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電子入札システムの機能改良について（情報提供） 

 
 

 平素は、本会の活動につきまして格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 国土交通省より、電子入札システムの機能改良について連絡がありましたので、

情報提供いたします。 

今回の改良点は、一部画面のアクセス方法の変更 及び 技術資料等のアップ  

ロードシステムの導入の２点となります。 

なお、新システムは、令和３年１月１２日（火）９時以降に登録する案件から   

利用可能となりますのでご注意ください。 

（改良内容） 

・一部画面のアクセス方法の変更（アクセス方法を http から https へ変更） 

 ・技術資料等のアップロードシステムの導入（提出ファイルサイズの上限が合計

３ＭＢから１０ＭＢへ増加） 
 

以 上 

 

【添付資料】 

・令和２年度 電子入札システム機能改良のお知らせ（応札者向け） 
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今回の機能改良項目は以下のとおりです。 

 

項番 改良項目 改良内容 操作方法 

1 

一部画面のアクセス方法

の変更 

アクセス方法を http から https へと変更し暗号化通信

を行うことでセキュリティの向上を図ります。 P.1 

2 

技術資料等アップロードシ

ステムの導入 

電子入札システムと連携し、入札手続き時の技術資

料等の提出（アップロード）を行うためのサブシステム

を導入します。 

P.3 
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1. 一部画面のアクセス方法の変更 
電子入札システムの各機能のアクセス方法について、現状の http から https へ変更し、暗号

化通信を行うことでセキュリティの向上を図ります。 
なお、既に掲載済みの公表文書の URL に関しては https に更新しないものとします。 

 

1.1  改良対象一覧 
 
項番 機能名 変更内容 

1 入札公告新着情報ページ アクセス方法を http から https に変更します。 
 

2 電子入札システム 電子入札システムホームページ、電子入札システ

ムから送信するお知らせメールの署名のヘルプデ

スク URL について、http から https に変更しま

す。 
 

 

1.2  画面イメージ 

1.2.1  入札公告新着情報ページ 

 

図 1-1 入札公告新着情報ページ 

  

『https』に変更 
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1.2.2  電子入札システム 
（1）電子入札システムホームページ 

電子入札システムホームページの URL を http から https に変更します。 

http://www.e-bisc.go.jp → https://www.e-bisc.go.jp 
 

ブラウザの信頼済みサイトへの追加登録が必要となります。詳細につきましては別途ご案

内しますので、それに従って設定をお願いします。 

 

（2）お知らせメール 

電子入札システムから送信されるお知らせメールの署名のヘルプデスク URL について、

http から https に変更します。 

 
（例）競争参加資格確認申請書受付票到着のお知らせメール 

競争参加資格確認申請書受付票が到着したのでお知らせ致します。 

電子入札システムにて受付票を確認してください。 

 

調達案件番号：2102060010120170032 

調達案件名称：B 地区共同溝工事 

入札方式名称：一般競争入札(標準型) 

調達機関名称：国土交通省地方整備局 

部局名      ：○○地方整備局 

     

*************************************************** 

国土交通省電子入札システム 

   

E-mail       ：helpdesk@e-bisc.go.jp 

ヘルプデスク E-mail：helpdesk@e-bisc.go.jp 

ヘルプデスク URL   ：http://www.e-bisc.go.jp/  

*************************************************** 

図 1-2 競争参加資格確認申請書受付票到着のお知らせ  

 

  

『https』に変更 
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2. 技術資料等アップロードシステムの導入 
技術資料等アップロードシステム（以下、アップロードシステム）は、電子入札システム

と連携し、入札手続き時の応札者から発注者への技術資料等の提出（アップロード）と、応

札者から提出された資料の取得（ダウンロード）を行うためのサブシステムです。本システ

ムを用いて技術資料等の提出を行うことで、応札者が提出できるファイルサイズの合計の上

限が、これまでの 3MB から 10MB まで増加します。 
 

2.1  概要 

2.1.1  運用時間 
平日 9 時 00 分～18 時 00 分 
※土・日・祝日、年末年始（12/29-1/3）、メンテナンス時間は除きます。 
 

2.1.2  利用方法 
電子入札システムにログインを行った上で、アップロードシステムに連携して利用します。

アップロードシステム上での利用申請、利用登録等の必要はありません。 

 

