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2.8. 随意契約(見積合わせ) 

2.8.1. 業務の流れ 

 

2.3.2 入札書提出 
入札書の提出を行います 

3.1.3 入札書受付票受理 
入札書（再入札書・見積書）受付票の確認を行います 

3.1.4 入札締切通知書受理 
入札（再入札・見積）締切通知書の確認を行います 

3.1.7 落札者決定通知書受理 
落札者決定通知書の確認を行います 

3.1.5 再入札通知書受理 
再入札通知書の確認を行います 

3.1.6 再入札書提出 
再入札書の提出を行います 

《再入札の場合》 

3.2.2 見積依頼通知書受理 
見積依頼通知書の確認を行います 

3.2.3 見積書提出 
見積書の提出を行います 

《見積の場合》 

3.2.4 決定通知書受理 
決定通知書の確認を行います 

2.8.2 見積依頼通知書受理 
見積依頼通知書の確認を行います。 

3.3.2 保留通知書受理 
保留通知書の確認を行います 

3.3.3 取止め通知書受理 
取止め通知書の確認を行います 

《保留の場合》 《取止めの場合》 

《日時変更が発生した場合》 

3.3.4 日時変更通知書受理 
日時変更通知書の確認を行います 

《中止通知書の場合》 

3.3.5 中止通知書受理 
中止通知書の確認を行います 

 

作業状況の確認を行う場合 

3.3.6 作業状況確認  
作業状況の確認を行います 
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2.8.2. 見積依頼通知書受理の流れ 

 

 

2.8.2.1 通知書表示 
見積依頼通知書を確認します 

2.8.2.2 通知書印刷 
見積依頼通知書を印刷します 

2.8.2.3 通知書保存 
見積依頼確認通知書を保存します 
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2.8.2.1. 見積依頼通知書を確認するには？ 

 

1.2.1 ログイン 
電子入札システムにログインします 

1.2.2 調達案件検索 
調達案件を検索します 

2.8.2.1 通知書表示 
見積依頼通知書を確認します 

1.2.2.1 調達案件一覧 
登録されている案件の一覧画面を表示します 
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見積依頼通知書を確認するには？ 

 

 

 

 

 

 
発注者から発行される“見積依頼通知書”を閲覧するための一覧画面です。 

画面説明 

 
表示ボタン①を押下します。 
 
 
【補足説明】 
・調達案件名称を押下することにより、調達案件概要を表示します。 
・最新表示ボタンを押下することにより、同じ検索条件で再検索を行い、最新の一覧情報を表示します。 

・
 

ボタンを押下することにより、前ページを表示します。 

・
 

ボタンを押下することにより、次ページを表示します。 

操作手順 

通知書受理 

ログイン 調達案件検索 通知書表示 通知書印刷 通知書保存 

受付票受理 意思確認提出 

① 
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見積依頼通知書を確認するには？ 

 

 

 

 
発注者から発行される“見積依頼通知書”を閲覧するための画面です。 

画面説明 

 
戻るボタン①を押下することにより、調達案件一覧画面に戻ります。 
 
 
 
【次の操作】 
・印刷する場合は、印刷ボタンを押下します（詳細については、『2.8.2.2 見積依頼通知書を印刷するには？』を参照） 
・保存する場合は、保存ボタンを押下します（詳細については、『2.8.2.3 見積依頼通知書を保存するには？」を参照） 
 
【補足説明】 
・署名検証ボタン②を押下することにより、署名検証成否のポップアップが表示されます。 
 

操作手順 

通知書受理 

ログイン 調達案件検索 通知書表示 通知書印刷 通知書保存 

① 

受付票受理 意思確認提出 

② 
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2.8.2.2. 見積依頼通知書を印刷するには？ 

 

1.2.1 ログイン 
電子入札システムにログインします 

1.2.2 調達案件検索 
調達案件を検索します 

2.8.2.2 通知書印刷 
見積依頼通知書を印刷します 

1.2.2.1 調達案件一覧 
登録されている案件の一覧画面を表示します 

2.8.2.1 通知書表示 
見積依頼通知書を確認します 
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見積依頼通知書を印刷するには？ 

 

 

 

 
見積依頼通知書を印刷するための画面です。 

画面説明 

 
印刷ボタン①を押下することにより、新規ウィンドウにて見積依頼通知書印刷画面を表示します。 
 
 

操作手順 

① 

通知書受理 

ログイン 調達案件検索 通知書表示 通知書印刷 通知書保存 

受付票受理 意思確認提出 
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見積依頼通知書を印刷するには？ 

 

 

 

 
【新規ウィンドウ】 
見積依頼通知書を印刷するための画面です。 

画面説明 

 
キーボードの Ctrl+P を押下することにより、見積依頼通知書の印刷が出来ます。 
 
印刷終了後、ブラウザ右上の「×」ボタンで画面を閉じて、見積依頼通知書画面に戻って下さい。 
 
 
【補足説明】 
見積依頼通知書印刷画面での印刷はブラウザの印刷機能をご使用願います。 

操作手順 

通知書受理 

ログイン 調達案件検索 通知書表示 通知書印刷 通知書保存 

受付票受理 意思確認提出 
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2.8.2.3. 見積依頼通知書を保存するには？ 

 

1.2.1 ログイン 
電子入札システムにログインします 

1.2.2 調達案件検索 
調達案件を検索します 

2.8.2.3 通知書保存 
見積依頼通知書を保存します 

1.2.2.1 調達案件一覧 
登録されている案件の一覧画面を表示します 

2.8.2.1 通知書表示 
見積依頼通知書を確認します 
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見積依頼通知書を保存するには？ 

 

 

 

 
見積依頼通知書を保存するための画面です。 

画面説明 

 
保存ボタン①を押下することにより、ファイル保存ダイアログを表示します。 
 
 

操作手順 

通知書受理 

ログイン 調達案件検索 通知書表示 通知書印刷 通知書保存 

受付票受理 意思確認提出 

① 
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見積依頼通知書を保存するには？ 

 

 

 

 

 
【ファイル保存ダイアログ】 
見積依頼通知書を保存するための画面です。 

画面説明 

 
見積依頼通知書を保存する場合は、名前を付けて保存ボタン①を押下します。 
 
※ セキュリティの関係上、直接開かずに一度保存を行いウィルスチェックを行ってから開くことをお勧めします。 
 

操作手順 

通知書受理 

ログイン 調達案件検索 通知書表示 通知書印刷 通知書保存 

受付票受理 意思確認提出 

① 
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見積依頼通知書を保存するには？ 

 

 

 
 

 
【ファイル保存ダイアログ】 
見積依頼通知書を保存するための画面です。 

画面説明 

 
保存する場所①を選択し、ファイル名②を入力後、保存ボタン③を押下します。 
 

操作手順 

通知書受理 

ログイン 調達案件検索 通知書表示 通知書印刷 通知書保存 

受付票受理 意思確認提出 

② 

① 

③ 


