平成２３年度 一般競争件名

細分類

役務の内容

国道の開通に関する新聞広告

広告の新聞掲載

№1

函館開発建設部管内事業概要（印刷等）

函館開発建設部管内事業概要の印刷用データ作成、調整、印刷

久遠漁港外４港航空写真撮影

久遠漁港外４港の航空写真等の作成

№5

航空写真

図面作成等業務（農業開発課・函館農業事務所）

図面作成等業務の単価契約

№6

電子図面データ作成

函館開発建設部管内地番改正調書等マイクロフィルム作
書類（紙）のマイクロフィルム作成及び電子ファイル化
成及び電子化業務

№7

マイクロフィルム作成

道路区域決定・供用開始等図書検索システム構築及び
電子データ加工

マイクロフィルム化した図書資料を電子データ化のうえ、着色・ノイ
ズ処理等の加工をするとともに検索システムを構築する

№7

マイクロフィルム作成、
電子データ化

マイクロフィルム作成及び電子化

書類（紙）のマイクロフィルムの作成及び電子ファイル化

№7,12

マイクロフィルム作成、
電子データ化

№3,6

広告代理
印刷（企画・制作）、
電子図面データ作成

函館道路事務所 道路占用許可保存文書データベース 函館道路事務所の「道路占用許可保存文書」のマイクロフィルム撮
マイクロフィルム作成、
№7,13
作成等業務
影及びイメージデータ作成、編集・保存
ソフトウェア開発
複写等業務

大型コピー、デジタル大型出力等の物品調達

№8

コピー業務

厚沢部川堤防観測機器データ回収作業

観測機器のデータ回収等

№9

技術資料作成(河川)

厚沢部川堤防植生資料作成

堤防の植生に関する資料作成

№9

技術資料作成(河川)

