
とやま電子入札共同システム 令和4年9月12日

物品・役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7月1日 令和4年9月26日

【物品】
備品、消耗品、印刷、借入（リース契約）、
単価契約（コピー用紙、事務用品、燃料
等）、物品の修繕
※物品の売却は対象外

【役務】
庁舎等の清掃、各種設備の保守、
警備等の役務、
その他、業務委託で実施するもの

【物品】
　　・原則、総務会計課で調達・契約する全ての案件
　　・役務は対象外
　　・紙入札と併用

【役務】
　　・対象外

【物品】
　　・同左
　　・紙入札は原則認めない

【役務】
　　・未定

対象 【物品】
　・令和４年５月頃（郵便）
※入札参加資格の定期更新の案内に併せて、物品
等競争入札参加資格を有するすべての事業者へ発
送

【役務】
　　・なし

①利用期限が有効なＩＣカードを所有し、
②令和４年５月末時点で、電子入札システムwebサイ
ト（物品）に、ＩＣカードの利用者登録が完了している場
合は、ＩＣカードを使用して電子入札に参加することも
可能です。

2 富山市 令和5年3月1日 令和5年4月1日

【物品】
贈答品、事務用品、繊維製品、看板・標識、
薬品、動植物、日用雑貨、エネルギー、飲食
料、印刷、家屋・調度、原材料、電気機器、
機械器具、教育器材、防災用品、車両、賃
貸借、不用品買取、その他の物品購入・修
繕若しくは借入れ等

【役務】
庁舎等の清掃、受付、警備及び各種設備の
保守点検等の業務委託

【物品】 
(1) 物品購入・修繕に係る指名競争入札の全ての案件 
　　予定価格…80万円を超える金額 
(2) 借入（リース契約）に係る指名競争入札の案件 
　　予定価格…300万円以上 
 
【役務】 
　・業務委託に係る指名競争入札の案件 
　　予定価格…300万円以上

【物品】 
　・借入（リース契約）に係る指名競争入札の全て
の案件 
　　予定価格…40万円を超える金額 
　　※令和5年4月から対象とすることを検討中 
 
【役務】 
　・業務委託に係る指名競争入札の全ての案件 
　　予定価格…50万円を超える金額 
　　※令和5年4月から対象とすることを検討中

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 令和4年7月19日

【物品】
備品、消耗品、印刷、借入（リース契約）、
単価契約（コピー用紙、事務用品、燃料
等）、
物品の修繕
※物品の売却は対象外

【役務】
庁舎等の清掃、各種設備の保守、
警備等の役務、
その他、業務委託で実施するもの

【物品・役務】
　　・原則、管財契約課で入札を行う案件全て
　　・紙入札と併用

【物品・役務】
　　・原則、管財契約課で入札を行う案件全て
　　・紙入札は原則認めない

対象外 【物品・役務】
　　・令和４年６月頃通知（郵送） ①利用期限が有効なＩＣカードを所有し、

②令和４年５月末時点で、電子入札システムwebサイ
ト（物品）に、ＩＣカードの利用者登録が完了している場
合は、ＩＣカードを使用して電子入札に参加することも
可能です。

4 射水市 令和5年3月 令和5年4月1日

【物品】
備品、消耗品、印刷製本、借入（リース契
約）等
※物品の売却は対象外

【役務】
清掃、警備、管理保守、調査分析、情報処
理、企画制作等、コンサルを除く業務委託

【物品・役務】
　　・紙入札のみ

【物品・役務】(令和5年度～)
対象業種・金額を設定し、順次拡大

対象外 【物品・役務】
　　・令和5年2月～3月（郵送）

対象案件等については、順次射水市ホームページで
更新していく

5 魚津市 未定 未定

【物品】
物品の購入、借入れ、製造、修繕

【役務】
役務（建設工事に係る測量等の役務を除く）

【物品・役務】
　・紙入札のみ

【物品・役務】（令和６年度～）
　・範囲を順次拡大
　・電子入札案件への紙入札は原則認めない

対象外 【物品・役務】
　・未定

6 氷見市 未定 未定

【物品】
備品、消耗品、印刷、借入(リース)など

【役務】
清掃、点検、保守、警備などの業務

【物品・役務】
　　・紙入札で実施

【物品・役務】
　　令和5年度以降に再検討

対象外 【物品・役務】
　・未定

7 滑川市 令和4年7月1日 令和4年10月1日

【物品】
備品・消耗品の購入、リース、印刷、燃料等
【役務】
業務委託（コンサル以外）

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

8 黒部市 未定 未定

【物品】
物品購入、リース、印刷等

【役務】
施設管理等の業務委託（コンサル業務を除
く）

【物品・役務】
　・電子入札対象外

【物品・役務】(令和5年度～）
　・未定

対象外 【物品・役務】
　・未定

⑤備考No 団体名 ③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物品・役務の定義

①電子入札システムの稼働日
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9 砺波市 令和5年2月 令和5年4月1日

【物品】
備品、消耗品、印刷製本、賃貸借（リース契
約）等

【役務】
清掃、警備、施設管理保守（調査分析、情報
処理、企画制作）等コンサルを除く業務委託

【物品・役務】
　　一般競争入札および指名競争入札
　　・物品予定価格が８０万円を超える金額
　　・役務予定価格が５０万円を超える金額
　　・紙入札と併用

【物品・役務】（令和6年度～）
　　一般競争入札および指名競争入札
　　・物品予定価格が８０万円を超える金額
　　・役務予定価格が５０万円を超える金額
　　・紙入札は原則認めない

対象外 【物品・役務】
　　・令和5年2月頃通知予定（郵送）

10 小矢部市 未定 未定

【物品】
物品購入、賃貸借等

【役務】
施設管理等の業務委託（コンサル以外）

【物品・役務】
　　・財政課で契約する全ての案件

【物品・役務】
　・未定

対象外 【物品・役務】
　　・未定

11 南砺市 令和5年2月 令和5年4月1日

【物品】
物品購入、印刷製本、賃貸借等

【役務】
コンサル以外の業務委託

【物品・役務】
　　一般競争入札および指名競争入札
　　・物品請負設計金額が８０万円超
　　・役務請負設計金額が５０万円超
　　・紙入札と併用

【物品・役務】(令和6年度～)
　　一般競争入札および指名競争入札
　　・物品請負設計金額が８０万円超
　　・役務請負設計金額が５０万円超
　　・紙入札は原則認めない

対象外 【物品・役務】
　　・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7月1日
令和4年8月1日

（予定）

【物品】
備品、消耗品、印刷製本、借入（リース契
約）等
※物品の売却は対象外

【役務】
清掃、警備、施設管理保守（調査分析、情報
処理、企画制作）等コンサルを除く業務委託

【物品・役務】
　　一般競争入札および指名競争入札
　　・物品・役務請負設計金額が１００万円以上（予定）
　　・紙入札と併用

【物品・役務】
　　・金額を順次拡大

対象外 【物品・役務】
　・令和４年６月頃通知予定（郵送）
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