
とやま電子入札共同システム 令和4年6月27日

工事・コンサル業務に係る電子入札システム運用開始時期及び対象案件等について

利用者登録
（初期登録）開始

公告/指名通知
開始日

稼働当初 範囲拡大等の方針 随意契約

1 富山県
令和4年6月27日

（現行システム利用
者は必要なし）

令和4年7月1日

【工事】
建設工事

【コンサル】
建設工事に係る測量・建設コンサルタント等業
務及び道路等の維持管理業務

【建設工事・コンサル】
　　・現行通り（土木部・農林水産部・企業局・警察本部の
全案件、その他一部所属の建設工事の案件）

【建設工事・コンサル】
　　・なし

対象
（一部案件を除く）

【建設工事・コンサル】
　　・現行システム利用者情報を移行することから、
事業者の利用者登録作業は発生しないため、利用
者情報の通知は行いません。

2 富山市 令和5年3月1日 令和5年4月1日

【工事】 
建設工事 
 
【コンサル】 
測量、建築関係建設コンサルタント、土木関係
建設コンサルタント、地質調査、補償関係コンサ
ルタント、その他

【建設工事】 
(1) 一般競争入札の全案件 
     予定価格 
　　・土木・建築工事…2千万円以上 
　　・その他の工事…1千万円以上 
(2) 指名競争入札の全案件 
   　予定価格 
　　・土木・建築工事…130万円を超え2千万円未満 
　　・その他の工事…130万円を超え1千万円未満 
 
【コンサル】 
　・指名競争入札の全案件 
    予定価格…50万円を超える金額

【建設工事・コンサル】
　　・なし

対象外 令和5年3月中旬から下旬に通知予定（郵送） 
※令和5・6年度入札参加資格決定通知と併せて郵
送予定

3 高岡市
令和4年6月27日

（現行システム利用
者は必要なし）

令和4年7月1日

【工事】
建設工事

【コンサル】
測量、建築関係建設コンサルタント、土木関係
建設コンサルタント、地質調査及び補償関係コ
ンサルタントの業務

【建設工事】
　　・一般競争入札の全案件
　　　　設計金額が1千万円以上
　　・指名競争入札の全案件
　　　　設計金額が130万円を超えるもの
　　・紙入札は原則認めない
【コンサル】
　　・建設コンサルタント業務等
　　　　設計金額が50万円を超えるもの
　　・紙入札は原則認めない

【建設工事・コンサル】
　　・なし

対象外 【建設工事・コンサル】
　・現行システム利用者情報を移行

　

4 射水市 令和4年6月27日 令和4年8月1日

【工事】
建設工事

【コンサル】
工事関連業務委託
（測量・建設及び土木関係建設コンサルタント、
地質調査業務、補償関係コンサルタント）

【建設工事】
・一般競争入札および指名競争入札（JV・総合評価含む）
・請負設計金額が130万円超、
・紙入札は原則認めない

【コンサル】
・指名競争入札
・請負設計金額が50万円超
・紙入札は原則認めない

同左 対象外 【建設工事・コンサル】
　・令和4年5月～6月（郵送）

5 魚津市 令和4年6月27日 令和4年8月1日

【工事】
建設工事

【コンサル】
建設事業に係る測量
建築・土木、地質調査及び補償関係建設コンサ
ルタント

【建設工事・コンサル】
　・設計額が200万円以上
　・紙入札と併用

【建設工事】（令和５年度～）
　・設計額が130万円以上
【コンサル】（令和５年度～）
　・設計額が50万円以上
【建設工事・コンサル】
　・電子入札案件への紙入札は原則認めない

対象外 【建設工事・コンサル】
令和4年6月下旬、10月下旬頃通知予定（郵送）

6 氷見市 令和4年7月1日 令和4年8月2日

【工事】
予算書の工事請負費で計上されたもの、需用
費中の修繕料

【コンサル】
測量、設計、補償、土質調査、計画策定など委
託料として計上されたもの

一般競争・指名競争入札において段階的に実施
（詳細は氷見市ＨＰ参照）

【建設工事・コンサル】（令和5年度～）
　　・全案件対象

対象外 【建設工事・コンサル】
　　・令和4年6月頃通知予定（郵送）

7 滑川市 令和4年7月1日 令和4年10月1日

【工事】
建設工事

【コンサル】
建設工事に係るコンサルタント等

全案件対象
紙入札との併用はしない

同左 検討中 R4.5～市独自の業者向け説明会開催（検討中）
R4.7～登録・通知
R4.10～入札開始

⑤備考No 自治体 ④利用者情報の通知予定時期

③電子入札の対象となる案件の条件等

②工事・コンサルの定義

①電子入札システムの稼働日
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8 黒部市 令和4年6月27日 令和4年7月1日