函館開発建設部用地課ファイリングシステムデータ登録 書類（紙）を電子データ（ＰＤＦ）化し、検索可能状態としてサーバー
業務
に追加登録する

№10,12

データ入力及び資料整理、
電子データ化

函館開発建設部管内 道路管理施設データ作成

道路管理データベース登録のための資料作成

№10,12

データ入力及び資料整理、
電子データ化

電線共同溝入溝状況台帳整理

電線共同溝入溝の現地調査と台帳整理

№10,39

データ入力及び資料整理、
電気設備点検・整備

函館開発建設部管内「道の駅」実態調査支援業務

道南地域の「道の駅」で行うヒアリング調査、整理及び取りまとめ

№11

統計調査補助

函館開発建設部管内用地測量等成果電子ファイル作成
マイクロフィルムの電子画像データ作成
業務

№12

電子データ化

港湾・漁港災害関係資料電子データ化作業

書類（紙）の電子データ化

№12

電子データ化

国営造成施設完了図面電子ファイリング

完了図面を電子ファイリング

№12

電子データ化

道路不用物件図書電子データベース構築

書類（紙）を電子データ化し既存のデータベースへリンクを可能とす
電子データ化、
№12,13
るデータシステムを構築する
ソフトウェア開発

函館開発建設部図面管理システム他作成

書類（紙）のマイクロフィルム作成及び電子化を行い、検索及び閲
覧可能なファイリングシステムとして整理する

№13

ソフトウェア開発

庁舎清掃業務

函館開発建設部本部外３ヶ所での日常清掃及び定期清掃

№15

庁舎清掃

庁舎清掃業務（今金河川事務所）

今川河川事務所及び美利河ダム管理支所の日常清掃

№15

庁舎清掃

庁舎清掃業務（八雲道路事務所）

八雲道路事務所の日常清掃及び定期清掃

№15

庁舎清掃

庁舎清掃業務（江差地区）

江差道路事務所、江差港湾事務所の日常清掃及び定期清掃

№15

庁舎清掃

中島町２９番職員宿舎２号棟屋外排水設備改修

排水枡及び排水管の改修

№16

給排水設備点検・清掃

昭和２丁目職員宿舎屋外給水管取替

屋外給水管の取替

№16

給排水設備点検・清掃

函館開発建設部衛生環境確保等業務

函館開発建設部本部での給水及び排水の管理、空気環境の測定外

給排水設備点検・清掃、
№16,
貯水槽点検・清掃、
17,18
浄化槽点検・清掃

八雲道路事務所 庁舎共通エリア照明等人感センサー
取付

照明器具等の人感センサー化

№19

建物電気設備点検・整備

エレベーター設備等保守点検業務

函館開発建設部本部でのエレベーター設備等の保守点検

№21

エレベータ点検・整備

函館開発建設部管内灯油配管点検外一連

函館開発建設部本部外の灯油タンクに接続している配管について
加圧試験、地上配管へのルート変更の検討及び不要な灯油タンク
の残油抜取及び廃棄処分

№22

燃料設備点検・整備

函館地区 灯油配管布設替

地中配管の布設替

№22

燃料設備点検・整備

消防用設備等保守点検業務

宿舎・事務所等の消防用設備等についての保守点検

№26

消防用設備点検・整備

函館開発建設部本部庁舎 ドライエリア手摺改修

階段等に設置している手摺りの嵩上げ及び改修

№28

建物修繕（外装一般）

江差港湾事務所 庁舎窓ガラス防犯フィルム貼付

庁舎窓ガラスへの防犯用フィルムの貼り付け

№28

建物修繕（外装一般）

平成２３年度 一般競争件名

細分類

役務の内容

函館地区 公用車修繕単価契約

公用車の定期整備及び修理

№31

乗用自動車点検・整備

今金・八雲地区 公用車修繕単価契約

公用車の定期整備及び修理

№31

乗用自動車点検・整備

江差地区 公用車修繕単価契約

公用車の定期整備及び修理

№31

乗用自動車点検・整備

函館道路事務所 除雪機械修繕単価契約

函館道路事務所の除雪機械の整備及び修理

№32,33

普通自動車（トラック類）点検・整備、
大型特殊自動車点検・整備

八雲道路事務所 維持機械修繕単価契約

八雲道路事務所の維持機械の整備及び修理

№32,33

普通自動車（トラック類）点検・整備、
大型特殊自動車点検・整備

八雲道路事務所 除雪機械修繕単価契約

八雲道路事務所が保有する除雪機械（自動車類、建設機械類及び
№32,33
特殊機械類）の修繕

普通自動車（トラック類）点検・整備、
大型特殊自動車点検・整備

江差道路事務所 維持機械修繕単価契約

江差道路事務所の維持機械の整備及び修理

№32,33

普通自動車（トラック類）点検・整備、
大型特殊自動車点検・整備

江差道路事務所 除雪機械修繕単価契約

江差道路事務所の除雪機械の整備及び修理

№32,33

普通自動車（トラック類）点検・整備、
大型特殊自動車点検・整備

今金河川事務所 災害対策車修繕単価契約

今川河川事務所配置の災害対策車の整備及び修理

№33

大型特殊自動車点検・整備

港湾業務艇しらゆり定期整備

港湾業務艇しらゆりの船体部整備、機関部整備等

№34

船舶点検・整備

港湾業務艇みずなぎ定期整備

港湾業務艇みずなぎの船体部整備、機関部整備等

№34

船舶点検・整備

塵芥収集運搬業務

函館開発建設部本部外１ヶ所での塵芥収集運搬

№35

一般廃棄物処理

函館新道・函館江差自動車道 道路情報管理設備点検 道路情報管理設備の点検及び軽微な修理並びに清掃等

№38

通信設備点検・整備

函館開発建設部管内 通信設備外点検

№38

通信設備点検・整備

函館開発建設部管内 情報通信ネットワーク設備外点検 CCTV装置等の点検及び軽微な修理並びに清掃等

№38

通信設備点検・整備

函館開発建設部管内 行政ＬＡＮ用パソコン設定作業

Webコミュニケーションシステムのインストール及び設定

№38

通信設備点検・整備

美利河ダム直轄堰堤維持の内 放流警報装置外点検

美利河ダムの放流警報装置外点検

№38

通信設備点検・整備

函館開発建設部管内テレビ電波障害防除設備撤去

テレビ電波障害防除設備の撤去

№39

電気設備点検・整備

函館開発建設部管内 自家用電気工作物点検

受変電設備等の点検及び軽微な修理等

№39

電気設備点検・整備

函館開発建設部管内 道路情報表示装置外点検

