令和４年１⽉１7⽇
⼊札参加業者様
国⽴研究開発法⼈⼟⽊研究所
電⼦⼊札の導⼊について（通知）
⽇頃より国⽴研究開発法⼈⼟⽊研究所の⼊札に御参加頂きありがとうございます。
さて、当所の⼊札におきまして、令和 4 年度より「電⼦⼊札システム」による⼊札を
開始することとなりました。
つきましては、今後のスケジュール、電⼦⼊札に参加するために必要となる準備等に
ついてお知らせします。
【電⼦⼊札の概要】
国⼟交通省が開発した電⼦⼊札コアシステムを基本とし、現⾏の紙による⼊札から開札
までの⼿続きを、インターネットを利⽤して電⼦的に⾏えるようにしたものです。
【電⼦⼊札導⼊の範囲】
○予定価格１００万円を超える⼯事・業務及び物品・役務の⼀般競争⼊札、随意契約
【電⼦⼊札の導⼊スケジュール】
令和４年度４⽉より⼊札⼿続を開始する⼊札案件からの実施を予定しています。
時期

内容

令和４年１⽉から令和４年２⽉まで

・パソコン、インターネットの環境整備
・IC カードの準備

令和４年２⽉下旬

⼊札参加業者向け説明会の開催
※詳細につきましては説明会参加希望者に
別途ご案内します。なお、会場については、
当所の会議室を予定しております。

令和４年３⽉上旬より

電⼦⼊札システムへの登録、操作体験
※詳細につきましては、別途お知らせしま
す

令和４年４⽉より

電⼦⼊札案件の公告を開始
※必要な事項につきましては、随時御連絡させて頂きます。

【電⼦⼊札に参加するための準備】
別紙「⼟⽊研究所の電⼦⼊札に参加するためには」をご覧ください。

【⼟⽊研究所の電⼦⼊札に参加するためには】
電⼦⼊札に参加するためには、次の事前準備が必要です。
※ステップ１〜３は今からご準備頂いて結構です。
令和４年３⽉からの登録、操作体験に向け、お早めの御準備をお願いいたします。
ステップ４は、令和４年３⽉以降の作業となります。（詳細は別途お知らせします）

【ステップ１】パソコン機器の準備
・電⼦⼊札に御利⽤頂くパソコン機器を準備します。
・別紙に指定された要件を満たすパソコンであれば、現在お使いのパソコンでも御利⽤頂
けます。

【ステップ２】インターネット接続環境の整備
・電⼦⼊札に御利⽤頂くインターネット接続環境を整備します。
・別紙に指定された要件を満たすインターネット回線であれば、現在お使いの回線でも御
利⽤頂けます。

【ステップ３】電⼦証明書（IC カード）及びカードリーダの準備
・インターネット上で使⽤者「本⼈」を特定するための電⼦証明書を内蔵した IC カー
ド及びカードリーダ（読み取り機）が必要となります。
・電⼦⼊札コアシステム対応の認証局から購⼊することが必要です。認証局について
は、別紙「電⼦⼊札コアシステム対応⺠間認証局

連絡先情報⼀覧」まで、直接お問合

せください。
・すでに国⼟交通省の電⼦⼊札システムに登録している等、電⼦⼊札コアシステムに対
応する IC カードをお持ちの事業者の⽅は、お持ちの IC カードを利⽤して当所の⼊札に
参加できます。（※すでに電⼦⼊札コアシステムに対応する IC カードをお持ちの⽅も、
ステップ４の登録は別途必要となります）

