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1-1. 導入の背景と目的 ( 1/2 )

2

共同利用参加団体
共同利用へ参加する団体と各団体の稼働予定日は以下の通りとなります。

※電子入札の開始日は各団体毎に異なります。詳細は「1-4.導入スケジュール」をご確認ください。

稼働予定日 団体名

令和4年7月
富山県、高岡市、射水市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、
小矢部市、立山町

令和5年4月 富山市、砺波市、南砺市

背景
電子入札システムとは、入札公告や指名通知から開札までの手続きを、インターネットを利用して電子

的に行うものです。全国の自治体で導入が進んでおり、契約事務の効率化・一元化及びその拡張性の

観点から、導入の必要性が高まっています。富山県と県内11市町においても、共同利用型の電子入札

システムである「とやま電子入札共同システム」の運用を開始します。

共同利用に参加している団体では、同一の操作方法で入札を行うことが可能となります。



1-1. 導入の背景と目的 ( 2/2 )
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目的

①事業者の利便性の向上（移動コストなどの削減）

入札会場に行く回数が減り、時間的な負担と交通費や人件費などの行政手続コストの削減、
利便性が向上が期待されます。

②入札契約事務の効率・迅速化（行政サービスの向上）

入札や入札結果の公表に関する業務の効率化・迅速化を図ることができます。

③透明性の確保及び入札参加機会の拡大

幅広く工事等の入札情報を開示することができ、透明性を確保するとともに事業者の入札参加機会が
拡大されます。

④新型コロナウイルス感染症対策

紙入札の場合、入札参加者又は立会人が集まる必要があります。電子入札を導入することで、
感染リスクの低減を図ります。



1-2. 範囲・調達区分 ( 1/2 )

4

電子入札システム

 質問登録・回答確認

 指名通知書の確認

 参加申請書の提出

 入札書の提出

 開札結果の確認

入札情報サービス(PPI)

 発注見通しの閲覧

 入札参加資格者名簿の閲覧

 入札公告の閲覧

 開札結果の閲覧

 契約情報の閲覧

電子入札システムの範囲



電子入札の対象となる案件
「とやま電子入札共同システム」では、建設工事、コンサル、物品・役務に関する入札手続きをシステム上

で行うことができます。ただし、電子入札の対象となる調達区分や業種、条件等は、自治体によって異なり

ますので、詳細はポータルサイトに掲載している「電子入札システム運用開始時期及び対象案件等」をご確

認ください。

【電子入札システム運用開始時期及び対象案件等】

（建設工事・コンサル） https://toyama.efftis.jp/portal/files/jiki-taisho01_20220627.pdf

（物品・役務） https://toyama.efftis.jp/portal/files/jiki-taisho02_20220901.pdf

1-2. 範囲・調達区分 ( 2/2 )
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利用方式
電子入札では、案件の区分によってシステムへのログイン方

式が異なります。建設工事、コンサルの案件では、ICカード

によるログインのみ可能です。物品・役務の案件では、IC

カードを利用しないID/暗証番号方式によるログインが可

能です。物品・役務のみに参加する場合、ICカードの準備が

無くても、ログインすることができます。

区分 ログイン方式

建設工事 ICカード方式のみ

コンサル ICカード方式のみ

物品・役務 ID/暗証番号方式
（ICカード方式も可）

https://toyama.efftis.jp/portal/files/jiki-taisho01_20220627.pdf
https://toyama.efftis.jp/portal/files/jiki-taisho02_20220901.pdf


機器（パソコン、回線）等の準備
以下の推奨環境を満たしているパソコンやソフトウェア、回線が必要です。

① ハードウェア環境

1-3. 準備事項 ( 1/4 )
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項目 推奨環境

パソコン Windows パソコン

CPU Intel Core i3 以上を推奨

メモリ ２GB以上を推奨

ディスク 空き容量が１GB以上

ディスプレイ解像度 1,024×768（VGA）以上

プリンタ 通知書を印刷する場合は、Ａ４用紙を印刷できるプリンタをご準備ください

建設工事、コンサル 物品・役務



1-3. 準備事項 ( 2/4 )
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② ソフトウェア環境

③ ネットワーク環境

項目 推奨環境

OS Windows10 Home/Pro、Windows11 Home/Pro
※ 32bit版/64bit版のどちらでも可

ブラウザ Microsoft Edge、Google Chrome

.Net Framework .Net Framework4.6.1以降

電子入札関連ソフト
(電子入札補助アプリ)