道路情報表示設備等の点検及び軽微な修理並びに清掃等

№39

電気設備点検・整備

美利河ダム直轄堰堤維持の内 ダム放流制御装置点検 美利河ダム管理支所管内のダム放流制御装置点検等

№39

電気設備点検・整備

今金河川事務所外 自家用電気工作物保安点検

今川河川事務所外の自家用電気工作物保安点検

№39

電気設備点検・整備

函館開発建設部管内海象観測装置保守点検

海象観測装置の機器性能を維持するための保守点検等

№43

海象観測装置点検・整備

函館開発建設部管内 潮位観測装置外取替

検潮器等の機器の更新及び故障した機器の取替等

№43

海象観測装置点検・整備

港湾業務艇みずなぎ 音響測深機更新

港湾業務艇みずなぎ搭載のGPS測量システムの深浅測量用音響
測深器を更新

№43

海象観測装置点検・整備

後志利別川維持の内 兜野排水機場外点検

兜野排水機場、北檜山排水機場及び小型排水ポンプの点検及び整備

№44

河川・ダム用機械設備
点検・整備

今金河川事務所管内 ゲート設備外点検整備

今川河川事務所管内のゲート設備外点検整備

№44

河川・ダム用機械設備
点検・整備

今金河川事務所外除雪業務

今川河川事務所管内の除雪及び排雪

№49

構内除雪

函館道路事務所構内除排雪業務

函館道路事務所構内の除排雪作業

№49

構内除雪

八雲道路事務所 構内除排雪等業務

八雲道路事務所構内の除雪及び排雪

№49

構内除雪

国有財産敷地（函館地区）除草（単価契約）

函館開発建設部で管理している土地での除草

№50

除草

構内鉄くず整理外（八雲道路事務所）

八雲道路事務所構内の鉄くず外について、計量施設で計量の上、
分別して仮置き

№51

鉄くず等計量

国有財産敷地埋設物調査

埋設物の有無を確認するために掘削による調査を行い、報告書を
提出する

№52

掘削

八雲町内浦不用物件支障物撤去

旧国道敷地での不要物件支障物撤去

№52

掘削

ネットワーク設備、多重無線回線装置等の点検等

平成２３年度 一般競争件名

細分類

役務の内容

長万部町茶屋川地区不用物件立木抜根

旧国道敷地の立木及び支障物撤去

№52

掘削

八雲町旧緑雲橋周辺不用物件保守

旧国道敷地内の橋梁（構造物）保守及び侵入防止柵設置

№53

単管柵設置

八雲町不用物件（Ａ４８）管理用単管柵設置

旧国道敷地に単管柵を設置

№53

単管柵設置

一般国道２２８号松前地区不用物件侵入防止柵等設置

旧国道敷地７ヶ所に侵入防止用の柵や看板を設置

№53

単管柵設置

平成２３年度 オープンカウンター件名

役務の内容

細分類

新聞広告掲載料

国有財産売払公告を新聞に掲載する

№1

広告代理

新聞広告掲載料

国有財産売払公告を新聞に掲載する

№1

広告代理

新聞広告掲載料

国有財産売払公告を新聞に掲載する

№1

広告代理

新聞広告掲載料（国有財産売払２３－６外）

国有財産の売払いに伴う公告を新聞に掲載する

№1

広告代理

新聞広告掲載料（国有財産売払２３－４外）

国有財産売払いに伴う公告を新聞に掲載する

№1

広告代理

新聞広告掲載料（国有財産売払２３－１５外）

国有財産売払いに伴う公告を新聞に掲載する

№1

広告代理

新聞広告掲載料（国有財産先着順売払２３－６外）

国有財産売払に伴う公告を新聞に広告する

№1

広告代理

事業説明会新聞公告（平成２４年１月６日）

北海道新聞（函館版 朝刊 社会面）に掲載する

№1

広告代理

尾札部道路暫定供用お知らせ広告

道路暫定共用お知らせ公告を、新聞朝刊に掲載する

№1

広告代理

通行止情報メール配信サービスお知らせ広告

通行止情報メール配信サービスお知らせ公告を、新聞朝刊に掲載
する

№1

広告代理

ＡＭラジオスポットＣＭ料

ラジオ（道南ローカル）で国道の開通に関するラジオスポットＣＭを
放送する

№1

広告代理

ＦＭいるかラジオスポットＣＭ料

ＦＭいるかで国道の開通に関するラジオスポットＣＭを放送する

№1

広告代理

国道の通行規制に関する新聞広告

国道の通行規制に関するお知らせ公告を、北海道新聞朝刊（函館
版）及び函館新聞朝刊に掲載する

№1

広告代理

函館・江差自動車道 現場見学会

高規格幹線道路において道路関係者の方を招き、整備効果の説
明と現場見学を目的とした作業を行う

№2

イベント運営

美利河ダム見学会支援作業

ダム見学会において、後志利別川に棲む魚類、水生生物及び水文
観測機器の展示を行い、見学会の支援・補助を行う

№2

イベント運営

函館港湾事務所 函館港事業説明会

函館港整備事業における港を紹介するための資料展示会（パネル
展）を行う

№2

イベント運営

後志利別川治水事業啓発用資料作成

後志別川治水事業啓発のための説明資料を作成し、印刷を行う

№3

印刷（企画・製作）

ポケット防災印刷製本

ポケット防災の印刷製本を行う

№3

印刷（企画・製作）

一般国道２２７号 道路状況調査票印刷配布作業

北斗市～江差町における道路利用について、道路の問題点を把
握するためのアンケート調査

美利河ダム看板補修作業

美利河ダム看板補修作業（看板デザイン作成、看板シート作成、看
板張り替え、ダム湖銘板シート作成、ダム湖銘板張り替え）を行う

№4

パネル看板作成

美利河ダム広報資材製作

美利河ダムの広報資材として、のぼり・横断幕等の製作を行う

№4

パネル看板作成

函館新外環状道路 函館市 通行規制予告看板製作

通行規制の予告看板、迂回路案内看板、通行止め看板の製作を行う

№4

パネル看板作成

函館新外環状道路 函館市 事業計画看板製作設置

事業計画看板作製、現地設置作業を行う

№4

パネル看板作成

江差港事業説明パネル作成
函館港湾事務所 事業資料整理作成

№3,11

印刷（企画・製作）、
統計調査補助

江差港における港湾事業の編纂（昭和３０年～４０年代）と現在の
№4 パネル看板作成
役割を取りまとめ、パネル化する
函館港に関する歴史及び産業等の資料を整理・作成、函館港紹介
パネル看板作成、
パネルの資料更新・出力、函館港湾事務所既存ホームページの更 №4,10
データ入力及び資料整理
新を行う

