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電子契約システム 操作方法

＜Ⅱ.契約業務編＞

抜粋

令和元年８月
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契約業務

電子契約システムで実施可能な契約業務（「契約締結」「検査・請求」）に関する民側利用者のシステム操
作を以降に示します。

民側利用者 官側利用者

(2)契約締結

契約関係書類

受注者発議 発注者発議

(３)検査・請求
検査・認定請求書提出

検査・認定結果通知書交付

請求書提出

請求書受領

契約図書署名
契約図書登録

契約図書署名・契約締結

分類 概要 操作マニュアル

契
約
締
結

契約図
書署名

・官側から送付された契約図書案の内容を確認
し、民側署名を行います。署名付与後、官側署
名が行われ、契約が締結されます。
※本システムでは、押印の代わりに、受注者・発注者が
署名付与し、契約を締結します。

契約業務編

検
査
・
請
求

検査・認
定請求
書提出

・検査・認定請求書情報として、「検査・認定請
求書内容」「添付資料情報」を設定し、検査・認
定請求書を登録します。登録後、民側署名を行
い、官側に提出します。
・官側から交付された検査・認定結果通知書の
内容を確認し、受領します。
・請求書情報として、「請求書情報」「請求先情
報」「振込先情報」「添付資料情報」を設定し、
請求書を登録します。登録後、民側署名を行い、
官側に提出します。

検査・請求業務
編

請求書
提出

(4)支払完了

支払完了

(1)調達案件登録

調達案件登録

民

※本システムの共通的な操作については、操作マニュアル「２ 共通操作方法編」を参照してください。
※本資料では、フロー図中の赤枠部分について操作方法を説明します。
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契約業務

民側利用者 官側利用者

(2)契約締結

契約関係書類

受注者発議 発注者発議

(３)検査・請求
検査・認定請求書提出

検査・認定結果通知書交付

請求書提出

請求書受領

契約図書署名
契約図書登録

契約図書署名・契約締結

(4)支払完了

支払完了

(1)調達案件登録

調達案件登録

民

契約図書に署名します。

• フロー図の赤枠部分に該当します。

（２）契約締結 契約図書署名
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民

手順①：ログイン

電子契約システムポータルサイトより、本システ
ムにログインします。ICカードリーダにICカードを
挿入し、システムで読み取れる状態にして操作
してください。

<民側>電子契約システムポータルサイト
https://www.gecs.mlit.go.jp/

手順①-１
• 電子契約システムポータルサイトの「契約業務
（ログイン）」ボタンをクリックします。

手順①-２
• 「ログイン」画面の「ログイン」ボタンをクリックし
ます。

手順①-３
• PIN番号入力ダイアログが表示されますので、
PIN番号を入力し、「OK」ボタンをクリックします。

手順①-４
• 認証に成功すると、「業務トップ」画面が表示さ
れます。

（２）契約締結 契約図書署名 （1/１０）
【民】 ２ 共通操作方法編
p.2-19～2-20
２．１．１ 電子契約システムにログインする
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手順②：メニュー選択

メニューから利用する機能を選択します。

• メニューより、「調達案件検索」をクリックしま
す。

※本システムでは、画面左側のメニューより、利用する機
能を選択します。

【民】 ２ 共通操作方法編
p.2-1
１．１．１ 画面共通民 （２）契約締結 契約図書署名 （２/１０）
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【民】 ４ 契約業務編
p.4-2～4-4
１．１．１ 登録済の契約図書（当初契約）の内容を確認する民

手順③：調達案件検索

契約図書を確認するため、該当の調達案件を
検索します。

• 調達案件を検索し、該当行にある「詳細」ボ
タンをクリックします。

※ 検索方法として、「複数条件検索」「契約番号指定検
索」があります。

（２）契約締結 契約図書署名 （３/１０）
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手順④：連絡先情報登録

システムから送信される各種通知メールの追
加送信先を登録します。

• 「連絡先情報」の横にある「参照」ボタンをク
リックします。

※本手順は必須ではありません。受注者情報で登録して
いるメールアドレスに加え、各種通知メールの送付先を
追加したい場合に登録します。

民 （２）契約締結 契約図書署名 （４/１０）
【民】 ４ 契約業務編
p.4-5～4-6
１．１．１ 登録済の契約図書（当初契約）の内容を確認する
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手順⑤：連絡先情報登録