2.1.3  提出可能資料 
アップロードシステムにて提出が可能な資料の提出画面と項目は以下のとおりです。 

入札方式 資料提出画面と資料項目 

一般競争入札 

（標準型/施工計画審査型） 
・競争参加資格確認申請書画面：◆添付資料、◆技術提案書 

一般競争入札（同時提出型） ・競争参加資格確認申請書画面：◆添付資料 

・技術資料等画面：◆技術資料、◆技術提案書 

一般競争入札（段階選抜型） ・競争参加資格確認申請書画面：◆添付資料 

・技術提案書画面：◆技術提案書 

一般競争入札（簡易確認型） ・競争参加資格確認申請書画面：◆添付資料 

・入札書提出画面：◆簡易技術資料 

・競争参加資格確認資料画面：◆詳細技術資料 

公募型指名競争入札 

（標準型/施工計画審査型） 
・技術資料画面：◆添付資料、◆技術提案書 

通常型指名競争入札 ・入札書提出画面：◆技術提案書 

（簡易）公募型競争入札 ・参加表明書画面：◆添付資料 

・技術提案書画面：◆添付資料 

（簡易）公募型プロポーザル ・参加表明書画面：◆添付資料 

・技術提案書画面：◆添付資料 

標準プロポーザル ・技術提案書画面：◆添付資料 

工事希望型競争入札 ・技術資料画面：◆添付資料、◆技術提案書 
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2.1.4  注意事項 
・アップロードシステムが利用できる案件は、アップロードシステム稼働開始（令和 3 年 1
月 12 日 9 時）以降に電子入札システムへ新規登録された案件のみとなります。稼働開始

以前に登録された案件については、アップロードシステムの利用はできません。 
 
・アップロードシステムの利用ができない案件においても、電子入札システム上にアップロ

ードシステムへ遷移するボタンは表示されます。押下した場合、システムエラー画面とな

りますのでご注意ください。 
 
・アップロードシステム稼働開始後に電子入札システムへ登録された案件でも、従来どおり

電子入札システムによる添付資料提出は可能ですが、原則としてアップロードシステム

を用いて資料を提出してください。 
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2.2  運用フロー 
一般競争入札（同時提出型）の例です。 
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2.3  アップロードシステムにて資料を提出した際の申請書提出方法 
アップロードシステムにて申請書に対して添付資料をアップロードし、申請書を提出する一

連の操作について、一般競争入札（同時提出型）の競争参加資格確認申請書を例に示します。 

 

① 電子入札システムの「調達案件一覧」画面から「競争参加資格確認申請書」画面に遷移し

ます。 

 
 
  

「提出」ボタンを押下 
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②「競争参加資格確認申請書」画面には、従来の「添付資料」項目とは変わり、新たな「添付

資料」項目と「登録結果データ」項目が新規追加されています。「添付資料追加登録」ボタン

を押下します。 

 
 
（※）アップロードシステム稼働前に登録され、アップロードシステムを使用できない案件の

場合、本ボタン押下時には、アップロードシステムを開くことができずエラー画面が表示

されます。 

  

新規追加された「添付資料追加登録」

ボタンを押下 
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③ アップロードシステムが新規ウィンドウで開きます。 
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④「参照」ボタンを押下してファイルを追加します。対象申請書種別ごとに最大で 10 ファイ

ル、合計 10MB まで添付することが可能です。資料を追加後、「提出」ボタンを押下します。 

 
 
⑤「提出済添付ファイル一覧」ボタンを押下します。 

 
 
 

  

提出ボタンを押下 

参照ボタンを押下して、

ファイルを追加 

「提出済添付ファイル一覧」

ボタンを押下 
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⑤「提出済添付ファイル一覧」が表示されます。 

 
（※）添付ファイル登録後、再度、添付ファイルを登録することは可能ですが、電子入札シ

ステムにて競争参加資格確認申請書の提出を完了してしまうと、競争参加資格確認申請書

に対する添付ファイルの追加登録ができなくなります。 
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アップロードシステムにて添付ファイルを提出した場合、電子入札システムにて、アップ