後志利別川流域図外作成

後志別川の流域図及び水系図の更新・データ化・印刷を行う

№6

電子図面データ作成

函館開発建設部河川・道路防災図マグネットシート作成

函館開発建設部河川・道路防災図マグネットシート作成 管内河
川・道路防災図データ格納ビュワー（ＣＤ－ＲＯＭ）の作成

№6

電子図面データ作成

函館開発建設部各道路事務所管内地図ボード作成

ホワイトボードに函館道路事務所管内外の地図を作成する

№6

電子図面データ作成

美利河ダム管理支所 機械系構造物図面電子化

紙媒体の機械系図面の電子化（ＣＡＤ化）を行う

№6

電子図面データ作成

後志利別川工事履歴図更新外業務

平成２３年度施行工事に伴い、各箇所の各種図面データの更新を行う

№6,10

後志利別川出水前堤防モニタリング作業

既存モニタリング調査結果調書を参考に直轄河川堤防の目視点
検によるモニタリングを実施し、現地の状況に応じて追加修正の作
業を行う

№9

技術資料作成（河川）

美利河ダム積雪深計測作業

美利河ダム流域における積雪深等を調査しダム管理の基礎資料とする

№9

技術資料作成（河川）

砂原漁港外１港 監視システム検討

砂原漁港と臼尻漁港において、漁港監視カメラ設置・制御の工事
発注に必要な電源等の検討及び図面作成、工事発注数量の算出
を行う

№9

技術資料作成（港湾）

電子図面データ作成、
データ入力及び資料整理

平成２３年度 オープンカウンター件名
大野平野地区大沼取水口植生等調査
道路占用許可移行データ突合作業
公共用財産管理関係図書詳細数量リスト作成
函館開発建設部管内 排水機場外機械設備情報整備
道路維持除雪機械稼働実績データ整理

役務の内容
大沼取水口付近の植生を確認する調査、用水路や水田に生息す
る魚類等の生息を把握する調査を行う
道路占用システムが新システムに移行されることに伴う、移行デー
タの確認並びに相違箇所の抽出作業
公共用財産管理関係図書及び長期保存の道路管理関係図書の
詳細数量をファイル単位で調査のうえリストを作成する
排水機場、水門、樋門設備等の機械設備について、過去に施工し
た点検等内容から機器の情報を整理・抽出しデータの追加登録を
行う
函館開発建設部が保有する維持・除雪機械の稼働実績を定型様
式にデータ整理する

細分類
№9

技術資料作成（農業）

№10

データ入力及び資料整理

№10

データ入力及び資料整理

№10

データ入力及び資料整理

№10

データ入力及び資料整理

道路維持除雪機械整備履歴整理

函館開発建設部が保有する維持・除雪機械の整備・修理等の整備
履歴を定型様式にデータ整理する

№10

データ入力及び資料整理

水利権受益調書修正等

既存受益調書の修正及び図面の作成を行う

№10

データ入力及び資料整理

会議議事録作成

会議内容を録音した議事内容をワード形式で電子化する

№10

データ入力及び資料整理

今金河川事務所成果品調査整理業務

今金河川事務所が保管する工事書類及び業務報告書等の整理を
行う

№10

データ入力及び資料整理

№10

データ入力及び資料整理

№10

データ入力及び資料整理

函館港湾事務所 福島漁港灯台資料整理
椴法華港 港湾施設健全度資料作成

福島漁港港口切り替えに伴う港内灯台設置・撤去工事の発生に必
要な図面作成及び工事発生数量の算出を行う
椴法華港第２東物揚場本体コンクリートについて、コアを採取後圧
縮強度試験を行うと共に、試験結果について、既存試験値を含め
て整理を行う

奥尻港防風施設資料整理

奥尻港防風施設に関連する説明資料の基礎データ整理

№10

データ入力及び資料整理

公共事業労務費調査第一次審査補助業務

審査会の審査補助及び受付を行う

№11

統計調査補助

洪水予測システム更新作業

現行洪水予測システムの動作環境を整備し、システムプログラム
のインストール、セットアップを行う

№13

ソフトウェア開発

ＮＥＸＣＯ現場研修会バス借上げ料

バス借り上げを行う

№14

バス借り上げ

供用事務準備に伴うバス運行業務

３台のバス借り上げを行う

№14

バス借り上げ

西大沼チェーン着脱場 排水ポンプ場 維持管理業務

排水ポンプ場の維持管理（ポンプ場の電気・機械・附帯設備の点
検管理・記録、周囲の除雪、沈砂・し渣など廃棄物搬出の連絡、ポ
ンプ場の非常通報装置作動時における対応等）を行う