システムから送信される各種通知メールの追
加送信先を登録します。

• 「連絡先情報」の各項目に必要情報を入力し、
「追加」ボタンをクリックします。

• 連絡先が追加されたことを確認し、画面下部
の「登録」ボタンをクリックします。
確認ダイアログが表示されますので、「OK」ボ
タンをクリックします。

※ 連絡先情報は、案件登録完了後から支払完了また
は契約解除前まで登録可能です。支払完了後また
は契約解除後は参照のみ可能です。

※ 登録可能な連絡先情報は、調達案件毎に１受注者
（共同企業体の場合は1構成員）につき最大３件とな
ります。

民 （２）契約締結 契約図書署名 （５/１０）
【民】 ４ 契約業務編
p.4-5～4-6
１．１．１ 登録済の契約図書（当初契約）の内容を確認する
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手順⑥：契約図書確認

契約図書を確認します。

• 「契約情報」で、「契約区分」が「契約締結」と
なっている「契約図書」の「参照」ボタンをク
リックします。

【民】 ４ 契約業務編
p.4-8～4-9
２．１．１ 登録済の契約図書（当初契約）の内容を確認する民 （２）契約締結 契約図書署名 （６/１０）
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手順⑦：ICカード読込

受注者の署名を付与するため、ICカードを読
み込みます。ICカードリーダにICカードを挿入し、
システムで読み取れる状態にして操作してく
ださい。

• 「受注者」の「未署名」ボタンをクリックします。
• PIN番号入力ダイアログが表示されますので、
PIN番号を入力し、「OK」ボタンをクリックしま
す。

民
【民】 ４ 契約業務編
p.4-10～4-12
２．１．２ 契約図書（当初契約）に署名を付与する（２）契約締結 契約図書署名 （７/１０）
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手順⑧：署名付与

受注者の署名を付与します。

• 証明書の内容を確認し、画面下部の「OK」ボ
タンをクリックします。

• 署名付与完了後、画面下部の「契約図書情
報」ボタンをクリックします。

民
【民】 ４ 契約業務編
p.4-13
２．１．２ 契約図書（当初契約）に署名を付与する（２）契約締結 契約図書署名 （８/１０）
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手順⑨：PDF出力

契約図書をPDF出力し、内容を確認します。

• 画面下部の「PDF出力」ボタンをクリックします。
通知バーが表示されますので、「ファイルを開
く」ボタンをクリックします。

• 表示された契約図書（PDF）の内容を確認しま
す。

※ 通知バーで「保存」ボタンをクリックすると、PDFを保存
できます。

※ 受注者情報（ICカード情報）または、受注者記名押印
情報で設定した情報が、契約図書に表示されます。

民
【民】 ２ 共通操作方法編
p.2-12～2-13
１．３．２ ファイルのダウンロード（２）契約締結 契約図書署名 （９/１０）
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手順⑩：契約図書提出

契約図書を提出します。

• 画面下部の「提出」ボタンをクリックします。確
認ダイアログが表示されますので、「OK」ボタ
ンをクリックします。

• 契約図書が提出され、「契約図書提出完了」
画面が表示されます。

※ 契約図書を提出すると、発注者に「契約図書提出通
知」メールが送信されます。

民
【民】 ４ 契約業務編
p.4-13～4-15
２．１．３ 契約図書（当初契約）を提出する（２）契約締結 契約図書署名 （１０/１０）
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契約業務

民側利用者 官側利用者

(2)契約締結

契約関係書類

受注者発議 発注者発議

(３)検査・請求
検査・認定請求書提出

検査・認定結果通知書交付

請求書提出

請求書受領

契約図書署名
契約図書登録

契約図書署名・契約締結

(4)支払完了

支払完了

(1)調達案件登録

調達案件登録

民

検査・認定請求書を提出します。

• フロー図の赤枠部分に該当します。

• 民側の電子契約システムポータルサイト
https://www.gecs.mlit.go.jp/
よりログインし、メニューの「調達案件検索」をクリックして操作を
開始します。

（３）検査・請求 検査・認定請求書提出

スライド2のフロー図に戻る
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手順①：検査・認定請求書登録開始