【ステップ４】電⼦⼊札システムへの登録
・電⼦⼊札システムを利⽤する前に、準備した IC カードを使⽤し、当所の電⼦⼊札シ
ステムに利⽤者登録を⾏う必要があります。
・登録⼿続の詳細につきましては、別途お知らせいたします。
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㟁Ꮚධᮐ䝅䝇䝔䝮䜢⏝䛩䜛㝿䛿䚸ᚲ䛪 㻶㻵㻿㻥㻜 䝣䜷䞁䝖䜢䛤⏝䛟䛰䛥䛔䚹タᐃ䜢⾜䜟䛺䛔ሙྜ䛿ྛ✀㏻▱᭩
䛜ᩥᏐ䛡䛧䛶䛧䜎䛖➼䛾ලྜ䛜㉳䛣䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌
㻻㻿 䛾✀㢮䛻ᛂ䛨䚸ୗグタᐃ䜢⾜䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
䞉㼃㼕㼚㼐㼛㼣㼟㻌㻤㻚㻝䠋㼃㼕㼚㼐㼛㼣㼟㻌㻝㻜 䛾ሙྜ㻌
௨ୗ䛾ᡭ㡰䛻䛶䚸䝣䜷䞁䝖䛾タᐃ䜢⾜䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
䐟㻵㻹㻱 䝥䝻䝟䝔䜱䜢㛤䛟䚹㻌
䐠㼇ヲ⣽タᐃ㼉䝪䝍䞁䜢ᢲୗ䛩䜛㻌
䐡㼇ኚ㼉䝍䝤䜢ᢲୗ䛩䜛䚹㻌
䐢㼇ヲ⣽タᐃ㼉䝪䝍䞁䜢ᢲୗ䛩䜛䚹㻌
䐣䛂㻶㻵㻿㻌㼄㻌㻜㻞㻜㻤㻌 䛷ᵓᡂ䛥䜜䛯ᩥᏐ䛾䜏ኚೃ⿵䛻⾲♧䛩䜛䛃䛻䝏䜵䝑䜽䜢ධ䜜䜛䚹㻌
㻌
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ǤȳǿȸȍȃȈዓؾƷૢͳ

ŨׅዴʙಅᎍǍǤȳǿȸȍȃȈȗȭȐǤȀƱƷڎኖƕ࣏ᙲƱƳǓǇƢŵ

ɦᚡžМဇƷƨǊƷᲽؾᚨܭſǛƝᄩᛐƘƩƞƍŵ



 èˌɦƷᡫ̮ȗȭȈǳȫƕМဇӧᏡưƋǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ

 +52 ǇƨƸᅈϋƷǷǹȆȠሥྸᎍƴ
ƝڎኖƷǤȳǿȸȍȃȈǵȸȓǹȗȭȐǤȀȸ

ƝᄩᛐƘƩƞƍŵ



Ĭ*662 Ჴ*[RGTVGZV6TCPUHGT2TQVQEQN 999


ĭ*6625Ჴ*[RGTVGZV6TCPUHGT2TQVQEQN5GEWTKV[
55. 

Į5/62 Ჴ5KORNG/CKN6TCPUHGT2TQVQEQN ᩓ܇ȡȸȫ 

į.&#2 Ჴ.KIJVYGKIJV&KTGEVQT[#EEGUU2TQVQEQN



Ƃදƃᅈϋ .#0 Ǜ̅ဇƢǔئӳŴᅈϋƷȕǡǤǢȸǦǩȸȫƕɥᚡᡫ̮ȗȭȈǳȫƷᡫᢅǛ


ᚩӧƠƯƍǔƔƝᄩᛐƘƩƞƍŵ




КኡƂǹȆȃȗᲬƃ 

МဇƷƨǊƷᲽؾᚨܭ
ᩓ܇λƴӋьƢǔƨǊƴƸŴƝМဇƴƳǔǤȳǿȸȍȃȈׅዴƕŴɦᚡƷᙲˑƕ࣏ᙲưƢŵƝแͳ
ǛƓᫍƍƠǇƢŵ
㻌
㡯┠㻌
ᅇ⥺㏿ᗘ㻌
㟁Ꮚ䝯䞊䝹㻌
䝥䝻䝖䝁䝹㻌