№16

給排水設備点検・清掃

函館道路事務所構内排水施設清掃

事務所構内集水枡、測溝の泥土処理及び清掃を行う

№16

給排水設備点検・清掃

熊石防災ＳＴ 地下水送水配管修理

地下水送水配管の水漏れ修理

№16

給排水設備点検・清掃

貯水槽清掃・消毒及び水質検査

函館開発建設部の宿舎・事務所の貯水槽を清掃・消毒及び水質検
査

№17

貯水槽点検・清掃

美利河ダム管理支所合併処理浄化槽保守点検

今金河川事務所外の合併処理浄化槽の保守点検を行う

№18

浄化槽点検・清掃

浄化槽保守点検及び清掃

函館管理ステーション外の浄化槽保守点検及び清掃を行う

№18

浄化槽点検・清掃

し尿処理浄化槽保守点検外（松前防災ステーション）

浄化槽の保守点検、清掃及び汚泥処理

№18

浄化槽点検・清掃

熊石防災ステーション し尿処理浄化槽保守点検外

し尿処理浄化槽の保守点検、清掃及び汚泥処理

№18

浄化槽点検・清掃

道の駅ルート２２９元和台 し尿処理浄化槽保守点検

浄化槽の保守点検

№18

浄化槽点検・清掃

江差道路事務所 し尿処理浄化槽保守点検外

浄化槽の保守点検、清掃及び汚泥処理

№18

浄化槽点検・清掃

函館開発建設部庁舎 自家用電気工作物点検

函館開発建設部庁舎自家用電気工作物の12ヶ月点検等

№19

建物電気設備点検・整備

函館開発建設部外３箇所自動扉保守点検

函館開発建設部本部庁舎、各事務所等の玄関自動扉の保守点検

№20

自動ドア点検・整備

美利河ダム管理支所外３箇所自動扉保守点検

美利河ダム管理支所外各事務所等の玄関自動扉の保守点検

№20

自動ドア点検・整備

西大沼チェーン着脱場自動ドア保守点検

自動ドア保守点検（年４回）を行う

№20

自動ドア点検・整備

駒場町職員宿舎灯油メーター取替外

駒場町職員宿舎設置の灯油メーターの取替、灯油タンク周辺設備
の修繕

№22

燃料設備点検・整備

今金河川事務所 地下タンク点検整備

美利河ダム管理支所に設置されている地下タンク（公称容量５００
０ℓ）の定期点検、漏洩検査を実施する

№23

地下燃料タンク点検・整備

花園町独身寮蓄熱式温水器取替

独身寮の老朽化した蓄熱式電気温水器を新規温水器に取替を行
う

№24

ボイラー点検・整備

平成２３年度 オープンカウンター件名

役務の内容

細分類

ボイラー点検整備（函館道路事務所）

ボイラー３台の点検整備を行う

№24

ボイラー点検・整備

八雲道路事務所外ボイラー清掃整備点検

八雲道路事務所外の暖房給湯ボイラー清掃整備点検を行う

№24

ボイラー点検・整備

八雲道路事務所 ボイラータイマー設置

八雲道路事務所庁舎１階のボイラーにボイラータイマー取付ける

№24

ボイラー点検・整備

函館港湾事務所 庁舎及び車庫ボイラー清掃・点検・整備 ボイラー本体、燃焼装置、付属品等の清掃・点検・整備

№24

ボイラー点検・整備

函館開発建設部庁舎空調設備定期点検等業務

函館開発建設部空調設備の定期点検、臨時点検及び保守

№25

空調設備点検・整備

空調設備点検整備（函館道路事務所）

庁舎冷暖房換気設備の清掃、点検を行う

№25

空調設備点検・整備

庁舎消防設備等補修

消防設備点検の補修

№26

消防用設備点検・整備

函館開発建設部 消防用設備等保守及び点検

函館開発建設部の消防用設備等の定期点検保守点検

№26

消防用設備点検・整備

今金町４１２番地職員宿舎避難ハッチ取替外

職員宿舎及び除雪ステーションの不具合箇所について修繕をおこ
なう

№26

消防用設備点検・整備

八雲道路事務所 消火器廃棄

八雲道路事務所保管の使用期限が切れ不要となった消火器の廃
棄を行う

№26

消防用設備点検・整備

函館港湾事務所 消火器点検及び廃棄処分

函館港湾事務所松前分駐所の消火器点検及び函館港湾事務所
の不用消火器の廃棄処分

№26

消防用設備点検・整備

昭和２丁目職員宿舎８号棟サッシ取替

職員宿舎で内窓が木枠である号室について、室内の断熱効果の
向上と結露軽減のため、樹脂断熱窓に取替える

№27

建物修繕（内装一般）

白鳥町職員宿舎１号棟流し台取替

職員宿舎の流し台が老朽化しているため、取替を行う

№27

建物修繕（内装一般）

梁川町２０番職員宿舎外畳入替

職員宿舎及び本部庁舎の畳が経年劣化しているため入れ替える

№27

建物修繕（内装一般）

美利河ダム管理施設補修

美利河ダム管理施設の補修（利水ゲート室扉補修、取水塔扉補
