令和２年度

物品・役務・売払等（オープンカウンター）に係る発注見通し

第４四半期

※ここに掲載する内容は、あくまでも予定であるため、実際の発注がこの掲載内容と異なる場合（件名の変更等）、中止となる場合又はここに掲載されないものが発注される場合があります。
新規及び変更の掲載は赤で記しています。

北海道開発局
見積依頼書公開予定日

件
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函館開発建設部
考

令和3年3月下旬

美利河ダム管理支所外６箇所 自動扉保守点検

美利河ダム管理支所外６箇所に設置されている自動扉の保守点検

令和3年度案件、2/15掲載
2/22 件名等変更

令和3年3月下旬

函館開発建設部本部庁舎外４箇所 自動扉保守点検

函館開発建設部本部庁舎外４箇所に設置されている自動扉の保守点検

令和3年度案件、2/15掲載

令和3年3月下旬

函館道路事務所 自動扉保守点検

函館道路事務所に設置されている自動扉の保守点検

令和3年度案件、2/15掲載

令和3年3月下旬

エレベーター設備保守点検外

庁舎エレベーター２基及び関連設備の保守点検等

令和3年度案件、2/15掲載

令和3年3月中旬

函館開発建設部本部 ガソリン購入（単価契約）

函館開発建設部本部における車輌等に使用するガソリンを購入する

令和3年度案件、2/8掲載

令和3年3月下旬

手洗い用水せっけん外購入（単価契約）

函館開発建設部本部及び各事務所で使用する手洗い用水せっけん等を購入する

令和3年度案件、2/8掲載

令和3年3月下旬

函館開発建設部管内事業概要（令和３年度版）作成

事業概要の印刷用データの作成及び印刷

令和3年度案件、2/8掲載

令和3年3月下旬

臨時の健康診断に係る血液検査外（単価契約）

本部において臨時で実施する血液検査、尿検査

令和3年度案件、2/8掲載

令和3年3月中旬

函館開発建設部管内 道路維持管理用モバイルパソコン通信回線接続(単価
道路維持管理用モバイルPCにおけるWi-Fi利用環境整備
契約)

令和3年度案件、2/1掲載

令和3年3月下旬

ハードディスク購入（仮称）

ハードディスクの購入

令和3年度案件、2/1掲載

令和3年3月中旬

八雲道路事務所 ガソリン・灯油購入（単価契約）

令和3年3月中旬

ウェアラブルカメラシステム用通信回線接続

公用車のガソリン及び庁舎の灯油購入
令和3年度案件、1/26掲載
ウェアラブルカメラシステムの構成機器においてインターネット接続を行うための
インターネット回線の利用契約
令和3年度案件、1/26掲載