せ௳㻌
㻭㻰㻿㻸㻌㻝㻚㻡㻹㼎㼜㼟 ௨ୖ䜢᥎ዡ㻌
㟁Ꮚ䝯䞊䝹䛜㏦ཷಙ䛷䛝䜛⎔ቃ䛷䛒䜛䛣䛸㻌
ୗグ䛾䝥䝻䝖䝁䝹䛻䜘䜛㏻ಙ䛜ྍ⬟䛺䛣䛸㻌
䞉㻴㼀㼀㻼䠖㻴㼥㼜㼑㼞㻌㼀㼑㼤㼠㻌㼀㼞㼍㼚㼟㼒㼑㼞㻌㻼㼞㼛㼠㼛㼏㼛㼘㻌
䞉㻴㼀㼀㻼㻿䠖㻴㼥㼜㼑㼞㻌㼀㼑㼤㼠㻌㼀㼞㼍㼚㼟㼒㼑㼞㻌㻼㼞㼛㼠㼛㼏㼛㼘㻌㻿㼑㼏㼡㼞㼕㼠㼥㻌
䞉㻸㻰㻭㻼䠖㻸㼕㼓㼔㼠㼣㼑㼕㼓㼔㼠㻌㻰㼕㼞㼑㼏㼠㼛㼞㼥㻌㻭㼏㼏㼑㼟㼟㻌㻼㼞㼛㼠㼛㼏㼛㼘㻌
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㹇㹁࣮࢝ࢻ


ᩓ܇ᚰଢᲢ+% ǫȸȉᲣӏƼǫȸȉȪȸȀȸƷទλ

Ƃ+% ǫȸȉƱƸƃ
࣮࢝ࢻ࣮ࣜࢲ

ஜʴưƋǔƜƱǛᚰଢƢǔƨǊƷᩓ܇ႎƳᚰଢƕኛƞǕƨǫȸȉưƢŵ

ᩓ܇λǷǹȆȠǛƝМဇƍƨƩƘƨǊƴƸŴλӋьႇƞǕƯƍǔˊᘙᎍ

Ტ˓ۀᎍǛႇƞǕƯƍǔئӳƸ˓ۀᎍᲣӸ፯Ʒ +% ǫȸȉƕ࣏ᙲưƢŵ


ƂǫȸȉȪȸȀƱƸƃ

+% ǫȸȉǛМဇƢǔƴƋƨǓŴ+% ǫȸȉȪȸȀȸᲢ+%
ǫȸȉƷऴإǛȑǽǳȳƴᛠǈ

ᡂǉƨǊƷೞ֥Უǋ࣏ƣ࣏ᙲưƢŵ+% ǫȸȉƱӳǘƤƯƝᄩᛐƘƩƞƍŵ

 Ũ+% ǫȸȉƷڎኖ᳸ӕࢽǇưƴᡫࠝᲬ᳸Ჭᡵ᧓ᆉࡇǛᙲƠǇƢŵƓଔǊƴဎᡂǈƘƩƞƍŵ








Ƃᙲƃ
᳃ᲽǫȸȉƝแͳƷЭƴ࣏ƣƝᚁƘƩƞƍŵ
 



ŬʙŴยӏƼᚨᚘಅѦۀᚠƷɲ૾ƴႇƷƋǔʙಅᎍƷ૾ƸŴƦǕƧǕ᳃ᲽǫȸȉǛ

ƝแͳƘƩƞƍŵ


ŬƢưƴ˂ೞ᧙Ʒᩓ܇λǷǹȆȠƴႇƠƯƍǔሁŴᩓ܇λǳǢǷǹȆȠƴࣖݣƢǔ

᳃ᲽǫȸȉǛƓਤƪƷʙಅᎍƷ૾ƸŴƓਤƪƷ᳃ᲽǫȸȉưλƴӋьưƖǇƢŵ

 



Ƃแͳƃ
Ĭ+% ǫȸȉƷទλ
  ᩓ܇λǳǢǷǹȆȠࣖݣƷਦܭᛐᚰޅǑǓទλƢǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ
ᲢКኡžᩓ܇λǳǢǷǹȆȠࣖݣൟ᧓ᛐᚰޅᡲዂέऴإɟᚁſǑǓƓᢠƼƘƩƞƍŵ
Უ

ĭ+% ǫȸȉȪȸȀƷǤȳǹȈȸȫ
  +% ǫȸȉŴǫȸȉȪȸȀƕᛐᚰޅǑǓފƖǇƠƨǒŴ˄ޓƷᚨܭȞȋȥǢȫƴඝƬƯŴ+%
ǫȸȉȪȸȀƷǤȳǹȈȸȫǛᘍƬƯƘƩƞƍŵǤȳǹȈȸȫ૾ඥƴ᧙ƢǔƓբƍӳǘƤƸŴ+%
ǫȸȉǛទλƠƨӲᛐᚰޅǇưƓᫍƍƠǇƢŵ
   