ICカード方式：電子入札システム対応の民間認証局より提供
ID/暗証番号方式：ポータルサイトにて提供

項目 推奨環境

回線 インターネットに接続できる回線があること

電子メール 電子メールが送受信できる環境であること

通信プロトコル 次の通信プロトコルが通過可能であること
「HTTP」「HTTPS」「LDAP」

建設工事、コンサル 物品・役務



1-3. 準備事項 ( 3/4 )
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対象自治体 暗証番号届の提出

富山県（建設工事、コンサル）、高岡市 必要

富山県（物品）、富山市、射水市、魚津市、氷見市、
滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、立山町

不要

建設工事、コンサル 物品・役務

暗証番号について
暗証番号は、システムを利用開始する際に行う利用者登録の手続きに利用します。ID/暗証番号方式ではログインに

利用する初期パスワードとなっており、変更することが可能です。暗証番号は、自治体によっては、暗証番号を事前に届

け出る必要があり、届出の方法は各自治体のホームページをご確認ください。すでに届出を行っている場合は改めて届

出を行う必要はありません。

利用者登録情報の通知
電子入札システムを利用するためには、はじめに利用者登録を行っていただく必要があります。利用者登録は、自治体

ごとに行っていただく必要があり、利用者登録に必要な情報（業者番号、商号又は名称、ユーザID、暗証番号等）

は自治体から事前に通知されます。通知される時期については、「1-4.導入スケジュール」をご確認ください。なお、すでに

電子入札システムの運用を行っている富山県（建設工事、コンサル）、高岡市（建設工事、コンサル）については、

現在の電子入札システムで利用しているICカードがそのまま利用できるため、利用者情報の通知は行いません。



1-3. 準備事項 ( 4/4 )
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ICカード等の準備
建設工事・コンサルでは、入札参加資格を申請した際の代表者（委任している場合は受任者）名義のICカード及び

ICカードリーダが必要です。自治体ごとに別々のICカードを用意いただく必要はありません。

また、他県の自治体の電子入札にICカードを利用し、参加されている場合、ICカードの名義が各自治体への申請内容と

一致していれば、お持ちのICカードをお使いいただけますので、新たに購入いただく必要はありません。

対応のIC カードをお持ちでない方は、電子入札コアシステム対応の以下の民間認証局よりご購入ください。

詳細はこちら http://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/inadvance/agencylist.htm

※ ICカードのお申し込みから取得までは、およそ２週間～１ヶ月ほどかかります

建設工事、コンサル

民間認証局 ホームページ

ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社 http://www.e-probatio.com/

三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 http://www.diacert.jp/plus/

株式会社帝国データバンク http://www.tdb.co.jp/typeA/

東北インフォメーション・システムズ株式会社 https://www.toinx.net/ebs/info.html

日本電子認証株式会社 https://www.ninsho.co.jp/aosign/

電子認証登記所 https://www.ninsho.co.jp/hojin/

http://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/inadvance/agencylist.htm
http://www.e-probatio.com/
http://www.diacert.jp/plus/
http://www.tdb.co.jp/typeA/
https://www.toinx.net/ebs/info.html
https://www.ninsho.co.jp/aosign/
https://www.ninsho.co.jp/hojin/
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1-4. 導入スケジュール ( 1/4 )

電子入札システム稼働日 ： 令和4年7月1日(金)予定（※1）

利用者登録開始時期 ： 令和4年6月27日(月)予定（※2）

ヘルプデスク開始時期 ： 令和4年6月27日(月)予定

※1 富山市、砺波市、南砺市は令和5年4月3日(月)予定

※2 富山市、砺波市、南砺市は別途通知

自治体別の導入スケジュール
対象となる案件や利用者登録情報の通知時期は自治体によって異なります。次頁に記載されている導

入スケジュールをご確認ください。

システム稼働日
電子入札システムは、以下のスケジュールで運用を開始します。また、運用開始直前には、電子入札の

利用者登録期間を設けています。稼働後、すぐに電子入札への参加を希望される方は、こちらの期間に

利用者登録を行うようにしてください。利用者登録は、自治体ごとに行っていただく必要があります。



1-4. 導入スケジュール ( 2/4 )
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自治体 調達区分 令和４年度 令和５年度 令和６年度

7月 4月

富山県

建設工事

コンサル

物品・役務

富山市

建設工事

コンサル

物品・役務

高岡市

建設工事

コンサル

物品・役務

射水市

建設工事

コンサル

物品・役務

全案件（一部所属を除く）

全案件（一部所属を除く）

全案件

全案件

全案件

：利用者登録情報の通知 ：紙入札との併用

全案件 (管財契約課で入札を行う案件全て)

