
オープンカウンタ（公開見積競争）について  

 

           長崎市理財部契約検査課  

 

購入予定額が 80 万円以下の物品購入については、平成 23 年 7 月からインター

ネット上で案件公開、見積送信、受注者決定を行う電子調達システムによるオープ

ンカウンタ方式を導入し、対象品目を順次拡大し、平成 27 月 1 月からは、緊急時

等を除き全面的にオープンカウンタ方式による見積競争を行っております。  

 

 

１  オープンカウンタとは  

長崎市ホームページ上の「電子調達システム」により見積案件を公開し、見積書

の提出を受け、受注者を決定する方法です。  

紙による見積書の提出をする必要がなくパソコンを使用して見積りを提出

していただきますので、来庁、郵送の必要がなく、また、参加資格者は誰でも見積

参加できます。  

※  使用するパソコンには別途設定が必要になります  

※  50 万円以下で契約書を省略する案件に限り、決定業者のみ、契約の際に紙によ

る見積書の提出をしていただきます。  

 

２  参加資格  

①  長崎市物品等競争入札参加名簿に登載されていること  

②  オープンカウンタ対象の業種のいずれかに登録があること  

※  案件ごとに参加できる業種は異なりますので注意してください  

※発注については、長崎市物品等競争入札有資格者名簿に登録されている方で、指

定の業種に登録のある方が対象となりますが、市内業者（長崎市内に本店を有す

る方）から優先的に発注するため、準市内業者（入札・契約締結権限を委任され

ている支店等のみ長崎市内に有する方）、市外業者（長崎市内に本店及び入札・

契約締結権限を委任されている支店等を有しない方）については、市内業者だけ

で競争性が確保できない案件の場合のみ発注の対象となりますのでご了承くだ

さい。  

 

３  公開日及び公開方法  

原則として、毎週金曜日午後４時に長崎市ホームページ「入札・契約情報」にお

オープンカウンタの概要  



いて案件を公開します。金曜日が祝日等による閉庁日の場合は、その前日の木曜日

に公開となります。  

※  連休、お盆、年末年始の前後の期間については公開しない場合があります  

 

４  見積りの提出方法及び提出期限  

(1)  提出方法  

・  長崎市ホームページ「入札・契約情報」の「電子調達システム」から、見積

対象案件を選択し、見積金額の入力を行います。  

・  「電子調達システム」の使用には、登録番号及びパスワード又はＩＣカード

が必要です。  

(2)  提出期限  

原則、次頁に記載している【通常日程】のとおりとし、案件公開の翌週水曜日午

後 5 時が見積提出期限です。水曜日が祝日等による閉庁日の場合は、その前日の火

曜日が見積提出期限となります。  

また、事前確認等に期間を要する場合は、次頁に記載している【延長日程】のと

おりとし、【延長日程】の場合は、案件公開の翌々週水曜日午後 5 時が見積提出期

限です。水曜日が祝日等による閉庁日の場合は、その前日の火曜日が見積提出期限

となります。  

 

なお、インターネット環境の不具合等、やむを得ない事情があると認められる場

合については、紙による見積書提出ができます。（別途申請が必要）  

 

※  パスワードは業者登録時に発行済ですが、万が一紛失されている場合は契約検査

課総務係で再発行の手続きをお取りください。   

※  IC カードの取得には、別途、認証局との手続きが必要となり、概ね年間 1 万円

から 2 万円程度の手数料が発生します。  

 

５  開札・契約相手方の決定  

見積提出期限の翌日に開札を行い、予定価格の範囲内で最低価格提示者を  

契約相手方として決定します。  

※  開札日が祝日等による閉庁日となる場合は、その翌日に開札となります。  



 

《オープンカウンタ公開から開札までの流れ》  

【通常日程】  

 

【延長日程】 

曜日  時間  案件処理内容  

※1 毎週金曜日  午後４時から  

案件公開開始  

見積受付開始  

見本閲覧開始  

事前確認申請開始  

※1 翌々週水曜日  

正午まで  

見本閲覧終了  

※3 事前確認申請終了  

午後５時まで  見積受付終了  

※2 翌々週木曜日  午前９時から  開札  

 