ロードシステムで資料を添付したことを登録し、発注者側に通知する必要があります。 

⑥～⑧でその手順を示します。 

 

⑥「提出済添付ファイル一覧」画面にて「登録結果データのダウンロード」ボタンを押下

し、「登録結果データ」をダウンロードします。 

 
 
（※）ダウンロードした「登録結果データ」は編集せずにそのまま任意の場所に保存してく

ださい。 

 
 
  

登録結果データをダウンロード 
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⑦「登録結果データ」のダウンロードが完了しましたら、アップロードシステムの画面を

「閉じる」ボタンで閉じて電子入札システムに戻ります。 

 
 
  

「登録結果データ」のダウンロー

ド後、「閉じる」ボタンを押下 
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⑧「参照」ボタンで⑥でダウンロードした「登録結果データ」を指定し、「登録結果データ提

出」ボタンを押下します。その後、「提出内容確認」ボタンを押下して、競争参加資格確認

申請書の提出を行います。 

 
 
 
 
 
（※）アップロードシステムを使用して技術資料等の添付を行った場合、⑥～⑧の手順を実

施しないと競争参加資格確認申請書の提出を行うことができません。 

 
以降は、通常の競争参加資格確認申請書提出の操作と同じとなります。 

また、技術資料等の提出についても同様の手順を行うことで、アップロードシステムにて資

料の提出を行うことができます。 

 
  

「提出内容確認」ボタンを押下して、

競争参加資格確認申請書を提出 

「登録結果データを提出」ボタンを押下 

「参照」ボタンを押下して、

「登録結果データ」を追加 
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2.4  アップロードシステムにて提出した資料の確認方法 
アップロードシステムにて提出した添付資料をアップロードシステム上で確認する方法に

ついて、一般競争入札（同時提出型）の競争参加資格確認申請書を例に示します。 

 

①「添付資料一覧」ボタンを押下します。 

 
 
 
 
 
  

「添付資料一覧」ボタンを押下 
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② 確認したいファイルのファイル名称をクリックし、アップロードしたファイルをダウンロ

ードして、内容を確認します。 

 
 
  

ファイル名称をクリックし、ファイルをダウ

ンロード 
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2.5  アップロードシステムを使用した資料の追加・削除方法 
アップロードシステムにて提出した添付資料を、追加・削除する方法について、競争参加資

格確認申請書を例に示します。 

 

2.5.1  ファイルの追加方法 
①「参照」ボタンを押下して、ファイルを指定し添付します。 

 
 

 

  

参照ボタンを押下して、

ファイルを追加 
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②「提出」ボタンを押下します。 

 

 

③「提出済添付ファイル一覧」ボタンを押下します。 

 

  

資料を添付し、「提出」ボタンを押下 

「提出済み添付ファイル一覧」

ボタンを押下 
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④ ファイルが追加されます。 

 

 

 

 

  

ファイルが追加される 
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2.5.2  ファイルの削除方法 
① 削除するファイルの「削除」ボタンを押下します。 

 
 

 

  

削除ボタンを押下 
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② 確認ダイアログが表示されるので、「OK」ボタンを押下します。 

 
 

 

  

「OK」ボタンを押下 
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③ ファイルが削除されます。 

 
 

  

ファイルが削除される 
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2.6  電子入札システムを使用して資料を提出する方法 
従来どおり電子入札システム上でファイルを提出する方法を、一般競争入札（同時提出型）

の競争参加資格確認申請書を例に示します。 

※本操作は原則として行わないでください。 

 

①「競争参加資格確認申請書」画面の添付資料にあるチェックボックスを選択します。 

 
 
 
 
  

添付資料の右にあるチェックボックスを選択 
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② 電子入札システム上に、アップロードシステム導入前と同じ添付資料画面が開きます。従

来と同じように、「参照」ボタンを押下して添付ファイルを指定し、「添付資料追加」ボタン

を押下します。 

 
 
 
 添付資料の画面が電子入札システム上に表示される 

「参照」ボタンでファイルを指定し、

「添付資料追加」ボタンを押下 
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