※電子入札の対象となる案件の詳細は、ポータルサイトに掲載されている
「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」を参照してください。

一部案件（役務を除く。総務会計課で調達・契約するすべて案件）8月5月

3月

3月

3月

全案件

全案件

6月

全案件

全案件

一部案件(順次拡大)

8月

8月

6月

6月

2月



1-4. 導入スケジュール ( 3/4 )
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自治体 調達区分 令和４年度 令和５年度 令和６年度

7月 4月 10月

魚津市

建設工事

コンサル

物品・役務

氷見市

建設工事

コンサル

物品・役務

滑川市

建設工事

コンサル

物品・役務

黒部市

建設工事

コンサル

物品・役務

：利用者登録情報の通知 ：紙入札との併用
※電子入札の対象となる案件の詳細は、ポータルサイトに掲載されている

「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」を参照してください。

全案件

全案件

一部案件

全案件一部案件

全案件

全案件

全案件

全案件

全案件一部案件

全案件一部案件

未定

8月

8月

6月

6月

6月

6月

10月

10月

10月

8月

8月

6月

6月

一部案件

一部案件

未定(令和5年度以降に再検討)



1-4. 導入スケジュール ( 4/4 )
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自治体 調達区分 令和４年度 令和５年度 令和６年度

7月 4月

砺波市

建設工事

コンサル

物品・役務

小矢部市

建設工事

コンサル

物品・役務

南砺市

建設工事

コンサル

物品・役務

立山町

建設工事

コンサル

物品・役務

：利用者登録情報の通知 ：紙入札との併用
※電子入札の対象となる案件の詳細は、ポータルサイトに掲載されている

「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」を参照してください。

一部案件

一部案件

一部案件

2月

2月

2月

一部案件

一部案件

一部案件

全案件

全案件

5月

5月

2月

2月

2月

拡大一部案件

拡大一部案件

一部案件(順次拡大)8月

5月

5月

6月

未定
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1-5. お問い合わせ先 ( 1/3 )

自治体 連絡先
電話番号
FAX番号

富山県

（工事・コンサル）
土木部管理課 入札・契約係
（物品）
出納局総務会計課 用度管理係

（工事・コンサル）
TEL : 076-444-3309
FAX : 076-444-4414
（物品）
TEL : 076-444-3423
FAX : 076-444-3964

富山市 契約課 工事契約係、物品契約係

（工事契約係）
TEL : 076-443-2025
（物品契約係）
TEL : 076-443-2024
（共通）
FAX : 076-431-7665

高岡市 管財契約課 契約係
TEL : 0766-20-1384
FAX : 0766-20-1383

ICカードやパソコン等の準備物に関する問い合わせは、ポータルサイトに掲載されている質問票にてお問合せください。

自治体ごとの導入スケジュールや電子入札の対象となる案件に関する問い合わせは、各自治体の入札担当課まで

お願いします。



15

1-5. お問い合わせ先 ( 2/3 )

ICカードやパソコン等の準備物に関する問い合わせは、ポータルサイトに掲載されている質問票にてお問合せください。

自治体ごとの導入スケジュールや電子入札の対象となる案件に関する問い合わせは、各自治体の入札担当課まで

お願いします。

自治体 連絡先
電話番号
FAX番号

射水市 資産経営課 契約係
TEL : 0766-51-6617
FAX : 0766-51-6650

魚津市 財政課 管財・契約検査係
TEL : 0765-23-1088
FAX : 0765-23-1051

氷見市 財政課 契約検査班
TEL : 0766-74-8037
FAX : 0766-74-4004

滑川市 財政課 財産管理係
TEL : 076-475-2111
FAX : 076-475-6299

黒部市 財政課 契約検査班
TEL : 0765-54-2116
FAX : 0765-54-4461
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1-5. お問い合わせ先 ( 3/3 )

ICカードやパソコン等の準備物に関する問い合わせは、ポータルサイトに掲載されている質問票にてお問合せください。

自治体ごとの導入スケジュールや電子入札の対象となる案件に関する問い合わせは、各自治体の入札担当課まで

お願いします。

自治体 連絡先
電話番号
FAX番号

砺波市 財政課 管財係
TEL : 0763-33-1274
FAX : 0763-33-1468

小矢部市 小矢部市 財政課
TEL : 0766-67-1760（内線：222）
FAX : 0766-68-2171

南砺市 財政課 契約検査係
TEL : 0763-23-2004
FAX : 0763-52-6341

立山町 総務課 管財係
TEL : 076-462-9967
FAX : 076-463-1254
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とやま電子入札共同システムの概要

についての説明は終了です。