検査・認定請求書を登録します。

• 「調達案件検索」画面で該当の調達案件を
検索し、「詳細」ボタンをクリックします。

• 「案件状況詳細」画面の「検査・請求情報」の
該当の請求区分（今回は「部分払い（既
済）」）の横にある「開始」ボタンをクリックしま
す。

※ 完成払いに関する検査・認定請求書を提出する場合
は、「完成払い」の横にある「開始」ボタンをクリックし
ます。

【民】 ５ 検査・請求業務編
p.5-6～5-8
２．１．１ 検査・認定請求書を登録する民 （３）検査・請求 検査・認定請求書提出 （１/７）
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手順②：検査・認定請求書情報設定

検査・認定請求書情報を設定します。

• 「添付資料情報」の横にある「添付」ボタンを
クリックします。

民
【民】 ５ 検査・請求業務編
p.5-8～5-9
２．１．１ 検査・認定請求書を登録する（３）検査・請求 検査・認定請求書提出 （２/７）
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手順③：添付資料情報設定

添付資料情報を設定します。

• ファイル名の横にある「参照」ボタンをクリック
すると、Windowsの選択画面が表示されます。
添付するファイルを選択し、「追加」ボタンをク
リックします。

• 添付ファイルが追加されたことを確認し、画面
下部の「設定」ボタンをクリックします。

※検査・認定請求書の原本をPDF化し、添付資料として
設定します。

※設定したすべての添付資料が署名付与の対象となりま
す。

※最大1MBのファイルを5ファイル（合計5MBまで）添付可
能です。

民
【民】 ５ 検査・請求業務編
p.5-9
２．１．１ 検査・認定請求書を登録する（３）検査・請求 検査・認定請求書提出 （３/７）
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手順④：検査・認定請求書情報登録

検査・認定請求書情報を登録します。

• 各画面で設定した内容を確認します。
• 画面下部の「登録」ボタンをクリックします。確
認ダイアログが表示されますので、「OK」ボタ
ンをクリックします。

• 検査・認定請求書情報が登録され、「検査・
認定請求書登録完了」画面が表示されます。
画面下部の「検査・認定請求書情報」ボタン
をクリックします。

※ 「一時保存」ボタンをクリックすると、設定途中で一時
保存することができます。

民
【民】 ５ 検査・請求業務編
p.5-9
２．１．１ 検査・認定請求書を登録する（３）検査・請求 検査・認定請求書提出 （４/７）
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手順⑤：ICカード読込

受注者の署名を付与するため、ICカードを読
み込みます。ICカードリーダにICカードを挿入し、
システムで読み取れる状態にして操作してく
ださい。

• 「未署名」ボタンをクリックします。
• PIN番号入力ダイアログが表示されますので、
PIN番号を入力し、「OK」ボタンをクリックしま
す。

民
【民】 ５ 検査・請求業務編
p.5-15
２．１．４ 検査・認定請求書に署名を付与する（３）検査・請求 検査・認定請求書提出 （５/７）
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手順⑥：署名付与

受注者の署名を付与します。

• 証明書の内容を確認し、画面下部の「OK」ボ
タンをクリックします。

• 署名付与完了後、画面下部の「検査・認定
請求書情報」ボタンをクリックします。

民
【民】 ５ 検査・請求業務編
p.5-15
２．１．４ 検査・認定請求書に署名を付与する（３）検査・請求 検査・認定請求書提出 （６/７）
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手順⑦：検査・認定請求書提出

検査・認定請求書を提出します。

• 検査・認定請求書の内容を確認します。
• 画面下部の「提出」ボタンをクリックします。
確認ダイアログが表示されますので、「OK」ボ
タンをクリックします。

• 検査・認定請求書が提出され、「検査・認定
請求書提出完了」画面が表示されます。

※検査・認定請求書の提出が完了すると、発注者に「検
査・認定請求書提出通知」メールが送付されます。

【民】 ５ 検査・請求業務編
p.5-16
２．１．５ 検査・認定請求書を提出する民 （３）検査・請求 検査・認定請求書提出 （７/７）
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契約業務

