釧路開発建設部 契約課
（平成 ３１ 年 １月 ～ ３ 月分）

第 ４ 四 半 期
発 注 見 通 し（物品・役務・売払）
（平成３１年度４月契約予定分）
本表は、釧路開発建設部が発注を予定している一般競争（物品・役務・売払）の見通しについて掲載しています。
本表は発注の予定であるため、本表に掲載のないものが発注されることや、掲載されているものの発注が中止・変更となることがあります。
公告予定時期

発 注 予 定 件 名

概

要

平成３１年３月２９日現在
備

考（変更情報等）

年度開始前開札案件
１月１１日公告しました。
釧路開発建設部管内 超短波無線電話装置外保守点 超短波無線電話装置、道路テレメータ、河川テレメータ外 保守点検 年度開始前開札案件
平成３１年１月上旬
検
一式
１月１１日公告しました。
釧路開発建設部管内 情報通信システム用装置保守 CCTVカメラ、道路情報表示装置、地震計、光端局装置外 保守点検 年度開始前開札案件
平成３１年１月上旬
点検
一式
１月１１日公告しました。
高規格道路情報システム、CCTVカメラ、道路情報表示装置、非常電
釧路開発建設部管内 高規格道路情報システム保守
年度開始前開札案件
平成３１年１月上旬
話、トンネル非常警報装置、気象観測装置、遮断機、交通量計測装
点検
１月１１日公告しました。
置、IPネットワーク装置の保守点検 一式
釧路開発建設部本部・釧路河川事務所・釧路農業事務所における連 年度開始前開札案件
平成３１年１月下旬 車両管理業務（釧路開発建設部本部外）
絡車の運転及び点検整備
１月２４日公告しました。
弟子屈道路事務所・中標津道路事務所における連絡車の運転及び 年度開始前開札案件
平成３１年１月下旬 車両管理業務（弟子屈道路事務所外）
点検整備
１月２４日公告しました。
根室道路事務所・根室港湾事務所・根室農業事務所における連絡車 年度開始前開札案件
平成３１年１月下旬 車両管理業務（根室道路事務所外）
の運転及び点検整備
１月２４日公告しました。
年度開始前開札案件
平成３１年１月下旬 労働者派遣（一般事務）（単価契約）
釧路開発建設部本部における一般事務を行う労働者の派遣
１月３１日公告しました。
機械警備一式（釧路道路事務所、根室道路事務所、中標津道路事務 年度開始前開札案件
平成３１年１月下旬 機械警備業務（釧路道路事務所外）
所、釧路港湾事務所、根室農業事務所）
１月３１日公告しました。
機械警備一式（厚岸除雪ステーション、阿寒湖温泉除雪ステーショ
機械警備業務（釧路道路事務所厚岸除雪ステーション
年度開始前開札案件
平成３１年１月下旬
ン、標茶除雪ステーション、根室港湾事務所倉庫、根室港湾事務所車
外）
１月３１日公告しました。
庫、阿寒除雪ステーション）
年度開始前開札案件
平成３１年２月上旬 機械警備業務（釧路河川事務所若葉庁舎）
機械警備一式（釧路河川事務所若葉庁舎）
２月７日公告しました。
年度開始前開札案件
平成３１年２月上旬 機械警備業務（根室港湾事務所羅臼漁港分駐所）
機械警備一式（根室港湾事務所羅臼漁港分駐所）
２月７日公告しました。
年度開始前開札案件
平成３１年２月上旬 庁舎清掃業務（釧路道路事務所外）
釧路道路事務所・釧路港湾事務所等における庁舎等清掃一式
２月７日公告しました。
年度開始前開札案件
平成３１年２月上旬 釧路開発建設部管内 自家用電気工作物保守点検
釧路開発建設部管内 自家用電気工作物の保守点検 一式
２月７日公告しました。
年度開始前開札案件
平成３１年２月中旬 小荷物運送業務
釧路開発建設部、各事務所及び全国各地区間の小荷物運送業務
２月１５日公告しました。
年度開始前開札案件
平成３１年２月下旬 釧路港湾事務所 港湾業務艇運航業務
釧路港湾事務所管内の船舶運航管理等一式
２月２１日公告しました。
平成３１年１月上旬 釧路開発建設部管内 多重無線通信装置保守点検

多重無線通信装置の保守点検 一式

平成３１年２月下旬 根室港湾事務所 港湾業務艇運航業務
平成３１年２月下旬

根室港湾事務所管内の船舶運航管理等一式

釧路道路事務所 北海道横断自動車道外公衆トイレ施
北海道横断自動車道の公衆トイレの清掃
設清掃作業

平成３１年３月上旬 燃料油購入及び洗車（釧路開発建設部外）

燃料油の購入（揮発油、白灯油、重油）及び洗車

平成３１年３月上旬 燃料油購入（弟子屈道路事務所）

燃料油の購入（揮発油、白灯油、重油）

平成３１年３月上旬 燃料油購入（中標津道路事務所）

燃料油の購入（揮発油、白灯油）

平成３１年３月上旬 複写等業務（釧路開発建設部本部外）
平成３１年３月上旬 複写等業務（根室道路事務所外）
平成３１年３月上旬 複写等業務（中標津道路事務所外）
平成３１年３月上旬 平成３１年度 釧路開発建設部管内事業概要作成
平成３１年３月上旬 釧路港湾事務所 釧路港港湾情報収集