※1 該当曜日が祝日等による閉庁日にとなる場合は、その前の曜日とする。  

※2 該当曜日が祝日等による閉庁日にとなる場合は、その後の曜日とする。  

※3事前確認に時間を要するものについては曜日の変更の可能性有。 

曜日  時間  案件処理内容  

※1 毎週金曜日  午後４時から  

案件公開開始  

見積受付開始  

見本閲覧開始  

事前確認申請開始  

※1 翌週水曜日  
正午まで  

見本閲覧終了  

事前確認申請終了  

午後５時まで  見積受付終了  

※2 翌週木曜日  午前 9 時から  開札  



 

対象業種 （№1～№60） 

番号  業  種  番号  業  種  

1 日用雑貨  31 業務用厨房機器  

2 合成樹脂製品  32 洗剤  

3 その他日用品  33 寝具  

4 一般印刷  34 その他家庭用機器  

5 フォーム印刷  35 制服  

6 理化学機器       36 作業服  

7 業務用計測・計量機器  37 消防被服  

8 医療用薬品  38 イベントジャンパー等  

9 工業用薬品  39 白衣等  

10 試薬  40 帽子  

11 文房具      41 手袋・軍手  

12 各種紙類  42 タオル・ウエス  

13 オフィス家具  43 靴・カバン  

14 事務機器  44 その他被服  

15 ＯＡサプライ  45 ガソリン・軽油               

16 その他文房具・事務機  46 灯油                     

17 運動用品  47 Ａ重油                    

18 鋼材  48 各種オイル・潤滑油            

19 鋼製品  49 プロパンガス                

20 上・下水道用資材     50 酸素・窒素・水素・ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ等     

21 その他建設資材  51 石炭・炭                   

22 家庭用電気製品  52 その他燃料                

23 照明器具  53 ステッカー印刷            

24 空調機器・設備  54 特殊印刷                

25 電気機械製品  55 製本  

26 電気通信（視聴覚）機器  56 コピー・青写真  

27 コンピュータ機器  57 地図  

28 機械工具  58 図書  

29 事業用機器・部品  59 その他印刷・図書  

30 家庭用厨房機器  60 自動車販売（軽）  

 
 



 
 

（№61～№120） 
 

番号  業 種 番号  業 種 

61 自動車販売（普）  91 遊具・玩具（屋外）  

62 自動車販売（大）  92 その他教育用品  

63 自動車販売（その他特殊）  93 砂・石・セメント等  

64 自動車修理・整備・車検       94 生コンクリート  

65 自動車板金・塗装  95 コンクリート製品  

66 タイヤ販売・組替・調整  96 舗装材  

67 自動車部品販売（電装）  97 木材  

68 自動車部品販売  98 塗料  

69 二輪車販売・修理  99 ロープ・ワイヤー  

70 船舶  100 天幕  

71 船用機器・用品  101 その他電気製品  

72 消防車両販売  102 建設重機  

73 救急車両販売  103 一般工作機器  

74 その他車両・船舶  104 Ｖベルト・パッキン等  

75 高度管理医療機器    105 ネジ・釘・ボルト  

76 管理医療機器  106 その他機械・工具器具  

77 特定保守管理医療機器  107 鉄工・溶接  

78 医療材料       108 その他鉄工・溶接  

79 介護用品・機器  109 消防・防災用品  

80 その他医療・理化学機器  110 消防用ポンプ  

81 農薬  111 保安用具  

82 防疫薬品  112 救急機器  

83 動物用薬品  113 その他消防・防災・保安具  

84 その他薬品  114 インテリア  

85 印鑑・ゴム印  115 畳・建具・ガラス等  

86 保育用品  116 家具  

87 学校教材  117 舞台装置  

88 楽器  118 その他木工品  

89 ＣＤ、レコード、ＤＶＤ  119 その他室内装飾・家具・木工品  

90 遊具・玩具（屋内）  120 看板、表示板企画・制作（屋内）  



（№121～№144） 
 

番号   業 種 

121 看板、表示板企画・制作（屋外）  

122 看板、表示板企画・制作（屋外）制作のみ  

123 染物  

124 その他看板・旗・のぼり  

125 生ごみ処理機  

126 暖房器具  

127 その他厨房・ガス器具等  

128 時計  

129 カメラ、フィルム  

130 写真現像焼付  

131 その他時計・写真  

132 贈答品  

133 花輪・造花  

134 楯・トロフィー・カップ  

135 その他贈答品  

136 生花  

137 花き・種苗  

138 食料品（乳肉・魚介類等）  

139 食料品（その他）  

140 肥料    

141 飼料  

142 漁具・魚網  

143 農機具      

144 その他農林・水産物  

 