修、藤棚補修、駐車場看板補修）を行う

№27

建物修繕（内装一般）

二俣除雪ステーション 臭気ファン取替

二股除雪ステーションの外部臭気ファンの取替を行う

№27

建物修繕（内装一般）

駒場町職員宿舎 天井断熱改修外

職員宿舎天井裏の断熱改修

№27,28

建物修繕（内装一般）、
建物修繕（外装一般）

梁川町１１番職員宿舎１０号棟外内装修繕

職員宿舎にて経年劣化により修繕が必要な箇所の内装の修繕を
行う

№27,28

建物修繕（内装一般）、
建物修繕（外装一般）

函館開発建設部外建物検査

函館開発建設部外の施設を対象に、建築基準法及び官公庁施設
の建築等に関する法律に基づく法定点検を行う

№28

建物修繕（外装一般）

美利河ダム管理支所 予備ゲート室シャッター修理

美利河ダム管理支所主放流設備予備ゲート室上屋のシャッターを
修理する

№28

建物修繕（外装一般）

二俣除雪ステーション外壁修繕

二股除雪ステーションの外壁修繕を行う

№28

建物修繕（外装一般）

松前分駐所 プレハブ撤去作業

プレハブの撤去作業

№29

小規模建物とりこわし

物品運送（単価契約）

函館開発建設部から道内外への物品運送

№30

物品運送

函館道路事務所 書類等移動作業

函館道路事務所構内の書類等移動作業を行う

№30

物品運送

八雲道路事務所 物品等移設

八雲道路事務所２階の物品等の移設を行う

№30

物品運送

４ｔトラック２台貸切運搬作業

車両による書類の運搬及び保管

№30

物品運送

函館港湾事務所 厨房機器類等移設作業

函館港湾事務所食堂の厨房機器類等を倉庫まで運搬する

№30

物品運送

森港 取水管運搬

車輌による取水管の運搬

№30

物品運送

函館港湾事務所 構内整理作業（鉄くず外整理）

函館港湾事務所道具倉庫及び詰め所に保管されている機械及び
事務机等を資材倉庫に移設する

№30

物品運送

江差港湾事務所 書類運搬

函館開発建設部から江差港湾事務所へ運搬し、荷下ろしを行う

№30

物品運送

美利河ダム管理支所 スノーモービル定期点検

スノーモービルの定期点検及び整備を実施する

№31

乗用自動車点検・整備

江差港湾事務所奥尻分駐所公用車修繕単価契約

函館開発建設部江差港湾事務所が管理する連絡車の修繕

№31

乗用自動車点検・整備

港湾業務艇しらゆり 減速機作動圧力センサー及び清水 港湾業務艇しらゆりの減速機作動圧力センサーと清水温度計の交
温度計交換
換を行う

№34

船舶点検・整備

美利河ダム管理支所 小型船舶（せたなりあ）フロントウ 美利河ダム管理支所に配置されている小型船舶（せたなりあ）のフ
インドウ修理
ロントウインドウの修理を実施する

№34

船舶点検・整備

平成２３年度 オープンカウンター件名
美利河ダム管理支所 小型船舶（せたなりあ）定期点検

役務の内容
美利河ダム管理支所に配置されている小型船舶（せたなりあ）の定
期点検及び整備を実施する

細分類
№34

船舶点検・整備

函館港湾事務所 港湾業務艇船底弁解放点検

船殻艤装部の弁開報点検のため船底弁を解放し弁内の異物除
去、掃除、点検を行う

№34

船舶点検・整備

港湾業務艇しらゆり 消火器薬剤充填及び消火器本体
更新

港湾業務艇しらゆりに設置している小型船舶用粉末消火器の薬剤
充填及び自動拡散型粉末消火器の本体更新

№34

船舶点検・整備

港湾業務艇しらゆり 自動拡散型粉末消火器本体取り替 港湾業務艇しらゆりに設置している自動拡散型粉末消火器の更新
え
を行う

№34

船舶点検・整備

八雲道路事務所 書類廃棄

八雲道路事務所における書類廃棄を行う

№35

一般廃棄物処理

ごみ処理業務委託（江差地区）

事業用ごみの収集、運搬及び処理

№35

一般廃棄物処理

函館港湾事務所 廃家電等運搬処分

函館港湾事務所敷地内に保管されている廃家電等を収集運搬し、
処分（フロンガスの処分を含む）を行う

№35

一般廃棄物処理

業務用冷凍庫処分外

不要業務用冷凍庫外の処分

№35,36

一般廃棄物処理、
産業廃棄物処理

脇机外処分

不要となった脇机外の処分を行う

№35,36

一般廃棄物処理、
産業廃棄物処理

函館港湾事務所 油脂類等整理作業

函館港湾事務所にある大小７３の容器に液状、糊状、固形等の状
態で保管されている内容物の種類を特定し、適切な処分方法を整
理する
函館港湾事務所の倉庫内にある大小８２の容器に保管されている
油脂類等を産業廃棄物処理場まで運搬する

