
オープンカウンターによる
物品調達説明会
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事業者向け

日時：平成２６年１２月８日午後１時３０分～
場所：県庁９階講堂



○オープンカウンターによる物品調達とは

・公募型見積合せによる随意契約方式です。
・見積もりの相手方を特定せずに調達案件を公開し，参加を希望する全て
の者から見積書を提出頂 き，受注者を決定する方法です。
・茨城県の入札参加資格を受けている県内業者で，条件が合えば自由に
参加できます。（案件によっては参加条件が付されている場合があります。）
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入札情報サービスで案件を閲覧 電子調達で見積書を提出

見
積
採
用

納
品
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○対象となる案件は

・予定価格５万円以上１６０万円以下の物品
（文具・事務機器類）
筆記具，事務用品，ファイル類，封筒（印刷不要なもの），コピー用紙，ＯＡ
機器，ＰＣ，ＰＣ周辺機器，複写機，トナーカートリッジ，ソフトウェア，書籍，
書庫，賞状筒，額等
（電気機器類）
家電（テレビ，ビデオ，エアコン，ファンヒーター等)，照明器具，プロジェク
ター等
＊上記の全ての案件がオープンカウンター方式になる訳ではありません。
納期が短いものや，特殊な仕様なもの，取扱い業者が少数な場合等は
従来の見積依頼方式で調達することとなります。

○導入時期

・平成２７年１月から試行を行い，２７年４月から本格的に導入を進めます。

ただし，県の全ての所属が導入する訳ではありません。地域的に導入が難し
い所属がありますので，ご理解願います。



電子調達システム

・見積公告により応札金額を積算したら，電子
調達システムを使って見積書を提出します。
・ＩＣカードかＩＤ・/パスワードが必要です。

（利用時間）
９：００～１８：００（土日・休日を除く）

入札情報サービスシステム

・入札情報サービスにより，公開されている見
積公告を検索します。
・入札情報サービスはＩＣカードやＩＤ・/パスワー
ドを使用せず，誰でも閲覧が可能です。

（利用時間）
２４時間（土日・休日も利用可）

○オープンカウンターに参加するためには
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・電子調達システムをご利用願います



○必要な機材及び見積り提出における注意点

●見積り提出における注意点

・内訳書が必要な場合があります。内訳書は電子ファイルで作成し，見積り提出時に添付ファイルとして

提出してください。（最大３ＭＢまで添付可能です）

・紙の見積書でも参加できます。（なるべくは電子でお願いします）

紙の場合は「紙見積承認願」も併せて提出願います。

・見積り提出後の取り消しや訂正はできません。

案件名や発注機関，案件番号，金額の桁をよく確認して提出してください。
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● パソコン：Windows XP ，Vista，７ （32bit／64bitパソコン），Windows８．１
インターネット閲覧ソフト：Internet Explorer ８，９，１０，１１

●電子証明書（ＩＣカード）又はＩＤ/パスワード

以前，会計管理課で通知した
ＩＤ／パスワードを使用します
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○システムの入り方

「茨城県のホームページ」の「電子
行政サービス」をクリック

「入札情報・電子入札」の「物品・役
務電子調達システム」をクリック

○システムの操作方法

「yahoo」や「Google」等の検索サイトで「茨城県」で検索
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○電子調達システムポータルサイト（ホームページ）

電子調達システムの入り口です。

入札書や見積書の提出はこちらからお
入り下さい。

入札情報サービスの入り口です。

入札公告の閲覧や，入札結果の確
認はこちらからお入り下さい。

システムを利用する前に，端末の設定
が必要となります。詳しくは「初めてご
利用の方へ」に記載してありますので，
参考に願います。



電子調達の利用開始

○事前準備
まず，「はじめてご利用のかたへ」のページを開きパソコンの設定をします。

① 電子入札コアシステム対応認証局ＩＣカー

ド/ＩＣカードリーダの購入

② ICカードリーダのセットアップ （各認証局

の手順により設定）

③ Javaポリシーの設定（県が公開する「発注

機関URL」をパソコンに設定）

④ ポップアップブロックの解除等

⑤ 利用者登録（茨城県の電子調達システム

にICカードを登録）

① Ｊａｖａのインストール（設定手順は電子調

達ホームページを参照下さい。）

② Javaポリシーの設定（設定手順は電子調

達ホームページを参照下さい。）

③ ポップアップブロックの解除等

④ 利用者情報の確認

ＩＣカードを利用する場合 ＩＤ／パスワードで参加する場合
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＊端末の設定手順については，電子調達のホームページを参考に願います。
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○オープンカウンターの流れ

見積公告情報を検索

見積採用状況を閲覧

見積結果通知を受領

見積書受付通知・締切通知を受領

同等品確認結果を受領

同等品確認申請を提出（必要に応じて）

見積書の提出

入札結果を閲覧

（入札情報サービス）

（電子調達システム）

（入札情報サービス）

結果が出た旨のメールが届きます

受付けた旨のメールが届きます

（ＦＡＸ等による確認）

同等品不可の場合や
同等品を希望しない場
合は不要です。
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まず，見積り公告の閲覧をします。ホームページの「入札情報サー
ビス」をクリックします。

