加資格確認申請の再提出／取下げ欄が、再提

出と表示されている場合は、自動審査の結果、入札への参加資格が無い状態

です。「参加資格確認通知書」を確認してください。 
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Ｑ10「参加資格確認通知書」を確認したところ、参加資格が「無し」となっていました。 

理由欄を確認すると「経営事項審査の結果通知書の写しを開札日に提出されることが申告

されていません。」と表示されています。 

なお、入札公告の入札参加資格「経営事項審査の審査基準日」に記載されている審査基準

日以降の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が手元にあります。 

入札参加資格が無い理由に対して、疑義がありますが、どうすれば良いでしょうか？ 
 

Ａ10 「参加資格確認通知書」の下段に記載されている期限内に、大阪府電子調達（電子入札）

システムから質問（説明要求）してください。 

   なお、入札書の提出期間中など、「参加資格確認通知書」に記載されている期限を過ぎて

いる場合や、電話などによる問い合わせには対応できません。 

「入札参加資格確認申請書」を提出した後は、必ず「参加資格確認通知書」で、入

札への参加資格が有るか無いかを確認を行い、質問される場合は、システムにある「質問

回答」から「「参加資格なし/非指名/非選定/非特定」の理由請求」を選択して、質問して

ください。 
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Ｑ11 入札に対する質問があります。どうすれば良いでしょうか？ 
 

Ａ11 大阪府電子調達（電子入札）システムから質問（説明要求）してください。 

質問は、システムにある「質問回答」から、下記のとおり、該当する質問内容に応じて選択

し、質問してください。 

①入札説明書等は、「入札説明書・案件内容」 

②設計図書等は、「設計図書」 

③実績申告書や技術審査資料、技術提案資料は「設計図書」 
質問内容欄には、必ず「実績申告書」や「技術審査資料」、「技術提案資料」に関する質問である旨を記入して質問

してください。 

記入のない場合は、設計図書等に対する質問とみなし、「技術審査資料」、「技術提案資料」に対する質問の最終回

答日までに回答が無い場合があります。 

④予定価格に対する疑義は、「予定価格質疑」 

※質問内容に応じて、それぞれ質問期間を設定しています。入札公告の発注スケジュールに、

質問・質疑期間を記載していますのでご確認ください。 

※質問期間外や電話での質問には、回答できませんのでご注意ください。 
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31 

参加資格確認申請書の提出及び参加資格確認通知書の確認等について①（QA9～11） 
 



32 

参加資格確認申請書の提出及び参加資格確認通知書の確認等について②（QA9～11） 
 



33 

参加資格確認申請書の提出及び参加資格確認通知書の確認等について③（QA9～11） 
 



34 

参加資格確認申請書の提出及び参加資格確認通知書の確認等について④（QA9～11） 
 



35 

参加資格確認申請書の提出及び参加資格確認通知書の確認等について⑤（QA9～11） 
 



参加資格確認申請書の提出及び参加資格確認通知書の確認等について⑥（QA9～11） 
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37 

参加資格確認申請書の提出及び参加資格確認通知書の確認等について⑦（QA9～11） 
 



Ｑ12 府内業者です。住宅まちづくり部の入札案件である撤去工事に参加

申請をしたところ、自動審査の結果、「参加資格なし」となりまし

た。とび・土工・コンクリートが５００点あり、地元点１００点を

加算すると、６００点です。 

入札案件の総合評定値は、府内業者５９０点以上となっているので、

参加できない理由を教えてください。 
 

Ａ12 お問い合わせの住宅まちづくり部の入札案件である撤去工事につ

いては、総合評定値を府内業者５９０点以上、府外業者６９０点以

上と、府内業者の地元点１００点分を考慮した入札参加要件として

おります。 
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39 

参加資格確認申請書の提出及び参加資格確認通知書の確認等について⑧（QA9～12） 
 



40 

参加資格確認申請書の提出及び参加資格確認通知書の確認等について⑨（QA9～12） 
 



41 

参加資格確認申請書の提出及び参加資格確認通知書の確認等について⑩（QA9～12） 
 



42 

参加資格確認申請書の提出及び参加資格確認通知書の確認等について⑪（QA9～12） 
 



43 

参加資格確認申請書の提出及び参加資格確認通知書の確認等について⑫（QA9～12） 
 



44 

参加資格確認申請書の提出及び参加資格確認通知書の確認等について⑬（QA9～12） 
 



参加資格確認申請書の提出及び参加資格確認通知書の確認等について⑭（QA9～12） 
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46 