【工事】
建設工事

【コンサル】
測量、調査、補償、設計、建設コンサルタント業
務委託

【建設工事】
  ・一般競争入札、指名競争入札のみ
　・請負設計金額が130万円以上
　（但し、130万円未満でも指名競争入札の場合は対象）
　・紙入札は原則認めない
【コンサル】
　・設計、測量、調査に係る指名競争入札のみ
　・設計請負金額が50万円以上
　（但し、50万円未満でも指名競争入札の場合は対象）
　・紙入札は原則認めない

【建設工事・コンサル】(令和5年度～）
　・一般競争入札、指名競争入札 全案件対象
・随意契約は未定
・紙入札は原則認めない

対象外 【建設工事・コンサル】
　・令和4年6月頃通知予定（メール又は郵送）

9 砺波市 令和5年2月 令和5年4月1日

【工事】
建設工事

【コンサル】
建設工事に関連する業務委託
（測量・建設及び土木関係建設コンサルタント、
地質調査業務、補償関係コンサルタント等）

【建設工事】
　　一般競争入札および指名競争入札
　　・予定価格が130万円を超える金額
　　・紙入札と併用
【コンサル】
　　一般競争入札および指名競争入札
　　・予定価格が50万円を超える金額
　　・紙入札と併用

【建設工事】
　　一般競争入札および指名競争入札
　　・予定価格が130万円を超える金額
　　・紙入札は原則認めない
【コンサル】
　　一般競争入札および指名競争入札
　　・予定価格が50万円を超える金額
　　・紙入札は原則認めない

対象外 【建設工事・コンサル】
　　・令和5年2月頃通知予定（郵送）

10 小矢部市 令和4年6月27日
令和4年7月20日

（予定）

【工事】
建設工事

【コンサル】
測量・調査・設計コンサルタント等業務

【建設工事】
　　一般競争入札および指名競争入札
　　・請負設計金額が130万円超
　　・紙入札は原則認めない
【コンサル】
　　一般競争入札および指名競争入札
　　・請負設計金額が50万円超
　　・紙入札は原則認めない

同左 対象外 【建設工事・コンサル】
　　・令和4年5月～6月（郵送）

11 南砺市 令和5年2月 令和5年4月1日

【工事】
建設工事

【コンサル】
建設工事に係る測量・建設コンサルタント業務、
地質調査、補償関係コンサルタント業務、土地
家屋調査士、司法書士および計量証明事業者

【建設工事】
　　一般競争入札および指名競争入札
　　・請負設計金額が130万円超
　　・紙入札と併用
【コンサル】
　　一般競争入札および指名競争入札
　　・請負設計金額が50万円超
　　・紙入札と併用

【建設工事】(令和6年度～)
　　一般競争入札および指名競争入札
　　・請負設計金額が130万円超
　　・紙入札は原則認めない
【コンサル】(令和6年度～)
　　一般競争入札および指名競争入札
　　・請負設計金額が50万円超
　　・紙入札は原則認めない

対象外 【建設工事・コンサル】
　　・令和4年12月頃掲載予定（ホームページ）
　　・令和5年2～3月頃通知予定（郵送）

12 立山町 令和4年6月27日
令和4年7月1日

（予定）

【工事】
建設工事

【コンサル】
測量・建設及び土木関係建設コンサルタント、
地質調査業務、補償関係コンサルタント等

【建設工事】
　　・一般競争入札および指名競争入札
　　・請負設計金額が200万円以上（予定）
　　・紙入札と併用
【コンサル】
　　・一般競争入札および指名競争入札
　　・全業種（予定）
　　・請負設計金額が100万円以上（予定）
　　・紙入札と併用

【建設工事・コンサル】（令和5年度～）
　　・金額を順次拡大
　　・紙入札は原則認めない

対象外 【建設工事・コンサル】
　　・令和4年5月～6月（郵送）
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