民側利用者 官側利用者

(2)契約締結

契約関係書類

受注者発議 発注者発議

(３)検査・請求
検査・認定請求書提出

検査・認定結果通知書交付

請求書提出

請求書受領

契約図書署名
契約図書登録

契約図書署名・契約締結

(4)支払完了

支払完了

(1)調達案件登録

調達案件登録

民

請求書を提出します。

• フロー図の赤枠部分に該当します。

• 民側の電子契約システムポータルサイト
https://www.gecs.mlit.go.jp/
よりログインし、メニューの 「調達案件検索」をクリックして
操作を開始します。

（３）検査・請求 請求書提出

スライド2のフロー図に戻る
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手順①：検査・認定結果通知書確認

検査・認定結果通知書を確認します。

• 「調達案件検索」画面で該当の調達案件を
検索し、「詳細」ボタンをクリックします。

• 「案件状況詳細」画面の「検査・請求情報」で、
該当の請求区分（今回は「部分払い（既
済）」）の「検査・認定結果通知書」の「参照」
ボタンをクリックします。

【民】 ５ 検査・請求業務編
p.5-18～5-19
３．１．１ 交付済の検査・認定結果通知書の内容を確認する民 （３）検査・請求 請求書提出 （１/１４）
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手順②：発注者署名状況確認

発注者の署名状況を確認します。

• 「署名済」ボタンをクリックします。
• 「署名検証結果」画面で、発注者の署名が有
効であることを確認し、「戻る」ボタンをクリッ
クします。

• 画面下部の「受領」ボタンをクリックします。

【民】 ５ 検査・請求業務編
p.5-19
３．１．１ 交付済の検査・認定結果通知書の内容を確認する民 （３）検査・請求 請求書提出 （２/１４）
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手順③：検査・認定結果通知書受領

検査・認定結果通知書を受領します。

• 画面下部の「OK」ボタンをクリックします。確
認ダイアログが表示されますので、「OK」ボタ
ンをクリックします。

• 検査・認定結果通知書が受領され、「検査・
認定結果通知書受領完了」画面が表示され
ます。

※ 検査・認定結果通知書を受領すると、発注者に「検
査・認定結果通知書受領通知」メールが送付されま
す。

【民】 ５ 検査・請求業務編
p.5-22
３．１．２ 検査・認定結果通知書を受領する民 （３）検査・請求 請求書提出 （３/１４）
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手順④：請求書登録

請求書を登録します。

• 「調達案件検索」画面で該当の調達案件を
検索し、「詳細」ボタンをクリックします。

• 「案件状況詳細」画面の「検査・請求情報」で、
該当の請求区分（今回は「部分払い（既
済）」）の「請求書」の「登録」ボタンをクリック
します。

【民】 ５ 検査・請求業務編
p.5-24
４．１．１ 請求書を登録する民 （３）検査・請求 請求書提出 （４/１４）

※前金払いに関する請求書を登録する場合は、「前
金払い」の横にある「開始」ボタンをクリックします。
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手順⑤：請求先確定

請求先を確定します。

• 画面下部の「請求先確定」ボタンをクリックし
ます。確認ダイアログが表示されますので、
「OK」ボタンをクリックします。

• 請求先が確定され、「請求先確定完了」画面
が表示されます。画面下部の「請求情報一
覧」ボタンをクリックします。

※ 「請求し得る金額（税込み）」は、以下の計算式で算
出しています。なお、契約金額を上回る請求が発生
した場合、マイナス表示となります（本システムでは、
契約金額を上回る請求金額の入力も可能です）。

＜計算式＞
「請求し得る金額（税込み）」 ＝「契約金額（税込み）」
－年度別の「受領済金額（税込み）合計」を合算した金額
＋「返還金額（税込み）」

【民】 ５ 検査・請求業務編
p.5-26
４．１．１ 請求書を登録する民 （３）検査・請求 請求書提出 （５/１４）
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手順⑥：請求書情報登録

請求書情報を登録します。

• 「請求書情報」の「詳細」ボタンをクリックしま
す。

【民】 ５ 検査・請求業務編
p.5-27
４．１．１ 請求書を登録する民 （３）検査・請求 請求書提出 （６/１４）
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手順⑦：請求書情報設定