№36

産業廃棄物処理

№36

産業廃棄物処理

函館港湾事務所敷地内に保管されているコンクリート物件の収集
運搬及び廃棄を行う

№36

産業廃棄物処理

函館港湾事務所 構内整理作業（木くず外収集運搬・処 函館港湾事務所敷地内に保管されている木くず外を収集運搬し、
分）
処分を行う

№36

産業廃棄物処理

連絡車等廃タイヤ処分

函館開発建設部で使用された連絡車等のタイヤを処分（収集・運搬）する

№37

廃タイヤ処理

道の駅ＹＯＵ・遊・もり Ｉシステム障害対応

道の駅ＹＯＵ・遊・もり にある映像コントローラーを修理する作業

№38

通信設備点検・整備

一般国道２７７号雲石峠光ケーブル自営柱点検

光ケーブル用自営柱の点検（位置確認）

№38

通信設備点検・整備

函館開発建設部管内 光ケーブル共架補修

北海道電力株式会社所有柱の移設に伴う、北海道開発局の光
ケーブル移設を行う

№38

通信設備点検・整備

函館開発建設部管内道路管理用支線系ネットワーク系
統図作成

函館開発建設部の道路管理用支線系ネットワークを調査し系統図
の作成

№38

通信設備点検・整備

函館道路事務所管内 光ケーブル共架補修

北海道電力株式会社所有柱の移設に伴う、北海道開発局の光
ケーブル移設を行う

№38

通信設備点検・整備

道路管理情報システムサーバデータバックアップ

旧道路管理情報システムサーバーのデータを新システムのサー
バーに登録できるようにデータのバックアップを行う

№38

通信設備点検・整備

一般国道２２７号 厚沢部町字鶉外 光ケーブル共架補修

北海道電力株式会社所有柱の建て替えに伴う、北海道開発局の
光ケーブル移設を行う

№38

通信設備点検・整備

美利河ダム光ケーブル移設

共架している光ケーブルを再使用撤去し、新設柱へ、敷設換えを
行う

№38

通信設備点検・整備

函館道路事務所 電話機増設

内線電話用端子と外線電話用端子の設定、ダイヤルインの対象電
話機の設定変更を行う

№38

通信設備点検・整備

美利河ダム管理支所外模写電送装置点検

美利河ダム管理支所外に設置している模写電送装置の点検を実
施する

Ｔ．Ｉ．Ｃ．－ＣＩＴＩＺＥＮ製出退表示器改良

T.I.C.-CITIZEN製出退表示器の未使用部分改良

№39

電気設備点検・整備

デジタル複合機（リコー ｉｍａｇｉｏ ＭＰ７５００）感光体交
換外

デジタル複合機の感光体交換外

№41

ＯＡ機器点検・整備

函館港湾事務所 油脂類等収集運搬作業
函館港湾事務所 構内整理作業（コンクリート外処分）

№38,41

通信機器点検・整備、
ＯＡ機器点検・整備

デジタル複写機（リコーｉｍａｇｉｏＭＰ７５００総務課）感光体
デジタル複写機の感光体外交換
交換外
函館港湾事務所松前港に設置されている波浪観測装置（波高計
函館港湾事務所 波浪観測装置（波高計陸上観測局）点
陸上観測局）において不具合が発生している各種機器の点検作業
検作業
を行う
神威脇漁港で観測している海象計のケーブル保安器の修理・設置
神威脇漁港海象計修理
作業