参加資格確認申請書の提出及び参加資格確認通知書の確認等について⑮ 
 



Ｑ13 府内業者です。都市整備部の入札案件である橋梁補修工事（鋼構造物工事）

に参加申請をしたところ、自動審査の結果、「参加資格なし」となりました。

最新（H28.4.1）の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」では、

鋼構造物工事の総合評定値が９１０点あります。案件の総合点数は、府内業

者９００点以上となっているので、参加できない理由を教えてください。 
 

Ａ13 平成２８年度大阪府建設工事入札参加資格者名簿及び審査結果をご確認く

ださい。 

   大阪府入札参加資格審査要綱第６条第３項の規定により、平成２６年６月３

０日以降のもので、平成２８年１月３１日時点での有効な経営事項審査結果

に基づき、平成２８年度の等級区分（ランク付け）及び総合点数の見直しを

実施しております。 

なお、年度途中に変更があっても平成２８年度の等級区分（ランク付け）及

び総合点数の変更を行うことはできません。 
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48 

建設工事競争入札参加資格の総合評定値及び等級区分（ランク付け）について①（QA13） 
 



49 

建設工事競争入札参加資格の総合評定値及び等級区分（ランク付け）について②（QA13） 
 



50 

建設工事競争入札参加資格の総合評定値及び等級区分（ランク付け）について③（QA13） 
 



51 

建設工事競争入札参加資格の総合評定値及び等級区分（ランク付け）について④（QA13） 
 



52 

建設工事競争入札参加資格の総合評定値及び等級区分（ランク付け）について⑤（QA13） 
 



53 

建設工事競争入札参加資格の総合評定値及び等級区分（ランク付け）について⑥（QA13） 
 



54 

建設工事競争入札参加資格の総合評定値及び等級区分（ランク付け）について⑦（QA13） 
 



55 

建設工事競争入札参加資格の総合評定値及び等級区分（ランク付け）について⑧（QA13） 



56 

建設工事競争入札参加資格の総合評定値及び等級区分（ランク付け）について⑨（QA13） 
 



Ｑ14 パソコンの調子が悪くなったり、通信状況によってシステムに入れなくなったらど

うしたらいいのですか？ 
 

Ａ14 修理等に時間がかかる場合は、契約局に備えているサポート用のパソコンから手続

きを行うことが可能です。 

 

事前に契約局入札担当者まで、以下内容をご連絡ください。 

①来庁される日時 

②来庁される方のお名前（会社名等は不要） 

③利用されているＩＣカードの会社名 

 

   来庁される際には、以下内容等を保存した(する)ＵＳＢメモリを持参してください。 

①条件付一般競争入札参加申込書や工事費内訳書などの 

 システムにより提出する書類（電子データ） 

②交付される設計図書など 

 
参加申請や入札書の提出など、システムによる受付に相当の時間が必要となります。 

契約局に来庁される日時は、余裕をもって設定してください。 
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Ｑ15 パソコンやシステムの操作に不安があります。 
 

Ａ15 「大阪府電子調達 ヘルプデスク」にご相談ください！ 

   平日 9 時から 17 時 30 分まで（土曜、日曜、休日を除く） 

０６―４４００―５１８０ 
   午後２時半～３時半は、やや電話のつながりにくい時間帯となっております。 

ヘルプデスクご利用の際は、できるだけ余裕のある時間帯でのお電話をお願い 

します。 

    ※事前に操作マニュアルなどをよく読んでください。  

電話の前に、府のホームページでの FAQ などで該当する項目がないか 

確認いただくようお願いします。  

電話される場合は、手元に操作マニュアル、お使いのパソコンのマニュアル、 

インターネットブラウザソフトやウィンドウズのバージョンが判る資料を 

準備してください。  

できれば、パソコンの状態や画面を確認できる場所からお電話ください。  

お使いのパソコンや回線等の障害によるトラブルには対応に限界があります。  

 
大阪府電子調達（入札）システムＦＡＱ 

58 