請求書情報を設定します。

• 「請求書情報」の横にある「設定」ボタンをク
リックします。

※ 「一時保存」ボタンをクリックすると、設定途中で一時
保存することができます。

民
【民】 ５ 検査・請求業務編
p.5-28
４．１．１ 請求書を登録する（３）検査・請求 請求書提出 （７/１４）
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手順⑧：請求書情報設定

請求書情報を設定します。

• 「請求金額（税込み）」を入力します。
• 振込先の口座を選択します。
• 画面下部の「設定」ボタンをクリックします。

【民】 ５ 検査・請求業務編
p.5-28
４．１．１ 請求書を登録する民 （３）検査・請求 請求書提出 （８/１４）
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民
【民】 ５ 検査・請求業務編
p.5-28
４．１．１ 請求書を登録する

手順⑨：添付資料情報設定

添付資料情報を設定します。

• 「添付資料情報」の横にある「添付」ボタンを
クリックします。

※ 「一時保存」ボタンをクリックすると、設定途中で一時
保存することができます。

（３）検査・請求 請求書提出 （９/１４）
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手順⑩：添付資料情報設定

添付資料情報を設定します。

• ファイル名の横にある「参照」ボタンをクリック
すると、Windowsの選択画面が表示されます。
添付するファイルを選択し、「追加」ボタンをク
リックします。

• 添付ファイルが追加されたことを確認し、画面
下部の「設定」ボタンをクリックします。

※請求書の原本をPDF化し、添付資料として設定します。
※設定したすべての添付資料が署名付与の対象となりま
す。

※最大1MBのファイルを5ファイル（合計5MBまで）添付可
能です。

【民】 ５ 検査・請求業務編
p.5-28
４．１．１ 請求書を登録する民 （３）検査・請求 請求書提出 （１０/１４）

※完成払、部分払（指定）については
請求書のほか以下の書類を添付して
ください。
・（工事の場合）工事目的物引渡書
・（業務の場合）業務成果品引渡書
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手順⑪：請求書情報登録

請求書情報を登録します。

• 各画面で設定した内容を確認します。
• 画面下部の「登録」ボタンをクリックします。確
認ダイアログが表示されますので、「OK」ボタ
ンをクリックします。

• 請求書情報が登録され、「請求書登録完了」
画面が表示されます。画面下部の「請求書情
報」ボタンをクリックします。

※ 「一時保存」ボタンをクリックすると、設定途中で一時
保存することができます。

※ 請求金額（税込み）が請求し得る金額（税込み）を超
えた場合、確認メッセージが出力されます。処理を継
続する場合は、再度「登録」ボタンをクリックします（本
システムでは、契約金額を上回る請求金額の入力も
可能です）。

【民】 ５ 検査・請求業務編
p.5-27
４．１．１ 請求書を登録する民 （３）検査・請求 請求書提出 （１１/１４）
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【民】 ５ 検査・請求業務編
p.5-36
４．１．４ 請求書に署名を付与する民

手順⑫：ICカード読込

受注者の署名を付与するため、ICカードを読
み込みます。ICカードリーダにICカードを挿入し、
システムで読み取れる状態にして操作してく
ださい。

• 「未署名」ボタンをクリックします。
• PIN番号入力ダイアログが表示されますので、
PIN番号を入力し、「OK」ボタンをクリックしま
す。

（３）検査・請求 請求書提出 （１２/１４）
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【民】 ５ 検査・請求業務編
p.5-36
４．１．４ 請求書に署名を付与する民

手順⑬：署名付与

受注者の署名を付与します。

• 証明書の内容を確認し、画面下部の「OK」ボ
タンをクリックします。

• 署名付与完了後、画面下部の「請求書情
報」ボタンをクリックします。

（３）検査・請求 請求書提出 （１３/１４）
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【民】 ５ 検査・請求業務編
p.5-37
４．１．５ 請求書を提出する民

手順⑭：請求書提出

請求書を提出します。

• 請求書の内容を確認します。
• 画面下部の「提出」ボタンをクリックします。
確認ダイアログが表示されますので、「OK」ボ
タンをクリックします。

• 請求書が提出され、「請求書提出完了」画面
が表示されます。

※請求書の提出が完了すると、発注者に「請求書提出
通知」メールが送付されます。

※2年目以降及び最終年度の請求書提出についても、
基本的な操作の流れは同じです。

（３）検査・請求 請求書提出 （１４/１４）