「ウィンドウは，表示中のＷｅｂページに
より閉じられようとしています。このウィ
ンドウを閉じますか？」のメッセージは
「はい」をクリックします
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・オープンカウンタに参加するためには，まず，入札情報サービス
から発注情報（見積公告）を閲覧します。
・調達機関名「茨城県」を選択して「物品・役務」をクリック
＊特定の所属の案件を確認したい場合は「部局名」「課所名」も入
力します
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「３ 発注情報の検索」をクリック
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「発注情報検索」画面の入札方式から「随意契約方式・オープンカ
ウンタ・少額」を選定し「検索」をクリック
＊必要に応じて公開日等の検索条件を追加してください。
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検索結果が表示されたら件名や開札日，発注課所を確認し，より
詳細を確認する場合は「件名」をクリックします。
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添付されている見積公告ファイルをクリックします
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「開く」又は「保存」をクリック
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見積公告が表示されますので，調達内容や参加要件を確認します。
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同等品「可」の場合で，同等品により見積もる場合は「同等品確認
申請書」を提出します。（ＦＡＸでＯＫです）
＊同等品不可の場合や同等品を希望しない場合は不要です
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参加する案件が決まり，見積金額の積算が完了したら，電子調達
システムから見積書を提出します。ホームページの「電子調達シス
テム」をクリックします。
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調達機関「茨城県」を選択し「少額物品」をクリック
【注意】「物品・役務」は一般競争と指名競争に参加する場合に選択

「少額物品」は随意契約（見積合せ）に参加する場合
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「電子入札：ＩＤ／パスワード」をクリック
【注意】ＩＣカードをお持ちの場合は「電子入札：ＩＣカード」からログイ
ンすることも可能です。
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画面中央上部に日付が表示されたら，「電子入札システム」タブを
クリック
【注意】日付が表示されない場合は，端末の設定が間違っているということです。再設定を
行ってください。



23

ユーザＩＤ，パスワード，登録番号を入力し，「入力内容確認」をク
リック

以前，会計管理課で通知した
ＩＤ／パスワードを使用します。

＊パスワードを変更した場合は変更後
のパスワードを入力してください。
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内容を確認し，「ログイン」をクリック
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見積公告に記載してある案件番号又は部局と日付，調達案件名称
等の検索条件を設定し，「検索」をクリック



26

案件の確認をします。
調達案件名称の案件名をクリック
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発注機関や開札日時等を確認し，目的の案件に間違いないことを
確認します。（似たような件名の案件に間違って見積りを提出しな
いように注意願います。）
確認後「閉じる」をクリック
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次に見積書を提出します。
入札書／見積書の「提出」をクリック
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先ず内訳書ファイルを添付します。（内訳書添付の指示があった場合のみ）
①「参照」ボタンをクリック
②添付するファイルを選択
③「開く」ボタンをクリック

③

②

①
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ファイルを指定したら「添付資料追加」ボタンをクリック
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上と同じファイル名称が下に表示されます。
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次に「くじ番号」と「見積金額」を入力します
①くじ番号を入力（任意の数字３桁を入力してください）
②見積金額（税込み）を入力（桁に注意してください）
良く確認後に「提出内容確認」をクリック

②
①

任意の数字３桁

税込み価格
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内容を確認し，「印刷」をクリック
＊パソコンによっては，うまく印刷されない場合があります。

その場合はマウスの右クリックメニューから印刷を選択し，印刷を
行ってください。
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印刷を行います。（プリンターのアイコンをクリック）
印刷が終わったら，右上の「×」をクリックし，画面を閉じます。
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「提出」をクリックすると，再確認の小さい画面が表示されますので
「ＯＫ」をクリック
【注意】一旦，見積書を提出すると，変更や取り消しはできませんので，提出する
案件は正しいか，入札金額の桁は間違っていないかを必ず再確認してください。
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見積書の提出が完了しました。
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次に，見積書受付通知書と見積書締切通知書を確認します。
通知書欄の「表示」をクリック
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「見積書受付通知書」をクリック
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内容を確認し「戻る」をクリック（必要に応じて印刷も可）
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「見積書締切通知書」をクリック
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内容を確認し「戻る」をクリック（必要に応じて印刷も可）
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発注所属で開札処理が完了するとお知らせメールが届きます。
メールが届いたら，見積結果を確認します。
通知書欄の「表示」をクリック



43

「見積結果通知書」をクリック
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内容を確認し「戻る」をクリック（必要に応じて印刷も可）
【注意】結果通知は，いくらで誰が落札したという内容です。
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入札情報サービスで，結果の確認をします。
機関名，部局名，課所名を選択し，「物品・役務」をクリック

＊この入札情報サービスでは，自分が参加しなかった案件の結果
も確認できます。
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「入札・見積結果情報の検索」をクリック
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検索条件を設定し，「検索」をクリック
＊入札方式は「随意契約方式・オープンカウンター・少額」です
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閲覧する案件の「件名」をクリック
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入札結果の詳細が確認できます。

【注意】発注者の事務作業がありますので，開札時間から公開まで
はある程度の時間がかかります。
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以上で終了となります。

○オープンカウンターに関する問合せ先

１ 各案件の仕様や同等品について
各発注所属へご確認ください

２ 端末の設定，操作方法について ・・・・共同利用センター
ＴＥＬ０２９-２４３-８８１４
（平日９：００～１２：００，１３：００～１７：００）

システム全般について ・・・・会計管理課調度担当
ＴＥＬ０２９-３０１-４８８０
eﾒｰﾙ kaikanri5@pref.ibaraki.lg.jp