令和3年3月下旬

江差地区 し尿処理浄化槽保守点検外（単価契約）

江差道路事務所及び豊川町職員宿舎浄化槽の保守点検、清掃、汚泥引き抜き

令和3年度案件、1/26掲載

江差道路事務所浄化槽の保守点検、清掃、汚泥引き抜き

令和3年度案件、1/25掲載
1/26中止（件名等変更のため）

令和3年3月下旬 → 中止 江差道路事務所 し尿処理浄化槽保守点検外（単価契約）
令和3年3月中旬

江差地区 ガソリン購入（単価契約）

江差道路事務所及び江差港湾事務所公用車のガソリン購入

令和3年度案件、1/25掲載

令和3年3月中旬

江差地区 重油・灯油購入（単価契約）

江差道路事務所及び江差港湾事務所で使用する重油及び灯油を購入。

令和3年度案件、1/25掲載

令和3年3月中旬

江差港湾事務所奥尻分駐所 ガソリン・灯油購入（単価契約）

江差港湾事務所奥尻分駐所で使用する灯油及び同分駐所で使用する自操車用ガソリ
令和3年度案件、1/25掲載
ンの購入。

令和3年3月中旬

今金地区 ガソリン購入（単価契約）

ガソリンの購入

令和3年度案件、1/25掲載

令和3年3月中旬

函館港湾事務所 ガソリン購入（単価契約）

官用車のガソリンの購入

令和3年度案件、1/25掲載

令和3年3月下旬

江差道路事務所 プロパンガス購入（単価契約）

江差道路事務所で使用するプロパンガスの購入

令和3年度案件、1/25掲載

令和3年3月下旬

熊石防災ステーション し尿処理浄化槽保守点検外（単価契約）

熊石防災ステーション浄化槽の保守点検、清掃、汚泥引き抜き

令和3年度案件、1/25掲載

令和3年3月下旬

松前防災ステーション し尿処理浄化槽保守点検外（単価契約）

松前防災ステーション浄化槽の保守点検、清掃

令和3年度案件、1/25掲載

令和3年3月下旬

道の駅ルート229元和台 し尿処理浄化槽保守点検（単価契約）

道の駅ルート229元和台浄化槽の保守点検

令和3年度案件、1/25掲載

令和3年3月下旬

木間内除雪ステーション し尿処理浄化槽保守点検外（単価契約）

木間内除雪ステーション浄化槽の保守点検、清掃、汚泥引き抜き

令和3年度案件、1/25掲載

令和3年3月下旬

函館港湾事務所 プロパンガス購入（単価契約）

事務所庁舎で使用するプロパンガスの購入

令和3年度案件、1/25掲載

令和3年3月下旬

函館港湾事務所 塵芥収集運搬（単価契約）

庁舎内で発生した一般廃棄物の収集及び運搬

令和3年度案件、1/25掲載

令和3年3月下旬

江差地区 塵芥収集運搬（単価契約）

江差道路事務所及び江差港湾事務所から排出される一般廃棄物の収集、運搬。

令和3年度案件、1/25掲載

令和3年3月中旬

緊急気象情報提供

本件は気象庁から発信される各気象情報を当部防災携帯電話を保有する関係職員へ
令和3年度案件、1/18掲載
迅速かつ効率的に情報伝達することを目的としている。

令和3年3月中旬

函館開発建設部 自動電話交換機装置一式借入

自動電話交換機装置一式の借入

令和3年度案件、1/18掲載

令和3年3月下旬

ゴム印購入

函館開発建設部本部及び事務所で使用するゴム印の購入

令和3年度案件、1/18掲載

令和3年1月下旬 → 中止 美利河ダム管理用制御処理設備蓄電池外購入

美利河ダム管理用制御処理設備で使用する蓄電池外の購入

11/16掲載、1/18発注中止

令和3年1月下旬 → 中止 江差道路事務所 鉄くず等計量（仮称）

江差道路事務所構内に保管している鉄くず等の計量を行う

12/22掲載、1/18発注中止

令和3年1月下旬

通話録音装置購入

通話録音装置の購入

1/14掲載

令和3年1月下旬

いす外３点購入

いす等の購入

1/14掲載

令和3年1月下旬

防犯フィルム外７点購入

防犯フィルム等の購入

1/14掲載

令和3年1月下旬

江差道路事務所 2階空調機1台更新

江差道路事務所2階執務室の空調機1台を更新する

1/12掲載

見積依頼書公開予定日
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令和3年1月下旬

函館開発建設部 2階幹部会議室照明LED化作業

函館開発建設部2階幹部会議室照明をLED化する

1/12掲載

令和3年1月下旬

パーティション購入（仮称）

パーティションの購入

1/12掲載

令和3年1月下旬

ロール紙外６６点購入

ロール紙等事務用消耗品の購入

1/12掲載

令和3年1月下旬

フェイスシールド３５個購入（仮称）

フェイスシールド３５個の購入

1/12掲載

令和3年1月下旬

図書（函館 道路地図外１８点）購入

図書の購入

1/12掲載

令和3年1月下旬

函館港湾事務所 臼尻漁港仮設柵設置ほか

臼尻漁港工事作業ヤード簡易バリケード設置及び看板の撤去

1/12掲載

令和3年1月下旬

函館港湾事務所 安全旗外購入

港湾業務艇で使用する安全旗等の購入

1/12掲載

令和3年1月下旬

災害用シューズ外購入

災害用シューズ等の購入

12/28掲載

令和3年1月下旬

ペーパータオル外購入

ペーパータオル等の購入

12/28掲載

令和3年1月下旬

使い捨て手袋購入

使い捨て手袋の購入