釧路開発建設部及び事務所（釧路市及び釧路町所在）から発注する
大型カラーコピー等の複写、電子データ出力、図面作成、電子データ
等修正等
根室道路事務所及び根室港湾事務所から発注する大型カラーコピー
等の複写及び図面作成等
中標津道路事務所及び根室農業事務所から発注する大型カラーコ
ピー等の複写業務

年度開始前開札案件
２月２１日公告しました。
年度開始前開札案件
２月２１日公告しました。
年度開始前開札案件
３月４日公告しました。
年度開始前開札案件
３月４日公告しました。
年度開始前開札案件
３月４日公告しました。
年度開始前開札案件
３月４日公告しました。

年度開始前開札案件
３月４日公告しました。
年度開始前開札案件
３月４日公告しました。
年度開始前開札案件
管内事業概要作成 一式
３月４日公告しました。
年度開始前開札案件
釧路港での工事を安全に実施するための船舶の入出港情報の入手
３月４日公告しました。

平成３１年３月上旬 連絡車外修繕等単価契約（釧路開発建設部本部）

連絡車、乗用車の整備及び一般修理

３月７日公告しました。

平成３１年３月上旬 連絡車外修繕等単価契約（釧路河川事務所外）

連絡車、パトロールカーの整備及び一般修理

３月７日公告しました。

平成３１年３月上旬 連絡車修繕等単価契約（根室農業事務所）

連絡車の整備及び一般修理

３月７日公告しました。

パトロールカー、散水車、路面清掃車等維持用機械、除雪トラック、
ロータリー除雪車及び小形除雪車、除雪ドーザー等除雪機械の整備
及び一般修理
連絡車、パトロールカー、散水車、路面清掃車等維持機械、除雪ト
維持・除雪機械外修繕等単価契約（根室道路事務所
平成３１年３月上旬
ラック、ロータリー除雪車及び小形除雪車、除雪ドーザ等除雪機械の
外）
整備及び一般修理
維持・除雪機械外（車両系）修繕等単価契約（弟子屈道 連絡車、パトロールカー、散水車、路面清掃車、除雪トラック、凍結防
平成３１年３月上旬
路事務所）
止剤散布車の整備及び一般修理
維持・除雪機械（特殊車両系）修繕等単価契約（弟子屈 草刈車、ロータリー除雪車、小形除雪車及び除雪ドーザの整備及び
平成３１年３月上旬
道路事務所）
一般修理
連絡車、パトロールカー、散水車、草刈車等維持機械、除雪トラック、
維持・除雪機械外修繕等単価契約（中標津道路事務
平成３１年３月上旬
ロータリー除雪車及び小形除雪車、除雪ドーザ等除雪機械の整備及
所）
び一般修理
平成３１年３月上旬 維持・除雪機械修繕等単価契約（釧路道路事務所）

３月７日公告しました。
３月７日公告しました。
３月７日公告しました。
３月７日公告しました。
３月７日公告しました。

平成３１年３月上旬 災害対策用機械修繕等単価契約

災害対策用機械の整備及び一般修理

３月７日公告しました。

平成３１年３月中旬 コピー用紙購入

コピー用紙の購入

３月１４日公告しました。

平成３１年３月中旬 事務用消耗品等購入

事務用消耗品等の購入

３月１４日公告しました。

平成３１年３月中旬 トナー等購入

トナー、インクカートリッジ等の購入

３月１４日公告しました。

平成３１年３月中旬 公共嘱託登記表示等業務 【注：変則日程】

公共嘱託登記（表示等）の委託

３月１４日公告しました。

防災対策用パーソナルコンピュータ（ノート型）外3式借
防災対策用パーソナルコンピュータ（ノート型）外3式の借入及び保守 ３月２２日公告しました。
入及び保守
釧路開発建設部管内国有財産について、越境物・不法投棄・不法占
平成３１年３月下旬 釧路開発建設部管内国有財産現地確認外
用等の現地確認、境界標等の現地確認及び灯油タンク等の点検を行 ３月２２日公告しました。
う
樋門管（４５箇所）、水門（１門）の年点検整備 一式
平成３１年３月下旬 釧路開発建設部管内樋門管外点検
３月２２日公告しました。
水門（１門）の月点検整備 一式
平成３１年３月下旬

平成３１年３月下旬 釧路湿原自然再生協議会外運営補助

自然再生協議会支援、小委員会支援、水国ＡＤ会議補助

３月２２日公告しました。

平成３１年３月下旬 花苗外購入（釧路道路事務所）

花苗、種子、肥料、土壌改良材及び培養土の購入

３月２９日公告しました。

平成３１年３月下旬 花苗購入（根室道路事務所）

花苗の購入

オープンカウンター方式に変更と
なりました。

平成３１年３月下旬 花苗外購入（弟子屈道路事務所）

花苗及び肥料の購入

３月２９日公告しました。

平成３１年３月下旬 花苗外購入（中標津道路事務所）

花苗、種子及び肥料の購入

オープンカウンター方式に変更と
なりました。

平成３１年３月下旬 釧路川植樹苗木管理補助

植樹指導補助、環境学習指導補助、植樹苗木管理

３月２９日公告しました。

平成３１年３月下旬 釧路川水質事故訓練運営補助

釧路川水質事故訓練準備、運営、後片付け

３月２９日公告しました。