КኡƂǹȆȃȗᲭƃ 
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㻌

㟁Ꮚධᮐ䝁䜰䝅䝇䝔䝮ᑐᛂẸ㛫ㄆドᒁ㻌 㐃⤡ඛሗ୍ぴ㻌

㻌

㻔ὀ䠅ྛㄆドᒁ䛛䜙ᥦ౪䛥䜜䛯ሗ䛻ᇶ䛵䛝グ㍕䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹㻌
䠄㻶㻭㻯㻵㻯 䝁䜰䝅䝇䝔䝮㛤Ⓨ䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮 㻴㻼 䜘䜚ᢤ⢋㻌 㻞㻜㻞㻝㻛㻠㻛㻞 ⌧ᅾ䠅㻌



ᰴᘧ♫㹌㹒㹒ࢿ࣓࢜ࢺ



ࢧ࣮ࣅࢫྡ H3UREDWLR36
KWWSZZZHSUREDWLRFRP㸦㟁Ꮚㄆドࢧ࣮ࣅࢫ࣏࣮ࢱࣝ㸧



KWWSZZZQWWQHRFRP 㸦♫㹆㹎㸧



QLQVKRX#HSUREDWLRFRP



7(/

㸦ࣇ࣮ࣜࢲࣝ㸧



)$;





85/



(PDLO



୕⳻㟁ᶵࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᰴᘧ♫



ࢧ࣮ࣅࢫྡ ',$&(573/86 ࢧ࣮ࣅࢫ
KWWSZZZGLDFHUWMSSOXV



䝩䞊䝮䝨䞊䝆䠄㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼐㼕㼍㼏㼑㼞㼠㻚㼖㼜㻛㼜㼘㼡㼟㻛䠅䛾䛂䛚ၥ䛔ྜ䜟䛫䛃䛛䜙㏦ಙ䛧䛶䛟䛰
䛥䛔䚹

㻌

7(/





)$;





85/
(PDLO

㻌



ᰴᘧ♫ᖇᅜࢹ࣮ࢱࣂࣥࢡ



ࢧ࣮ࣅࢫྡ 7'% 㟁Ꮚㄆドࢧ࣮ࣅࢫ 7\SH$
KWWSZZZWGEFRMSW\SH$



FHUWLQIR#PDLOWGEFRMS



7(/

㸦ࢼࣅࢲࣖࣝ㸧



)$;





85/
(PDLO



ᮾࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࢬᰴᘧ♫



ࢧ࣮ࣅࢫྡ 72L1; 㟁Ꮚධᮐᑐᛂㄆドࢧ࣮ࣅࢫ

㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼠㼛㼕㼚㼤㻚㼚㼑㼠㻛㼑㼎㼟㻛㼕㼚㼒㼛㻚㼔㼠㼙㼘㻌 䠄㼀㻻㼕㻺㼄 㟁Ꮚධᮐᑐᛂㄆド䝃䞊䝡䝇䠅

㻌

KWWSZZZWRLQ[FRMS㸦♫㹆㹎㸧



WRLQ[FHUW#WRLQ[FRMS



7(/





)$;





 
(PDLO

㻌





᪥ᮏ㟁Ꮚㄆドᰴᘧ♫



ࢧ࣮ࣅࢫྡ $26LJQ ࢧ࣮ࣅࢫ

KWWSZZZQLQVKRFRMSDRVLJQ



㸦㟁Ꮚධᮐࢥࢩࢫࢸ࣒ᑐᛂ㟁Ꮚド᫂᭩㸦$26LJQ ࢧ࣮ࣅࢫ +3㸧㸧



KWWSZZZQLQVKRFRMS㸦♫㹆㹎㸧



䝩䞊䝮䝨䞊䝆䠄㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼚㼕㼚㼟㼔㼛㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛㼍㼛㼟㼕㼓㼚㻛䠅䛾䛂䛚ၥ䛔ྜ䜟䛫䛃䛛䜙㏦ಙ䛧
䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

㻌

7(/

㸦ࣇ࣮ࣜࢲࣝ㸧



)$;







85/

(PDLO
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