12/28掲載

令和3年1月下旬

今金河川事務所 発電機購入

今金河川事務所において使用する発電機の購入

12/28掲載

令和3年1月上旬
函館港湾事務所事業資料整理
→令和3年1月下旬に変更

函館港若松ふ頭整備に関する映像整理

11/24掲載、12/28変更

令和3年1月上旬
函館港湾事務所事業説明資料作成
→令和3年1月下旬に変更

函館港湾事務所所管の港湾における事業概要作成

11/24掲載、12/28変更

ＷＥＢカメラ等の購入

12/22掲載

タブレットＰＣ等の購入

12/14掲載、12/22発注中止

令和3年1月上旬

ＷＥＢカメラ外購入（仮称）

令和3年1月上旬 → 中止 タブレットＰＣ外購入
令和3年1月中旬

営繕資料電子化及び図面管理システム登録外

営繕資料電子化、図面管理システム登録及びマイクロフィルム化

12/22掲載

令和3年1月下旬

防災パソコン用通信端末購入（仮称）

防災パソコン用通信端末の購入

12/22掲載

令和3年1月下旬

函館道路事務所外 非常照明器具改修

函館道路事務所外の非常照明器具を改修する

12/15掲載

令和3年1月下旬

江差道路事務所 天井クレーン外年次定期自主検査

江差道路事務所熊石防災ステーションの天井クレーン及び事務所・各ステーション
12/15掲載
の第二種圧力容器（コンプレッサー）の年次定期自主検査

令和3年1月下旬

江差道路事務所 溶液供給装置点検整備

江差道路事務所管内の溶液供給装置の年次点検整備

12/15掲載

令和3年1月下旬

江差道路事務所 給水装置点検整備

江差道路事務所及び熊石防災ＳＴ、松前防災ＳＴの給水装置の点検整備

12/15掲載

令和2年12月中旬
函館開発建設部本部 直流電源装置鉛蓄電池触媒栓交換
→令和3年1月上旬に変更

函館開発建設部本部にある直流電源装置用の鉛蓄電池触媒栓５４個の交換、撤去し 12/14掲載
た触媒栓の処理委託
（第3四半期公開予定から変更）

令和3年1月上旬

図書（新電気１月号外１２点）購入

図書の購入

12/14掲載

令和3年1月上旬

レバーファイル外４４点購入

レバーファイル等の購入

12/14掲載

令和3年1月上旬

転倒防止粘着マット外２０点購入

転倒防止粘着マット等の購入

12/14掲載

令和3年1月上旬

アルコールウェットティッシュ購入

アルコールウェットティッシュの購入

12/14掲載

令和3年1月上旬

加湿器購入

加湿器の購入

12/14掲載

令和3年1月上旬

災害用自転車メンテナンス用品購入

災害用自転車のメンテナンス用品の購入

12/14掲載

令和3年1月上旬

トランシーバーセット購入

トランシーバーセットの購入

12/14掲載

令和3年1月上旬

スピーカー外購入

スピーカー等の購入

12/14掲載

令和3年1月中旬

函館農業事務所 モバイルソーラーセット外２点購入

モバイルソーラーセット等の購入

12/14掲載

令和3年1月中旬

函館道路事務所 旧喫煙室清掃ほか

事務所旧喫煙室のヤニ汚れ・悪臭を除去するなど

12/14掲載

令和3年1月下旬

今金河川事務所 軽油購入

今金河川事務所で使用する軽油の購入

12/14掲載

令和3年1月下旬

今金河川事務所 樋門外合鍵購入

今金河川事務所管内の樋門で使用する合鍵の購入

12/14掲載

令和3年3月中旬

函館道路事務所 ガソリン購入（単価契約）

公用車で使用するガソリンの購入

令和3年度案件、12/14掲載

令和3年3月中旬

函館道路事務所 塵芥収集運搬（単価契約）

庁舎内で発生した一般廃棄物の収集及び運搬

令和3年度案件、12/14掲載

令和3年1月中旬

函館港湾事務所 みなとカメラ制御用ソフトライセンス購入

みなとカメラを対象とするデジタル画像伝送システムを採用したカメラ制御ソフトウェア
12/7掲載
のライセンス購入

令和3年1月上旬

函館開発建設部庁舎 便器１台交換

函館開発建設部庁舎内の和式便器１台を洋式便器に交換する

12/1掲載

令和3年1月上旬

道路事業広報用ポスター印刷外一連作業

管内道路事業に関するポスター及びリーフレットの印刷並びに横断幕の作成

11/30掲載

令和3年1月上旬

道路事業に関する新聞広告掲載

管内道路事業に関する新聞広告の掲載

11/30掲載

令和3年1月上旬

道路事業に関するラジオスポットＣＭ

管内道路事業に関するラジオＣＭの放送

11/30掲載

令和3年1月上旬

美利河ダム管理用制御処理設備ハードディスク購入

美利河ダム管理用制御処理設備のハードディスク購入

11/24掲載

見積依頼書公開予定日
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令和3年1月上旬

函館開発建設部 本部庁舎不用品処分

本部庁舎にある不用品の収集、運搬及び処分

11/24掲載

令和3年1月上旬

ウェアラブルカメラシステム購入

ウェアラブルカメラシステム等の購入

11/24掲載

防災用携帯電話端末２６台の更新

11/2掲載
→11/24 第3四半期公開予定に変更

令和3年1月上旬
防災用携帯電話端末２６台更新
→令和2年12月中旬に変更