№41

ＯＡ機器点検・整備

№43

海象観測装置点検・整備

№43

海象観測装置点検・整備

函館開発建設部 空気清浄機点検・清掃（本部車庫）

函館開発建設部本部車庫の空気清浄機の点検及び清掃

№45

空気清浄機点検・整備

函館開発建設部 空気清浄機点検・清掃（本部庁舎）

函館開発建設部の喫煙室の空気清浄機の点検及び清掃

№45

空気清浄機点検・整備

空気清浄機定期点検

喫煙室設置空気清浄機２台の定期点検（年４回）を行う

№45

空気清浄機点検・整備

ホイストブロック他定期自主検査（函館道路事務所）

ホイストブロックおよび天井レールについて、労働安全衛生法の規
定に基づく『クレーン等安全規則』で定められた定期自主検査を行
う

№47

天井クレーン点検・整備

平成２３年度 オープンカウンター件名

役務の内容

細分類

天井クレーン年次定期自主検査外

天井クレーン及びコンプレッサーの定期自主検査

№47

天井クレーン点検・整備

函館道路事務所 溶液供給装置修理

函館道路事務所の溶液供給装置の修理を行う

№48

溶液供給装置点検・整備

木間内除雪ＳＴほか 溶液供給装置点検整備

木間内除雪ステーション及び湯の里除雪ステーションの溶液供給
層の点検整備

№48

溶液供給装置点検・整備

函館開発建設部構内除排雪

函館開発建設部構内の除排雪

№49

構内除雪

函館港湾事務所 構内除排雪業務

構内除雪及び排雪

№49

構内除雪

江差港湾事務所 構内除排雪業務（単価契約）

江差港湾事務所の構内除排雪

№49

構内除雪

江差港湾事務所 瀬棚分駐所 構内除排雪業務（単価契約） 江差港湾事務所瀬棚分駐所の構内除排雪

№49

構内除雪

江差港湾事務所 奥尻分駐所 構内除雪等業務（単価契約） 江差港湾事務所奥尻分駐所の構内排雪

№49

構内除雪

函館開発建設部構内樹木せん定及び芝生刈り込み

函館開発建設部構内の樹木のせん定及び芝生刈り込み

№50

除草

国有財産敷地（江差地区）除草（単価契約）

函館開発建設部管理の土地の除草作業

№50

除草

今金河川事務所構内除草

今川河川事務所構内の除草を行う

№50

除草

函館港湾事務所構内 除草

函館港湾事務所構内の除草作業

№50

除草

江差港湾事務所瀬棚分駐所 構内除草

江差港湾事務所瀬棚分駐所構内の除草作業

№50

除草

江差港湾事務所瀬棚分駐所 構内除草作業

江差港湾事務所瀬棚分駐所構内の除草作業

№50

除草

恵山除雪ステーション跡地除草及び埋設物調査

除雪ステーション敷地の除草及び埋設支障物の掘削調査を行う

国有財産敷地（函館東部地区）埋設物調査

過去に建物があった場所の埋設物の有無確認、掘削調査

№52

掘削

国有財産敷地（函館西部地区）埋設物調査

過去に建物があった場所の埋設物の有無確認、掘削調査

№52

掘削

長万部町茶屋川不用物件支障物撤去

支障物撤去作業

№52

掘削

長万部町茶屋川不用物件敷地伐開

支障物撤去作業

№52

掘削

森町赤井川不用物件支障物撤去

支障物撤去及び整地作業

№52

掘削

せたな町北檜山区埋設物試掘調査

水道施設の埋設物掘削調査を行う

№52

掘削

元町１１番職員宿舎跡地管理用単管柵設置

職員宿舎跡地の適切な維持・管理のため、敷地境界に管理用単
管柵を設置する

№53

単管柵設置

函館市日ノ浜不用物件管理用単管柵増設

旧一般国道敷地を管理するための単管柵の一部未設置箇所への
増設作業

№53

単管柵設置

せたな町新横滝トンネル脇不用物件危険箇所侵入防止 不要物件への侵入を防止するためコンクリート製の侵入防止壁、
壁設置
単管柵を設置する

№53

単管柵設置

Ｒ２２９美谷トンネル周辺不用物件管理用単管柵設置

不要物件敷地を管理するための単管柵設置作業、不法投棄物の
除去作業

№53

単管柵設置

一般国道２７７号及び２２９号不用物件侵入防止柵設置

不要物件に侵入防止用の柵や看板を設置する

№53

単管柵設置

赤井川不用物件（Ａ３）バリケード移設

境界位置にバリケードを移設するとともに整地する作業

№54

整地

函館漁港鋼矢板補修

既設鋼矢板（Ⅱ型）の開孔部の止水を行うため、鋼板を溶接にて取
り付ける

№55

潜水作業

港湾業務艇しらゆり 係船ロープ点検

港湾業務艇及び浮桟橋の係船ロープの点検及び付着海藻等の除
去作業

№55

潜水作業

河口清掃補助外作業

河口清掃で収集したゴミの処分作業及び、河川管理区内における
障害物の除去作業を行う

№56

一般軽作業（運搬・整理）

美利河ダム魚道等維持作業

魚道施設（魚道観察窓、階段魚道部、分水施設）の清掃、鳥除け
の設置・撤去を行う

№56

一般軽作業（運搬・整理）

河川清掃補助外作業

河川清掃で収集したゴミの処分作業及び、河川管理区内における
障害物の除去作業を行う

№56

一般軽作業（運搬・整理）

清流の森植樹

地域と連携し河川敷地に植樹を行い河川環境の保全を図る

№56

一般軽作業（運搬・整理）

№56

一般軽作業（運搬・整理）

函館港湾事務所 構内整理作業（木くず付属金具取り外 函館港湾事務所敷地内に保管されているコア箱に取り付けられて
し等）
いる留め金及び蝶番を取り外す

№50,52 除草、掘削

